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(ET) 月曜日 2017/05/29 火曜日 2017/05/30 水曜日 2017/05/31 木曜日 2017/06/01 金曜日 2017/06/02 土曜日 2017/06/03 日曜日 2017/06/04 (ET)

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「懐
かしの80年代クラシックカー（HD）」

(字)

14:55 スーパーカー大改造「日産・
GT-R（HD）」(二)[初]

15:50 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フォード・マニア（HD）」(字)[初]

16:45  バーゼルワールド 2017 ～時
計の真価(HD)(日)[初]
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25:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#3 オスロ発　チャーター機

（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「組織の親玉を挙げろ！

(HD)」(二)[初]

14:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死（HD）」

(二)[初]

15:00 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と
戦いの記憶（HD）(字)[初]

16:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：大西洋の死闘（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ハイヒールの法則
（HD）」(字)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)

19:00 Save the Water Special
supported by MODERE

ザトウクジラ：神秘の世界（HD）
(二)[初]

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
アメリカ編「雪の地獄と化したハイウェ

イ（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン4「懐
かしの80年代クラシックカー（HD）」

(字)[初]

22:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]

24:00 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

（HD）」(二)[初]

18:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 マーズ 火星移住計画「第二
話 赤き大地（HD）」(二)[初]

10:30 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「史上最悪のハッカー（HD）」(二)

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 5（HD）」(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(HD)」(二)[初]

07:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」(二)

08:00 【中国を知る】
潜入！中国の春節連歓晩会 (HD)

(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきＡＣアシーカ（HD）」

(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空191便

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#2 パンナム103便（ＨＤ）」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間２「アムトラック列
車事故」(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

（HD）」(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

（HD）」(字)[初]

18:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」(二)[初]

19:00 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(HD)」

(二)[初]

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
アメリカ編「氷上の救出劇（HD）」

(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 5（HD）」(字)[初]

11:30 世界大自然紀行：カリブ海諸
島（HD）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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

（HD）」(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（HD）」

(二)[初]

16:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「史上最悪のハッカー（HD）」(二)[初]

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

（HD）」(二)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「政府の
隠ぺい（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「猫スペシャル（HD）」
(字)[初]

07:00 群れで狩る動物「ライオン
(HD)」(二)[初]

08:00 潜入！シンガポール航空（HD）
(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#8（HD）」(二)[初]

10:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」(字)[初]
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04:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「原爆投下（HD）」(二)[初]

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「暴かれる意外な真実（HD）」

(字)[初]

05:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#1（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日) 06:00 インフォメーション (日)

06:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ク
マ」(二)[初]

06:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「死者がもたらすお宝（HD）」(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」(字)[初]

07:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！３
「300キロ級のコイ(HD)」(二)[初]

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#3（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日) 09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁　南
北対決「残されたわずかな時間

（HD）」(字)[初]

09:30 野生動物ビックリ映像集「衝撃
の危機一髪（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日) 10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「永遠の命
（HD）」(二)[初]

11:00 ザ・宇宙　～神秘と驚異～２
「#6 建設エリア(HD)」(二)[初]

12:00 Save the Water Special
supported by MODERE

ザトウクジラ：神秘の世界（HD）(二)

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「進撃する巨人（HD）」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日) 13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「圧力の科学
（HD）」(字)[初]

13:30 死に直面した瞬間「#5 時速
170キロの自転車事故(HD)」(二)[初]

14:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)[初]

15:00 エアバスＡ３８０：世界最大の旅
客機（ＨＤ）(字)[初]

16:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「#6（HD）」(二)[初]

17:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#3（HD）」(字)[初]

17:00 失われたアトランティス大陸を
求めて（HD）(二)[初]

18:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引（HD）(二)[初]

18:45 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#1（HD）」(二)

[初]

19:00 【中国を知る】
中国サーカス：エリート(二)[初]

20:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の
舞台裏（HD）(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#2（HD）」(二)

21:00 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

（HD）」(二)[初]

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#3（HD）」(二)

22:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 3（HD）」(字)[初]

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(二)

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#3（HD）」(二)[初]

26:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」(字)[初]

27:00 UFO地球襲来の真実「夜空を
横切る謎の光（HD）」(二)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきＡＣアシーカ（HD）」

(二)

23:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ザトウクジラの体当たり（HD）」

(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身（HD）」

(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#3 機内炎上（HD）」

(二)[初]

24:00 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

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#4 着陸ミスと事故原因」

(二)[初]

25:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「目撃者の行方（HD）」(字)[初]

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【宇宙アワー】

ナショジオ フロントライン

ジーニアス 前半戦 ⼀挙放送

ナショジオ サンデー ストーリー
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(ET) 月曜日 2017/06/05 火曜日 2017/06/06 水曜日 2017/06/07 木曜日 2017/06/08 金曜日 2017/06/09 土曜日 2017/06/10 日曜日 2017/06/11 (ET)
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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（HD）」

(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（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ロックスターの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「氷河期を生き抜く(HD)」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！国境警備の戦い:番外
編「#2（HD）」(字)[初]

10:30 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と
戦いの記憶（HD）(字)

11:30 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！2：航空機事故の真
実と真相「#5 空中衝突」(二)[初]

14:00 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

（HD）」(二)[初]

15:00 始皇帝陵の暴かれた真実
（HD）(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジェイクの驚き昆虫記「糸と爪」
(字)[初]

18:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野生
に帰るまで (HD)(二)[初]

19:00 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

(HD)」(二)[初]

20:00 トップ・ギア USA シーズン3「ア
ダム、夢の企画を実現！（HD）」

(字)[初]

21:00 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

（HD）」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「革命児アウディUr-クワトロ

（HD）」(二)[初]

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(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

（HD）」(二)

25:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#4 サウジアラビア航空763

便（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造(HD)(二)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「撃墜されたステルス戦闘機（HD）」

(字)

04:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「男の正体（HD）」(字)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「UFO乱
舞事件（HD）」(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「オサガメ」(字)[初]

07:00 恐るべき野生の殺し屋「生まれ
ながらのハンター（HD）」(二)[初]

08:00 世界大自然紀行：カリブ海諸
島（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着! エル・ドラド空港警察
「厳重なセキュリティ（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「ノストラダムスの大予

言（HD）」(字)[初]11:30 世界の巨大工場２「イケア
（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！2：航空機事故の真
実と真相「#6 ニューヨーク上空」

(二)[初]

14:00 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（HD）」(二)[初]

15:00 21世紀の最新鋭艦
(HD)(二)[初]

17:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)[初]

18:00 カラーで見るノルマンディー上陸
作戦「苦悩と決断（HD）」(字)[初]

19:00 カラーで見るノルマンディー上陸
作戦「パリ解放（HD）」(字)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(二)

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(二)[初]

22:00 潜入！北朝鮮(二)[初]

23:00 世にも奇妙な深海の魔物たち
（HD）(二)[初]

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死（HD）」(二)

25:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#5 米空軍C-5Aギャラク

シー（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

27:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「男の正体（HD）」(字)

04:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（HD）」(二)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「戦場に
現れたUFO（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「シャボン玉の
不思議（HD）」(字)[初]

07:00 ラスト・ライオン(HD)(二)[初]

08:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ライオン」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！暗黒産業「闇社会の
銃（HD）」(二)[初]

10:30 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ（HD）」(字)[初]

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(二)

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「#1 クロス航空3597便

(HD)」(二)[初]

14:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「エール・フランス447便

（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「破壊の科学
（HD）」(字)[初]

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「アムールヒョウと秘密の森

（ＨＤ）」(二)[初]

19:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#8 大韓航空8509便

(HD)」(二)[初]

16:45  バーゼルワールド 2017 ～時
計の真価(HD)(日)

15:00 地下6400キロの旅 特別版
(HD)(日)[初]

20:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)

[初]

21:00 【新】9.11と人々の声（HD）
(字)[初]

22:00 【新】世界大自然紀行：アゾレ
ス諸島（HD）(字)[初]

23:00 知られざるプライド「危険だらけ
の暮らし（HD）」(二)[初]

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

（HD）」(二)

25:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#6 チュニインター1153便

（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（HD）」(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（HD）」

(二)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「海に墜
落した光（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「犬スペシャル（HD）」
(字)[初]

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「アムールヒョウと秘密の森

（ＨＤ）」(二)

08:00 危険な時代に生きる 2「エネル
ギー戦争（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ユーチューブ進化論（HD）
(二)[初]

10:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」(字)

11:30 世界大自然紀行：アゾレス諸
島（HD）(字)

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「#2 ブリティッシュ・エアウェイ

ズ38便(HD)」(二)[初]

14:00 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

（ＨＤ）」(二)[初]

15:00 ジェンダー革命（HD）(字)[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「海
流に引き込まれたら（HD）」(字)[初]

18:00 ベティ・ホワイトのビッグ・キャッ
ト・ツアー（HD）(字)[初]

19:00 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(HD)」(二)[初]

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
アメリカ編「一触即発（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 6（HD）」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z

（HD）」(二)

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

（HD）」(二)[初]

24:00 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（HD）」(二)

25:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#7 アダム航空574便（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

26:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(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（HD）」(二)

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(HD)」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ジェット戦闘機地下工場（HD）」

(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 6（HD）」(字)

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(HD)」(二)[初]

07:00 ベティ・ホワイトのビッグ・キャッ
ト・ツアー（HD）(字)

08:00 【中国を知る】
中国サーカス：エリート(二)

24:00 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー（HD）」

(二)[初]

25:00 スーパーカー大改造「レンジロー
バー・イヴォーク（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#2 パンナム103便（ＨＤ）」

(二)

15:00 地球：45億年物語 特別版
(HD)(日)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「綱渡りの法則（HD）」
(字)[初]

18:00 【新】因縁の対決：ライオン vs
バッファロー（HD）(二)[初]

19:00 Save the Water Special
supported by MODERE

願いの海:水中に広がる美しき宝
（HD）(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　南
北対決「終了間際の死闘（HD）」

(字)[初]

20:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)

21:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)

22:00 スーパーカー大改造「日産・
GT-R（HD）」(二)

23:00 スーパーカー大改造「メルセデ
ス・ベンツGクラス ワゴン（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 マーズ 火星移住計画「第三
話 苦闘（HD）」(二)[初]

10:30 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「伝説の犯罪写真家（HD）」(二)[初]

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(二)

13:30 雑学サイエンス「重力に逆らう
（HD）」(字)[初]

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」

(二)[初]

26:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー（HD）」(二)[初]

27:00 スーパーカー大改造「アストン
マーティン・ヴァンテージ（HD）」

(二)[初]

04:00 スーパーカー大改造「アウディ・
A8（HD）」(二)[初]

05:00 スーパーカー大改造「シボレー・
カマロ（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ザ
トウクジラ」(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」(字)[初]

08:00 潜入！シンガポール航空（HD）
(字)

25:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#6 太平洋上空でのパニッ

ク（HD）」(二)[初]

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(二)

15:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便

（HD）」(二)[初]

16:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空191便

（HD）」(二)

17:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#4（HD）」(字)[初]

18:00 【新】潜入！暗黒産業 ～闇ビ
ジネスの覇者たち（HD）(字)[初]

19:00 【中国を知る】
中国サーカス：氷上(二)[初]

20:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)[初]

09:30 野生動物ビックリ映像集「奇襲
攻撃（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「ロジャー･ムーアも愛したボルボ

P1800（HD）」(二)[初]

22:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 4（HD）」(字)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ 水中で狩りをするジャガー

（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#5 ７３７型機に潜む危機

（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「解き放た
れた世界（HD）」(二)[初]

12:00 Save the Water Special
supported by MODERE

願いの海:水中に広がる美しき宝
（HD）(二)

13:00 インフォメーション (日)

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「ス
クールバスを除雪車に!?（HD）」

(字)[初]

15:00 スーパーカー大改造「アウディ・
A8（HD）」(二)

27:00 石器時代のセックス
(HD)(二)[初]

04:00 日本軍への残虐な戦犯
(HD)(二)[初]

05:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#2（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「プラチナ・ギャンブル（HD）」(二)[初]

07:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#3（HD）」(二)

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー（HD）」

(字)[初]

17:00 【新】ヒマラヤ 天空ミイラの謎
（HD）(二)[初]

18:00 【新】秘められた旧約聖書の謎
（HD）(二)[初]

21:00 マーズ 火星移住計画「第一
話 新世界（HD）」(二)[初]

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「フォード・コルチナの抜け殻

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃

（HD）」(二)[初]

19:00 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

（HD）」(二)[初]

20:00 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

（HD）」(二)[初]

25:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「さらなる証言（HD）」(字)[初]

26:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」(字)

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z

（HD）」(二)

10

11

12

13
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11:00 ザ・宇宙　～神秘と驚異～２
「#7 地球脱出(HD)」(二)[初]

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「飼い主の影響力（HD）」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 死に直面した瞬間「#6 赤ちゃ
んに突っ込む自動車(HD)」(二)[初]

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】 【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット スペシャル】

【特集:⻑編ドキュメンタリースペシャル】

【特集:ノルマンディー上陸作戦】

【スーパーカー⼤改造 ⼀挙放

【ナショジオ フロントライン】

【宇宙アワー】

ナショジオ サンデー ストーリーナショジオ フロントライン

【特集:航空機事故 空中分解】

カー・SOS 厳選エピソード
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(ET) 月曜日 2017/06/12 火曜日 2017/06/13 水曜日 2017/06/14 木曜日 2017/06/15 金曜日 2017/06/16 土曜日 2017/06/17 日曜日 2017/06/18 (ET)

22:45  バーゼルワールド 2017 ～時
計の真価(HD)(日)

18

19

22:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 5（HD）」(字)

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(二)

26

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・フロリダ90便（HD）」

(二)[初]

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」(字)[初]

20:55 トップ・ギア USA シーズン4「ス
クールバスを除雪車に!?（HD）」(字)

21:50 潜入！日産GTR　誕生の裏
側(HD)(二)[初]

27

20

21

22

23

24

25

11

12

14

15

16

17

13

14

15

16

5

6

7

8

9

10

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵（HD）」(字)[初]

05:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「コーナリングの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（HD）(二)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「狩猟から牧畜へ(HD)」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！国境警備の戦い:番外
編「#3（HD）」(字)

10:30 9.11と人々の声（HD）(字)

11:30 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(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(HD)」(二)[初]

14:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#3 オスロ発　チャーター機

（ＨＤ）」(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「ロジャー･ムーアも愛したボルボ

P1800（HD）」(二)

16:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#3（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジェイクの驚き昆虫記「侵略
者」(字)[初]

18:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」(二)[初]

19:00 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(HD)」(二)[初]

20:00 トップ・ギア USA シーズン3「世
紀末ドライブ 世界滅亡に備える車

（HD）」(字)[初]

21:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃

（HD）」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「スターリング･モス現る（HD）」

(二)[初]

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(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

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュミッドランド

航空９２便（HD）」(二)[初]

26:00 新　衝撃の瞬間「コロンビア
号、最後の飛行(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「セントヘレン
ズ山の猛威(HD)」(字)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵（HD）」(字)

04:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「犠牲となった者たち（HD）」

(字)[初]

05:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「超人的軍隊と危険薬物（HD）」

(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「ゴンドウクジラ」(字)[初]

07:00 恐るべき野生の殺し屋「反撃
する獲物（HD）」(二)[初]

08:00 世界大自然紀行：アゾレス諸
島（HD）(字)

09:00 インフォメーション (日)

18:00 秘められた旧約聖書の謎
（HD）(二)

19:00 ヒマラヤ 天空ミイラの謎（HD）
(二)

09:30 密着! エル・ドラド空港警察「コ
カイン密輸の手口（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「ダ・ヴィンチの暗号（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]11:30 世界の巨大工場２「アウディ
（HD）」(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

(HD)」(二)[初]

4

5

6

7

8

04:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:日本軍731部隊の謎

（HD）」(二)[初]

06:30 バカと科学でバ科学なのだ!!「バ
カと科学は使いようなのだ（HD）」(日)

07:00 バカと科学でバ科学なのだ!!
「尾が西向きゃ、イヌは東なのだ

（HD）」(日)07:30 バカと科学でバ科学なのだ!!「ネ
コの手は借りられないのだ（HD）」(日)

08:00 ネコ：知られざる生態（HD）
(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「パリの列車
事故(HD)」(字)[初]

27:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「犠牲となった者たち（HD）」(字)

24:00 バカと科学でバ科学なのだ!!「ネ
コの手は借りられないのだ（HD）」

(日)[初]24:30 新　衝撃の瞬間「空母爆発事
故(HD)」(字)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(二)

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(二)[初]

23:00 バカと科学でバ科学なのだ!!「バ
カと科学は使いようなのだ（HD）」

(日)[初]

22:00 【新】ブレイクスルー:科学革命
の夜明け 2「脳を再起動（HD）」

(二)[初]

23:30 バカと科学でバ科学なのだ!!
「尾が西向きゃ、イヌは東なのだ

（HD）」(日)[初]

10:30 ライバルが暴く 真実と秘密
「サッダーム・フセイン（HD）」(字)[初]

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

26:00 新　衝撃の瞬間「神戸を襲った
大震災(HD)」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バカと科学でバ科学なのだ!!「バ
カと科学は使いようなのだ（HD）」(日)

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便

（HD）」(二)

14:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#4 サウジアラビア航空763

便（ＨＤ）」(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきＡＣアシーカ（HD）」

(二)

16:00 仮想現実で暴く！タイタニック
号沈没の謎（HD）(二)[初]

17:00 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎（HD）(二)[初]

26:00 新　衝撃の瞬間「TWA800便
の事故原因(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「プエルトリコの
ガス爆発(HD)」(字)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:日本軍731部隊の謎

（HD）」(二)

18:00 バカと科学でバ科学なのだ!!
「尾が西向きゃ、イヌは東なのだ

（HD）」(日)18:30 バカと科学でバ科学なのだ!!「ネ
コの手は借りられないのだ（HD）」(日)

19:00 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(HD)」(二)[初]

20:00 衝撃の瞬間～番外編～「ロシ
ア原子力潜水艦の悪夢（HD）」

(二)[初]

24:00 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（HD）」(二)[初]

25:00 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 （HD）」(二)[初]

06:30 バ科学2「野生動物スペシャル
（HD）」(字)[初]

07:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「殺人キラー：ヒョウ（HD）」(二)[初]

08:00 危険な時代に生きる 2「海面
上昇（HD）」(字)[初]

23:00 知られざるプライド「絶体絶命
（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「脳を再起動（HD）」(二)

10:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」(字)

11:30 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！暗黒産業 ～闇ビジネ
スの覇者たち（HD）(字)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#1 奇跡の大脱出（HD）」

(二)[初]

14:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#5 米空軍C-5Aギャラク

シー（ＨＤ）」(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z

（HD）」(二)

16:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の
記憶（HD）(二)[初]

21:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)

22:00 【新】世界大自然紀行：北アメ
リカ「オオカミ王国（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#2 謎の白い光（HD）」

(二)[初]

14:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#6 チュニインター1153便

（ＨＤ）」(二)

15:00 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

（HD）」(二)[初]

16:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「幻覚剤に人生を捧げた男（HD）」

(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「大
津波に襲われたら（HD）」(字)[初]

18:00 【新】ロッキー山脈に生きる
ピューマの生態(HD)(二)[初]

19:00 メーデー！９：航空機事故の真
実と真相「#12 タカ航空110便(HD)」

(二)[初]

20:00 世界の巨大工場７「マスタング
（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 7（HD）」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ

（HD）」(二)

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

（HD）」(二)

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「クロスエア498便（HD）」

(二)[初]

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」

(二)

26:00 新　衝撃の瞬間「アムステルダ
ム航空機事故(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「フロリダ湿地
帯墜落事故(HD)」(字)[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（HD）」(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（HD）」(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 7（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#4 巨大製
紙工場(HD)」(二)[初]

07:00 ロッキー山脈に生きるピューマの
生態(HD)(二)

08:00 【中国を知る】
中国サーカス：氷上(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 マーズ 火星移住計画「第四
話 嵐の前に（HD）」(二)[初]

10:30 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「復讐と改革のハイジャック（HD）」

(二)[初]

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#3 機内炎上（HD）」(二)

14:00 メーデー！６：航空機事故の真
実と真相「#7 アダム航空574便（Ｈ

Ｄ）」(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ

（HD）」(二)

16:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ハーダー：日本軍の支配海域へ

（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ウィリーの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 【新】捕食者の死闘：ライオン
vsチーター (HD)(二)[初]

25:00 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（HD）」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（HD）」(二)

19:00 Save the Water Special
supported by MODERE
サメの楽園（HD）(字)[初]

23:00 【新】スーパーカー大改造 2「ア
ウディ・R8 （HD）」(二)[初]

26:00 【新】ナチス・ドイツ 地獄のアル
バム（HD）(字)[初]
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06:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「カ
メ」(二)[初]

06:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「化学室の金（HD）」(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」(字)[初]

07:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#4（HD）」(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（HD）」(二)

04:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱
走計画（HD）(二)[初]

05:00 世にも奇妙な伝説バスター「#1
アフリカの沼モンスター(HD)」(二)[初]

05:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#3（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日) 06:00 インフォメーション (日)

05:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)
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08:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「川の巨大サメ（HD）」(二)[初]

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(二)

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

05:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:ワニに襲われた日本軍

（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日) 09:00 インフォメーション (日)

09:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「城を守るヒョウ（HD）」(字)

09:30 野生動物ビックリ映像集「目を
疑う光景（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日) 10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「未知を楽
しむ（HD）」(二)[初]

11:00 ザ・宇宙　～神秘と驚異～２
「#8 世界の終わり(HD)」(二)[初]

12:00 Save the Water Special
supported by MODERE

サメの楽園（HD）(字)

12:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「悪夢のナーニ（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日) 13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「太陽光線の力
（HD）」(字)[初]

13:30 死に直面した瞬間「#7 空飛ぶ
自動車事故(HD)」(二)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「巨
大トレーラーを乗りこなせ（HD）」

(字)[初]

15:00 スーパーカー大改造 2「アウ
ディ・R8 （HD）」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー（HD）」(字)[初]

14:00 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（HD）」(二)[初]

15:00 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（HD）」(二)[初]

16:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)[初]

17:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#5（HD）」(字)[初]

18:00 【新】密着！ニューヨーク市警
テロ対策特殊部隊（HD）(二)[初]

19:00 【中国を知る】
中国の大巡礼（HD）(字)[初]

20:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきＡＣアシーカ（HD）」

(二)

21:00 マーズ 火星移住計画「第二
話 赤き大地（HD）」(二)

17:00 忍び寄る超巨大地震の恐怖
(HD)(字)[初]

19:00 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

（HD）」(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「夫婦の絆 日産スカイライン

（HD）」(二)[初]

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(二)

26:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」(字)

27:00 ザ・潜入！「世界最大のセク
シー・フェスティバル（HD）」(二)[初]

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ

（HD）」(二)

23:00 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（HD）」

(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛され続けたMG・ミジェット

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#7 未確認小型飛行機

（HD）」(二)[初]

24:00 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（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#8 紛争地域での墜落

（HD）」(二)[初]

25:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「男の正体（HD）」(字)

【ビッグ・キャット・ウィーク】【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】 【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット スペシャル】

【特集:ザ・ミステリー】

【ナショジオ フロントライン】

【宇宙アワー】

ナショジオ サンデー ストーリーナショジオ フロントライン

【特集:航空機事故 炎上】

カー・SOS 厳選エピソード
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(ET) 月曜日 2017/06/19 火曜日 2017/06/20 水曜日 2017/06/21 木曜日 2017/06/22 金曜日 2017/06/23 土曜日 2017/06/24 日曜日 2017/06/25 (ET)

25

26

27

19

20

21

22

23

24

4

5

6

7

8

9

18

14

15

4

5

6

7

8

9

06:00 インフォメーション (日)

24

25

26

27

16

17

18

19

20

21

06:30 バ科学2「懸垂の法則（HD）」
(字)[初]

07:00 捕食者の死闘：ライオンvsチー
ター (HD)(二)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「アメリカ大陸へ(HD)」(二)[初]

22

23

10

11

12

13

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！国境警備の戦い:番外
編「#4（HD）」(字)

10:30 ナチス・ドイツ 地獄のアルバム
（HD）(字)

11:30 世界の巨大工場７「テスラ・モ
デルS（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#4 着陸ミスと事故原因」

(二)

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュミッドランド

航空９２便（HD）」(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」

(二)[初]

16:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#4（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジェイクの驚き昆虫記「殺すか
治すか」(字)[初]

18:00 ストーム・キャット：嵐の中で
（HD）(二)[初]

19:00 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(HD)」(二)[初]

20:00 トップ・ギア USA シーズン3
「ビーチで！雪山で！高級ＳＵＶ最高

峰決定戦！（HD）」(字)[初]

21:00 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（HD）」(二)

22:00 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

（HD）」(二)[初]

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(二)

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

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ケネディ家の悲劇

（HD）」(二)[初]

26:00 新　衝撃の瞬間「クイーンズ墜
落事故(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「タイタニック沈
没事故(HD)」(字)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還（HD）」(字)

04:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「暴かれる意外な真実（HD）」

(字)

05:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:日本軍731部隊の謎

（HD）」(二)

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「シロナガスクジラ」(字)[初]

07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ 水中で狩りをするジャガー

（HD）」(字)

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着! エル・ドラド空港警察
「出入国審査官たちの奮闘（HD）」

(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「吸血鬼（HD）」

(字)[初]11:30 世界の巨大工場２「ポルシェ
（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#5 ７３７型機に潜む危機

（HD）」(二)

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便

（HD）」(二)

15:00 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

（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

17:00 解明！中国兵馬俑の謎
(HD)(二)[初]

18:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「吸血鬼（HD）」(二)[初]

19:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「悪霊（HD）」(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(二)

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#7（HD）」(二)[初]

22:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「電脳世界とハッカー（HD）」

(二)[初]

23:00 【新】水と権力 特別篇：盗まれ
た資源（HD）(二)[初]

24:30 地球が壊れる前に（HD）
(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「空母爆発事
故(HD)」(字)

27:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「暴かれる意外な真実（HD）」

(字)

04:00 ナチスの魔宮　～消えた財宝
の謎～（HD）(字)[初]

05:00 秘められた旧約聖書の謎
（HD）(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「破壊の科学
（HD）」(字)

07:00 ストーム・キャット：嵐の中で
（HD）(二)

08:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「脳を再起動（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！ニューヨーク市警 テロ対
策特殊部隊（HD）(二)

10:30 ライバルが暴く 真実と秘密「ウ
ラジーミル・プーチン（HD）」(字)[初]

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#6 太平洋上空でのパニッ

ク（HD）」(二)

14:00 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 （HD）」(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活、ボクスホール アストラGTE

（HD）」(二)[初]

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「空気圧を見
くびるな（HD）」(字)[初]

18:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「人間の味を覚えたライオン（HD）」

(二)[初]

19:00 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(HD)」(二)[初]

20:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃
(HD)」(二)[初]

21:00 密着！ニューヨーク市警 テロ対
策特殊部隊（HD）(二)

22:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」(二)[初]

23:00 ネコ：知られざる生態（HD）(字)

24:00 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（HD）」(二)[初]

25:00 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（HD）」(二)

26:00 新　衝撃の瞬間「ポトマック川
墜落事故(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「コメット墜落
の謎(HD)」(字)[初]

27:00 ナチスの魔宮　～消えた財宝
の謎～（HD）(字)

04:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン
の戦い「必死の守り（HD）」(二)[初]

05:00 ヒマラヤ 天空ミイラの謎（HD）
(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ホームランの法則
（HD）」(二)[初]

07:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「人間の味を覚えたライオン（HD）」

(二)

08:00 危険な時代に生きる 2「地球
が乾くとき（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「電脳世界とハッカー（HD）」

(二)

10:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」(字)

11:30 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#7 未確認小型飛行機

（HD）」(二)

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「レースに復活!? ミニクーパーS

（HD）」(二)[初]

16:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「復讐と改革のハイジャック（HD）」(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「牛
の群れに襲われたら（HD）」(字)[初]

18:00 追跡！謎に包まれたジャガーの
生態 (HD)(二)[初]

19:00 チャレンジャー号爆発事故　30
年目の真実（HD）(二)[初]

20:00 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 8（HD）」(字)[初]

22:00 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

（HD）」(二)

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

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「イタビア航空870便

（HD）」(二)[初]

25:00 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（HD）」(二)[初]

26:00 新　衝撃の瞬間「シカゴ航空
機事故(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「モントセラト
島の大噴火(HD)」(字)[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（HD）」(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「総統大本営（HD）」(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 8（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#5 秘蔵コ
テージ(HD)」(二)[初]

07:00 追跡！謎に包まれたジャガーの
生態 (HD)(二)

08:00 【中国を知る】
中国の大巡礼（HD）(字)

09:00 インフォメーション (日)

18:00 捕食者の弱点:人間 vs チー
ター（HD）(字)[初]

19:00 Save the Water Special
supported by MODERE

世界大自然紀行：カリブ海諸島
（HD）(二)

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ドイツXL航空888T便

（HD）」(二)[初]

09:30 マーズ 火星移住計画「第五
話 漆黒の闇（HD）」(二)[初]

10:30 スーパーカー大改造 2「アウ
ディ・R8 （HD）」(二)

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#7（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#8 紛争地域での墜落

（HD）」(二)

14:00 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（HD）」(二)
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15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「名車を訪ね、イギリス縦断

（HD）」(二)[初]

16:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

26:30 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(HD)」

(字)[初]27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「総統大本営（HD）」(二)

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」(字)

21:00 トップ・ギア USA シーズン4「巨
大トレーラーを乗りこなせ（HD）」(字)

22:00 スーパーカー大改造 2「アウ
ディ・R8 （HD）」(二)

23:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン
マセラティ（HD）」(二)[初]

05:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（HD）」(二)

25:00 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（HD）」(二)[初]

26:00 新　衝撃の瞬間「テキサス石油
工場爆発事故(HD)」(字)[初]

17:30 バ科学2「平均台の法則
（HD）」(字)[初]

10

11

12

13

14

15

07:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#5（HD）」(二)
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09:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「地獄の楽園（HD）」(字)
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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（HD）」(二)

04:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード１（HD）」(字)[初]

05:00 世にも奇妙な伝説バスター「#2
海洋モンスター(HD)」(二)[初]

05:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#4（HD）」(字)

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還（HD）」(字)[初]

11:00 火星探査ローバー 奇跡の記
録（HD）(二)[初]

11:00 火星探査～生命の存在
（HD)(字)[初]

13:30 雑学サイエンス「燃料と熱エネ
ルギー（HD）」(字)[初]

13:30 死に直面した瞬間「#8 ライオン
の襲撃(HD)」(二)[初]

14:00 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（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日) 06:00 インフォメーション (日)

06:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「モ
ンクアザラシ」(二)[初]

06:30 ゴミを宝に！都会お宝ハンター
「航空機の部品取り（HD）」(二)[初]

07:00 トゥブ:女王猿として生まれて
（HD）(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「世界最大の淡水魚（HD）」(二)[初]

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日) 09:00 インフォメーション (日)

20:30 新　衝撃の瞬間「コロンビア
号、最後の飛行(HD)」(字)

21:00 マーズ 火星移住計画「第三
話 苦闘（HD）」(二)

15:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン
マセラティ（HD）」(二)

09:30 野生動物ビックリ映像集「人間
そっくりな行動（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日) 10:30 インフォメーション (日)

12:00 Save the Water Special
supported by MODERE

世界大自然紀行：カリブ海諸島
（HD）(二)

12:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア

（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日) 13:00 インフォメーション (日)

19:00 【中国を知る】
今明かされる中国紫禁城の全貌「秘

伝」(二)[初]

20:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「脳を再起動（HD）」(二)

18:30  バーゼルワールド 2017 ～時計の真
価(HD)(日)

18:45 地球が壊れる前に（HD）(字)

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「実
用的でカッコいい車を探せ!（HD）」

(字)[初]

15:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便

（HD）」(二)[初]

27:00 セックスの秘密「テクノロジーと
セックス（HD）」(二)[初]

27:00 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

（HD）」(二)

24:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#9 方向感覚の喪失」

(二)[初]

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#10 ゴースト」(二)[初]

25:00 無情の海域 ～沈みゆく真実を
追う「犠牲となった者たち（HD）」(字)

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(二)

22:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 6（HD）」(字)

26:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」(字)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z

（HD）」(二)

16:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「備えなければ勝利なし

（HD）」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！

（HD）」(字)[初]

17:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#6（HD）」(字)[初]

18:00 密着! エル・ドラド空港警察
「厳重なセキュリティ（HD）」(二)

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

17:00 水と権力 特別篇：盗まれた資
源（HD）(二)

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#7（HD）」(二)

【ビッグ・キャット・ウィーク】 【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット スペシャル】

【特集:ザ・ミステリー】

【ナショジオ フロントライン】

【特集:地球の今を考える】

【宇宙アワー】

ナショジオ サンデー ストーリーナショジオ フロントライン
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24

25

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#1
訓練の始まり（HD）」(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「古代インカ帝国の暗号(HD)」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

26

27

7

8

9

10

11

12

22

23

20

21

14

15

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄の記憶（HD）」(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「キリストの聖骸布(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「スケートボードの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 捕食者の弱点:人間 vs チー
ター（HD）(字)

08:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「終わりなき旅(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！国境警備の戦い:番外
編「#5（HD）」(字)

10:30 潜入！暗黒産業「不法入国
斡旋（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場６「日産 GT-
R(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#9 方向感覚の喪失」(二)

14:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ケネディ家の悲劇

（HD）」(二)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「備えなければ勝利なし

（HD）」(二)

16:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#5（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジェイクの驚き昆虫記「コウモリ
のフン」(字)[初]

18:00 ザ・プレデター ～仁義なき戦い
～「#1 ライオン(HD)」(二)[初]

19:00 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（HD）」(二)[初]

20:00 トップ・ギア USA シーズン3「氷
上の中古車対決（HD）」(字)[初]

21:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「夫婦の絆 日産スカイライン

（HD）」(二)

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#7（HD）」(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

（HD）」(二)[初]

25:00 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

（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落
事故（HD）」(二)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄の記憶（HD）」(字)

04:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「息子の失踪（HD）」(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ソドムとゴモラの謎(HD)」(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「ライオン」(字)

07:00 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（HD）」

(字)

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着! エル・ドラド空港警察
「悲しい運び屋（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「バミューダ・トライアング

ル（ＨＤ）」(字)[初]11:30 世界の巨大工場２「スーパー
地下鉄（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の真
実と真相「#10 ゴースト」(二)

14:00 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（HD）」(二)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「まともなのは私だ！

（HD）」(二)[初]

16:00 ビリー・ザ・キッド 新たな写真
（HD）(二)[初]

18:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「アトランティス（HD）」

(二)[初]

19:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「奇跡の治療法（ＨＤ）」

(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#7（HD）」(二)

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#8（HD）」(二)[初]

22:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「ガンの治療革命（HD）」

(二)[初]

23:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)

24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「カンタス航空32便

（HD）」(二)[初]

25:00 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

（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈没
事故（HD）」(二)[初]

27:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「息子の失踪（HD）」(字)

04:00 ナチス・ドイツ　最後の一年
「1944年6月から1944年12月まで

（HD）」(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「モナリザ・コード(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「力を上手に
使うには？（HD）」(字)[初]

07:00 ザ・プレデター ～仁義なき戦い
～「#1 ライオン(HD)」(二)

08:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「電脳世界とハッカー（HD）」

(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！ボストン 爆弾テロ事件
捜査（HD）(字)[初]

10:30 ライバルが暴く 真実と秘密
「アーノルド・シュワルツェネッガー

（HD）」(字)[初]

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#7（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#1 機体損壊」(二)[初]

14:00 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（HD）」(二)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「新妻の覚悟（HD）」

(二)[初]

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「超人的軍隊と危険薬物（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス２「空飛ぶボーリ
ング球（HD）」(字)[初]

18:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「連続殺人鬼：トラ（HD）」(二)[初]

19:00 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（HD）」(二)

20:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝
突(HD)」(二)[初]

21:00 アンネ・フランク　最期の日々
（HD）(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)[初]

23:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)[初]

24:00 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（HD）」(二)

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃

（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリン
ピック事件（HD）」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツ　最後の一年
「1944年6月から1944年12月まで

（HD）」(二)

06:30 バ科学3「ぐるぐるバットの法則
（HD）」(二)[初]

07:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「連続殺人鬼：トラ（HD）」(二)

08:00 危険な時代に生きる 2「燃え
続ける炎（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「ガンの治療革命（HD）」(二)

10:30 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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（HD）」(二)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「来たる混乱に備えよ！

（HD）」(二)[初]

16:00 アラスカの最強メカニック「輸送
船の修理（HD）」(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「食
べ物がのどに詰まったら（HD）」

(字)[初]

18:00 ビルト・フォー・ザ・キル「キャット」
(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」(二)

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

（HD）」(二)

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便

（HD）」(二)

19:00 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

（HD）」(二)[初]

19:55 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)[初]

20:50 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 9（HD）」(字)[初]

21:45  バーゼルワールド 2017 ～時
計の真価(HD)(日)

25:00 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（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#1
訓練の始まり（HD）」(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「ヒトラーの巨大戦艦（HD）」(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 9（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#6 製綿工
場(HD)」(二)[初]

07:00 ビルト・フォー・ザ・キル「キャット」
(二)

08:00 【中国を知る】
今明かされる中国紫禁城の全貌「秘

伝」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 マーズ 火星移住計画「最終
話 決断（HD）」(二)[初]

10:30 スーパーカー大改造 2「ル・マン
マセラティ（HD）」(二)

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#8（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#3 機内火災」(二)[初]

14:00 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

（HD）」(二)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「自給自足のプレッパーズ

（HD）」(二)[初]

16:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリ
バン vs 米海軍SEAL（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ヨーヨーの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 因縁の対決：猫 vs 犬（HD）
(二)[初]

19:00 Save the Water Special
supported by MODERE

アンダーカバー・エンジェル「貧しい村
に、きれいな水を(HD)」(二)[初]

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・ドイツの巨大建造物2
「ヒトラーの巨大戦艦（HD）」(二)

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」(字)

21:00 トップ・ギア USA シーズン4「実
用的でカッコいい車を探せ!（HD）」(字)

22:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン
マセラティ（HD）」(二)

23:00 スーパーカー大改造 2「ジャ
ガー・ドラッグスター（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「エル・アル航空1862便

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)
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