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(ET) 月曜日 2017/06/26 火曜日 2017/06/27 水曜日 2017/06/28 木曜日 2017/06/29 金曜日 2017/06/30 土曜日 2017/07/01 日曜日 2017/07/02 (ET)

16

27:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」

(二)[初]

18

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月

10

11

12

13

14

15

19:00 始皇帝陵の暴かれた真実
（HD）(字)[初]

21:00 マーズ 火星移住計画「第四
話 嵐の前に（HD）」(二)[初]

27

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#8（HD）」(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「ヘラルドを一から組み直せ！

（HD）」(二)[初]

24:00 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

（HD）」(二)[初]

25:00 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]

26:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」(字)[初]

25

26

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「スター・トレックに
学ぶ未来　(HD)」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの ピットブル・ス
トーリー（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「#9 荒波の
恐怖(HD)」(二)[初]

17

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「
高にタフな車とは？（HD）」(字)[初]

15:00 スーパーカー大改造 2「ジャ
ガー・ドラッグスター（HD）」(二)[初]

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「返り咲くフォード・ゾディアック

（HD）」(字)[初]

17:00 地球が壊れる前に（HD）
(字)[初]

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#7（HD）」(二)[初]

27:00 セックスの秘密「政治とセックス
（HD）」(二)[初]

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

05:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#5（HD）」(字)[初]

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
「銀の刀と金のブタ（HD）」(二)[初]

07:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#6（HD）」(二)[初]

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#7（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 野生動物ビックリ映像集「予期
せぬ遭遇（HD）」(字)[初]

20:00 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]

21:00 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]

22:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 7（HD）」(字)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ「サバン
ナの決闘（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツアー

ズ28便 (HD)」(二)[初]

09:30 サベージ・キングダム:残酷の王
国「失脚の恐怖（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 マーズ 火星移住計画「第一
話 新世界（HD）」(二)[初]

12:00 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]

25:00 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！１３：航空機事故の
真実と真相「エル・アル航空1862便

（HD）」(二)[初]

15:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便（HD）」

(二)[初]

16:00 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]

17:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#7（HD）」(字)[初]

18:00 密着! エル・ドラド空港警察「コ
カイン密輸の手口（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
今明かされる中国紫禁城の全貌「遺

物」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「身近な物の意
外なパワー（HD）」(字)[初]

05:00 世にも奇妙な伝説バスター「#3
モンゴリアン・デス・ワーム(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「ク
マの泥棒」(二)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「戦いの歴史（HD）」(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「アマゾンの電気ウナギ（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)
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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（HD）」

(二)[初]
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ナショジオ フロントライン ナショジオ サンデー ストーリー

【宇宙アワー】
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(ET) 月曜日 2017/07/03 火曜日 2017/07/04 水曜日 2017/07/05 木曜日 2017/07/06 金曜日 2017/07/07 土曜日 2017/07/08 日曜日 2017/07/09 (ET)
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04:00 ナチス・ドイツ 地獄のアルバム
（HD）(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「いばらの冠(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ベンチプレスの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 因縁の対決：猫 vs 犬（HD）
(二)[初]

08:00 イースター島：祖先の謎
(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「#6（HD）」(字)[初]

10:30 潜入！暗黒産業「セックスを売
る者たち（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場６「タタ・ナノ
(HD)」(二)[初]

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「#4 操縦不能」(二)[初]

14:00 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]

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「放射線と家族の絆

（HD）」(二)[初]

16:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#6（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ザトウクジラ」(字)[初]

18:00 大型ネコ科動物の本当の敵
(HD)(二)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「シルクエアー185便

（HD）」(二)[初]

20:00 トップ・ギア USA シーズン3「オ
フロードトラックで氷河と火山に挑む！

（HD）」(字)[初]

21:00 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（HD）」(二)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「アルファロメオに賭けた夢（HD）」

(二)[初]

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#8（HD）」(二)

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便（HD）」

(二)

25:00 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

（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津
波（HD）」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツ 地獄のアルバム
（HD）(字)

04:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「カギを握る男（HD）」(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「吸血鬼(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「大ザメ」(字)[初]

07:00 大型ネコ科動物の本当の敵
(HD)(二)

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)[初]

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「さ
まざまな空港犯罪（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！～「アトランティス（HD）」

(字)[初]11:30 世界の巨大工場４「フォードF-
150(HD)」(二)[初]

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「#5 計器異常」(二)[初]

14:00 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]

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「ニューヨークからの脱出

（HD）」(二)[初]

16:00 アメリカン・ブラックアウト
(HD)(字)[初]

18:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「 後の猿人（ＨＤ）」

(二)[初]

19:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「地球の先住者（ＨＤ）」

(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#8（HD）」(二)

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#9（HD）」(二)[初]

22:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「人工知能が予測する未来

（HD）」(二)[初]

23:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

24:00 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

（HD）」(二)[初]

25:00 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（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜
落事故」(二)[初]

27:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「カギを握る男（HD）」(字)

04:00 ナチス・ドイツ　 後の一年
「1944年12月から1945年5月まで

（HD）」(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「マグダラのマリア(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「空気圧を見
くびるな（HD）」(字)[初]

07:00 母ライオン マニャーリの決断
（HD）(字)[初]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！地下ポーカー（HD）
(二)[初]

10:30 バクチ・アメリカ～巧妙な賭け
「テキサス編（HD）」(字)[初]

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「#6 燃料漏れ」(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（HD）」(二)[初]

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「戦いは常にアンフェア

（HD）」(二)[初]

16:00 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)

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？（HD）」(字)[初]

18:00 ライオン：闘いの一生（HD）
(字)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「タンス航空204便（HD）」

(二)[初]

20:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅
の列車事故(HD)」(二)[初]

21:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」

(二)[初]

23:00 生命の源：セレンゲティ
(HD)(二)[初]

24:00 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（HD）」(二)[初]

25:00 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（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の
謎（HD）」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツ　 後の一年
「1944年12月から1945年5月まで

（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#2
試される団結力（HD）」(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ギョベクリ・テペ遺跡(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「高く積み上げる法則
（HD）」(二)[初]

07:00 ライオン：闘いの一生（HD）(字)

08:00 危険な時代に生きる 2「壊れ
ゆく海（HD）」(字)[初]

23:00 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]

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「スパンエア5022便

（HD）」(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

（HD）」(二)[初]

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「巨大津波に備えよ

（HD）」(二)[初]

16:00 アラスカの 強メカニック「故障
した発電機（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「竜
巻が迫ってきたら（HD）」(字)[初]

18:00 未来のビッグ・キャット（HD）
(二)[初]

08:00 【中国を知る】
今明かされる中国紫禁城の全貌「遺

物」(二)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場７「ランボル
ギーニ・アヴェンタドール（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 10（HD）」(字)[初]

22:00 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]

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「人工知能が予測する未来

（HD）」(二)

10:30 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」(二)

13:00 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]

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

（HD）」(二)

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空421便（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機
事故」(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#2
試される団結力（HD）」(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 10（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#7 巨大
ビール工場(HD)」(二)[初]

07:00 未来のビッグ・キャット（HD）(二)

24:00 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（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便（HD）」(二)[初]

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「求む！プレッパー仲間

（HD）」(二)[初]

16:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「アル
ゼンチン vs 英国特殊部隊SAS

（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ロックスターの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 【新】究極の捕食者：トップ・
キャット（HD）(字)[初]

19:00 Save the Water Special
supported by MODERE

S.O.S.～海の悲痛な叫び(字)[初]

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「女王の苦悩（HD）」(字)

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「女王の苦悩（HD）」(字)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン4「
高にタフな車とは？（HD）」(字)

22:00 スーパーカー大改造 2「ジャ
ガー・ドラッグスター（HD）」(二)

23:00 スーパーカー大改造 2「ラグジュ
アリーなキャリアカー（HD）」(二)[初]

09:30 密着！ニューヨーク市警 テロ対
策特殊部隊（HD）(二)[初]

10:30 スーパーカー大改造 2「ジャ
ガー・ドラッグスター（HD）」(二)

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#9（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「酸素の威力
（HD）」(字)[初]

14:00 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

（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲った
大竜巻」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)

04:00 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]

05:00 世にも奇妙な伝説バスター「#4
アマゾンの悪夢(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「ラ
イオン」(二)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「実力の証明（HD）」(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「エセキボ川の怪魚（HD）」(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(HD)」(二)[初]

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#8（HD）」(二)

15:00 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（HD）」(二)

16:00 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]

17:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#8（HD）」(字)[初]

18:00 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]

19:00 【中国を知る】
魔術ドクター診療中「ホンコン、ヘビの

血スープ(HD)」(二)[初]

20:00 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)

09:30 恐るべき野生の殺し屋「変幻
自在のトランスフォーマー（HD）」

(二)[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「サンタが贈るレンジローバー

（HD）」(二)[初]

22:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 8（HD）」(字)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリカ
闘争劇（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#2 ノースウエスト航空255

便 (HD)」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 マーズ 火星移住計画「第二
話 赤き大地（HD）」(二)[初]

12:00 Save the Water Special
supported by MODERE

S.O.S.～海の悲痛な叫び(字)

13:00 インフォメーション (日)

20:45  バーゼルワールド 2017 ～時
計の真価(HD)(日)[初]

19:00 レーガン大統領 銃弾の真相
（HD）(字)[初]

27:00 セックスの秘密「教育とセックス
（HD）」(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「立ち込める暗雲（HD）」

(二)[初]

05:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#6（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
「金脈か無駄足か（HD）」(二)[初]

07:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#7（HD）」(二)

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#8（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「インターステラ―
の世界(HD)」(字)[初]

12:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ジェットパ

ワー（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「#10 水中
での７分間(HD)」(二)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン4
「ニュルブルクリンクを駆け抜けろ！

（HD）」(字)[初]

15:00 スーパーカー大改造 2「ラグジュ
アリーなキャリアカー（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「母の形見のランドローバー

（HD）」(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（HD）」(二)

25:00 瞬殺の美学「海での一撃
(HD)」(字)[初]

26:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)[初]

27:00 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)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身（HD）」

(字)[初]

17:00 リンカーン大統領暗殺の真相
（吹替版）(HD)(二)[初]

18:00 ケネディ大統領暗殺の真相
(HD)(字)[初]

21:00 マーズ 火星移住計画「第五
話 漆黒の闇（HD）」(二)[初]

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#9（HD）」(二)
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04:00 終戦への階段「ナチス　 後の
あがき（HD）」(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「キリスト磔刑の謎(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ダイブの法則（HD）」
(字)[初]

07:00 究極の捕食者：トップ・キャット
（HD）(字)

08:00 バ科学2「猫スペシャル（HD）」
(字)[初]

08:30 インフォメーション (日)

09:00 【新】アース ライブ(HD)(英)
[生][初]

11:00 ラスト・ライオン(HD)(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 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（HD）」(二)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「運命に導かれて（HD）」

(二)[初]

16:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#7（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「コモリザメ」(字)[初]

18:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 スーパーカー大改造 2「アウ
ディ・R8 （HD）」(二)[初]

21:00 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

（HD）」(二)

22:00 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（HD）」(二)[初]

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#9（HD）」(二)

24:00 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（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ナショナル・エアラインズ

102便（HD）」(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 終戦への階段「ナチス　 後の
あがき（HD）」(字)

04:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「おとり捜査（HD）」(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「マヤの地底世界(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「ヒョウアザラシ」(字)[初]

07:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（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
「徹底的な麻薬検査（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！～「奇跡の治療法（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]11:30 世界の巨大工場４「ポルシェ
パナメーラ(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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

(二)

14:00 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（HD）」(二)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「プレッパーの婚活事情

（HD）」(二)[初]

16:00 タイムトラベル：2210年 文明崩
壊(HD)(二)[初]

18:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「切り裂きジャック（ＨＤ）」

(二)[初]

19:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「バミューダ・トライアングル

（ＨＤ）」(二)[初]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#9（HD）」(二)

21:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#10（HD）」(二)[初]

22:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「人に電気を（HD）」(二)[初]

23:00 ホーキング博士のジーニアス
「時空の旅は可能か？(HD) 」

(字)[初]

24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(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（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油工
場爆発事故」(二)[初]

27:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「おとり捜査（HD）」(字)

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 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２「ノ
アの大洪水(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「空飛ぶボーリ
ング球（HD）」(字)[初]

07:00 強の捕食者たち「アフリカライ
オン(HD)」(二)[初]

08:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「人工知能が予測する未来

（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！メキシコの麻薬抗争（Ｈ
Ｄ）(二)[初]

10:30 バクチ・アメリカ～巧妙な賭け
「ラスベガス編（HD）」(字)[初]

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#9（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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

（HD）」(二)

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空421便（HD）」(二)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「地の利を生かして生き残

れ（HD）」(二)[初]

16:00 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)

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！（HD）」(字)[初]

18:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「狩りで勝つための戦術（HD）」

(二)[初]

19:00 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]

20:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨
事(HD)」(二)[初]

21:00 第二次世界大戦の潜水艦「Ｕ
ボート：ドラムビート作戦（HD）」

(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」(二)[初]

23:00 タイガーマン「#1 トラの求愛
(HD)」(二)[初]

24:00 メーデー！２：航空機事故の真
実と真相「#1 突風」(二)[初]

25:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#1 風前の灯（ＨＤ）」

(二)[初]

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（HD）」

(二)[初]

27:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード１（HD）」(字)

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#3
嵐の前の静けさ（HD）」(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ジャンヌ・ダルクの謎(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ハンマーの法則
（HD）」(二)[初]

07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「狩りで勝つための戦術（HD）」(二)

08:00 危険な時代に生きる 2「命の
値段（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「人に電気を（HD）」(二)

10:30 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園（HD）」

(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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（HD）」(二)

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便（HD）」(二)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「我慢は大事（HD）」

(二)[初]

16:00 アラスカの 強メカニック「立ち
往生する消防用給水車（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「人
が炎に包まれていたら（HD）」(字)[初]

18:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「捕食者の群れ（HD）」(二)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 1（HD）」(字)[初]

22:00 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)

23:00 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]

24:00 メーデー！２：航空機事故の真
実と真相「#2 傷ついた鳥」(二)[初]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、
後の飛行（HD）」(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#3
嵐の前の静けさ（HD）」(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」

(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 1（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#8 オイル・
シティの秘宝(HD)」(二)[初]

07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「捕食者の群れ（HD）」(二)

08:00 【中国を知る】
魔術ドクター診療中「ホンコン、ヘビの

血スープ(HD)」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 1（HD）」(字)

10:30 スーパーカー大改造 2「ラグジュ
アリーなキャリアカー（HD）」(二)

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#10（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「スパンエア5022便

（HD）」(二)

14:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ナショナル・エアラインズ

102便（HD）」(二)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「海上の要塞（HD）」

(二)[初]

16:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「ベト
ナム vs 米軍ヘリ部隊（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「コーナリングの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「動物たちの必殺技（HD）」(二)[初]

19:00 Save the Water Special
supported by MODERE

イースター島：失われたサメ
(HD)(二)[初]

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「牙を剥く反逆者（HD）」(字)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン4
「ニュルブルクリンクを駆け抜けろ！

（HD）」(字)

22:00 スーパーカー大改造 2「ラグジュ
アリーなキャリアカー（HD）」(二)

23:00 スーパーカー大改造 2「マクラー
レン・P1（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間３「アルプスの大雪
崩」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」(二)

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 世にも奇妙な伝説バスター「#5
スマトラの謎(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「ペ
ンギンの冒険」(二)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「和解の成立（HD）」(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「フランケンフィッシュを追え！（HD）」

(二)[初]

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「牙を剥く反逆者（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 マーズ 火星移住計画「第三
話 苦闘（HD）」(二)[初]

12:00 Save the Water Special
supported by MODERE

イースター島：失われたサメ(HD)(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「科学でパー
ティーだ！（HD）」(字)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「スパンエア5022便

（HD）」(二)

15:00 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（HD）」(二)

16:00 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]

17:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#9（HD）」(字)[初]

18:00 密着! エル・ドラド空港警察
「悲しい運び屋（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「氷

の都ハルビン」(字)[初]

20:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「人工知能が予測する未来

（HD）」(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」(二)

22:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 9（HD）」(字)[初]

23:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
前線（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#3 エールフランス296便

(HD)」(二)[初]

25:00 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]

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#9（HD）」(二)

27:00 セックスの秘密「スキャンダルと
セックス（HD）」(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「戦火の拡大（HD）」

(二)[初]

05:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#7（HD）」(字)

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（ＨＤ）」

(字)[初]07:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#8（HD）」(二)

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#9（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 恐るべき野生の殺し屋「楽園
の危険生物（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「恋愛と性の不思
議な関係 (HD)」(字)[初]

12:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「バラにとげ

あり（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 脳トリック「視覚（HD）」(二)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「週
末レーサーのススメ（HD）」(字)[初]

15:00 スーパーカー大改造 2「マクラー
レン・P1（HD）」(二)

16:00 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]

17:00 失われたアトランティス大陸を
求めて（HD）(二)[初]

19:00 黄金に魅せられた人類（HD）
(二)[初]

27:00 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)

21:00 マーズ 火星移住計画「 終
話 決断（HD）」(二)[初]

22:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#10（HD）」(二)

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（HD）」(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（HD）」(二)

25:00 瞬殺の美学「サバンナでの一撃
(HD)」(字)[初]

26:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 後の砦（HD）」(字)[初]
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04:00 終戦への階段「ナチス・ドイツの
終焉（HD）」(字)[初]

05:00 都市伝説の真相「アトランティ
ス(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ウィンドサーフィンの法
則（HD）」(字)[初]

07:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「動物たちの必殺技（HD）」(二)

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「文明の火種（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「#7（HD）」(字)

10:30 潜入！暗黒産業「闇社会の
銃（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場６「メルセデ
ス・ベンツ アクトロス(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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（HD）」(二)

14:00 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)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「サバイバーの血は先祖ゆ

ずり（HD）」(二)[初]

16:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#8（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「モンクアザラシ」(字)[初]

18:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）(二)[初]

19:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死（HD）」

(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン
マセラティ（HD）」(二)[初]

21:00 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（HD）」(二)

22:00 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]

23:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#10（HD）」(二)

24:00 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！３：航空機事故の真
実と真相「#4 流血の操縦室（ＨＤ）」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「高速道路への
墜落」(二)[初]

27:00 終戦への階段「ナチス・ドイツの
終焉（HD）」(字)

04:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「口を閉ざす男（HD）」(字)[初]

05:00 都市伝説の真相「クリスタル・ス
カル(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「ジュゴン」(字)[初]

07:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）(二)

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「爬虫類の楽園（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「捜査と押収(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４「BMW
X3(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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（HD）」(二)

14:00 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)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「経済崩壊に備えよ！

（HD）」(二)[初]

16:00 地下6400キロの旅
(HD)(二)[初]

18:00 世界大自然紀行：スリランカ
「沿岸の巨人（HD）」(二)[初]

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

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#10（HD）」(二)

21:00 【新】クレイジー・ジャーナリスト:
マイケル・ウェアが見た世界「魔女狩り

(HD）」(字)[初]

22:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「ドローンの行く末（HD）」

(二)[初]

23:00 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（HD）(日)[初]

24:00 メーデー！２：航空機事故の真
実と真相「#5 空中衝突」(二)[初]

25:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#5 機内の爆弾（ＨＤ）」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「セントヘレンズ
山の猛威」(二)[初]

27:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「口を閉ざす男（HD）」(字)

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

05:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「水で火がつ
く？（HD）」(字)

07:00 世界大自然紀行：スリランカ
「沿岸の巨人（HD）」(二)

08:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「人に電気を（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！アメリカ国境攻防戦
(二)[初]

10:30 バクチ・アメリカ～巧妙な賭け
「ニューヨーク編（HD）」(字)[初]

11:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#10（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(二)

14:00 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)

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「プレッパーの英才教育

（HD）」(二)[初]

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 知って得するサイエンス「縦列
駐車サイエンス（HD）」(二)[初]

18:00 幻の深海魚 リュウグウノツカイ
（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化学
工場事故(HD)」(二)[初]

21:00 第二次世界大戦の潜水艦「ワ
フー：日本軍の補給路を断て（HD）」

(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」(二)[初]

23:00 タイガーマン「#2 初めの一歩
(HD)」(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#6 誤認（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「スーシティー空
港への不時着」(二)[初]

27:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード２（HD）」(字)

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#4
地獄の1週間（HD）」(字)[初]

05:00 世界大自然紀行：スリランカ
「沿岸の巨人（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「回し車の法則
（HD）」(二)[初]

07:00 幻の深海魚 リュウグウノツカイ
（HD）(二)

08:00 危険な時代に生きる 2「未来
への布石（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「ドローンの行く末（HD）」(二)

10:30 アメリカ～国立公園を巡る旅
「北極圏の扉（HD）」(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツアー

ズ28便 (HD)」(二)

14:00 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]

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「文明社会が崩壊する！

（HD）」(二)[初]

16:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（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「雄
ジカに狙われたら（HD）」(字)[初]

18:00 キューバ：奇跡の楽園（HD）
(二)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場７「フェラーリ
FF（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 2（HD）」(字)[初]

22:00 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)

23:00 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]

24:00 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]

25:00 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

（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「TWA800便の
事故原因」(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#4
地獄の1週間（HD）」(字)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「ヒトラーのジークフリート線（HD）」

(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 2（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#9 ゴースト
タウン(HD)」(二)[初]

07:00 キューバ：奇跡の楽園（HD）
(二)

08:00 【中国を知る】
イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「氷

の都ハルビン」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 2（HD）」(字)

10:30 スーパーカー大改造 2「マクラー
レン・P1（HD）」(二)

11:30 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「魔女狩り

(HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#2 ノースウエスト航空255

便 (HD)」(二)

14:00 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]

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「攻撃は 大の防御

（HD）」(二)[初]

16:00 世界大自然紀行：スリランカ
「沿岸の巨人（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「懸垂の法則（HD）」
(字)[初]

18:00 世界大自然紀行：アゾレス諸
島（HD）(二)[初]

19:00 Save the Water Special
supported by MODERE

【新】ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「水に生きる（HD）」(字)[初]

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「紙一重の命（HD）」(字)

21:00 トップ・ギア USA シーズン4「週
末レーサーのススメ（HD）」(字)

22:00 スーパーカー大改造 2「マクラー
レン・P1（HD）」(二)

23:00 スーパーカー大改造 2「 高の
ポルシェ（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#8 エジプト航空９９０便の

悲劇」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「シンガポールの
ホテル倒壊事故」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「ヒトラーのジークフリート線（HD）」

(二)

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]

05:00 アジア 恐怖伝説 特別編「霊
が宿る都市（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#1
シッティング・ブルは戦いのリーダー？

(HD)」(二)[初]07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「トラブル再燃（HD）」(二)[初]

08:00 モンスター・フィッシュを探せ！４
「古代魚の王ターポン（HD）」(二)[初]

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「紙一重の命（HD）」(字)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 マーズ 火星移住計画「第四
話 嵐の前に（HD）」(二)

12:00 Save the Water Special
supported by MODERE

ヨーロッパ紀行:大自然の誘い「水に生
きる（HD）」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「散弾銃で発火
実験（HD）」(字)[初]

14:00 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（HD）」(二)

15:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(二)

16:00 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]

17:00 【新】幻覚剤の世界（HD）
(二)[初]

18:00 密着! エル・ドラド空港警察「さ
まざまな空港犯罪（HD）」(二)

19:00 【中国を知る】
イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「雲

南省 リス族」(字)[初]

20:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「人に電気を（HD）」(二)

21:00 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)

22:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 10（HD）」(字)

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新大
陸の猛者（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#4 USエアー1493便

(HD)」(二)[初]

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(HD)」(二)

26:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#10（HD）」(二)

27:00 セックスの秘密「広告とセックス
（HD）」(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「終わりなき地獄（HD）」

(二)[初]

05:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#8（HD）」(字)

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（HD）」

(字)[初]07:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#9（HD）」(二)

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#10（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 恐るべき野生の殺し屋「動物
界の忍ぶ者（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

16:00 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]

21:00 マーズ 火星移住計画「ボーナ
ス・エピソード（HD）」(字)[初]

17:00 宇宙から見る地球の脅威
(HD)(二)[初]

19:00 アース ライブ(HD)(字)

11:00 スター・トーク「情報化社会に
生きる(HD)」(字)[初]

12:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「小さなドー

ラの大きな問題（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 脳トリック「操作（HD）」(二)[初]

14:00 トップ・ギア USA シーズン4「山
道を走破！24時間耐久レース

（HD）」(字)[初]

15:00 スーパーカー大改造 2「 高の
ポルシェ（HD）」(二)

22:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「魔女狩り

(HD）」(字)

23:00 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]

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空421便（HD）」(二)

25:00 瞬殺の美学「ジャングルでの一
撃(HD)」(字)[初]

26:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)[初]

27:00 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)
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04:00 潜入！ボストン 爆弾テロ事件
捜査（HD）(字)[初]

05:00 幻の深海魚 リュウグウノツカイ
（HD）(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「スキージャンプの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 世界大自然紀行：アゾレス諸
島（HD）(字)[初]

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「死との駆け引き（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「#8（HD）」(字)

10:30 潜入！暗黒産業「違法賭博と
金（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場６「ウィリアム
ズF1(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#3 エールフランス296便

(HD)」(二)

14:00 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」
(二)[初]

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「宇宙からの災害（HD）」

(二)[初]

16:00 幻の深海魚 リュウグウノツカイ
（HD）(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「コウテイペンギン」(字)[初]

18:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 スーパーカー大改造 2「ジャ
ガー・ドラッグスター（HD）」(二)

21:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空421便（HD）」(二)

22:00 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

（HD）」(二)[初]

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「文明の火種（HD）」(二)

24:00 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]

25:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#9 コックピット内の子供」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「バリ島の爆破テ
ロ」(二)[初]

27:00 潜入！ボストン 爆弾テロ事件
捜査（HD）(字)

04:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「父の願い（HD）」(字)[初]

05:00 キューバ：奇跡の楽園（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「ハイイロアザラシ」(字)[初]

07:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)

08:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「コートに隠されたコカイン

(HD)」(二)[初]

10:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ３「#1 発展大国 ロシア(HD)」

(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「アストン
マーティン(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#4 USエアー1493便

(HD)」(二)

14:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)[初]

15:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「 後に勝つのは孤独か

愛か？（HD）」(二)[初]

16:00 キューバ：奇跡の楽園（HD）
(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 あなたの知らない世界史２「#1
シッティング・ブルは戦いのリーダー？

(HD)」(二)18:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「キング・アーサー（HD）」

(二)[初]

19:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「トリノの聖骸布（HD）」

(二)[初]

20:00 【新】水と権力「カリフォルニアの
受難（HD）」(二)[初]

21:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「反体制組織の

女性戦士（HD）」(字)[初]

22:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け「打ち破る パンデミックの脅威

（HD）」(二)[初]

23:00 ホーキング博士のジーニアス
「命とは何か？(HD)」 (字)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！３：航空機事故の真
実と真相「#10 ハイジャック犯への罠」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「パリの列車事
故」(二)[初]

27:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「父の願い（HD）」(字)

04:00 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)[初]

05:00 世界大自然紀行：アゾレス諸
島（HD）(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「人間大砲
発射！（HD）」(字)

07:00 強の捕食者たち「チーター
(HD)」(二)[初]

08:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「ドローンの行く末（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 幻覚剤の世界（HD）(二)

10:30 水と権力「カリフォルニアの受難
（HD）」(二)

11:30 ホーキング博士のジーニアス
「時空の旅は可能か？(HD) 」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#5 大韓航空007便 (HD)」

(二)[初]

14:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃
(HD)」(二)[初]

15:00 危険な時代に生きる 2「エネル
ギー戦争（HD）」(字)[初]

16:00 世界大自然紀行：アゾレス諸
島（HD）(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 知って得するサイエンス「ビリ
ヤードサイエンス（HD）」(二)[初]

18:00 アフガニスタンのユキヒョウ
(HD)(二)[初]

19:00 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]

20:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船
の運命(HD)」(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

（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎の
島（HD）」(二)[初]

23:00 タイガーマン「#3 育児の悩み
(HD)」(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツアー

ズ28便 (HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「プエルトリコのガ
ス爆発（HD）」(二)[初]

27:00 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#5
基礎訓練 終関門へ（HD）」

(字)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「集団
目撃（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ドローンの法則
（HD）」(二)[初]

07:00 アフガニスタンのユキヒョウ
(HD)(二)

08:00 危険な時代に生きる 2「市民
たちの抵抗（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 瞬殺の美学「海での一撃
(HD)」(字)

10:30 アメリカ～国立公園を巡る旅
「イエローストーン国立公園（HD）」

(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：ハワイ「炎の
島（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#6 オンタリオ航空1363便

(HD)」(二)[初]

14:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝
突(HD)」(二)[初]

15:00 危険な時代に生きる 2「海面
上昇（HD）」(字)[初]

16:00 アラスカの 強メカニック「モンス
ター･ブルドーザー（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「真
冬の湖に転落したら（HD）」(字)[初]

18:00 シベリアトラを救え（HD）
(字)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 3（HD）」(字)[初]

22:00 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)

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！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]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#2 ノースウエスト航空255

便 (HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「ヒンデンブルグ
号の火災」(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#5
基礎訓練 終関門へ（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#7 エールアンテール148便

(HD)」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「番外編:神風特攻部隊と桜花

（HD）」(二)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 3（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#10 カスタ
ムカー天国(HD)」(二)[初]

07:00 シベリアトラを救え（HD）(字)

08:00 【中国を知る】
イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「雲

南省 リス族」(字)

23:00 スーパーカー大改造 2「デロリア
ン リブート（HD）」(二)[初]

24:00 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]

14:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅
の列車事故(HD)」(二)

15:00 危険な時代に生きる 2「地球
が乾くとき（HD）」(字)[初]

16:00 水と権力「カリフォルニアの受難
（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「スケートボードの法則
（HD）」(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]

08:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「 初の一歩（ＨＤ）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 Save the Water Special
supported by MODERE

マンタ：神秘なる世界(HD)(二)[初]

20:00 【新】生き抜け！原始生活２
「襲いかかる海（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン4「山
道を走破！24時間耐久レース

（HD）」(字)

22:00 スーパーカー大改造 2「 高の
ポルシェ（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 3（HD）」(字)

10:30 スーパーカー大改造 2「 高の
ポルシェ（HD）」(二)

11:30 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「反体制組織の

女性戦士（HD）」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「電子レンジに
シャンパンボトル（HD）」(字)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#3 エールフランス296便

(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「神戸を襲った大
震災（HD）」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「番外編:神風特攻部隊と桜花

（HD）」(二)

04:00 ナチス根絶！命懸けミッション
(HD)(二)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説 特別編「歴
史から消えた兵士たち（HD）」

(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#2
海賊キャプテン・キッドは無罪？(HD)」

(二)[初]07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「埋めがたい亀裂（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#5 大韓航空007便 (HD)」

(二)

25:00 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)

14:00 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)

15:00 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)

16:00 プレッパーズ～世界滅亡に備え
る人々～２「放射線と家族の絆

（HD）」(二)

17:00 【新】終わらない社会問題：ヘ
ロイン（HD）(二)[初]

18:00 密着! エル・ドラド空港警察
「徹底的な麻薬検査（HD）」(二)

19:00 【中国を知る】
【新】キンシコウの秘密（HD）(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 恐るべき野生の殺し屋「残虐
生物（HD）」(二)[初]

20:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け 2「ドローンの行く末（HD）」(二)

21:00 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)

22:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 1（HD）」(字)

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極限
の地の一騎打ち（HD）」(字)[初]

09:30 捕食生物の隠れた生態「水中
の捕食者(HD)」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 マーズ 火星移住計画「第五
話 漆黒の闇（HD）」(二)

12:00 Save the Water Special
supported by MODERE

マンタ：神秘なる世界(HD)(二)

17:00 赤く染まる川（HD）(字)[初]

18:00 蘇るマンモス（HD）(字)[初]

26:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「魔女狩り

(HD）」(字)

27:00 セックスの秘密「時代とセックス
（HD）」(二)[初]

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「募る怒り（HD）」(二)[初]

05:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#9（HD）」(字)

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（HD）」(字)[初]

07:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「#10（HD）」(二)

08:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「エルサレム：ヘロデ王神殿の丘

（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「科学と宗教は共
存できるのか？(HD)」(字)[初]

12:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「運命の出

会い（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 脳トリック「注意（HD）」(二)[初]

14:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 1（HD）」(字)

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

（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便（HD）」(二)

25:00 【新】海に浮かぶ病院 アフリカ･
マーシー「笑顔のために（HD）」

(字)[初]

26:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 出来損ないの子（HD）」

(字)[初]

27:00 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)

15:00 スーパーカー大改造 2「デロリア
ン リブート（HD）」(二)

20:00 古代魚シーラカンスの再来
(HD)(二)[初]

21:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「文明の火種（HD）」(二)

22:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「反体制組織の

女性戦士（HD）」(字)

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

（HD）」(二)[初]
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19:00 ジャガーの華麗なる狩猟（HD）
(二)[初]

24

25

26

27

18

19

20

21

22

【宇宙アワー】

【ナショジオ フロントライン】

ナショジオ フロントライン

【ビッグ・キャット スペシャル】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

PADI presents マリン ウィーク

PADI presents マリン ウィーク

PADI presents マリン ウィー

【ビッグ・キャット・ウィーク】

ナショジオ フロントライン ナショジオ サンデー ストーリー
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04:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー（HD）(二)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「夜空を
横切る謎の光（HD）」(二)[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
（HD）」(字)[初]

07:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野生
に帰るまで (HD)(二)

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「貨幣のチカラ（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「#9（HD）」(字)

10:30 潜入！暗黒産業「コピー商品
の世界（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場７「マスタング
（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#8 チョークス･オーシャン･エ

アウェイズ101便 (HD)」(二)[初]

14:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨
事(HD)」(二)

15:00 危険な時代に生きる 2「燃え
続ける炎（HD）」(字)[初]

16:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「#9（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 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]

18:00 強のライオン軍団
(HD)(二)[初]

12

25:00 メーデー！７：航空機事故の真
実と真相「#4 USエアー1493便

(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)

27:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー（HD）(二)

19:00 【新】メーデー！１５：航空機事
故の真実と真相「ノースウエスト・エアリ

ンク5719便（HD）」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造 2「ラグジュ
アリーなキャリアカー（HD）」(二)

21:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便（HD）」(二)

22:00 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]

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「死との駆け引き（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]

24
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16
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5

6

7

8

9

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月

26

27

18

19

20

21

22

23

4

【ビッグ・キャット スペシャル】

ナショジオ フロントライン

【ビッグ・キャット・ウィーク】


