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 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、以下 FOX）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、2011 年 10 月 1 日午前 0 時より、新チ

ャンネル『FOX bs238』の放送を開始いたします。 
 

 『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。世界には、1 話数十億円かけて制作さ

れたドラマや、視聴者の電話投票が大統領選挙の投票率を上回るよう

なオーディション番組など、日本の制作規模をはるかに超え、国全体

を熱狂の渦に巻き込むようなテレビ番組がいくつも実在しています。

今回の『FOX bs238』の開局により、「ワールドクラス」のエンターテ

インメントを、日本の視聴者にお届けすることが可能になりました。 

※画像：『X ファクター』(c)Ray Michshaw/FOX 

 

 

●●●●チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル名名名名：：：：    FOX bs238FOX bs238FOX bs238FOX bs238（（（（フフフフォックスォックスォックスォックス・・・・ビーエスビーエスビーエスビーエス・・・・にぃにぃにぃにぃ・・・・さんさんさんさん・・・・はちはちはちはち））））    

●●●●チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル番号番号番号番号：：：：    238238238238    

●●●●タグラインタグラインタグラインタグライン：：：：    世界世界世界世界とつながろうとつながろうとつながろうとつながろう    

●●●●編成方針編成方針編成方針編成方針：：：：    ドラマドラマドラマドラマ、、、、映画映画映画映画、、、、バラエティバラエティバラエティバラエティ、、、、音楽音楽音楽音楽、、、、韓流韓流韓流韓流バラエティバラエティバラエティバラエティ等等等等、、、、    

世界中世界中世界中世界中のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆるジャンルジャンルジャンルジャンルののののエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントをおをおをおをお届届届届けけけけ    

●●●●視聴視聴視聴視聴ターゲットターゲットターゲットターゲット：：：：    コアコアコアコア…………F1(20F1(20F1(20F1(20～～～～34343434 歳女性歳女性歳女性歳女性))))、、、、サブサブサブサブ…………F2(35F2(35F2(35F2(35～～～～49494949 歳歳歳歳のののの女性女性女性女性))))、、、、M1M1M1M1----2(202(202(202(20～～～～49494949 歳男性歳男性歳男性歳男性))))    

●●●●月額視聴料金月額視聴料金月額視聴料金月額視聴料金：：：：    315315315315 円円円円((((税込税込税込税込))))    

                    ★★★★ただしただしただしただし開局開局開局開局キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンにつきにつきにつきにつき、、、、2012201220122012 年年年年 9999 月月月月 30303030 日日日日までまでまでまで無料無料無料無料でででで視聴頂視聴頂視聴頂視聴頂けますけますけますけます。。。。    

●●●●公式公式公式公式ウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイト：：：：    foxbs238.tvfoxbs238.tvfoxbs238.tvfoxbs238.tv        ※公式サイトにて「世界とつながる」動画を公開中です。 

●●●●主主主主なななな番組番組番組番組：：：：        『『『『XXXX ファクターファクターファクターファクター』、『』、『』、『』、『SEX AND THE CITYSEX AND THE CITYSEX AND THE CITYSEX AND THE CITY』、『』、『』、『』、『アメリカズアメリカズアメリカズアメリカズ・・・・ネクストネクストネクストネクスト・・・・トップトップトップトップ・・・・    

        モデルモデルモデルモデル』、『』、『』、『』、『Mnet RADIOMnet RADIOMnet RADIOMnet RADIO』』』』他他他他            ※番組概要は別紙をご確認ください。    

●●●●開局記念開局記念開局記念開局記念イベントイベントイベントイベント：：：： 2011 2011 2011 2011 年年年年 9999 月月月月 30303030 日日日日((((金金金金)20)20)20)20：：：：00000000～～～～タブロイドタブロイドタブロイドタブロイドにてにてにてにて前夜祭前夜祭前夜祭前夜祭ライブイベントライブイベントライブイベントライブイベント開催開催開催開催        

        ※9 月 29 日(木)にプレス向け記者発表会を行います。時間・場所は未定。 

    

 『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。日本の多くの方々がまだ体験し

たことのない、新しいテレビ視聴の提案です。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。 

 

    

＜＜＜＜本件本件本件本件にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先＞＞＞＞    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 E-mail : eri.sasada@fox.com 

河島 ゆみ子 TEL: 03-5469-6546 FAX: 03-5469-6566 E-mail: yumiko.kawashima@fox.com 

    

 

BSBSBSBS 放送史上初放送史上初放送史上初放送史上初！！！！一日中海外一日中海外一日中海外一日中海外コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツをををを放送放送放送放送するするするするチャンネルチャンネルチャンネルチャンネル    

『『『『FOX bs238FOX bs238FOX bs238FOX bs238』』』』ついについについについに開局開局開局開局！！！！    
2011201120112011 年年年年 10101010 月月月月 1111 日日日日    午前午前午前午前 0000：：：：00000000 放送放送放送放送スタートスタートスタートスタート    



 

    
    
【【【【FOX bs238FOX bs238FOX bs238FOX bs238 チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル説明文説明文説明文説明文】】】】    
ChChChCh 説明文説明文説明文説明文((((短短短短））））    世界中のエンターテイメントをお届けするチャンネル 24 文字 

ChChChCh 説明文説明文説明文説明文((((中中中中））））    

世界中のエンターテイメントであなたのライフスタイルを豊かにするチャンネ

ル。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、興奮をお届

けします！ 

76 文字 

ChChChCh 説明文説明文説明文説明文((((長長長長））））    

ワールドクラスのエンターテイメントであなたのライフスタイルを豊かにする

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、

興奮をお届けします！ 

122 文字 

    
【【【【主主主主なななな番組番組番組番組】】】】    
『『『『XXXX ファクターファクターファクターファクター』』』』    

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。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 5000 万ドル。2011 年全米注目度 No.1 のバラエティ番組。 

●放送日時： 10 月 1（土）0:00AM スタート！（* #1 のみ特別先行放送） 

  毎週月曜・火曜 10:00PM-0:00AM 他 

 

『『『『SEX AND THE CITYSEX AND THE CITYSEX AND THE CITYSEX AND THE CITY』』』』シーズンシーズンシーズンシーズン 1111    

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： 10 月 1 日（土）深夜 3:00AM スタート！ (#1&2 のみ特別先行放送) 

  毎週月曜～金曜 9:00PM-9:55PM 他 (2 話連続放送) 

 

 

 

『『『『アメリカズアメリカズアメリカズアメリカズ・・・・ネクストネクストネクストネクスト・・・・トップトップトップトップ・・・・モデルモデルモデルモデル』』』』シーズンシーズンシーズンシーズン 8888    

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： 10 月 1 日（土）2:00AM スタート！(#1 のみ特別先行放送) 

     毎週水曜 10:00PM-11:00PM 他 

 

MTVMTVMTVMTV エンタメゾーエンタメゾーエンタメゾーエンタメゾーンンンン『『『『MTV MTV MTV MTV TTTThhhhe Hillse Hillse Hillse Hills    ～～～～カリフォルニアカリフォルニアカリフォルニアカリフォルニア・・・・ガールガールガールガールののののライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイル～～～～』』』』シーズンシーズンシーズンシーズン 1111    

カリフォルニア・ガールの実生活を追ったバラエティ・ドラマ。学校、キャリ

ア、恋愛、人間関係をうまくやり繰りする現代のカリフォルニア・ガールのラ

イフスタイルをお届け！ 

●放送日時： 10 月 3 日（月）5:00AM スタート！ 

     毎週月曜 0:00AM-1:00AM 他 (2 話連続放送) 

 

 

    



 

    

    

MTVMTVMTVMTV エンタメゾーンエンタメゾーンエンタメゾーンエンタメゾーン『『『『MTV Jersey ShoreMTV Jersey ShoreMTV Jersey ShoreMTV Jersey Shore    ～～～～マカロニマカロニマカロニマカロニ野郎野郎野郎野郎ののののニィージャージーニィージャージーニィージャージーニィージャージー・・・・ライフライフライフライフ～』～』～』～』シーズンシーズンシーズンシーズン 1111    

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： 10 月 2 日（日）0:00AM スタート！毎週日曜 0:00AM-1:00AM 他 

 

 

韓流韓流韓流韓流バラエティアワーバラエティアワーバラエティアワーバラエティアワー『『『『Mnet RADIOMnet RADIOMnet RADIOMnet 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： 10 月 1 日(土)6:00AM スタート！（#1 のみ特別先行放送） 

  毎週日曜 8:00PM-9:00PM 他 

 

韓流韓流韓流韓流バラエティアワーバラエティアワーバラエティアワーバラエティアワー『『『『フードエッセイフードエッセイフードエッセイフードエッセイ    ～～～～セレブセレブセレブセレブ自慢自慢自慢自慢ののののレシピレシピレシピレシピ』』』』    

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 

 

 

ワールドワールドワールドワールド・・・・シネマシネマシネマシネマ・・・・スタイルスタイルスタイルスタイル『『『『私私私私のののの頭頭頭頭のののの中中中中のののの消消消消ししししゴムゴムゴムゴム』』』』    

「死より切ない別れがある。」あなたの記憶から絶対に消せない、永久不滅

のラブ・ストーリー。 

●放送日時： 11 月以降放送予定 

 

 

 

ワールドワールドワールドワールド・・・・シネマシネマシネマシネマ・・・・スタイルスタイルスタイルスタイル『『『『スイミングプールスイミングプールスイミングプールスイミングプール』』』』    

いつまでも美しくありたい全女性に贈る、プールサイドで起こる華麗なミス

テリー。 

●放送日時： 10 月 29 日（土）9:00PM-11:00PM 他 

 

 

 

 

【【【【ビーエスビーエスビーエスビーエス FOXFOXFOXFOX 会社概要会社概要会社概要会社概要】】】】    
■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 

. 


