FOX Classics 番組表 6月(簡易版)

MON
4.11.18.25

WED
6.13.20.27

THU
7.14.21.28

奥さまは魔女 シーズン6 [二] /
6日～ 奥さまは魔女 シーズン7 [二] /
19日～ 奥さまは魔女 シーズン8 [二] /

4：00am
白バイ野郎ジョン＆パンチ
シーズン3 [二]

ゲストスター特集！
28日 アリー my love シーズン2 [吹] (～5:00) /
29日 アリー my love シーズン3 [二] (～5:00)
奥さまは魔女 シーズン6 [二] /
6日～ 奥さまは魔女 シーズン7 [二] /
19日～27日 奥さまは魔女 シーズン8 [二]

4：30am

奥さまは魔女 シーズン6 [二] /
5日～ 奥さまは魔女 シーズン7 [二] /
15日～ 奥さまは魔女 シーズン8 [二] /

5：00am
白バイ野郎ジョン＆パンチ
シーズン3 [二]

5：30am

TUE
5.12.19.26

ゲストスター特集！
28日, 29日 アリー my love シーズン3 [二] (～6:00)
奥さまは魔女 シーズン6 [二] /
5日～ 奥さまは魔女 シーズン7 [二] /
15日～27日 奥さまは魔女 シーズン8 [二]

6：00am

6：30am

7：00am
大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
7日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字] /
27日～ 大草原の小さな家 シーズン6 [字]

7：30am

インフォメーション [日]

ビバリーヒルズ高校白書 シーズン3 [字] /
13日～ かわいい魔女ジニー シーズン4 [二]

9：15am

インフォメーション [日]

10：00am

SUN
3.10.17.24

アリー my love シーズン3 [二]
/
ゲストスター特集！
30日 アリー my love シーズン
4 [吹]

4：00am
X-ファイル シーズン4 [字]

4：30am

アリー my love シーズン3 [二]
/
ゲストスター特集！
30日 アリー my love シーズン
4 [吹]

5：00am
X-ファイル シーズン4 [字]

5：30am

インフォメーション [日]

アリー my love シーズン3 [二]
/
ゲストスター特集！
30日 アリー my love シーズン
4 [吹]

インフォメーション [日]

8：30am

9：30am

SAT
2.9.16.23.30

インフォメーション [日]
大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
8日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字] /
27日～ 大草原の小さな家 シーズン6 [字]

8：00am

FRI
1.8.15.22.29

6：00am

6：30am
白バイ野郎ジョン＆パンチ
シーズン3 [二]

7：00am

インフォメーション [日]

7：30am

奥さまは魔女 シーズン4 [二]
/
奥さまは魔女 シーズン4 [二]
30日 かわいい魔女ジニー
シーズン3 [二]

8：00am

奥さまは魔女 シーズン4 [二]
/
奥さまは魔女 シーズン4 [二]
30日 かわいい魔女ジニー
シーズン3 [二]

8：30am

奥さまは魔女 シーズン4 [二] 奥さまは魔女 シーズン4 [二]
/
/
30日 かわいい魔女ジニー
24日 かわいい魔女ジニー
シーズン3 [二]
シーズン3 [二]

インフォメーション [日]

9：15am

9：30am

インフォメーション [日]

10：00am

【週末一挙マラソン】
3日 ナイトライダー シーズン4
[字] (～14:00) /

10：30am

冒険野郎マクガイバー シーズン2 [二] /
4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4 [二] /
21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]

10：30am

大草原の小さな家 シーズン1
[字] /
10日 ナイトライダー シーズン
9日～ 白バイ野郎ジョン＆パ
4 [字] /
ンチ シーズン3 [字]
エイリアン・UFO特集
17日～ X-ファイル シーズン3
[字]

11：00am

11：00am

冒険野郎マクガイバー シーズン2 [二] /
4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4 [二] /
21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]

11：30am

12：00pm

インフォメーション [日]

12：30pm

10日 ナイトライダー シーズン
大草原の小さな家 シーズン1
4 [字] /
[字] /
9日～ 白バイ野郎ジョン＆パ
エイリアン・UFO特集
ンチ シーズン3 [字]
17日～ X-ファイル シーズン3
[字]

インフォメーション [日]
ナイトライダー シーズン4 [二]

1：00pm

11：30am

12：00pm

10日 ナイトライダー シーズン
4 [字] (～13:30) /
17日 かわいい魔女ジニー
シーズン5 [二] /
24日 かわいい魔女ジニー
シーズン3 [二]

12：30pm

17日, 24日 インフォメーション
[日]

1：00pm

10日 かわいい魔女ジニー
シーズン5 [二] (～14:00) / イ
ンフォメーション [日] /

1：30pm

【週末一挙マラソン】
17日, 24日 アリー my Love
シーズン4 [字] (～18:30)

2：00pm

X-ファイル シーズン4 [二]

1：30pm
X-ファイル シーズン3 [二] /
6日～ X-ファイル シーズン4 [二] /
22日～ 奥さまは魔女 シーズン8 [二]

2：00pm
X-ファイル シーズン4 [二]

2：30pm

2：30pm
X-ファイル シーズン3 [二] /
5日～ X-ファイル シーズン4 [二] /
21日～ 奥さまは魔女 シーズン8 [二]

3：00pm

3：30pm

3：00pm

3：30pm

インフォメーション [日]

【週末一挙マラソン】
2日, 9日 ナイトライダー シー
ズン4 [二] /
23日～ ビバリーヒルズ高校白
書 シーズン3 [二] /

【週末一挙マラソン】
アリー my Love シーズン4
[字]
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4：00pm
大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
7日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字] /
26日～ 大草原の小さな家 シーズン6 [字]

4：30pm

【週末一挙マラソン】
2日, 9日 ナイトライダー シー
ズン4 [二] /
23日～ ビバリーヒルズ高校白
書 シーズン3 [二] /

4：00pm
【週末一挙マラソン】
アリー my Love シーズン4
[字]

4：30pm

16日 ナイトライダー シーズン
4 [二] (～18:00) / かわいい
魔女ジニー シーズン5 [二]

5：00pm

5：00pm

大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
6日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字] /
26日～ 大草原の小さな家 シーズン6 [字]

5：30pm

5：30pm

6：00pm

インフォメーション [日]

6：30pm

奥さまは魔女 シーズン1 [二] /
27日～ かわいい魔女ジニー シーズン5 [二]

6：00pm

インフォメーション [日]

インフォメーション [日]

7：00pm

6：30pm

7：00pm
ナイトライダー シーズン4 [字]

7：30pm

7：30pm

8：00pm

8：00pm
X-ファイル シーズン3 [字] /
6日～ X-ファイル シーズン4 [字] /
22日～ かわいい魔女ジニー シーズン5 [二]

8：30pm

9：00pm
X-ファイル シーズン3 [字] /
5日～ X-ファイル シーズン4 [字] /
21日～ かわいい魔女ジニー シーズン5 [二]

9：30pm

10：00pm
大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
7日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字] /
26日～ 大草原の小さな家 シーズン6 [字]

2日 白バイ野郎ジョン＆パン
チ シーズン3 [字] (～21:00) /

8：30pm

【全シーズン全話一挙放送】
2日 (21:00～26:00) 奥さまは
魔女 シーズン8 [二] /
9日 かわいい魔女ジニー
シーズン1 & シーズン2 [二]
(～28:00) /
16日 かわいい魔女ジニー
シーズン2 & シーズン3 [二]
(～28:00) /
23日 かわいい魔女ジニー
シーズン4 & シーズン5 [二]
(～28:00) /

9：00pm

9：30pm

10：00pm

【週末一挙マラソン】
30日 「X-ファイル」エイリアン・
UFO特集 [字]

10：30pm

10：30pm

11：00pm

11：00pm
大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
6日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字] /
26日～ 大草原の小さな家 シーズン6 [字]

11：30pm

12：00am

12：30am

全シーズン全話一挙放送
地上最強の美女たち！ チャーリーズ・エンジェル シーズン3 [二] /
5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4 [二] /
18日～21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] /
「X-ファイル」3部作
22日 X-ファイル シーズン2 [二] (～27:00) /

ゲストスター特集！
30日 アリー my Love シーズ
ン4 [字]

【全シーズン全話一挙放送】
3日 かわいい魔女ジニー
シーズン1 [二] /
10日 かわいい魔女ジニー
シーズン2 [二] /
17日 かわいい魔女ジニー
シーズン3 & シーズン4 [二] /
24日 かわいい魔女ジニー
シーズン5 [二]

11：30pm

12：00am

12：30am

25日～ 白バイ野郎ジョン＆パンチ シーズン3 [字]

1：00am

全シーズン全話一挙放送
地上最強の美女たち！ チャーリーズ・エンジェル シーズン3 [二] /
5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4 [二] /
15日～21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] /

1：30am

「X-ファイル」エイリアン・UFO特集
25日 X-ファイル シーズン2 [二] /
26日～ X-ファイル シーズン3 [二] /
29日 X-ファイル シーズン4 [二]

2：00am

全シーズン全話一挙放送
地上最強の美女たち！ チャーリーズ・エンジェル シーズン3 [二] /
4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4 [二] /
15日～21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] /

2：30am

「X-ファイル」エイリアン・UFO特集
25日 X-ファイル シーズン2 [二] /
26日～ X-ファイル シーズン3 [二] /
28日～ X-ファイル シーズン4 [二]

3：00am

逃亡者 シーズン2 [二] /

3：30am

ゲストスター特集！
27日 アリー my love シーズン2 [吹] /
28日～ アリー my love シーズン3 [二]

1：00am
ゲストスター特集！
30日 アリー my Love シーズ
ン4 [字]

1：30am

2日 冒険野郎マクガイバー
シーズン2 [二] /
ゲストスター特集！
30日 アリー my Love シーズ
ン4 [字]

2日 冒険野郎マクガイバー
シーズン2 [二] /
ゲストスター特集！
30日 アリー my Love シーズ
ン4 [字]

2：00am

2：30am

3：00am

3：30am

