FOX Classics 番組表 9月(簡易版)

MON
4.11.18.25
4：00am

4：30am

TUE
5.12.19.26

WED
6.13.20.27

THU
7.14.21.28

コンバット! シーズン1 [二] /
25日～ 刑事ナッシュ・ブリッジス シーズン1 [二] /
20日 休止 (～6:00)

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4 [二] /
11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5 [二]

5：30am

6：00am

FRI
1.8.15.22.29

SAT
2.9.16.23.30
地上最強の美女たち！
チャーリーズ・エンジェル シー
ズン4 [二] /
16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5 [二]

SUN
3.10.17.24
4：00am
前日からの引き続き

【週末一挙マラソン】
大草原の小さな家 シーズン8
[字] /
17日 大草原の小さな家 シー
地上最強の美女たち！
ズン8 & シーズン9 [字] /
チャーリーズ・エンジェル シー
24日 大草原の小さな家 シー
ズン4 [二] /
ズン9
16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5 [二]

インフォメーション [日]

4：30am

5：00am

5：30am

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]

6：30am

大草原の小さな家 シーズン8 [字] /
14日～ 大草原の小さな家 シーズン9 [字]

6：30am

地上最強の美女たち！
チャーリーズ・エンジェル シー
ズン4 [二] /
16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5 [二] (16日, 23日
～7:28)

7：00am
大草原の小さな家 シーズン8 [字] /
13日～ 大草原の小さな家 シーズン9 [字]

7：30am

8：00am

コンバット! シーズン1 [二] /
24日 刑事ナッシュ・ブリッジス
シーズン1 [二]
(16日, 23日 7:28～) セックス・
アンド・ザ・シティ シーズン3
[二] /
30日 セックス・アンド・ザ・シ
ティ シーズン4 [二]

7：30am

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]

8：00am

セックス・アンド・ザ・シティ
シーズン3 [二] /
24日 セックス・アンド・ザ・シ
ティ シーズン4 [二]

8：30am

白バイ野郎ジョン＆パンチ シーズン2 [字]

セックス・アンド・ザ・シティ
シーズン3 [二] /
30日 セックス・アンド・ザ・シ
ティ シーズン4 [二]

8：30am

9：15am
9：30am

7：00am

インフォメーション [日]

10：00am

セックス・アンド・ザ・シティ
セックス・アンド・ザ・シティ
シーズン3 [二] /
シーズン3 [二] /
23日～ セックス・アンド・ザ・シ 24日 セックス・アンド・ザ・シ
ティ シーズン4 [二]
ティ シーズン4 [二]

9：15am
9：30am

インフォメーション [日]

インフォメーション [日]

10：00am

かわいい魔女ジニー シーズ
ン1 [二]

かわいい魔女ジニー シーズ
ン1 [二]

10：30am

クローザー シーズン６ [二] /
11日～ クローザー シーズン７ [吹]

10：30am

11：00am
コンバット! シーズン1 [二] /
25日～ 刑事ナッシュ・ブリッジス シーズン1 [二]

11：30am

12：00pm

インフォメーション [日]

12：30pm

奥さまは魔女 シーズン3 [二]

【名作シネマ】
2日 映画 『明日に向って撃
【名作シネマ】
て！』 [字] /
3日 映画 『脱走特急』 [字] /
9日 映画 『イヴの総て』 [字]
10日 映画 『M★A★S★H
(～13:30) /
マッシュ』 [字] /
16日 映画 『哀しみの街かど』
17日 映画 『素晴らしきヒコー
[字] /
キ野郎』 [字] (～13:30) /
23日 映画 『フレンチ・コネク
24日 映画 『フレンチ・コネク
ション』 [字] /
ション2』 [字] (～13:10)
30日 映画 『おしゃれ泥棒』
[字] (～13:15)

11：30am

12：00pm

12：30pm

(30日 13:15～13:45) インフォ (24日 13:10～13:40) インフォ
メーション [日]
メーション [日]

1：00pm

11：00am

1：00pm

大草原の小さな家 シーズン8 [字] /
13日～ 大草原の小さな家 シーズン9 [字]

1：30pm

1：30pm

2：00pm

2：00pm
コンバット! シーズン1 [二] (19日 ～14:59) /
22日～ ナイトライダー シーズン２ [字]

2：30pm

3：00pm

9日 インフォメーション [日]
(～14:00) /
(19日 14:59～) セックス・アンド・ザ・シティ シーズン3 [字] /
20日～ セックス・アンド・ザ・シティ シーズン4 [字] /

3：30pm
3：35pm

インフォメーション [日]

4：00pm

17日 インフォメーション [日]
(～14:00) /

【週末一挙マラソン】
【週末一挙マラソン】
2日～ (9日 14:00～18:30) 大
クローザー シーズン６ [二] /
草原の小さな家 シーズン8
10日 クローザー シーズン６
[字] /
[二] (～17:05) / クローザー
16日 大草原の小さな家 シー
シーズン７ [吹] /
ズン8 & シーズン9 [字] /
(17日 14:00～, 24日 13:40～)
23日～ 大草原の小さな家
クローザー シーズン７ [吹]
シーズン9 [字]

2：30pm

3：00pm
3：30pm
3：35pm
4：00pm

4：05pm

4：05pm
大草原の小さな家 シーズン8 [字] /
12日～ 大草原の小さな家 シーズン9 [字]

4：30pm

4：30pm
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5：00pm

5：00pm
クローザー シーズン６ [二] /
8日～ クローザー シーズン７ [吹]

5：30pm

5：30pm

6：00pm

インフォメーション [日]

6：30pm

セックス・アンド・ザ・シティ シーズン3 [二] (19日 ～19:06) /
20日～ セックス・アンド・ザ・シティ シーズン4 [二]

かわいい魔女ジニー シーズ
ン1 [二]

かわいい魔女ジニー シーズ
ン1 [二]

6：00pm

インフォメーション [日]

インフォメーション [日]

6：30pm

7：00pm

7：00pm

7：05pm

7：05pm
(19日 19:06～) 白バイ野郎ジョン＆パンチ シーズン2 [二] /
29日 白バイ野郎ジョン＆パンチ シーズン3 [字]

7：30pm

8：00pm
コンバット! シーズン1 [二] /
22日～ X-ファイル シーズン1 [二]

【名作シネマ】
【名作シネマ】
2日 映画 『脱走特急』 [字] / 3日 映画 『明日に向って撃
9日 映画 『M★A★S★H マッ
て！』 [字] /
シュ』 [字] /
10日 映画 『イヴの総て』 [字]
16日 映画 『素晴らしきヒコー
(～21:30) /
キ野郎』 [字] (～21:30) /
17日 映画 『哀しみの街かど』
23日 映画『フレンチ・コネク
[字] /
ション』 [字] /
24日 映画『フレンチ・コネク
30日 映画『追想』 [字]
ション2』 [字] (～ 21:10)

8：30pm

7：30pm

8：00pm

8：30pm

9：00pm

9：00pm
クローザー シーズン６ [字] /
8日～ クローザー シーズン７ [字]

9：30pm

9：30pm

10：00pm

10：00pm
大草原の小さな家 シーズン8 [字] /
12日～ 大草原の小さな家 シーズン9 [字]

10：30pm

11：00pm
コンバット! シーズン1 [二] /
22日～ X-ファイル シーズン1 [字]

11：30pm

10：30pm
【週末一挙マラソン】
【週末一挙マラソン】
(16日 21:30～25:40) コンバッ
クローザー シーズン６ [字] /
ト! シーズン1 [二] /
10日 (21:30～) クローザー
23日 コンバット! シーズン1
シーズン６ & シーズン７ [字] 11：00pm
[二] (～24:40) / X-ファイル
/
シーズン1 [二] (～25:30)
17日～ (24日 21:10～) クロー
30日 X-ファイル シーズン1
ザー シーズン７ [字]
[二]
11：30pm

12：00am

12：00am
白バイ野郎ジョン＆パンチ シーズン2 [字] (19日 ～24:54) /
29日 白バイ野郎ジョン＆パンチ シーズン3 [字]

12：30am

1：00am

12：30am

1：00am

(19日 24:54～25:30) セックス・アンド・ザ・シティ シーズン3 [二] /
20日～ セックス・アンド・ザ・シティ シーズン4 [二]

1：30am
1：35am

1：30am
1：35am

(19日 25:30～26:00) 奥さまは魔女 シーズン3 [二]

白バイ野郎ジョン＆パンチ
シーズン2 [二]

2：00am
2：05am
2：20am

大草原の小さな家 シーズン8 [字] /
12日～ 大草原の小さな家 シーズン9 [字] /
19日 休止 (～翌6:00)

2：30am
3：00am
3：10am

3：30am

クローザー シーズン６ [二] /
8日～ クローザー シーズン７ [吹]

【週末一挙マラソン】
大草原の小さな家 シーズン8
[字] (～翌6:00) /
16日 (24:40～) 大草原の小さ
な家 シーズン8 & シーズン9
[字] (～翌6:00) /
23日～ 大草原の小さな家
シーズン9 [字] (～翌6:00)

2：00am
2：05am
2：20am

白バイ野郎ジョン＆パンチ
シーズン2 [二]

2：30am
3：00am
3：10am

白バイ野郎ジョン＆パンチ
シーズン2 [二]

3：30am

