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(ET) 月曜日 2018/06/25 火曜日 2018/06/26 水曜日 2018/06/27 木曜日 2018/06/28 金曜日 2018/06/29 土曜日 2018/06/30 日曜日 2018/07/01 (ET)

※最新の番組表はこちら
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
ボート基地（HD）」(二)[初]
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21:00 ザ・ハプニング　奇術師たちの
挑戦「宇宙人の侵略（HD）」(二)[初]

22:00 宇宙の奇石「#7 変化（HD）」
(二)[初]

23:00 潜入！北朝鮮:交わされた約
束（HD）(字)[初]

24:00 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]

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

102便（HD）」(二)[初]

26:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#1 絶対に見破れない密輸

（HD）」(二)[初]

16:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「デルタ航空1141便

（HD）」(二)[初]

17:00 【新】ディエゴ・マラドーナ:伝説
の素顔（HD）(字)[初]

18:00 ハイテクのルーツ２「サッカーの
聖地　ウェンブリー･スタジアム（ＨＤ）」

(二)[初]

19:00 知って得するサイエンス「サッ
カーサイエンス（HD）」(二)[初]

19:30 知って得するサイエンス「縦列
駐車サイエンス（HD）」(二)[初]

20:00 ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる
宇宙の絶景（HD）(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「襲いかかる犬たち（HD）」

(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター「ヤギを
救え(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「高速道路へ
の墜落(HD)」(字)[初]

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「散り散りになったフォード・カプリ

（HD）」(二)[初]

15:00 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(二)[初]
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04:00 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」
(字)[初]

05:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大
河の命（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#6 走
る放水銃(HD)」(二)[初]

07:00 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]

08:00 世界の巨大工場４「BMW
X3(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#8（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

21

22

23

24

25

26

15

16

17

18

19

20

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

26

27

18

19

20

21

22

23

4

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


Page 2 of 6

(ET) 月曜日 2018/07/02 火曜日 2018/07/03 水曜日 2018/07/04 木曜日 2018/07/05 金曜日 2018/07/06 土曜日 2018/07/07 日曜日 2018/07/08 (ET)

※最新の番組表はこちら
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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 常識破りの科学者たち「#7 飛
行機ボート、オートジャイロ(HD)」

(二)[初]
07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「ドラゴンの闘い！ アゴヒゲトカゲを

救え(HD)」(字)[初]

08:00 検証：UFO事件の新事実「ア
リゾナUFO誘拐事件（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの隠れ家（HD）」

(字)[初]

11:30 世界の巨大工場５「新型ヘリ
コプターAW139(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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

機（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 ライバルが暴く 真実と秘密「パ
ブロ・エスコバル（HD）」(字)[初]

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「ジャンプの法則（HD）」
(字)[初]

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「シベリアのジャコウジカ（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

19:00 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]

20:00 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎（HD）(二)[初]

21:00 生き抜け！原始生活２「ジャン
グルのいけにえ（HD）」(二)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#9（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる「#8 新たな挑戦
（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「デルタ航空1141便

（HD）」(二)

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 密着！ドバイ国際空港 3「ド
ローン侵入（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 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 常識破りの科学者たち「#8 全
長７メートルの疾走マシン(HD)」

(二)[初]

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「シベリアのジャコウジカ（Ｈ

Ｄ）」(二)

08:00 検証：UFO事件の新事実「ケ
ネディ宇宙センターとUFO（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「中
国:レンコンとコイ（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの防衛線（HD）」

(字)[初]

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「吸血鬼（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#5 大韓航空007便

(HD)」(二)[初]

14:00 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]

15:00 ライバルが暴く 真実と秘密
「シュグ・ナイト（HD）」(字)[初]

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「超人的軍隊と危険薬物（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「ランニングマシンの法
則（HD）」(字)[初]

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「北極圏の王者（ＨＤ）」

(二)[初]

19:00 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]

20:00 地球滅亡～脱出のシナリオ
(HD)(二)[初]

21:00 宇宙の奇石「#7 変化（HD）」
(字)[初]

22:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏
んだ兵士（HD）」(二)[初]

23:00 ロング・ロード・ホーム:真実の
ヒーロー （HD）(字)[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！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 密着！ドバイ国際空港 3「71
人の怒れる乗客（HD）」(二)[初]

27:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引（HD）(二)[初]

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「海に墜
落した光（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#9 世
界一おかしな自転車(HD)」(二)[初]

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「北極圏の王者（ＨＤ）」(二)

08:00 検証：UFO事件の新事実
「ジャングルに暮らす宇宙人（HD）」

(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの秘密兵器（HD）」

(字)[初]

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「悪霊（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！１１：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空587便

（HD）」(二)[初]

15:00 ライバルが暴く 真実と秘密
「サッダーム・フセイン（HD）」(字)[初]

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:ワニに襲われた日本軍

（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「ゴルフカートの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「カムチャツカ半島のヒグマた

ち（ＨＤ）」(二)[初]

19:00 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]

20:00 アフガニスタンの英雄 最後の
勇士（HD）(字)[初]

21:00 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]

22:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集「奇
襲攻撃（HD）」(字)[初]

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

(HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「エル・アル航空1862便

（HD）」(二)[初]

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「クリ
スマス直前のエンジントラブル（HD）」

(二)[初]

27:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

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 常識破りの科学者たち「#10
芝刈りホバークラフト(HD)」(二)[初]

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「カムチャツカ半島のヒグマた

ち（ＨＤ）」(二)

08:00 検証：UFO事件の新事実「小
さなエイリアン（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの報復兵器（HD）」

(字)[初]

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「アトランティス（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「フェデラルエクスプレス８

０便（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「国連チャーター機 DC-6

（HD）」(二)[初]

15:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ウ
ラジーミル・プーチン（HD）」(字)[初]

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」

(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「ターザンの法則（HD）」
(字)[初]

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「カフカース山脈のバイソン

（ＨＤ）」(二)[初]

19:00 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]

20:00 生き抜け！原始生活「未開の
ジャングル（HD）」(二)[初]

21:00 世界の巨大工場４「ジャガー
XJ(HD)」(二)[初]

22:00 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]

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

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 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」

(二)[初]

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「生
か死か（HD）」(二)[初]

27:00 今語られる 大統領暗殺未遂
の真実（HD）(字)[初]

04:00 レーガン大統領 銃弾の真相
（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#11
飛べない飛行機(HD)」(二)[初]

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「カフカース山脈のバイソン

（ＨＤ）」(二)

08:00  【中国を知る】
中国と海洋文化「#3（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「バン
グラデシュ：伝統のカワウソ漁（HD）」

(二)[初]

10:30 ナチス政権 最後の日々（HD）
(字)[初]

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「奇跡の治療法（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「プロテウス航空706便

（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 ライバルが暴く 真実と秘密
「アーノルド・シュワルツェネッガー

（HD）」(字)[初]

16:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「回転遊具の法則
（HD）」(字)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「苦渋のダイエット命令！ ミニブタを

救え(HD)」(字)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場２「ロールス・
ロイス　ファントム（HD）」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歌声を失ったシンガー･ルマン

（HD）」(二)[初]

22:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「マレーシア航空17便 撃

墜事件（HD）」(二)[初]

23:00 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]

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)[初]

25:00 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]

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「雨
と時間との戦い（HD）」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部

隊（HD）」(二)[初]

04:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏
んだ兵士（HD）」(二)

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 常識破りの科学者たち「#12
飛び出せ人間ロケット(HD)」(二)[初]

07:00 スーパーカー大改造 2「デロリア
ン リブート（HD）」(二)[初]

08:00 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]

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 UFO地球襲来の真実「日本
航空機が遭遇した巨大UFO（HD）」

(二)[初]

12:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」
(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「戦慄のパワーボート（HD）」

(二)[初]
14:00 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]

15:00 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]

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)

17:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#1 絶対に見破れない密輸

（HD）」(二)

18:00 戦場の記録「#5 ルールなき戦
闘（HD）」(二)[初]

19:00  【中国を知る】
イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「雲

南省 リス族」(字)[初]

20:00 世界の巨大工場２「スーパー
地下鉄（HD）」(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造 2「マクラー
レン・P1（HD）」(二)[初]

22:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#2 コカインと宿る命（HD）」

(二)[初]

23:00 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]

24:00 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]

25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「トランスアジア航空222

便（HD）」(二)[初]

26:00 世界の巨大工場２「ランボル
ギーニ（HD）」(二)[初]

27:00 世界の巨大工場２「ロールス・
ロイス　ファントム（HD）」(二)

04:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」
(字)[初]

05:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「大
砲マニア（HD）」(字)[初]

07:00 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)

08:00 世界の巨大工場４「アストン
マーティン(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#9（HD）」(字)

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「飼い主の影響（HD）」(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#1 竜
巻警報発令！(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「ロシア原子
力潜水艦の悪夢(HD)」(字)[初]

14:00 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]

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]

15:00 世界の巨大工場７「テスラ・モ
デルS（HD)」(二)[初]

16:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「マレーシア航空17便 撃

墜事件（HD）」(二)

17:00 【新】魅惑のフットボールinロシ
ア（HD）(字)[初]

18:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）(二)[初]

19:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)[初]

20:00 NASA盗難事件 狙われた月
の石 特別版(HD)(日)[初]

11

12

13

10

26:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#2 コカインと宿る命（HD）」(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地（HD）」(二)[初]

21:00 ハッブル宇宙望遠鏡 25年の
軌跡（HD）(二)[初]

22:00 宇宙の奇石「#8 生命（HD）」
(二)[初]

23:00 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]

24:00 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]
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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
特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ フロントライン

【宇宙アワー】

特集：ロシア 知られざる⾃然と動物たち

特集：ロシア 知られざる⾃然と動物たち

サンデー ストーリーナショジオ サンデー ストーリー
⼤国 ロシア

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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05:00 中国、白人ミイラの謎(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「決
闘用ピストル（HD）」(字)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「苦渋のダイエット命令！ ミニブタを

救え(HD)」(字)

08:00 魅惑の宝石ハンター 「希少サ
ファイアを追って(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「モザ
ンビーク：巨大イソマグロ（HD）」

(二)[初]

10:30 カリブ海に沈む海賊都市の謎
（HD）(二)[初]

11:30 世界の巨大工場２「ランボル
ギーニ（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#6 太平洋上空でのパ

ニック（HD）」(二)[初]

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 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「捜査と押収(HD)」

(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「トランポリンの法則
（HD）」(字)[初]

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

（ＨＤ）」(二)[初]

19:00 潜入！北朝鮮:交わされた約
束（HD）(字)

20:00 イースター島：祖先の謎
(HD)(二)[初]

21:00 生き抜け！原始生活２「魔の
猛吹雪（HD）」(二)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#10（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる「#9 命の水
（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「マレーシア航空17便 撃

墜事件（HD）」(二)

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 密着！ドバイ国際空港 3「ミス
の連鎖（HD）」(二)[初]

27:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え
行く希望（HD）」(二)[初]

04:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を
見て（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 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]

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

（ＨＤ）」(二)

08:00 魅惑の宝石ハンター 「虹色に
輝くブラック・オパール(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「ペ
ルー：白身魚のシロアリがけ（HD）」

(二)[初]

10:30 世界を動かすマネーの裏側
（HD）(二)[初]

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「最後の猿人（ＨＤ）」

(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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

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)[初]

15:00 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)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「シーソーの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「ヘラジカの旅路（ＨＤ）」

(二)[初]

19:00 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]

20:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)[初]

21:00 宇宙の奇石「#8 生命（HD）」
(字)[初]

22:00 【新】CIAの深い闇（HD）
(字)[初]

23:00 【新】ザ・シークレットサービス:偽
造犯逮捕の瞬間（HD）(字)[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！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故

（HD）」(二)[初]

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「コン
コースの猛煙（HD）」(二)[初]

27:00 サッダーム・フセイン 真実の姿
（HD）(字)[初]

04:00 オサマ・ビンラディン殺害の真実
(HD)(字)[初]

05:00 洗礼者ヨハネの首
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 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]

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち「ヘラジカの旅路（ＨＤ）」(二)

08:00 魅惑の宝石ハンター「７色のサ
ファイア (HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「モン
ゴル：鷹匠と石焼料理（HD）」

(二)[初]

10:30 ダイヤモンドと金塊と銃（HD）
(字)[初]

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「地球の先住者（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「グランドキャニオン空中

衝突事故（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 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]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U
ボート基地（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「バニーホップの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 ロシア：氷に隠された自然の神
秘（HD）(二)

19:00 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]

20:00 【新】THE SS:ナチス親衛隊
「#1 罪深きエリートたち（HD）」

(字)[初]

21:00 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)

22:00 【新】世界大自然紀行：フロリ
ダ「弱肉強食（HD）」(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集「目を
疑う光景（HD）」(字)[初]

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

(HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便（HD）」

(二)[初]

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「エ
ボラの恐怖（HD）」(二)[初]

27:00 真珠湾に眠る英霊たちへ
（HD）(字)[初]

04:00 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と
戦いの記憶（HD）(字)[初]

05:00 天坑～巨大穴の謎に迫る～
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「海
に沈んだお宝（HD）」(字)[初]

07:00  ロシア：氷に隠された自然の
神秘（HD）(二)

08:00 魅惑の宝石ハンター 「アフリカ
のピンク・ガーネット(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 旅するシェフの仰天レシピ「スリ
ランカ：カレーとヤシ酒（HD）」(二)[初]

10:30 魅惑のフットボールinロシア
（HD）(字)

21:00 世界の巨大工場４「マック・ト
ラックス(HD)」(二)[初]

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「切り裂きジャック（ＨＤ）」

(二)[初]

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「ケネディ家の悲劇

（HD）」(二)[初]

14:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アトランティック・エアウェ

イズ670便（HD）」(二)[初]

15:00 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]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地（HD）」(二)

22:00 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)

24:00 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)

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「フェデラルエクスプレス８

０便（HD）」(二)

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「テ
ストを成功させろ（HD）」(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造 2「マクラー
レン・P1（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「ロデオの法則（HD）」
(字)[初]

18:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)[初]

19:00 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]

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]

27:00 ロックダウン：ギャングの掟
(HD)(字)[初]

04:00 潜入！NYマフィア捜査（HD）
(二)[初]

05:00 潜入！血まみれバレンタイン
(HD)(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「海
賊の４銃身ピストル（HD）」(字)[初]

07:00 世界大自然紀行：シベリア
（HD）(二)

08:00  【中国を知る】
イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「雲

南省 リス族」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 ディエゴ・マラドーナ:伝説の素
顔（HD）(字)

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「バミューダ・トライアングル

（ＨＤ）」(二)[初]

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「コンチネンタル・エクスプ

レス2286便（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 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]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「ゴルフスイングの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「静かなる巨鳥！ スミレコンゴウイン

コを救え(HD)」(字)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「人生をともに歩んだシトロエン

DS（HD）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場２「イケア
（HD）」(二)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活、ボクスホール アストラ

GTE（HD）」(二)[初]

22:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「スホーイ・スーパージェッ

ト100（HD）」(二)[初]

23:00 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]

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！１１：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空587便

（HD）」(二)

26:00 密着！ドバイ国際空港 3「運
命の日（HD）」(二)[初]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「サン＝ナゼール強襲（HD）」

(二)[初]

04:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ
ル・ウェアが見た世界「魔女狩り

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

(字)[初]
07:00 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]

08:00 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]

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 UFO地球襲来の真実「UFO
乱舞事件（HD）」(二)

12:00 宇宙の奇石「#7 変化（HD）」
(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「命知らずのダイビング（HD）」

(二)[初]
14:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（HD）」(二)[初]

15:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「サン＝ナゼール強襲（HD）」

(二)

17:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#2 コカインと宿る命（HD）」(二)

18:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏
んだ兵士（HD）」(二)

19:00  【中国を知る】
イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「氷

の都ハルビン」(字)[初]

21:00 スーパーカー大改造 2「最高の
ポルシェ（HD）」(二)[初]

23:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「一貫しない供述(HD)」

(二)

24:00 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)

20:00 永遠の地球
「#1 エコ・メキシコ（HD）」(字)[初]

20:30 永遠の地球
「#2 願いの海（HD）」(字)[初]

22:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#3 生活苦から運び屋に（HD）」

(二)[初]

25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「デルタ航空1141便

（HD）」(二)

26:00 世界の巨大工場２「イケア
（HD）」(二)

27:00 世界の巨大工場２「アウディ
（HD）」(二)[初]

04:00 宇宙の奇石「#7 変化（HD）」
(字)

05:00 世界大自然紀行：フロリダ「弱
肉強食（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「18
世紀の上下二連ピストル（HD）」

(字)[初]
07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ

（HD）」(二)

08:00 世界の巨大工場４「ジャガー
XJ(HD)」(二)

17:00 密着！ニューヨーク市警 テロ
対策特殊部隊（HD）(二)[初]

18:00 ザ・シークレットサービス:偽造犯
逮捕の瞬間（HD）(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#10（HD）」(字)

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「攻撃性の理由（HD）」

(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#2 見
習い獣医の奮闘記(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

26:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#3 生活苦から運び屋に（HD）」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)

19:00 CIAの深い闇（HD）(字)

20:00 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)

21:00 検証：UFO事件の新事実
「ジャングルに暮らす宇宙人（HD）」

(二)

22:00 宇宙の奇石「#9 覚醒（HD）」
(二)[初]

23:00 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]

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]
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10

11

12

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]

13:30 新　衝撃の瞬間「クイーンズ墜
落事故(HD)」(字)[初]

14:00 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]

15:00 世界の巨大工場６「日産
GT-R(HD)」(二)[初]

16:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「スホーイ・スーパージェッ

ト100（HD）」(二)

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

25

26

27

19

20

21

22

23

24

秘秘秘秘 秘秘秘秘
特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ フロントライン

【宇宙アワー】

特集：ロシア 知られざる⾃然と動物たち

特集：ロシア 知られざる⾃然と動物たち

ナショジオ サンデー ストーリー
⽶国の特殊機関

特集：航空機事故と犯罪

http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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23

24

05:00 タイタニック号:最後の謎に迫る
（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「ヒト
ラーの電動ノコギリ（HD）」(字)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「静かなる巨鳥！ スミレコンゴウイン

コを救え(HD)」(字)

08:00 魅惑の宝石ハンター 「青くきら
めくアクアマリン(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」
(字)[初]

10:30 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)[初]

11:30 世界の巨大工場２「ロールス・
ロイス　ファントム（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#7 未確認小型飛行機

（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 潜入！暗黒産業「不法入国
斡旋（HD）」(二)[初]

16:00 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)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「ブランコの法則（HD）」
(字)[初]

18:00 【新】ジャイアンツ・オブ・ディー
プ・ブルー（HD）(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「パズル同然のトライアンフGT6

（HD）」(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「キリストの聖骸布(HD)」(二)[初]

21:00 キリストの墓 ついに解かれた封
印（HD）(二)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#11（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる「#10 愛する者た
ちへ（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「スホーイ・スーパージェッ

ト100（HD）」(二)

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)

26:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落
事故（HD）」(二)[初]

27:00 戦場の記録「#1 アフガニスタン
混乱といら立ち（HD）」(二)[初]

04:00 戦場の記録「#2 メディバックの
決意（HD）」(二)[初]

05:00 コロンブスの呪われた植民地
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「19
世紀のデリンジャー（HD）」(字)[初]

07:00 ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブ
ルー（HD）(二)

08:00 魅惑の宝石ハンター 「軍に守
られたエメラルド(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「幻のトヨタFJ40ランドクルーザー

（HD）」(二)[初]

09:30 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」
(字)[初]

10:30 密着！ニューヨーク市警 テロ
対策特殊部隊（HD）(二)

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「火星人（ＨＤ）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

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

便 (HD)」(二)[初]

14:00 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 知られざるUFOの謎
（HD)(二)[初]

21:00 宇宙の奇石「#9 覚醒（HD）」
(字)[初]

23:00 海の巨人マンタの謎めく生態
（HD）(二)[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)

22:00 【新】スペイン：サグラダ・ファミリ
ア（HD）(字)[初]

15:00 潜入！暗黒産業「闇社会の
銃（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（HD）」(二)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「たこ揚げの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 密着！イルカの家族（HD）
(二)[初]

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「プロテウス航空706便

（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈
没事故（HD）」(二)[初]

27:00 黙示録：カラーで見るヴェルダン
の戦い「世紀の激戦（HD）」(二)[初]

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

05:00 歴史と伝統の残るアブダビ～
21世紀の近代都市へ（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「呪
われた銃（HD）」(字)[初]

07:00 密着！イルカの家族（HD）(二)

08:00 魅惑の宝石ハンター 「深紅の
ルビー(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 宇宙の奇石「#3 防護（HD）」
(字)[初]

10:30 潜入！NYマフィア捜査（HD）
(二)

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「野生児（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「アメリカン航空191便

（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 潜入！暗黒産業「違法賭博
と金（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「総統大本営（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「フォークリフトの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 クジラたちの深海への旅（HD）
(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「インプレッサよ、不死鳥のごとく

蘇れ！（HD）」(二)[初]

20:00 THE SS:ナチス親衛隊「#2 構
築された死のシステム（HD）」(字)[初]

21:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車（HD）」(二)

22:00 世界大自然紀行：フロリダ「海
辺の生物（HD）」(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集「人
間そっくりな行動（HD）」(字)[初]

24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#5 大韓航空007便

(HD)」(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「国連チャーター機 DC-6

（HD）」(二)

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

27:00 人間ランプシェードと大虐殺の
謎(HD)(二)[初]

04:00 ナチスのドラムビート作戦
(HD)(二)[初]

05:00 イースター島：祖先の謎
(HD)(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 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]

07:00 クジラたちの深海への旅（HD）
(二)

08:00 魅惑の宝石ハンター「危険な
香りのエメラルド(HD)」 (二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」
(字)[初]

10:30 ザ・シークレットサービス:偽造犯
逮捕の瞬間（HD）(字)

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「キング・アーサー（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「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！１３：航空機事故の
真実と真相「スパンエア5022便

（HD）」(二)[初]

15:00 潜入！暗黒産業「コピー商品
の世界（HD）」(二)

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学「クライミングの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 海の巨人マンタの謎めく生態
（HD）(二)

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「タンデム式の超小型車メッサー

シュミットKR200（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 世界の巨大工場７「マスタング
（HD)」(二)[初]

22:00 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)

23:00 スーパーカー大改造 2「最高の
ポルシェ（HD）」(二)

24:00 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)

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)

26:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)[初]

27:00 バイキング大虐殺の謎
(HD)(二)[初]

04:00 始皇帝陵の暴かれた真実
（HD）(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「貴
族の銃（HD）」(字)[初]

07:00 海の巨人マンタの謎めく生態
（HD）(二)

08:00  【中国を知る】
イケメン兄弟のチャイナ・ダイアリー「氷

の都ハルビン」(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」
(字)

10:30 CIAの深い闇（HD）(字)

11:30 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「トリノの聖骸布（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「ジャーマンウイングス

9525便（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 潜入！暗黒産業「危険な医
薬品（HD）」(二)

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ボウリングの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「行方不明の前歯！ プレーリードッ

グを救え(HD)」(字)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「散り散りになったフォード・カプリ

（HD）」(二)

20:00 世界の巨大工場２「アウディ
（HD）」(二)

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 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#6（HD）」(二)[初]

23:00 エアバスＡ３８０：世界最大の
旅客機（ＨＤ）(字)[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)

25:00 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)

26:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー
マーケット崩壊」(二)[初]

27:00 セックスの秘密「テクノロジーと
セックス（HD）」(二)[初]

04:00 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]

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 歴史に残る武器・軍用品「特
殊任務で大活躍！HK MP５（HD）」

(字)[初]
07:00 世界の巨大工場６「ジェット

コースター(HD)」(二)[初]

08:00 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]

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 UFO地球襲来の真実「戦場に
現れたUFO（HD）」(二)

12:00 宇宙の奇石「#8 生命（HD）」
(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「恐怖のスタントシーン（HD）」

(二)[初]
14:00 ダイアナ妃の告白（HD）

(字)[初]

16:00 ヘンリー王子 輝かしき人生の
光と影（HD）(字)[初]

17:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#3 生活苦から運び屋に（HD）」

(二)

18:00 永遠の地球
「#1 エコ・メキシコ（HD）」(字)

18:30 永遠の地球
「#2 願いの海（HD）」(字)

19:00  【中国を知る】
天坑～巨大穴の謎に迫る～

(HD)(二)

20:00 世界の巨大工場「ハーレーダ
ビッドソン」(二)[初]

21:00 白州 ～森とウイスキーの物語
～（HD）(日)

21:30 マレーシアの旅2「ニック・ベイ
カーと巡る美しき洞窟（HD）」(字)[初]

22:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#4 黒いコカイン（HD）」(二)[初]

23:00 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)

24:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「USエアー1016便（HD）」

(二)

25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「マレーシア航空17便 撃

墜事件（HD）」(二)

26:00 世界の巨大工場２「ポルシェ
（HD）」(二)

27:00 世界の巨大工場２「スーパー
地下鉄（HD）」(二)

04:00 宇宙の奇石「#8 生命（HD）」
(字)

05:00 世界大自然紀行：フロリダ「海
辺の生物（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「ナ
イトホーク（HD）」(字)[初]

07:00 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)

08:00 世界の巨大工場４「マック・ト
ラックス(HD)」(二)

17:00 THE SS:ナチス親衛隊「#1 罪
深きエリートたち（HD）」(字)

18:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱
走計画（HD）(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#11（HD）」(字)

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「問題犬コンビ（HD）」

(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#3 真
剣勝負(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

26:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#4 黒いコカイン（HD）」(二)

27:00 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)

19:00 英国情報部 VS ナチス ～極
秘盗聴作戦～（HD）(字)[初]

20:00 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)

21:00 検証：UFO事件の新事実「家
畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初]

22:00 宇宙の奇石「#10 故郷（HD）」
(二)[初]

23:00 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)

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」

(二)[初]

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 7月

10

11

12

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]

13:30 新　衝撃の瞬間「タイタニック
沈没事故(HD)」(字)[初]

14:00 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]

15:00 世界の巨大工場６「タタ・ナノ
(HD)」(二)[初]

16:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#6（HD）」(二)

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

25

26

27

19

20

21

22

23

24

秘秘秘秘 秘秘秘秘
特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ フロントライン

【宇宙アワー】

ナショジオ サンデー ストーリー

マリン ウィーク

マリン ウィーク

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


Page 5 of 6

(ET) 月曜日 2018/07/23 火曜日 2018/07/24 水曜日 2018/07/25 木曜日 2018/07/26 金曜日 2018/07/27 土曜日 2018/07/28 日曜日 2018/07/29 (ET)

※最新の番組表はこちら

7

8

9

4

5

6

13

14

15

10

11

12

19

20

21

16

17

18

25

26

27

22

23

24

05:00 南太平洋の島探検「いざ 南
太平洋へ（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 歴史に残る武器・軍用品「幻
の護身用ピストル（HD）」(字)[初]

07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「行方不明の前歯！ プレーリードッ

グを救え(HD)」(字)

08:00 危険な時代に生きる 2「エネル
ギー戦争（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」
(字)

10:30 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)[初]

11:30 世界の巨大工場２「イケア
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#8 紛争地域での墜落

（HD）」(二)[初]

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 潜入！暗黒産業 2「酒の闇
市場（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ハイヒールの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 ワイルド・ドルフィンズ（HD）
(二)[初]

19:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「英国欧州航空548便

（HD）」(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ソドムとゴモラの謎(HD)」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「集団
目撃（HD）」(二)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#12（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる２「大自然の息
吹（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#6（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)

26:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津
波（HD）」(二)[初]

27:00 戦場の記録「#3 死と隣り合わ
せの渓谷（HD）」(二)[初]

04:00 戦場の記録「#4 戦友の絆
（HD）」(二)[初]

05:00 南太平洋の島探検「トンガ王
国の離島（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 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]

07:00 ワイルド・ドルフィンズ（HD）(二)

08:00 危険な時代に生きる 2「海面
上昇（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 宇宙の奇石「#7 変化（HD）」
(字)

10:30 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)[初]

11:30 キリストの墓 ついに解かれた封
印（HD）(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「エメリー・ワールドワイド

17便（HD）」(二)[初]

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)[初]

15:00 潜入！暗黒産業 2「高級車
強盗（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「ヒトラーのジークフリート線（HD）」

(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「綱渡りの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 【新】赤ちゃんベルーガの呼び
声（HD）(二)[初]

19:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト

706便（HD）」(二)[初]

20:00 真相解禁 アポロ計画の裏側
（HD）(二)[初]

21:00 宇宙の奇石「#10 故郷（HD）」
(字)[初]

22:00 地球の巨大生物TOP10（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)

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル・エクスプ

レス2286便（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜
落事故」(二)[初]

27:00 蘇るローマ帝国の殺人
(HD)(二)[初]

04:00 ローマ沈没船の秘密
(HD)(二)[初]

05:00 南太平洋の島探検「楽園フィ
ジー諸島（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 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]

07:00 赤ちゃんベルーガの呼び声
（HD）(二)

08:00 危険な時代に生きる 2「地球
が乾くとき（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 宇宙の奇石「#8 生命（HD）」
(字)

10:30 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]

11:30 真相解禁 アポロ計画の裏側
（HD）(二)

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「ユナイテッド航空173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 潜入！暗黒産業 2「麻薬売
買とマネーロンダリング（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ウィリーの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 願いの海:水中に広がる美しき
宝（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 【新】ヒトラー･ユーゲント:ナチス
の子供たち「#1 総統に命を捧げて

（HD）」(字)[初]

21:00 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)

22:00 日本縦断　知られざる野生天
国（ＨＤ）(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集「予
期せぬ遭遇（HD）」(字)[初]

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！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)

26:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の
謎（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 南太平洋の島探検「３つの王
国（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ２「人口爆発　デリー（HD）」

(二)[初]

07:00 願いの海:水中に広がる美しき
宝（HD）(二)

08:00 危険な時代に生きる 2「燃え
続ける炎（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 宇宙の奇石「#9 覚醒（HD）」
(字)

10:30 黒人奴隷解放の使徒 ナット・
ターナー伝説（HD）(二)[初]

11:30 マヤ文明　密林に隠された真
実（HD）(字)[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「政府チャーター機　暗殺

疑惑（HD）」(二)[初]

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)[初]

15:00 潜入！暗黒産業 2「石油開
発に沸いた街（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3
「ヒトラーの要塞島（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「平均台の法則
（HD）」(字)[初]

18:00 幻の深海魚 リュウグウノツカイ
（HD）(二)[初]

19:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・フロリダ90便

（HD）」(二)

20:00 生き抜け！原始生活「聖なる
火山への旅（HD）」(二)[初]

21:00 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1（HD)」(二)[初]

22:00 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)

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

（HD）」(二)

23:00 白州 ～森とウイスキーの物語
～（HD）(日)

23:30 新　衝撃の瞬間「パリの列車
事故(HD)」(字)[初]

25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「エールフランス４５９０便

コンコルド炎上（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機
事故」(二)[初]

27:00 ヒトラー･ユーゲント:ナチスの子
供たち「#1 総統に命を捧げて（HD）」

(字)

04:00 完全再現！史上最強の軍隊
「ドイツｖｓアメリカ　バルジの戦い（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

05:00 南太平洋の島探検「ビキニ環
礁の真実（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ２「スラムの恐怖 ダッカ（HD）」

(二)[初]

07:00 幻の深海魚 リュウグウノツカイ
（HD）(二)

08:00  【中国を知る】
天坑～巨大穴の謎に迫る～

(HD)(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 宇宙の奇石「#10 故郷（HD）」
(字)

10:30 ウイルスと人類の終わりなき戦
い（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！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]

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)

15:00 潜入！暗黒産業 2「ラスベガ
スの闇（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ヨーヨーの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)

19:00 永遠の地球
「#1 エコ・メキシコ（HD）」(字)

19:30 永遠の地球
「#2 願いの海（HD）」(字)

20:00 世界の巨大工場２「ポルシェ
（HD）」(二)

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)[初]

22:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#7（HD）」(二)[初]

23:00 潜入！シンガポール航空
（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)

25:00 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)

26:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲っ
た大竜巻」(二)[初]

27:00 セックスの秘密「政治とセックス
（HD）」(二)[初]

04:00 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]

05:00 南太平洋の島探検「キリバス
の王（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ２「高原都市　メキシコシティ

（HD）」(二)[初]
07:00 世界の巨大工場６「日産

GT-R(HD)」(二)

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 エクスプローラー「フィリピン麻薬
戦争の代償（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 UFO地球襲来の真実「海に墜
落した光（HD）」(二)

12:00 宇宙の奇石「#9 覚醒（HD）」
(二)

13:00 インフォメーション (日)

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「ビルの解体現場で危機一髪

（HD）」(二)[初]
14:00 新 潜入！北朝鮮（HD）

(字)[初]

15:00 続 潜入！北朝鮮:金王朝の
真実 （HD）(字)[初]

16:00 潜入！北朝鮮:危険なゲーム
（HD）(字)[初]

17:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#4 黒いコカイン（HD）」(二)

18:00 CIAの深い闇（HD）(字)

19:00  【中国を知る】
唐時代の宝船（HD）(二)[初]

20:00 世界の巨大工場「アパッチ・ヘ
リコプター（HD)」(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造 2「デロリア
ン リブート（HD）」(二)

22:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#5 ミイラの運び屋（HD）」(二)[初]

23:00 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)

24:00 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)

25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「スホーイ・スーパージェッ

ト100（HD）」(二)

26:00 世界の巨大工場７「マスタング
（HD)」(二)

27:00 世界の巨大工場７「コルベット
ZR1（HD)」(二)

04:00 宇宙の奇石「#9 覚醒（HD）」
(字)

05:00 地球滅亡～脱出のシナリオ
(HD)(二)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ２「治安悪化　サンパウロ（HD）」

(二)[初]
07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」(二)

08:00 世界の巨大工場４「バカルディ
(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#12（HD）」(字)

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「禁じられた厄介者（HD）」

(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#4 山
あり谷あり(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「ミュンヘンオリ
ンピック事件(HD)」(字)[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 世界の巨大工場６「MINIクー
ペ(HD)」(二)[初]

16:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#7（HD）」(二)

17:00 THE SS:ナチス親衛隊「#2 構
築された死のシステム（HD）」(字)

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]

20:00 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)

21:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（HD）」(二)

22:00 【新】ジーニアス：ピカソ
「第一話（HD）」(二)[初]

23:00 白州 ～森とウイスキーの物語
～（HD）(日)

23:30 新　衝撃の瞬間「高速道路へ
の墜落(HD)」(字)

24:00 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)

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 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#5 ミイラの運び屋（HD）」(二)

15

16

11

12

13
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9
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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 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ２「内戦と復興　ベイルート

（HD）」(二)[初]
07:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ

ダガスカルのシファカ（HD）」(二)

08:00 危険な時代に生きる 2「壊れ
ゆく海（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 クラッシュ！解体！ポルシェの
運命(HD)(二)[初]

10:30 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)[初]

11:30 世界の巨大工場７「マスタング
（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「#9 方向感覚の喪失」

(二)[初]

14:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#9 注意散漫（HD）」

(二)[初]

15:00 検証：UFO事件の新事実「ロ
ズウェル事件（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3
「鷲の巣（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ロックスターの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 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！１１：航空機事故の
真実と真相「ハリケーン観測機

NOAA42（HD）」(二)

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「モナリザ・コード(HD)」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「夜空を
横切る謎の光（HD）」(二)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#13（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる２「自然の脅威と
恵み（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#7（HD）」(二)

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)

26:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島
の大噴火」(二)[初]

27:00 戦場の記録「#5 ルールなき戦
闘（HD）」(二)

04:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏
んだ兵士（HD）」(二)

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)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ２「歴史の街　カイロ（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 危険な時代に生きる 2「命の
値段（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 世界最強の怪力ヘリコプター
（ＨＤ）(二)[初]

10:30 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)[初]

11:30 ルネサンス誕生の地 フィレン
ツェの秘密(HD)(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「トランスアジア航空222

便（HD）」(二)

14:00 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]

15:00 検証：UFO事件の新事実「テ
キサスUFO目撃事件（HD）」(二)[初]

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 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「コーナリングの法則
（HD）」(字)[初]

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)

25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ジャーマンウイングス

9525便（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油
工場爆発事故」(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]

18:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「命を育むサンゴ礁（HD）」

(二)[初]

19:00 マレーシアの旅2「ジェシー・マー
ティンと巡る神秘の海（HD）」(字)

19:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第一話（HD）」(字)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第一話
（HD）」(字)[初]

22:00 ダ・ヴィンチ　幻の傑作
(HD)(字)[初]

23:00 ミッション・クリティカル「インドヒョ
ウ：都会に行き場を求めて（HD）」

(字)[初]
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