
ドラマ 新番組 FBI: 特別捜査班 シーズン1

ドラマ 新番組 ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ シーズン1

ライフスタイル 新シーズン ガールズ・キッチン!　シーズン2

【サタデー・ナイト・ムービー】
　　　　　　　　 キンキーブーツ
シカゴ／コールド マウンテン
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ドラマ

ドラマ

ドラマ

映画 新番組

年始特別編成 「ニューイヤー・ムービー・24時間マラソン」

「FOXひるまドラマ」
平日のお昼はFOXと素敵なランチ&ティータイム♪

年末年始特別編成 「年末年始 NCIS 121時間マラソン」

「FOXイッキ見サンデーDX」
日曜午後はイッキ見が基本!

1月の番組情報 2020.11.27
1月は自信をもってFOXチャンネルがオススメする初登場2作品に注目! まずは『LAW & ORDER』を始め大ヒット

ドラマを生み出した大物プロデューサー、ディック・ウルフが新たに送り出す犯罪捜査ドラマ『FBI: 特別捜査班』が放

送開始! 続いてアメリカに実在する全米最古の公立病院をモデルに、病院や医療とは本来どうあるべきなのかを問う

ヒューマンなストーリーが視聴者の共感を呼び、アメリカで大反響を巻き起こしたドラマ『ニュー・アムステルダム』が初

登場! ライフスタイルでは『ガールズ・キッチン!』の新シーズン、【サタデー・ナイト・ムービー】は4作品どれも名作が

揃い踏み。2021年の幕開けはFOXで!

■今月の新シーズン、特別エピソード、新番組

■今月の特別編成

イチオシ!

■停波のお知らせ

マスター停波／1月はございません。

＜掲載、および番組情報に関するお問い合わせ＞

■株式会社日宣 担当：福田

TEL. 050-5893-4118 FAX.03-5209-7245 fox_natgeo_publicity@nissenad.co.jp
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＜#1『ブロンクス爆破事件』＞
ブロンクスのアパートで爆発が発生し、FBI捜査官マギーとオマルが現場へ到着。中にまだ7歳の息子が取り残されていると
訴え、アパートへ戻ろうとする母親をマギーが制止していると、二度目の爆発が起きて建物は完全に崩落してしまう。我が
子を失い嘆き悲しむ母親に、かける声の見つからないマギー。最愛の夫を1年前に亡くした彼女は、母親の気持ちが痛いほど
理解できた。爆発があった1階の部屋には、地元ギャングの大物が住んでいたことが分かる。さらに、近隣のナイトクラブで
も車に仕掛けられた爆弾でギャングのトップが死亡。FBIニューヨーク本部はギャング同士の抗争事件と考えるのだが、や
がて市民センターで未使用の爆弾装置が発見され、FBIがその仕組みを分析した結果、意外な犯人像が浮かび上がる…。

© 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

FBI: 特別捜査班 シーズン1

1/12 (火) 夜 10:00スタート

ニカ国語版…毎週火曜 夜10:00～夜11:00 他
字幕版…1/13 (水) スタート 毎週水曜 夜11:00～深夜0:00 他

【マギー・ベル】ミッシー・ペリグリム (小林ゆう) 【オマル・アドム・"O.A."・ジダン】ジーコ・ザキ (増元拓也)
【クリステン・チャザル】エボニー・ノエル (寺崎裕香) 【ジュバル・バレンタイン】ジェレミー・シスト (小山剛志)

2018年／アメリカ／二カ国語／全22話

『LAW & ORDER』や『シカゴ・ファイア』など米テレビ史に燦然と輝く大ヒットドラマを生み出した大物プロデュー
サー、ディック・ウルフ。その彼が新たに送り出す犯罪捜査ドラマとして放送前から全米の注目を集め、シーズン1の放送中
にスピンオフ番組の制作が決定し、先ごろシーズン3の全米放送も発表されるなど、大ヒットを記録している話題作。

舞台は大都会ニューヨーク。アメリカの治安維持を担う犯罪捜査機関FBI（連邦捜査局）の精鋭チームが、市民の安全と平
和を脅かすテロや誘拐、麻薬密売、人身売買などの凶悪犯罪に立ち向かっていく。一刻一秒を争うスリリングなストーリー
展開やダイナミックなアクションはもちろんのこと、最前線に立つ捜査官たちの素顔に迫っていく感動的な人間模様にも要
注目。FBIを題材にしたテレビシリーズは数多く存在するものの、多岐にわたる彼らの捜査活動を多角的かつリアルに捉え
た本作は、従来の犯罪捜査ドラマとは一線を画す重量感と真実味を備えたヒューマンドラマ。

内容は変更する可能性がございます。 2



コピーライト

本物のFBI関係者や捜査官が監修に携わった本作では、劇中に出てくる捜査テクニックも非常にリアル。遺伝
情報から容疑者の外見を予想するDNA表現型解析、身元の分からない通話音声から先進アルゴリズムで“声の
DNA”を作成して容疑者を割り出す音声照会システム、容疑者に一定時間近づくことで相手の持つスマート
フォンのクローンを作成する技術、建物に隠れた犯人の位置を特定する熱探知ドローンなど、次々と登場す
るFBIの最先端テクノロジーには驚かされるだろう。

© 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. ※画像はトリミング・文字のせNG

★さまざまな凶悪犯罪から見えてくる現代アメリカの実像

国家の治安を脅かす重大な犯罪や広域犯罪の捜査を担当するFBIだが、その内訳は実に多岐にわたっており、
本作でもテロに誘拐、麻薬密売、ギャングの抗争、スパイ活動、人身売買に武器密売など、主人公たちは毎
回さまざまな凶悪事件の解決に挑むこととなる。その背景から浮かんでくるのは、今のアメリカを取り巻く
経済格差に医療格差、人種間対立や移民排斥、権力の腐敗や青少年のイジメなどの社会問題。さらには、対
中国や対ロシアなどの外交問題も複雑に絡んでくる。現代アメリカの実像に迫る社会派ドラマとしても見応
え十分。

★テレビ界の人気俳優たちが織り成す人間味あふれる群像劇

犯罪ドラマ『ルーキー・ブルー』の主演でブレイクしたミッシー・ペリグリムを筆頭に、『シックス・
フィート・アンダー』や『LAW & ORDER』でお馴染みのジェレミー・シスト、『CSI:ニューヨーク』で親
しまれたセーラ・ウォードなど、テレビ界の人気俳優たちが揃った本作。普段は法律に従って冷静に行動す
るFBI捜査官だが、とはいえ彼らもまた血の通った人間。犠牲者に感情移入をして胸を痛め、事件の理不尽さ
を前にして義憤に駆られることもある。そんな彼らが悩み迷いながらも凶悪犯罪の真相へと迫り、自らの職
務を全うしていく人間的な姿に誰もが共感するはずだ。

【見どころ】

★FBI精鋭チームの捜査活動を余すことなく描くリアルな緊迫感!

命がけで現場の最前線を駆け回る捜査官チームと、そんな彼らをバックアップする本部の指揮官と分析官
チームが、NSA（アメリカ国家安全保障局）やDIA（アメリカ国防情報局）、ATF（アルコール・タバコ・火
器及び爆発物取締局）、さらには地元警察など各機関の協力を得ながら、一刻一秒を争う犯罪捜査のために
巧みな連係プレイを繰り広げていく。そのスピード感と緊張感あふれるストーリー展開は圧倒的。大規模な
パニックシーンやハードな銃撃バトルにカーチェイスなど、スケールの大きな描写も見どころ。

★次々と登場するFBIの最先端テクノロジーにも要注目!

内容は変更する可能性がございます。 3



コピーライト 画像により異なります。画像フォルダ内の「FBI-Metadata.pdf」でご確認ください。  ※画像はトリミング・文字のせNG

【クリステン・チャザル】
FBIニューヨーク支局の分析官。豊富な知識と高い情報収集・分析能力でマギーやオマルの捜査をサポートす
る。

エボニー・ノエル
ションダ・ライムズ製作のテレビシリーズ『Still Star-Crossed』（ʼ17・日本未放送）のレギュラーを経て本作
に起用された若手女優。

【オマル・アドム・
"O.A."・ジダン】

マギーの相棒を務めるFBI捜査官。愛称は“O・A”。生まれも育ちもニューヨークのクイーンズ地区。アラブ系の
イスラム教徒だが、厳格だった父親への反発もあり、コーランの教えや伝統的価値観には縛られていない。もと
もとは米陸軍の兵士で、空挺師団の一員としてイラクに派遣された経験がある。FBIに入ってからは潜入捜査
官として活動していた。そのため、上司の指示を仰ぐ前に自分で判断してしまいがち。非常に真面目で律儀な
性格だが、その一方で融通の利かないところもあり、罪を犯した人間をなかなか許すことが出来ない。

ジーコ・ザキ
1990年1月18日、エジプトのアレクサンドリア生まれ。生後すぐに家族でアメリカへ移住し、ペンシルヴァニア州
で育つ。『24: Legacy』（ʼ17）や『SIXアメリカ海軍特殊部隊』（ʼ17～ʼ18）のセミ・レギュラーを経て、
『FBI: 特別捜査班』で初の大役を得た。

【主なキャスト】

【デイナ・モージャー】

マギーやオマルたちのボスに当たる主任特別捜査官。もともとはFBI行動分析課のプロファイラーだった。冷静
沈着で感情に惑わされないクールな女性だが、同時に部下たちへの思いやりも深く、現場の意見や判断を最
大限に尊重しながら的確な指示を与えていく。必要とあればイギリスの諜報機関MI6やロシア外交官とも渡り
合う。

セーラ・ウォード

1956年7月11日、米ミシシッピー州生まれ。トム・ハンクスの恋人役を演じた『恋のじゃま者』（ʼ85）などの
映画で注目され、『逃亡者』（ʼ93）ではハリソン・フォードの妻役に起用された。テレビでは『Sisters』（ʼ91
～ʼ96・日本未放送）と『Once and Again』（ʼ99～ʼ02・日本未放送）でエミー賞の主演女優賞を獲
得。ʼ10年からは『CSI: ニューヨーク』の警部補ジョー・ダンヴィル役を3シーズンにわたって演じた。そのほか、映
画『デイ・アフター・トゥモロー』（ʼ04）の主人公の妻役、『インデペンデンス・デイ: リサージェンス』（ʼ16）の
女性大統領役などで知られる。

【マギー・ベル】

FBIのニューヨーク支局に所属する有能な捜査官。もともとはインディアナ州の警察官だったが、FBIと合同捜
査した誘拐事件をきっかけに転職した。正義感が強くて共感能力の高い女性。相手の心理や感情を瞬時に
理解して分析することに⾧けており、それが容疑者の行動を先読みしたり、尋問で真実を告白させることに繋
がるのだが、同時に被害者へ感情移入し過ぎて大きなストレスを生む原因ともなる。最愛の夫ジェイソンは不
正を決して見逃さない報道記者だったが、1年前に不慮の事故で亡くなっており、その悲しみをいまだ乗り越え
られずにいる。

ミッシー・ペリグリム
1982年6月16日、カナダのモントリオール生まれ。全米でも大好評だったカナダの犯罪ドラマ『ルーキー・ブ
ルー』（ʼ10～ʼ15）で、主人公の新米警官アンディ役を演じて一躍注目される。そのほか、『HEROES』や
『ヴァン・ヘルシング』など人気ドラマに多数出演。

【ジュバル・バレンタイン】

主任特別捜査官の右腕として作戦全体を仕切るFBI特別捜査官アシスタント。現場の捜査官とオフィスの
分析官の橋渡し的な役割を務めるが、時として自身も潜入捜査などで現場へ出ることがある。外交官だった
父親の仕事で少年時代にモスクワに住んでいた。義理人情に篤い人物で、部下の捜査官たちを信頼して彼
らの経験や勘を尊重する。

ジェレミー・シスト

1974年10月6日、米カリフォルニア州生まれ。『クルーレス』（ʼ95）や『白い嵐』（ʼ96）などの映画で注目
され、ドラマ『シックス・フィート・アンダー』（ʼ01～ʼ05）のビリー役で高く評価される。ʼ08年からは国民的な⾧
寿ドラマ『LAW & ORDER』のサイラス・ルーポ刑事役を3シーズンにわたって演じて親しまれた。アニメ『アナと
雪の女王2』（ʼ19）では、アナとエルサの祖父ルナード国王の声を担当した。

内容は変更する可能性がございます。 4
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1/7 (木) 夜10:00スタート

舞台はニューヨークの公立病院ニュー・アムステルダム。新たに雇われたメディカル・ディレクター、マックス・グッド
ウィンが、病院内の大胆な改革を打ち出して波紋を広げていく。医療の原点へ立ち返って患者のことを第一に考え、誰でも
分け隔てなく良質な医療サービスを提供できるよう尽力するマックス。そんな新米ディレクターに刺激され、公立病院の掲
げる理想と信念を取り戻していく医師やスタッフたち。彼らが時に迷い立ち止まりながらも、患者のためともに手を取り
合って奮闘していく姿が爽やかな感動を呼ぶ。人気ドラマ『ブラックリスト』でブレイクした俳優ライアン・エッゴールド
がマックスを演じていることも話題。

＜#1『改革のはじまり』＞
歴史と伝統を誇るニューヨークの公立病院ニュー・アムステルダムに、新たなメディカル・ディレクター、マックス・グッ
ドウィンがやって来る。着任早々から、ろくな診療もせず高額請求ばかりの怠慢な心臓外科医たちを一斉解雇し、現場ス
タッフの声をどんどんと取り入れながら、機能不全に陥った病院の改革を大胆に進めるマックス。ニュー・アムステルダム
では過去5年で5人ものメディカル・ディレクターが交代しているため、ドクターたちも当初は上手くいかないだろうと考え
ていたが、やがてマックスの並々ならぬ熱意に心動かされていく。その一方で、マックスは周囲の人々に言えない重大な秘
密を抱えており、それが彼の仕事にさまざまな影響を与えていくことになる…。

© 2018 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ
シーズン1

ニカ国語版…毎週木曜 夜10:00～夜11:00 他
字幕版…1/11 (月・祝) スタート 毎週月曜 夜11:00～深夜0:00 他

【マックス・グッドウィン】ライアン・エッゴールド (濱野大輝)
【ローレン・ブルーム】ジャネット・モンゴメリー (渋谷はるか)
【フロイド・レイノルズ】ジョッコ・シムズ (白熊寛嗣)
【ヘレン・シャープ】フリーマ・アジェマン (木下紗華)
【イギー・フロム】タイラー・ラビーン (駒谷昌男)
【ヴィジェイ・カプール】アヌパム・カー（牛山茂）
【ジョージア・グッドウィン】リサ・オヘア（小松由佳）

2018年／アメリカ／二カ国語／全22話

内容は変更する可能性がございます。 5



コピーライト

【実在するベルヴュー病院とは?】

【見どころ】

ニュー・アムステルダム病院のモデルとなったのが、ニューヨークに実在するベルヴュー病院。1736年に設立された全米最古の公立病院として知
られている。ニューヨーク市民の医療的なセーフティーネットとして、不法移民やホームレスを含む年間50万人以上の患者を受け入れ、保険の有
無や支払い能力に関係なく全ての患者に良質な医療サービスを提供し続けていることで評価が高い。なお、本作はベルヴュー病院の元メディカ
ル・ディレクター、エリック・マンハイマーの回顧録を原作としており、同氏がプロデューサーとしても携わっている。

★メディカル・ディレクターを主人公にした異色の医療ドラマ

本作がこれまでの医療ドラマと大きく違うのは、日本ではまだ馴染みの薄いメディカル・ディレクターを主
人公にしていることだろう。メディカル・ディレクターとは、医療サービスの質向上を目指して病院組織の
システム全般を指揮していく役職のこと。本作では、そんな重要な仕事を任された医師マックスの視点を通
して、病院はどのような社会的責任を果たすべきなのか、患者の病気を治すだけが医師の役割なのだろう
か、医療格差をなくすためには何をすべきかなど、日本人でも身近に感じられるような問題提起が次々とな
されていく。院内に裁判所や刑務病棟があったりする、アメリカならではの病院事情も興味深い。

© 2018 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED. ※画像はトリミング・文字のせNG

★医療の理想へ近づくため奮闘するドクターたちの姿に感動

さまざまな問題を抱えたニュー・アムステルダムを舞台に、患者目線に立った大胆な病院改革を推し進めて
いくマックスと、そんな彼に刺激されて医師としての初心へ返ったドクターたちが協力し、公立病院ならで
はの良心的な医療サービスを目指していく本作。しかし、不法移民からホームレス、国連大使から受刑者に
至るまで、公立病院だからこそ患者たちの事情もさまざまで複雑。なおかつ、資金問題や法律の制限など一
筋縄ではいかない現実も次々と立ちはだかる。そうしたなか、あらゆる知恵を絞って患者のために尽力する
主人公たちの奮闘ぶりが実に小気味よく、信念と真心に溢れた彼らの姿は爽やかな感動を呼ぶ。

★日本でも人気の俳優ライアン・エッゴールド、ファン待望の主演ドラマ

主人公マックスを演じるのは、『新ビバリーヒルズ青春白書』の型破りなイケメン教師ライアン・マシュー
ズ役で注目され、大ヒット作『ブラックリスト』の主人公エリザベスの夫トム・キーン役でブレイクを果た
したライアン・エッゴールド。その甘いマスクと親しみやすい笑顔は日本でも人気が高い。そんな彼のファ
ンにとって、本作は待ちに待った主演ドラマといえるだろう。そのほか、英国ドラマ『ドクター・フー』で
有名なフリーマ・アジェマンや『セイラム 魔女の棲む町』のジャネット・モンゴメリー、『デッドビー
ト』のタイラー・ラビーンなど主演クラスの海外ドラマ・スターが共演している。

★数々の人気ドラマに携わってきたベテラン制作陣

クリエイターとして番組制作を統括するのは、これまで『デスパレートな妻たち』や『エバーウッド 遥か
なるコロラド』などの人気ドラマで製作・脚本に携わってきたデヴィッド・シュルナー。また、製作総指揮
と脚本に参加しているピーター・ホートンは、あの『グレイズ・アナトミー』の初期シーズンで監督と製作
を手掛け、同番組を大ヒットへと導いたメイン・スタッフの1人だった。ちなみに、『ダ・ドゥー・ロン・ロ
ン』の全米ナンバーワン・ヒットで知られ、日本でも人気だったʼ70年代ティーン・アイドル、ショーン・
キャシディが脚本と製作協力に名を連ねているのも要注目だ。

内容は変更する可能性がございます。 6



コピーライト © 2018 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED. ※画像はトリミング・文字のせNG

【ヴィジェイ・カプール】
ニュー・アムステルダムに勤務して25年になる脳神経内科部⾧。マイペースかつ慎重な性格のため時
に頼りなく見えるが、しかし他の医者が見落としたり誤診したりするような症状も決して見逃さない。最
愛の妻とは死別。周囲には子供がいないと言っているが、実は疎遠になってしまった息子がいる。

アヌパム・カー

1955年3月7日、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州シムラー生まれ。インド国内で数々の演技賞に
輝くベテラン名優で、インド映画テレビ学院の院⾧を務めたこともある。イギリス映画やアメリカ映画にも
多数出演しており、日本では『ベッカムに恋して』（ʼ02）のお父さん役でお馴染み。そのほか『世界に
ひとつのプレイブック』（ʼ12）や『ホテル・ムンバイ』（ʼ18）などにも出演している。

【主なキャスト】

【ヘレン・シャープ】

ニュー・アムステルダムの資金集めの広告塔として、テレビ出演や講演活動などで多忙を極める腫瘍
科医。現場で患者を診察することは少なかったものの、マックスの説得に応じて病院へ戻ってくる。理
想主義者のマックスに対して現実的な考え方の持ち主。その一方、マックスの秘密を知る唯一の人物
で、お互いに信頼と尊敬の念をもっている。

フリーマ・アジェマン

1979年3月20日、英ロンドン生まれ。ʼ07年から参加したイギリスの国民的SFドラマ『ドクター・フー』
のマーサ・ジョーンズ役でブレイクし、同作のスピンオフ『秘密情報部トーチウッド』にも出演。そのほか、
『LAW & ORDER: UK』や『マンハッタンに恋して　～キャリーの日記～』、『センス8』などのドラマでメ
インキャストを務めている。

【ローレン・ブルーム】
救急課の責任者を務めるドクター。有能で仕事熱心な女性だが、それゆえ自分自身を追いつめてし
まいがち。心臓外科のレイノルズ医師と男女の関係をもつものの、黒人ではないという理由で交際を
断られて面食らう。ある理由から薬を服用している。

ジャネット・モンゴメリー
1985年10月20日、英ボーンマス生まれ。『ヒルズ・ラン・レッド　－殺人の記録－』（ʼ09）や『クライ
モリ　デッド・リターン』（ʼ09）などのホラー映画で注目され、ドラマ『セイラム　魔女の棲む町』（ʼ14
～ʼ15）でテレビ初主演を果たした。

【フロイド・レイノルズ】

強い信念と志をもつ心臓外科医。マックスの病院改革で心臓外科が解散された際に解雇されるもの
の、患者の立場になって治療できる唯一の人物として引き留められ、心臓外科の立て直しを任され
る。キャリアや結婚に対して厳格な理想とこだわりがあり、そのためローレンとの交際を断ってしまう。その
頑迷さが時として問題となる。

ジョッコ・シムズ
1981年2月20日、米ヒューストン生まれ。ドラマ『Crash　クラッシュ』（ʼ08～ʼ09）で注目され、
『ザ・ラストシップ』（ʼ14～ʼ18）のカールトン・バーク大尉役で親しまれる。

【イギー・フロム】
規則に囚われることなく患者のことを第一に考える精神科部⾧。マックスの掲げる病院改革を積極的
に支持する。医師である前に人間として相手を思いやれる人物。同性パートナーと養子を育ててい
る。

タイラー・ラビーン

1978年4月29日、カナダのブランプトン生まれ。『invasion　－インベイジョン－』（ʼ05～ʼ06）や
『REAPER　デビルバスター』（ʼ07～ʼ09）などのドラマで注目され、主演映画『タッカーとデイル　史
上最悪にツイてないヤツら』（ʼ10）でカルト的な人気を獲得。ドラマ『デッドビート』（ʼ14～ʼ16）に
も主演している。

【マックス・グッドウィン】

ニュー・アムステルダム病院へ新しく着任したメディカル・ディレクター。誰もが驚く型破りな方法で病院
改革に挑み、現場のドクターやスタッフたちの声に耳を傾けて信頼を勝ち取っていく。その一方で、仕
事に熱中するあまり妻ジョージアとの間には溝が出来てしまい、なんとかして夫婦仲を取り戻そうと努力
している。加えて、周囲に知られたくない重大な秘密を抱えており、それが次第に仕事へ影響してい
く。

ライアン・エッゴールド
1984年8月10日、米カリフォルニア州生まれ。ʼ08年に始まったドラマ『新ビバリーヒルズ青春白書』の
教師ライアン・マシューズ役で注目され、『ブラックリスト』（ʼ13～）のトム・キーン役でブレイク。同作の
スピンオフ『ブラックリスト リデンプション』（ʼ17）でもトム・キーンを演じた。

内容は変更する可能性がございます。 7



タイトル

ジャンル ドラマ アニメ 映画 バラエティ ライフスタイル

初出し 日本初 CS初 チャンネル初

編成 新番組 新シーズン 新エピソード 特別編成

放送開始日時
※画像はトリミング・文字のせNG

放送日時

キャスト

制作年／制作国／言語／話数

シリーズシノプシス
／特別編成概要

ストーリー
シノプシス

コピーライト

＜#1『A DUFF CAKE』(原題) ＞
ヘイリーは母親のためにサプライズバースデーディナーを企画する。彼女はスペインのごちそうを準備し、シェフのダフ・
ゴールドマンにドゥルセ・デ・レチェケーキの作成を依頼する。

© MMXV OraTV All Rights Reserved

女優ヒラリー・ダフの姉で、同じく女優や歌手としても活躍するヘイリー・ダフ。自身のブログやレシピ本でも人気のヘイリー
が、オリジナルのレシピやそれにまつわるエピソードなど、ライフスタイルを紹介する料理番組。料理番組やレシピ本など女の子
らしいものに目がないヘイリーならではのテイストを、お洒落にキュートに紹介する。

※今シーズンもヒラリー・ダフがゲスト出演。第1話に登場する。

ガールズ・キッチン! シーズン2

字幕版…毎週土曜 午前9:00～午前9:30
再放送…毎週日曜 午後6:00～午後6:30

ヘイリー・ダフ

2015年／アメリカ／字幕／全13話

1/23 (土) 午前9:00スタート

内容は変更する可能性がございます。 8



タイトル

原題

ジャンル アクション サスペンス
SF／

ファンタジー
恋愛

ロマンス
ドラマ コメディー

初出し 日本初 CS初 チャンネル初

放送日時
※画像はトリミング・文字のせNG

監督

キャスト

制作年／制作国／言語／本編尺

スペック

ストーリー
シノプシス

コピーライト

タイトル

原題

ジャンル アクション サスペンス
SF／

ファンタジー
恋愛

ロマンス
ドラマ コメディー

初出し 日本初 CS初 チャンネル初

放送日時
※画像はトリミング・文字のせNG

監督

キャスト

制作年／制作国／言語／本編尺

スペック

ストーリー
シノプシス

コピーライト

幸せへと導くブーツ、お作りします。

スターを夢見るロキシー・ハートは、自分を騙していた愛人を射殺し監獄送りとなるが、そこで偶然にも憧れのスター、
ヴェルマと出会う。ヴェルマも自分の目を盗み不倫していた夫と妹を射殺した容疑で投獄されていたのだ。ロキシーは悪徳
弁護士ビリー・フリンの入れ知恵で、マスコミを巧みに利用し獄中でヴェルマを凌ぐ人気を手に入れた。しかし、ヴェルマ
が黙ってそれを見過ごすわけもなく、二人の女と一人の男の名声を懸けた争いは、マスコミや法廷をも巻き込んでさらに激
しくエスカレートしていく。

ジョエル・エドガートン、 キウェテル・イジョフォー、 サラ＝ジェーン・ポッツ、ユアン・フーパー、
ジェミマ・ルーパー、 ニック・フロスト

2004年／アメリカ・イギリス／英語／字幕／107分

KINKY BOOTS

ジュリアン・ジャロルド

キンキーブーツ

字幕版…1/9 (土) 夜9:00～夜11:00
再放送…1/10 (日) 午前9:00～午前11:00

シカゴ

字幕版…1/16 (土) 夜9:00～夜11:00
再放送…1/17 (日) 午前9:00～午前11:00

CHICAGO

© 2002 Miramax, LLC. All Rights Reserved.

『フル・モンティ』『カレンダー・ガールズ』の系譜に連なるイギリス発の笑って泣ける感動コメディ。
「どうしたらいい?」が口癖の、優柔不断なチャーリー。そんな彼が倒産寸前のド田舎の靴工場を継ぐハメに! 工場の再
起を懸けて、街で偶然出会ったドラッグクイーンのローラとともに、ドラッグクイーンご用達のセクシー・ブーツ（＝キン
キーブーツ）を作ろうと思い立つが……。『インサイド・マン』のキウェテル・イジョフォーがローラを好演。

ロブ・マーシャル

レニー・ゼルウィガー 、キャサリン・ゼタ・ジョーンズ、リチャード・ギア、クイーン・ラティファ、ジョン・C・ライリー、
テイ・ディグス、ルーシー・リュー、クリスティーン・バランスキー、コーム・フィオール、ドミニク・ウエスト

© 2005 Price Productions Limited

2002年／アメリカ／英語／字幕／113分

舞台も映画も超えた、史上最高のエンタテインメント!!
第75回（2003）アカデミー賞6部門、第60回（2003）ゴールデングローブ賞3部門受賞。

内容は変更する可能性がございます。 9

イチオシ！

■サタデー・ナイト・ムービー（土曜 夜9:00）
毎週土曜日は、FOXが絶対的にお勧めする良作映画をラインナップ!



タイトル

原題

ジャンル アクション サスペンス
SF／

ファンタジー
恋愛

ロマンス
ドラマ コメディー

初出し 日本初 CS初 チャンネル初

放送日時
※画像はトリミング・文字のせNG

監督

キャスト

制作年／制作国／言語／本編尺

スペック

ストーリー
シノプシス

コピーライト

タイトル

原題

ジャンル アクション サスペンス
SF／

ファンタジー
恋愛

ロマンス
ドラマ コメディー

初出し 日本初 CS初 チャンネル初

放送日時
※画像はトリミング・文字のせNG

監督

キャスト

制作年／制作国／言語／本編尺

スペック

ストーリー
シノプシス

コピーライト

©2000 UNIVERSAL STUDIOS

天使のくれた時間

THE FAMILY MAN

2000年／アメリカ／英語／字幕／125分

誰にでも流したい涙がある。温かな、そして不思議な涙を誘うラブストーリー。

1987年。ウォール街での成功を夢見るジャック・キャンベルは、研修のために恋人のケイトに見送られ、ロンドンへ旅立とうと
していた。「ロンドン行きは考え直して。今すぐふたりの人生を始めましょう。」と涙をみせるケイトに「たとえ100年離れて
いても僕らは変わらない」と答えるジャック。13年後。ジャックは大手金融会社の社⾧の座につき、お金と地位、欲しいものは
全て手に入れ、独身生活を謳歌していた。クリスマスイブの夜、スーパーに立ち寄った彼は、不思議な黒人青年のキャッシュと
出会い、「これから起こることは、あんたが招いたことだ。」と言われる。この言葉の意味がわからないまま、眠りにつく
ジャック。翌朝、目をさました彼の隣には、13年前に別れたケイトが眠っている。≪いったい何が起きたんだ?≫狐につままれ
た思いで表に飛び出したジャック。消えた愛車フェラーリの代わりのワゴン車に乗り、マンハッタンのオフィスを目指す。しか
し会社にジャックの名前はなかった…。

字幕版…1/23 (土) 夜9:00～夜11:30
再放送…1/24 (日) 午前9:00～午前11:30

ブレット・ラトナー

ニコラス・ケイジ、ティア・レオーニ、ドン・チードル、ジェレミー・ピヴェン

2003年／アメリカ／英語／字幕／154分／R-15

第76回（2004）アカデミー賞助演女優賞、第61回（2004）ゴールデングローブ賞映画部門助演女優賞受賞。

南北戦争末期の1864年、南軍兵士として参戦していたインマンは、ゲリラ戦で瀕死の重傷を負う。回復を待つ間、彼の脳裏に浮
かぶのは、故郷コールドマウンテンの情景と、出征の直前にたった一度口づけを交わした恋人エイダの面影だった。インマンは
脱走兵として死罪に問われることを覚悟して500キロにも及ぶ故郷への道を歩き出す。一方、父を亡くし天涯孤独となったエイ
ダは、インマンとの再会だけを心の支えに、厳しい日々の生活を耐えていた。見かねた隣人の配慮によって、エイダのもとに流
れ者のルビーが訪れる。明日の食べ物にも事を欠く日々を送っていたエイダを指導し、辺境の地で生きていく術をたたきこんで
いくルビー。そんな日々の生活のなかで、二人はかけがえのない友情を深めていく。そして遂に、エイダのもとへ、インマンが
帰り着く日がやってくる…。

© 2003 Miramax, LLC. All Rights Reserved.

コールド マウンテン

COLD MOUNTAIN

アンソニー・ミンゲラ

ジュード・ロウ、ニコール・キッドマン、レニー・ゼルウィガー

字幕版…1/30 (土) 夜9:00～夜11:45
再放送…1/31 (日) 夜10:30～深夜1:15

内容は変更する可能性がございます。 10

■サタデー・ナイト・ムービー（土曜 夜9:00）
毎週土曜日は、FOXが絶対的にお勧めする良作映画をラインナップ!



タイトル

ジャンル ドラマ アニメ 映画 バラエティ ライフスタイル

初出し 日本初 CS初 チャンネル初

編成 新番組 新シーズン 新エピソード 特別編成

放送日時等

話数・編成

特別編成概要

※画像はトリミング・文字のせNG

シリーズシノプシス

コピーライト 画像各下参照

＜「NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1」＞
『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班』は単なるアクションドラマではない。ふんだんに盛り込まれたユーモアとともに、緊張感
あふれる状況下で活動するチームの、時に複雑ながら常に興味をそそられる仕事ぶりを描く番組。
NCIS特別捜査官リロイ・ジェスロ・ギブスを筆頭に、チームにはひと癖もふた癖もある個性豊かなメンバーが集結。殺人
から諜報活動、テロ、そして潜水艦の盗難まで、世界をまたにかけあらゆる犯罪を捜査する。

年末年始特別編成
年末年始 NCIS 121時間マラソン

12/28 (月) 午前10:00～1/2 (土) 夜8:00
※12/28 (月)～12/30 (水) 夜10:00～深夜1:00は除く

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1 <二> 全23話
（2003年アメリカ）
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン2 <二> 全23話
（2004年アメリカ）
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン3 <二> 全24話
（2005年アメリカ）
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン4 <二> 全24話
（2006年アメリカ）
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン5 <二> 全19話
（2007年アメリカ）
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17 <字> 全20話
（2019年アメリカ）

※各エピソードのオンエア時刻などは番組表参照

年末年始は人気の『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班』をシーズン1からイッ
キ見。最新のシーズン17も全話放送し、計133話の一挙放送! なお一
挙放送が終わった後、1月2日（土）の夜8:00からは、1月12日（火）に
放送開始する新ドラマ『FBI: 特別捜査班』の第1話を特別に先行放送す
る。

内容は変更する可能性がございます。 11

『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン1』
TM & © 2020 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン3』
©2005 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン17』
© 2019 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.



タイトル

ジャンル ドラマ アニメ 映画 バラエティ ライフスタイル

初出し 日本初 CS初 チャンネル初

編成 新番組 新シーズン 新エピソード 特別編成

放送日時等

特別編成概要

コピーライト

年始特別編成
ニューイヤー・ムービー・24時間マラソン

1/2(土)夜9:00～1/3(日)夜9:00
※1/3(日)朝5:30、朝8:30、午前11:30は除く

1/2 (土)
 夜9:00～ 宇宙戦争（2005）（2005年／アメリカ） <字>（チャンネル初放送）
 夜11:15～ スクリーム（1996年／アメリカ） <字>（チャンネル初放送）
 深夜1:30～ ミミック（1997年／アメリカ） <字>（チャンネル初放送）
 深夜3:30～ マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙（2011年／イギリス）<字>

1/3 (日)
 朝6:00～ 英国王のスピーチ（2010年／イギリス・オーストラリア）<字>
 午前9:00～ LION／ライオン～25年目のただいま～（2016年／オーストラリア） <字>
 昼12:00～ 私の頭の中の消しゴム（2004年／韓国） <字>
 午後2:25～ 天使のくれた時間（2000年／アメリカ）<字>
 午後4:55～ サラの鍵（2010年／フランス）<字>
 夜7:00～ メイジーの瞳（2012年／アメリカ）<字>

FOXチャンネル初登場の映画を含め、これまで放送した人気の映画を
イッキに10作品オンエア!

編成

画像各下参照 ※画像はトリミング・文字のせNG

＜「宇宙戦争（2005）」＞
アメリカ東部のとある街で突然、激しい落雷が発生。それとともに地中から三
本足の巨大なマシン“トライポッド”が出現する。人類をあざ笑うかのように巨大
な破壊力で虐殺と破壊を繰り返すトライポッド。その場に居合わせたクレーン
作業員のレイは、二人の子供、ロビーとレイチェルを連れて必死に逃げまど
う。しかし、世界各地に出現したトライポッドの前に、人類はなすすべもなく
…。

＜「スクリーム」＞
小さな田舎町で残忍な殺人事件が相次ぐ。マスクをかぶった謎の殺人⿁に、次
のターゲットに選ばれたシドニー・プレスコット率いる高校生グループ。被害
者が次々と増えるなか、シドニーとその仲間たちは”ホラー映画で生き残るため
のルール”が、実際に適用されていることに気付き…。

＜「ミミック」＞
近未来のニューヨーク。子供たちの命を奪う伝染病が蔓延。美貌の女性科学者
スーザンは遺伝子の組み換えにより＜ユダの血統＞という新しい生物を創り上
げる。＜ユダの血統＞は伝染病のウィルスの媒介となる虫たちを死に至らし
め、全ては成功したかのように見えた。だが…遺伝子操作によって生み出され
た＜ユダの血統＞はいつしか独自の進化を開始、敵である人間に擬態する未知
なる生命体“ミミック”へと変化し人類に牙を剥き始めたのだ。

初登場映画
シノプシス

内容は変更する可能性がございます。

© 1997 Miramax Film Corp.

© 1996 Miramax Film Corp. 

©2005 by Paramount Pictures and DreamWorks LLC. All Rights Reserved.

TM,® & Copyright © 2005 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』

©2011 Pathé Productions Limited, 

Channel Four Television Corporation 

and The British Film Institute

『英国王のスピーチ』

©2010 See-Saw Films. All 

rights reserved.

『LION／ライオン

～25年目のただいま～』

©2016 Long Way Home 

Holdings Pty Ltd and Screen 

Australia

『私の頭の中の消しゴム』

©2004 CJ Entertainment Inc.& 

Sidus Pictures Corporation. All 

rights reserved.

『天使のくれた時間』

©2000 UNIVERSAL STUDIOS

『メイジーの瞳』

©2013 MAISIE KNEW, LLC. 

ALL Rights Reserved.

『サラの鍵』

© 2010 - Hugo Productions -

Studio 37 -TF1 Droits 

Audiovisuel - France2 Cinéma
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タイトル

ジャンル ドラマ アニメ 映画 バラエティ ライフスタイル

初出し 日本初 CS初 チャンネル初

編成 新番組 新シーズン 新エピソード 特別編成

放送日時等

※画像はトリミング・文字のせNG

特別編成概要

シリーズシノプシス

ストーリー
シノプシス

コピーライト

第1話「見えない悪魔」
ペンタゴンで会計監査を担当するワトソン大佐の妻ジルと全盲の娘サンディが何者かによって拉致された。犯人は軍の予算
から２百万ドルを横領し指定口座に振り込めと命じる。

© 2012 CBS Studios Inc.  All Rights Reserved.

FOXイッキ見サンデーDX（デラックス）

1/10 (日)・1/17 (日)・1/24 (日)・1/31 (日)

話数・編成

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン2 <二>
1/10 (日) 昼12:00～午後6:00  ＃1～6
1/17 (日) 昼12:00～午後6:00  ＃7～12
1/24 (日) 昼12:00～午後6:00  ＃13～18
1/31 (日) 昼12:00～午後5:00  ＃19～23（最終話）

日曜午後はイッキ見が基本!見逃したあのドラマを連続放送でイッキにキャッチアップ!

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン２
『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班』は単なるアクションドラマではない。ふんだんに盛り込まれたユーモアとともに、緊張感
あふれる状況下で活動するチームの、時に複雑ながら常に興味をそそられる仕事ぶりを描く番組。
NCIS特別捜査官リロイ・ジェスロ・ギブスを筆頭に、チームにはひと癖もふた癖もある個性豊かなメンバーが集結。殺人
から諜報活動、テロ、そして潜水艦の盗難まで、世界をまたにかけあらゆる犯罪を捜査する。

※

画

像

使

用

不

可

内容は変更する可能性がございます。 13



タイトル

ジャンル ドラマ アニメ 映画 バラエティ ライフスタイル

初出し 日本初 CS初 チャンネル初

編成 新番組 新シーズン 新エピソード 特別編成

放送日時等

特別編成概要

コピーライト

編成

ひるまドラマ

毎週月曜～金曜 午前10:00～午後2:00
※12/28 (月) ～1/1 (金・祝)は特別編成実施のため休止

午前10:00～午前11:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16 <字>
（2018年アメリカ）
※12/23 (水) ～ 2/1 (月)

平日の昼下がりはFOXの人気タイトルを見ながらランチ＆
ティータイムを楽しもう♪午前10時からたっぷり4時間、全米
人気ドラマをノンストップで毎日帯放送!

※画像各下参照

昼12:00～午後2:00 2話連続放送!

SEAL Team/シール・チーム シーズン1 <字>
（2017年アメリカ）
※12/15 (火)～ 1/6 (水)
マダム・セクレタリー シーズン1<字>
（2014年アメリカ）
※1/7 (木) ～ 1/21 (木)
マダム・セクレタリー シーズン2<字>
（2015年アメリカ）
※1/22 (金) ～ 2/8 (月)

午前11:00～昼12:00

NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン5<二>
（2007年アメリカ）
※12/8 (火) ～ 1/8 (金)
NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン6<二>
（2008年アメリカ）
※1/11 (月・祝) ～ 2/12 (金)

※画像はトリミング・文字のせNG

内容は変更する可能性がございます。

『マダム・セクレタリー シーズン1』
© 2014 CBS Studios Inc.

『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン16』
© 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン5』
Ⓒ 2007 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.
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『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班 シーズン6』
Ⓒ2008 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

『マダム・セクレタリー シーズン2』
© 2014 CBS Broadcasting, Inc. All Rights reserved.


