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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。

20世紀フォックス代表作

視聴可能世帯数：395万1893世帯（2018年1月末現在）



2017年6月：目玉ラインナップ

梅雨の憂さを吹き飛ばす！名監督の秀逸3作品やスポーツバト
ル巨編、シューター特集など見ごたえのあるラインナップ！

ザ･シューター 大統領暗殺（2013）
任務遂行のためならどんな危険も顧みない冷酷な
暗殺者バロンがもたらすのは確実な「死」。ある
日、バロンは人生の中で最も過酷な任務を言い渡
される。それは、大統領暗殺だった…。
ダイナマイト･サンデーのシューター特集で放送！

ウォーキング・デッド シーズン4
（2013）28（腐敗）の日一挙放送！
毎月28日の高齢企画、今月はシーズン4！
“ウォーカー”と呼ばれるゾンビがはびこる黙示録
的なアメリカを舞台に、保安官リック率いる生存
者たちが、安住の地を求めて恐怖に立ち向かう姿
を描くヒューマン・ドラマ。

ゾンビ大陸 アフリカン（2010）
28日（腐敗の日）はゾンビ映画×ウォーキング・デッ
ド！今月はメジャーではないけれど、ゾンビファンな
ら誰もが知る良質なインディーズのゾンビ映画。なん
どゾンビ史上初！舞台はアフリカ。忍び寄る恐怖から
のサヴァイヴ・アクション。ゾンビ大陸と化したアフ
リカからの脱出はできるのか？！

処刑台の獣たち（2016）
組織トップの父の下、銀行強盗を重ねるジャックはあ
る日強奪金を奪われ、父を殺される。警察の包囲網を
かいくぐりながら父親の仇探しとなる強奪計画を実行。
しかし警察の襲撃に遭い、凶悪なギャングも台頭。抗
争の中次々と斃れる仲間たち。裏切り者の存在を直感
したジャックは、ひとり銃を手に復習を誓う･･･。

ベスト・オブ･ザ･ベスト（1989）
史上最強のチャンピオン･チームに挑戦するため、全
米から集められた空手の若手たちの中から、壮絶な戦
いの末に選ばれた5人。さらに過酷な特訓を乗り越え
て、固い友情に結ばれた彼らは戦いへと向かう･･･。
当時、本国アメリカで大ヒット。「ロッキー」、「ベ
ストキッド」に続く感動のスポーツ･バトル巨編！

ブラックホーク・ダウン（2001）
1993年、ソマリアに降り立った米軍特殊部隊の兵士
たち。短時間で終わる任務のはずがヘリが撃墜され、
想像を絶する地獄絵図の中に取り残されることに･･･
ジョシュ･ハートネットやユアン･マクレガーなど名優
が競演。秀逸な3作品を選りすぐった特集リドリー・
スコットで放送！
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番組紹介：サタデーブロックバスター

ヘルボーイ（2004）ハミングバード（2012）

かつて特殊部隊の軍曹時代に犯した罪から逃
れるため、家族や社会から距離をおき、ロン
ドンの暗黒街で、息をひそめて暮らしていた
男、ジョゼフ。ある日、唯一心を通わせた少
女が拉致され、彼の人生は大きく動き出す。
彼女を救うために他人になりすまし、裏社会
でのし上がっていく。しかし、少女の残酷な
運命を知り、彼の怒りは復讐の炎と化す。過
去に犯した罪と、自らの人生にも決着をつけ
るため、ジョゼフが最後に下した決断とは…。
●出演：ジェイソン・ステイサム、アガタ・
ブゼク、ヴィッキー・マクルア、ベネディク
ト・ウォン
●監督：スティーヴン・ナイト

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！

ノック・ノック（2015）

家族思いの献身的な父親・エヴァンは仕事の
都合で一人留守番をすることになる。その夜、
ドアをノックする音がし、開けるとそこには
雨でずぶ濡れになった二人の美女が立ってい
た。ジェネシス、ベルと名乗る二人は道に
迷ってしまったため助けを求めていた。暖を
とるよう2人を家へ招き入れるエヴァンだった
が、それは破滅の道への第一歩だった…。
彼こそ、この戦いの鍵を握る人物だった…。
●主演：キアヌ・リーブス、ロレンツァ・
イッツォ、アナ・デ・アルマス
●監督：イーライ・ロス

ソードフィッシュ（1996）

世界No.1ハッカーと呼ばれたスタンリー
のもとに舞い込んだ、巨額金強奪の話。か
つて麻薬取締役局の極秘作戦“ソード・
フィッシュ”によって生じ、現在も政府が
ネットの裏側に隠し持つ95億ドルを､わず
か60秒で奪うというものだ。話を持ちか
けてきたガブリエルの逆らい難い脅威に､
スタンリーは予測不能の「錯覚＝ミスディ
レクション」の罠にはまっていく…。
●主演：ジョン・トラヴォルタ、ヒュー・
ジャックマン、ハル・ベリー
●監督：ドミニク・セナ

時は第二次世界大戦末期。異界から現れた
真っ赤な生き物が人間界に紛れ込んだ。超
常現象学者ブルーム教授によって“ヘル
ボーイ”と名付けられ、息子同様によって
大切に育てられる。やがて成長したヘル
ボーイは、教授が設立した極秘の超常現象
調査防衛局（BPRD）のエージェントとし
て魔界からの侵略者たちと日夜死闘を繰り
広げていた…。
●主演：ロン・パールマン、ジョン・ハー
ト、セルマ・ブレア
●監督：ギレルモ・デル・トロ

※2018年5月～6月のラインナップ一例です。



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！

シューター 無限射程
（2007年）

凄腕の狙撃手として、政府機関のために働いて
きたディロン。引退を控えた彼に下った最後の
ミッションのターゲットは、ミサイル誘導装置
の密売を目論む武器商人のフィリップス。だが、
その任務の裏には恐るべき陰謀が隠されていた。
フィリップス一味の罠に掛かり、追われる身と
なるディロンを、政府機関の放った殺し屋たち
もまた、狙っていた。アメリカ合衆国を敵に回
し、孤高の狙撃手の闘いがはじまる…。
●出演：ジェームズ・レマー、ブルース・ボッ
クスライトナー、キャサリン・メアリー・ス
チュワート
●監督：アーマンド・マストロヤンニ

NEXT -ネクスト-
（2007年）

予知能力を持ちながらもそれを隠して生きる
男、クリス・ジョンソン。彼に見えるのは、
たった＜2分先＞の未来だけ。しかも、それは
自分に関わる未来のみ。そんな折、LA史上最
悪の事件が勃発。テロリストグループがLAに
潜入、核爆弾をどこかに仕掛けたのだ。FBIの
カリー・フェイスは、クリスの予知能力に目
をつけ、事件に巻き込もうとする。嫌がるク
リスだが、最愛の恋人、リズがテロリストグ
ループに囚われてしまったことから、この史
上最悪の爆弾テロに立ち向かうことになる…。
●主演：ニコラス・ケイジ、ジュリアン・
ムーア、ジェシカ・ビール
●監督：リー・タマホリ

パンズ・ラビリンス
（2006年）

1944年のスペイン内戦で父を亡くし、独
裁主義の恐ろしい大尉と再婚してしまった
母と暮らすオフェリア（イバナ・バケロ）
は、この恐ろしい義父から逃れたいと願う
ばかり自分の中に新しい世界を創り出す。
オフェリアが屋敷の近くに不思議な迷宮を
見つけ出して足を踏み入れると、迷宮の守
護神が現われ彼女に危険な試練を与える。
アカデミー賞3部門受賞、デル・トロ監督
の才能迸る衝撃作。
●出演：イバナ・バケロ、セルジ・ロペス、
マリベル・ベルドゥ、ダグ・ジョーンズ
●監督：ギレルモ・デル・トロ

リトルトウ
キョー

ザ･シューター 大統領暗
殺（2014年）

漆黒のスーツに身を包み、闇に紛れてター
ゲットを「暗殺」せよ。任務遂行のためな
らどんな危険も顧みない冷酷な暗殺者バロ
ンは、様々な手段や数多くの武器、周囲の
環境を巧みに利用し、人知れずターゲット
を暗殺してゆく。彼がもたらすのは確実な
「死」。ある日、バロンは人生の中で最も
過酷な任務を言い渡される。それは、大統
領暗殺だった…。
●主演：レイ・リオッタ、ドミニク・パー
セル、マイケル・パレ
●監督：ウーヴェ・ボル

※2018年5月～6月のラインナップ一例です。



Source: Multichannel Viewers Profile Report 2017 by Video Research

・世帯年収1000～1500万円

・世帯金融資産

・1ヵ月のこづかい

・大学＆大学院卒

・積極的に資産運用している

・不動産活用に関心がある

MOVIES

15.7%

1357万円

28789円

42.5%

18.1％

24.4％

個人全体

11.7%

1006万円

22505円

32.9%

10.4%

16.4%

Data：視聴者属性

視聴者属性
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視聴可能世帯数：395万1893世帯（2018年1月末現在）

職 業

視聴者データ



Source: Multichannel Viewers Profile Report 2017 by Video Research

・土地･建物を所有している

・保険は比較検討して選んでいる

・美容関連にはお金をかけるほう

・「お取り寄せ」をよく利用する

・ダイエットに関心がある

・健康に強い関心を持っている

・特定保健用食品をよく利用する

・高級ブランドの時計を所有

・輸入自動車に関心がある

・通信販売に関心がある

MOVIES

58.5%

63.0％

14.6％

9.1%

71.7％

75.4％

20.3％

36.6％

19.8％

12.0％

個人全体

30.4%

48.9％

11.1％

6.9％

51.8%

58.4％

10.2%

25.6%

8.2％

8.9％

★MOVIES視聴者は安定志向で健康意識が非常に高い

一方、質の良い高級商品の購入にも興味がある

視聴者データ

Data：視聴者属性



●FOX MOVIES視聴者は…
8割以上の人がインターネットでの情報収集をしている。
SNSやネットバンキングも進んで利用！

※数値について：
MOVIES視聴者：ゴールド 個人全体：黒 非マルチチャンネル視聴者：グレー

SOURCE：Video Research ACR/ex(April-June)2014

＊比較平均値：非マルチチャンネル

●じゃらんnet 9.0% (2.7%,2.6%)

●スクロール 4.8% (1.6%,1.6%)

MOVIES 個人全体 非マルチチャンネル

●TSUTAYA online 2.9% (0.7%,0.6%)

●7net shopping 3.5% (1.4%,1.1%)

●ヨドバシ.com 4.8% (2.9%,2.8%)

MOVIES 個人全体 非マルチチャンネル

Data：視聴者属性

・過去6ヶ月でのネット利用

・資料・カタログ請求

・ネットバンキング

・SNSの投稿

・価格比較サイトの閲覧

・旅行･ホテル情報

MOVIES

80.2%

13.3％

15.0％

12.6%

21.5％

37.0％

個人全体

72.1%

7.2％

8.6％

9.0％

16.0%

24.3%
Source: Multichannel Viewers Profile Report 2017 by Video Research

インターネット利用（PC)

通販利用


