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04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦」

(二)[初]

05:00 天坑～巨大穴の謎に迫る～
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「重力に逆らう」
(字)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ」(字)[初]

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「第一歩 」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「父の願い」(字)[初]

10:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「夫婦の絆 日産スカイライン」

(二)[初]

11:30 ライバルが暴く 真実と秘密
「シュグ・ナイト」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！８：航空機事故の真
実と真相「#3 スカンジナビア航空751

便」(二)[初]

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ボーイング747の衝突事

故」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト
ル・チャレンジャー爆発事故」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ラジコンカーの法則」
(二)[初]

18:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「イエローストーン国立公園」(二)[初]

19:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「政府チャーター機　暗殺

疑惑」(二)[初]

20:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地」(二)[初]

22:00 【新】サベージ・キングダム:残酷
の王国「地獄の楽園」(字)[初]

23:00 【新】野生動物ビックリ映像集
3「衝撃！ 飛行機にしがみつくネコ」

(字)[初]

24:00 メーデー！８：航空機事故の真
実と真相「#1 クロス航空3597便」

(二)[初]

25:00 メーデー！８：航空機事故の真
実と真相「#2 ブリティッシュ・エアウェイ

ズ38便」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント
リー沈没」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦」(二)

04:00 ナチスのドラムビート作戦
(二)[初]

05:00 血塗られた遺物(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ビリヤードの法則」
(字)[初]

07:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「イエローストーン国立公園」(二)

08:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「最終章」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 同じ日に生まれた４つの命「新
しい家族」(二)[初]

10:30 リジー・ベラスケス:勇気の連鎖
(字)[初]

11:30 アンダーカバー・エンジェル「障害
児施設でボランティア」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！８：航空機事故の真
実と真相「#4 コンチネンタル航空

3407便」(二)[初]

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量
遭難事故」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ヘラルドを一から組み直せ！」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「化学室の金」(二)[初]

18:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「マイルズの

欲望」(字)[初]

19:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「マンクス２　霧の７１００

便」(二)[初]

20:00 トップ・ギア シーズン5「#7」
(字)[初]

21:00 【新】トップ・ギア シーズン5
「#8」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「母の形見のランドローバー」

(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「運に見放されたダイムラー・ダー

ト」(二)[初]

24:00 メーデー！８：航空機事故の真
実と真相「#3 スカンジナビア航空751

便」(二)

25:00 メーデー！８：航空機事故の真
実と真相「#4 コンチネンタル航空

3407便」(二)

26:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘ
リ墜落事故」(二)[初]

27:00 ナチスの素顔「ヒトラーの右腕」
(二)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「撃墜されたステルス戦闘機」

(字)[初]

05:00 光で照らす深海世界(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「アカウミガメ／アオウミガメ」

(字)[初]07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「マイルズの

欲望」(字)

08:00 鳥人～天国の門へ挑む
(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 危険な時代に生きる 2「#7」
(字)[初]

10:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ」(字)

11:30 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「火との出会い」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！８：航空機事故の真
実と真相「#5 トルコ航空1951便」

(二)[初]

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「プロテウス航空706便」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「母の形見のランドローバー」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「航空機の部品取り」(二)[初]

18:00 【新】アニマルER　緊急治療の
現場「ニシキヘビ:呼吸器疾患」

(字)[初]

19:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ファーストエア６５６０便」

(二)[初]

20:00 トップ・ギア USA シーズン5「入
隊できる車を探せ!」(字)[初]

21:00 【新】トップ・ギア USA シーズン
5「米国製クラシックカーがキューバを

走る！」(字)[初]

22:00 スーパーカー大改造「レンジロー
バー・イヴォーク」(二)[初]

23:00 世界の巨大工場「ハーレーダ
ビッドソン」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#1 ハドソン川の奇跡」

(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#2 タン航空3054便」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
の原子爆弾」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン
の戦い「必死の守り」(二)[初]

04:00 史上最悪の地球の歩き方「イ
ンドからの小包」(字)[初]

05:00 死と意識の謎(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 巨大クラゲの日本襲撃
(二)[初]

07:30 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 4「成功の代償」(二)[初]

08:30 新　衝撃の瞬間「プエルトリコの
ガス爆発」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁「#2
巧妙な報復」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ」(字)[初]

12:00 危険な時代に生きる 2「#6」
(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス２「シャボン玉の
不思議」(字)[初]

宇宙アワー
14:00 【新】スター・トーク２「#14」

(字)[初]

15:00 大宇宙へ翔ける 油井亀美也
とJAXA、新しい時代へ(二)[初]

16:00 検証：UFO事件の新事実「家
畜の変死と宇宙人」(二)[初]

17:00 スーパーカー大改造「レンジロー
バー・イヴォーク」(二)

18:00 トップ・ギア シーズン5「#8」(字)

19:00 びっくり！ギガ建造物「世界最
大の水力発電ダム」(二)[初]

20:00 史上最悪の地球の歩き方７
「大麻の誘惑と飛行機事故」(字)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア」

(二)

22:00 世界の巨大工場７「マスタン
グ」(二)[初]

23:00 【新】アメリカ～国立公園を巡
る旅「サワロ国立公園」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航空

708便」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#4 アロー航空1285便」

(二)[初]

26:00 セックスの秘密「テクノロジーと
セックス」(二)[初]

27:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ」(二)[初]

04:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱
走計画(二)[初]

05:00 ドイツ軍が沈めた客船の謎
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「水と金属で爆
発実験」(字)[初]

07:00 雑学サイエンス「燃焼の科学」
(字)[初]

07:30 知って得するサイエンス「サッ
カーサイエンス」(二)[初]

08:00 【新】同じ日に生まれた４つの
命「慣習と迷信」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 厳重警備：刑務所内の闇取
引(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「一度噛ん

だらやめられない」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「里子の運命」(字)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#5 コンチネンタル・エクスプ

レス2574便」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#6 ミュンヘンの悲劇」

(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「モントセラト
島の大噴火」(字)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン5「米
国製クラシックカーがキューバを走

る！」(字)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛され続けたMG・ミジェット」

(二)[初]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ
２「掘り出し物対決」(二)[初]

21:00 チンギス・ハーンの墓を求めて
(二)[初]

19:00 発掘！古代エジプトの裏社会
(二)[初]
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22:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ」(字)

17:00 始皇帝陵の暴かれた真実
(字)[初]

20:45  ミラクル・プロダクト「現代に蘇るペルシャ絨
毯」～ミーリー工房のクラフトマンシップ(日)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ」

(二)[初]

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 2月

26:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「息子の失踪」(字)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「母の形見のランドローバー」(二)
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【中国を知る】

【中国を知る】

【特集：埋もれた真実】
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(ET) 月曜日 2017/02/06 火曜日 2017/02/07 水曜日 2017/02/08 木曜日 2017/02/09 金曜日 2017/02/10 土曜日 2017/02/11 日曜日 2017/02/12 (ET)
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【FOX チャンネル Presents】
07:00 レギオン　#1(字)

08:15 マーズ 火星移住計画 プロロー
グ(字)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 2月

12

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「グランドキャニオン空中

衝突事故」(二)[初]

13:30 新　衝撃の瞬間「テキサス石油
工場爆発事故」(字)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン5「最
高のシティカーを求めて」(字)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア」

(二)

16:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ
２「働く車対決」(二)

26:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「カギを握る男」(字)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「運に見放されたダイムラー・ダー

ト」(二)

19:00 日本軍の極秘潜水艦(二)[初]

20:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の
記憶(二)[初]

21:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ハーダー：日本軍の支配海域へ」

(二)[初]

22:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園」(字)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「サンタが贈るレンジローバー」

(二)[初]

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「タンス航空204便」

(二)[初]

17:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実(字)[初]

18:00 ナチス潜水艦U-745の謎(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 【新】同じ日に生まれた４つの
命「不安に寄り添う」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「凶暴マン

ボ」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「近隣住民の不安の種」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「シンガポール航空006

便」(二)[初]

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「シルクエアー185便」

(二)[初]

26:00 セックスの秘密「政治とセック
ス」(二)[初]

27:00 スーパーカー大改造「メルセデ
ス・ベンツGクラス ワゴン」(二)[初]

04:00 ザ・潜入！「世界最大のセク
シー・フェスティバル」(二)[初]

05:00 石器時代のセックス(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#1 フィラデ
ルフィアAME教会」(二)[初]

18:00 トップ・ギア シーズン5「#9」(字)

19:00 中国:蒼き水中洞窟(二)[初]

20:00 史上最悪の地球の歩き方７「2
日で22年を失った男」(字)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ヘラルドを一から組み直せ！」

(二)

22:00 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1」(二)[初]

23:00 【新】アメリカ～国立公園を巡
る旅「グランド・キャニオン国立公園」

(二)[初]

13:30 雑学サイエンス２「ワインのス
マートな開け方」(字)[初]

宇宙アワー
14:00 【新】スター・トーク２「#15」

(字)[初]

16:45  ミラクル・プロダクト「現代に蘇るペルシャ絨
毯」～ミーリー工房のクラフトマンシップ(日)

15:00 地球：45億年物語 特別版
(日)[初]

【FOX チャンネル Presents】
11:00 レギオン　#1(字)

12:15 マーズ 火星移住計画 プロロー
グ(字)

17:00 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー
マーケット崩壊」(二)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「コスタリカ・パート１」(字)[初]

07:00 巨大イカ VS マッコウクジラ
(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！
「モンゴルの巨大マス！」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁「#3
違法漁船の妨害」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

20:00 トップ・ギア USA シーズン5「米
国製クラシックカーがキューバを走

る！」(字)

21:00 【新】トップ・ギア USA シーズン
5「最高のシティカーを求めて」(字)[初]

22:00 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー」(二)

09:30 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ」(字)

10:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園」(字)

11:30 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「狩りの技術」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

23:00 世界の巨大工場２「ロールス・
ロイス　ファントム」(二)[初]

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「リーブ・アリューシャン航

空8便」(二)[初]

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「バリュージェット航空592

便」(二)[初]

15:00 仮想現実で暴く！タイタニック
号沈没の謎(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛する祖父のVWキャンピング

カー」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「金脈か無駄足か」(二)[初]

18:00 【新】アニマルER　緊急治療の
現場「ホワイトタイガー:腹腔鏡手術」

(字)[初]

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「国連チャーター機 DC-

6」(二)[初]

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#5 コンチネンタル・エクスプ

レス2574便」(二)

14:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#5 計器異常」(二)[初]

25:15 マーズ 火星移住計画 プロロー
グ(字)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事
故」(二)[初]

27:00 ナチスの素顔「ヒトラーと砂漠の
狐」(二)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵」(字)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「日本
航空機が遭遇した巨大UFO」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「チュパカブラ」(字)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「臆病犬ブリ

ガディア」(字)

08:00 びっくり！ギガ建造物「世界最
大の水力発電ダム」(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便」(二)[初]

20:00 トップ・ギア シーズン5「#8」(字)

21:00 【新】トップ・ギア シーズン5
「#9」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「運に見放されたダイムラー・ダー

ト」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！北朝鮮(二)

10:30 武士道と日本刀(二)[初]

11:30 解体！F-4ファントム戦闘機
(二)[初]

23:00 レギオン　#1(字)[初]

24:15 潜入！熱狂的アメコミ世界
(字)[初]

14:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#4 操縦不能」(二)[初]

15:00 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「悩めるエスコートRS」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「銀の刀と金のブタ」(二)[初]

18:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「臆病犬ブリ

ガディア」(字)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリン
ピック事件」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「英軍精鋭部隊　空からの強襲」

(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#4 アロー航空1285便」

(二)

04:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城」(二)

05:00 UFO地球襲来の真実「政府の
隠ぺい」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「はしごの法則」
(字)[初]

07:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園」(二)

08:00 コンティネント7：南極大陸「氷
の世界」(字)[初]

20:00 【新】ナチスに残る都市伝説の
真相「ヒムラーのオカルト古城」

(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス」(二)[初]

22:00 【新】サベージ・キングダム:残酷
の王国「失脚の恐怖」(字)[初]

23:00 【新】野生動物ビックリ映像集
3「衝撃！ ハマったスカンク」(字)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#11 パシフィック・サウスウエ

スト航空1771便」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#12 タカ航空110便」

(二)[初]

15:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート
2」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「デンマークのボルボ・アマゾン」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「傘パラシュートの法
則」(二)[初]

18:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園」(二)

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「エル・アル航空1862便」

(二)[初]

09:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「暴かれた真実」(字)[初]

10:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「アルファロメオに賭けた夢」

(二)[初]

11:30 ライバルが暴く 真実と秘密
「サッダーム・フセイン」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航空

708便」(二)

14:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#3 機内火災」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈没
事故」(二)[初]

21:00 潜入！北朝鮮(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：群狼作戦」(二)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「英軍精鋭部隊　空からの強襲」

(二)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「ヘリを
襲う謎の飛行物体」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「太陽光線の
力」(字)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園」(字)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「火との出会い」(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便」

(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「古代インカ帝国の暗号」(二)[初]

22:00 【新】史上最悪の地球の歩き
方７「2日で22年を失った男」(字)[初]

23:00 【新】危険な時代に生きる 2
「#8」(字)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#9 パシフィック・サウスウエス

ト航空182便」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#10 ナイジェリア航空2120

便」(二)[初]

14:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#2 サンダーストーム」

(二)[初]

15:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート
1」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「息子に贈るモーリス・トラベラー」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「水で火がつ
く？」(字)[初]

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー」(二)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン5「米
国製クラシックカーがキューバを走

る！」(字)

11:30 トップ・ギア シーズン5「#8」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#2 タン航空3054便」(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：群狼作戦」(二)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「夜空を
横切る謎の光」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 もしもの時の生存マニュアル「土
石流に襲われたら」(字)[初]

07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ 車を襲うゾウ」(字)

08:00 密着! エル・ドラド空港警察
「出入国審査官たちの奮闘」(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フォード・マニア」(二)[初]

23:00 世界の巨大工場６「装甲車イ
ヴェコLMV」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#7 ノースウエスト航空85

便」(二)[初]

25:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#8 大韓航空8509便」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落
事故」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン
の戦い「世紀の激戦」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 もしもの時の生存マニュアル「闘
牛に襲われたら」(字)[初]

18:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ 車を襲うゾウ」(字)[初]

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッドエクスプレス

5925便」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ」(二)

21:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ
２「働く車対決」(二)[初]

10:30 21世紀の最新鋭艦(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#1 ハドソン川の奇跡」(二)

14:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#1 機体損壊」(二)[初]

15:00 極秘軍事施設エリア51の真実
(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「運に見放されたダイムラー・ダー

ト」(二)

06:30 バ科学「ターザンの法則」
(字)[初]

07:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ニシキヘビ:呼吸器疾患」(字)

22

16

17

18

13

08:00 ママ友４人の大西洋横断日記
(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ヘラルドを一から組み直せ！」

(二)

23

24

25

19

20

21

14

15

10

11

12

【FOX チャンネル Presents】
04:00 レギオン　#1(字)

05:15 マーズ 火星移住計画 プロロー
グ(字)

04:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン
の戦い「世紀の激戦」(二)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「集団
目撃」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

【中国を知る】

【中国を知る】

【特集:第⼆次世界⼤戦 ⽔中の傷

6チャンネル合同第１話特別放送
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(ET) 月曜日 2017/02/13 火曜日 2017/02/14 水曜日 2017/02/15 木曜日 2017/02/16 金曜日 2017/02/17 土曜日 2017/02/18 日曜日 2017/02/19 (ET)

25

26

27

19

20

21

22

23

24

13

14

15

16

17

18

12

4

5

6

7

8

9

19

20:00 スーパーカー大改造「メルセデ
ス・ベンツGクラス ワゴン」(二)

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 2月

10

11

12

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ドイツXL航空888T便」

(二)[初]

13:30 新　衝撃の瞬間「スペースシャ
トル・チャレンジャー爆発事故」

(字)[初]14:00 世界の巨大工場２「ランボル
ギーニ」(二)[初]

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ヘラルドを一から組み直せ！」

(二)

16:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ
２「栄光の60年代クラシックカー対決」

(二)

26:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「おとり捜査」(字)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「息子に贈るモーリス・トラベラー」

(二)

19:00  【新】真珠湾に眠る英霊たち
へ(字)[初]

20:00  【新】願いの海:水中に広がる
美しき宝(二)[初]

21:00 潜入！北朝鮮(二)

22:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖」(字)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター」(二)[初]

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル・エクスプレ

ス2286便」(二)

17:00  【新】ブガッティ・シロン
名車誕生の舞台裏(二)[初]

18:00  【新】ハッブル宇宙望遠鏡が魅
せる宇宙の絶景(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 【新】同じ日に生まれた４つの
命「思い描いた出産」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「元気いっぱ

いモジョ」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「2度の襲撃」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

23:00 【新】アメリカ～国立公園を巡
る旅「グレート・スモーキー山脈国立

公園」(二)[初]

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空587便」

(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ハリケーン観測機

NOAA42」(二)[初]

26:00 セックスの秘密「教育とセック
ス」(二)[初]

27:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー」(二)

04:00 忍び寄る超巨大地震の恐怖
(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#2 絹糸工
場」(二)[初]

07:00 野生に生きる「#1 本能の目覚
め」(二)[初]

08:00 旅するシェフの仰天レシピ「ボリ
ビア:コカの葉を求めて」(二)[初]

17:00 火星探査ローバー 奇跡の記
録(二)[初]

18:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ」(二)

19:00 鷹匠マカン(二)[初]

20:00 史上最悪の地球の歩き方７
「妊婦の運び屋」(字)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「母の形見のランドローバー」(二)

22:00 トップ・ギア シーズン6「#1」(字)

11:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「史上最悪のハッカー」(二)[初]

12:00 危険な時代に生きる 2「#7」
(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス２「破壊の科
学」(字)[初]

宇宙アワー
14:00 【新】スター・トーク２「#16」

(字)[初]

15:00 地下6400キロの旅 特別版
(日)[初]

27:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ」(二)[初]

04:00 スーパーカー大改造「日産・
GT-R」(二)[初]

05:00 スーパーカー大改造「アウディ・
A8」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「インド・パート１」(字)[初]

07:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「最初の一歩」(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！
「絶滅寸前！ノコギリエイ」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁「#4
サイズが運命を決める」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

21:00 スーパーカー大改造「レンジロー
バー・イヴォーク」(二)

22:00 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー」(二)

23:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ」(二)

24:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ」(二)

25:00 スーパーカー大改造「メルセデ
ス・ベンツGクラス ワゴン」(二)

26:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「夫婦の絆 日産スカイライン」

(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 死に直面した瞬間「#1 4.6km
のフリーフォール」(二)[初]

18:00 【新】アニマルER　緊急治療の
現場「犬:義足の必要性」(字)[初]

19:00 【新】メーデー！１４：航空機事
故の真実と真相「コンチネンタル・エク

スプレス2286便」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「アストン
マーティン・ヴァンテージ」(二)[初]

10:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖」(字)

11:30 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「水を求めて」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#10 ナイジェリア航空2120

便」(二)

14:00 メーデー！2：航空機事故の真
実と真相「#5 空中衝突」(二)[初]

15:00 武士道と日本刀 特別版
(日)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機
事故」(二)[初]

27:00 ナチスの素顔「ヒトラーが愛した
女たち」(二)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還」(字)[初]

05:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート
2」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「夢遊病」(字)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ターボ全

開！」(字)

08:00 中国:蒼き水中洞窟(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世にも奇妙な深海の魔物たち
(二)

20:00 トップ・ギア シーズン5「#9」(字)

21:00 【新】トップ・ギア シーズン6
「#1」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「息子に贈るモーリス・トラベラー」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「デンマークのボルボ・アマゾン」

(二)

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「英国欧州航空548便」

(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト

706便」(二)[初]

15:00 武士道と弓矢(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「伝説のモーガン・スリーホイラー」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「この世は危険だらけ」(二)[初]

18:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ターボ全

開！」(字)[初]

19:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故」

(二)

09:30 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリ
バン vs 米海軍SEAL」(二)[初]

10:30 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城」(二)

11:30 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#9 パシフィック・サウスウエス

ト航空182便」(二)

14:00 メーデー！2：航空機事故の真
実と真相「#4 上昇か？下降か？」

(二)[初]

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「サンタバーバラ航空518

便」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の
謎」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部隊」

(二)

04:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「超人的軍隊と危険薬物」(二)

05:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート
1」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「チアリーディングの法
則」(字)[初]

07:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グランド・キャニオン国立公園」(二)

08:00 コンティネント7：南極大陸「想
像を絶する気象」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ボーイング747の衝突事

故」(二)

20:00 【新】ナチスに残る都市伝説の
真相「超人的軍隊と危険薬物」

(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ジェット戦闘機地下工場」(二)[初]

22:00 【新】サベージ・キングダム:残酷
の王国「女王の苦悩」(字)[初]

23:00 世にも奇妙な深海の魔物たち
(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「エチオピア航空409便」

(二)[初]

14:00 メーデー！2：航空機事故の真
実と真相「#3 ハイジャック」(二)[初]

15:00 21世紀の最新鋭艦 特別版
(日)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「スターリング･モス現る」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「ダンスフロアの法則」
(二)[初]

18:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グランド・キャニオン国立公園」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！日産GTR　誕生の裏
側(二)[初]

10:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマー

ク1」(二)[初]

11:30 ライバルが暴く 真実と秘密「ウ
ラジーミル・プーチン」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#8 大韓航空8509便」(二)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部隊」

(二)[初]

05:00 イースター島：祖先の謎
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「燃料と熱エネ
ルギー」(字)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖」(字)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「狩りの技術」(二)

22:00 【新】史上最悪の地球の歩き
方７「妊婦の運び屋」(字)[初]

23:00 日本軍の極秘潜水艦(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ホッケーチームの悲劇」

(二)[初]

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜
落事故」(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：ドラムビート作戦」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「革命児アウディUr-クワトロ」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「人間大砲
発射！」(字)[初]

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖」(字)

21:00 マーズ 火星移住計画「第一
話 新世界」(二)[初]

【FOX チャンネル Presents】
19:00 レギオン　#1(字)

20:15 マーズ 火星移住計画 プロロー
グ(二)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン5「最
高のシティカーを求めて」(字)

11:30 トップ・ギア シーズン5「#9」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#7 ノースウエスト航空85

便」(二)

14:00 メーデー！2：航空機事故の真
実と真相「#2 傷ついた鳥」(二)[初]

15:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津
波」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン
の戦い「必死の守り」(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：ドラムビート作戦」(二)[初]

05:00 解明！中国兵馬俑の謎
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#1
ジェットエンジン付きオフィスチェア」

(二)[初]07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！漂流する犬」(字)

08:00 密着! エル・ドラド空港警察
「悲しい運び屋」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界の巨大工場６「装甲車イ
ヴェコLMV」(二)

25:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッド航空173便」

(二)[初]

20

21

22

23

24

25

22:45  ミラクル・プロダクト「現代に蘇るペルシャ絨
毯」～ミーリー工房のクラフトマンシップ(日)

21:50 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー」(二)[初]

20:55 一攫千金！カー・ストリッパーズ
２「栄光の60年代クラシックカー対決」

(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「幻のジャガー･Eタイプ」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 もしもの時の生存マニュアル「激
流に飲み込まれたら」(字)[初]

18:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！漂流する犬」(字)[初]

19:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「自家用ジェットの悲劇」

(二)[初]

23:00 忍び寄る超巨大地震の恐怖
(字)[初]

10:30 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ」(二)[初]

11:30 潜入！北朝鮮(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#6 ミュンヘンの悲劇」(二)

14:00 メーデー！2：航空機事故の真
実と真相「#1 突風」(二)[初]

15:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー(二)[初]

26

27

04:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン
の戦い「必死の守り」(二)

05:00 世にも奇妙な深海の魔物たち
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「回転遊具の法則」
(字)[初]

07:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ホワイトタイガー:腹腔鏡手術」(字)

08:00 フィデル・カストロ：真実の記録
(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「母の形見のランドローバー」(二)

【スーパーカー⼤改造⼀挙放送！】

【中国を知る】

【中国を知る】

【⽇本初放送 ⼀挙放送！】
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23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歌声を失ったシンガー･ルマン」

(二)[初]

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ジャーマンウイングス9525

便」(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アトランティック・エアウェイ

ズ670便」(二)

26:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「口を閉ざす男」(字)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「デンマークのボルボ・アマゾン」

(二)

17:00  【新】ブレイクスルー賞授賞式
(2016)(字)[初]

18:00  【新】ウイルスと人類の終わりな
き戦い(字)[初]

19:00  【新】ジェンダー革命(字)[初]

21:00 脳トリック2「男女」(二)[初]

21:30 脳トリック「性別」(二)[初]

22:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩」(字)

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「社交的な犬を目指して」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「ジェットエンジンを買い付けろ」

(二)[初]14:00 トップ・ギア USA シーズン5「究
極のカスタムカー」(字)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「母の形見のランドローバー」(二)

16:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ
２「ファーストカー対決」(二)

27:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ」(二)

04:00 レーガン大統領 銃弾の真相
(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#3 18世紀
の製粉所」(二)[初]

07:00 野生に生きる「#2 襲い掛かる
災難」(二)[初]

08:00  旅するシェフの仰天レシピ「中
国:レンコンとコイ」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 【新】同じ日に生まれた４つの
命「十人十色の出産年齢」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「マイルズの

欲望」(字)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「運に見放されたダイムラー・ダー

ト」(二)

22:00 トップ・ギア シーズン6「#2」(字)

23:00 野生動物の楽園：イエロース
トーンの冬(二)[初]

24:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「フェデラルエクスプレス８０

便」(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「国連チャーター機 DC-

6」(二)

26:00 セックスの秘密「スキャンダルと
セックス」(二)[初]

15:00 ホーキング博士のジーニアス
「地球は宇宙のどこにある？」 特別

版(日)[初]

16:00 検証：UFO事件の新事実「アリ
ゾナUFO誘拐事件」(二)[初]

17:00 マーズ 火星移住計画「第一
話 新世界」(二)

18:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ」(二)

19:00 巨大建造物：究極の鉄道
(二)[初]

20:00 史上最悪の地球の歩き方７
「海賊に拉致されたカップル」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「幻覚剤に人生を捧げた男」(二)[初]

12:00 危険な時代に生きる 2「#8」
(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス２「力を上手に
使うには？」(字)[初]

宇宙アワー
14:00 【新】スター・トーク２「#17」

(字)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝
突」(二)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「美しき絵画の数奇な運命」(二)

04:00 ケネディ大統領暗殺の真相
(字)[初]

05:00 凶悪犯罪の科学捜査「#6 弾
道学」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バー教授のクロコダイル調査隊
「フロリダ・パート１」(字)[初]

07:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「メスザメ捕獲」(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！
「危険な巨大淡水エイ」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁「#5
漁師の意地をかけて」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場６「日産 GT-
R」(二)[初]

21:00 【新】トップ・ギア USA シーズン
5「究極のカスタムカー」(字)[初]

22:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ」(二)

23:00 世界の巨大工場３「ベント
レー」(二)[初]

24:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便」

(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便」(二)

15:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「捜査と押収」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「オーナーの笑顔を願うシトロエ

ン」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 死に直面した瞬間「#2 ヘリコプ
ターの墜落」(二)[初]

18:00 【新】アニマルER　緊急治療の
現場「猫:噛み砕かれた顎」(字)[初]

19:00 【新】メーデー！１４：航空機事
故の真実と真相「ジャーマンウイングス

9525便」(二)[初]

09:30 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「砂漠のカンガルー」(二)

10:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩」(字)

11:30 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「大海原へ」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#14 ユナイテッド航空232

便」(二)[初]

14:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#5 機内の爆弾」(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「エル・アル航空1862便」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃」
(二)[初]

27:00 ナチスの素顔「ヒトラーの建築
家」(二)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄の記憶」(字)[初]

05:00 凶悪犯罪の科学捜査「#5 法
医昆虫学」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「聖痕」(字)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ソフィア救

済」(字)

08:00 鷹匠マカン(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アトランティック・サウス

イースト航空2311便」(二)[初]

20:00 トップ・ギア シーズン6「#1」(字)

21:00 【新】トップ・ギア シーズン6
「#2」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「デンマークのボルボ・アマゾン」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「悩めるエスコートRS」(二)

24:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２

５４便 」(二)[初]

14:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#4 流血の操縦室」

(二)[初]

15:00 願いの海:水中に広がる美しき
宝(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「憧れのコルベット・スティングレイ」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「戦慄のパワーボート」(二)[初]

18:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ソフィア救

済」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 戦闘ヘリの限界に挑む！「アル
ゼンチン vs 英国特殊部隊SAS」

(二)[初]

10:30 ナチスに残る都市伝説の真相
「超人的軍隊と危険薬物」(二)

11:30 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版(日)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#13 スカンジナビア航空

686便」(二)[初]

04:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「美しき絵画の数奇な運命」(二)

05:00 凶悪犯罪の科学捜査「#4 指
紋」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「四輪バギーの法則」
(字)[初]

07:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グレート・スモーキー山脈国立公園」

(二)

08:00 コンティネント7：南極大陸「立
ち往生した砕氷船」(字)[初]

22:00 【新】サベージ・キングダム:残酷
の王国「牙を剥く反逆者」(字)[初]

23:00 【新】世界大自然紀行：オース
トラリア「砂漠のカンガルー」(二)[初]

24:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便」

(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト
ル・チャレンジャー爆発事故」(二)

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「サン＝ナゼール強襲」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学3「自撮りの法則」
(二)[初]

18:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グレート・スモーキー山脈国立公園」

(二)

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空200便」(二)[初]

20:00 【新】ナチスに残る都市伝説の
真相「美しき絵画の数奇な運命」

(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網」(二)[初]

11:30 潜入！NYマフィア捜査
(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#12 タカ航空110便」(二)

14:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#3 御巣鷹の尾根」

(二)[初]

15:00 ブガッティ・シロン
名車誕生の舞台裏(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィ

ア」(二)

27:00 第二次世界大戦の潜水艦「ワ
フー：日本軍の補給路を断て」(二)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作
戦「サン＝ナゼール強襲」(二)[初]

05:00 凶悪犯罪の科学捜査「#3 法
医人類学」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス「身近な物の意
外なパワー」(字)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩」(字)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「水を求めて」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 解体！F-4ファントム戦闘機
(二)

10:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィ

ア」(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「吸血鬼」(二)[初]

21:00 マーズ 火星移住計画「第二
話 赤き大地」(二)[初]

22:00 【新】史上最悪の地球の歩き
方７「海賊に拉致されたカップル」

(字)[初]

23:00 カリブの海賊たちの真実
(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッドエクスプレス

5925便」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油工
場爆発事故」(二)[初]

15:00 ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる
宇宙の絶景(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマー

ク1」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 世界何でもデータブック「犯罪ビ
ジネス」(二)[初]

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩」(字)

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「スパンエア5022便」

(二)[初]

09:30 トップ・ギア シーズン6「#1」(字)

10:30 マシン・インポッシブル:未来テク
ノロジーを追え！「クルマの明るい未

来」(二)[初]

11:30 潜入！地下ポーカー(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#11 パシフィック・サウスウエ

スト航空1771便」(二)

14:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#2 バグダッド上空」

(二)[初]

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「カンタス航空32便」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島
の大噴火」(二)[初]

27:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「ワ
フー：日本軍の補給路を断て」

(二)[初]

05:00 凶悪犯罪の科学捜査「#2 毒
物学」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#2 究
極のロック・クローリングマシン」(二)[初]

07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ ダイバーを狙うサメ」(字)

08:00 密着! エル・ドラド空港警察「さ
まざまな空港犯罪」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アトランティック・エアウェイ

ズ670便」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー」(二)

21:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ
２「ファーストカー対決」(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー」(二)[初]

23:00 ブガッティ・シロン
名車誕生の舞台裏(二)

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・モーレア1121便」

(二)[初]

14:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#1 風前の灯」(二)[初]

15:00 真珠湾に眠る英霊たちへ(字)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「アルファロメオに賭けた夢」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 もしもの時の生存マニュアル「ス
カイダイビングで事故が起きたら」

(字)[初]18:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ ダイバーを狙うサメ」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「運に見放されたダイムラー・ダー

ト」(二)

10:30 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ」(二)

11:30 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル・エクスプレ

ス2286便」(二)

04:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引(二)

05:00 凶悪犯罪の科学捜査「#1
DNA鑑定」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「トランポリンの法則」
(字)[初]

07:00 アニマルER　緊急治療の現場
「犬:義足の必要性」(字)

08:00 密着！国境警備の戦い:命が
けの突破(字)[初]
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【⽇本初放送 ⼀挙放送！】
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26:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨
事」(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：大西洋の死闘」(二)

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「マグダラのマリア」(二)[初]

21:00 マーズ 火星移住計画「第三
話 苦闘」(二)[初]

22:00 【新】史上最悪の地球の歩き
方７「フィリピンの武装組織」(字)[初]

23:00 【新】無情の海域～沈みゆく真
実を追う「#1」(字)[初]

24:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「エールフランス４５９０便

コンコルド炎上」(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空200便」(二)

15:00 ウイルスと人類の終わりなき戦
い(字)

16:00 世界の巨大工場２「ロールス・
ロイス　ファントム」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 世界何でもデータブック「トレ
ジャーハント」(二)[初]

18:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者」(字)

19:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#2 パンナム103便」

(二)[初]

09:30 トップ・ギア シーズン6「#2」(字)

10:30 トップ・ギア USA シーズン5「究
極のカスタムカー」(字)

11:30 解析！超自然現象２「UMA
ビッグフット」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！５：航空機事故の真
実と真相「#1 大地への激突」

(二)[初]

14:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#7 ヘリコプターへの落雷」

(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「スパンエア5022便」(二)

26:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅
の列車事故」(二)[初]

27:00 潜入！アメリカ連邦捜査局
(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：大西洋の死闘」(二)[初]

05:00 潜入！NYマフィア捜査(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#3
ターボチャージャー付き落ち葉掃除

機」(二)[初]07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ラマの逃走劇」(字)

08:00 密着! エル・ドラド空港警察
「徹底的な麻薬検査」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#1 チャイナエアライン611

便」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ」(二)

21:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ
２「型破りな車対決」(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)[初]

23:00 潜入！日産GTR　誕生の裏
側(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「息子に贈るモーリス・トラベラー」

(二)

10:30 スーパーカー大改造「メルセデ
ス・ベンツGクラス ワゴン」(二)

11:30 解析！超自然現象２「動物
大量死」(二)[初]

24:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ケネディ家の悲劇」

(二)[初]

14:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#6 誤認」(二)[初]

15:00 ブレイクスルー賞授賞式
(2016)(字)

16:00 世界の巨大工場２「ランボル
ギーニ」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 もしもの時の生存マニュアル「海
流に引き込まれたら」(字)[初]

18:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ラマの逃走劇」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ジャーマンウイングス9525

便」(二)

04:00 潜入！アメリカ連邦捜査局
(二)[初]

05:00 凶悪犯罪の科学捜査「#6 弾
道学」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学「シーソーの法則」
(字)[初]

07:00 アニマルER　緊急治療の現場
「猫:噛み砕かれた顎」(字)

08:00 密着！国境警備の戦い:ドラッ
グの密輸現場(字)[初]

25

26

27

22

23

24

19

20

21

16

17

18

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6


