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FOX MOVIES とは

ハリウッドメジャースタジオのBIG 6の1つ、FOXが手掛ける映画＋moreのエンタメ
チャンネル。刺激あります！をコンセプトに、あらゆるジャンルの映画の中から、映
画ファンを唸らせる作品を厳選してお届けしています！

★コンセプト：刺激あります！

プラダを着た悪魔（2006）

タイタニック（1997）

世界興行収入

歴代No.2

X-MEN（2000）

ホーム・アローン（1990）

ゴーンガール（2014）

ダイ・ハード（1988）

世界興行収入

歴代No.1

アバター（2009）

スターウォーズ（1977）

1934年の設立以来、映画史に残る数多くの名作映
画を世に送り出している、メジャースタジオ。
2015年1月現在、世界興業収入ランキングでは、1
「アバター」と「タイタニック」が第1位と第2位
を独占中。

視聴可能世帯数：396万4649世帯（2017年7月末現在）

20世紀フォックス代表作



2017年10月：目玉ラインナップ

最強美女特集は見逃せない！
ゾンビは古今東西、カリフォルニアのゾンビに注目！

リセット（2003）
ある夜、全世界が停電し、地球上の人々が衣服や
靴を残して謎の消失を遂げる。たった4人、生き
残った男女がたどりついた衝撃の真実とは？！

レディ・アサシン 美人計 （2013）
最強美女の暗殺集団・・・“世界一の脚線美”ミス・ベ
トナムを始め、CM女王に人気歌手、トップモデルな
ど、ベトナムが世界に誇るクイーンたちが総出演！

ファイヤードラゴン（2012）
大噴火を起こした山から出没した獰猛なドラゴン
が人間の肉を求めて空を飛び交う廃墟と化した街。
二人の科学者と一人の少女が地球の運命を悟り、
団結して立ち向かう。

カリフォルニア・ゾンビ逃避行
（2013）
平凡な学生アーティは片思いの幼なじみを訪ねて
運転中、突然道に現れたゾンビにパニックになり、
木に激突。目を覚ますと、あたりは人喰いゾンビ
が大量発生していた。

ファイトクラブ・レディズ（2016）
幼い頃から、父に格闘術を教わり育ったベッカ。仲間
がアンダーグラウンドのファイトクラブで勝った直後
に襲われ、怒りに燃えて単身マフィアの元に乗り込む
―！

特攻野郎Ａチーム THE MOVIE
（2010）
1年前、何者かの謀略により逮捕された元特殊部隊
メンバーのAチーム。しかしリーダーのハンニバル
は、まんまと脱獄に成功し、部下と合流。無実を証
明するためAチームを復活、行動を開始する。
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2017年11月：目玉ラインナップ

兵士、殺し屋、宇宙飛行士、父親。
新作には様々なフィールドで戦う男たちが目白押し！

ベルベット・アサシン（2009）
イスラエルのテルアビブで娼婦をしているガー
リャは、仲間と逃亡を企てるが失敗。ただひとり
生き残った彼女の能力に、目をつけた組織はガー
リャを暗殺者として仕立て上げる…。

米軍極秘部隊 ウォー・ピッグス（2015）
第二次世界大戦末期のヨーロッパ戦線。上層部の無
謀な作戦によって大量の部下を失い失意のどん底に
いたウォシック中尉の元にある指令が。「―ナチス
の秘密兵器を破壊せよ」―。

ジュピター20XX （2012）
ハリウッドのVFX界を牽引する巨匠2人がタッグ
を組んだ、超一級ド迫力スペクタクルSF長編作。
13年のミッションに飛び立った二人の宇宙飛行士。
しかし隕石衝突により宇宙船が損傷。なんとか生
き延びた一人の、宇宙空間での孤独な日々が始ま
る―。

ハリケーンアワー（2012）
史上最悪の巨大ハリケーン「カトリーナ」が都市
に壊滅的な被害を与える中、ノーランは妻を出産
とともに失う。早産で生命維持装置付の保育器に
いなければ生きられないわが子を守るために、救
出を待ちながら一人必死でその困難に立ち向かう。

ライオンハート（1990）
ジャン＝クロード・ヴァン・ダムが原案・共同脚本も
兼ねた意欲作！ 麻薬売買に絡むトラブルで弟が瀕死
との知らせを受けたフランス外人部隊に所属するリヨ
ン・ゴルチェ。残された弟の妻子を守るため非合法の
地下格闘技でひたすら戦い続ける…

イルマーレ（2006）
『スピード』でベスト・キス賞、ベスト・カップル
賞に選ばれたキアヌ・リーブスとサンドラ・ブロッ
クの再共演で贈る大ヒットファンタジー・ラブス
トーリー！！ それは、2年のときを隔てた、世界で
たったひとつの恋ー。

November

TV
初放送

CS
初放送

TV
初放送

CS
初放送

CS
初放送



2017年12月：目玉ラインナップ

ナイトミュージアム2作品やマトリックスシリーズ3作品！
つい見てしまうエンタメ作品の強力ラインナップ！

ナイト ミュージアム（2006）
バツイチの失業男ラリー。息子を失望させないた
めにも職探しに奔走、自然史博物館で夜警の仕事
に就いたが―。博物館の展示物が勝手気ままに動
き出す！全米大ヒット・ファンタジー・コメディ。

ナイト ミュージアム2（2009）
警備員として夜のニューヨーク自然史博物館を平
和に戻して以来、ビジネスも息子との関係も良好
なラリー。ある日、スミソニアン博物館の展示物
から、助けを求める電話が舞いこむ。

アイ, ロボット（2004）
ロボットとの共存が当たり前となった近未来で、ロ
ボット工学の第一人者ラニング博士がが殺害された不
可解な事件。シカゴ市警のデルは謎の究明に乗り出す。
ウィル・スミス主演の大ヒット作。

マトリックス レボリューションズ（2003）
かつてない斬新な映像とプロットで全世界を席巻
したＳＦハイパー・アクション第３弾にしてシリー
ズ完結編！様々な謎を残したまま、人類最後の都市
ザイオンを死守する反乱軍と仮想現実マトリックス
を支配する人工知能の最終決戦が繰り広げられる。

December

マトリックス （1999）
キアヌ・リーブス主演、仮想現実空間を舞台に人
類とコンピュータの戦いを描いたSFアクション。
凄腕ハッカーのネオはある日モーフィアスという
男と出会い、現実世界と「マトリックス」という
仮想世界について知らされる。続編の「マトリッ
クス リローデッド」（2003）も同月放送決定！

ザ・コア（2003）
地球の中心にある核(コア)の回転が突然停止！人類
滅亡の危機に、選ばれしテラノーツ(地中潜行士)たち
が核爆弾で再びコアを動かすため、地下3000キロの
危険なミッションに挑む!アーロン・エッカート、ヒ
ラリー・スワンク出演で贈るパニック・アクション。



番組紹介：サタデーブロックバスター

クローバーフィールド
/HAKAISHA（2008年）

A.I.（2001年）

スピルバーグが贈る愛と感動のSF超大作。近
未来、ついに“愛”をインプットされた少年ロ
ボット、デイビッドが誕生する。彼を試験的
に養子に迎えたスウィントン夫妻は、愛情深
いデイビッドをいつしか本当の子供のように
思い始める。しかし、不治の病に冒されてい
た実子が奇跡的に回復したことで、デイビッ
ドは居場所を失ってしまう。母モニカに愛さ
れたいデイビッドは、人間になる方法を求め
て旅に出る…。
●出演：ハーレイ・ジョエル・オスメント、
ジュード・ロウ、フランシス・オコナー
●監督：スティーヴン・スピルバーグ

日本でも大人気の映画を、時代を超えてお届け！毎週土曜日夜8時55分より放送！

X-MEN（2000年）

200X年。人類は新たな「差別法案」の立法化
を目指していた。それはDNAの突然変異によ
り超人的なパワーを持つ“進化した人類＝
ミュータント”を社会から合法的に迫害するも
のだった。人類との共存を目指すプロフェッ
サーX率いるミュータント集団X-MENは、人
類の滅亡をもくろみテロ活動を企てるマグ
ニートーたちと全面対決に突入してい
く・・・。記念すべく第1作目！
●主演：ヒュー・ジャックマン、イアン・
マッケラン ●監督：ブライアン・シンガー

特攻野郎Ａチーム THE 
MOVIE（2010年）

1年前——特殊部隊のメンバーから結成された
Aチームの面々が、何者かの謀略により無実の
罪で逮捕された。しかし、リーダーのハンニ
バルは、まんまと刑務所からの脱獄に成功し、
部下のフェイス、B.A.、マードックと合流す
る。かくして復活したAチームは、すかさず無
実を証明するため行動を開始。ハンニバルが
編み出す荒唐無稽な作戦のもと、当局の追跡
をかわしながら、自分たちの名誉を汚した黒
幕に迫っていく。謎のCIA捜査官や、Aチーム
の逮捕に執念を燃やす国防犯罪調査局のソー
サとの策略合戦が、ド派手に火花を散らす。
●主演：リーアム・ニーソン ●監督：
ジョー・カーナハン

※2017年のラインナップ一例です。

J・J・エイブラムスがプロデュースした異
色のSFパニック・アクション。
ニューヨーク、マンハッタン。とあるア
パートで、日本への転勤が決まった青年ロ
ブの送別パーティが開かれていたが、突如
正体不明の “何か” が出現。自由の女神が
破壊され、街は逃げまどう人々でパニック
と化し、軍隊も出動して戦闘状態に突入す
る。恋人から助けを求める電話を受けたロ
ブは、友人たちとともに彼女の救出に向か
うのだが…。
●主演：リジー・キャプラン、ジェシカ・
ルーカス、マイケル・スタール＝デヴィッ
ド ●監督：マット・リーヴス



番組紹介：ダイナマイト・サンデー

毎週日曜日夜8:55からは、アクション・サスペンスなど、刺激的な映画をお届け！

※2017年のラインナップ一例です。

12hours DEA特殊部
隊（2015年）

メキシコ旅行中に誘拐されたマイケルと恋
人のオリビア。男たちは末端価格100万ド
ルのコカインをアメリカの国境まで密輸す
るよう命令する。それは、犯罪歴のない米
国人旅行者の立場を利用した悪辣な犯罪で
あった。居場所はGPSで監視されており、
逃亡は不可能。タイムリミットは12時間。
一方、アメリカ麻薬取締局とメキシコ警察、
そしてメキシコの麻薬カルテルも市場から
突如消えたコカインを追っていた…。
●主演：ショーン・ロック、ルーク・ゴス、
トム・サイズモア ●監督：ダニエル・ジ
リーリ

レディ・アサシン 美人計
（2013年）

“世界一の脚線美”ミス・ベトナムを始め、CM
女王に人気歌手、そしてトップモデルなど、ベ
トナムが世界に誇るクイーンたちが総出演！裕
福な家庭で優しい両親のもとに育った少女リ
ン・ラン。ある日、強盗たちが家を襲い両親は
惨殺され、彼女は誘拐されてしまう。道中、強
盗たちが立ち寄った宿屋には美しい女主人と魅
惑的な女店員三人が。そして強盗たちはあっけ
なく殺されてしまう。助けられたリン・ランは、
彼女たちが金持ちや汚職官僚を殺し金品を奪う
プロの暗殺集団であることを知る。少女は復讐
を果たすため、女たちに暗殺者としての訓練を
受けさせてほしいと願い出る。●主演：キム・
ユン ●監督：グエン・クアン・ユン

コロンビアーナ（2011年）

リュック・ベッソン脚本・製作！1992年、コ
ロンビアに住む9歳の少女カトレアの目の前で、
その悲劇は起こった。マフィアの大物の差し
金により、家族が惨殺されたのだ。必至に逃
亡し、叔父を頼って米国シカゴにやってきた
彼女は心に誓う―“いつか復讐を”。
●主演：ゾーイ・サルダナ ●監督：オリ

ヴィエ・メガトン

ファイトクラブ・レディズ
（2016年）

幼い頃から、父に格闘術を教わり育ったベッカ。
夢であるアフリカに行く資金を稼ぐ為に、闘
技・ムエタイジムのトレーナーとして働くこと
に。トレーニングをする同じジムにいる女性た
ちは、アンダーグラウンドのファイトクラブで
お金を稼いでいるが、それぞれが自らの拳に生
き甲斐やプライドを求めていることが分かる。
ファイトクラブを仕切るマフィアが抱える最強
女ファイター達と闘い仲間は大敗する中、唯一
勝ったのはシングルマザーで1児の母である妹
のケイトだったが、ファイト後に襲われて命を
落としてしまう。 怒りに燃えたベッカは単身マ
フィアのもとに殴り込みに行く―
●出演：エイミー・ジョンストン ●監督：ミ
ゲル・ファーラー


