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映画公開記念！ＣＳ5 チャンで「ガッチャマン」制覇 ！！
アニメ・ガッチャマンシリーズを一斉放送・配信

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（東京都港区）
、株式会社キッズステーション（東
京都渋谷区）
、株式会社シーエス日本（東京都千代田区）
、ターナージャパン株式会社（東京都中央区）
、
日活株式会社（東京都文京区）は、各社が運営するＣＳチャンネル「アニマックス」「キッズステーシ
ョン」
「カートゥーン ネットワーク」
「日テレプラス」
「チャンネル NECO」
、において、8 月 24 日に公
開される実写映画『ガッチャマン』の公開を記念して、7～９月にＴＶシリーズや、OVA などアニメ「ガ
ッチャマン」シリーズ全５作品を放送・配信します。
シリーズ全作品が一度に放送・配信されるのは今回が初めて！！
各番組は、数日でまとめて見られる“一挙放送”や毎日、日替わりベルトでの放送の他、オンデマンド
方式での配信などチャンネルごとに様々な形で放送・配信され、視聴者にとって選びやすく提供されま
す。
（各番組の放送・配信情報は後述）
「科学忍者隊ガッチャマン」とは 1972 年にタツノコプロが創作した SF アニメで、最初の TV シリ
ーズとなった「科学忍者隊ガッチャマン」
（1972 年～1974 年）
、TV シリーズを再編集した劇場版アニ
メ「科学忍者隊ガッチャマン」
（1978 年）が公開。更に、
「科学忍者隊ガッチャマンⅡ」
（1978 年～1979
年）
、
「科学忍者隊ガッチャマン F」
（1979 年～1980 年）と続けて放送され、1994 年にはキャラクタ
ーやキャストが一新された OVA「GATCHAMAN」がリリースされました。その後もコラボレーション
やＳＤ化などで様々な「ガッチャマン」が展開されています。そして今年、映画の公開を前に地上波の
日本テレビ系列で７月から新作アニメ「ガッチャマン クラウズ」が放送。ガッチャマンワールドは世
代を超えて、更に広がり続けていきます。

©タツノコプロ／2013 映画「ガッチャマン」製作委員会

映画「ガッチャマン」
8.24（土）全国東宝系にてロードショー！
http://www.gatchaman-movie.jp/
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●番組放送情報（制作年代順）

TV シリーズ第 1 弾【科学忍者隊ガッチャマン】
【放送チャンネル】カートゥーン ネットワーク
【放送日時】毎週（月）～（金）２3：００～24：0０（2 話連続放送）
【番組概要】全 105 話 1972 年 10 月～1974 年 9 月
地球征服を企む秘密結社ギャラクターに立ち向かうため、南部博士は、5 人の
少年少女を集め、科学と忍法を駆使して戦う科学忍者隊を結成。
登場人物が抱える様々な人間関係と、リアルタッチでタツノコプロしか出来な
(C)タツノコプロ

いハイレベルな作画が評価された、
‘70 年代を代表するＳＦアニメの金字塔的
な作品。その後、全世界で放送され、日本製アニメの代表としても世界各国
に熱狂的なファンが多い作品である。

劇場版【科学忍者隊ガッチャマン】
【配信チャンネル】アニマックスセレクト
【配信期間】2013 年 9 月～2014 年２月（J:COM）
【番組概要】110 分 1978 年 7 月
日本映画界の巨匠・岡本喜八を総指揮に迎えてファーストテレビシリーズを
再編集し、音響を一新した劇場公開版。大鷲の健率いる科学忍者隊が、地球
(C)タツノコプロ

征服を企む悪の組織ギャラクターに立ち向かう。

TV シリーズ第 2 弾【科学忍者隊ガッチャマンⅡ】
【放送チャンネル】日テレプラス
【放送日時】「前半 27 話一挙放送」
2013 年 7 月 27 日（土）
、28 日（日）12：3０～9：0０
「後半 25 話」2013 年 8 月 22 日スタート
毎週（月）～（木）25:00～26:00（2 話連続放送）
【番組概要】全 52 話 1978 年 10 月～1979 年 9 月
(C)タツノコプロ

地球を去ったはずの総裁 X が再び地球に舞い戻り、新たなギャラクターを復
活させた。サイボーグとして蘇ったコンドルのジョーも加わり、科学忍者隊
の新たな戦いが始まる。メカのディテールがアップし、科学忍者隊と敵の新
首領ゲルサドラの宿命が複雑に絡み合うシリーズ続編。

TV シリーズ第 3 弾【科学忍者隊ガッチャマン F】
【配信チャンネル】キッズステーション・オンデマンド
【配信期間】２０１３年 8 月より（Ｊ：ＣＯＭ）
【番組概要】全 48 話 1979 年 10 月～1980 年 8 月
滅んだはずの総裁 X が総裁 Z として蘇り、新たな部下エゴボスラー伯爵とギ
ャラクターを従えて、三たび、地球征服に乗り出す。さらに激しさを増す戦
いの中、過酷な運命が科学忍者隊を待ち受けるシリーズ第 3 作。
(C)タツノコプロ
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OVA【GATCHAMAN】
【放送チャンネル】チャンネル NECO
【放送日時】２０１3 年 8 月
【配信チャンネル】キッズステーション・オンデマンド
【配信期間】２０１３年 8 月より（Ｊ：ＣＯＭ）
【番組概要】全 3 巻 1994 年 10 月発売
ファーストテレビシリーズをベースに、デザインを一新しハイク

原作、製作 竜の子プロダクション

オリティな映像に仕上げたリメイクオリジナルビデオアニメシ

（Ｃ）1993 日本コロムビア株式会社

リーズ第二弾。世界を混乱におとしいれようと企むギャラクター
と科学忍者隊との戦いを描いた新説“ガッチャマン”。

TV シリーズ最新作【ガッチャマン クラウズ】
【放送チャンネル】日テレプラス
【放送日時】２０１3 年 9 月放送予定
【番組概要】2013 年 7 月～
完全新作オリジナルアニメーション。2015 年の日本。初夏。
第二の首都機能があり、18 万人の人々が暮らす東京都立川市。
この町を主舞台に、ヒーロー新生の物語が展開します。
(C)タツノコプロ／ガッチャマンクラウズ製作委員会

※放送時間、ご視聴方法等は、各チャンネル公式サイトでご確認ください。
●チャンネル情報
アニマックス：http://www.animax.co.jp
スカパー！（Ch.BS236）
、スカパー！プレミアム（Ch.670）
、J:COM（Ch.600）ほか全国 CATV
ひかりＴＶ（Ch.350） ※視聴にはご契約が必要です
カートゥーン ネットワーク：http://www.cartoon.co.jp
スカパー！（Ch.CS331）
、スカパー！プレミアム（Ch.668）
、J:COM（Ch.602）ほか全国 CATV
ひかりＴＶ（Ch.352） ※視聴にはご契約が必要です
キッズステーション：http://www.kids-station.com
スカパー！（Ch.CS330）
、スカパー！プレミアム（Ch.669）
、J:COM（Ch.601）ほか全国 CATV
ひかりＴＶ（Ch.351） ※視聴にはご契約が必要です
チャンネル NECO：http://www.necoweb.com/neco
スカパー！（Ch.CS223）
、スカパー！プレミアム（Ch.633）
、J:COM（Ch.500）ほか全国 CATV
ひかりＴＶ（Ch.261） ※視聴にはご契約が必要です
日テレプラス：http://www.nitteleplus.com
スカパー！（Ch.CS300）
、スカパー！プレミアム（Ch.619）
、J:COM（Ch.757）ほか全国 CATV
ひかりＴＶ（Ch.555） ※視聴にはご契約が必要です
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本件の内容・写真に関するお問い合わせ
アニマックス カスタマーセンター
電話：03（5402）1730
（10:00-18:00
カートゥーン ネットワーク
電話 : 0570-090-937

年中無休 ※年末年始を除く）

カスタマーセンター
（年末年始を除く 9:30-18:00)

キッズステーション カスタマーセンター

お客さま相談窓口

電話 : 0120-700-879
つながらない場合は 03-5805-3611（有料）

（平日 10:00～18:00）

チャンネル NECO（日活株式会社）
電話：03-5689-1003 （平日 10:00～18:00）
日テレプラス（株式会社シーエス日本）
電話：0570-040-040 （平日 10:00～18:00）

「実写映画公開記念！ＣＳ５チャンでガッチャマン制覇！」公式ポータルサイト
http://www.tatunoko.co.jp/G5ch

