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(ET) 月曜日 2017/07/31 火曜日 2017/08/01 水曜日 2017/08/02 木曜日 2017/08/03 金曜日 2017/08/04 土曜日 2017/08/05 日曜日 2017/08/06 (ET)

08:00  【中国を知る】
中国の伝統と技術「アルコール

（HD）」(字)[初]
08:30 中国の伝統と技術「ファッション

（HD）」(字)[初]

19

20

21

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「元大統領　寄
生虫と闘う(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～「アミーゴの

仲間作り（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

22

23

18

21:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード１（HD）」(字)[初]

22:00 終戦への階段「ナチス　最後の
あがき（HD）」(字)[初]

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

(二)[初]
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27:00 21世紀の性の奴隷たち
(HD)(字)[初]

10

11

12

13

14

15

16

17

24:00 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]

25:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「偏見を乗り越えて（HD）」

(字)[初]

26:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」(字)[初]

15:00 スーパーカー大改造 2「ベント
レー・コンチネンタルGT（HD）」(二)

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！

（HD）」(二)[初]

17:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

18:00 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]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物2
「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初]

20:00 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]

13:30 脳トリック「神経（HD）」
(二)[初]

14:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 2（HD）」(字)

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「反体制組織の

女性戦士（HD）」(字)[初]

27:00 実録 アメリカン・マフィア「ニュー
ヨーク五大ファミリー（HD）」(字)

04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「悪夢からの解放（HD）」

(二)[初]

05:00 ドイツ軍が沈めた客船の謎
(HD)(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！～「スマトラの猿人（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]
07:00 マーズ 火星移住計画「第一

話 新世界（HD）」(二)[初]

08:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「古代都市ペトラ（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「水辺
の暗殺者（HD）」(二)[初]

20:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート1
（HD）」(二)[初]

21:00 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]

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

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ
る熱帯地（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「最終
話 決断（HD）」(二)[初]

12:00  Save the Water Special
supported by MODERE

世にも奇妙な深海の魔物たち（HD）
(二)

13:00 インフォメーション (日)

24:00 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)

25:00 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]

15:00 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]

16:00 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]

17:00 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)[初]

18:00 ロックダウン：ギャングの掟
(HD)(字)[初]

19:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「水路（HD）」

(字)[初]
19:30 中国の伝統と技術「おもちゃ

（HD）」(字)[初]

13:30 雑学サイエンス「引力と磁力
（HD）」(字)[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]

26:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨
事(HD)」(二)[初]

27:00 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と
戦いの記憶（HD）(字)

04:00 実録 アメリカン・マフィア「ニュー
ヨーク五大ファミリー（HD）」(字)[初]

05:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「笑顔のために（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「#3
アラビアのロレンスはペテン師？(HD)」

(二)[初]
07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5

「失墜した威信（HD）」(二)[初]

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

09:00 インフォメーション (日)

09:30 捕食生物の隠れた生態「潜伏
名人(HD)」(二)[初]

20:00 生き抜け！原始生活２「灼熱
のアウトバック（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン5
「500ドル車で耐久レース（HD）」

(字)[初]

22:00 スーパーカー大改造 2「デロリア
ン リブート（HD）」(二)

23:00 スーパーカー大改造 2「ベント
レー・コンチネンタルGT（HD）」

(二)[初]

09:30 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 4（HD）」(字)

10:30 スーパーカー大改造 2「デロリア
ン リブート（HD）」(二)[初]

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「アフリカ大陸

最後の王（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

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！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]

15:00 危険な時代に生きる 2「市民
たちの抵抗（HD）」(字)[初]

16:00 水と権力「水質汚染（HD）」
(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ベンチプレスの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 捕食者の死闘：ライオンvsチー
ター (HD)(二)[初]

19:00  Save the Water Special
supported by MODERE

世にも奇妙な深海の魔物たち（HD）
(二)[初]

13:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」

(二)[初]

14:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の
悲劇(HD)」(二)[初]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅
の列車事故(HD)」(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#6
専門課程訓練（HD）」(字)

04:00 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と
戦いの記憶（HD）(字)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 4（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#11 スパタ
ウンに建つホテル(HD)」(二)[初]

07:00 イエネコ：野生の光（HD）(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「大統領の死（HD）」

(二)[初]

20:00 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 4（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)[初]

23:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 瞬殺の美学「サバンナでの一
撃(HD)」(字)[初]

10:30 アメリカ～国立公園を巡る旅
「サワロ国立公園（HD）」(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：ハワイ「波
の下の世界（HD）」(二)

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]

14:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅
威(HD)」(二)

15:00 危険な時代に生きる 2「未来
への布石（HD）」(字)[初]

16:00 アラスカの最強メカニック「巨大
ダンプトラック（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
「凍結路面で車がスリップしたら

（HD）」(字)[初]

18:00 イエネコ：野生の光（HD）
(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「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」

(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

（HD）」(二)[初]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝
突(HD)」(二)[初]

27:00 密着！ニューヨーク市警 テロ
対策特殊部隊（HD）(二)

18:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦
（HD）(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（HD）」(二)[初]

20:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅
威(HD)」(二)[初]

21:00 巨大津波を予測せよ！（HD）
(二)[初]

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#6
専門課程訓練（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3「重い物を持ち上げる
法則（HD）」(二)[初]

07:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦
（HD）(二)

08:00 生き抜け！原始生活２「襲い
かかる海（HD）」(二)

22:00 世界大自然紀行：ハワイ「波
の下の世界（HD）」(二)[初]

23:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
２「ネコ科動物の攻撃（HD）」

(二)[初]

13:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#2 不運の先に待つ奇

跡（ＨＤ）」(二)[初]

14:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船
の運命(HD)」(二)[初]

15:00 危険な時代に生きる 2「命の
値段（HD）」(字)[初]

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ノルマンディー上陸作戦: レン

ジャー部隊（HD）」(二)[初]

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「早食
い競争サイエンス（HD）」(二)[初]

08:00 高性能ハンター：猛禽類の驚
異の力（HD）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 終わらない社会問題：ヘロイン
（HD）(二)[初]

10:30 水と権力「水質汚染（HD）」
(二)

11:30 生き抜け！原始生活２「襲い
かかる海（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

22:00 アース ライブ(HD)(字)[初]

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]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃
(HD)」(二)[初]

27:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「暴かれた真実（HD）」(字)

04:00 密着！ニューヨーク市警 テロ
対策特殊部隊（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 もしもの時の生存マニュアル「サ
メに襲われたら（HD）」(字)[初]

07:00 ライオネス～飢えとの戦い
（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「#2
海賊キャプテン・キッドは無罪？

(HD)」(二)[初]

18:00 ライオネス～飢えとの戦い
（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 水と権力「水質汚染（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「アフリカ大陸

最後の王（HD）」(字)[初]

11:30 世界の巨大工場４「ジャガー
XJ(HD)」(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（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

14:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化
学工場事故(HD)」(二)[初]

15:00 危険な時代に生きる 2「壊れ
ゆく海（HD）」(字)[初]

16:00 地球を襲う宇宙の嵐「宇宙の
大嵐（HD）」(二)[初]

04:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「暴かれた真実（HD）」(字)[初]

05:00 UFO地球襲来の真実「ヘリを
襲う謎の飛行物体（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「アカウミガメ／アオウミガメ」

(字)[初]

07:00 最強のライオン軍団
(HD)(二)[初]

08:00 世界大自然紀行：ハワイ「炎
の島（HD）」(二)[初]

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「一貫しない供述(HD)」

(二)[初]

10:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ３「#2 南の楽園 インドネシア

(HD)」(二)[初]

22

23

24

25

26

27

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

4

5

6

7

8

9

24

25

26

27

4

5

6

7

8

9

【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】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット スペシャル】

ナショジオ フロントライン ナチス・ドイツの巨大建造物

厳選エピソード
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(ET) 月曜日 2017/08/07 火曜日 2017/08/08 水曜日 2017/08/09 木曜日 2017/08/10 金曜日 2017/08/11 土曜日 2017/08/12 日曜日 2017/08/13 (ET)

26

27

18

19

20

21

22

23

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 プリズン・ブレイク 真実の物語
（HD）(二)[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 バ科学2「はしごの法則（HD）」
(字)[初]

07:00 捕食者の死闘：ライオンvsチー
ター (HD)(二)

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「コミュニケーションの万華鏡（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)

10:30 潜入！暗黒産業「危険な医
薬品（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1（HD)」(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「#5 ウェイト・オーバー

（HD）」(二)[初]

14:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ
ルト教団（HD)」(二)[初]

15:00 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]

16:00 史上最悪の地球の歩き方７
「大麻の誘惑と飛行機事故（HD）」

(字)[初]

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「ゴンドウクジラ」(字)[初]

18:00 【新】密着！イルカの家族
（HD）(二)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「コムエアー3272便

（HD）」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造 2「マクラー
レン・P1（HD）」(二)[初]

21:00 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)

22:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)[初]

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「貨幣のチカラ（HD）」(二)[初]

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]

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]

26:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化
学工場事故(HD)」(二)

27:00 プリズン・ブレイク 真実の物語
（HD）(二)

04:00 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と
戦いの記憶（HD）(字)

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 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて「幻のヨウスコウカワイルカ

（HD）」(字)[初]

07:00 密着！イルカの家族（HD）(二)

08:00 世界大自然紀行：ハワイ「波
の下の世界（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「驚くべき隠し場所(HD)」

(二)[初]

10:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ３「#3 混乱の地 ソマリア(HD)」

(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「マック・ト
ラックス(HD)」(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「#6 暴風雨の中へ

（HD）」(二)[初]

14:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット（HD)」(二)[初]

15:00 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]

16:00 地球を襲う宇宙の嵐「危険な
太陽風（HD）」(二)[初]

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「#3
アラビアのロレンスはペテン師？(HD)」

(二)

18:00 【新】世界大自然紀行：フロリ
ダ「海辺の生物（HD）」(二)[初]

19:00 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]

20:00 水と権力「世界水戦争（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「ファッションウィー

ク戦争（HD）」(字)[初]

22:00 潜入！北朝鮮(二)[初]

23:00 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎（HD）(二)[初]

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！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 失われたアトランティス大陸を
求めて（HD）(二)[初]

04:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実（HD）(字)[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 もしもの時の生存マニュアル
「闘牛に襲われたら（HD）」(字)[初]

07:00 世界大自然紀行：フロリダ「海
辺の生物（HD）」(二)

08:00 極楽鳥～魅惑の求愛ダンス
（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
「厳重なセキュリティ（HD）」(二)[初]

10:30 水と権力「世界水戦争（HD）」
(二)

11:30 生き抜け！原始生活２「灼熱
のアウトバック（HD）」(二)

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「#7 持ち込まれた小型

爆弾（HD）」(二)[初]

14:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
の原子爆弾（HD)」(二)[初]

15:00 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]

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「特殊山岳部隊ブラックデビル

（HD）」(二)[初]

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「サッ
カーサイエンス（HD）」(二)[初]

18:00 【新】ワイルドな一日 2「南太
平洋：楽園の生存競争（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]

20:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)[初]

21:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)[初]

22:00 【新】世界大自然紀行：アルゼ
ンチン「アンデス山脈の懐に抱かれて

（HD）」(二)[初]

23:00 【新】ネコ科最強決定戦（HD）
(二)[初]

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！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 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船
の運命(HD)」(二)

27:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)[初]

04:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#7
選ばれし精鋭たち（HD）」(字)[初]

05:00 CIA極秘ファイル：エリア51
（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「急ブレーキの法則
（HD）」(二)[初]

07:00 ワイルドな一日 2「南太平洋：
楽園の生存競争（HD）」(二)

08:00 生き抜け！原始生活２「灼熱
のアウトバック（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 瞬殺の美学「ジャングルでの一
撃(HD)」(字)[初]

10:30 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（HD）」

(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「アンデス山脈の懐に抱かれて

（HD）」(二)

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「#8 速度計の警告サイン

（HD）」(二)[初]

14:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量
遭難事故（HD)」(二)[初]

15:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（HD）」(二)[初]

16:00 アラスカの最強メカニック「届け
られたエンジン（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
「水中でゾウアザラシに襲われたら

（HD）」(字)[初]

18:00 【新】世界大自然紀行：ザンジ
バル諸島（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 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)

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)[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 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]

25:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」

(二)[初]

26:00 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]

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)[初]

04:00 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)

05:00 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]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 廃墟お宝ハンター「#12 バーモ
ント州の大理石工場(HD)」(二)[初]

07:00 世界大自然紀行：ザンジバル
諸島（HD）(二)

08:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「水路（HD）」(字)

08:30 中国の伝統と技術「おもちゃ
（HD）」(字)

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
(HD)(二)[初]

10:30 スーパーカー大改造 2「ベント
レー・コンチネンタルGT（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「ファッションウィー

ク戦争（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故（HD)」(二)[初]

15:00 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]

16:00 水と権力「世界水戦争（HD）」
(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ダイブの法則（HD）」
(字)[初]

18:00 【新】ワイルド・ドルフィンズ
（HD）(二)[初]

19:00  Save the Water Special
supported by MODERE

世界大自然紀行：ヴェネツィア（HD）
(二)[初]

20:00 生き抜け！原始生活２「断崖
絶壁の長距離走（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン5「四
駆の聖地 ルビコントレイル（HD）」

(字)[初]

22:00 スーパーカー大改造 2「ベント
レー・コンチネンタルGT（HD）」(二)

23:00 世界の巨大工場「エイブラムス
戦車（ＨＤ）」(二)[初]

24:00 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)

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)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基地
の爆発炎上(HD)」(二)[初]

27:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱
走計画（HD）(二)[初]

04:00 実録 アメリカン・マフィア「ド
ニー･ブラスコ作戦（HD）」(字)[初]

05:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「偏見を乗り越えて（HD）」(字)

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「#4
消えたアレクサンドロス大王の墓

(HD)」(二)[初]
07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「乗組員募集中（HD）」(二)[初]

08:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「体長５メートル（ＨＤ）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 捕食生物の隠れた生態「弱者
の苦悩(HD)」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 NASA盗難事件 狙われた月
の石 特別版(HD)(日)[初]

12:00  Save the Water Special
supported by MODERE

世界大自然紀行：ヴェネツィア（HD）
(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「驚くべき圧力
の底力（HD）」(字)[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)[初]

15:00 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]

16:00 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]

17:00 アメリカ空軍 救難員日記～
最後の戦い～（HD）(字)[初]

19:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「音楽（HD）」

(字)[初]
19:30 マルコ・ポーロ：再見、東方見

聞録の旅
#1(字)[初]

20:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート2
（HD）」(二)[初]

21:00 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)

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

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空や
海底の決闘場（HD）」(字)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「コムエアー3272便

（HD）」(二)

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「アフリカ大陸

最後の王（HD）」(字)

27:00 実録 アメリカン・マフィア「ド
ニー･ブラスコ作戦（HD）」(字)

04:00 21世紀の最新鋭艦
(HD)(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！～「ノストラダムスの大予

言（HD）」(字)[初]
07:00 マーズ 火星移住計画「第二

話 赤き大地（HD）」(二)[初]

08:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「天空都市マチュ・ピチュ（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「生まれ
ながらのハンター（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「宇宙飛行士と
ソーシャルメディア(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～「一度噛ん

だらやめられない（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 脳トリック「恐怖（HD）」
(二)[初]

14:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 3（HD）」(字)

15:00 トップ・ギア USA シーズン5「四
駆の聖地 ルビコントレイル（HD）」(字)

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

（HD）」(二)[初]

17:00 ナチス・ドイツの巨大建造物3
「装甲部隊と急降下爆撃機（HD）」

(字)[初]

18:00 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]

19:00 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]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物3
「日本の巨大戦艦、大和と武蔵

（HD）」(字)[初]

21:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]

22:00 終戦への階段「ナチス・ドイツの
終焉（HD）」(字)[初]

23:00 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（HD）」(二)[初]

24:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故（HD)」(二)

25:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「一歩ずつ前へ（HD）」(字)[初]

26:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)[初]

27:00 石器時代のセックス
(HD)(二)[初]
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【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ナショジオ フロントライン】

PADI presents オーシャン マンス

PADI presents オーシャン マンス

カー・SOS 蘇れ！S4 ⼀挙放送

【宇宙アワー】

【ビッグ・キャット スペシャル】

ナショジオ フロントライン
ナチス・ドイツの巨大建造物

厳選エピソード
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04:00 黙示録：ヒトラーの台頭「#1 全
ての始まり(HD)」(二)[初]

05:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート1
（HD）」(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（HD）」(字)[初]

07:00 ワイルド・ドルフィンズ（HD）(二)

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「終わりなき戦争（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 プリズン・ブレイク 真実の物語
（HD）(二)

10:30 潜入！暗黒産業「総集編
（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」

(二)[初]

15:00 メーデー！３：航空機事故の
真実と真相「#3 御巣鷹の尾根」(二)

16:00 史上最悪の地球の歩き方７
「2日で22年を失った男（HD）」

(字)[初]

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「シロナガスクジラ」(字)[初]

18:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「氷海からカリブ海（HD)」

(字)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「中国国際航空129便

（HD）」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造 2「最高の
ポルシェ（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 1（HD）」(字)[初]

22:00 トップ・ギア USA シーズン5
「500ドル車で耐久レース（HD）」(字)

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「コミュニケーションの万華鏡（HD）」

(二)

24:00 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]

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)[初]

26:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「ヒトラーのヨーロッパ侵攻

（HD）」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「ドイツの電撃戦（HD）」

(二)[初]

04:00 黙示録：ヒトラーの台頭「#2 ナ
チスの躍進と戦争(HD)」(二)[初]

05:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート2
（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて「船乗りの歌、船引きの誇り

（HD）」(字)[初]

07:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「氷海からカリブ海（HD)」(字)

08:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「アンデス山脈の懐に抱かれて

（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「組織の親玉を挙げろ！

(HD)」(二)[初]

10:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ３「#4 資源大国 カザフスタン

(HD)」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「バカルディ
(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#2 パンナム103便（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

16:00 超巨大地震から身を守れ！
「#1 大都市のリスク(HD)」(二)[初]

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「#4
消えたアレクサンドロス大王の墓

(HD)」(二)

18:00 【新】ニュージーランド：穏やかな
海岸（HD）(字)[初]

19:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#8 アメリカン･イーグル航

空4184便（ＨＤ）」(二)[初]

20:00 水と権力「金の流れ（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「ロシアのバイ

カー･ギャング（HD）」(字)[初]

22:00  【新】アドルフ・ヒトラー　帝国
を築くまで（HD）(二)[初]

23:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実（HD）(字)

24:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)

25:00 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)

26:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「大量虐殺（HD）」

(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「真珠湾攻撃（HD）」

(二)[初]

04:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)

05:00 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎（HD）(二)

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
「激流に飲み込まれたら（HD）」

(字)[初]

07:00 ニュージーランド：穏やかな海岸
（HD）(字)

08:00 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]

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「コ
カイン密輸の手口（HD）」(二)[初]

10:30 水と権力「金の流れ（HD）」
(二)

11:30 生き抜け！原始生活２「断崖
絶壁の長距離走（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の
記憶（HD）(二)[初]

16:00 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

（HD）」(二)[初]

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「ダーツ
サイエンス（HD）」(二)[初]

18:00 【新】世界大自然紀行: ボルネ
オ「水辺の牽制（HD）」(字)[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 ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の
謎(HD)(二)[初]

21:00  【新】ナチス・ドイツの巨大建
造物4「#1（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」

(二)[初]

23:00 【新】サファリ・ブラザーズ: アフリ
カツアーの裏側「バックパッカーの要望

（HD）」(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

（HD）」(二)[初]

25:00 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

(HD)」(二)[初]

26:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「上陸作戦（HD）」

(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「原爆投下（HD）」

(二)[初]

04:00 ヒトラーの野望～絶滅動物の
復活計画～（HD）(字)[初]

05:00 解明！中国兵馬俑の謎
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「リフティングの法則
（HD）」(二)[初]

07:00 世界大自然紀行: ボルネオ
「水辺の牽制（HD）」(字)

08:00 生き抜け！原始生活２「断崖
絶壁の長距離走（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）(二)[初]

10:30 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

（HD）」(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」

(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)

16:00 アラスカの最強メカニック「シー
ズン最後の大口案件（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
「隕石が落ちてきたら（HD）」(字)[初]

18:00 【新】進化の奇跡：ハンマーヘッ
ド・シャーク（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 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 3「#1 新たなる挑戦（HD）」

(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 5（HD）」(字)[初]

22:00 潜入！日産GTR　誕生の裏
側(HD)(二)[初]

23:00  【新】カー・SOS 蘇れ！思い
出の名車５「錆び付いたフィアット・

ディーノ（HD）」(二)[初]

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 （HD）」(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

(HD)」(二)[初]

26:00 チャレンジャー号爆発事故　30
年目の真実（HD）(二)[初]

27:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#7
選ばれし精鋭たち（HD）」(字)

04:00 ヒトラーの極秘米軍収容所
(HD)(字)[初]

05:00 トップ・ギア シーズン3「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「#13 20世
紀初頭のレース工場(HD)」(二)[初]

07:00 進化の奇跡：ハンマーヘッド・
シャーク（HD）(二)

08:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「音楽（HD）」(字)

08:30 マルコ・ポーロ：再見、東方見
聞録の旅
#1(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 5（HD）」(字)

10:30 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「掘り出し物対決（HD）」(二)[初]

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「ロシアのバイ

カー･ギャング（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「コムエアー3272便

（HD）」(二)

14:00 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]

15:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱
走計画（HD）(二)

16:00 水と権力「金の流れ（HD）」
(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ウィンドサーフィンの法
則（HD）」(字)[初]

18:00 【新】美しき海：破壊にピリオド
を（HD）(字)[初]

19:00  Save the Water Special
supported by MODERE

世界大自然紀行：コンゴ 「大河の命
（HD）」(二)[初]

20:00 生き抜け！原始生活２「砂漠
に潜む死の影（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン5「真
冬のコンバーチブル対決（HD）」

(字)[初]

22:00 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター(HD)」(二)[初]

23:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)

24:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「コムエアー3272便

（HD）」(二)

25:00 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(HD)」(二)[初]

26:00 ヒトラーの教皇　闇の真実
（HD）(二)[初]

04:00 実録 アメリカン・マフィア「血の
応酬（HD）」(字)[初]

05:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「一歩ずつ前へ（HD）」(字)

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「#5
マルコ・ポーロは実在しない？(HD)」

(二)[初]
07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5

「越えてはならない一線（HD）」
(二)[初]

08:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「暴れる巨大ザメ（ＨＤ）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 捕食生物の隠れた生態「逆境
の中で(HD)」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 CIA極秘ファイル：エリア51 特
別版（HD）　(日)[初]

12:00  Save the Water Special
supported by MODERE

世界大自然紀行：コンゴ 「大河の命
（HD）」(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「ドミノのチカラ
（HD）」(字)[初]

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)[初]

15:00 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]

16:00 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]

17:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)[初]

18:00 【新】潜入！麻薬ビジネスの世
界「麻薬カルテル（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の

旅

27:00 実録 アメリカン・マフィア「血の
応酬（HD）」(字)

04:00 英国情報部 VS ナチス ～極
秘盗聴作戦～（HD）(字)[初]

05:00 ナチスの魔宮　～消えた財宝
の謎～（HD）(字)[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！～「ダ・ヴィンチの暗号（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]
07:00 マーズ 火星移住計画「第三

話 苦闘（HD）」(二)[初]

08:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「ローマ：コロッセオ（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:30 マルコ・ポーロ：再見、東方見
聞録の旅
#3(字)[初]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「#1（HD）」(二)

11:00 スター・トーク「ツイッターが変え
る社会(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～「凶暴マンボ

（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 脳トリック「判断（HD）」
(二)[初]

25:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「中国国際航空129便

（HD）」(二)

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「ファッションウィー

ク戦争（HD）」(字)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「錆び付いたフィアット・ディーノ

（HD）」(二)

22:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 4（HD）」(字)

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸の
覇権を巡って（HD）」(字)[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（HD）」(二)[初]

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「アフリカ大陸

最後の王（HD）」(字)

23:00 潜入！北朝鮮(二)

24:00 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]

25:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「親子の悲しみ（HD）」(字)[初]

14:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 4（HD）」(字)

15:00 トップ・ギア USA シーズン5「真
冬のコンバーチブル対決（HD）」(字)

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（HD）」(二)[初]

17:00 潜入！北朝鮮(二)

18:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造(HD)(二)[初]

19:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)

26:00 西部開拓時代の自然史「ゴー
ルドラッシュ(HD)」(字)[初]

27:00 猿人エイプマン　「セックスの戦
略」(HD)(字)[初]
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20:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

21:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「死との駆け引き（HD）」(二)[初]

09:30 恐るべき野生の殺し屋「反撃
する獲物（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

【ビッグ・キャット スペシャル】

PADI presents オーシャン マンス

【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

第⼆次世界⼤戦 特集

ナショジオ サンデー ストーリー

PADI presents オーシャン マンス
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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 知られざるUFOの謎
（HD)(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
（HD）」(字)[初]

07:00 美しき海：破壊にピリオドを
（HD）(字)

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「暮らしを守る家（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)

10:30 潜入！暗黒産業 2「酒の闇
市場（HD）」(二)[初]

11:30 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]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 地球最後の日を生きる「ゾンビ
と化した人類（HD）」(字)[初]

16:00 史上最悪の地球の歩き方７
「妊婦の運び屋（HD）」(字)[初]

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「ライオン」(字)[初]

18:00 野生の秘密「水生動物の秘
密（HD）」(二)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「トランスワールド航空

800便（HD）」(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造 2「デロリア
ン リブート（HD）」(二)

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

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「四
駆の聖地 ルビコントレイル（HD）」(字)

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「終わりなき戦争（HD）」(二)

24:00 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]

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

(HD)」(二)[初]

26:00 ザ・2000年代 ～振り返る悲劇
（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)

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

05:00 UFO機密ファイル「1980年イギ
リス レンデルシャムの森（HD）」

(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて「チベット高原に生きる遊牧民

（HD）」(字)[初]

07:00 野生の秘密「水生動物の秘
密（HD）」(二)

08:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」

(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！麻薬ビジネスの世界
「麻薬カルテル（HD）」(二)

10:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ３「#5 終わりなき挑戦 アメリカ

(HD)」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「フリトレー
(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 地球最後の日を生きる「ナノ・
テクノロジーの反乱（HD）」(字)[初]

16:00 超巨大地震から身を守れ！
「#2 キラーパルス15秒の恐怖(HD)」

(二)[初]

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「#5
マルコ・ポーロは実在しない？(HD)」

(二)

18:00 サメの生態 TOP10（HD）
(字)[初]

19:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#1 大地への激突（Ｈ

Ｄ）」(二)

20:00 検証：UFO事件の新事実「ロ
ズウェル事件（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「キューバ革命の

光と影（HD）」(字)[初]

22:00 【新】第一次世界大戦 アメリ
カ参戦の真実（HD）(二)[初]

23:00 ロンドンを襲ったドイツの秘密
飛行船（HD）(字)[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８

０便（HD）」(二)[初]

25:00 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(HD)」(二)[初]

26:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「伝説の犯罪写真家（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 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]

05:00 UFO機密文書「英国防省が
隠した真実（HD）」(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「ス
カイダイビングで事故が起きたら

（HD）」(字)[初]

07:00 サメの生態 TOP10（HD）(字)

08:00 アンダーカバー・エンジェル「障
害児施設でボランティア(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
「出入国審査官たちの奮闘（HD）」

(二)[初]

10:30 90s～90年代 21世紀への選
択「戦争への道（HD）」(二)[初]

11:30 生き抜け！原始生活２「砂漠
に潜む死の影（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 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]

15:00 地球最後の日を生きる「水が
敵となる（HD）」(字)[初]

16:00 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

（HD）」(二)[初]

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「片輪
走行サイエンス（HD）」(二)[初]

18:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」(字)[初]

19:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#2 不運の先に待つ奇

跡（ＨＤ）」(二)

20:00 アドルフ・ヒトラー　帝国を築くま
で（HD）(二)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「#2（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「湿原の住人たち（HD）」(二)[初]

23:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ワニ捕獲大作戦（HD）」

(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

（HD）」(二)

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

(HD)」(二)[初]

26:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち
「史上最悪のハッカー（HD）」(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)

04:00 アドルフ・ヒトラー　帝国を築くま
で（HD）(二)

05:00 仮想現実で暴く！タイタニック
号沈没の謎（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ローラースケートの法
則（HD）」(二)[初]

07:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」(字)

08:00 生き抜け！原始生活２「砂漠
に潜む死の影（HD）」(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
（HD）(二)

10:30 極楽鳥～魅惑の求愛ダンス
（HD）(二)

11:30 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「湿原の住人たち（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「#8 アメリカン･イーグル航

空4184便（ＨＤ）」(二)

14:00 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]

15:00 マヤ文明と世界滅亡の真実
(HD)(字)[初]

16:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「第一歩 (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
「土石流に襲われたら（HD）」

(字)[初]

18:00 【新】世界大自然紀行：フォー
クランド諸島（HD）(二)[初]

19:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」

(二)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 3「#2 期待の新戦力（HD）」

(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 6（HD）」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「錆び付いたフィアット・ディーノ

（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「幸せを運ぶジャガー･マーク２

（HD）」(二)[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（HD）」(二)[初]

25:00 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)

26:00 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]

27:00 アドルフ・ヒトラー　帝国を築くま
で（HD）(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「#1（HD）」(二)

05:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 6（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 解体トレジャーハンター「湖畔
に隠れたお宝(HD)」(二)[初]

07:00 世界大自然紀行：フォークラン
ド諸島（HD）(二)

08:00 【中国を知る】
マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の

旅
08:30 マルコ・ポーロ：再見、東方見

聞録の旅
#3(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 6（HD）」(字)

10:30 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「働く車対決（HD）」(二)[初]

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「キューバ革命の

光と影（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「中国国際航空129便

（HD）」(二)

14:00 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]

15:00 ヒマラヤ 天空ミイラの謎（HD）
(二)[初]

16:00 ライバルが暴く 真実と秘密「パ
ブロ・エスコバル（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「スキージャンプの法
則（HD）」(字)[初]

18:00 最速！海の捕食者たち（HD）
(二)[初]

19:00  Save the Water Special
supported by MODERE

巨大タコを探せ！（HD）(二)[初]

20:00 生き抜け！原始生活２「ジャン
グルのいけにえ（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア USA シーズン5「生
涯を共にする１台を探せ（HD）」

(字)[初]

22:00 アラスカの最強メカニック「輸送
船の修理（HD）」(二)[初]

23:00 世界の巨大工場５「ボーイング
747(HD)」(二)[初]

24:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「中国国際航空129便

（HD）」(二)

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

(HD)」(二)

26:00 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)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「#1（HD）」(二)

04:00 実録 アメリカン・マフィア「マフィ
ア・コミッション崩壊（HD）」(字)[初]

05:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「親子の悲しみ（HD）」(字)

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「#6
空想？実話？ゾロの伝説(HD)」

(二)[初]
07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「反目し合う者たち（HD）」(二)[初]

08:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦「アザラシの悲劇（ＨＤ）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 因縁の対決：猫 vs 犬（HD）
(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 エクソマーズ：火星での生命探
査（HD）(二)[初]

12:00  Save the Water Special
supported by MODERE

巨大タコを探せ！（HD）(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 雑学サイエンス「音と炎の波
（HD）」(字)[初]

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)[初]

15:00 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)

16:00 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]

17:00 アメリカ軍を率いた将軍たち
「前編（HD）」(二)[初]

18:00 潜入！麻薬ビジネスの世界
「欲望と正義（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
【新】ジュリアン・デイヴィスンと巡るマカ

オ（HD）(字)[初]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「#2（HD）」(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「幸せを運ぶジャガー･マーク２

（HD）」(二)

22:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 5（HD）」(字)

23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」(字)[初]

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

（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「トランスワールド航空

800便（HD）」(二)

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「ロシアのバイ

カー･ギャング（HD）」(字)

27:00 実録 アメリカン・マフィア「マフィ
ア・コミッション崩壊（HD）」(字)

04:00 ビリー・ザ・キッド 新たな写真
（HD）(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！～「吸血鬼（HD）」

(字)[初]
07:00 マーズ 火星移住計画「第四

話 嵐の前に（HD）」(二)[初]

08:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「ロンドン：セント・ポール大聖堂

（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スター・トーク「NASAが描く未
来(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～「元気いっぱ

いモジョ（HD）」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 脳トリック「脳力（HD）」
(二)[初]

14:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 5（HD）」(字)

15:00 トップ・ギア USA シーズン5「生
涯を共にする１台を探せ（HD）」(字)

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

（HD）」(二)[初]

17:00 不死身の怪物：ティラノサウル
スの秘密 特別版（HD）(日)[初]

18:00 大宇宙へ翔ける 油井亀美也
とJAXA、新しい時代へ(HD)(二)[初]

19:00 地球：45億年物語 特別版
(HD)(日)[初]

21:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「貨幣のチカラ（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「ファッションウィー

ク戦争（HD）」(字)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「錆び付いたフィアット・ディーノ

（HD）」(二)

24:00 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]

25:00 海に浮かぶ病院 アフリカ･マー
シー「家族の支え（HD）」(字)[初]

26:00 西部開拓時代の自然史「真
昼の決闘(HD)」(字)[初]

27:00 コンティネント7：南極大陸「氷
の世界（HD）」(字)[初]
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【宇宙アワー】
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ナショジオ フロントライン

PADI presents オーシャン マンス
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04:00 ナチス・ドイツ　最後の一年
「1944年12月から1945年5月まで

（HD）」(二)[初]

05:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「チュパカブラ（ＨＤ）」

(字)[初]
05:30 新　都市伝説～超常現象を

解明せよ！～「夢遊病（HD）」
(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学2「ヌンチャクの法則
（HD）」(字)[初]

07:00 最速！海の捕食者たち（HD）
(二)

08:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「未知なるものを求めて（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 アメリカ軍を率いた将軍たち
「前編（HD）」(二)

10:30 潜入！暗黒産業 2「高級車
強盗（HD）」(二)[初]

11:30 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（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「#1 奇跡の大脱出

（HD）」(二)[初]

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 地球最後の日を生きる「モンス
ター・ストーム（HD）」(字)[初]

16:00 史上最悪の地球の歩き方７
「海賊に拉致されたカップル（HD）」

(字)[初]

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「大ザメ」(字)[初]

18:00 古代魚シーラカンスの再来
(HD)(二)[初]

19:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「Lethal Turn（HD）」

(二)[初]

20:00 スーパーカー大改造 2「ベント
レー・コンチネンタルGT（HD）」(二)

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

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「真
冬のコンバーチブル対決（HD）」(字)

23:00 オリジンズ：常識を変えた人類
史「暮らしを守る家（HD）」(二)

24:00 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)

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線
事故（HD)」(二)[初]

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

（HD）」(二)

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 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「聖痕（HD）」(字)[初]

05:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「スマトラの猿人（Ｈ

Ｄ）」(字)
06:00 インフォメーション (日)

06:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて「黄河の弓と浮き袋（HD）」

(字)[初]

07:00古代魚シーラカンスの再来
(HD)(二)

08:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「湿原の住人たち（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 潜入！麻薬ビジネスの世界
「欲望と正義（HD）」(二)

10:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ２「世界の犯罪首都　ヨハネスブ

ルグ（HD）」(二)[初]
11:00 デンジャーゾーン！潜入マル秘

ルポ ２「公害問題　ラゴス（HD）」
(二)[初]

11:30 世界の巨大工場４「ドゥカティ
(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！２：航空機事故の
真実と真相「#2 傷ついた鳥」

(二)[初]

15:00 地球最後の日を生きる「火山
一斉噴火（HD）」(字)[初]

16:00 ネパール大地震 エベレストの
恐怖（HD）(二)[初]

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「#6
空想？実話？ゾロの伝説(HD)」(二)

18:00 捕食生物の隠れた生態「水中
の捕食者(HD)」(二)[初]

19:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」(二)

20:00 検証：UFO事件の新事実「テ
キサスUFO目撃事件（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「米国南部 本

当の真実（HD）」(字)[初]

22:00  【新】LA 92（HD）(二)[初]

24:00 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]

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(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続
テロ事件（HD)」(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 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]

05:00 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)
05:30 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)
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
「海流に引き込まれたら（HD）」

(字)[初]

07:00 捕食生物の隠れた生態「水中
の捕食者(HD)」(二)

08:00 アンダーカバー・エンジェル「子
供たちに夢を(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
「悲しい運び屋（HD）」(二)[初]

10:30 90s～90年代 21世紀への選
択「リアリティ（HD）」(二)[初]

11:30 生き抜け！原始生活２「ジャン
グルのいけにえ（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)[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 地球最後の日を生きる「氷の
惑星（HD）」(字)[初]

16:00 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]

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「つまみ
食いサイエンス（HD）」(二)[初]

18:00 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]

19:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#5 ウェイト・オーバー

（HD）」(二)

20:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物4
「#3（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：スペイン
（HD）(二)[初]

23:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ナイトサファリ（HD）」

(二)[初]

24:00 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]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント
リー沈没（HD)」(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（HD）」

(二)

04:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリ
バン vs 米海軍SEAL（HD）」

(二)[初]

05:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「吸血鬼（HD）」(字)

05:30 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]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「ドリブルの法則
（HD）」(二)[初]

07:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 雑学サイエンス「火と水の不思
議（HD）」(字)[初]

18:00 密着！オットセイのコロニー
（HD）(字)[初]

08:00 生き抜け！原始生活２「ジャン
グルのいけにえ（HD）」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 LA 92（HD）(二)

11:30 世界大自然紀行：スペイン
（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「#4 着陸ミスと事故原

因」(二)[初]

27:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリ
バン vs 米海軍SEAL（HD）」(二)

19:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#6 暴風雨の中へ

（HD）」(二)

20:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
カナダ編 3「#3 欠かせぬ恐怖心

（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 7（HD）」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「幸せを運ぶジャガー･マーク２

（HD）」(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「傷だらけのメルセデス・ベンツ パ

ゴダ（HD）」(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

(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘ
リ墜落事故（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]

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]

15:00 ２億5000万年後の地球大陸
「エデンの終わり(HD)」(二)[初]

16:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「火との出会い(HD)」(二)[初]
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【ビッグ・キャット スペシャル】

PADI presents オーシャン マンス

【ナショジオ フロントライン】

PADI presents オーシャン マンス


