FOX 番組表 8月(簡易版)

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

3.10.17.24.31

4.11.18.25

5.12.19.26

6.13.20.27

7.14.21.28

1.8.15.22.29

2.9.16.23.30

4:00

4:00
アメリカン・ホラー・ストーリー：怪
奇劇場 (字)
FOXイッキ見サンデー7月
2日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査
班 シーズン12 (字)

4:30
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 (字) /
7日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン7 (字) /
25日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8 (字)

/

5:00

インフォメーション (日)

5:30

モダン・ファミリー シーズン5
(字)

6:00
スリーピー・ホロウ シーズン2 (字) /
13日～ ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 (字) /
27日～ BONES シーズン8 (字)

FOXイッキ見サンデー8月
9日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン5 (字) /
16日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査
班 シーズン11 (字) /
23日 キャッスル ～ミステリー作
家は事件がお好き シーズン6
(字) /
30日 バトル・クリーク 格差警察
署 (字)

8:30

6:00

7:00

インフォメーション (日)

New Girl ～ダサかわ女子と三
銃士 シーズン4 (字) /
24日 モダン・ファミリー シーズン
5 (字) /
31日 モダン・ファミリー シーズン
6 (字)

モダン・ファミリー シーズン5
(字)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン5 (字) /
シーズン11 (字) /
10日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜 11日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜
査班 シーズン6 (字)
査班 シーズン12 (字)

9:00

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
ン2 (字) /
シーズン11 (字) /
29日 Major Crimes ～重大犯罪 9日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜
New Girl ～ダサかわ女子と三
シンプソンズ シーズン26 (字) /
課 シーズン3 (字)
査班 シーズン12 (字)
ママと恋に落ちるまで シーズン
銃士 シーズン4 (字) /
28日 NYボンビー・ガール シー
5 (字)
27日 モダン・ファミリー シーズン
ズン2 (字)
5 (字)

HOMELAND シーズン1 (字)

バトル・クリーク 格差警察署 (二
キャッスル ～ミステリー作家は
/吹) /
27日 ウェイワード・パインズ 出 事件がお好き シーズン 6 (字)
口のない街 (字)

インフォメーション (日)

9:30
ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズ
ン2 (字) /
アメリカズ・ネクスト・トップ・モデ キャッスル ～ミステリー作家は
ル シーズン21 (字)
事件がお好き シーズン6 (字) 26日 バトル・クリーク 格差警察
署 (二/吹)

BONES シーズン9 (二/吹)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン12 (字)

10:00

10:30
アジアズ・ネクスト・トップ・モデ
ル シーズン3 (字)

11:00

5:30

6:30

7:00

8:00

5:00

BONES シーズン9 (二/吹)

6:30

7:30

4:30

バトル・クリーク 格差警察署
(字)

Major Crimes ～重大犯罪課
シーズン2 (字) /
HOMELAND シーズン1 (字) (27
26日 Major Crimes ～重大犯罪
日 ～12:00)
課 シーズン3 (字)

インフォメーション (日)

New Girl ～ダサかわ女子と三
銃士 シーズン4 (字) (～9:00) /
シンプソンズ シーズン26 (字)
/
8日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜
査班 シーズン6 (字)

7:30

8:00

8:30
バトル・クリーク 格差警察署
(字)

9:00

New Girl ～ダサかわ女子と三
銃士 シーズン4 (字) /
シンプソンズ シーズン26 (字) /
23日 モダン・ファミリー シーズン
29日 NYボンビー・ガール シー
5 (字) /
ズン2 (字)
30日 モダン・ファミリー シーズン
6 (字)

モダン・ファミリー シーズン5
(字)

ママと恋に落ちるまで シーズン
5 (字)

アジアズ・ネクスト・トップ・モデ
ル シーズン3 (字)

アメリカズ・ネクスト・トップ・モデ
ル シーズン21 (字)

9:30

10:00

10:30
NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン6 (字)

11:00

FOX ひるまドラマ

11:30

12:00

11:30

Glee シーズン6 (字) /
4日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字)
/

バトル・クリーク 格差警察署 (二
/吹)

BONES シーズン9 (二/吹)

12:00

27日 ママと恋に落ちるまで シーズン5 (字)

12:25
12:30

12:25
インフォメーション (日)
インフォメーション (日)

12:55

12:30
12:55

13:00

13:00
キャッスル ～ミステリー作家は
事件がお好き シーズン6 (字)

13:30

13:30

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 (字) /
6日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン7 (字) /
24日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8 (字)

14:00

14:00

14:30

14:30
FOXイッキ見サンデー8月
2日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン5 (字) /
9日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査
班 シーズン11 (字) /
16日 キャッスル ～ミステリー作
家は事件がお好き シーズン6
(字) /
23日 バトル・クリーク 格差警察
署 (字) /
30日 HOMELAND シーズン1
(字) (～19:00)

14:55
15:00

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン2 (字) (25日 ～17:00) /
26日～ BONES シーズン8 (二/吹) /
31日 BONES シーズン9 (二/吹)

15:30

16:00

インフォメーション (日)

ノンストップNCISサタデー
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班

14:55
15:00

15:30

16:00

FOX 番組表 8月(簡易版)
シーズン7 (字) (～29日 18:00) /
29日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査
班 シーズン8 (字)

モダン・ファミリー シーズン5 (字) /
21日～ New Girl ～ダサかわ女子と三銃士 シーズン4 (字)

16:30

17:00
バトル・クリーク 格差警察署
(字)

アメリカズ・ネクスト・トップ・モデ
ル シーズン21 (字)

HOMELAND シーズン1 (字)

17:30

18:00

16:30

17:00

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
キャッスル ～ミステリー作家は
シーズン5 (字) /
13日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜 事件がお好き シーズン6 (字)
査班 シーズン6 (字)

17:30

18:00

インフォメーション (日)
アメリカズ・ネクスト・トップ・モデ アジアズ・ネクスト・トップ・モデ
ル シーズン21 (字)
ル シーズン3 (字)

BONES シーズン9 (二/吹)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン12 (字)

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズ
ン2 (字)

New Girl ～ダサかわ女子と三
銃士 シーズン4 (字) /
26日 モダン・ファミリー シーズン
5 (字)

18:30

18:30

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン5 (字) /
BONES シーズン9 (二/吹)
9日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜
/
査班 シーズン6 (字)
15日 (19:55～) WATCH STORY
/
presented by TASAKI (日)
23日 (19:55～) WATCH STORY
presented by TASAKI (日)

19:00

19:30
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 (字) (17日 ～19:00) /
17日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 (字)
/

20:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン11 (字) /
9日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜
バトル・クリーク 格差警察署
査班 シーズン12 (字) /
(字)
30日 Major Crimes ～重大犯罪
/
課 シーズン3 (字)
15日 (20:55～) WATCH STORY
/
presented by TASAKI (日)
23日 (20:55～) WATCH STORY
presented by TASAKI (日)

11日 (20:52～) FOX RESORT：ヨガ フェスタ in ハワイ (日)

20:30

19:00

19:30

20:00

20:30

ありえないラインナップ

21:00

21:00
バトル・クリーク 格差警察署
(字)

21:30

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズ
ン2 (字) /
HOMELAND シーズン1 (字) (26
25日 Major Crimes ～重大犯罪
日 ～22:30)
課 シーズン3 (字)

22:00
キャッスル ～ミステリー作家は
事件がお好き シーズン6 (字) / バトル・クリーク 格差警察署 (二 BONES シーズン9 (二/吹) (26
24日～ ウェイワード・パインズ
日～23:30)
/吹)
出口のない街 (字)

22:30

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン6 (字)

キャッスル ～ミステリー作家は
事件がお好き シーズン6 (字)
アメリカズ・ネクスト・トップ・モデ アジアズ・ネクスト・トップ・モデ
/
ル シーズン21 (字)
ル シーズン3 (字)
28日 (21:55～) WATCH STORY
presented by TASAKI (日)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン6 (字)
シーズン12 (字)
/
/
HOMELAND シーズン1 (字) /
6日 (22:55～) WATCH STORY 21日 (22:52～) FOX RESORT：
29日 ウェイワード・パインズ 出
ヨガ フェスタ in ハワイ (日)
presented by TASAKI (日)
口のない街 (字)
/
/
13日 (22:52～) FOX RESORT： 28日 (22:55～) WATCH STORY
presented by TASAKI (日)
ヨガ フェスタ in ハワイ (日)

ありえないラインナップ

22:00
BONES シーズン9 (二/吹)

22:30

FOXハッピーアワー

23:00

バトル・クリーク 格差警察署
(字)

21:30

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズ
シーズン6 (字)
ン2 (字) /
HOMELAND シーズン1 (字) (26
/
25日 Major Crimes ～重大犯罪
日 ～25:00)
6日 (23:55～) WATCH STORY
課 シーズン3 (字)
presented by TASAKI (日)

キャッスル ～ミステリー作家は
事件がお好き シーズン6 (字)

New Girl ～ダサかわ女子と三銃士
シンプソンズ シーズン26 (字) /
シーズン4 (字) /
23日 NYボンビー・ガール シーズン2
22日 モダン・ファミリー シーズン5
(字) /
(字) /
30日 NYボンビー・ガール シーズン3
29日 モダン・ファミリー シーズン6
(字)
(字)

モダン・ファミリー シーズン5
(字) /
ママと恋に落ちるまで シーズン
30日 New Girl ～ダサかわ女子
5 (字)
と三銃士 シーズン4 (字)

23:30

23:00

23:30

ヨルオビ！

24:00

アメリカン・ホラー・ストーリー：怪
奇劇場 (字) /
キャッスル ～ミステリー作家は
29日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査 事件がお好き シーズン6 (字)
班 シーズン12 (字)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字)

24:30

24:00

24:30
ありえないラインナップ

25:00
バトル・クリーク 格差警察署
(字)

25:30

ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズ
ン2 (字) /
HOMELAND シーズン1 (字) (26
25日 Major Crimes ～重大犯罪
日 ～26:30)
課 シーズン3 (字)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン6 (字)

キャッスル ～ミステリー作家は
事件がお好き シーズン6 (字)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン5 (字) /
8日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜
査班 シーズン6 (字)

26:30

27:00
NYボンビー・ガール シーズン2 (字) /
17日～ シンプソンズ シーズン21 (字)

27:30

●都合により放送内容等を変更する場合がありますのでご了承ください。

BONES シーズン9 (二/吹)

25:30

26:00
キャッスル ～ミステリー作家は
事件がお好き シーズン6 (字) / アメリカン・ホラー・ストーリー：怪 BONES シーズン9 (二/吹) (26
奇劇場 (字)
日 ～27:30)
24日～ ウェイワード・パインズ
出口のない街 (字)

25:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン12 (字)

FOXイッキ見サンデー7月
HOMELAND シーズン1 (字) (26 1日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査
日 ～27:30)
班 シーズン12 (字) (～2日 7:00)
/
FOXイッキ見サンデー8月
8日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン5 (字) (～9日 7:00)
/
15日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査
班 シーズン11 (字) (～16日
7:00) /
22日 キャッスル ～ミステリー作
家は事件がお好き シーズン6
(字) (～23日 7:00) /
29日 バトル・クリーク 格差警察
署 (字) (～30日 7:00)

インフォメーション (日)

26:00

アメリカン・ホラー・ストーリー：怪
奇劇場 (字) /
30日 ママと恋に落ちるまで
シーズン5 (字) (～27:00) / New
Girl ～ダサかわ女子と三銃士
シーズン4 (字)

26:30

シンプソンズ シーズン26 (字) /
23日 モダン・ファミリー シーズン5
(字) /
30日 モダン・ファミリー シーズン6
(字)

27:00

27:30

