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「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

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。

瞬間変形アクション玩具＆カードゲーム「爆丸」を
原作としたテレビアニメ、新シリーズ！

インターネットスターを目指す「オーサム・ワン」のメンバー、ダン、
ウィントン、リアはある日「ドラゴ」という生き物に出会う。「爆丸」と
いう不思議な力を持つ「ドラゴ」を巡り、トラブルや事件が発生！ 
彼らの闘いが今、始まる！

待望のアニメ第二期やショートドラマ、モンスター大図鑑、プレゼン
トが当たるキャンペーンなど内容盛りだくさん！これを見てみんなで
一緒にモンストの世界へ踏み出そう！

モンスターストライクの魅力をお届けする
モンストテレビがパワーアップ！

爆丸バトルプラネット モンストテレビ（新エピソード）

毎週月〜金曜 あさ6:30・夜7:30〜（リピート放送）     
毎週火曜 夜7:00
6/18（火）スタート 

（リピート放送）毎週土曜 あさ 6:00
6/22（土）スタート 6/17（月）スタート

BS・CS
初放送

TV
初放送

月 3・10・
17・24

4・11・
18・25

5・12・
19・26

6・13・
20・27

7・14・
21・28金木水火

6 30

～17日 ベイブレードバースト 超ゼツ　18日～スナックワールド
※27日 ポチっと発明 ピカちんキット セレクション(～7:00)

～14日 モンストテレビ　
17日～ モンストテレビ（新エピソード）

7 30
　　　　　　　　　　　 妖怪ウォッチ　※27日 モンストテレビ 28

妖怪ウォッチ　※27日 妖怪ウォッチ セレクション

8 30

～17日 アイドル×戦士 ミラクルちゅーんず！ 
18日～ 魔法×戦士 マジマジョピュアーズ！

れいぞうこのくにのココモン

9
30

映画最新作公開記念 みんなだいすきコキンちゃんスペシャル
3～28日 それいけ!アンパンマン コキンちゃんのおはなし

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
㊊～㊍  ラララ ララちゃん シーズン４ セレクション（10:25～）　
㊎  ～7日 ララちゃん ステーション！ セレクション（10:25～）　
　  14日～ ラララ ララちゃん シーズン４ セレクション（10:25～）10

30
 ABCブロッコリ！

11 30

～18日 ぽけっとあにめプチ！パンパカパンツ ＷおＮＥＷ！
19日～ ぽけっとあにめプチ!パンパカパンツ おNEW!

それいけ！アンパンマン

12 30
～26日 おじゃる丸 ※26日（～12：45）　26日 きんだーてれび セレクション（12:45～) 　

27日～ 若おかみは小学生！

1 30
㊊～㊌ ポケットモンスター ＸＹ 　㊍㊎ 情報

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(～2:55)
本とあそぼう！(2:55～)

3 30
ABCブロッコリ！ 

1話からおさらい 新幹線変形ロボ シンカリオン

4 それいけ！アンパンマン

5 　　 　　　　　　　　　 妖怪ウォッチ　※27日 妖怪ウォッチ セレクション 　　　  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！

～11日 ベイブレード
バースト 超ゼツ

18日～ 爆丸バトル
プラネット

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

爆釣
バーハンター

30
～1４日 モンストテレビ　17日～ モンストテレビ（新エピソード）

8
～14日 妖怪ウォッチ シャドウサイド ※14日（～8:30）

14日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション （8:30～）
17日～ イナズマイレブン

9 銀魂　

10 ～18日 弱虫ペダル　
19日～ 弱虫ペダル GRANDE ROAD

11 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝

0 ～12日 ∀ガンダム　13～18日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション　19日～ はじめの一歩

1 銀魂

2 ～18日 弱虫ペダル
19日～ 弱虫ペダル GRANDE ROAD

3 スラムダンク（デジタルリマスターＨＤ版）
※26日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション（～4:30）

4 30
ボボボーボ・ボーボボ

情報

5 ポケットモンスター

映画最新作公開記念 みんなだいすきコキンちゃんスペシャル映画最新作公開記念 みんなだいすきコキンちゃんスペシャル

　　　  

土 1・8・15・22・29

6 30

～15日 ベイブレードバースト 超ゼツ
22日～ 爆丸バトルプラネット
デュエル・マスターズ！！

7
コロッケ!　　　　  28

30
ロックマンエグゼＡＸＥＳＳ

8

1～22日 きんだーてれび セレクション（～8:15）
～22日 若おかみは小学生！（8:15～）
29日～ パウ・パトロール

30
ひみつ×戦士 ファントミラージュ！

9

30

映画最新作公開記念　
みんなだいすきコキンちゃんスペシャル   
1日 劇場版「それいけ！アンパンマン　
　  コキンちゃんとあおいなみだ」
8～29日 それいけ!アンパンマン

 コキンちゃんのおはなし
 劇場版それいけ !
アンパンマン
 1日 妖精リンリンの
　　 ひみつ 
  8日   ブラックノーズと魔法の歌（9:58～） 
15日   よみがえれ バナナ島 （9:58～）
22日   りんごぼうやと みんなの願い（9:58～） 
29日   おもちゃの星のナンダとルンダ 

10

11 30
～29日 れいぞうこのくにのココモン３ 
ポチっと発明 ピカちんキット

12

～

1

劇場版 「名探偵コナン」
  1日　時計じかけの摩天楼 4Kデジタルリマスター版
  8日　迷宮の十字路（クロスロード）
15日　から紅の恋歌（ラブレター） 
映画 妖怪ウォッチ
22日　誕生の秘密だニャン！ 
29日  エンマ大王と5つの物語だニャン！ 

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 爆釣バーハンター  

4 30
新幹線変形ロボ シンカリオン
1日～ デュエル・マスターズ！！

5 30
妖怪ウォッチ シャドウサイド
イナズマイレブン オリオンの刻印　58

6 ポケットモンスター サン＆ムーン　  58

7 青の祓魔師

8   ～8日 銀魂 柳生篇　15日～ 銀魂

9

～

10

劇場版 「名探偵コナン」
  １日　から紅の恋歌（ラブレター）
  8日　時計じかけの摩天楼 4Kデジタルリマスター版 
15日　迷宮の十字路（クロスロード） 
29日　から紅の恋歌（ラブレター）

22日　 弱虫ペダル Re:RIDE 

11        

～  

4

 

銀魂 201話4ヶ月連続放送
   1日　#139～#150 　  8日　#151～#163 
15日  #164～#176 　22日 #177～#189 
29日 #190～#201 

5 ～29日 ガサラキ ※29日（～5：30）
29日 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション（5:30～）

日 2・9・16・23・30

6
デュエル・マスターズ！！

30 １００％パスカル先生 
セレクション　

45 絶体絶命でんぢゃらすじーさん

7 30
スナックワールド
イナズマイレブン オリオンの刻印    58

8 30
妖怪ウォッチ シャドウサイド
ポケットモンスター サン＆ムーン　  58

9

映画最新作公開記念　
みんなだいすきコキンちゃんスペシャル
2～30日 それいけ!アンパンマン

 コキンちゃんのおはなし
30

劇場版それいけ !
アンパンマン
  2日  だだんだんと 

ふたごの星 (9:58～) 
  9日  すくえ！ココリンと 

奇跡の星（9:58～） 
16日  とばせ！希望の 

ハンカチ（9:58～） 
23日  ミージャと魔法の 

ランプ（9:58～） 
30日 ブルブルの宝探し大冒険！   

10

11

19 ボノロン ～不思議な森のいいつたえ～
30 けだまのゴンじろー

12

～

1

劇場版ポケットモンスター 
 2日  アドバンスジェネレーション  

  「裂空（れっくう）の訪問者  
デオキシス」 

 9日  ダイヤモンド・パール 
   「ディアルガＶＳ(たい) 
 パルキアＶＳ(たい)ダークライ」 

ポケモン・ザ・ムービーＸＹ
16日  「破壊の繭とディアンシー」 
23日  「光輪（リング）の超魔神 フーパ」 
ポケモン・ザ・ムービーXY&Z
30日  「ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ」

2 ～9日 銀魂 柳生篇  16日～ 銀魂

3 ～16日 弱虫ペダル GRANDE ROAD
23・30日 妖怪ウォッチ 「妖怪ウォッチ！」放送直前セレクション

4 30
妖怪ウォッチ シャドウサイド
イナズマイレブン オリオンの刻印

5 30
新幹線変形ロボ シンカリオン
2日～ デュエル・マスターズ ! !

6

～

11

ＮＡＲＵＴＯ-ナルト- 疾風伝 
2日　自来也忍法帳 #652～#665 一挙放送 　
9日　自来也忍法帳 #666～#670 一挙放送 
　　イタチ真伝篇 #671～#678 一挙放送 

テレビスペシャル「ルパン三世」　
16日　ハリマオの財宝を追え！！ 
　　 トワイライト☆ジェミニの秘密 

ワルサーP38  
23日　炎の記憶～Tokyo Crisis～
　　 愛のダ・カーポ～FUJIKO'S Unlucky Days～
　　 1＄マネーウォーズ

30日　 コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道 
コードギアス 反逆のルルーシュⅡ 叛道 
コードギアス 反逆のルルーシュⅢ 皇道（～1:00）

0
〜
3

銀魂  （～1:30） 
※30日 ちょびっとづかん (1:00～1:05)　
　　　　ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ セレクション(1:05～1:30)
∀ガンダム （1:30～2:30）　ボボボーボ・ボーボボ （2:30～） 

4
〜 

5
ゲゲゲの鬼太郎




