FOX Classics 番組表 8月(簡易版)

MON
6.13.20.27
4：00am

4：30am

5：00am

5：30am

6：00am

6：30am

TUE
7.14.21.28

WED
1.8.15.22.29

THU
2.9.16.23.30

FRI
3.10.17.24.31

SAT
4.11.18.25

SUN
5.12.19.26
4：00am

大草原の小さな家 シーズン2 [字] /
8日～ 大草原の小さな家 シーズン3 [字] /
20日～ 大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
30日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字]

4：30am

5：00am

大草原の小さな家 シーズン2 [字] /
8日～ 大草原の小さな家 シーズン3 [字] /
20日～ 大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
30日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字]

5：30am

6：00am

大草原の小さな家 シーズン2 [字] /
8日～ 大草原の小さな家 シーズン3 [字] /
17日～ 大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
29日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字]

6：30am

7：00am

7：00am
クローザー シーズン7 [字] /
14日～ クローザー シーズン7 [吹]

7：30am

8：00am

7：30am

8：00am

インフォメーション [日]

8：30am

8：30am
逃亡者 シーズン2 [二]

9：15am

9：30am

9：15am

9：30am

インフォメーション [日]

10：00am

10：00am
コンバット! シーズン2 [二]

10：30am

11：00am

10：30am

11：00am

インフォメーション [日]

11：30am

前日から引き続き
クローザー シーズン7 [字] /
29日～ クローザー シーズン7 [吹]

全話一挙放送！
5日 逃亡者 シーズン2 [二]
(～8:30) /
インフォメーション [日] (～
9:00) /
クローザー シーズン7 [字]
(～21:00, 22:00～28:00)

12：00pm

12：30pm

1：00pm

1：30pm

2：00pm

2：30pm

3：00pm

3：30pm

インフォメーション [日]

大草原の小さな家 シーズン2 [字] /
7日～ 大草原の小さな家 シーズン3 [字] /
17日～ 大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
29日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字]

大草原の小さな家 シーズン2 [字] /
7日～ 大草原の小さな家 シーズン3 [字] /
17日～ 大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
29日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字]

大草原の小さな家 シーズン2 [字] /
7日～ 大草原の小さな家 シーズン3 [字] /
16日～ 大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
28日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字]

全話一挙放送！
/
4日 逃亡者 シーズン2 [二]
(～5日 8:30)
12日 大草原の小さな家 シー
ズン1 & シーズン2 [字] (～
/
8:00) /
インフォメーション [日] (～
11日 大草原の小さな家 シー
8:30) /
ズン1 [字] (～27:30) / 大草 大草原の小さな家 シーズン2
原の小さな家 シーズン1 &
[字] (～28:00)
シーズン2 [字] (～12日 8:00)
/
/
19日 大草原の小さな家 シー
18日 大草原の小さな家 シー
ズン4 [字] (～28:00)
ズン3 [字] (～23:30) / 大草
原の小さな家 シーズン3 &
/
シーズン4 [字] (～28:00)
26日 大草原の小さな家 シー
/
ズン5 & シーズン6 [字] (～
8:00) /
25日 大草原の小さな家 シー インフォメーション [日] (～
ズン5 [字] (～26:00) / 大草
8:30) /
原の小さな家 シーズン5 & 大草原の小さな家 シーズン6
シーズン6 [字] (～26日 8:00)
[字] (～28:00)
/

/

4日 (7:30～8:00, 10:00～
10:30, 12:30～13:00, 18:10～
18:40) インフォメーション [日]
/
11日 (8:00～8:30, 10:30～
11:00, 13:00～13:30, 18:00～
18:30) インフォメーション [日]
/
18日 (8:00～8:30, 10:30～
11:00, 13:00～13:30, 18:30～
19:00) インフォメーション [日]
/
25日 (8:00～8:30, 10:40～
11:10, 13:00～13:30, 18:30～
19:00) インフォメーション [日]

ナショジオ PRESENTS 第一
話特別放送
5日 （21:00～22:00） ジーニア
ス: ピカソ [二]
/
5日 (8:30～9:00, 10:40～
11:10, 13:40～14:10, 18:00～
18:30) インフォメーション [日]
/
12日, 19日 (8:00～8:30,
10:30～11:00, 13:00～13:30,
18:30～19:00) インフォメー
ション [日] /
26日 (8:00～8:30, 10:20～
10:50, 12:40～13:10, 17:30～
18:00) インフォメーション [日]

11：30am

12：00pm

12：30pm

1：00pm

1：30pm

2：00pm

2：30pm

3：00pm

3：30pm

ズン1 & シーズン2 [字] (～
8:00) /
インフォメーション [日] (～
11日 大草原の小さな家 シー
8:30) /
ズン1 [字] (～27:30) / 大草 大草原の小さな家 シーズン2
原の小さな家 シーズン1 &
[字] (～28:00)
シーズン2 [字] (～12日 8:00)
/
/
19日 大草原の小さな家 シー
18日 大草原の小さな家 シー
ズン4 [字] (～28:00)
ズン3 [字] (～23:30) / 大草
原の小さな家 シーズン3 &
/
シーズン4 [字] (～28:00)
26日 大草原の小さな家 シー
/
ズン5 & シーズン6 [字] (～
8:00) /
25日 大草原の小さな家 シー インフォメーション [日] (～
ズン5 [字] (～26:00) / 大草
8:30) /
原の小さな家 シーズン5 & 大草原の小さな家 シーズン6
シーズン6 [字] (～26日 8:00)
[字] (～28:00)
/

FOX Classics 番組表 8月(簡易版)

4：00pm

インフォメーション [日]

4：30pm
コンバット! シーズン2 [二]

5：00pm

5：30pm
逃亡者 シーズン2 [二] /
27日～ コンバット! シーズン2 [二]

6：00pm

6：30pm

/

/

4日 (7:30～8:00, 10:00～
10:30, 12:30～13:00, 18:10～
18:40) インフォメーション [日]
/
11日 (8:00～8:30, 10:30～
11:00, 13:00～13:30, 18:00～
18:30) インフォメーション [日]
/
18日 (8:00～8:30, 10:30～
11:00, 13:00～13:30, 18:30～
19:00) インフォメーション [日]
/
25日 (8:00～8:30, 10:40～
11:10, 13:00～13:30, 18:30～
19:00) インフォメーション [日]

ナショジオ PRESENTS 第一
話特別放送
5日 （21:00～22:00） ジーニア
ス: ピカソ [二]

4：00pm

/

4：30pm

5日 (8:30～9:00, 10:40～
11:10, 13:40～14:10, 18:00～
18:30) インフォメーション [日]
/
12日, 19日 (8:00～8:30,
10:30～11:00, 13:00～13:30,
18:30～19:00) インフォメー
ション [日] /
26日 (8:00～8:30, 10:20～
10:50, 12:40～13:10, 17:30～
18:00) インフォメーション [日]

5：00pm

5：30pm

6：00pm

インフォメーション [日]

7：00pm

6：30pm

7：00pm
クローザー シーズン7 [吹] /
14日～ クローザー シーズン7 [字]

7：30pm

8：00pm

8：30pm

9：00pm

9：30pm

10：00pm

10：30pm

7：30pm

大草原の小さな家 シーズン2 [字] /
7日～ 大草原の小さな家 シーズン3 [字] /
17日～ 大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
29日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字]

大草原の小さな家 シーズン2 [字] /
7日～ 大草原の小さな家 シーズン3 [字] /
17日～ 大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
29日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字]

大草原の小さな家 シーズン2 [字] /
7日～ 大草原の小さな家 シーズン3 [字] /
16日～ 大草原の小さな家 シーズン4 [字] /
28日～ 大草原の小さな家 シーズン5 [字]

11：00pm

8：00pm

8：30pm

9：00pm

9：30pm

10：00pm

10：30pm

11：00pm
クローザー シーズン7 [字] /
14日～ クローザー シーズン7 [吹]

11：30pm

11：30pm

12：00am

12：00am
コンバット! シーズン2 [二] /
27日～ 逃亡者 シーズン2 [二]

12：30am

12：30am

1：00am

1：00am
逃亡者 シーズン2 [二]

1：30am

1：30am

2：00am

2：00am
クローザー シーズン7 [吹] /
14日～ クローザー シーズン7 [字]

2：30am

2：30am

3：00am

3：00am
コンバット! シーズン2 [二] /
27日～ クローザー シーズン7 [字]

3：30am

3：30am

