キッズステーション

6:00

2013/09/02(月)
2013/09/03(火)
06:00 ★ジュエルペット きら☆デコッ！ 06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#1
#2

2013/09/04(水)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#3

2013/09/05(木)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#4

2013/09/06(金)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#5

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#147・148

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#149
06:57 ホビッチョ！

#151・152

#153
06:57 ホビッチョ！

07:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

7:00

8:00

#155・156

#154

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#324
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#73

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#325
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#73

かいけつゾロリ

#56

07:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#150
07:28 ホビッチョ！
07:30 ◆(字)ハッピー！クラッピー
#325
07:55 ◆(字)ゴーゴー！のりものタウン
#73

2013/09/07(土)
06:00 ◆(字)まじめにふまじめ

06:30 (字)無人惑星サヴァイヴ
#47

06:30 ◆ジュエルペット きら☆デコッ！
#21

7:00 わくわく☆サンリオタイム

07:00 キッズ名作アワー
母をたずねて三千里
#31・32

けろけろけろっぴのがんばれ！けろっぴーず

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#324
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#57

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#325
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#73

ハローキティの白雪姫
ポムポムプリンのウサギとカメ

08:22 ピポンザABC！
#22

08:22 ピポンザABC！
#23

08:22 ピポンザABC！
#22

08:22 ピポンザABC！
#23

08:15 ◆デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #120

08:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #120

08:30 ぴっちぴち♪しずくちゃん
#23

08:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

08:52 ぜんまいざむらい #188
09:00 それいけ！アンパンマン
#326

08:52 ぜんまいざむらい #189
09:00 それいけ！アンパンマン
#327

08:52 ぜんまいざむらい #190
09:00 それいけ！アンパンマン
#328

08:52 ぜんまいざむらい #191
09:00 それいけ！アンパンマン
#329

08:52 ぜんまいざむらい #192
09:00 それいけ！アンパンマン
#330

08:45 ダーウィンの動物大図鑑

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#324
09:55 GO!GO!カートくん #21
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#325
09:55 GO!GO!カートくん #22
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#324
09:55 GO!GO!カートくん #23
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#325
09:55 GO!GO!カートくん #24
10:00 ピカチュウタイム
ピカチュウのふゆやすみ２０００
『こおりであそぼう/クリスマスの夜』
10:30 チャギントン シーズン2
#14

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#325

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

#21
10:30 チャギントン シーズン2
#10
10:45 パブー＆モジーズ #17
11:00 11:00 ◆(字)おやこでクッキング
#378
11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#162

0:00

3:00

4:00

セレクション～

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

#22
10:30 チャギントン シーズン2
#11
10:45 ◆ロボカーポリー #9
11:00 (字)おやこでクッキング
#377

#23
10:30 チャギントン シーズン2
#12
10:45 パブー＆モジーズ #18
11:00 (字)おやこでクッキング
#378

#24
10:30 チャギントン シーズン2
#13
10:45 ロボカーポリー #9
11:00 (字)おやこでクッキング
#377

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#163

#164

#165

#44

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#45

11:00 (字)おやこでクッキング
#378
11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:30 (字)まじめにふまじめ

00:00 名探偵ホームズ
#5

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#46

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

かいけつゾロリ

#56
11:56 なるほど！エージェント
0:00 キッズ・ホリデースペシャル
わが青春のアルカディア
無限軌道SSX プレイバック
#1～4

11:39 ぜんまいざむらい 傑作選 #108・117
11:54 ボノロン

～不思議な森のいいつたえ～ #12

0:00 ピカチュウ・ザ・ムービー スペシャル
「ギラティナと氷空（そら）の花束 シェイミ」

#47

01:00 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#37

01:00 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#49

01:00 ☆モジャ公
#1

01:00 モジャ公
#2

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#147

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#148

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#149

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#150

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#151

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#325

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#324

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#325

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#324

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#325

02:00 ◆(字)ＳＫＥＴ
#15・16

02:30 (字)おやこでクッキング
#378
02:54 本とあそぼう！ #331
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#72

02:30 (字)おやこでクッキング
#377
02:54 本とあそぼう！ #331
03:00 ピポンザABC！
#22

02:30 (字)おやこでクッキング
#378
02:54 本とあそぼう！ #331
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#57

02:30 (字)おやこでクッキング
#377
02:54 本とあそぼう！ #331
03:00 ピポンザABC！
#23

02:30 (字)おやこでクッキング
#378
02:54 本とあそぼう！ #331
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#57

03:00 ◆ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#15・16

03:00 (字)BLEACH
#69・70

04:00 デュエル・マスターズ ビクトリーＶ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

1:00

03:30 ★ジュエルペット きら☆デコッ！ 03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#1
#2
03:58 なるほど！エージェント
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#3
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#4
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#5
03:58 なるほど！エージェント

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

#30

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

クロノ・ストーン

#31

クロノ・ストーン

#32

0:00

劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール

01:00 ルパン三世（PART1） 傑作選
#15

クロノ・ストーン

10:00

劇場版「それいけ！アンパンマン
だだんだんとふたごの星」
劇場版「それいけ！アンパンマン

ＴＶスペシャル「それいけ！アンパンマン
ばいきんまんVS（たい）バイキンマン！？」
/みなみの海をすくえ！」
アンパンマン情報局 #1309
11:11 カルルとふしぎな塔 傑作選 #2
11:00
11:16 チーズスイートホーム 傑作選 #1
11:20 ぜんまいざむらい #69・70

10:45 モジーズ＆ＹＯＵ－キッズステーションスペシャル－ #10(終)

00:00 名探偵ホームズ
#2
00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

10:00 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

10:15 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

#166

00:00 名探偵ホームズ
#4

9:00

#59・60

09:56 なるほど！エージェント

00:00 ★名探偵ホームズ
#1

00:00 名探偵ホームズ
#3

8:00

#6
08:58 ホビッチョ！
09:00 ◆(字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

10:00 ◆アンパンマン情報局
#1309

11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88

#43

2:00

オリジナルビデオ

はろ～！あにまる #239

09:00 ピポンザABC！
#23

11:52 ◆キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

1:00

～アンパンマン

7:00

#50

08:22 ◆ピポンザABC！
#23

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#325
09:55 GO!GO!カートくん #20
10:00 10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

6:00

07:57 ホビッチョ！
08:00 ◆デュエル・マスターズ ビクトリーＶ 08:00 クロスファイト ビーダマン

#49

9:00

2013/09/08(日)
06:00 ◆(字)無人惑星サヴァイヴ
#48

クロノ・ストーン

#33

ＤＡＮＣＥ

01:45 こびと観察入門 傑作選 #2
02:00 (字)銀魂
#204・205

2:00

3:00

03:57 ホビッチョ！

クロノ・ストーン

#34

#49

4:00

#6

04:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #120

5:00

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#25

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#26

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#27

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#28

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#29

04:30 クロスファイト ビーダマン
#46・47
04:54 爆TECH!爆丸 #10

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ◆(字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

#149
05:28 ホビッチョ！

#151
05:28 ホビッチョ！

#153
05:28 ホビッチョ！

#155
05:28 ホビッチョ！

#157
05:28 ホビッチョ！

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#150
6:00

7:00

8:00

9:00

#152

#154

#156

#6

04:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ
#10
05:00 デュエル・マスターズ ビクトリーＶ

5:00

#49
05:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #120

#158

06:00 幽☆遊☆白書
#31

06:00 幽☆遊☆白書
#32

06:00 幽☆遊☆白書
#33

06:00 幽☆遊☆白書
#34

06:00 幽☆遊☆白書
#35

06:30 (字)銀魂
#166
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#16

06:30 (字)銀魂
#167
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#17

06:30 (字)銀魂
#168
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#18

06:30 (字)銀魂
#169
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#19

06:30 (字)銀魂
#170
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#20

07:30 (字)BLEACH
#164

07:30 (字)BLEACH
#165

07:30 (字)BLEACH
#166

07:30 (字)BLEACH
#167

07:30 (字)BLEACH
#168

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#54

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#55

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#56

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#57

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#58

08:30 (字)銀魂
#21

08:30 (字)銀魂
#22

08:30 (字)銀魂
#23

08:30 (字)銀魂
#24

08:30 (字)銀魂
#25

09:00 (字)無人惑星サヴァイヴ
#50
09:26 Fate/Zero
#6

09:00 (字)無人惑星サヴァイヴ
#51
09:26 Fate/Zero
#7

09:00 (字)無人惑星サヴァイヴ
#52(終)
09:26 Fate/Zero
#8

09:00 ☆モジャ公
#1
09:26 Fate/Zero
#9

09:00 モジャ公
#2
09:26 Fate/Zero
#10

05:30 ◆(字)ダンボール戦機ウォーズ
#10
05:58 ホビッチョ！

05:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#21

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン2 エピソードN

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

#117・118

6:00

#59・60

06:57 ホビッチョ！
07:00 ◆(字)銀魂
#204・205

07:00 (字)ＳＫＥＴ
#15・16

08:00 ◆(字)BLEACH
#69・70

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#15・16

8:00

09:00 幽☆遊☆白書
#85～88

9:00

09:00 ルパン三世

ＴＶスペシャル

「愛のダ・カーポ～ＦＵＪＩＫＯ’ｓ

Ｕｎｌｕｃｋｙ

Ｄａｙｓ～」

ＤＡＮＣＥ

7:00

09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88

10:00 10:00 ルパン三世（PART1） 傑作選
#15
10:30 ★花咲くいろは
#1

10:00 ☆わが青春のアルカディア

無限軌道ＳＳＸ

#1

10:00 わが青春のアルカディア

無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア

#2

10:30 花咲くいろは
#2

無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア

#3

10:30 花咲くいろは
#3

10:30 花咲くいろは
#4

無限軌道ＳＳＸ

10:00

#4
10:30 花咲くいろは
#5

10:43 Peeping Life 傑作選 #1
10:49 フルーティー侍 #2
10:54 Peeping Life 手塚プロ・タツノコプロ ワンダーランド #10(終)

11:00 11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#43

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#151

#44

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#45

#152

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#46

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#153

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#154

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#47

11:00 ◆うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#85～88

11:00 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#37
11:30 アニぱら音楽館
#378

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#155

00:00 ◆リトルバスターズ！
#19

00:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#42

00:00 ◆有頂天家族
#9

00:00 ◆アクセル・ワールド
#22

00:00 ◆アニぱら音楽館
#378

00:00 有頂天家族
#8

00:30 ◆AIR
#5

00:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#7

00:30 ◆新造人間キャシャーン
#35(終)

00:30 ◆ソードアート・オンライン
#8

00:30 ◆魔法使いＴａｉ! TV版
#13(終)

00:30 魔法使いＴａｉ! TV版
#12

01:00 (字)銀魂
#21

01:00 (字)銀魂
#22

01:00 (字)銀魂
#23

01:00 (字)銀魂
#24

01:00 (字)銀魂
#25

01:00 アニぱら音楽館
#378

01:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#38

01:30 (字)BLEACH
#164

01:30 (字)BLEACH
#165

01:30 (字)BLEACH
#166

01:30 (字)BLEACH
#167

01:30 (字)BLEACH
#168

01:30 (字)銀魂
#204・205

01:30 AIR
#4

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#54

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#55

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#56

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#57

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#58

02:30 (字)無人惑星サヴァイヴ
#50

02:30 (字)無人惑星サヴァイヴ
#51

02:30 (字)無人惑星サヴァイヴ
#52(終)

02:30 ★緋色の欠片
#1

02:30 緋色の欠片
#2

3:00 03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#43

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

0:00

1:00

2:00

#151
4:00

5:00

#44

#45

#152

#46

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#153

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#154

#155

04:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#42

04:00 有頂天家族
#9

04:00 アクセル・ワールド
#22

04:00 アニぱら音楽館
#378

04:30 AIR
#5

04:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#7

04:30 新造人間キャシャーン
#35(終)

04:30 ソードアート・オンライン
#8

04:30 魔法使いＴａｉ! TV版
#13(終)

05:00 幽☆遊☆白書
#31

05:00 幽☆遊☆白書
#32

05:00 幽☆遊☆白書
#33

05:00 幽☆遊☆白書
#34

05:00 幽☆遊☆白書
#35

05:30 (字)銀魂
#166

05:30 (字)銀魂
#167

05:30 (字)銀魂
#168

05:30 (字)銀魂
#169

05:30 (字)銀魂
#170

(字)字幕放送

(解)解説放送

☆新番組（KIDS初）

★新番組

◆初回放送（週替り・月替り・隔週）

02:30 (字)BLEACH
#69・70

■（新番組）

■（一時的時間枠変更）

03:00 ソードアート・オンライン
#7
03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

05:30 放送休止

■（放送時間枠変更）

0:00

1:00

2:00

02:30 アクセル・ワールド
#21

#85～88

04:00 リトルバスターズ！
#19

(二)二カ国語放送

02:00 リトルバスターズ！
#18

#47
03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

11:00

■（特別番組）

3:00

03:30 新造人間キャシャーン
#34
04:00 (字)銀魂
#204・205

4:00

05:00 (字)BLEACH
#69・70

5:00

キッズステーション

6:00

2013/09/09(月)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#6

2013/09/10(火)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#7

2013/09/11(水)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#8

2013/09/12(木)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#9

2013/09/13(金)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#10

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#157・158

#159
06:57 ホビッチョ！

#161・162

#163
06:57 ホビッチョ！

07:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

7:00

8:00

#165・166

#164

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#325
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#73

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#326
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#58

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#325
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#73

かいけつゾロリ

#57

07:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#160
07:28 ホビッチョ！
07:30 ◆(字)ハッピー！クラッピー
#326
07:55 ◆(字)ゴーゴー！のりものタウン
#58

2013/09/14(土)
06:00 ◆(字)まじめにふまじめ

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#326
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#58

06:30 (字)無人惑星サヴァイヴ
#48

06:30 ◆ジュエルペット きら☆デコッ！
#22

7:00 わくわく☆サンリオタイム
けろけろけろっぴの友だちっていいな
ハローキティのヘンゼルとグレーテル
ポムポムプリンの北風と太陽

07:00 キッズ名作アワー
母をたずねて三千里
#33・34

08:22 ピポンザABC！
#23

08:22 ピポンザABC！
#24

08:22 ピポンザABC！
#23

08:22 ピポンザABC！
#24

08:15 ◆デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #121

08:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #121

08:30 ぴっちぴち♪しずくちゃん
#24

08:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

08:52 ぜんまいざむらい #193
09:00 それいけ！アンパンマン
#331

08:52 ぜんまいざむらい #194
09:00 それいけ！アンパンマン
#332

08:52 ぜんまいざむらい #195
09:00 それいけ！アンパンマン
#333

08:52 ぜんまいざむらい #196
09:00 それいけ！アンパンマン
#334

08:52 ぜんまいざむらい #197
09:00 それいけ！アンパンマン
#335

08:45 ダーウィンの動物大図鑑

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#325
09:55 GO!GO!カートくん #26
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#326
09:55 GO!GO!カートくん #27
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#325
09:55 GO!GO!カートくん #28
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#326
09:55 GO!GO!カートくん #29
10:00 ピカチュウタイム

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#326

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

#27
10:30 チャギントン シーズン2
#15
10:45 パブー＆モジーズ #19
11:00 11:00 ◆(字)おやこでクッキング
#379
11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#167

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

#28
10:30 チャギントン シーズン2
#16
10:45 ◆ロボカーポリー #10
11:00 (字)おやこでクッキング
#378

#29
10:30 チャギントン シーズン2
#17
10:45 パブー＆モジーズ #20
11:00 (字)おやこでクッキング
#379

#30
10:30 チャギントン シーズン2
#18
10:45 ロボカーポリー #10
11:00 (字)おやこでクッキング
#378

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#168

#169

#170

00:00 名探偵ホームズ
#6

00:00 名探偵ホームズ
#7

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#48
1:00

2:00

3:00

4:00

00:00 名探偵ホームズ
#8

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#49

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#50

#51

#7
08:58 ホビッチョ！
09:00 ◆(字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

10:00 アンパンマン情報局
#1309

10:30 チャギントン シーズン2
#19

10:00 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

ＴＶスペシャル「それいけ！アンパンマン
はしれ！わくわくアンパンマングランプリ」
/消えたジャムおじさん」
アンパンマン情報局 #1309
11:07 カルルとふしぎな塔 傑作選 #3
11:00

10:45 ★モジーズ＆ＹＯＵ－キッズステーションスペシャル－ #1

11:00 (字)おやこでクッキング
#379

11:12 ボノロン

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:20 ぜんまいざむらい #71・72

～不思議な森のいいつたえ～ 傑作選 #3

11:30 (字)まじめにふまじめ

かいけつゾロリ

#57
11:56 なるほど！エージェント
0:00 キッズ・ホリデースペシャル
モジャ公 傑作選
#1～4

11:38 ぜんまいざむらい 傑作選 #109・118
11:54 ボノロン

～不思議な森のいいつたえ～ #13

0:00 ピカチュウ・ザ・ムービー スペシャル
「アルセウス 超克（ちょうこく）の時空へ」

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#52

01:00 モジャ公
#5

01:00 モジャ公
#6

01:00 モジャ公
#7

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#152

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#153

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#154

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#155

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#156

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#326

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#325

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#326

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#325

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#326

02:00 ◆(字)ＳＫＥＴ
#17・18

02:30 (字)おやこでクッキング
#379
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#73

02:30 (字)おやこでクッキング
#378
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 ピポンザABC！
#23

02:30 (字)おやこでクッキング
#379
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#73

02:30 (字)おやこでクッキング
#378
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 ピポンザABC！
#24

02:30 (字)おやこでクッキング
#379
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#73

03:00 ◆ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#17・18

03:00 (字)BLEACH
#71・72

04:00 デュエル・マスターズ ビクトリーＶ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

1:00

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#6
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#7
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#8
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#9
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#10
03:58 なるほど！エージェント

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

#35

#36

クロノ・ストーン

#37

0:00

劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール

01:00 モジャ公
#4

クロノ・ストーン

10:00

劇場版「それいけ！アンパンマン
ブラックノーズと魔法の歌」
劇場版「それいけ！アンパンマン

01:00 モジャ公
#3

クロノ・ストーン

9:00

#61・62

『デリバードのプレゼント/ホワイトストーリー』 10:15 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

00:00 名探偵ホームズ
#10

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

8:00

09:56 なるほど！エージェント

ピチューとピカチュウのふゆやすみ２００１

#171

00:00 名探偵ホームズ
#9

はろ～！あにまる #240(終)

09:00 ピポンザABC！
#24

11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88

0:00

7:00

#51

08:22 ◆ピポンザABC！
#24

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#326
09:55 GO!GO!カートくん #25
10:00 10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

6:00

07:57 ホビッチョ！
08:00 ◆デュエル・マスターズ ビクトリーＶ 08:00 クロスファイト ビーダマン

#50

9:00

2013/09/15(日)
06:00 ◆(字)無人惑星サヴァイヴ
#49

クロノ・ストーン

#38

ＤＡＮＣＥ

01:45 こびと観察入門 傑作選 #3
02:00 (字)銀魂
#206・207

2:00

3:00

03:57 ホビッチョ！

クロノ・ストーン

#39

#50

4:00

#7

04:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #121

5:00

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#30

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#31

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#32

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#33

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#34

04:30 クロスファイト ビーダマン
#48・49
04:54 爆TECH!爆丸 #11

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ◆(字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

#159
05:28 ホビッチョ！

#161
05:28 ホビッチョ！

#163
05:28 ホビッチョ！

#165
05:28 ホビッチョ！

#167
05:28 ホビッチョ！

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#160
6:00

7:00

8:00

9:00

#162

#164

#166

#7

06:00 幽☆遊☆白書
#37

06:00 幽☆遊☆白書
#38

06:00 幽☆遊☆白書
#39

06:00 幽☆遊☆白書
#40

06:30 (字)銀魂
#171
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#21

06:30 (字)銀魂
#172
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#22

06:30 (字)銀魂
#173
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#23

06:30 (字)銀魂
#174
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#24

06:30 (字)銀魂
#175
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#25

07:30 (字)BLEACH
#169

07:30 (字)BLEACH
#170

07:30 (字)BLEACH
#171

07:30 (字)BLEACH
#172

07:30 (字)BLEACH
#173

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#59

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#60

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#61

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#62

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#63

08:30 (字)銀魂
#26

08:30 (字)銀魂
#27

08:30 (字)銀魂
#28

08:30 (字)銀魂
#29

08:30 (字)銀魂
#30

09:00 モジャ公
#3
09:26 Fate/Zero
#11

09:00 モジャ公
#4
09:26 Fate/Zero
#12

09:00 モジャ公
#5
09:26 Fate/Zero
#13

09:00 モジャ公
#6
09:26 Fate/Zero
#14

09:00 モジャ公
#7
09:26 Fate/Zero
#15

05:00 デュエル・マスターズ ビクトリーＶ

5:00

#50
05:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #121

#168

06:00 幽☆遊☆白書
#36

04:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ
#11

05:30 ◆(字)ダンボール戦機ウォーズ
#11
05:58 ホビッチョ！

05:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#22

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン2 エピソードN

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

#118・119

6:00

#61・62

06:57 ホビッチョ！
07:00 ◆(字)銀魂
#206・207

07:00 (字)ＳＫＥＴ
#17・18

08:00 ◆(字)BLEACH
#71・72

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#17・18

8:00

09:00 ルパン三世 ＴＶスペシャル
「１＄マネーウォーズ」

09:00 幽☆遊☆白書
#89～92

9:00

ＤＡＮＣＥ

7:00

09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #88

10:00 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ
#5
#6
#7
#8
#9
10:30 花咲くいろは
#6

10:30 花咲くいろは
#7

10:30 花咲くいろは
#8

10:30 花咲くいろは
#9

10:30 花咲くいろは
#10

10:00

10:43 Peeping Life 傑作選 #2
10:49 フルーティー侍 #3
10:54 ★Peeping Life 手塚プロ・タツノコプロ ワンダーランド #1

11:00 11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#48

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#156

#49

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#50

#157

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#51

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#158

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#159

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#52

11:00 ◆うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#89～92

11:00 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#7
11:30 アニぱら音楽館
#378

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#160

00:00 ◆リトルバスターズ！
#20

00:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#47

00:00 ◆有頂天家族
#10

00:00 ◆アクセル・ワールド
#23

00:00 アニぱら音楽館
#378

00:00 有頂天家族
#9

00:30 ◆AIR
#6

00:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#5

00:30 ★◆絶園のテンペスト
#1

00:30 ◆ソードアート・オンライン
#9

00:30 ★◆聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

00:30 魔法使いＴａｉ! TV版
#13(終)

01:00 (字)銀魂
#26

01:00 (字)銀魂
#27

01:00 (字)銀魂
#28

01:00 (字)銀魂
#29

01:00 (字)銀魂
#30

01:00 アニぱら音楽館
#378

01:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#42

01:30 (字)BLEACH
#169

01:30 (字)BLEACH
#170

01:30 (字)BLEACH
#171

01:30 (字)BLEACH
#172

01:30 (字)BLEACH
#173

01:30 (字)銀魂
#206・207

01:30 AIR
#5

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#59

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#60

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#61

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#62

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#63

02:30 緋色の欠片
#3

02:30 緋色の欠片
#4

02:30 緋色の欠片
#5

02:30 緋色の欠片
#6

02:30 緋色の欠片
#7

3:00 03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#48

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

0:00

1:00

2:00

#156
4:00

5:00

#49

#50

#157

#51

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#158

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#159

#1

#160

04:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#47

04:00 有頂天家族
#10

04:00 アクセル・ワールド
#23

04:00 アニぱら音楽館
#378

04:30 AIR
#6

04:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#5

04:30 ★絶園のテンペスト
#1

04:30 ソードアート・オンライン
#9

04:30 ★聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

05:00 幽☆遊☆白書
#36

05:00 幽☆遊☆白書
#37

05:00 幽☆遊☆白書
#38

05:00 幽☆遊☆白書
#39

05:00 幽☆遊☆白書
#40

05:30 (字)銀魂
#171

05:30 (字)銀魂
#172

05:30 (字)銀魂
#173

05:30 (字)銀魂
#174

05:30 (字)銀魂
#175

(字)字幕放送

(解)解説放送

☆新番組（KIDS初）

★新番組

◆初回放送（週替り・月替り・隔週）

02:30 (字)BLEACH
#71・72

0:00

1:00

2:00

02:30 アクセル・ワールド
#22
03:00 ソードアート・オンライン
#8

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#89～92

04:00 リトルバスターズ！
#20

(二)二カ国語放送

02:00 リトルバスターズ！
#19

#52
03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

11:00

3:00

03:30 新造人間キャシャーン
#35(終)
04:00 (字)銀魂
#206・207

4:00

05:00 (字)BLEACH
#71・72

5:00

#1

■（新番組）

■（一時的時間枠変更）

05:30 放送休止

■（放送時間枠変更）

■（特別番組）

キッズステーション

6:00

2013/09/16(月)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#11

2013/09/17(火)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#12

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#167・168
7:00

2013/09/18(水)
06:00 放送休止

2013/09/20(金)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#14

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#169
06:57 ホビッチョ！

#171
06:57 ホビッチョ！

07:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

07:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#170

8:00

2013/09/19(木)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#13

2013/09/21(土)
06:00 ◆(字)まじめにふまじめ

かいけつゾロリ

#58
06:30 (字)無人惑星サヴァイヴ
#49

#173・174

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#326
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#74

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#327
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#75

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#326
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#74

07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#327
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#75

08:22 ◆ピポンザABC！
#25

08:22 ピポンザABC！
#24

08:22 ピポンザABC！
#25

08:22 ピポンザABC！
#24

08:22 ピポンザABC！
#25

08:52 ぜんまいざむらい #198
09:00 それいけ！アンパンマン
#336

08:52 ぜんまいざむらい #199
09:00 それいけ！アンパンマン
#337

08:52 ぜんまいざむらい #200
09:00 それいけ！アンパンマン
#338

08:52 ぜんまいざむらい #201
09:00 それいけ！アンパンマン
#339

08:52 ぜんまいざむらい #202
09:00 それいけ！アンパンマン
#340

08:55 ぜんまいざむらい 傑作選 #130
09:00 ピポンザABC！
#25

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#326
09:55 ★GO!GO!カートくん #1
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#327
09:55 GO!GO!カートくん #2
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#326
09:55 GO!GO!カートくん #3

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#327
09:55 GO!GO!カートくん #4
10:00 ピカチュウタイム

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#327

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

#31
10:30 チャギントン シーズン2
#20
10:45 パブー＆モジーズ #21
11:00 11:00 ◆(字)おやこでクッキング
#380
11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#172

0:00

2:00

3:00

4:00

オリジナルビデオ

セレクション～

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

10:00 ★いつでもいっしょ！アンパンマン
～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

#32
10:30 チャギントン シーズン2
#21
10:45 ◆ロボカーポリー #11
11:00 (字)おやこでクッキング
#379

#33(終)
10:30 チャギントン シーズン2
#22
10:45 パブー＆モジーズ #22
11:00 (字)おやこでクッキング
#380

#1
10:30 チャギントン シーズン2
#23
10:45 ロボカーポリー #11
11:00 (字)おやこでクッキング
#379

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#173

#174

#175

『ぼくたちピチューブラザーズ』
10:30 チャギントン シーズン2
#24(終)

08:30 ぴっちぴち♪しずくちゃん #25

08:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

10:00 アンパンマン情報局
#1309
劇場版「それいけ！アンパンマン
空とぶ絵本とガラスの靴」

10:00 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

うたって てあそび

アンパンマンともりのたから」

11:00
11:20 ぜんまいざむらい #73・74

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:30 (字)まじめにふまじめ

00:00 名探偵ホームズ
#13

00:00 名探偵ホームズ
#14

00:00 名探偵ホームズ
#15

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#57

かいけつゾロリ

#58
11:56 なるほど！エージェント
0:00 キッズ・ホリデースペシャル

11:34 ぜんまいざむらい 傑作選 #110・111
11:54 ボノロン

～不思議な森のいいつたえ～ #14

0:00 ピカチュウ・ザ・ムービー スペシャル

劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ

劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール

「キュレムVS（たい）聖剣士 ケルディオ」
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ

「幻影の覇者 ゾロアーク」

01:00 モジャ公
#9

01:00 モジャ公
#10

01:00 モジャ公
#11

01:00 モジャ公
#12

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#157

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#158

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#159

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#160

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#161

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#327

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#326

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#327

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#326

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#327

01:41 こびと観察入門 傑作選 #4
01:54 でんぢゃらすじーさん邪 傑作選 #4 01:45 こびと観察入門 傑作選 #5
02:00 ◆(字)ＳＫＥＴ ＤＡＮＣＥ
02:00 (字)銀魂
#19・20
#208・209

02:30 (字)おやこでクッキング
#380
02:54 本とあそぼう！ #330
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#74

02:30 (字)おやこでクッキング
#379
02:54 本とあそぼう！ #330
03:00 ピポンザABC！
#24

02:30 (字)おやこでクッキング
#380
02:54 本とあそぼう！ #330
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#74

02:30 (字)おやこでクッキング
#379
02:54 本とあそぼう！ #330
03:00 ピポンザABC！
#25

02:30 (字)おやこでクッキング
#380
02:54 本とあそぼう！ #330
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#74

03:00 ◆ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#19・20

03:00 (字)BLEACH
#73・74

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#11
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#12
03:58 なるほど！エージェント

03:30 こびと観察入門 傑作選
#1・2
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#13
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#14
03:58 なるほど！エージェント

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 デュエル・マスターズ ビクトリーＶ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

クロノ・ストーン

#41

クロノ・ストーン

#42

クロノ・ストーン

#43

0:00

「メロエッタのキラキラリサイタル」

01:00 モジャ公
#8

クロノ・ストーン

10:00

劇場版「それいけ！アンパンマン
すくえ！ココリンと奇跡の星」
劇場版「それいけ！アンパンマン
アンパンマン情報局 #1309

00:00 名探偵ホームズ
#12

#40

9:00

#63・64

11:00 (字)おやこでクッキング
#380
#176

#56

#8
08:58 ホビッチョ！
09:00 ◆(字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

10:45 モジーズ＆ＹＯＵ－キッズステーションスペシャル－ #2

00:00 名探偵ホームズ
#11

#55

はろ～！あにまる 傑作選 #168

10:15 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89

#54

8:00

#52(終)
08:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #122

09:56 なるほど！エージェント

ピチューとピカチュウのふゆやすみ２００１

11:52 ◆キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89

#53
1:00

～アンパンマン

7:00

07:57 ホビッチョ！
08:00 ◆デュエル・マスターズ ビクトリーＶ 08:00 クロスファイト ビーダマン
08:15 ◆デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #122

08:45 ダーウィンの動物大図鑑

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#327
09:55 GO!GO!カートくん #30(終)
10:00 10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

6:00

06:30 ◆ジュエルペット きら☆デコッ！
#23

7:00 わくわく☆サンリオタイム
07:00 キッズ名作アワー
けろけろけろっぴのぼくらのお姫さま
母をたずねて三千里
ハローキティの長靴をはいた猫
#35・36
マイメロディのオオカミさんにきをつけて

#172

07:28 ホビッチョ！
07:30 ◆(字)ハッピー！クラッピー
#327
07:55 ◆(字)ゴーゴー！のりものタウン
#75

#51(終)

9:00

2013/09/22(日)
06:00 ◆(字)無人惑星サヴァイヴ
#50

1:00

2:00

3:00

03:57 ホビッチョ！

クロノ・ストーン

#44

#51(終)

4:00

#8

04:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #122

5:00

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#35

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#36

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#37

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#38

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#39

04:30 クロスファイト ビーダマン
#50・51
04:54 爆TECH!爆丸 #12

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター サイドストーリー

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ◆(字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

#169
05:28 ホビッチョ！

「タケシ！ニビジムをすくえ！」
05:28 ホビッチョ！

#171
05:28 ホビッチョ！

#173
05:28 ホビッチョ！

#175
05:28 ホビッチョ！

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター サイドストーリー

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#170
6:00

7:00

8:00

9:00

「ハナダジムのリベンジマッチ！」

#172

#174

#8

06:00 幽☆遊☆白書
#42

06:00 幽☆遊☆白書
#43

06:00 幽☆遊☆白書
#44

06:00 幽☆遊☆白書
#45

06:30 (字)銀魂
#176
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#26

06:30 (字)銀魂
#177
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#27

06:30 (字)銀魂
#178
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#28

06:30 (字)銀魂
#179
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#29

06:30 (字)銀魂
#180
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#30

07:30 (字)BLEACH
#174

07:30 (字)BLEACH
#175

07:30 (字)BLEACH
#176

07:30 (字)BLEACH
#177

07:30 (字)BLEACH
#178

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#64

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#65

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#66

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#67

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#68

08:30 (字)銀魂
#31

08:30 (字)銀魂
#32

08:30 (字)銀魂
#33

08:30 (字)銀魂
#34

08:30 (字)銀魂
#35

09:00 モジャ公
#8
09:26 Fate/Zero
#16

09:00 モジャ公
#9
09:26 Fate/Zero
#17

09:00 モジャ公
#10
09:26 Fate/Zero
#18

09:00 モジャ公
#11
09:26 Fate/Zero
#19

09:00 モジャ公
#12
09:26 Fate/Zero
#20

05:00 デュエル・マスターズ ビクトリーＶ

5:00

#51(終)
05:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #122

#176

06:00 幽☆遊☆白書
#41

04:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ
#12

05:30 ◆(字)ダンボール戦機ウォーズ
#12
05:58 ホビッチョ！

05:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#23

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン2 エピソードN

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

#119・120

6:00

#63・64

06:57 ホビッチョ！
07:00 ◆(字)銀魂
#208・209

07:00 (字)ＳＫＥＴ
#19・20

08:00 ◆(字)BLEACH
#73・74

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#19・20

8:00

09:00 DEATH NOTE
リライト 幻視する神

09:00 幽☆遊☆白書
#93～96

9:00

ＤＡＮＣＥ

7:00

09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89

10:00 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ
#10
#11
#12
#13
#14
10:30 花咲くいろは
#11
11:00 11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#53

10:30 花咲くいろは
#12

10:30 花咲くいろは
#13

10:30 花咲くいろは
#14

10:30 花咲くいろは
#15

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#54

#55

#56

#57

10:00

11:16 Peeping Life 傑作選 #5

11:00 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#5

11:00

11:22 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#161

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#162

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#163

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#164

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#165

11:30 ◆うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#93～95

11:30 アニぱら音楽館
#379

00:00 ◆リトルバスターズ！
#21

00:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#53

00:00 ◆有頂天家族
#11

00:00 ◆アクセル・ワールド
#24(終)

00:00 ◆アニぱら音楽館
#379

00:00 有頂天家族
#10

00:30 ◆AIR
#7

00:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#30

00:30 ◆絶園のテンペスト
#2

00:30 ◆ソードアート・オンライン
#10

00:30 ◆聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

00:30 ★聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

01:00 (字)銀魂
#31

01:00 放送休止

01:00 (字)銀魂
#33

01:00 (字)銀魂
#34

01:00 (字)銀魂
#35

01:00 アニぱら音楽館
#379

01:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#47

01:30 (字)BLEACH
#174

01:30 (字)BLEACH
#176

01:30 (字)BLEACH
#177

01:30 (字)BLEACH
#178

01:30 (字)銀魂
#208・209

01:30 AIR
#6

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#64

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#66

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#67

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#68

02:30 緋色の欠片
#8

02:30 緋色の欠片
#9

02:30 緋色の欠片
#10

02:30 緋色の欠片
#11

3:00 03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#53

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

0:00

1:00

2:00

#55

#161
4:00

5:00

#56

#163

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#164

#2

#1

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#165

04:00 アクセル・ワールド
#24(終)

04:00 アニぱら音楽館
#379

04:30 AIR
#7

04:30 絶園のテンペスト
#2

04:30 ソードアート・オンライン
#10

04:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

05:00 幽☆遊☆白書
#41

05:00 幽☆遊☆白書
#43

05:00 幽☆遊☆白書
#44

05:00 幽☆遊☆白書
#45

05:30 (字)銀魂
#176

05:30 (字)銀魂
#178

05:30 (字)銀魂
#179

05:30 (字)銀魂
#180

(解)解説放送

☆新番組（KIDS初）

★新番組

◆初回放送（週替り・月替り・隔週）

02:30 (字)BLEACH
#73・74

1:00

2:00

02:30 アクセル・ワールド
#23
03:00 ソードアート・オンライン
#9

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#93～95

04:00 有頂天家族
#11

(字)字幕放送

02:00 リトルバスターズ！
#20

#57

04:00 リトルバスターズ！
#21

(二)二カ国語放送

0:00

3:00

03:30 ★絶園のテンペスト
#1
04:00 (字)銀魂
#208・209

4:00

05:00 (字)BLEACH
#73・74

5:00

#2

■（新番組）

■（一時的時間枠変更）

05:00 放送休止

■（放送時間枠変更）

■（特別番組）

キッズステーション

6:00

2013/09/23(月)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#15

2013/09/24(火)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#16

2013/09/25(水)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#17

2013/09/26(木)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#18

2013/09/27(金)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#19

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#175・176

#177
06:57 ホビッチョ！

#179・180

#181
06:57 ホビッチョ！

07:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

7:00

8:00

<前編>
07:55 ◆(字)ゴーゴー！のりものタウン
#76

06:30 (字)無人惑星サヴァイヴ
#50

#183・184

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#327
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#75

07:28 ホビッチョ！

07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

<前編>
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#76

07:30 (字)ハッピー！クラッピー
#327
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#75

<前編>
07:55 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#76

07:55 ボノロン

～不思議な森のいいつたえ～ 傑作選 #1

08:22 ピポンザABC！
#26

08:22 ピポンザABC！
#25

08:22 ピポンザABC！
#26

08:52 ぜんまいざむらい #203
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#341

08:52 ぜんまいざむらい #204
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#342

08:52 ぜんまいざむらい #205(終)
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#343

08:52 ★ぜんまいざむらい #116
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#344

08:52 ぜんまいざむらい #117
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#345

08:55 ぜんまいざむらい 傑作選 #131
09:00 ピポンザABC！
#26

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#327
09:55 GO!GO!カートくん #6
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

09:30 (字)ハッピー！クラッピー
#327
09:55 GO!GO!カートくん #8
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

<前編>
09:55 GO!GO!カートくん #9
10:00 ピカチュウタイム
ピカチュウのなつまつり

10:00 アンパンマン情報局
#1309

オリジナルビデオ

セレクション～

#2
10:30 ★チャギントン シーズン2
#1
10:45 パブー＆モジーズ #23
11:00 11:00 ◆(字)おやこでクッキング
#381
11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#177

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

～アンパンマン

オリジナルビデオ

セレクション～

#3
10:30 チャギントン シーズン2
#2
10:45 ◆ロボカーポリー #12
11:00 (字)おやこでクッキング
#380

#4
10:30 チャギントン シーズン2
#3
10:45 パブー＆モジーズ #24
11:00 (字)おやこでクッキング
#381

#5
10:30 チャギントン シーズン2
#4
10:45 ロボカーポリー #12
11:00 (字)おやこでクッキング
#380

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#178

#179

#180

08:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #123

00:00 名探偵ホームズ
#16

00:00 名探偵ホームズ
#17

00:00 名探偵ホームズ
#18

08:30 ぴっちぴち♪しずくちゃん #26

08:30 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

はろ～！あにまる 傑作選 #169

#9
08:58 ホビッチョ！
09:00 ◆(字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

9:00

#65・66

09:56 なるほど！エージェント

10:15 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

10:30 チャギントン シーズン2
#5

劇場版「それいけ！アンパンマン
虹のピラミッド」

10:45 モジーズ＆ＹＯＵ－キッズステーションスペシャル－ #3

10:00 「それいけ！アンパンマン」スペシャル

10:00

劇場版「それいけ！アンパンマン
勇気の花がひらくとき」
劇場版「それいけ！アンパンマン
アンパンマンとたのしい仲間たち」
アンパンマン情報局 #1309

11:00 (字)おやこでクッキング
#381

11:00
11:20 ぜんまいざむらい #75・76

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#181

00:00 名探偵ホームズ
#19

8:00

<前編>

11:30 (字)まじめにふまじめ

11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 11:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89

0:00

07:57 ホビッチョ！

08:15 ◆デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #123

08:45 ダーウィンの動物大図鑑

～アンパンマン

7:00

#3・4

08:22 ピポンザABC！
#25

<前編>
09:55 GO!GO!カートくん #7
10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

06:30 ◆ジュエルペット きら☆デコッ！
#24

08:00 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 傑作選 08:00 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 傑作選

08:22 ◆ピポンザABC！
#26

<前編>
09:55 GO!GO!カートくん #5
10:00 10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン

6:00

07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

#1・2

9:00

2013/09/29(日)
06:00 ◆(字)無人惑星サヴァイヴ
#51

7:00 わくわく☆サンリオタイム
07:00 キッズ名作アワー
けろけろけろっぴのよわむし王子の大冒険 母をたずねて三千里
ハローキティのパパなんて大きらい
#37・38

#182
07:28 ホビッチョ！

かいけつゾロリ

#59

07:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#178
07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

2013/09/28(土)
06:00 ◆(字)まじめにふまじめ

00:00 名探偵ホームズ
#20

かいけつゾロリ

#59
11:56 なるほど！エージェント
0:00 キッズ・ホリデースペシャル
とある飛空士への追憶

11:48 ぜんまいざむらい 傑作選 #119
11:54 ボノロン

～不思議な森のいいつたえ～ #15

0:00 ピカチュウ・ザ・ムービー スペシャル
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ

0:00

「ビクティニと黒き英雄 ゼクロム」
00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#58
1:00

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#59

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#60

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#61

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#62

01:00 モジャ公
#13

01:00 モジャ公
#14

01:00 モジャ公
#15

01:00 モジャ公
#16

01:00 モジャ公
#17

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#162

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#163

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#164

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#165

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#166

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#327

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

02:00 (字)ハッピー！クラッピー
#327

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

02:30 (字)おやこでクッキング
#380
02:54 本とあそぼう！ #331
03:00 ピポンザABC！
#25

02:30 (字)おやこでクッキング
#381
02:54 本とあそぼう！ #331
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#75

02:30 (字)おやこでクッキング
#380
02:54 本とあそぼう！ #331
03:00 ピポンザABC！
#26

02:30 (字)おやこでクッキング
#381
02:54 本とあそぼう！ #331
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#75

1:00

01:45 Peeping Life 傑作選 #3
01:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89

2:00

<前編>

3:00

4:00

02:30 (字)おやこでクッキング
#381
02:54 本とあそぼう！ #331
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#75

<前編>

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#15
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#16
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#17
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#18
03:58 なるほど！エージェント

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#19
03:58 なるほど！エージェント

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

クロノ・ストーン

#45

クロノ・ストーン

#46

クロノ・ストーン

#47

クロノ・ストーン

#48

02:00 ◆(字)ＳＫＥＴ
#21・22

<前編>

ＤＡＮＣＥ

01:45 こびと観察入門 傑作選 #6
02:00 (字)銀魂
#210・211

03:00 ◆ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#21・22

03:00 (字)BLEACH
#75・76

04:00 ポケットモンスター サイドストーリー

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

2:00

3:00

03:57 ホビッチョ！

クロノ・ストーン

#49

「がんばれ！前向きロケット団」

4:00

#9

04:26 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#40

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#41

04:30 ダンボール戦機Ｗ
#42

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#43

04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#44

04:41 クロスファイト ビーダマン #52(終)

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:00 ◆(字)イナズマイレブンＧＯ ギャラクシー

#123

04:30 (字)ダンボール戦機ウォーズ
#13

04:54 爆TECH!爆丸 #13
5:00

#177
05:28 ホビッチョ！

#179
05:28 ホビッチョ！

#181
05:28 ホビッチョ！

#183
05:28 ホビッチョ！

#185
05:28 ホビッチョ！

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#178
6:00

7:00

8:00

9:00

#180

#182

#184

#9

05:00 絶体絶命でんぢゃらすじーさん 傑作選

5:00

#5・6
05:15 デュエル・マスターズ ＤＡＳＨ ＴＶ #123

#186

06:00 幽☆遊☆白書
#46

06:00 幽☆遊☆白書
#47

06:00 幽☆遊☆白書
#48

06:00 幽☆遊☆白書
#49

06:00 幽☆遊☆白書
#50

06:30 (字)銀魂
#181
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#31

06:30 (字)銀魂
#182
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#32

06:30 (字)銀魂
#183
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#33

06:30 (字)銀魂
#184
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#34

06:30 (字)銀魂
#185
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#35

07:30 (字)BLEACH
#179

07:30 (字)BLEACH
#180

07:30 (字)BLEACH
#181

07:30 (字)BLEACH
#182

07:30 (字)BLEACH
#183

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#69

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#70

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#71

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#72

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#73

08:30 (字)銀魂
#36

08:30 (字)銀魂
#37

08:30 (字)銀魂
#38

08:30 (字)銀魂
#39

08:30 (字)銀魂
#40

09:00 モジャ公
#13
09:26 Fate/Zero
#21

09:00 モジャ公
#14
09:26 Fate/Zero
#22

09:00 モジャ公
#15
09:26 Fate/Zero
#23

09:00 モジャ公
#16
09:26 Fate/Zero
#24

09:00 モジャ公
#17
09:26 Fate/Zero
#25（終）

05:30 ◆(字)ダンボール戦機ウォーズ
#13
05:58 ホビッチョ！

05:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#24

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ シーズン2 エピソードN

06:00 (字)ポケットモンスター ベストウイッシュ

#120・121

6:00

#65・66

06:57 ホビッチョ！
07:00 ◆(字)銀魂
#210・211

07:00 (字)ＳＫＥＴ
#21・22

08:00 ◆(字)BLEACH
#75・76

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#21・22

8:00

09:00 DEATH NOTE リライト2
Lを継ぐ者

09:00 幽☆遊☆白書
#97～100

9:00

ＤＡＮＣＥ

7:00

09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89 09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #89

10:00 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ
#15
#16
#17
#18
#19
10:30 花咲くいろは
#16

10:30 花咲くいろは
#17

10:30 花咲くいろは
#18

10:30 花咲くいろは
#19

10:30 花咲くいろは
#20

10:00

10:39 Peeping Life 傑作選 #6・7
10:49 フルーティー侍 #4
10:54 Peeping Life 手塚プロ・タツノコプロ ワンダーランド #2

11:00 11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#58

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#166

#59

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#60

#167

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#61

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#168

11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#62

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#169

11:00 ◆うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#96～99

11:00 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#30
11:30 アニぱら音楽館
#379

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#170

00:00 ◆リトルバスターズ！
#22

00:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#55

00:00 ◆有頂天家族
#12

00:00 俗・さよなら絶望先生 傑作選
#6

00:00 アニぱら音楽館
#379

00:00 有頂天家族
#11

00:30 ◆AIR
#8

00:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#44

00:30 ◆絶園のテンペスト
#3

00:30 ◆ソードアート・オンライン
#11

00:30 ◆聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

00:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

01:00 (字)銀魂
#36

01:00 (字)銀魂
#37

01:00 (字)銀魂
#38

01:00 (字)銀魂
#39

01:00 (字)銀魂
#40

01:00 アニぱら音楽館
#379

01:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#53

01:30 (字)BLEACH
#179

01:30 (字)BLEACH
#180

01:30 (字)BLEACH
#181

01:30 (字)BLEACH
#182

01:30 (字)BLEACH
#183

01:30 (字)銀魂
#210・211

01:30 AIR
#7

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#69

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#70

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#71

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#72

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#73

02:30 緋色の欠片
#12

02:30 緋色の欠片
#13(終)

02:30 ★緋色の欠片
#1

02:30 緋色の欠片
#2

02:30 緋色の欠片
#3

3:00 03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#58

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

0:00

1:00

2:00

#166
4:00

5:00

#59

第二章

#60

#167

第二章

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#61

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#168

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#169

#3

第二章

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#170
04:00 アニぱら音楽館
#379

04:30 AIR
#8

04:30 ルパン三世 PARTIII 傑作選
#44

04:30 絶園のテンペスト
#3

04:30 ソードアート・オンライン
#11

04:30 聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話

05:00 幽☆遊☆白書
#46

05:00 幽☆遊☆白書
#47

05:00 幽☆遊☆白書
#48

05:00 幽☆遊☆白書
#49

05:00 幽☆遊☆白書
#50

05:30 (字)銀魂
#181

05:30 (字)銀魂
#182

05:30 (字)銀魂
#183

05:30 (字)銀魂
#184

05:30 (字)銀魂
#185

★新番組

◆初回放送（週替り・月替り・隔週）

1:00

2:00

02:30 アクセル・ワールド
#24(終)
03:00 ソードアート・オンライン
#10

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#96～99

04:00 俗・さよなら絶望先生 傑作選
#6

☆新番組（KIDS初）

02:30 (字)BLEACH
#75・76

#62

04:00 有頂天家族
#12

(解)解説放送

02:00 リトルバスターズ！
#21

03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

04:00 ゾイド-ZOIDS-HDセレクション
#55

(字)字幕放送

0:00

#2

04:00 リトルバスターズ！
#22

(二)二カ国語放送

11:00

3:00

03:30 絶園のテンペスト
#2
04:00 (字)銀魂
#210・211

4:00

05:00 (字)BLEACH
#75・76

5:00

#3

■（新番組）

■（一時的時間枠変更）

05:30 放送休止

■（放送時間枠変更）

■（特別番組）

キッズステーション

6:00

2013/09/30(月)
06:00 ジュエルペット きら☆デコッ！
#20

2013/10/01(火)

2013/10/02(水)

2013/10/03(木)

2013/10/04(金)

2013/10/05(土)

2013/10/06(日)
6:00

06:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#185・186
7:00

7:00
07:28 ホビッチョ！
07:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

8:00

<後編>
07:55 ◆(字)ゴーゴー！のりものタウン
#77

8:00

08:22 ◆ピポンザABC！
#27

9:00

08:52 ぜんまいざむらい #118
09:00 (字)それいけ！アンパンマン
#346

9:00

09:30 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

<後編>
09:55 GO!GO!カートくん #10
10:00 10:00 いつでもいっしょ！アンパンマン
～アンパンマン

オリジナルビデオ

10:00

セレクション～

#6
10:30 チャギントン シーズン2
#6
10:45 パブー＆モジーズ #25
11:00 11:00 ◆(字)おやこでクッキング
#382

11:00

11:24 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#182
11:52 ◆キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90

0:00

00:00 名探偵ホームズ
#21

0:00

00:30 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）

#63
1:00

01:00 モジャ公
#18

1:00

01:30 (字)それいけ！アンパンマン
#167
2:00

02:00 (字)ハピクラ サマーコンサート in 横浜

2:00

<後編>

3:00

02:30 (字)おやこでクッキング
#382
02:54 本とあそぼう！ #332
03:00 (字)ゴーゴー！のりものタウン
#76

3:00

03:30 ジュエルペット きら☆デコッ！
#20
03:58 なるほど！エージェント
4:00

04:00 (字)イナズマイレブンＧＯ

クロノ・ストーン

4:00

#50
04:30 (字)ダンボール戦機Ｗ
#45
5:00

05:00 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

5:00

#187
05:28 ホビッチョ！
05:30 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション

#188
6:00

7:00

06:00 幽☆遊☆白書
#51

6:00

06:30 (字)銀魂
#186
06:57 ホビッチョ！
07:00 みどりのマキバオー
#36

7:00

07:30 (字)BLEACH
#184
8:00

08:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#74

8:00

08:30 (字)銀魂
#41
9:00

09:00 モジャ公
#18
09:26 高橋留美子劇場 傑作選
#11

9:00

09:52 キッズステーション情報バラエティ「みてミル？」 #90

10:00 10:00 わが青春のアルカディア 無限軌道ＳＳＸ
#20

10:00

10:30 花咲くいろは
#21
11:00 11:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#63

11:00

11:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#171
0:00

00:00 ◆リトルバスターズ！
#23

0:00

00:30 ◆AIR
#9
1:00

01:00 (字)銀魂
#41

1:00

01:30 (字)BLEACH
#184
2:00

02:00 ＮＡＲＵＴＯ-ナルト#74
02:30 緋色の欠片
#4

2:00

第二章

3:00 03:00 らんま１／２（デジタルリマスターHD版）
#63

3:00

03:30 うる星やつら（デジタルリマスターHD版）

#171
4:00

04:00 リトルバスターズ！
#23

4:00

04:30 AIR
#9
5:00

05:00 幽☆遊☆白書
#51

5:00

05:30 (字)銀魂
#186
(二)二カ国語放送

(字)字幕放送

(解)解説放送

☆新番組（KIDS初）

★新番組

◆初回放送（週替り・月替り・隔週）

■（新番組）

■（一時的時間枠変更）

■（放送時間枠変更）

■（特別番組）

