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(ET) 月曜日 2018/07/30 火曜日 2018/07/31 水曜日 2018/08/01 木曜日 2018/08/02 金曜日 2018/08/03 土曜日 2018/08/04 日曜日 2018/08/05 (ET)

※最新の番組表はこちら

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 8月

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「所構わず大騒ぎ（HD）」

(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#5 コ
ウモリに気をつけろ！(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「空母爆発事
故(HD)」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

09:30 サッダーム・フセイン 真実の姿
（HD）(字)[初]

10:30 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争
へ（HD）」(二)[初]

11:30 ジーニアス：ピカソ「第一話
（HD）」(二)[初]

24:00 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]

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 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#6 スーツケース改造の新手口

（HD）」(二)

27:00 THE SS：ナチス親衛隊「#1 罪
深きエリートたち（HD）」(字)[初]

10

11

12

13

09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#13（HD）」(字)[初]

27:00 世界の巨大工場７「ランボル
ギーニ・アヴェンタドール（HD)」

(二)[初]

04:00 宇宙の奇石「#10 故郷（HD）」
(字)[初]

05:00 マーズ 火星移住計画「第一
話 新世界（HD）」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「快適な旅を楽しむには（HD）」

(二)[初]
07:00 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]

08:00 世界の巨大工場４「フリトレー
(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

16:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#8（HD）」(二)

17:00 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)[初]

11:00 検証：UFO事件の新事実「ロ
ズウェル事件（HD）」(二)[初]

12:00 宇宙の奇石「#10 故郷（HD）」
(二)[初]

19:00  【中国を知る】
鷹匠マカン（HD）(二)[初]

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]

21:00 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]

22:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#6 スーツケース改造の新手口

（HD）」(二)[初]

20:00 続 潜入！北朝鮮:金王朝の
真実 （HD）(字)[初]

25:00 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)

26:00 ジーニアス：ピカソ「第一話
（HD）」(字)[初]

18:00 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]

21:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の
舞台裏（HD）(二)[初]

21:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
e-Golf（HD）(日)

23:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
e-Golf（HD）(日)

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)[初]

24:00 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]

22:00 ジーニアス：ピカソ「第二話
（HD）」(二)[初]

27:00 セックスの秘密「教育とセックス
（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「ファッションウィー

ク戦争（HD）」(字)[初]

05:00 アンダーカバー・エンジェル「貧し
い村に、きれいな水を(HD)」(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「レストランでVIP待遇（HD）」(二)[初]

07:00 世界の巨大工場６「タタ・ナノ
(HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#6（HD）」(二)[初]

26:00 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)

22:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#8（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

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]

08:00 危険な時代に生きる 2「市民
たちの抵抗（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 真相解禁 アポロ計画の裏側
（HD）(二)[初]

10:30 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（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「決死の消火活動（HD）」(二)[初]

14:00 水と権力 特別篇：盗まれた資
源（HD）(二)[初]

15:30 灰にまみれて（HD）(二)[初]

17:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#5 ミイラの運び屋（HD）」(二)[初]

22:00 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]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

19:00 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)

20:00 世界の巨大工場５「MVアグス
タ(HD)」(二)[初]

18:00 【新】密着！国境警備犬「麻
薬探知犬（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ベンチプレスの法則
（HD）」(字)[初]

09:30 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]

10:30 インフォメーション (日)

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]

26:00 ザ・2000年代 ～振り返る悲劇
（HD）(二)[初]

27:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子
供たち「#2 戦士の夢と現実（HD）」

(字)

04:00 完全再現！史上最強の軍隊
「ドイツｖｓイギリス エル・アラメインの戦

い（ＨＤ）」(二)[初]

05:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「アトランティス（HD）」

(字)[初]
05:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「奇跡の治療法（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「個人情報を守るには（HD）」

(二)[初]

23:00 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]

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]

07:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「脅かされる生態系（HD）」(二)

08:00  【中国を知る】
唐時代の宝船（HD）(二)[初]

18:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「脅かされる生態系（HD）」

(二)[初]

19:00 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]

20:00 ローバーが魅せる火星の秘密
（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「インドネシア・エアアジア

8501便（HD）」(二)[初]

14:00 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]

15:00 検証：UFO事件の新事実「ア
リゾナUFO誘拐事件（HD）」(二)[初]

16:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

04:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の
谷（HD）」(二)[初]

05:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「吸血鬼（HD）」

(字)[初]
05:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「バミューダ・トライアン

グル（ＨＤ）」(字)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 デンジャーゾーン！潜入マル秘
ルポ ２「都市貧困　マニラ(HD)」

(二)[初]

07:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「繁殖期の海（HD）」(二)

11:30 エジプト遺産の守り人
(HD)(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

24:00 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]

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！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]

15:00 検証：UFO事件の新事実「家
畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「スケートボードの法
則（HD）」(字)[初]

23:00 世界の巨大工場７「パガーニ
（HD)」(二)[初]

23:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
e-Golf（HD）(日)

22:00 【新】地球が奏でるシンフォニー
（HD）(字)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 2「死
と紙一重（HD）」(字)[初]

24:00 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]

25:00 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]

26:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト
ル・チャレンジャー爆発事故（HD）」

(二)[初]

27:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知
の領域（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「懸垂の法則（HD）」
(字)[初]

18:00 グレート･バリア･リーフ 生命の
輝き「繁殖期の海（HD）」(二)[初]

19:00 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]

20:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子
供たち「#2 戦士の夢と現実（HD）」

(字)[初]

21:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱
走計画（HD）(二)[初]

09:30 ローバーが魅せる火星の秘密
（HD）(二)[初]

11:30 NASA盗難事件 狙われた月
の石 特別版(HD)(日)[初]

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！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・モーレア1121便

（HD）」(二)[初]

15:00 検証：UFO事件の新事実「三
角形の飛行物体（HD）」(二)[初]

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]

23

24

25

26

27

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「高齢化社会　東京(HD)」

(二)[初]

07:00 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]

08:00 危険な時代に生きる 2「未来
への布石（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

17

18

19

20

21

22

5

6

13

14

15

16

9

04:00 女性刑務官の戦いと真実
（HD）(二)[初]

05:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「ノストラダムスの大予

言（HD）」(字)[初]
05:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「ダ・ヴィンチの暗号（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]

10

11

12

12:30 インフォメーション (日)

4

24

25

7

8

9

4

5

6

7

8

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]

14:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
e-Golf（HD）(日)

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)[初]

20

21

22

23

15:00 世界の巨大工場６「メルセデ
ス・ベンツ アクトロス(HD)」(二)[初]

18:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子
供たち「#2 戦士の夢と現実（HD）」

(字)

19:00 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)

【重要】 スカパー！サービス 視聴/予約録画失敗の可能性について

26

27

17

18

19

21:00 ジーニアス：ピカソ「第一話
（HD）」(二)[初]

14

15

16

秘秘秘秘 秘秘秘秘

マリン ウィーク

マリン ウィーク

特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ フロントライン ナショジオ サンデー ストーリー

【宇宙アワー】

特集 ⽕星⼤接近

http://natgeotv.jp/tv/news/detail/idnews/497
http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf


Page 2 of 5

(ET) 月曜日 2018/08/06 火曜日 2018/08/07 水曜日 2018/08/08 木曜日 2018/08/09 金曜日 2018/08/10 土曜日 2018/08/11 日曜日 2018/08/12 (ET)

※最新の番組表はこちら
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04:00 ヒトラーの野望～絶滅動物の
復活計画～（HD）(字)[初]

05:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「地球の先住者（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]
05:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「最後の猿人（ＨＤ）」

(字)[初]
06:00 インフォメーション (日)

06:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「楽しい休日の過ごし方（HD）」

(二)[初]
07:00 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ

メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」
(二)

08:00 食べものがたり「穀物（HD）」
(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「ヒトラーのヨーロッパ侵攻

（HD）」(二)[初]

10:30 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「ドイツの電撃戦（HD）」

(二)[初]

11:30 世界の巨大工場「フェラーリ
（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「#10 ゴースト」(二)[初]

14:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#10 無線沈黙（HD）」

(二)[初]

15:00 検証：UFO事件の新事実「ケ
ネディ宇宙センターとUFO（HD）」

(二)[初]

16:00 THE SS：ナチス親衛隊「#1 罪
深きエリートたち（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ダイブの法則（HD）」
(字)[初]

18:00 巨大タコを探せ！（HD）
(二)[初]

19:00 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]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「古代インカ帝国の暗号(HD)」

(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「ヘリを
襲う謎の飛行物体（HD）」(二)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#14（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる２「生きるために
狩る（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#8（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)

26:00 史上最悪の地球の歩き方８
「若き麻薬王（HD）」(字)[初]

27:00 アラスカの最強メカニック「輸送
船の修理（HD）」(二)[初]

04:00 アラスカの最強メカニック「故障
した発電機（HD）」(二)[初]

05:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「切り裂きジャック（Ｈ

Ｄ）」(字)[初]
05:30 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「悪霊（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「自然災害を生き延びるには（HD）」

(二)[初]
07:00 トゥブ:女王猿として生まれて

（HD）(二)[初]

08:00 食べものがたり「海の幸（HD）」
(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「大量虐殺（HD）」

(二)[初]

10:30 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「真珠湾攻撃（HD）」

(二)[初]

11:30 真珠湾に眠る英霊たちへ
（HD）(字)[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「デルタ航空1141便

（HD）」(二)[初]

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)[初]

15:00 検証：UFO事件の新事実
「ジャングルに暮らす宇宙人（HD）」

(二)[初]

16:00 THE SS：ナチス親衛隊「#2 構
築された死のシステム（HD）」(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ウィンドサーフィンの法
則（HD）」(字)[初]

18:00 巨大イカ VS マッコウクジラ
(HD)(二)[初]

19:00 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]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第二話（HD）」(字)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第二話
（HD）」(字)[初]

22:00 【新】独裁者のルール「永遠の
指導者 金日成（HD）」(字)[初]

23:00 続 潜入！北朝鮮:金王朝の
真実 （HD）(字)

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！１４：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空421便（HD）」(二)[初]

26:00 史上最悪の地球の歩き方８
「売人の少女（HD）」(字)[初]

27:00 アメリカ軍を率いた将軍たち
「前編（HD）」(二)[初]

04:00 女性刑務官の戦いと真実
（HD）(二)[初]

05:00 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「火星人（ＨＤ）」

(字)[初]
05:30 新　都市伝説～超常現象を

解明せよ！～「野生児（ＨＤ）」
(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「勝利の方程式（HD）」(二)[初]

07:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「氷点下に生きる（HD）」(字)[初]

08:00 食べものがたり「砂糖（HD）」
(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「上陸作戦（HD）」

(二)[初]

10:30 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「原爆投下（HD）」

(二)[初]

11:30 日本軍の極秘潜水艦（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「大統領の死（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 検証：UFO事件の新事実「小
さなエイリアン（HD）」(二)[初]

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 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「スキージャンプの法
則（HD）」(字)[初]

18:00 クジラたちの深海への旅（HD）
(二)[初]

19:00 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]

20:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)[初]

21:00 ヒトラーの殺人部隊（HD）
(字)[初]

22:00 【新】カストロが愛したサンゴ礁
（HD）(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 2「大
胆にして凶暴（HD）」(字)[初]

24:00 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]

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 史上最悪の地球の歩き方８
「スーダンで拉致（HD）」(字)[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 新　都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「キング・アーサー

（HD）」(字)[初]
05:30 新　都市伝説～超常現象を

解明せよ！～「トリノの聖骸布
（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「詐欺にあわない為には（HD）」

(二)[初]
07:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い

「森林に生きる（HD）」(字)[初]

08:00 食べものがたり「ファストフード
（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
の原子爆弾（HD)」(二)[初]

10:30 激戦！ 硫黄島 ～星条旗と
戦いの記憶（HD）(字)[初]

11:30 ナチス政権 最後の日々（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「ファーストエア６５６０便

（HD）」(二)[初]

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)[初]

15:00 UFO地球襲来の真実「集団
目撃（HD）」(二)[初]

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 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ビリヤードの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 進化する巨大ナマズ（HD）
(字)[初]

19:00 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]

20:00 マーズ 火星移住計画「第一
話 新世界（HD）」(二)

21:00 エクソマーズ：火星での生命探
査（HD）(二)[初]

22:00 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]

23:00 世界の巨大工場７「ランボル
ギーニ・アヴェンタドール（HD)」(二)

24:00 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)

25:00 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)

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)[初]

27:00 ナチス政権 最後の日々（HD）
(字)

04:00 地獄の地図　悪しき魂が集う
闇（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 ライフハック ～人生の裏ワザ
「キャンプを楽しむコツ（HD）」(二)[初]

07:00 ヨーロッパ紀行:大自然の誘い
「水に生きる（HD）」(字)[初]

08:00  【中国を知る】
鷹匠マカン（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 オサマ・ビンラディン殺害の真実
(HD)(字)[初]

10:30 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌
（HD）」(二)[初]

11:30 ジーニアス：ピカソ「第二話
（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「ナショナル・エアラインズ

102便（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 UFO地球襲来の真実「夜空を
横切る謎の光（HD）」(二)[初]

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 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「はしごの法則（HD）」
(字)[初]

18:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)[初]

19:00 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]

20:00 世界の巨大工場５「花火
(HD)」(二)[初]

21:00 潜入！日産GTR　誕生の裏
側(HD)(二)[初]

22:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#9（HD）」(二)[初]

23:00 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]

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！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・モーレア1121便

（HD）」(二)

26:00 ジーニアス：ピカソ「第二話
（HD）」(字)

27:00 セックスの秘密「スキャンダルと
セックス（HD）」(二)[初]

04:00 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]

05:00 アンダーカバー・エンジェル「障
害児施設でボランティア(HD)」

(二)[初]

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 世界の巨大工場６「MINIクー
ペ(HD)」(二)[初]

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 エクスプローラー「ダライ・ラマ14
世 慈悲の力（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「テ
キサスUFO目撃事件（HD）」(二)[初]

12:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（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「氷河観光にはご用心（HD）」

(二)[初]
14:00 戦火の記憶「初期（HD）」

(二)[初]

15:00 戦火の記憶「中期（HD）」
(二)[初]

16:00 戦火の記憶「後期（HD）」
(二)[初]

17:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#6 スーツケース改造の新手口

（HD）」(二)

18:00 密着！国境警備犬「密輸組
織とＫ９の戦い（HD）」(二)[初]

19:00  【中国を知る】
中国:蒼き水中洞窟（HD）(二)[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]

22:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#7 広がる密輸路線（HD）」

(二)[初]

23:00 ジーニアス：ピカソ「第一話
（HD）」(二)

24:00 独裁者のルール「永遠の指導
者 金日成（HD）」(字)

25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#7（HD）」(二)[初]

26:00 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)[初]

21:00 白州 ～森とウイスキーの物語
～（HD）(日)[初]

21:30 新　都市伝説～超常現象を解明せよ！
～「チュパカブラ（ＨＤ）」(字)[初]

27:00 世界の巨大工場７「フェラーリ
FF（HD)」(二)[初]

04:00 ジーニアス：ピカソ「第一話
（HD）」(二)

05:00 マーズ 火星移住計画「第二
話 赤き大地（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「ビリ
ヤードサイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 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)

08:00 世界の巨大工場４「ドゥカティ
(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
「#14（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「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！（HD）」(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#6 母
は偉大なり(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「ポトマック川
墜落事故(HD)」(字)[初]

14:00 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]

15:00 世界の巨大工場６「ウィリアム
ズF1(HD)」(二)[初]

16:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#9（HD）」(二)

17:00 【新】脳トリック 特別編:気軽に
試せる脳トレゲーム（HD）(二)[初]

18:00 MR. MUSIC BRAIN（HD）
(二)[初]

19:00 ダ・ヴィンチ　幻の傑作
(HD)(字)[初]

20:00 ジーニアス：ピカソ「第一話
（HD）」(二)

21:00 ジーニアス：ピカソ「第二話
（HD）」(二)

22:00 ジーニアス：ピカソ「第三話
（HD）」(二)[初]

23:00 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]

24:00 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]

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 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#7 広がる密輸路線（HD）」(二)

27:00 THE SS：ナチス親衛隊「#2 構
築された死のシステム（HD）」(字)
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【重要】 スカパー！サービス 視聴/予約録画失敗の可能性について
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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 ナショジオ サンデー ストーリー
脳の不思議

特集 第⼆次世界⼤戦

特集 ⽕星⼤接近

【宇宙アワー】

http://natgeotv.jp/tv/news/detail/idnews/497
http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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04:00 ナチス・ドイツ 地獄のアルバム
（HD）(字)[初]

05:00 探偵ダイバー、海の謎に迫
る！「カリブ海の幽霊船(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 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)

08:00 脳トレ最新科学「注意力ト
レーニング(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 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)

11:30 世界の巨大工場「ハーレーダ
ビッドソン」(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「#1 ハドソン川の奇跡

(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)

15:00 UFO地球襲来の真実「ヘリを
襲う謎の飛行物体（HD）」(二)

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 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「チアリーディングの法
則（HD）」(字)[初]

18:00 ニュージーランド：穏やかな海岸
（HD）(字)[初]

19:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ケネディ家の悲劇

（HD）」(二)[初]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「いばらの冠(HD)」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「政府の
隠ぺい（HD）」(二)[初]

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#15（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる２「飲み水を求め
（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#9（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
「アルカイダからの逃亡（HD）」

(字)[初]

27:00 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]

04:00 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]

05:00 探偵ダイバー、海の謎に迫
る！「フィリピン沖の潜水艦(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「サッ
カーサイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 捕食生物の隠れた生態「水中
の捕食者(HD)」(二)[初]

08:00 脳トレ最新科学「感覚器官ト
レーニング(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)

10:30 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]

11:30 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]

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「マレーシア航空17便 撃

墜事件（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 UFO地球襲来の真実「政府の
隠ぺい（HD）」(二)

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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「四輪バギーの法則
（HD）」(字)[初]

18:00 マレーシア～神秘的な海の楽
園～（HD）(字)[初]

19:00 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]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第三話（HD）」(字)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第三話
（HD）」(字)[初]

22:00 独裁者のルール「冷酷な指導
者 サッダーム･フセイン（HD）」(字)[初]

23:00 ライバルが暴く 真実と秘密
「サッダーム・フセイン（HD）」(字)[初]

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！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)

26:00 史上最悪の地球の歩き方８
「悪友の誘い（HD）」(字)[初]

27:00 新 潜入！北朝鮮（HD）
(字)[初]

04:00 女性刑務官の戦いと真実
（HD）(二)[初]

05:00 探偵ダイバー、海の謎に迫
る！「トップシークレット(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「ダーツ
サイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 捕食生物の隠れた生態「潜伏
名人(HD)」(二)[初]

08:00 脳トレ最新科学「記憶力ト
レーニング(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 戦火の記憶「初期（HD）」(二)

10:30 戦火の記憶「中期（HD）」(二)

11:30 戦火の記憶「後期（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「エチオピア航空409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 UFO地球襲来の真実「日本
航空機が遭遇した巨大UFO（HD）」

(二)[初]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「死の鉄道（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ヌンチャクの法則
（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！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)

20:00 【新】第二次世界大戦の潜水
艦２「シルバーサイズ：日本軍の爆雷

攻撃（HD）」(二)[初]

21:00 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]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園（HD）」

(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 2「デ
ンジャーゾーン（HD）」(字)[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)

26:00 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]

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 カリブ海に沈む海賊都市の謎
（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「片輪
走行サイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 捕食生物の隠れた生態「弱者
の苦悩(HD)」(二)[初]

08:00 脳トリック 特別編:気軽に試せ
る脳トレゲーム（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 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]

11:30 第二次世界大戦の潜水艦２
「シルバーサイズ：日本軍の爆雷攻撃

（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「政府チャーター機　暗殺

疑惑（HD）」(二)

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)

15:00 UFO地球襲来の真実「UFO
乱舞事件（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「ウォータースライドの
法則（HD）」(字)[初]

18:00 カストロが愛したサンゴ礁（HD）
(二)

19:00 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)

20:00 マーズ 火星移住計画「第二
話 赤き大地（HD）」(二)

21:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「火星人（HD）」(二)[初]

22:00 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]

23:00 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「大統領の死（HD）」(二)

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)

26:00 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]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「シルバーサイズ：日本軍の爆雷攻撃

（HD）」(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]

05:00 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 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 捕食生物の隠れた生態「逆境
の中で(HD)」(二)[初]

08:00  【中国を知る】
中国:蒼き水中洞窟（HD）(二)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 第二次世界大戦の潜水艦２
「シルバーサイズ：日本軍の爆雷攻撃

（HD）」(二)

10:30 ロング・ロード・ホーム「#3 未知
の領域（HD）」(二)

11:30 ジーニアス：ピカソ「第三話
（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「大統領の死（HD）」(二)

14:00 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)

15:00 UFO地球襲来の真実「戦場に
現れたUFO（HD）」(二)[初]

16:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 バ科学2「バランスボールの法
則（HD）」(字)[初]

18:00 地球が奏でるシンフォニー
（HD）(字)

19:00 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)

20:00 世界の巨大工場５「ミシュラン
タイヤ(HD)」(二)[初]

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 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#10（HD）」(二)[初]

23:00 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]

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)

25:00 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)

26:00 ジーニアス：ピカソ「第三話
（HD）」(字)

27:00 セックスの秘密「広告とセックス
（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「キューバ革命の

光と影（HD）」(字)[初]

05:00 アンダーカバー・エンジェル「子
供たちに夢を(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「スーツ
ケースサイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 世界の巨大工場６「メルセデ
ス・ベンツ アクトロス(HD)」(二)

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「三
角形の飛行物体（HD）」(二)

12:00 真相解禁 アポロ計画の裏側
（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「カーブは運命の分かれ道（HD）」

(二)[初]
14:00 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)

15:00 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)

16:00 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]

17:00 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]

18:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「シルバーサイズ：日本軍の爆雷攻撃

（HD）」(二)

19:00  【中国を知る】
マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の

旅(HD)
19:30 マルコ・ポーロ：再見、東方見

聞録の旅(HD)
#2(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 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)[初]

22:00 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#8 麻薬取締官の苦悩（HD）」

(二)[初]

23:00 ジーニアス：ピカソ「第二話
（HD）」(二)

24:00 独裁者のルール「冷酷な指導
者 サッダーム･フセイン（HD）」(字)

25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#8（HD）」(二)

26:00 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（HD)」(二)[初]

27:00 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(二)[初]

04:00 ジーニアス：ピカソ「第二話
（HD）」(二)

05:00 マーズ 火星移住計画「第三
話 苦闘（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「記憶
力サイエンス（HD）」(二)[初]

07:00 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)

08:00 世界の巨大工場４「最新高速
列車AGV(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
「#15（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「追放寸前の犬たち（HD）」

(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#7 満
月の神秘(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:30 新　衝撃の瞬間「コメット墜落
の謎(HD)」(字)[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 世界の巨大工場５「MVアグス
タ(HD)」(二)

16:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#10（HD）」(二)

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

18:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)[初]

20:00 知られざるUFOの謎
（HD)(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)

21:00 ジーニアス：ピカソ「第三話
（HD）」(二)

22:00 ジーニアス：ピカソ「第四話
（HD）」(二)[初]

23:00 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]

24:00 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]

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 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#8 麻薬取締官の苦悩（HD）」

(二)
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秘秘秘秘 秘秘秘秘
特集：航空機事故と犯罪

ナショジオ サンデー ストーリー
恐⻯スペシャル

特集 第⼆次世界⼤戦

特集 ⽕星⼤接近

【宇宙アワー】

http://natgeotv.jp/tv/news/detail/idnews/497
http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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04:00 ビリー・ザ・キッド 新たな写真
（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 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 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第一章：移動するために生まれて

(HD)」(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「火と水の不思
議（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック「視覚（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 ベトナム戦争 英雄たちの絆
（HD）(二)[初]

11:30 世界の巨大工場「アパッチ・ヘ
リコプター（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)

14:00 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]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「スカ
イウォーク崩壊（HD）」(二)[初]

16:00 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)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 【新】ジャングルで戦うレスキュー
隊 2「巨大クロコダイル（HD）」

(二)[初]
18:00 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]

19:00 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]

20:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「吸血鬼(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)

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#16（HD）」(字)[初]

23:00 野生に生きる２「大自然と知
恵比べ（HD）」(二)[初]

24:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#10（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)

26:00 史上最悪の地球の歩き方７
「妊婦の運び屋（HD）」(字)[初]

27:00 アラスカの最強メカニック「モンス
ター･ブルドーザー（HD）」(二)[初]

04:00 アラスカの最強メカニック「巨大
ダンプトラック（HD）」(二)[初]

05:00 ザ・ハプニング　奇術師たちの
挑戦「宇宙人の侵略（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 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第二章：命をつなげるために(HD)」

(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「意外と知らな
い自然の力（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック「操作（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 黄金に魅せられた人類（HD）
(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」

(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「アム
ステルダム航空機事故（HD）」

(二)[初]

16:00 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)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「大牧場に潜むワニ（HD）」(二)[初]

18:00 ミッション・クリティカル「オラン
ウータン：木の上から見る未来（HD）」

(字)[初]

19:00 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]

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第四話（HD）」(字)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第四話
（HD）」(字)[初]

22:00 独裁者のルール「独裁の先駆
者 ベニート・ムッソリーニ（HD）」

(字)[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「#10 ゴースト」(二)

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)

26:00 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]

27:00 ザ・シークレットサービス:偽造犯
逮捕の瞬間（HD）(字)[初]

04:00 女性刑務官の戦いと真実
（HD）(二)[初]

05:00 ザ・ハプニング　奇術師たちの
挑戦「シックス・センス（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 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第三章：生き残りをかけて(HD)」

(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「爆発と粉砕
（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック「注意（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#3 機内炎上（HD）」

(二)[初]

10:30 始皇帝陵の暴かれた真実
（HD）(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 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)

14:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ
ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「フロ
リダ湿地帯墜落事故（HD）」(二)[初]

16:00 CIAの深い闇（HD）(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「ワニ狩り48時・前編（HD）」(二)[初]

18:00 ミッション・クリティカル「ホホジロ
ザメ：新たな顔に迫る（HD）」(字)[初]

19:00 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]

20:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「バーブ：日本上陸作戦（HD）」

(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツ　最後の一年
「1944年12月から1945年5月まで

（HD）」(二)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園（HD）」(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 2「動
物大失態（HD）」(字)[初]

24:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ
ぬ惨劇（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)

26:00 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]

27:00 独裁者のルール「永遠の指導
者 金日成（HD）」(字)

04:00 ライバルが暴く 真実と秘密「ド
ナルド・トランプ（HD）」(字)[初]

05:00 ザ・ハプニング　奇術師たちの
挑戦「取り憑かれた町（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 生きもの地球大紀行(字幕版)
「第四章：食うか食われるか(HD)」

(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「熱と氷の秘密
（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック「神経（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 独裁者のルール「永遠の指導
者 金日成（HD）」(字)

11:30 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎（HD）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)

14:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造(HD)(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「キン
グス・クロス地下鉄火災（HD）」

(二)[初]

16:00 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「ワニ狩り48時・後編（HD）」(二)[初]

18:00 海の巨人マンタの謎めく生態
（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 マーズ 火星移住計画「第三
話 苦闘（HD）」(二)

21:00 スター・トーク「火星への片道
旅行(HD)」(字)[初]

22:00 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]

23:00 世界の巨大工場７「フェラーリ
FF（HD)」(二)

24:00 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)

25:00 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)

26:00 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]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「バーブ：日本上陸作戦（HD）」(二)

04:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：ドラムビート作戦（HD）」

(二)

05:00 ザ・ハプニング　奇術師たちの
挑戦「ヴァンパイアの存在（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 地球が奏でるシンフォニー
（HD）(字)

08:00  【中国を知る】
マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の

旅(HD)
08:30 マルコ・ポーロ：再見、東方見

聞録の旅(HD)
#2(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 第二次世界大戦の潜水艦２
「バーブ：日本上陸作戦（HD）」(二)

10:30 ロング・ロード・ホーム「#4 死の
谷（HD）」(二)

11:30 ジーニアス：ピカソ「第四話
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 アンネ・フランク 最期の日々
（HD）(二)[初]

14:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「米
国大使館爆破事件（HD）」(二)[初]

16:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「1週間で30頭のワニを捕まえろ！

Part1（HD）」(二)[初]
18:00 進化の奇跡：ハンマーヘッド・

シャーク（HD）（HD）(二)[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５「LEGOブ
ロック(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 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]

23:00 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)

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 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 ジーニアス：ピカソ「第四話
（HD）」(字)

27:00 セックスの秘密「時代とセックス
（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「米国南部 本

当の真実（HD）」(字)[初]

05:00 アンダーカバー・エンジェル「風
雲児の難民支援(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 世界の巨大工場６「ウィリアム

ズF1(HD)」(二)

08:00 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]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 エクスプローラー「遺伝子疾患
研究の光明（HD）」(字)[初]

10:30 インフォメーション (日)

11:00 検証：UFO事件の新事実「家
畜の変死と宇宙人（HD）」(二)

12:00 ハッブル宇宙望遠鏡が魅せる
宇宙の絶景（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「ハイウェイを襲う未知の事故

（HD）」(二)[初]
14:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#1
忠誠心の世界へ（HD）」(字)[初]

15:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#2
疑心（HD）」(字)[初]

16:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#3
戸惑いの選択（HD）」(字)[初]

17:00 ザ・ステイト ～虚像の国「#4
正義とは（HD）」(字)[初]

18:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「バーブ：日本上陸作戦（HD）」(二)

19:00  【中国を知る】
マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の

旅(HD)
19:30 フード・スクール:中国（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]

23:00 ジーニアス：ピカソ「第三話
（HD）」(二)

24:00 独裁者のルール「独裁の先駆
者 ベニート・ムッソリーニ（HD）」(字)

25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「#9（HD）」(二)

26:00 世界の巨大工場７「テスラ・モ
デルS（HD)」(二)[初]

27:00 ブガッティ・シロン 名車誕生の
舞台裏（HD）(二)

21:00 21世紀の最新鋭艦 特別版
(HD)(日)[初]

22:00 密着！ドバイ国際空港「世界
ナンバーワン空港を目指せ！（HD）」

(二)[初]

04:00 ジーニアス：ピカソ「第三話
（HD）」(二)

05:00 マーズ 火星移住計画「第四
話 嵐の前に（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 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)

08:00 世界の飛行機大図鑑（HD）
(二)[初]

17:00 謎の巨大肉食恐竜（HD）
(二)[初]

18:00 恐竜たちのロストワールド（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
「#16（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「里子の運命（HD）」(字)[初]

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「#8
チャレンジの日々(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

26:00 消えたハイジャック犯の謎（HD）
(二)[初]

27:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子
供たち「#2 戦士の夢と現実（HD）」

(字)

19:00 恐竜デスマッチ：新種の殺し屋
（HD）(二)[初]

20:00 宇宙から見る人類の歩み 特
別版（HD）(日)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第四話
（HD）」(二)

22:00 ジーニアス：ピカソ「第五話
（HD）」(二)[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２「愛され続けたMG・ミジェット

（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「#8 速度計の警告サイン

（HD）」(二)[初]

13:30 新　衝撃の瞬間「シカゴ航空
機事故(HD)」(字)[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 世界の巨大工場５「花火
(HD)」(二)

16:00 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)

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

【重要】 スカパー！サービス 視聴/予約録画失敗の可能性について

25

26

27

19

20

21

22

23

24

秘秘秘秘 秘秘秘秘

ナショジオ サンデー ストーリー
恐⻯スペシャル

特集 ⽕星⼤接近

【宇宙アワー】

特集：航空機事故と犯罪

http://natgeotv.jp/tv/news/detail/idnews/497
http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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=スカパー!サービス放送休止 （スカパー！プレミアムサービス、ケーブルテレビ等では通常通り放送します）
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8

9

4

5

6

13

14

15

10

11

12

19

20

21

16

17

18

25

26

27

22

23

24

04:00 戦場のレスキュー作戦（HD）
(二)[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)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#3
アラビアのロレンスはペテン師？(HD)」

(二)[初]
07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「ジェットパ

ワー（HD）」(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「火薬で実験
（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック「恐怖（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 潜入！地下ポーカー（HD）
(二)[初]

11:30 世界の巨大工場「エイブラムス
戦車（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」
(二)[初]

14:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」
(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間～番外編～「ロシ
ア原子力潜水艦の悪夢（HD）」

(二)[初]

16:00 戦場の記録「#1 アフガニスタン
混乱といら立ち（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「1週間で30頭のワニを捕まえろ！

Part2（HD）」(二)[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 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 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「マグダラのマリア(HD)」(二)[初]

21:00 UFO地球襲来の真実「UFO
乱舞事件（HD）」(二)

22:00 【新】UFO：欧州未解決事件
簿「スコットランドの宇宙人（HD）」

(字)[初]

23:00 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]

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

アーズ28便 (HD)」(二)

25:00 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)

26:00 史上最悪の地球の歩き方６
「メキシコで脱獄（HD）」(字)[初]

27:00 アラスカの最強メカニック「届け
られたエンジン（HD）」(二)[初]

04:00 アラスカの最強メカニック「シー
ズン最後の大口案件（HD）」(二)[初]

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)[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 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「バラにとげ
あり（HD）」(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「圧力の科学
（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック「判断（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 潜入！NYマフィア捜査（HD）
(二)[初]

11:30 朝鮮王朝の王墓群（HD）
(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 宇宙の奇石「#3 防護（HD）」
(二)[初]

14:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」
(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落
事故（HD）」(二)[初]

16:00 戦場の記録「#2 メディバックの
決意（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「1週間で30頭のワニを捕まえろ！

Part3（HD）」(二)[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！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)

20:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第五話（HD）」(字)[初]

21:00 ジーニアス：ピカソ「第五話
（HD）」(字)[初]

22:00 独裁者のルール「スペイン内戦
の覇者 フランコ将軍（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！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)

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)

26:00 史上最悪の地球の歩き方６
「エクスタシーの果てに（HD）」(字)[初]

27:00 蘇るローマ帝国の殺人
(HD)(二)[初]

04:00 女性刑務官の戦いと真実
（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)[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 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「小さなドー
ラの大きな問題（HD）」(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「重力に逆らう
（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック「脳力（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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]

10:30 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)[初]

11:30 死と意識の謎(HD)(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」
(二)[初]

14:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」
(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈
没事故（HD）」(二)[初]

16:00 戦場の記録「#3 死と隣り合わ
せの渓谷（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「年中無休（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！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)

20:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「Uボート：終わりなき追跡（HD）」

(二)[初]

21:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の
記憶（HD）(二)[初]

22:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「エヴァグレーズ国立公園（HD）」

(二)[初]

23:00 野生動物ビックリ映像集 2「九
死に一生（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)

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 史上最悪の地球の歩き方６
「ヘビと旅する男（HD）」(字)[初]

27:00 独裁者のルール「冷酷な指導
者 サッダーム･フセイン（HD）」(字)

04:00 ライバルが暴く 真実と秘密「パ
ブロ・エスコバル（HD）」(字)[初]

05:00 消えたハイジャック犯の謎（HD）
(二)

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 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～「運命の出
会い（HD）」(字)[初]

08:00 雑学サイエンス「太陽光線の
力（HD）」(字)[初]

08:30 脳トリック「真実（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:30 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)

10:30 独裁者のルール「冷酷な指導
者 サッダーム･フセイン（HD）」(字)

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 宇宙の奇石「#7 変化（HD）」
(二)[初]

14:00 宇宙の奇石「#8 生命（HD）」
(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリン
ピック事件（HD）」(二)[初]

16:00 戦場の記録「#4 戦友の絆
（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ワイルド・ベイビー！「#1 大人
への第一歩(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]

20:00 マーズ 火星移住計画「第四
話 嵐の前に（HD）」(二)

21:00 火星探査～生命の存在
（HD)(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z

（HD）」(二)[初]

23:00 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（HD)」(二)

19:00 白州 ～森とウイスキーの物語～
（HD）(日)

19:30 新　都市伝説～超常現象を解明
せよ！～「火星人（ＨＤ）」(字)

24:00 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]

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 史上最悪の地球の歩き方６
「俺たちヒッピー･マフィア（HD）」

(字)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「Uボート：終わりなき追跡（HD）」(二)

04:00 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)

05:00 CIAの深い闇（HD）(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 あなたの知らない世界史２「#7
女教皇ヨハンナの謎(HD)」(二)[初]

07:00 ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～「アミーゴの

仲間作り（HD）」(字)[初]

08:00  【中国を知る】
マルコ・ポーロ：再見、東方見聞録の

旅(HD)

15:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)[初]

16:00 戦場の記録「#5 ルールなき戦
闘（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:30 ワイルド・ベイビー！「#2 セレン
ゲティのサバイバー術(HD)」(二)[初]

08:30 フード・スクール:中国（HD）(字)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 第二次世界大戦の潜水艦２
「Uボート：終わりなき追跡（HD）」(二)

10:30 ロング・ロード・ホーム「#5 選択
（HD）」(二)

11:30 ジーニアス：ピカソ「第五話
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

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 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 ジーニアス：ピカソ「第五話
（HD）」(字)

27:00 タブー ～性なる秘密～「快楽
の追求（HD）」(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]

19:00 ザ・解体屋：巨大建造物をブッ
壊せ「ボーイング７４７を破壊せよ！

（ＨＤ）」(二)[初]

20:00 世界の巨大工場５「ボーイング
747(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 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]

23:00 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]
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13:00 宇宙の奇石「#9 覚醒（HD）」
(二)[初]

14:00 宇宙の奇石「#10 故郷（HD）」
(二)

【重要】 スカパー！サービス 視聴/予約録画失敗の可能性について
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特集 ⽕星⼤接近

http://natgeotv.jp/tv/news/detail/idnews/497
http://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf

