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(ET) 月曜日 2018/03/26 火曜日 2018/03/27 水曜日 2018/03/28 木曜日 2018/03/29 金曜日 2018/03/30 土曜日 2018/03/31 日曜日 2018/04/01 (ET)

※最新の番組表はこちら
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月

16

17

18

19

20

21

10

11

12

13

14

15

22:00 マーズ 火星移住計画「第二
話 赤き大地（HD）」(字)[初]

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

（HD）」(二)

[初]
24:00 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]

25:00 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]

26:00 史上最悪の地球の歩き方８
「売人の少女（HD）」(字)[初]

27:00 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]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「BMW対ベンツ（HD）」(二)[初]

17:00 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎（HD）(二)[初]

18:00 解明！ストーンヘンジ・コード
(HD)(二)[初]

19:00 解析！超自然現象２「ミステ
リーサークル（HD）」(二)[初]

20:00 知られざるUFOの謎
（HD)(二)[初]

21:00 スター・トーク３「サーフィンの科
学(HD)」(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬が引き裂く人間関係

（HD）」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「愛犬に嫌われたコメディアン

（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「#9 ゴースト
タウン(HD)」(二)[初]

14:00 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]

15:00 スーパーカー大改造 2「マク
ラーレン・P1（HD）」(二)[初]

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 クルーズ船は大騒ぎ！「苦労

続きの1週間（HD）」(二)[初]

08:00 クルーズ船は大騒ぎ！「ロック
コンサート（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「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)
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04:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「アメリカ大陸へ(HD)」(二)[初]

05:00 グレート・ヒューマン～人類をた
どる旅「終わりなき旅(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)
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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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(ET) 月曜日 2018/04/02 火曜日 2018/04/03 水曜日 2018/04/04 木曜日 2018/04/05 金曜日 2018/04/06 土曜日 2018/04/07 日曜日 2018/04/08 (ET)

※最新の番組表はこちら
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04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「国境警備犬Ｋ９（HD）」(字)[初]

05:00 考古学が語る聖書の秘密
「悪女の素顔（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「#4
消えたアレクサンドロス大王の墓

(HD)」(二)[初]
07:00 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]

08:00 エクスプローラー「遺伝子疾患
研究の光明（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4「エピソー
ド 1（HD）」(字)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（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！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]

14:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「バリュージェット航空592

便（HD）」(二)[初]

15:00 超巨大地震から身を守れ！
「#1 大都市のリスク(HD)」(二)[初]

16:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・
ライヒ「エピソード１（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
「凍結路面で車がスリップしたら

（HD）」(字)[初]

18:00 ネコ：知られざる生態（HD）
(字)[初]

19:00 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]

20:00 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]

21:00 【新】解体！スーパー航空機
（HD）(二)[初]

22:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#5 父の願い（HD）」(字)[初]

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2「大人のメスを探して（HD）」

(二)[初]

24:00 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]

25:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#2 サンダーストーム」

(二)[初]

26:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引（HD）(二)[初]

27:00 潜入！麻薬ビジネスの世界
「麻薬ホリデイ（HD）」(二)[初]

04:00 潜入！麻薬ビジネスの世界
「死神との取引（HD）」(二)[初]

05:00 考古学が語る聖書の秘密
「床下の幼児（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「#5
マルコ・ポーロは実在しない？(HD)」

(二)[初]

07:00 ネコ：知られざる生態（HD）
(字)

08:00 エクスプローラー「ベールを脱ぐ
キリストの墓（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4「エピソー
ド 2（HD）」(字)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
「Uボート基地（HD）」(二)[初]

11:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#5 父の願い（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 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]

16:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・
ライヒ「エピソード２（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
「水中でゾウアザラシに襲われたら

（HD）」(字)[初]

18:00 追跡！謎に包まれたジャガー
の生態 (HD)(二)[初]

19:00 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 解析！超自然現象２「予知
能力（HD）」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「海に
墜落した光（HD）」(二)[初]

22:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(字)[初]

23:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択
（HD）」(字)[初]

24:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(二)[初]

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

26:00 ノース・ブランチ刑務所：ハイテ
ク巨大施設の全貌（HD）(字)[初]

27:00 解体！スーパー航空機（HD）
(二)

04:00 世界最強の怪力ヘリコプター
（ＨＤ）(二)[初]

05:00 考古学が語る聖書の秘密
「戦士の遺品（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「#6
空想？実話？ゾロの伝説(HD)」

(二)[初]

07:00 追跡！謎に包まれたジャガー
の生態 (HD)(二)

08:00 エクスプローラー「負の遺産 苦
悩するラオス（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4「エピソー
ド 3（HD）」(字)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地（HD）」

(二)[初]

11:30 世界の飛行機大図鑑（HD）
(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 ネパール大地震 エベレストの
恐怖（HD）(二)[初]

16:00 日本軍の極秘潜水艦（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 ネコ科最強決定戦（HD）
(二)[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 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」

(二)[初]

21:00 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]

22:00 野生動物の楽園：イエロース
トーンの春(HD)(二)[初]

23:00 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]

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

85便(HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#4 操縦不能」(二)[初]

26:00 潜入！インド最大の刑務所
(HD)(字)[初]

27:00 完璧な武器はどれだ！「バト
ル・ブレイド」(二)[初]

04:00 完璧な武器はどれだ！「殺し
のドレス」(二)[初]

05:00 考古学が語る聖書の秘密「ガ
リラヤの男（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「#7
女教皇ヨハンナの謎(HD)」(二)[初]

07:00 ネコ科最強決定戦（HD）(二)

08:00 エクスプローラー「日本の人口
減少問題（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4「エピソー
ド 4（HD）」(字)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

11:30 史上最悪の地球の歩き方８
「若き麻薬王（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間:特別編「小さなミ
ス（HD）」(二)[初]

16:00 ドイツ軍が沈めた客船の謎
(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 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]

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 生き抜け！原始生活「天空
の古都へ（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６「カルマンギアと妻の愛（HD）」

(二)[初]

23:00 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]

24:00 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]

25:00 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「#5 計器異常」(二)[初]

26:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱
走計画（HD）(二)[初]

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（HD）」(二)[初]

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 世にも奇妙な深海の魔物たち
（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「#8
独裁者ヒトラー誕生秘話(HD)」

(二)[初]

07:00 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)

08:00  【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 癒しのハーブ（HD）」

08:30 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]
09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン4「エピソー
ド 5（HD）」(字)[初]

10:30 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]

11:30 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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]

14:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死（HD）」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ
ぬ惨劇（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の
謎(HD)(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「視覚（HD）」
(二)[初]

18:00 【新】Dr.K エキゾチック動物専
門医 2.5「痩せすぎ注意！ フェレット

を救え（HD）」(字)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場「エイブラムス
戦車（ＨＤ）」(二)[初]

21:00 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]

22:00 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]

23:00 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)[初]

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

エスト航空182便(HD)」(二)[初]

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

26:00 プリズン・ブレイク 真実の物語
（HD）(二)[初]

27:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者
たち(HD)(字)[初]

04:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート1
（HD）」(二)[初]

05:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート2
（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「#9
偉大な軍司令官サラディン(HD)」

(二)[初]
07:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・

パナメーラ（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フィアットの失策（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 マヤ文明　密林に隠された真
実（HD）(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 イヤーミリオン「遥か宇宙へ
（HD）」(二)[初]

12:00 スター・トーク３「サーフィンの科
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「海
に沈んだお宝（HD）」(字)[初]

14:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(字)

15:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択
（HD）」(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「ルフトバッフェ（HD）」(二)[初]

17:00 潜入！暗黒産業 2「ラスベガ
スの闇（HD）」(二)[初]

18:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引（HD）(二)

19:00  【中国を知る】
カンフー・モーション「高足踊り（HD）」

(字)[初]

20:00 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]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「カルマンギアと妻の愛（HD）」

(二)

22:00 史上最悪の地球の歩き方８
「スーダンで拉致（HD）」(字)[初]

23:00 恐竜世界へタイムスリップ「巨
大イノシシ エンテロドン（HD）」

(二)[初]

24:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「フェデラルエクスプレス８

０便（HD）」(二)[初]

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ケネディ家の悲劇

（HD）」(二)[初]

26:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#5 父の願い（HD）」(字)

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)[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 実録 アメリカン・マフィア「血の
応酬（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
「#10 もうひとつのタージ・マハル(HD)」

(二)[初]
07:00 クルーズ船は大騒ぎ！「船とス

キャンダル（HD）」(二)[初]

08:00 クルーズ船は大騒ぎ！「最後
のカウントダウン（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「#5 次
世代の為に（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「ロッキーはいつでも戦闘モー

ド（HD）」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬（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「#10 カスタ
ムカー天国(HD)」(二)[初]

24:00 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)

25:00 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]

14:00 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]

15:00 スーパーカー大改造 2「最高の
ポルシェ（HD）」(二)[初]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「リムジン対タクシー（HD）」

(二)[初]

17:00  【新】ダイアン･フォッシー:真実
は霧のかなたに「#1 ゴリラに捧げた生

涯（HD）」(二)[初]

18:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#2 闇に潜む悲劇（HD）」

(二)[初]

19:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#3 五里霧中（HD）」

(二)[初]

11

12

13

10

26:00 史上最悪の地球の歩き方８
「スーダンで拉致（HD）」(字)

27:00 史上最悪の地球の歩き方７
「妊婦の運び屋（HD）」(字)[初]

20:00 検証：UFO事件の新事実
「ジャングルに暮らす宇宙人（HD）」

(二)[初]

21:00 スター・トーク３「有人宇宙飛
行の未来(HD)」(字)[初]

22:00 マーズ 火星移住計画「第三
話 苦闘（HD）」(字)[初]

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

（HD）」(二)

[初]
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20

21

17

18

19

14

15

16

4

5

6

7

8

9

22

23

24

25

26

27

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【宇宙アワー】

【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

【シャーク・マンデー】 【ビッグ・キャット スペシャル】

新作一挙放送

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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8

9

4

5

6
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14
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20
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17

18

25

26

27

22

23

24

04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「密入国者の大追跡（HD）」

(字)[初]

05:00 キリスト教～世界宗教への道
「救世主（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
「#11 覆されるキリスト降誕物語

(HD)」(二)[初]
07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「痩せすぎ注意！ フェレットを救

え（HD）」(字)

08:00 エクスプローラー「オクラホマの
家畜泥棒（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4「エピソー
ド 6（HD）」(字)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（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！１０：航空機事故の
真実と真相「エチオピア航空409便

（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「サンタバーバラ航空518

便（HD）」(二)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「戦いの歴史（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「操作（HD）」
(二)[初]

18:00 因縁の対決：猫 vs 犬（HD）
(二)[初]

19:00 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]

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「オーナーの笑顔を願うシトロエン

（HD）」(二)[初]

21:00 アラスカの最強メカニック「輸送
船の修理（HD）」(二)[初]

22:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#6 暴かれた真実（HD）」

(字)[初]

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2「凶暴な巨大ザメ（HD）」

(二)[初]

24:00 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]

25:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ
ルト教団（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 潜入！麻薬ビジネスの世界
「塀の中の麻薬取引（HD）」(二)[初]

04:00 潜入！麻薬ビジネスの世界
「薬物におぼれる女たち（HD）」

(二)[初]

05:00 キリスト教～世界宗教への道
「殉教者（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
「#12 ニュートンの秘密の研究(HD)」

(二)[初]

07:00 因縁の対決：猫 vs 犬（HD）
(二)

08:00 エクスプローラー「社会から消え
る日本人（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4「エピソー
ド 7（HD）」(字)[初]

10:30 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]

11:30 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#6 暴かれた真実（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#1 ハドソン川の奇跡

(HD)」(二)[初]

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「実力の証明（HD）」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#1 親子の対
立(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「注意（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！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)

20:00 解析！超自然現象２「地球
外生命体（HD）」(二)[初]

21:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート1
（HD）」(二)

22:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交
差する想い（HD）」(字)[初]

23:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国
と呼ばれた場所（HD）」(字)[初]

24:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交
差する想い（HD）」(二)[初]

25:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･
ダウン（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 空の英雄たち「マルタ島のエー
ス（HD）」(二)[初]

04:00 空の英雄たち「翼を取り戻した
撃墜王（HD）」(二)[初]

05:00 キリスト教～世界宗教への道
「信者（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
「#13 エリザベス１世の隠された噂

(HD)」(二)[初]

07:00 因縁の対決：カバ vs ライオン
（HD）(字)

08:00 エクスプローラー「インド 同性
愛が禁じられた国（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4「エピソー
ド 8（HD）」(字)[初]

10:30 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]

11:30 解体！スーパー航空機（HD）
(二)

12:30 インフォメーション (日)

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

航空708便(HD)」(二)[初]

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「和解の成立（HD）」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#2 軍事ジープ
をめぐって(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「神経（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！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)

20:00 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]

21:00 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]

22:00 【新】ゴロンゴーザ：野生王国
の再生「ライオンの謎（HD）」(二)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「#11 パシフィック・サウス
ウエスト航空1771便(HD)」(二)[初]

25:00 衝撃の瞬間６「日本航空123
便墜落事故（HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱
線事故（HD)」(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)[初]

04:00 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]

05:00 都市伝説：キリストの謎（HD）
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「コロンビア
号、最後の飛行(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 エクスプローラー「ピエロは人気
者か嫌われ者か（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4「エピソー
ド 9（HD）」(字)[初]

10:30 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]

11:30 史上最悪の地球の歩き方８
「売人の少女（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

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

スプレス2574便(HD)」(二)[初]

14:00 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)

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「トラブル再燃（HD）」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#3 父の裏切
り(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「恐怖（HD）」
(二)[初]

18:00 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]

19:00 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]

20:00 生き抜け！原始生活「サハラ
砂漠　灼熱の大地（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６「父と息子のMGAロードスター

（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造「レンジ
ローバー・イヴォーク（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベン
トリー沈没（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 潜入！ボストン 爆弾テロ事件
捜査（HD）(字)[初]

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 キリスト教の誕生と使徒（HD）
(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「セントヘレン
ズ山の猛威(HD)」(字)[初]

07:00 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)

08:00  【中国を知る】
カンフー・モーション「高足踊り（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4「エピソー
ド 10（HD）」(字)[初]

10:30 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)

11:30 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(字)

12:30 インフォメーション (日)

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

85便(HD)」(二)

14:00 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)

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「埋めがたい亀裂（HD）」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#4 銃撃特訓
(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「判断（HD）」
(二)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「心肺停止！ マーモセットを救え

（HD）」(字)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場４「フォード
F-150(HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「郵
便配達車の後継車は？（HD）」

(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「カルマンギアと妻の愛（HD）」

(二)

24:00 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]

25:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘ
リ墜落事故（HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
の原子爆弾（HD)」(二)[初]

27:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争
へ（HD）」(二)[初]

04:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌
（HD）」(二)[初]

05:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「神戸を襲っ
た大震災(HD)」(字)[初]

07:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]

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

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「ライオンの謎（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 大宇宙へ翔ける 油井亀美也
とJAXA、新しい時代へ(HD)(二)[初]

12:00 スター・トーク３「有人宇宙飛
行の未来(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「海
賊の４銃身ピストル（HD）」(字)[初]

14:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交
差する想い（HD）」(字)

15:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国
と呼ばれた場所（HD）」(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「プロパガンダ・マシーン（HD）」

(二)[初]

17:00 潜入！暗黒産業 2「広がる
闇市場（HD）」(二)[初]

18:00 終わらない社会問題：ヘロイン
（HD）(二)[初]

19:00  【中国を知る】
カンフー・モーション「伝統劇の妙技

（HD）」(字)[初]

20:00 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]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「父と息子のMGAロードスター

（HD）」(二)

22:00 史上最悪の地球の歩き方８
「メキシコのラ･メサ刑務所（HD）」

(字)[初]

23:00 恐竜世界へタイムスリップ「肉
食獣ヒアエノドン（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！１２：航空機事故の
真実と真相「政府チャーター機　暗

殺疑惑（HD）」(二)[初]

26:00 執念の追跡 消えた我が子を
捜して「#6 暴かれた真実（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)[初]

04:00 実録 アメリカン・マフィア「混沌
を統べる者（HD）」(字)[初]

05:00 実録 アメリカン・マフィア「灰の
中から蘇る一家（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「パリの列車
事故(HD)」(字)[初]

07:00 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)

08:00 世界の巨大工場７「マスタング
（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「#6 交
差する想い（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３「戦地生まれの問題犬

（HD）」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「家畜荒らしの牧場犬

（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「#11 スパタ
ウンに建つホテル(HD)」(二)[初]

14:00 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]

15:00 スーパーカー大改造 2「デロリ
アン リブート（HD）」(二)[初]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「スーパーカー対決（HD）」

(二)[初]

17:00 【新】続 潜入！北朝鮮:金王
朝の真実 （HD）(字)[初]

18:00 新 潜入！北朝鮮（HD）
(字)[初]

19:00 潜入！北朝鮮:危険なゲーム
（HD）(字)[初]

20:00 検証：UFO事件の新事実「家
畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初]

27:00 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]

21:00 検証：UFO事件の新事実「三
角形の飛行物体（HD）」(二)[初]

22:00 マーズ 火星移住計画「第四
話 嵐の前に（HD）」(字)[初]

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

（HD）」(二)

[初]
24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名

車６「カルマンギアと妻の愛（HD）」
(二)

25:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「ラパ航空3142便

（HD）」(二)

26:00 史上最悪の地球の歩き方８
「メキシコのラ･メサ刑務所（HD）」(字)

15

16

11

12

13

10

9
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20

21

22

17

18

19

14

23

24

25

26

27

4

5

6

7

8

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【宇宙アワー】

【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

【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 サンデー ストーリー

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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8

9

4
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27

22

23
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04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「カリブ海での水際作戦（HD）」

(字)[初]

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 新　衝撃の瞬間「TWA800便
の事故原因(HD)」(字)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「心肺停止！ マーモセットを救え

（HD）」(字)

08:00 エクスプローラー「元ＣＩＡ捜査
官が語る"秘密の武器"（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5「#1
（HD）」(字)[初]

10:30 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)

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！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)

14:00 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)

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「失墜した威信（HD）」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#5 一撃必殺
(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「脳力（HD）」
(二)[初]

18:00 ベンガルトラの生き残りをかけ
た戦い(HD)(二)[初]

19:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「自家用ジェットの悲劇

（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)[初]

21:00 アラスカの最強メカニック「故障
した発電機（HD）」(二)[初]

22:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#1 ゴリラに捧げた生涯

（HD）」(二)

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2「神秘の海でエイミーを追う

（HD）」(二)[初]

24:00 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]

25:00 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)

26:00 新　衝撃の瞬間「クイーンズ墜
落事故(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「タイタニック
沈没事故(HD)」(字)[初]

27:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

04:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造(HD)(二)[初]

05:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「プエルトリコ
のガス爆発(HD)」(字)[初]

07:00 ベンガルトラの生き残りをかけ
た戦い(HD)(二)

08:00 エクスプローラー「南極の古火
山に隠された謎（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5「#2
（HD）」(字)[初]

10:30 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「サン＝ナゼール強襲（HD）」

(二)[初]

11:30 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#1 ゴリラに捧げた生涯

（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

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

ウエスト航空1771便(HD)」(二)

14:00 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)

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「乗組員募集中（HD）」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#6 飛び交う
弾丸(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「真実（HD）」
(二)[初]

18:00 さすらいの若きトラ（HD）
(二)[初]

19:00 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]

20:00 解析！超自然現象２「特殊
能力（HD）」(二)[初]

21:00 旧ソ連の怪奇ファイル「パート2
（HD）」(二)

22:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国
境なき戦い（HD）」(字)[初]

23:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え
行く希望（HD）」(字)[初]

24:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国
境なき戦い（HD）」(二)[初]

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

便（HD）」(二)

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

26:30 新　衝撃の瞬間「空母爆発
事故(HD)」(字)[初]

27:00 空の英雄たち「アブロ・ランカス
ター爆撃機隊（HD）」(二)[初]

04:00 空の英雄たち「赤い尾翼　レッ
ド・テイルズ（HD）」(二)[初]

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 新　衝撃の瞬間「アムステルダ
ム航空機事故(HD)」(字)[初]

07:00 さすらいの若きトラ（HD）(二)

08:00 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)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン5「#3
（HD）」(字)[初]

10:30 歴史に残る武器・軍用品「大
砲マニア（HD）」(字)[初]

11:00 歴史に残る武器・軍用品「決
闘用ピストル（HD）」(字)[初]

11:30 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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

686便(HD)」(二)

14:00 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)

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「越えてはならない一線（HD）」

(二)[初]

16:00 武器コレクター「#7 腕の見せ
所(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「理解（HD）」
(二)[初]

18:00 ベンガルトラ:王者が巡る旅
（HD）(二)[初]

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

故（HD）」(二)[初]

20:00 第二次世界大戦の潜水艦
「タング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

21:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「サン＝ナゼール強襲（HD）」

(二)

22:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「ゾウたちの言葉（HD）」(二)[初]

23:00 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]

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！１０：航空機事故の
真実と真相「シンガポール航空006

便（HD）」(二)

26:00 新　衝撃の瞬間「ポトマック川
墜落事故(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「コメット墜落
の謎(HD)」(字)[初]

27:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「ベト
ナム vs 米軍ヘリ部隊（HD）」

(二)[初]

04:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「イラ
ク戦車 vs 最速ヘリ（HD）」(二)[初]

05:00 アルカトラズに秘められた謎
（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「フロリダ湿地
帯墜落事故(HD)」(字)[初]

07:00 ベンガルトラ:王者が巡る旅
（HD）(二)

08:00 エクスプローラー「119歳 奇跡
のランナー（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5「#4
（HD）」(字)[初]

10:30 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]
11:00 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]
11:30 史上最悪の地球の歩き方８

「スーダンで拉致（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「#1 ブリティッシュ･エアツ

アーズ28便 (HD)」(二)[初]

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「反目し合う者たち（HD）」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#8 南北戦争
の拳銃(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「時間（HD）」
(二)[初]

18:00 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]

19:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)[初]

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「ボリ
ビア:コカの葉を求めて（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６「獣医が"治せなかった"プジョー

205GTI（HD）」(二)[初]

23:00 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]

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！１０：航空機事故の
真実と真相「シルクエアー185便

（HD）」(二)

26:00 新　衝撃の瞬間「シカゴ航空
機事故(HD)」(字)[初]

26:30 新　衝撃の瞬間「モントセラト
島の大噴火(HD)」(字)[初]

27:00 カラーで見るノルマンディー上
陸作戦「苦悩と決断（HD）」(字)[初]

04:00 カラーで見るノルマンディー上
陸作戦「パリ解放（HD）」(字)[初]

05:00 ローマ沈没船の秘密
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「高速道路へ
の墜落(HD)」(字)[初]

07:00 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)

08:00  【中国を知る】
カンフー・モーション「伝統劇の妙技

（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5「#5
（HD）」(字)[初]

10:30 歴史に残る武器・軍用品「海
に沈んだお宝（HD）」(字)

11:00 歴史に残る武器・軍用品「海
賊の４銃身ピストル（HD）」(字)

11:30 チェーン・オブ・コマンド「#6 交
差する想い（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「#3 エールフランス296便

(HD)」(二)[初]

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「冒険と安全のはざま（HD）」

(二)[初]

16:00 武器コレクター「#9 最高の贈
り物(HD)」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 脳トリック「性別（HD）」
(二)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「気管に異変！ ボールニシキヘビ

を救え（HD）」(字)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場４「ポルシェ
パナメーラ(HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「ア
メリカ vs ヨーロッパ（HD）」(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「父と息子のMGAロードスター

（HD）」(二)

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

５４便 （HD）」(二)[初]

25:00 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)

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

26:30 新　衝撃の瞬間「スペースシャ
トル・チャレンジャー爆発事故(HD)」

(字)[初]
27:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知

の領域（HD）」(二)[初]

04:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の
谷（HD）」(二)[初]

05:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「ロシア原子
力潜水艦の悪夢(HD)」(字)[初]

07:00 スーパーカー大改造「メルセデ
ス・ベンツGクラス ワゴン（HD）」

(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「ゾウたちの言葉（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「銀河に
立つ（HD）」(二)[初]

12:00 コスモス:時空と宇宙「生命の
流れ（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「銃
に隠された意外な真相（HD）」

(字)[初]
14:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国

境なき戦い（HD）」(字)

15:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え
行く希望（HD）」(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「北極圏の守り（HD）」(二)[初]

17:00 21世紀の最新鋭艦
(HD)(二)[初]

19:00  【中国を知る】
カンフー・モーション「獅子舞（HD）」

(字)[初]

20:00 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]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「獣医が"治せなかった"プジョー

205GTI（HD）」(二)

22:00 史上最悪の地球の歩き方８
「アルカイダからの逃亡（HD）」

(字)[初]

23:00 CSI：恐竜科学捜査班「ティラ
ノサウルスの秘密(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！１２：航空機事故の
真実と真相「ファーストエア６５６０便

（HD）」(二)[初]

26:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「サバイバルレース開幕！（HD）」

(二)[初]

27:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「死の滑降（HD）」(二)[初]

04:00 旅するシェフの仰天レシピ「ボリ
ビア:コカの葉を求めて（HD）」(二)

05:00 旅するシェフの仰天レシピ「中
国:レンコンとコイ（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「クイーンズ墜
落事故(HD)」(字)

07:00 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)

08:00 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1（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「#7 国
境なき戦い（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３「船の上に暮らす犬（HD）」

(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「音を怖がる逃走犬（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「#12 バーモ
ント州の大理石工場(HD)」(二)[初]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「父と息子のMGAロードスター

（HD）」(二)

25:00 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)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」

(二)

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)[初]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「フランス車対決（HD）」(二)[初]

17:00 ナチス政権 最後の日々（HD）
(字)[初]

18:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)[初]

19:00 ヒトラーの野望～絶滅動物の
復活計画～（HD）(字)[初]

11

12

13

10

26:00 史上最悪の地球の歩き方８
「アルカイダからの逃亡（HD）」(字)

27:00 史上最悪の地球の歩き方７
「フィリピンの武装組織（HD）」

(字)[初]

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 検証：UFO事件の新事実「ア
リゾナUFO誘拐事件（HD）」(二)[初]

22:00 マーズ 火星移住計画「第五
話 漆黒の闇（HD）」(字)[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]

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月

20

21

17

18

19

14

15

16

4

5

6

7

8

9

22

23

24

25

26

27

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【宇宙アワー】

【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

【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 サンデー ストーリー

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2018/04/23 火曜日 2018/04/24 水曜日 2018/04/25 木曜日 2018/04/26 金曜日 2018/04/27 土曜日 2018/04/28 日曜日 2018/04/29 (ET)

※最新の番組表はこちら

19:45  ミラクル・プロダクト「現代に蘇るペルシャ絨
毯」～ミーリー工房のクラフトマンシップ（HD）

(日)[初]

18:00 イエス・キリストと7つの謎（HD）
(二)[初]

17:00 ヒトラーの教皇　闇の真実
（HD）(二)[初]

7

8

9

19

08:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「敵となりし同胞（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 トップ・ギア シーズン5「#6
（HD）」(字)[初]

4

5

6

13

14

15

10

11

12

20

21

16

17

18

25

26

27

22

23

24

04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「隠れ家 急襲作戦（HD）」

(字)[初]

05:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#1 ゴリラに捧げた生涯

（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「タイタニック
沈没事故(HD)」(字)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「気管に異変！ ボールニシキヘビ

を救え（HD）」(字)

10:30 歴史に残る武器・軍用品「銃
に隠された意外な真相（HD）」(字)

11:00 歴史に残る武器・軍用品「18
世紀の上下二連ピストル（HD）」

(字)[初]
11:30 世界の巨大工場７「フェラーリ

FF（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

22:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#2 闇に潜む悲劇（HD）」

(二)

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2「美しく危険な海（HD）」

(二)[初]

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 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「大きな賭け（HD）」(二)[初]

16:00 一攫千金！ゴールドラッシュ
「金採掘大作戦（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「チュパカブラ（ＨＤ）」

(字)[初]

04:00 ライバルが暴く 真実と秘密
「サッダーム・フセイン（HD）」(字)[初]

05:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#2 闇に潜む悲劇（HD）」

(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「ミュンヘンオ
リンピック事件(HD)」(字)

07:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)

08:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「戦いの序章（HD）」(二)[初]

11:30 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#2 闇に潜む悲劇（HD）」

(二)

12:30 インフォメーション (日)

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！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)

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「スカ
イウォーク崩壊（HD）」(二)[初]

27:00 サッダーム・フセイン 真実の姿
（HD）(字)[初]

18:00 捕食者の死闘：ピューマ vs オ
オカミ（HD）(字)[初]

19:00 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]

20:00 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]

21:00 アラスカの最強メカニック「立ち
往生する消防用給水車（HD）」

(二)[初]

23:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を
見て（HD）」(字)[初]

24:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 な
ぜ戦うのか？（HD）」(二)[初]

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]

14:00 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 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「命運を分ける悪天候（HD）」

(二)[初]

16:00 一攫千金！ゴールドラッシュ
「不穏な幕開け（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「夢遊病（HD）」

(字)[初]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

18:00 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(HD)(二)[初]

19:00 メーデー！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]

20:00 人生の鼓動 ～連鎖する小さ
な奇蹟（HD）(字)[初]

22:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 な
ぜ戦うのか？（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5「#7
（HD）」(字)[初]

10:30 歴史に残る武器・軍用品「ヒ
トラーの電動ノコギリ（HD）」(字)[初]

11:00 歴史に残る武器・軍用品「19
世紀のデリンジャー（HD）」(字)[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]

25:00 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)

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「ア
ムステルダム航空機事故（HD）」

(二)[初]

27:00 空の英雄たち「ベトナムの大空
中戦（HD）」(二)[初]

04:00 空の英雄たち「ナチス狩り
（HD）」(二)[初]

05:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#3 五里霧中（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「空母爆発
事故(HD)」(字)

07:00 ロッキー山脈に生きるピューマ
の生態(HD)(二)

23:00 母ライオン マニャーリの決断
（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)

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「トップへの執念（HD）」(二)[初]

16:00 一攫千金！ゴールドラッシュ
「援軍登場！（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「聖痕（HD）」(字)[初]

18:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)[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）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空421便（HD）」(二)[初]

20:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ（HD）」(字)[初]

21:00 続 潜入！北朝鮮:金王朝の
真実 （HD）(字)

22:00 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「新しい血の導入（HD）」(二)[初]

09:30 トップ・ギア シーズン5「#8
（HD）」(字)[初]

10:30 歴史に残る武器・軍用品「呪
われた銃（HD）」(字)[初]

11:00 歴史に残る武器・軍用品
「ギャングが愛したウィンチェスター

（HD）」(字)[初]
11:30 PHOTO ARK：動物の箱舟

「マダガスカルのシファカ（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]

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

（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「フロ
リダ湿地帯墜落事故（HD）」

(二)[初]

27:00 新 潜入！北朝鮮（HD）(字)

04:00 潜入！北朝鮮:危険なゲーム
（HD）(字)

05:00 続 潜入！北朝鮮:金王朝の
真実 （HD）(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「ポトマック川
墜落事故(HD)」(字)

07:00 幻のコーカサスヒョウを探して
（HD）(二)

23:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)

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)

14:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」

(二)[初]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「絡み合う思惑（HD）」(二)[初]

16:00 一攫千金！ゴールドラッシュ
「成功への道のり（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 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]

18:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ミーアキャット狂想曲

（HD）」(二)[初]

08:00  【中国を知る】
カンフー・モーション「獅子舞（HD）」

(字)

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便（HD）」(二)[初]

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「中
国:レンコンとコイ（HD）」(二)

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

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#5（HD）」(二)[初]

09:30 トップ・ギア シーズン5「#9
（HD）」(字)[初]

10:30 歴史に残る武器・軍用品「貴
族の銃（HD）」(字)[初]

11:00 歴史に残る武器・軍用品「特
殊任務で大活躍！HK MP５（HD）」

(字)[初]
11:30 史上最悪の地球の歩き方８

「メキシコのラ･メサ刑務所（HD）」(字)

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]

25:00 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)

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「キ
ングス・クロス地下鉄火災（HD）」

(二)[初]

27:00 アフガニスタンの英雄 最後の
勇士（HD）(字)[初]

04:00 潜入！アフガンの米海兵隊基
地（HD）(字)[初]

05:00 マヤ文明　密林に隠された真
実（HD）(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「コメット墜落
の謎(HD)」(字)

07:00 サファリ・ブラザーズ: アフリカツ
アーの裏側「ミーアキャット狂想曲

（HD）」(二)

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)

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「逆転への賭け（HD）」(二)[初]

16:00 一攫千金！ゴールドラッシュ
「勝利は誰の手に？（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 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]
18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「犬にかまれた甲羅！ ケヅメリクガ

メを救え （HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ナショナル・エアラインズ

102便（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場４「BMW
X3(HD)」(二)[初]

21:00 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]

22:00 トップ・ギア USA シーズン5「入
隊できる車を探せ!（HD）」(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「獣医が"治せなかった"プジョー

205GTI（HD）」(二)

09:30 トップ・ギア シーズン6「#1
（HD）」(字)[初]

10:30 歴史に残る武器・軍用品「ナ
イトホーク（HD）」(字)[初]

11:00 歴史に残る武器・軍用品「幻
の護身用ピストル（HD）」(字)[初]

11:30 チェーン・オブ・コマンド「#7 国
境なき戦い（HD）」(字)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「18
世紀の上下二連ピストル（HD）」(字)

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

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「米
国大使館爆破事件（HD）」(二)[初]

27:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択
（HD）」(二)[初]

04:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国
と呼ばれた場所（HD）」(二)[初]

05:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「シカゴ航空
機事故(HD)」(字)

07:00 スーパーカー大改造「ジープ・ラ
ングラー（HD）」(二)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー（HD）」(二)[初]

14:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 な
ぜ戦うのか？（HD）」(字)

15:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を
見て（HD）」(字)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「ヒトラーの巨大鉄道網（HD）」

(二)[初]

19:00  【中国を知る】
カンフー・モーション「人間ジャグリング

（HD）」(字)[初]

20:00 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]

09:30 ゴロンゴーザ：野生王国の再
生「新しい血の導入（HD）」(二)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 コスモス:時空と宇宙「知識の
栄光（HD）」(二)[初]

12:00 コスモス:時空と宇宙「空にあふ
れる幻想の世界（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#5（HD）」(二)

22:00 史上最悪の地球の歩き方８
「悪友の誘い（HD）」(字)[初]

23:00 CSI：恐竜科学捜査班「恐竜
はいかにして歩くのか(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！４：航空機事故の
真実と真相「#2 謎の白い光（HD）」

(二)[初]

26:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「移動手段で差をつけろ（HD）」

(二)[初]

27:00 サバイバルゲームinアラスカ 3
「決死の急流下り（HD）」(二)[初]

04:00 旅するシェフの仰天レシピ「エチ
オピア：砂漠で冷たいデザート（HD）」

(二)[初]

05:00 旅するシェフの仰天レシピ「ネ
パール：ヒマラヤで蜂蜜狩り（HD）」

(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「モントセラト
島の大噴火(HD)」(字)

07:00 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)

08:00 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 チェーン・オブ・コマンド「#8 な
ぜ戦うのか？（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「犬の殺処分を減らすため

（HD）」(字)[初]

12:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ピットブルは更生中（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「#13 20世
紀初頭のレース工場(HD)」(二)[初]

14:00 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)

15:00 潜入！日産GTR　誕生の裏
側(HD)(二)[初]

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 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「獣医が"治せなかった"プジョー

205GTI（HD）」(二)

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「自家用ジェットの悲劇

（HD）」(二)

26:00 史上最悪の地球の歩き方８
「悪友の誘い（HD）」(字)

27:00 史上最悪の地球の歩き方７
「カダフィ政権のアメリカ人捕虜

（HD）」(字)[初]

16:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「カスタムカー対決（HD）」

(二)[初]

17:00 【新】キリストの墓 ついに解か
れた封印（HD）(二)[初]

20:00 検証：UFO事件の新事実「ケ
ネディ宇宙センターとUFO（HD）」

(二)[初]

21:00 検証：UFO事件の新事実「小
さなエイリアン（HD）」(二)[初]

22:00 マーズ 火星移住計画「最終
話 決断（HD）」(字)[初]
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秘秘秘秘 秘秘秘秘

【宇宙アワー】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【ビッグ・キャット・ウィーク】

【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 サンデー ストーリー

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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04:00 密着！国境警備の戦い:番外
編「陸海空の連携プレー（HD）」

(字)[初]

05:00 キリストの墓 ついに解かれた封
印（HD）(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新　衝撃の瞬間「テキサス石
油工場爆発事故(HD)」(字)

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「犬にかまれた甲羅！ ケヅメリクガ

メを救え （HD）」(字)

08:00 地球最後の日を生きる「ゾンビ
と化した人類（HD）」(字)[初]

18:00 空の英雄たち「ベトナムの大空
中戦（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6「#2
（HD）」(字)[初]

10:30 キリストの墓 ついに解かれた封
印（HD）(二)

11:30 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！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]

20:00 【新】ベトナム戦争 英雄たちの
絆（HD）(二)[初]

21:00 アラスカの最強メカニック「泥水
にはまった雪上車（HD）」(二)[初]

22:00 ダイアン･フォッシー:真実は霧の
かなたに「#3 五里霧中（HD）」(二)

23:00 シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2「知られざる巨大イカの生態

（HD）」(二)[初]

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)

14:00 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]

15:00 一攫千金！巨大マグロ漁 5
「大接戦の果てに（HD）」(二)[初]

16:00 続 潜入！北朝鮮:金王朝の
真実 （HD）(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 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]

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月

10

11

12

25:00 ベトナム戦争 英雄たちの絆
（HD）(二)

26:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#1
忠誠心の世界へ（HD）」(字)[初]

27:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#2
疑心（HD）」(字)[初]

19:00 戦闘ヘリの限界に挑む！「ベト
ナム vs 米軍ヘリ部隊（HD）」(二)

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16
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25

26

27

19

20

21

22

23

24

秘秘秘秘 秘秘秘秘

【シャーク・マンデー】

特集:ベトナム戦争 知られざる物語
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	04.01
	04.02_04.08
	04.09_04.15
	04.16_04.22
	04.23_04.29
	04.30

