


モバイルサイトはこちら！

キッズステーションカスタマーセンター
ご視聴に関する
お問い合わせ

キッズステーション（受付時間 10：00～20：00）

0120-700-879 www.kids-station.com
@euu3099p

@kids_station

キッズステーション
公式SNSで
番組の最新
情報配信中

検 索

10/17（水）午前11：00、
10/19（金）午後3：30 スタート  毎週 月～金曜  

10/15（月）スタート  
毎週 月～水曜  午後1：00 毎週 土曜　午前 8：15

2018.10 「ホビッチョ！」いま話題のおもちゃ・
ゲーム・お菓子・イベントなどの最新
情報を紹介する、キッズ向け情報番組。

赤文字 = 初放送 / オススメ
青文字 =1 話スタート

映画・劇場版
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ねぇ、フェアリルって
知ってる？ フェアリル
は羽根のついた小さな
妖精たち。最強カワイ
イ妖精のエンターテイ
メント！リルリルフェア
リルのアニメ第3期シ
リーズを放送中！

3人組アイドルユニット
「ミラクルミラクル」の
少女たちがアイドル戦
士となって、得意なダ
ンスや歌のチカラで悪
を倒し、世界の平和を
守るライブ型 NEW 特
撮ヒロインストーリー。

舞 台 は サ ー カ ス！ 夢
いっぱいのワンダーラ
ンドであそんじゃおう！
おやこいっしょに楽し
める新感覚の " あそべ
る英語知育バラエティ
ショー "。

2・9・
16・23・
30

1・8（祝）・
15・22・
29

3・10・
17・24・
31

4・11・
18・25

5・12・
19・26金木水火月

6 30
ポケットモンスター ＸＹ

モンストテレビ

7 妖怪ウォッチ(3日 1話から再放送)　　　　　　　　　 　28

8 30

～12日 げんきげんき ノンタン 　
15日～ トレインズ -TRAINS-

～5日 れいぞうこのくにのココモン２　
8日～24日 れいぞうこのくにのココモン３　25日～ れいぞうこのくにのココモン 

9
～
10

30
それいけ！アンパンマン

30

             ハピクラ♪タイム 子育てTV ハピクラ･ゴーゴー！のりものタウン 
1日～ ㊊～㊍ ラララ ララちゃん (10:25～)　㊎ララちゃん ステーション！(10:25～)

げんきげんき ノンタン 　
8日 妖怪ウォッチ バスターズトレジャーⅢ(～0:30)

11
～
12 

30
ABCブロッコリ！(17日 1話から再放送)

30

それいけ！アンパンマン 
㊎マルタの冒険　シーズン３(11:55～0:00)

～25日 リルリルフェアリル～妖精のドア～　
26日～31日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション

1

㊊～㊌ ㊍㊎
～9日 １話からおさらい ポケットモンスター サン＆ムーン  
10日 ふるさと再生　日本の昔ばなし セレクション　
15日～ アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！

情報

30
妖怪ウォッチ

2 ハピクラ♪タイム 子育てTV ハピクラ･ゴーゴー！のりものタウン

3 15

30

キッずかん
ハローココモン (10日 1話から再放送)

ABCブロッコリ！(19日 1話から再放送)

4 25

30

それいけ！アンパンマン
本とあそぼう！

それいけ！アンパンマン

5 妖怪ウォッチ (3日 1話から再放送)　　　　　　　　  　 　58 

6 ポケットモンスター

7

㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎
魔法×戦士 
マジマジョ

ピュアーズ！

ベイブレード
バースト 超ゼツ

ポケットモンスター 
サン＆ムーン

妖怪ウォッチ 
シャドウサイド 銀魂

30
モンストテレビ

8 30
～5日 ガンダムビルドファイターズ　8日～ ガンダムビルドファイターズトライ

1日～ 1話からおさらい デュエル・マスターズ！

9 銀魂

10 30
ドクタースランプ 

1日～ スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）
11 イナズマイレブン

0
～24日 機動新世紀ガンダムＸ　※24日 （～0:30）

24日 タイムボカンシリーズ　ヤッターマン＜デジタルリマスターHD版＞ セレクション（0:30～）
25日～ はじめの一歩

1 銀魂

2 30
1日～ スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）

ドクタースランプ

3 30
～31日 コードギアス 反逆のルルーシュＲ２

情報

4 30
1日～ １話からおさらい デュエル・マスターズ！

～24日 １話からおさらい 新幹線変形ロボ シンカリオン　25日～ 妖怪ウォッチセレクション

5 それいけ！アンパンマン

おしえて魔法のペンデュラム 
～リルリルフェアリル～

アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！ABCブロッコリ！
※番組内容及び、放送時間などは予告なく変更になる場合があります。詳しくは www.kids-station.comでご確認ください。

土 6・13・20・27

6 30
ベイブレードバースト 超ゼツ
デュエル・マスターズ ！
※6日 妖怪ウォッチ セレクション

7 30
　　　　　  コロッケ！ 　  　　　28

ロックマンエグゼＡＸＥＳＳ

8
きんだーてれび

15 おしえて魔法のペンデュラム 
～リルリルフェアリル～30
魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！

9 30
それいけ！アンパンマン

6日～27日 
30周年特別企画 それいけ！アンパンマン 
みんなだいすき！アンパンマンスペシャル10 53
マルタの冒険　シーズン３

11
れいぞうこのくにのココモン２ 

30
ポチっと発明 ピカちんキット

12
～

1

６日　 劇場版「名探偵コナン　
ベイカー街（ストリート）の亡霊」 
4Kデジタルリマスター版

13日　 映画Go！ プリンセスプリキュア 
Go！Go！！ 豪華3本立て！！！

　　　 「僕たちが目指した TOP への道 
～未来の夢をロボットに込めて～」
(1:30～)

20日　 劇場版「名探偵コナン　
 沈黙の15分（クォーター）」

27日　妖怪ウォッチ ハロウィンセレクション

2 30
ポケットモンスターXY&Z

モンストテレビ サタデー

3 ドクタースランプ

4 30
新幹線変形ロボ シンカリオン
デュエル・マスターズ！
※6日 １００％パスカル先生 セレクション

5 30
妖怪ウォッチ シャドウサイド

イナズマイレブン アレスの天秤　　58

6 ポケットモンスター サン＆ムーン　 58

7 ボボボーボ・ボーボボ

8 銀魂

9

～

10

６日　 劇場版イナズマイレブン  
最強軍団オーガ襲来 　

13日　 劇場版イナズマイレブンGO  
究極の絆 グリフォン 

20日　 劇場版「名探偵コナン　 
天空の難破船（ロスト・シップ）」 

27日　 劇場版「名探偵コナン　 
沈黙の15分（クォーター）」 

11        

～  

4

はじめの一歩 集中放送
　６日 #13～#25 　
　13日 #26～#38
スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版） 
キャッチアップ
　20日 #1～#10  
　27日 #11～#20

5 それいけ！アンパンマン 

キッズ・ホリデースペシャル

日 7・14・21・28

6

デュエル・マスターズ！　
※7日 妖怪ウォッチ  
セレクション

30
～14日 １００％パスカル先生 (～6:45)　 
～14日 絶体絶命でんぢゃらすじーさん  
セレクション (6:45～) 
21日～ １００％パスカル先生 セレクション

7
スナックワールド

30
イナズマイレブン アレスの天秤　 　58

8
妖怪ウォッチ シャドウサイド

30
ポケットモンスター サン＆ムーン　  58

9 それいけ！アンパンマン
30

7日～28日
30周年特別企画 それいけ！　
アンパンマン みんなだいすき！ 
アンパンマンスペシャル

10

11
19

ボノロン　～不思議な森のいいつたえ～
30

キッずかん
45 きんだーてれび

12

～

1

劇場版ポケットモンスター アドバンス
ジェネレーション

７日　「七夜（ななよ）の願い星 ジラーチ」 　
14日 「裂空（れっくう）の訪問者 デオキシス」 　
21日   「ミュウと波導（はどう）の

勇者 ルカリオ」
28日  「ポケモンレンジャーと 
　　 蒼海（うみ）の王子 マナフィ」

2 銀魂

3
～21日    ゲゲゲの鬼太郎 
28日   「僕たちが目指したTOPへの道
　　　 ～未来の夢をロボットに込めて～」

4
妖怪ウォッチ シャドウサイド

30
イナズマイレブン アレスの天秤

5
新幹線変形ロボ シンカリオン

30
デュエル・マスターズ！　※7日 ポチっと
発明 ピカちんキット セレクション

6

～

11

７日  イナズマジャパンFFIロードtoビクトリー
イナズマイレブン 決勝戦ダイジェスト
スペシャル　

14日  銀魂 ポロリ篇 一挙放送 
#329～#341 　

21日  ガンダムビルドファイターズ 全話放送
#1～#13 　

28日  ガンダムビルドファイターズ 全話放送
#14～#25

0 銀魂

1 30
～14日 機動武闘伝Ｇガンダム ※14日(～2:00)
14日 タイムボカンシリーズ　ヤッターマン＜デ
ジタルリマスターHD版＞ セレクション (2:00～)
21日～ ガサラキ2 30

～21日 宇宙の騎士テッカマンブレード＜HD
リマスター版＞ ※21日(～3:00)
21日 タイムボカンシリーズ　ヤッターマン＜デ
ジタルリマスターHD版＞ セレクション(3:00～)
28日～ 機動新世紀ガンダムＸ

3

4 ミラクル☆ガールズ＜デジタルリマスターHD版＞

5 それいけ！アンパンマン

1話から
スタート

1話から
スタート




