FOX 番組表 8月(簡易版)

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

6.13.20.27

7.14.21.28

1.8.15.22.29

2.9.16.23.30

3.10.17.24.31

4.11.18.25

5.12.19.26

4:00

4:00

インフォメーション (日)

STAR 夢の代償 シーズン2 (字)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン19 (字)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン9 (字)

フィアー・ザ・ウォーキング・デッ
ド シーズン3 (字)

4:30

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7月
5日 (3:00～) 9-1-1：LA救命最前線 (字)
/

5:00
ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字) /
17日～ HAWAII FIVE-0 シーズン1 (字)

5:30
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
(字)

6:00

FOXイッキ見サンデー8月
12日 (3:00～7:50) NCIS:LA ～極秘潜入捜
査班 シーズン9 (字) /
19日 (3:00～7:50) フィアー・ザ・ウォーキン
グ・デッド シーズン3 (字)

6:30

インフォメーション (日)

5:30

/
26日 9-1-1：LA救命最前線 (字) (～7:00) /
インフォメーション (日) (～7:30) /
シンプソンズ シーズン27 (字)

BONES シーズン11 (二) /
9日～ BONES シーズン12 (二) /
27日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン18 (字)

5:00

/

6:00

6:30

12日, 19日 (7:50～8:00) 祝20周年特番 昔
も今もゼッタイFOX！ (日)

7:00

7:00

インフォメーション (日)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

7:30

7:30
リゾーリ＆アイルズ シーズン5 (字) /
20日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン4 (二) /
28日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン5 (二) /
31日 9-1-1：LA救命最前線 (字)

8:00

インフォメーション (日)

インフォメーション (日)

8:30

8:00

8:30
フィアー・ザ・ウォーキング・デッ Empire 成功の代償 シーズン4
ド シーズン3 (字)
(字)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン9 (字)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン19 (字)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン19 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
(字)
(字)

9:00

9:00

9:30

9:30

インフォメーション (日)
NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9
(字)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

10:00

10:00
ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字) /
16日～ HAWAII FIVE-0 シーズン1 (二)

10:30

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
(字) (18日 ～11:20)

インフォメーション (日)

10:30

/

11:00
BONES シーズン11 (字) /
8日～ BONES シーズン12 (字) /
24日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン18 (字)

18日 祝20周年特番 昔も今もゼッタイ
FOX！ (日)

11:00
NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9
(字)

11:30

11:30

ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)

12:00

12:00

/
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字) /
16日～ APB ハイテク捜査網 (二) /
24日～ 9-1-1：LA救命最前線 (字) /
31日 リゾーリ＆アイルズ シーズン4 (字)

12:30

HAWAII FIVE-0 シーズン2 (二)
FOX20周年企画
全話先行一挙放送！
19日 TRUST (字) (～21:26)

12:30

/

13:00

13:00

16日 (12:50～13:00) 祝20周年特番 昔も今もゼッタイFOX！ (日)

13:30

13:30

インフォメーション (日)

14:00

14:00
Empire 成功の代償 シーズン4
(字)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

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

14:30

15:00

14:30
キャッチアップ放送！
5日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン 15:00
9 (字) (～16:50) / NCIS ～ネイビー犯罪捜
査班 シーズン15 (字) (～21:00)

インフォメーション (日)

/

15:30
ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字) /
16日～ HAWAII FIVE-0 シーズン1 (字)

16:00

15:30

FOXイッキ見サンデー8月
ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)
12日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド
18日 ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)
シーズン3 (字) (～17:50) /
(～17:00) / HAWAII FIVE-0 シーズン1 (字)
26日 9-1-1：LA救命最前線 (字) (～17:50) 16:00
25日 HAWAII FIVE-0 シーズン1 (字)
/

/

(11日, 25日 16:50～17:00, 18日 17:50～

(5日 16:50～17:00, 12日, 26日 17:50～

FOX 番組表 8月(簡易版)
キャッチアップ放送！
5日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン
9 (字) (～16:50) / NCIS ～ネイビー犯罪捜
査班 シーズン15 (字) (～21:00)
/
FOXイッキ見サンデー8月
ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)
12日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド
18日 ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)
シーズン3 (字) (～17:50) /
(～17:00) / HAWAII FIVE-0 シーズン1 (字)
26日 9-1-1：LA救命最前線 (字) (～17:50)
25日 HAWAII FIVE-0 シーズン1 (字)

16:25
16:30

フィアー・ザ・ウォーキング・デッ
STAR 夢の代償 シーズン2 (字)
ド シーズン3 (字)

9-1-1：LA救命最前線 (字)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン19 (字)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン9 (字)

/

/

(11日, 25日 16:50～17:00, 18日 17:50～
18:00) 祝20周年特番 昔も今もゼッタイ
FOX！ (日)

(5日 16:50～17:00, 12日, 26日 17:50～
18:00) 祝20周年特番 昔も今もゼッタイ
FOX！ (日)

17:00

16:25
16:30

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11 (二) /
8日～ BONES シーズン12 (二) /
24日～ LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン18 (字)

12日, 26日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班
シーズン15 (字)

18:30

18:30

19:00

19:00
12日, 26日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン19
シーズン9 (字) (～19:50) / 祝20周年特番
(字)
昔も今もゼッタイFOX！ (日)

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字) /
15日～22日 APB ハイテク捜査網 (字) /
30日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン4 (二) /

19:30

19:30

キャッチアップ放送！
23日～28日 9-1-1：LA救命最前線 (字) /

20:00

20:00

NCIS × NCIS：ニューオーリンズ 追跡の2時間スペシャル
29日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン14 (二) (～20:00) / NCIS: ニューオーリンズ シーズン3 (二)

NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズン9
(字)

#FOXSunday
12日, 26日 Empire 成功の代償 シーズン4
(字)

20:30

20:30
FOXファーストクラス

ナショジオ PRESENTS
第一話特別放送
21:00
21:00
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
5日 ジーニアス：ピカソ (二)
(字) (18日 ～21:50)
/
#FOXSunday
/
12日, 26日 STAR 夢の代償 シーズン2 (字)
/
フィアー・ザ・ウォーキング・デッ
LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
18日 祝20周年特番 昔も今もゼッタイ
9-1-1：LA救命最前線 (字) (～
Empire 成功の代償 シーズン4
19日
(21:26～21:36)
祝20周年特番 昔も今
シーズン19 (字) (15日, 22日, 29 シーズン9 (字) (9日, 23日, 30日
FOX！ (日)
21:30 ド シーズン3 (字) (6日, 13日, 20
22:50)
(字) (10日, 17日, 31日 ～22:50)
もゼッタイFOX！ / シンプソンズ シーズン 21:30
日 ～22:50)
日 ～22:50)
～22:50)
27 (字)
/
/
/
/
/

22:00

6日, 13日, 20日 祝20周年特番
昔も今もゼッタイFOX！ (日)

祝20周年特番 昔も今もゼッタイ
10日, 17日, 31日 祝20周年特 9-1-1：LA救命最前線 (字) (11日, 25日 ～
15日, 22日, 29日 祝20周年特 9日, 23日, 30日 祝20周年特番
FOX！ (日)
番 昔も今もゼッタイFOX！ (日)
22:50)
番 昔も今もゼッタイFOX！ (日) 昔も今もゼッタイFOX！ (日)
/

22:30

STAR 夢の代償 シーズン2 (字)
(31日 ～23:50)

23:00
NCIS:LA ～極秘潜入捜査班
シーズン9 (字)

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)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班
シーズン19 (字)

/

23:00
ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)

LAW & ORDER: 性犯罪特捜班 シーズン19
(字)

31日 祝20周年特番 昔も今も
ゼッタイFOX！ (日)

23:30

23:30

リゾーリ＆アイルズ シーズン5 (二) /
17日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン4 (字) /
27日～29日 リゾーリ＆アイルズ シーズン5 (字) /

24:00
BONES シーズン11 (字)

24:30

アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル シーズ
ン24 (字)

11日, 25日 祝20周年特番 昔も今もゼッタ
イFOX！ (日)

22:30

24:00

22:00

9-1-1：LA救命最前線 (字)

NCIS × NCIS：ニューオーリンズ 追跡の2時間スペシャル
30日 NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン14 (字) /
31日 NCIS: ニューオーリンズ シーズン3 (字)

24:30

25:00

25:00
フィアー・ザ・ウォーキング・デッド シーズン
3 (字)

25:30

26:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン12 (字) /
15日～ APB ハイテク捜査網 (二) /
23日～ 9-1-1：LA救命最前線 (字) /
30日～ リゾーリ＆アイルズ シーズン4 (字)

25:30
HAWAII FIVE-0 シーズン2 (二)

26:00
ザ・ブレイブ：エリート特殊部隊 (字)

26:30

26:30

27:00
ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン1 (字) /
10日～ ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン2 (字) /
24日～ ダ・ヴィンチと禁断の謎 シーズン3 (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
4日 9-1-1：LA救命最前線 (字) (～翌8:00)
/
FOXイッキ見サンデー8月
11日 NCIS:LA ～極秘潜入捜査班 シーズ
ン9 (字) (～翌7:50) /
18日 フィアー・ザ・ウォーキング・デッド
シーズン3 (字) (～翌7:50)
/
25日 インフォメーション (日) (～27:30) /
シンプソンズ シーズン27 (字)

27:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン15
(字)

27:30

