FOX 番組表 7月(簡易版)

4:00

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

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

1.8.15.22.29

/

4:30

新シーズン開始直前！
過去シーズン全話一挙放送
9日 (0:00～7:00) フィアー・ザ・
ウォーキング・デッド シーズン1
(字)

4:00

インフォメーション (日)

STAR 夢の代償 シーズン2 (字)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 フィアー・ザ・ウォーキング・デッ
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン15 (字) /
ド シーズン2 (字) /
シーズン19 (字)
19日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜 13日～ フィアー・ザ・ウォーキン
査班 シーズン9 (字)
グ・デッド シーズン3 (字)

4:30
リゾーリ＆アイルズ シーズン4 (字)
FOXイッキ見サンデー6月
1日 (3:00～) LAW & ORDER: 性犯罪特捜
班 シーズン19 (字)

5:00
Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5 (字) /
31日 ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)

5:00

/
NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8
全話一挙放送！
(字) /
8日、15日 (3:00～) HOMELAND シーズン7
14日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズ
(字) (8日 ～8:30、15日 ～9:00)
ン14 (字) /
21日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シー
/
ズン15 (字)

5:30

6:00
BONES シーズン10 (二) /
10日～ BONES シーズン11 (二)

6:30

インフォメーション (日)

FOXイッキ見サンデー7月
22日 (3:00～9:00) NCIS ～ネイビー犯罪捜
査班 シーズン15 (字) /
29日 (3:00～) LAW & ORDER: 性犯罪特捜
班 シーズン19 (字)

5:30

6:00

6:30

インフォメーション (日)
/

7:00

7:00

新シーズン開始直前！
過去シーズン全話一挙放送
9日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン2 (字) (～22:00)
9-1-1：LA救命最前線 (字)
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字)
/

7:30

7:30

NCIS x NCIS：ニューオーリンズ
愛と絆の2時間スペシャル！
19日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン13 (字) /
20日 NCIS: ニューオーリンズ シーズン2 (字)
/

8:00

インフォメーション (日)

23日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン3 (字) /
24日 リゾーリ＆アイルズ シーズン4 (字) /
25日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5 (字)

8:30
フィアー・ザ・ウォーキング・デッ
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
ド シーズン2 (字) /
Empire 成功の代償 シーズン4
シーズン15 (字) /
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
16日～ フィアー・ザ・ウォーキン
(字)
18日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜
シーズン19 (字)
グ・デッド シーズン3 (字)
査班 シーズン9 (字)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

9:00

9:30

インフォメーション (日)

10:00

1日、29日 インフォメーション (日)

ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)
/
8日 インフォメーション (日) (～9:00) / シン
プソンズ シーズン27 (字)
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン19
/
(字)
15日、22日 (9:00～) インフォメーション (日)
/
29日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン15 (字)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
(字) /
14日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シー
ズン9 (字)

8:00

8:30

9:00

9:30
9-1-1：LA救命最前線 (字)

10:00

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5 (字) /
30日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)

10:30

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8
(字) /
14日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シー
ズン15 (字)

11:00

インフォメーション (日)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
(字) /
15日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シー
ズン9 (字)

BONES シーズン10 (字) /
6日～ BONES シーズン11 (字)

11:30

12:00
HAWAII FIVE-0 シーズン2 (二)

10:30

11:00

11:30

夏を先取り！
NCIS:LA 一挙放送
12:00
1日、8日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シー
ズン8 (字) (～19:00)
/

12:30

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8 (字) /
12日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 (字) /
30日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字)

15日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)

13:00

13:00

13:30

Empire 成功の代償 シーズン4
(字)

15:00

9-1-1：LA救命最前線 (字)

14:00

フィアー・ザ・ウォーキング・デッ
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 アメリカズ・ネクスト・トップ・モデ
ド シーズン2 (字) /
シーズン19 (字)
ル シーズン24 (字)
13日～ フィアー・ザ・ウォーキン
グ・デッド シーズン3 (字)

14:30

15:00

インフォメーション (日)

FOXイッキ見サンデー7月
15日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン15 (字) (～19:00) /
15:30
22日 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン19 (字) /
29日 9-1-1：LA救命最前線 (字) (～17:00)

15:30
Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5 (字) /
30日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)

16:00

13:30

インフォメーション (日)

14:00

14:30

12:30

Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5
(字) (14日 ～18:00)

/

/

29日 (17:00～) NCIS ～ネイビー犯罪捜査
班 シーズン15 (字)

14日 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー

16:00

FOX 番組表 7月(簡易版)

FOXイッキ見サンデー7月
15日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン15 (字) (～19:00) /
22日 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン19 (字) /
29日 9-1-1：LA救命最前線 (字) (～17:00)
Major Crimes ～重大犯罪課 シーズン5
(字) (14日 ～18:00)

16:25

/

16:30 フィアー・ザ・ウォーキング・デッ

ド シーズン2 (字) /
STAR 夢の代償 シーズン2 (字)
16日～ フィアー・ザ・ウォーキン
グ・デッド シーズン3 (字)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン15 (字) /
シーズン19 (字)
13日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜
査班 シーズン9 (字)

/
29日 (17:00～) NCIS ～ネイビー犯罪捜査 16:25
班 シーズン15 (字)

14日 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン19 (字)

16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

インフォメーション (日)

18:00

18:00
BONES シーズン10 (二) /
6日～ BONES シーズン11 (二)

18:30

18:30

19:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン19
(字) /
(字)
15日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シー
ズン9 (字)

19:30

19:00

19:30

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8 (字) /
11日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 (字) /
27日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字)

20:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
(字) /
14日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シー
ズン9 (字)

20:30

20:00
#FOXSunday
Empire 成功の代償 シーズン4 (字)

20:30

FOXファーストクラス

21:00

21:00
9-1-1：LA救命最前線 /
14日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シー
ズン15 (字)

21:30 アメリカン・ホラー・ストーリー：カ
ルト (字) /
9日～ (9日 22:00～) フィアー・
ザ・ウォーキング・デッド シーズ
ン3 (字)
22:00

9-1-1：LA救命最前線 (字)

STAR 夢の代償 シーズン2 (字)

21:30

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン15 (字) (12日 ～22:00)
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
Empire 成功の代償 シーズン4
/
シーズン19 (字)
(字)
12日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜
査班 シーズン9 (字)

22:00
9-1-1：LA救命最前線 (字)

アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル シーズ
ン24 (字)

22:30

23:00

23:30

22:30

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 フィアー・ザ・ウォーキング・デッ
シーズン15 (字) /
ド シーズン2 (字) /
16日～ NCIS:LA ～極秘潜入捜 10日～ フィアー・ザ・ウォーキン
査班 シーズン9 (字)
グ・デッド シーズン3 (字)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8
シーズン8 (字) /
(字) /
STAR 夢の代償 シーズン2 (字)
(字) /
12日～ LAW & ORDER: 性犯罪
15日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
14日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)
特捜班 シーズン19 (字)
シーズン19 (字)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

24:00

23:00

23:30

24:00

/
リゾーリ＆アイルズ シーズン4 (二) /
24日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5 (二)

BONES シーズン11 (字)

24:30

25:00

25:30

新シーズン開始直前！
過去シーズン全話一挙放送
8日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シー 24:30
ズン1 (字) (～翌7:00)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8
(字) /
15日～ フィアー・ザ・ウォーキング・デッド
シーズン3 (字)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン8 (字) /
11日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン11 (字) /
27日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字)

25:00

25:30

HAWAII FIVE-0 シーズン2 (二)
/

26:00

26:00

9日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン2 (字) (～26:00) / フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン3 (字)

ヴィクトリア・シークレット ファッションショー
2017 (字) /
15日～ ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)

26:30

26:30

全話一挙放送！
7日、14日 HOMELAND シーズン7 (字) (7
日 ～翌8:30、14日 ～翌9:00)

27:00
リスナー 心を読む青い瞳 シーズン5 (字) /
16日～ アメリカン・ホラー・ストーリー：カルト (字) /
31日 ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン1 (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。

/
FOXイッキ見サンデー7月
21日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズ
ン15 (字) (～翌9:00) /
28日 LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シー
ズン19 (字) (～翌8:00)

27:00
アメリカン・ホラー・ストーリー：カルト (字) /
15日～ NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シー
ズン15 (字)

27:30

