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日本初上陸！
日本初上陸！FOX bs238 イチオシ大人気
イチオシ大人気オーディション
大人気オーディション番組
オーディション番組

『X ファクター』
ファクター』放送翌週から
放送翌週から WEB 配信
公式サイト
公式サイトにて
サイトにて 2011 年 10 月 11 日 配信ス
配信スタート
エンターテインメント系の 7 チャンネルを運営している FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会
社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小泉喜嗣）の 100％子会社である、株式会社ビーエス FOX（本
社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小泉喜嗣）は、放送を見逃してしまった視聴者向けに、公式サイト
（http://foxbs238.tv）にて大人気音楽オーディション番組『X ファクター』の配信を 2011 年 10 月 11 日
より開始いたします。
FOX bs238 は BS 放送では史上初となる、一日中海外コンテンツを放
送するチャンネルです。「ワールドクラス」のエンターテインメントを
一人でも多くの方に楽しんで頂けるよう、FOX bs238 では、イチオシ番
組である日本初上陸のオーディション番組『X ファクター』を、本放送
終了後、公式サイト（http://foxbs238.tv）にて配信することにいたしま
した。配信は本放送終了後以下スケジュールにて配信予定です。詳しい
配信スケジュールは随時公式サイトにて公開予定です。
※ 画像：『X ファクター』(c)Ray Michshaw/FOX
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概要＞
●チャンネル名
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編成方針：
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＜配信について
配信について＞
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●配信サイト
FOX bs238 公式サイト
配信サイト：
サイト：
公式サイト（
サイト（http://foxbs238.tv
http://foxbs238.tv）
foxbs238.tv）
●配信番組
配信番組：
：
『
X
ファクター』
ファクター
』
番組
●配信スケジュール
第 1＆2 話： 2011 年 10 月 11 日(月)～14 日(金)
配信スケジュール：
スケジュール：
第 3＆4 話： 2011 年 10 月 17 日(月)～24 日(月)
※第 5 話目以降の配信スケジュールは未定です。

●配信協力：
配信協力：

Ｊストリーム、
ストリーム、ブライトコーブ（Brightcove Video Cloud 導入）
導入）

FOX bs238 は一日中海外コンテンツを放送する初の BS チャンネルとして、つけっぱなしでもスタイリ
ッシュで海外感溢れるオシャレなチャンネルライフを提案いたします。そして日本の頑張る女性たちを応
援し、より多くの人たちに幸せな生活を手に入れてもらうことで、日本が元気になればと願っています。

＜本件に
本件に関するお問
するお問い合わせ先
わせ先＞ FOX インターナショナル・チャンネルズ PR
笹田 依里

TEL : 03-5469-6556 FAX : 03-5469-6566

河島 ゆみ子 TEL: 03-5469-6546 FAX: 03-5469-6566

E-mail : eri.sasada@fox.com
E-mail: yumiko.kawashima@fox.com
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チャンネル、FOX bs 238。世界中から厳選された話題のドラマ、コメディ、バラ
エティ、映画…多彩なジャンルの番組を通して、いまだかつてない感動、笑い、
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興奮をお届けします！

■配信番組
配信番組
『X ファクター』
：全米大注目！優勝者には 500 万ドル！！
サイモン・コーウェルが製作総指揮を務めるイギリスの音楽オーディション番組の
アメリカ版。イギリスでは放送開始以来、視聴率トップをキープし続ける超人気シ
リーズ。輩出したスターたちによるアルバムのトータルセールスは 1 億枚を超える
ほど。
『Ｘファクター』の優勝賞金額は 500 万ドル。2011 年全米の新作として注目
度 No.1 のバラエティ番組。
●放送日時：毎週月曜＆火曜 10：00PM-0：00AM 他
※終了時間はエピソードによって異なります。
画像クレジット： © Ian Derry/FOX

■『X ファクター』
ファクター』以外の
以外の放送中の
放送中の主な番組
『SEX AND THE CITY』シーズン 1：シーズン 1 から一挙放送中！
ニューヨークを舞台に独身女性 4 人の日常を大胆かつユーモラスに描く人気シリー
ズ。
●放送日時：毎週月曜～金曜 9:00PM-9:35PM 他
画像クレジット： © 1999-2003 Home Box Office, Inc. All rights reserved

『アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル』シーズン 8：モデルたちのドロドロバトル！
スーパーモデル、タイラ・バンクスがホストを務める。
スーパーモデルを夢見る 13 人のモデル予備軍から、たった一人の金の卵を発掘
する究極の美のバラエティ・ショー。
●放送日時：毎週水曜 10:00PM-11:00PM 他
画像クレジット： © 2011 The CW Network, LLC. All Rights Reserved

『ラブ❤レッスン ～モーレツ！恋愛革命』
：いい男の捕まえ方、教えます！
恋のトラウマ、ダメンズ好き、白馬の王子様を夢見る女子…。真実の愛を求め
ながらも、自分を変えることができない女性 8 人が一つ屋根の下に集合。愛の
達人スティーヴ・ウォードの厳しくもユニークなレッスンのもと、8 週間で”愛
を掴む女”を目指す。
●放送日時：毎週金曜 10:00PM-11:00PM 他
画像クレジット：©High Noon Entertainment.

MTV エンタメゾーン
『MTV Jersey Shore ～マカロニ野郎のニュージャージー・ライフ～』シーズン 1
ニュージャージーを舞台に、イタリア系アメリカ人の男女 8 人による一つ屋根
の下の生活にカメラが密着。全米視聴者の度肝を抜いた衝撃キャラクターたち
のアツイ日常に迫る！
●放送日時：毎週日曜 0:00AM-1:00AM 他
画像クレジット：©2011 MTV Networks. All Rights Reserved.

韓流バラエティアワー： 月曜から日曜まで毎日よる 8 時は韓流バラエティアワー
『Mnet RADIO』
人気ヒップホップグループ、「エピック・ハイ」のミスラ・ジンと、ラッパーの
キム・ジンピョが DJ となり、ラジオ放送のような形式でお届けする新感覚バラ
エティ。ゲストには KARA をはじめ豪華タレントが続々登場！
●放送日時：毎週日曜 8:00PM-9：00PM 他

画像クレジット：©CJ E&M CORPORATION
韓流バラエティアワー： 月曜から日曜まで毎日よる 8 時は韓流バラエティアワー
『フードエッセイ ～セレブ自慢のレシピ』
ユン・ソナ他、韓国の大スターたちが“セレブがもてなす食卓”をテーマに、
個性あふれるレシピを披露。料理だけでなく、セレブのライフスタイルも見ら
れるエッセイレシピ番組！
●放送日時：毎週月曜 8:00PM-9:00PM ※2 話連続放送
画像クレジット：©CJ E&M CORPORATION

ワールド・シネマ・スタイル：
『Lily』
新鋭日本人監督・中島央が贈る究極のラブストーリー。世界 TV 初登場！！！
スランプに苦しむ脚本家が、恋人との実体験を元にラブ・ストーリーを書き始め
る。そこで彼が取ったある行動により、二人の間に思いもよらなかった変化が訪
れる…。
●放送日時：11/6(日)9：00PM-11：30PM 他
画像クレジット：© 2011 SUPERFILMMAKER INC. All Rights Reserved.

【ビーエス FOX 会社概要】
会社概要】
■社名

：株式会社ビーエス FOX

■代表取締役社長

：小泉 喜嗣

■設立

：2008 年 9 月 9 日

■株主

：FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会社（100％）

■事業概要

：放送法による衛星基幹放送事業

■所在地

：東京都渋谷区神宮前 6-25-14 神宮前メディアスクエアビル 5F/6F/9F

.

【FOX インターナショナル・
インターナショナル・チャンネルズ株式会社
チャンネルズ株式会社 会社概要】
会社概要】
■社名

：FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会社

■代表取締役社長

：小泉 喜嗣

■設立

：1998 年 2 月 9 日

■株主

：フォックス・チャンネルズ、ジャパン・インク（100％）

■事業概要

：デジタル衛星放送、およびケーブルテレビ局向け番組供給事業
放送法による一般放送事業

■所在地

：東京都渋谷区神宮前 6-25-14 神宮前メディアスクエアビル 5F/6F/9F

