FOX Classics 番組表 9月(簡易版)

MON
7.14.21.28

TUE
1.8.15.22.29

WED
2.9.16.23.30

THU
3.10.17.24

FRI
4.11.18.25

SAT
5.12.19.26

SUN
6.13.20.27

4：00am

4：00am
クローザー シーズン３ [二] /
15日～ クローザー シーズン４ [二]

X-ファイル シーズン1 [二]

4：30am

5：00am
地上最強の美女たち！ チャーリーズ・エンジェル シーズン1 [二] /
3日～ 地上最強の美女たち！ チャーリーズ・エンジェル シーズン2 [二]

白バイ野郎ジョン&パンチ
シーズン１ [二]

前日からの引き続き
【キャッチアップマラソン】
クローザー シーズン３ [字] /
20日 クローザー シーズン４
[字] /
27日 地上最強の美女たち！
チャーリーズ・エンジェル シー
ズン２ [二] ( ～6：30)

5：30am

4：30am

5：00am

5：30am

6：00am
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン15 [字] /
17日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン16 [字]

6：30am

7：00am

インフォメーション [日]

インフォメーション [日]

インフォメーション [日]

6：00am

かわいい魔女ジニー シーズ
ン１ [二] /
19日～ かわいい魔女ジニー
シーズン２ [二]

かわいい魔女ジニー シーズ
ン１ [二] /
20日 かわいい魔女ジニー
シーズン２ [二] /
27日 インフォメーション [日]

6：30am

7：00am

フレンズ シーズン1 [二]
X-ファイル シーズン1 [二]

7：30am

フレンズ シーズン1 [二]
アリー my Love シーズン1
[二]

8：00am

フレンズ シーズン1 [二]

8：30am

フレンズ シーズン1 [二]
アリー my Love シーズン1
[二]

9：00am

【ベストエピソード】
クローザー シーズン５ [二] /
X-ファイル シーズン1 [二]

ナイトライダー シーズン1 [二]
25日～ 冒険野郎マクガイ
バー シーズン１ [二]

X-ファイル シーズン1 [二]

ナイトライダー シーズン1 [二]

インフォメーション [日]

インフォメーション [日]

かわいい魔女ジニー シーズ かわいい魔女ジニー シーズ
ン１ [二] /
ン１ [二] /
【ベストエピソード】
19日～ かわいい魔女ジニー 20日～ かわいい魔女ジニー
クローザー シーズン５ [二] /
シーズン２ [二]
シーズン２ [二]

8：30am

9：00am

フレンズ シーズン1 [二]

9：30am

アリー my Love シーズン1
[二]

9：30am

インフォメーション [日]

10：00am

【ベストエピソード】
クローザー シーズン５ [二] /

クローザー シーズン３ [二] /
15日～ クローザー シーズン４ [二]

19日～ 冒険野郎マクガイ
バー シーズン１ [二]

10：30am

11：00am
アリー my Love シーズン1
[二]

8：00am

18日～ 冒険野郎マクガイ
バー シーズン１ [二]

ナイトライダー シーズン1 [二]

【ベストエピソード】
クローザー シーズン５ [二] /
X-ファイル シーズン1 [二]

フレンズ シーズン1[二]

インフォメーション [日]

10：00am
白バイ野郎ジョン&パンチ
シーズン１ [字]

10：30am

インフォメーション [日]

11：00am

ナイトライダー シーズン1 [二]
24日 冒険野郎マクガイバー
シーズン１ [二]

11：30am

12：00pm

7：30am

フレンズ シーズン1 [二]

11：30am

フレンズ シーズン1 [二]

12：00pm

インフォメーション [日]
かわいい魔女ジニー シーズン１ [二] /
15日～ かわいい魔女ジニー シーズン２ [二] /

12：30pm

【1話からマラソン】（ ～18：00)
21日 アリー ｍｙ Ｌｏｖｅ シーズン1 [二] /
22日 Ｘ－ファイル シーズン1 [二] /
23日 ナイトライダー シーズン1 [二] ( ～18：30) /
24日 白バイ野郎ジョン＆パンチ シーズン1 [二] ( ～18：30) /
25日 フレンズ シーズン1 [二]

1：00pm

【キャッチアップマラソン】
地上最強の美女たち! チャー
リーズ・エンジェル S1 & S2
[二] /
【キャッチアップマラソン】
クローザー シーズン３ [二] / 13日～ 地上最強の美女た
19日～ クローザー シーズン４ ち！ チャーリーズ・エンジェル
Ｓ2 [二] /
[二]
27日 セックス・アンド・ザ・シ
ティ シーズン1 一挙マラソン
[二] ( ～14：00) /
セックス・アンド・ザ・シティ
シーズン1 一挙マラソン [字]
( ～16：30)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン15 [字] /
17日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン16 [字]

1：30pm
2：00pm

12：30pm

1：00pm
1：30pm
2：00pm

クローザー シーズン３ [字] /
14日～ クローザー シーズン４ [字]

2：30pm

2：30pm

3：00pm

インフォメーション [日]

3：30pm

かわいい魔女ジニー シーズン１ [二] /
14日～ かわいい魔女ジニー シーズン２ [二]

3：00pm

インフォメーション [日]

3：30pm
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4：00pm

インフォメーション [日]

インフォメーション [日]

X-ファイル シーズン1 [二]

白バイ野郎ジョン&パンチ
シーズン１ [二]

4：00pm

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン15 [字] /
16日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン16 [字]

4：30pm

4：30pm

5：00pm

5：00pm
地上最強の美女たち! チャーリーズ・エンジェル シーズン1 [二] /
2日～ 地上最強の美女たち！ チャーリーズ・エンジェル シーズン2 [二]

5：30pm

フレンズ シーズン1 [二]

5：30pm

フレンズ シーズン1 [二]

6：00pm

インフォメーション [日]

6：30pm

アリー my Love シーズン1
[二]

6：00pm

インフォメーション [日]

6：30pm

かわいい魔女ジニー シーズン１ [二] /
14日～ かわいい魔女ジニー シーズン２ [二]

インフォメーション [日]

7：00pm

フレンズ シーズン1 [字]
クローザー シーズン３ [二] /
14日～ クローザー シーズン４ [二]

【ベストエピソード】
クローザー シーズン５ [二] /
20日～ 冒険野郎マクガイ
バー シーズン１ [二]

7：30pm

フレンズ シーズン1 [字]

8：00pm
アリー my Love シーズン1
[二]

【ベストエピソード】
クローザー シーズン５ [二] /
X-ファイル シーズン1 [二]

17日～ 冒険野郎マクガイ
バー シーズン１ [二]

8：30pm

白バイ野郎ジョン&パンチ
シーズン１ [二]

アリー my Love シーズン1
[字]

8：30pm

フレンズ シーズン1 [二]

9：00pm

9：00pm
地上最強の美女たち! チャーリーズ・エンジェル シーズン１ [二] /
2日～ 地上最強の美女たち！ チャーリーズ・エンジェル シーズン2 [二]

ナイトライダー シーズン１ [二] ナイトライダー シーズン１ [字]

9：30pm

9：30pm

10：00pm

10：00pm
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン15 [字] /
16日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン16 [字]

X-ファイル シーズン1 [字]

10：30pm

10：30pm

11：00pm
アリー my Love シーズン1
[字]

【ベストエピソード】
クローザー シーズン５ [字] /
X-ファイル シーズン1 [字]

11：00pm

フレンズ シーズン1 [字]
白バイ野郎ジョン&パンチ
シーズン１ [字]

ナイトライダー シーズン1 [字]
17日～ 冒険野郎マクガイ
バー シーズン１ [字]

11：30pm

12：00am
クローザー シーズン３ [字] /
14日～ クローザー シーズン４ [字]

フレンズ シーズン1 [字]

【キャッチアップマラソン】
LAW & ORDER: 性犯罪特捜
班 S15 [字] /
19日 LAW & ORDER: 性犯罪
特捜班 S15 & S16 [字] /
26日 LAW & ORDER: 性犯罪
特捜班 S16 [字]

12：30am

1：00am

かわいい魔女ジニー シーズン１ [二] /
15日～ かわいい魔女ジニー シーズン２ [二]

1：30am

かわいい魔女ジニー シーズン１ [二] /
14日～ かわいい魔女ジニー シーズン２ [二]

2：00am

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン15 [字] /
16日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン16 [字] /

2：30am

11：30pm

フレンズ シーズン1 [字]

12：00am

フレンズ シーズン1 [字]

12：30am

【ベストエピソード】
クローザー シーズン５ [字] /
20日～ 冒険野郎マクガイ
バー シーズン１ [字]

地上最強の美女たち! チャーリーズ・エンジェル シーズン1 [二] /
2日～ 地上最強の美女たち！ チャーリーズ・エンジェル シーズン2 [二]

1：00am

1：30am

2：00am
アリー my Love シーズン1
[二]

17日 休止

3：00am

3：30am

7：30pm

8：00pm

フレンズ シーズン1 [二]

ナイトライダー シーズン1 [二]

7：00pm

2：30am
【キャッチアップマラソン】
クローザー シーズン３ [字] /
19日 クローザー シーズン４
[字] /
26日 地上最強の美女たち！
チャーリーズ・エンジェル シー
ズン２ [二]

3：00am

ナイトライダー シーズン１
[二]

3：30am

