FOX 番組表 5月(簡易版)

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

1.8.15.22.29

2.9.16.23.30

3.10.17.24.31

4.11.18.25

5.12.19.26

6.13.20.27

7.14.21.28

4:00

4:00

インフォメーション (日)
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字)
/
29日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 (字)
キャッスル ～ミステリー作家は
事件がお好き シーズン8 (字)
(14日 ～06:00)
アメリカズ・ネクスト・トップ・モデ
/
ル シーズン23 (字)
溢れる才能スペシャル
14日 シンプソンズ シーズン27
(字) (～06:30)
/
溢れる才能スペシャル
ナショジオpresents第1話特別
放送
ジーニアス：世紀の天才 アイン
Empire 成功の代償 シーズン3
シュタイン (二)
(字)
/

4:30

5:00

BONES シーズン10 (字)
/
15日～ キャッスル ～ミステリー作家は事件がお好き シーズン7 (字)

5:30

6:00
Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン3 (字)
/
11日～ Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン4 (字)

6:30

インフォメーション (日)

7:00

インフォメーション (日)

FOXイッキ見サンデー5月
21日 (03:00～) NCIS ～ネイビー
犯罪捜査班 シーズン14 (字) (～
09:00)
/
28日 (03:00～) リゾーリ＆アイル
ズ シーズン4 (二)

4:30

5:00

5:30

6:00

6:30

7:00

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン18 (字)

7:30

7:30
24：レガシー (字)
/
9日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜
査班 シーズン14 (字)
/
30日 APB ハイテク捜査網 (二)

8:00
Major Crimes ～重大犯罪課
シーズン5 (字)

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
(字)
/
26日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査
班 シーズン14 (字)
インフォメーション (日)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン18 (字)

8:00

7日, 14日 キャッスル ～ミステ
リー作家は事件がお好き シーズ
ン7 (二) (～09:30)

8:30

21日 キャッスル ～ミステリー作
家は事件がお好き シーズン7
(二) (～10:00)
/
28日 BONES シーズン11 (二)
(～10:00)

9:00

7日, 14日 BONES シーズン11
(二) (～10:30)

9:30

21日 BONES シーズン11 (二)
(～11:00)
/
28日 APB ハイテク捜査網 (二)
(～11:00)

10:00

インフォメーション (日)

10:30

プリズン・ブレイク シーズン5
(字)

8:30

Beauty Hour
Supported by RiceForce

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン14 (字)
/
30日 APB ハイテク捜査網 (二)

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
(字)
/
26日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査
班 シーズン14 (字)

9:00

9:30

インフォメーション (日)
/
28日 キャッスル ～ミステリー作
家は事件がお好き シーズン7
(二) (～09:00)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン7 (字)

インフォメーション (日)
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン14 (字)

10:00

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

10:30
11:00

インフォメーション (日)

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
(二)
/
20日～ APB ハイテク捜査網
(字)

FOXひるまドラマ

11:30

12:00

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン3 (字)
/
10日～ Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン4 (字)

13:30

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン6 (字)
/
3日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン7 (字)
/
19日～ BONES シーズン9 (二)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン18 (字)

15:00

16:00

12:00
12:30

インフォメーション (日)

13:30
14:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字)
/
26日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 (字)

15:25
15:30

11:30

13:00

14:00
14:30

11:00

HOMELAND シーズン6 (字)

Empire 成功の代償 シーズン3
(字)

12:30
13:00

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
(字)
/
28日 APB ハイテク捜査網 (二)

BONES シーズン10 (字) / 12日～ キャッスル ～ミステリー作家は事件がお好き シーズン7 (字)

FOXイッキ見サンデー5月
7日 Major Crimes ～重大犯罪
課 シーズン5 (字)
/
14日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査
ノンストップNCISサタデー
班 シーズン14 (字) (～19:00)
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
/
シーズン12 (字) (13日 ～18:00)
21日 リゾーリ＆アイルズ シーズ
/
ン4 (二)
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン13 (字) (27日 ～18:00)

14:30
15:00
15:25
15:30
16:00

FOX 番組表 5月(簡易版)

16:30

インフォメーション (日)
/

17:00

/
16:30
28日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査
班 シーズン7 (字)

17:00

27日 Major Crimes ～重大犯罪
課 シーズン5 (字)

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン3 (字) / 10日～ Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン4 (字)

17:30

17:30

18:00

18:00
NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン7 (字)

18:30

18:30

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン6 (字)
/
3日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン7 (字)
/
19日～ BONES シーズン9 (字)

19:00

Major Crimes ～重大犯罪課
シーズン5 (字)
アメリカズ・ネクスト・トップ・モデ
/
ル シーズン23 (字)
27日 APB ハイテク捜査網 (字)

19:30
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン9 (字)
/
19日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン10 (字)
/
溢れる才能スペシャル
9日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン8 (字)

20:00

20:30

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
(字)
/
27日 APB ハイテク捜査網 (字)

19:00

19:30

20:00
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン18 (字)

20:30

FOXファーストクラス

21:00

21:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン14 (字)
/
溢れる才能スペシャル
ナショジオ 新番組6チャンネル
合同 第1話特別放送
9日 ジーニアス：世紀の天才 ア
インシュタイン (二) (～22:30)

プリズン・ブレイク シーズン5
(字)

21:30

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン18 (字)

プリズン・ブレイク シーズン5
(字)

22:30

Major Crimes ～重大犯罪課
シーズン5 (字)

プリズン・ブレイク シーズン5
(字)

Empire 成功の代償 シーズン3
(字)

21:30

Beauty Hour

Major Crimes ～重大犯罪課
シーズン5 (字)
/
溢れる才能スペシャル
9日 シンプソンズ シーズン27
(字)

22:00

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
(二)
/
18日～ APB ハイテク捜査網
(二)

Supported by RiceForce

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン7 (字)

HOMELAND 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7 (二)

BONES シーズン11 (二)

FOXファーストクラス

22:00

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
(字)
/
21日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜 22:30
査班 シーズン14 (字)
FOXファーストクラス

23:00

23:00
プリズン・ブレイク シーズン5
(字)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン18 (字)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン14 (字)

23:30

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
(二)
/
18日～ APB ハイテク捜査網
(字)

Major Crimes ～重大犯罪課
シーズン5 (字)

プリズン・ブレイク シーズン5
(字)
/
8日 Empire 成功の代償 シーズ
ン3 (字)

24:30

Empire 成功の代償 シーズン3
(字)

23:30

ヨルオビ！
キャッスル ～ミステリー作家は事件がお好き シーズン8 (字) /
16日～ BONES シーズン11 (字)
/
溢れる才能スペシャル
ナショジオpresents第1話特別放送
11日 ジーニアス：世紀の天才 アインシュタイン (二) (～25:30)
/
溢れる才能スペシャル
12日 BONES シーズン9 (二)
/
BONES×スリーピー・ホロウ クロスオーバー・スペシャル
23日 BONES シーズン11 (字) / 24日 スリーピー・ホロウ シーズン3 (字)

24:00

HOMELAND シーズン6 (字)

24:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン14 (字)

キャッスル ～ミステリー作家は
事件がお好き シーズン7 (二)

24:30

FOXファーストクラス

25:00

25:30

プリズン・ブレイク シーズン5
(字)
/
8日 休止(～翌06:00)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン14 (字)

Empire 成功の代償 シーズン3
(字)

Major Crimes ～重大犯罪課
シーズン5 (字)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン18 (字)

25:00

リゾーリ＆アイルズ シーズン4
(二) (11日 25:30～26:30)
/
18日～ APB ハイテク捜査網
(二)

Major Crimes ～重大犯罪課
シーズン5 (字)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン7 (字) (11日 26:30～
27:30)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン14 (字)

26:30

27:00

キャッスル ～ミステリー作家は事件がお好き シーズン8 (字) /
15日 BONES シーズン10 (字) /
16日～ BONES シーズン11 (字)
/
BONES×スリーピー・ホロウ クロスオーバー・スペシャル
23日 BONES シーズン11 (字) / 24日 スリーピー・ホロウ シーズン3 (字)
/

27:30

11日(27:30～) インフォメーション (日)

●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11 (二)

25:30

26:00
HOMELAND シーズン6 (字)

プリズン・ブレイク シーズン5
(字)

X-ファイル 2016 (二)
/
20日～ APB ハイテク捜査網
(二)

6日 シンプソンズ シーズン27
(字) (～27:30) / インフォメーショ
ン (日)
/
13日 ヴィクトリア・シークレット
ファッションショー 2016 (字)
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
/
シーズン18 (字)
FOXイッキ見サンデー5月
20日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査
班 シーズン14 (字) (～翌09:00)
/
27日 リゾーリ＆アイルズ シーズ
ン4 (二) (～翌08:00)

26:00
Major Crimes ～重大犯罪課
シーズン5 (字)

26:30

27:00

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン7 (字)

27:30

