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(ET) 月曜日 2018/02/26 火曜日 2018/02/27 水曜日 2018/02/28 木曜日 2018/03/01 金曜日 2018/03/02 土曜日 2018/03/03 日曜日 2018/03/04 (ET)

※最新の番組表はこちら
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23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歌声を失ったシンガー･ルマン

（HD）」(二)[初]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「亡き妻へ捧げるフィアット500

（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)[初]

26:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「反逆者の台頭（HD）」

(二)[初]

27:00 ボストン絞殺魔の正体（HD）
(字)

16:30 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を
見て（HD）」(二)[初]

17:30 ロング・ロード・ホーム:真実の
ヒーロー （HD）(字)[初]

18:30 ロング･ロード･ホーム 製作秘
話（HD）(字)

19:00 レストレポ　～アフガニスタンで
戦う兵士たちの記録～(HD)(字)

21:00 スター・トーク３「NASA 知られ
ざる数学者の活躍(HD)」(字)[初]

22:00 ストーリー・オブ・アス WITH
モーガン・フリーマン「反逆（HD）」

(字)[初]

11:00 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]

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 ロング・ロード・ホーム「#5 選択
（HD）」(二)[初]

14:30 ロング・ロード・ホーム「#6 天国
と呼ばれた場所（HD）」(二)[初]

15:30 ロング・ロード・ホーム「#7 消え
行く希望（HD）」(二)[初]

27:00 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]

04:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「第一歩 (HD)」(二)[初]

05:00 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]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック「真実（HD）」
(二)[初]

07:00 クジラたちの深海への旅（HD）
(二)

08:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 南太平洋の島探検「キリバス
の王（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３「憧れのコルベット・スティングレイ

（HD）」(二)[初]

22:00 エクスプローラー「南極の古火
山に隠された謎（HD）」(字)[初]

23:00 クジラたちの深海への旅（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！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]

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)[初]

15:30 ロング・ロード・ホーム「#3 未知
の領域（HD）」(二)[初]

16:30 ロング・ロード・ホーム「#4 死の
谷（HD）」(二)[初]

17:30 【新】ロング･ロード･ホーム 製
作秘話（HD）(字)[初]

18:00 新 潜入！北朝鮮（HD）
(字)[初]

19:00 【中国を知る】
潜入！中国の春節連歓晩会 (HD)

(字)[初]

20:00 スーパーカー大改造 2「最高の
ポルシェ（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 イヤーミリオン「シンギュラリティ
（HD）」(二)[初]

12:00 スター・トーク３「伝達のチカラ
(HD)」(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争
へ（HD）」(二)[初]

14:30 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌
（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(二)[初]

26:00 レストレポ　～アフガニスタンで
戦う兵士たちの記録～(HD)(字)[初]

04:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)[初]

05:00 アンネ・フランク 最期の日々
（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック「脳力（HD）」
(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「敵となりし同胞（HD）」

(字)[初]

08:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「戦いの序章（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 エクスプローラー「アフガニスタン
男装する少女たち（HD）」(字)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場７「テスラ・モ
デルS（HD)」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「名もなき英雄 オースチン10・
ユーティリティトラック（HD）」(二)[初]

22:00 スーパーカー大改造 2「デロリア
ン リブート（HD）」(二)[初]

23:00 エアバスＡ３８０：世界最大の
旅客機（ＨＤ）(字)[初]

24:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ
ぬ惨劇（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「タイ国際航空311便

（HD）」(二)[初]

15:00 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]

16:00 蘇るローマ帝国の殺人
(HD)(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「寄宿
舎での宝探し(HD)」(二)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「舞え、漆黒の鳥！ コクチョウを救え

（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 マシン・インポッシブル:未来テク
ノロジーを追え！「マシンは世界を征

服するのか？（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス政権 最後の日々（HD）
(字)[初]

11:30 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「王のプライド（HD）」(二)[初]

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「ラパ航空3142便（HD）」

(二)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「恐れを知らぬ越境者たち（HD）」

(字)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「インドネシア
編（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「身近なモノ
の意外な実力（HD）」(字)[初]

07:00 解剖でわかる動物たちの謎２
「#2 ライオンが吠える理由(HD)」(二)

08:00 【中国を知る】
鷹匠マカン（HD）(二)[初]

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

（HD）」(二)[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]

24:00 衝撃の瞬間:特別編「小さなミ
ス（HD）」(二)[初]

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

イースト航空2311便（HD）」(二)[初]

26:00 潜入！メキシコの麻薬抗争
（ＨＤ）(二)[初]

27:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「陸海空の連携プレー（HD）」

(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「ひょう
たんから駒？(HD)」(二)[初]

18:00 解剖でわかる動物たちの謎２
「#2 ライオンが吠える理由(HD)」

(二)[初]

19:00 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]

20:00 生き抜け！原始生活「未開の
ジャングル（HD）」(二)[初]

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

11:30 ボストン絞殺魔の正体（HD）
(字)[初]

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「トランスアジア航空235

便（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ロシア航空機 テロの悲

劇（HD）」(二)[初]

15:00 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]

16:00 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]

04:00 武器コレクター「#6 飛び交う弾
丸(HD)」(二)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「香港編
（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「運動エネル
ギー（HD）」(字)[初]

07:00 最強のライオン軍団
(HD)(二)[初]

08:00 旅するシェフの仰天レシピ「ボル
ネオ：首狩り族とバーベキュー（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 マシン・インポッシブル:未来テク
ノロジーを追え！「憧れのスーパーヒー

ロー（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
イヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]
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【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】

ロング・ロード・ホーム ⼀挙放送

秘秘秘秘 秘秘秘秘

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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※最新の番組表はこちら
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04:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「日本編
（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「巨大風船、
大爆発？（HD）」(字)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「舞え、漆黒の鳥！ コクチョウを救え

（HD）」(字)

08:00 南太平洋の島探検「いざ 南
太平洋へ（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 1（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「最
強パトカー勝負（HD）」(字)[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！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！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 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「初戦開幕（HD）」(二)[初]

16:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「捜査と押収(HD)」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「幽霊
屋敷の宝物(HD)」(二)[初]

18:00 因縁の対決：カバ vs ライオン
（HD）(字)[初]

19:00 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]

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]

21:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「敵となりし同胞（HD）」(字)

22:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#1 息子の失踪（HD）」

(字)[初]

23:00 【新】シャークマン　巨大ザメ捕
獲大作戦 2「ビーチの巨大ザメ

（HD）」(二)[初]

24:00 衝撃の瞬間:特別編「小さなミ
ス（HD）」(二)

25:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ
ぬ惨劇（HD）」(二)

26:00 世界の巨大工場「アパッチ・ヘ
リコプター（ＨＤ）」(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（HD）」(二)

04:00 ハイテクのルーツ２「航空母艦
イラストリアス（ＨＤ）」(二)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「フィリピン編
（HD）」(字)[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 因縁の対決：カバ vs ライオン
（HD）(字)

08:00 南太平洋の島探検「トンガ王
国の離島（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 2（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「最
強の小型車決定戦！（HD）」

(字)[初]

11:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#1 息子の失踪（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ボーイング747の衝突事

故（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 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「深まる溝（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「マッス
ルカー・マンション(HD)」(二)[初]

18:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 解析！超自然現象２「ミステ
リーサークル（HD）」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「政府の
隠ぺい（HD）」(二)[初]

22:00 【新】チェーン・オブ・コマンド「#1
米軍の指揮系統（HD）」(字)[初]

23:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争
へ（HD）」(字)[初]

24:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(二)[初]

25:00 アメリカ軍を率いた将軍たち
「前編（HD）」(二)[初]

26:00 アメリカ軍を率いた将軍たち
「後編（HD）」(二)[初]

27:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)[初]

04:00 21世紀の最新鋭艦 特別版
(HD)(日)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「台湾編
（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 雑学サイエンス２「ワインのス
マートな開け方（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 南太平洋の島探検「楽園フィ
ジー諸島（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 3（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「お
宝発掘！隠れた名車特集（HD）」

(字)[初]

11:30 エアバスＡ３８０：世界最大の
旅客機（ＨＤ）(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「プロテウス航空706便

（HD）」(二)[初]

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)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「ライバル争いの行方（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「ホーム
ラン・ハウス(HD)」(二)[初]

18:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦
（HD）(二)[初]

19:00 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]

20:00 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]

21:00 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]

22:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「砂漠のカンガルー（HD）」(二)[初]

23:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
定的瞬間 総集編[#6 生と死

(HD)](二)[初]

24:00 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]

25:00 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]

26:00 ザ・解体屋：巨大建造物をブッ
壊せ２「旧ヤンキー・スタジアム(HD)」

(二)[初]

27:00 武器コレクター「#7 腕の見せ
所(HD)」(二)[初]

04:00 武器コレクター「#8 南北戦争
の拳銃(HD)」(二)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「韓国編
（HD）」(字)[初]

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)[初]

07:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦
（HD）(二)

08:00 南太平洋の島探検「３つの王
国（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 4（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「追
加給油なし！掟破りの長距離レース

（HD）」(字)[初]

11:30 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「砂漠のカンガルー（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ジャーマンウイングス

9525便（HD）」(二)[初]

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)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「因縁の対決（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「農家
に残された骨董品(HD)」(二)[初]

18:00 捕食者の死闘：ライオンvsチー
ター (HD)(二)[初]

19:00 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]

20:00 生き抜け！原始生活「極寒の
トナカイとサーミの知恵（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２「悩めるエスコートRS（HD）」(二)

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 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]

25:00 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]

26:00 ザ・解体屋：巨大建造物をブッ
壊せ２「米海軍 最速の給油艦

(HD)」(二)[初]

27:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「最新の密輸トリック（HD）」

(字)[初]

04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「禁輸品の隠し場所（HD）」

(字)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「マレーシア
編（HD）」(字)[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 捕食者の死闘：ライオンvsチー
ター (HD)(二)

08:00 【中国を知る】
潜入！中国の春節連歓晩会 (HD)

(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 5（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「農
場で大暴れ！ド迫力のトラクター対

決（HD）」(字)[初]

11:30 ロング・ロード・ホーム:真実の
ヒーロー （HD）(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便（HD）」(二)[初]

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)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「釣るか逃げるか（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「軽量
飛行機の発掘(HD)」(二)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「喧嘩の果てに！ フクロモモンガを

救え（HD）」(字)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)[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)[初]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（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]

25:00 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]

26:00 ザ・解体屋：巨大建造物をブッ
壊せ２「貨物トラック　再利用への挑

戦！(HD)」(二)[初]

27:00 戦士たちの墓場「呪われた船
員(HD)」(二)[初]

04:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「投稿された殺人動画（HD）」

(字)[初]

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「目撃者の行方（HD）」

(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック「理解（HD）」
(二)[初]

07:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「反逆者の台頭（HD）」

(字)[初]

08:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「王のプライド（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 エクスプローラー「119歳 奇跡
のランナー（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 イヤーミリオン「不老不死
（HD）」(二)[初]

12:00 スター・トーク３「NASA 知られ
ざる数学者の活躍(HD)」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「大
砲マニア（HD）」(字)[初]

14:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(字)

15:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争
へ（HD）」(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3
「ナチス 奇跡のＵボートXXI型（HD）」

(字)[初]

17:00 潜入！暗黒産業 2「高級車
強盗（HD）」(二)[初]

18:00 ダイヤモンドと金塊と銃（HD）
(字)[初]

19:00 【中国を知る】
インサイド「ニューイヤー・フィーバー in

香港」(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 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]

22:00 エクスプローラー「アフガニスタン
男装する少女たち（HD）」(字)

23:00 ナショジオの表紙を飾った傑作
写真「溶岩ハンター（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]

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

空200便（HD）」(二)[初]

26:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#1 息子の失踪（HD）」(字)

27:00 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]

04:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「狩りの技術(HD)」(二)[初]

05:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「水を求めて(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 脳トリック「時間（HD）」
(二)[初]

07:00 超巨大地震から身を守れ！
「#1 大都市のリスク(HD)」(二)[初]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 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)

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)

13:30 廃墟お宝ハンター「#6 製綿工
場(HD)」(二)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「ついに登場！アストンマーティン

DB6（HD）」(二)[初]

15:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン
マセラティ（HD）」(二)[初]

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

決（HD）」(二)[初]

17:00 忍び寄る超巨大地震の
恐怖(HD)(字)[初]

19:00 衝撃の瞬間５「福島第一原発
(HD)」(字)[初]

20:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
の原子爆弾（HD)」(二)[初]

21:00 スター・トーク３「名司会者が語
るコメディと科学(HD)」(字)[初]

22:00 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン 2「天国と地獄

（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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「初代ボンドカー サンビーム・アル

パイン（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)[初]

26:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「王のプライド（HD）」(二)

27:00 消えゆく王～ナミブ砂漠のライ
オン（HD）(二)[初]

14

15

4

5

6

7

8

9

16

17

24

25

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 3月

10

11

12

13

【宇宙アワー】

秘秘秘秘 秘秘秘秘

ナショジオ サンデー ストーリー

【シャーク・マンデー】 【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】

ナショジオ フロントライン

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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04:00 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「タイ編
（HD）」(字)[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 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「喧嘩の果てに！ フクロモモンガを

救え（HD）」(字)

08:00 南太平洋の島探検「ビキニ環
礁の真実（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 6（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「無
傷で返却！？決死のレンタカー対決

（HD）」(字)[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！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]

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「しなる竿、折れる心（HD）」(二)[初]

16:00 空の英雄たち「マルタ島のエー
ス（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「100万
ドルの館(HD)」(二)[初]

18:00 ライオン・レンジャー「群れのトラ
ブル(HD)」(二)[初]

19:00 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]

20:00 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]

21:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「戦いの序章（HD）」(字)

22:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#2 カギを握る男（HD）」

(字)[初]

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2「若いサメを追え（HD）」

(二)[初]

24:00 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 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」

(二)[初]

26:00 死に直面した瞬間「#1 4.6km
のフリーフォール(HD)」(二)[初]

26:30 死に直面した瞬間「#2 ヘリコプ
ターの墜落(HD)」(二)[初]

27:00 女性刑務官の戦いと真実
（HD）(二)[初]

04:00 潜入！インド最大の刑務所
(HD)(字)[初]

05:00 アジア 恐怖伝説「ベトナム編
（HD）」(字)[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 ライオン・レンジャー「群れのトラ
ブル(HD)」(二)

08:00 南太平洋の島探検「キリバス
の王（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 7（HD）」(字)

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「大
学生にピッタリな車でビーチへ行こう！

（HD）」(字)[初]

11:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#2 カギを握る男（HD）」(字)

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)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便（HD）」

(二)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「メイン湾の混戦（HD）」(二)[初]

16:00 空の英雄たち「翼を取り戻した
撃墜王（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「キャン
パスは稼ぎ頭(HD)」(二)[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！９：航空機事故の
真実と真相「#4 アロー航空1285便

(HD)」(二)[初]

20:00 解析！超自然現象２「魔のバ
ミューダ・トライアングル（HD）」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「日本
航空機が遭遇した巨大UFO（HD）」

(二)[初]

22:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(字)[初]

23:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌
（HD）」(字)[初]

24:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(二)[初]

25:00 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]

26:00 死に直面した瞬間「#3 大型
SUV車の衝突事故(HD)」(二)[初]

26:30 死に直面した瞬間「#4 高圧
電線へ激突(HD)」(二)[初]

27:00 ノース・ブランチ刑務所：ハイテ
ク巨大施設の全貌（HD）(字)[初]

04:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引（HD）(二)[初]

05:00 バクチ・アメリカ～巧妙な賭け
「テキサス編（HD）」(字)[初]

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)[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 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 8（HD）」(字)

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「不
死身の車をボコボコに（HD）」(字)[初]

11:30 解体！F-4ファントム戦闘機
(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「国連チャーター機 DC-6

（HD）」(二)

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・エアウェ

イズ670便（HD）」(二)

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「戦いの意味（HD）」(二)[初]

16:00 空の英雄たち「アブロ・ランカス
ター爆撃機隊（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「警察・
強盗・報奨金(HD)」(二)[初]

18:00 捕食者の弱点:人間 vs チー
ター（HD）(字)[初]

19:00 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]

20:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]

21:00 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]

22:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「世界最古の熱帯雨林（HD）」

(二)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)[初]

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]

25:00 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]

26:00 死に直面した瞬間「#5 時速
170キロの自転車事故(HD)」(二)[初]

26:30 死に直面した瞬間「#6 赤ちゃ
んに突っ込む自動車(HD)」(二)[初]

27:00 武器コレクター「#9 最高の贈り
物(HD)」(二)[初]

04:00 ダイヤモンドと金塊と銃（HD）
(字)

05:00 バクチ・アメリカ～巧妙な賭け
「ラスベガス編（HD）」(字)[初]

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)[初]

07:00 捕食者の弱点:人間 vs チー
ター（HD）(字)

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 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 9（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「こ
れぞ究極のキャンピングカー！（HD）」

(字)[初]

11:30 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「世界最古の熱帯雨林（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！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)

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「親子の絆（HD）」(二)[初]

16:00 空の英雄たち「赤い尾翼　レッ
ド・テイルズ（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「サ
メに襲われたら（HD）」(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！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 生き抜け！原始生活「激流で
の漁に挑む（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 9（HD）」(字)

22:00 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)

23:00 潜入！日産GTR　誕生の裏
側(HD)(二)[初]

24:00 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]

25:00 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]

26:00 死に直面した瞬間「#7 空飛ぶ
自動車事故(HD)」(二)[初]

26:30 死に直面した瞬間「#8 ライオン
の襲撃(HD)」(二)[初]

27:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「押収品の行く末（HD）」(字)[初]

04:00 エクスプローラー「フィリピン麻薬
戦争の代償（HD）」(字)[初]

05:00 バクチ・アメリカ～巧妙な賭け
「ニューヨーク編（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「縦列
駐車サイエンス（HD）」(二)[初]

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

08:00 【中国を知る】
インサイド「ニューイヤー・フィーバー in

香港」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 10（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「目
指せ！時速240キロ　庶民車勝負

（HD）」(字)[初]

11:30 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(字)

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！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(二)

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「不和と離脱（HD）」(二)[初]

16:00 空の英雄たち「ベトナムの大空
中戦（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
「闘牛に襲われたら（HD）」(字)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「食べ過ぎ注意！ オキナインコを救

え（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 世界の巨大工場「フェラーリ（Ｈ
Ｄ）」(二)[初]

21:00 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]

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)[初]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
ボート基地（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]

25:00 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]

26:00 死に直面した瞬間「#9 荒波の
恐怖(HD)」(二)[初]

26:30 死に直面した瞬間「#10 水中
での７分間(HD)」(二)[初]

27:00 戦士たちの墓場「十字軍の亡
霊(HD)」(二)[初]

04:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「さらなる証言（HD）」(字)[初]

05:00 無情の海域 ～沈みゆく真実
を追う「男の正体（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「ビリ
ヤードサイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 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]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「コスワースの危機（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 イヤーミリオン「仮想世界で生
きる（HD）」(二)[初]

12:00 スター・トーク３「名司会者が語
るコメディと科学(HD)」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「決
闘用ピストル（HD）」(字)[初]

14:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(字)

15:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌
（HD）」(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3
「沖縄の巨大地下要塞（HD）」

(字)[初]

17:00 潜入！暗黒産業 2「臓器売
買（HD）」(二)[初]

18:00 【新】潜入！台湾の住宅事情
（HD）(字)[初]

19:00 【中国を知る】
【新】黄河と長江 いにしえの文化を

訪ねて 3「#1 トン族 カムの人々 祭り
19:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて 3「#2 トン族 カムの人々 葬

儀（HD）」(字)[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 潜入！日産GTR　誕生の裏
側(HD)(二)

22:00 エクスプローラー「119歳 奇跡
のランナー（HD）」(字)

23:00 ナショジオの表紙を飾った傑作
写真「戦地の傷跡（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・サウス
イースト航空2311便（HD）」(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便（HD）」

(二)

26:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#2 カギを握る男（HD）」(字)

27:00 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]

04:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「大海原へ(HD)」(二)[初]

05:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「原始時代の最強武器(HD)」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「早食
い競争サイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 死と意識の謎(HD)(二)[初]

08:00 潜入！台湾の住宅事情
（HD）(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「悪夢のナーニ（HD）」(字)

12:00 シーザー・ミランの 子犬トラブル
（HD）(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「ケータハム・セブンに感謝を込め

て（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空152便（HD）」(二)[初]

13:30 廃墟お宝ハンター「#7 巨大
ビール工場(HD)」(二)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「伝説のホットハッチ、ルノー5GT

ターボ（HD）」(二)[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 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「ファーストカー対決（HD）」

(二)[初]

17:00 謎の巨大肉食恐竜（HD）
(二)[初]

18:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)[初]

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 3月

26:00 地獄の地図　悪しき魂が集う
闇（HD）(二)[初]

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

18

20:00 双子宇宙飛行士の新たな挑
戦（HD）(二)[初]

21:00 スター・トーク３「意識と信念、
そして瞑想(HD)」(字)[初]

22:00 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
モーガン・フリーマン 2「神に選ばれし

者（HD）」(字)[初]

【宇宙アワー】

【シャーク・マンデー】 【ビッグ・キャット スペシャル】

ナショジオ フロントライン

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

秘秘秘秘 秘秘秘秘

ナショジオ サンデー ストーリー

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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04:00 英国情報部 VS ナチス ～極
秘盗聴作戦～（HD）(字)[初]

05:00 地球最後の日を生きる「ナノ・
テクノロジーの反乱（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「サッ
カーサイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「食べ過ぎ注意！ オキナインコを救

え（HD）」(字)

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 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 1（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「ラ
スベガス 理想のタクシー対決!（HD）」

(字)[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！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]

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)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「マグロの神（HD）」(二)[初]

16:00 空の英雄たち「ナチス狩り
（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
「激流に飲み込まれたら（HD）」

(字)[初]

18:00 ライオン・レンジャー「若いライオ
ンたちの攻撃(HD)」(二)[初]

19:00 潜入！台湾の住宅事情
（HD）(字)

20:00 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]

21:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「反逆者の台頭（HD）」(字)

22:00  執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#3 おとり捜査（HD）」(字)[初]

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2「チャンスは逃げる（HD）」

(二)[初]

24:00 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 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#9 注意散漫（HD）」

(二)[初]

26:00 ヒトラーの教皇　闇の真実
（HD）(二)[初]

04:00 ヒトラーの殺人部隊（HD）
(字)[初]

05:00 地球最後の日を生きる「水が
敵となる（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「ダーツ
サイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 ライオン・レンジャー「若いライオ
ンたちの攻撃(HD)」(二)

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)

09:30 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 2（HD）」(字)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「ア
ダム、夢の企画を実現！（HD）」

(字)[初]

11:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#3 おとり捜査（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「したたかな起死回生（HD）」(二)[初]

16:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#1
忠誠心の世界へ（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「ス
カイダイビングで事故が起きたら

（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！９：航空機事故の
真実と真相「#8 大韓航空8509便

(HD)」(二)[初]

20:00 解析！超自然現象２「死後の
世界（HD）」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「UFO
乱舞事件（HD）」(二)[初]

22:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(字)[初]

23:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知
の領域（HD）」(字)[初]

24:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#10 無線沈黙（HD）」

(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット（HD)」(二)[初]

27:00 ヒトラーの殺人部隊（HD）(字)

04:00 ヒトラーの極秘米軍収容所
(HD)(字)[初]

05:00 地球最後の日を生きる「モンス
ター・ストーム（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「片輪
走行サイエンス（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 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 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 3（HD）」(字)[初]

10:30 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]

11:30 潜入！台湾の住宅事情
（HD）(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

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)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「混迷のトップ争い（HD）」(二)[初]

16:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#2
疑心（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 瞬殺の美学「サバンナでの一
撃(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 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]

21:00 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]

22:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「ウォンバットの王国（HD）」(二)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 最後の砦（HD）」(字)[初]

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]

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)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･
ダウン（HD)」(二)[初]

27:00 完璧な武器はどれだ！「頭部
への攻撃」(二)[初]

04:00 完璧な武器はどれだ！「銃撃
戦」(二)[初]

05:00 地球最後の日を生きる「火山
一斉噴火（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「つまみ
食いサイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 瞬殺の美学「サバンナでの一
撃(HD)」(字)

08:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
物「古代エジプトのピラミッド（HD）」

(字)[初]

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 4（HD）」(字)[初]

10:30 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]

11:30 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「ウォンバットの王国（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

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)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「命運を分ける１匹（HD）」(二)[初]

16:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#3
戸惑いの選択（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
「大津波に襲われたら（HD）」

(字)[初]

18:00 究極の捕食者：トップ・キャット
（HD）(字)[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 生き抜け！原始生活「聖なる
火山への旅（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン2「エピソー
ド 10（HD）」(字)

22:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の
舞台裏（HD）(二)[初]

23:00 マシン・インポッシブル:未来テク
ノロジーを追え！「クルマの明るい未

来（HD）」(二)[初]

24:00 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 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]

26:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量
遭難事故（HD)」(二)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」

(二)[初]

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)[初]

05:00 地球最後の日を生きる「氷の
惑星（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「スーツ
ケースサイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 究極の捕食者：トップ・キャット
（HD）(字)

08:00 【中国を知る】
黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて
3「#1 トン族 カムの人々 祭り（HD）」
08:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて 3「#2 トン族 カムの人々 葬

儀（HD）」(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)[初]

10:30 トップ・ギア USA シーズン3「氷
上の中古車対決（HD）」(字)[初]

11:30 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

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)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「勝負の最終週（HD）」(二)[初]

16:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#4
正義とは（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
「牛の群れに襲われたら（HD）」

(字)[初]
18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「水がたまってひと悶着！ ウサギを

救え （HD）」(字)[初]

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 世界の巨大工場「ハーレーダ
ビッドソン」(二)[初]

21:00 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]

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)[初]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#1 ハドソン川の奇跡

(HD)」(二)

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)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故（HD)」(二)[初]

27:00 戦士たちの墓場「蘇るサムライ
(HD)」(二)[初]

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)

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)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「記憶
力サイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビートル・マニア（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 イヤーミリオン「マインドの融合
（HD）」(二)[初]

12:00 スター・トーク３「意識と信念、
そして瞑想(HD)」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「独
立戦争を生きたラッパ銃（HD）」

(字)[初]
14:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激

化する戦いの裏で（HD）」(字)

15:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知
の領域（HD）」(字)

16:00 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]

17:00 潜入！暗黒産業 2「麻薬売
買とマネーロンダリング（HD）」(二)[初]

18:00 世界を動かすマネーの裏側
（HD）(二)[初]

19:00 【中国を知る】
黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて

3「#3 モンゴル族 死者との対話
19:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて 3「#4 リス族 恋の歌（HD）」

(字)[初]
20:00 ローバーが魅せる火星の秘密

（HD）(二)[初]

22:00  【新】史上最悪の地球の歩き
方８「若き麻薬王（HD）」(字)[初]

23:00 恐竜世界へタイムスリップ「サメ
の帝王メガロドン（HD）」(二)[初]

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)

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)

26:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#3 おとり捜査（HD）」(字)

27:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「殺人キラー：ヒョウ（HD）」(二)[初]

04:00 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]

05:00 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]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「ルー
ビックキューブサイエンス（HD）」

(二)[初]
07:00 クルーズ船は大騒ぎ！「ハネ

ムーンの季節（HD）」(二)[初]

08:00 クルーズ船は大騒ぎ！「船内
パトロール（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬猿の仲（HD）」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「亡き親友との絆（HD）」

(字)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 廃墟お宝ハンター「#8 オイル・
シティの秘宝(HD)」(二)[初]

14:00 ホーキング博士のすばらしき新
世界「仮想世界（HD）」(字)[初]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「名もなき英雄 オースチン10・

ユーティリティトラック（HD）」(二)

25:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「USエアー1016便（HD）」

(二)[初]

26:00 史上最悪の地球の歩き方８
「若き麻薬王（HD）」(字)

15:00 ホーキング博士のすばらしき新
世界「完璧都市（HD）」(字)[初]

16:00 スター・トーク３「スティーブン・
ホーキング博士の素顔（HD）」

(字)[初]

17:00 ホーキング博士のジーニアス
「時空の旅は可能か？(HD) 」

(字)[初]

18:00　ホーキング博士のジーニアス
「地球は宇宙のどこにある？(HD)」

(字)[初]

19:00　ホーキング博士のジーニアス
「命とは何か？(HD)」  (字)[初]

20:00 ホーキング博士のジーニアス
「地球外生命は存在するのか？

(HD)」 (字)[初]

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 3月

27:00 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]

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

18

21:00 スター・トーク３「フランク・オズ
人形操演の舞台裏(HD)」(字)[初]

22:00 マーズ 火星移住計画「第一
話 新世界（HD）」(字)[初]

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]

【宇宙アワー】

【シャーク・マンデー】 【ビッグ・キャット スペシャル】

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

ナショジオ フロントライン

追悼 スティーブン・ホーキング博
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26

27

18

19

20

21

22

23

4

5

6

7

8

9

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 海底に沈んだミステリー（HD）
(二)[初]

05:00 完全再現！歴史的パーティー
「#1 フランス王妃(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「ゴルフ
サイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「水がたまってひと悶着！ ウサギを

救え （HD）」(字)

08:00 エクスプローラー「フィリピン麻薬
戦争の代償（HD）」(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)[初]

10:30 戦闘ヘリの限界に挑む！「タリ
バン vs 米海軍SEAL（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！１１：航空機事故の
真実と真相「英国欧州航空548便

（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「しのぎを削る漁師たち（HD）」

(二)[初]

16:00 密着！国境警備の戦い:命が
けの突破(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
「食べ物がのどに詰まったら（HD）」

(字)[初]

18:00 ライオン・レンジャー「王国での
死(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 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]

21:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「王のプライド（HD）」(字)

22:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#4 口を閉ざす男（HD）」

(字)[初]

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2「自然保護区でサメ捕獲?!

（HD）」(二)[初]

24:00 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)

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６「福知山線脱線
事故（HD)」(二)[初]

27:00 潜入！麻薬ビジネスの世界
「麻薬カルテル（HD）」(二)[初]

04:00 潜入！麻薬ビジネスの世界
「欲望と正義（HD）」(二)[初]

05:00 完全再現！歴史的パーティー
「#2 ローマ皇帝(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「泳ぎ
方サイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 ライオン・レンジャー「王国での
死(HD)」(二)

08:00 エクスプローラー「ノーベル経済
学賞受賞者が語る政治と経済

（HD）」(字)[初]

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 7（HD）」(字)[初]

10:30 戦闘ヘリの限界に挑む！「アル
ゼンチン vs 英国特殊部隊SAS

（HD）」(二)[初]

11:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#4 口を閉ざす男（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「大詰めの接戦（HD）」(二)[初]

16:00 密着！国境警備の戦い:ドラッ
グの密輸現場(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
「竜巻が迫ってきたら（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 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 解析！超自然現象２「幽霊の
正体（HD）」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「戦場に
現れたUFO（HD）」(二)[初]

22:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(字)[初]

23:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の
谷（HD）」(字)[初]

24:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（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)

26:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続
テロ事件（HD)」(二)[初]

27:00 海上の大虐殺ガリポリ
(HD)(二)[初]

04:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)[初]

05:00 完全再現！歴史的パーティー
「#3 裕福な著名人たち(HD)」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「自転
車サイエンス（HD）」(二)[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 エクスプローラー「ダライ・ラマ14
世 慈悲の力（HD）」(字)[初]

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 8（HD）」(字)[初]

10:30 戦闘ヘリの限界に挑む！「ベト
ナム vs 米軍ヘリ部隊（HD）」

(二)[初]

11:30 1917年 ロシアを変えた２つの
革命（HD）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 4
「運命を分ける最終週（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 ライオン：過酷な戦闘地帯
(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 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]

21:00 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]

22:00 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「コアラの棲む森（HD）」(二)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)[初]

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

空708便(HD)」(二)

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)

26:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント
リー沈没（HD)」(二)[初]

27:00 完璧な武器はどれだ！「包囲
攻撃」(二)[初]

04:00 完璧な武器はどれだ！「投石
と矢」(二)[初]

05:00 潜入！クリスタルの洞窟
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 知って得するサイエンス「ヨー
ヨーサイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 ライオン：過酷な戦闘地帯
(HD)(二)

08:00 エクスプローラー「エルサルバド
ル 中絶厳罰化が招く悲劇（HD）」

(字)[初]

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 9（HD）」(字)[初]

10:30 戦闘ヘリの限界に挑む！「イラ
ク戦車 vs 最速ヘリ（HD）」(二)[初]

11:30 世界大自然紀行：オーストラリ
ア「コアラの棲む森（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 タイタニック号　隠された火災
（HD）(二)[初]

16:00 今語られる 大統領暗殺未遂
の真実（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
「雄ジカに狙われたら（HD）」(字)[初]

18:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「リバー・サファリに挑戦！

（HD）」(二)[初]

19:00 衝撃の瞬間:特別編「小さなミ
ス（HD）」(二)

20:00 生き抜け！原始生活「さすら
いの大海原（HD）」(二)[初]

21:00 トップ・ギア シーズン3「エピソー
ド 1（HD）」(字)

22:00 【新】カー・SOS 蘇れ！思い出
の名車６「魅惑のランチア・デルタEVO

Ⅱ（HD）」(二)[初]

23:00 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)

24:00 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)

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)

26:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘ
リ墜落事故（HD)」(二)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」

(二)[初]

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 黒海に眠る亡霊（HD）
(二)[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 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「リバー・サファリに挑戦！

（HD）」(二)

08:00 【中国を知る】
黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて

3「#3 モンゴル族 死者との対話
08:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて 3「#4 リス族 恋の歌（HD）」

(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 10（HD）」(字)[初]

10:30 世界最強の怪力ヘリコプター
（ＨＤ）(二)[初]

11:30 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 レーガン大統領 銃弾の真相
（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
「真冬の湖に転落したら（HD）」

(字)[初]
18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「排尿トラブル！ ヤギを救え（HD）」

(字)[初]

19:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ
ぬ惨劇（HD）」(二)

20:00 世界の巨大工場「アパッチ・ヘ
リコプター（ＨＤ）」(二)

21:00 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]

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)[初]

23:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

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

プレス2574便(HD)」(二)

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)

26:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
の原子爆弾（HD)」(二)

27:00 戦火の記憶「初期（HD）」
(二)[初]

04:00 戦火の記憶「中期（HD）」
(二)[初]

05:00 戦火の記憶「後期（HD）」
(二)[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 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]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フェニックス・ジープ（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 イヤーミリオン「宇宙エネルギー
（HD）」(二)[初]

12:00 スター・トーク３「フランク・オズ
人形操演の舞台裏(HD)」(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「ダ・
ヴィンチの兵器？ホイール・ロック銃

（HD）」(字)[初]
14:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦

地に漂う悲壮感（HD）」(字)

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)

15:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の
谷（HD）」(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「イタリア防衛線（HD）」(二)[初]

17:00 潜入！暗黒産業 2「石油開
発に沸いた街（HD）」(二)[初]

18:00 潜入！NYマフィア捜査（HD）
(二)[初]

19:00 【中国を知る】
黄河と長江 いにしえの文化を訪ねて

3「#5 ナシ族 癒しのハ ブ（HD）」
19:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて 3「#6 ミャオ族 新年の祝い

（HD）」(字)[初]

27:00 真相解明！恐怖の人食い動
物「連続殺人鬼：トラ（HD）」(二)[初]

10

11

12

13

14

15

16

20:00 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)[初]

17

24

25
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26:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#4 口を閉ざす男（HD）」(字)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ

（HD）」(二)

22:00 史上最悪の地球の歩き方８
「売人の少女（HD）」(字)[初]

23:00 恐竜世界へタイムスリップ「王
者となった恐怖の鳥（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)

【宇宙アワー】

【シャーク・マンデー】 【ビッグ・キャット スペシャル】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

ナショジオ フロントライン

【ビッグ・キャット・ウィーク】

秘秘秘秘 秘秘秘秘

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf

