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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 6月
(ET)

月曜日 2018/05/28

4

火曜日 2018/05/29

水曜日 2018/05/30

木曜日 2018/05/31

金曜日 2018/06/01
04:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」
(二)[初]

土曜日 2018/06/02

05:00 徹底スキャン:世界の歴史建造 05:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ
戦うのか？（HD）」(二)[初]
物「古代エジプトのピラミッド（HD）」
(字)[初]

5

6

06:00 インフォメーション (日)
06:30 脳トリック3「睡眠（HD）」
(二)[初]

日曜日 2018/06/03

04:00 戦場の記録「#1 アフガニスタン 04:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」
(字)[初]
混乱といら立ち（HD）」(二)[初]

(ET)
4

05:00 世界大自然紀行: ボルネオ
「太陽の帝国（HD）」(字)[初]

5

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

6

06:30 脳トリック3「イマジネーション
（HD）」(二)[初]

06:30 脳トリック3「プラス思考（HD）」
(二)[初]

7

【ビッグ・キャット・ウィーク】
07:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
（HD）(二)[初]

07:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン 07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
マセラティ（HD）」(二)[初]
車２「デンマークのボルボ・アマゾン
（HD）」(二)[初]

7

8

08:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「音楽（HD）」
(字)[初]
08:30 中国の伝統と技術「ヌードル
（HD）」(字)[初]

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 08:00 世界の巨大工場７「グンペル
車３「革命児アウディUr-クワトロ
ト・アポロ（HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

8

9

09:00 インフォメーション (日)
09:30 コスモス:時空と宇宙「光と影
（HD）」(二)[初]

10
10:30 ヒトラーの教皇 闇の真実
（HD）(二)[初]
11

12

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 サバイバルゲーム：熾烈な生存 09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
競争「自然界の伝達手段（HD）」
「#4（HD）」(字)[初]
(二)[初]
10:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

【宇宙アワー】
11:00 コスモス:時空と宇宙「未知を
楽しむ（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランのラスベガス・ラ
イブ（HD）(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)
13:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ドイツXL航空888T便
（HD）」(二)[初]

10

11

12

12:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」
(二)[初]

13

9

12:30 バ科学2「犬スペシャル（HD）」
(字)[初]
13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

13

13:30 歴史に残る武器・軍用品「貴 13:30 新 衝撃の瞬間「TWA800便
の事故原因(HD)」(字)[初]
族の銃（HD）」(字)[初]

14

14:00 メーデー！１２：航空機事故の 14:00 武士道と弓矢（HD）(二)[初] 14:00 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
真実と真相「政府チャーター機 暗殺
（HD）」(二)[初]
疑惑（HD）」(二)[初]

14

15

15:00 アウトロー・アイランド～隔絶さ
れた町「最終章（HD）」(字)[初]

15

16

16:00 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]

17

17:00 インフォメーション (日)

18

18:00 【新】Dr.K エキゾチック動物専
門医 3「かわいすぎ注意報！ カンガ
ルーの赤ちゃん(HD)」(字)[初]

19

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
19:00 【中国を知る】
車３「伝説のモーガン・スリーホイラー 中国 巨大国家の真実「受け継がれ
（HD）」(二)[初]
る伝統（HD）」(字)[初]

19

20

20:00 世界の巨大工場４「フリトレー 20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 20:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」
(二)
(HD)」(二)[初]
車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」
(二)[初]

20

21

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」
(二)[初]
車４「幻の美しきACアシーカ（HD）」
車６「#10（HD）」(二)[初]
(二)[初]

21

15:00 日本軍の極秘潜水艦（HD）
(二)[初]

15:00 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]

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 16:00 地球の巨大生物TOP10（HD）
(二)[初]
「日本の巨大戦艦、大和と武蔵
（HD）」(字)[初]
ナショジオ フロントライン
17:00 密着! エル・ドラド空港警察
「厳重なセキュリティ（HD）」(二)[初]

16

17

17:30 廃墟お宝ハンター「#1 フィラデ
ルフィアAME教会(HD)」(二)[初]

秘

18:00 密着！ニューヨーク市警 テロ
対策特殊部隊（HD）(二)[初]

18:00 地球：45億年物語 特別版
(HD)(日)[初]

秘
22:00 解体！スーパー航空機（HD） 22:00 シロナガスクジラ 神秘の王国 22:00 宇宙の奇石「#3 防護（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
（HD）(二)[初]

22

18

22

23

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#9（HD）」(二)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛する祖父のVWキャンピング
カー（HD）」(二)[初]

23

24

24:00 メーデー！５：航空機事故の 24:00 衝撃の瞬間:特別編「小さなミ 24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#9（HD）」(二)
真実と真相「#2 不運の先に待つ奇
ス（HD）」(二)[初]
跡（ＨＤ）」(二)[初]

24

25

25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ 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
真実と真相「ファーストエア６５６０便
ぬ惨劇（HD）」(二)[初]
レス2286便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

25

26

26:00 無情の海域 ～沈みゆく真実 26:00 無情の海域 ～沈みゆく真実 26:00 セックスの秘密「教育とセックス
（HD）」(二)[初]
を追う「#6 暴かれる意外な真実
を追う「#5 犠牲となった者たち（HD）」
（HD）」(字)[初]
(字)[初]

26

27

27:00 クレイジー・ジャーナリスト:マイケ 27:00 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎（HD）(二)[初]
ル・ウェアが見た世界「米国南部 本
当の真実（HD）」(字)[初]

27:00 セックスの秘密「スキャンダルと
セックス（HD）」(二)[初]

27

※最新の番組表はこちら
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NATIONAL GEOGRAPHIC
(ET)

月曜日 2018/06/04

火曜日 2018/06/05

水曜日 2018/06/06

4

04:00 潜入！暗黒産業「不法入国
斡旋（HD）」(二)[初]

04:00 ナチス・ドイツ 最後の一年
「1944年12月から1945年5月まで
（HD）」(二)

04:00 武器コレクター「#7 腕の見せ
所(HD)」(二)[初]

5

05:00 死と意識の謎(HD)(二)[初]

05:00 潜入！クリスタルの洞窟
(HD)(二)[初]

05:00 バイキング大虐殺の謎
(HD)(二)[初]

6

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

7

8

9

金曜日 2018/06/08

05:00 ヒトラーの野望～絶滅動物の 05:00 キリストの墓 ついに解かれた封
復活計画～（HD）(字)[初]
印（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

08:00 びっくり！ギガ建造物「全長57 08:00 びっくり！ギガ建造物「世界最 08:00 びっくり！ギガ建造物「貨物機 08:00 びっくり！ギガ建造物「石油プ
アントノフ124（HD）」(二)[初]
ラットフォーム建設秘話（HD）」
キロメートルのトンネル（HD）」(二)[初]
大の望遠鏡（HD）」(二)[初]
(二)[初]

日曜日 2018/06/10

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 コスモス:時空と宇宙「より深い
世界へ（HD）」(二)[初]

09:30 コスモス:時空と宇宙「クリーン
ルーム（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

11:30 世界の巨大工場５「LEGOブ 11:30 潜入！ボストン 爆弾テロ事件 11:30 潜入！NYマフィア捜査（HD）
(二)[初]
ロック(HD)」(二)[初]
捜査（HD）(字)[初]

11:30 潜入！アメリカ連邦捜査局
（HD）(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)
13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#1 奇跡の大脱出
（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

5

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

6

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

【宇宙アワー】
11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
11:00 UFO地球襲来の真実「集団
キュー「確執を生む犬（HD）」(字)[初]
目撃（HD）」(二)[初]

11

12:00 スゴ腕どうぶつドクター「ドク
ター・ポールの１日(HD)」(二)[初]

12

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

13

15

15:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ
ルト教団（HD)」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット（HD)」(二)[初]

16

16:00 21世紀の最新鋭艦 特別版 16:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の
記憶（HD）(二)[初]
(HD)(日)[初]

14

15:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･ 15:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量 15:00 衝撃の瞬間６「日本航空123 15:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)[初]
ダウン（HD)」(二)[初]
遭難事故（HD)」(二)[初]
便墜落事故（HD)」(二)[初]

15:00 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)[初]

15

16:00 日本軍の極秘潜水艦（HD） 16:00 ナチス超戦艦ビスマルク撃沈の 16:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ノルマンディー上陸作戦: レン
(二)
謎(HD)(二)[初]
ジャー部隊（HD）」(二)

16:00 潜入！日産GTR 誕生の裏
側(HD)(二)[初]

16

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)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 廃墟お宝ハンター「#2 絹糸工 17:30 廃墟お宝ハンター「#3 18世紀 17:30 廃墟お宝ハンター「#4 巨大製 17:30 廃墟お宝ハンター「#5 秘蔵コ 17:30 廃墟お宝ハンター「#6 製綿工
の製粉所(HD)」(二)[初]
紙工場(HD)」(二)[初]
テージ(HD)」(二)[初]
場(HD)」(二)[初]
場(HD)」(二)[初]
18:00 ライオン：闘いの一生（HD）
(字)[初]

10

12:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」
(二)

14:00 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]

18

9

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 13:00 メーデー！１０：航空機事故の 13:00 メーデー！１２：航空機事故の 13:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツ 真実と真相「リーブ・アリューシャン航 真実と真相「ブリティッシュミッドランド 真実と真相「自家用ジェットの悲劇
空8便（HD）」(二)[初]
航空９２便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
アーズ28便 (HD)」(二)

17:00 インフォメーション (日)

8

11:30 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)[初]

14

17:00 インフォメーション (日)

7

10:30 インフォメーション (日)

13:30 歴史に残る武器・軍用品「特 13:30 新 衝撃の瞬間「プエルトリコ
のガス爆発(HD)」(字)[初]
殊任務で大活躍！HK MP５（HD）」
(字)
14:00 メーデー！９：航空機事故の 14:00 メーデー！１１：航空機事故の 14:00 メーデー！１３：航空機事故の 14:00 メーデー！１５：航空機事故の 14:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
真実と真相「#1 ハドソン川の奇跡 真実と真相「英国欧州航空548便 真実と真相「ユナイテッドエクスプレス 真実と真相「ノースウエスト・エアリンク
「大西洋の壁（HD）」(二)[初]
車６「#7（HD）」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
5925便（HD）」(二)[初]
5719便（HD）」(二)[初]

17

4

05:00 世界大自然紀行: ボルネオ
「水辺の牽制（HD）」(字)

09:30 コスモス:時空と宇宙「太陽の 09:30 コスモス:時空と宇宙「地球とい 09:30 コスモス:時空と宇宙「電気に 09:30 サバイバルゲーム：熾烈な生存 09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
姉妹（HD）」(二)[初]
「#5（HD）」(字)
う世界（HD）」(二)[初]
魅せられた少年（HD）」(二)[初]
競争「動物たちの恋の駆け引き
（HD）」(二)[初]

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」
「ヒトラーのジークフリート線（HD）」
「総統大本営（HD）」(二)[初]
「ヒトラーの巨大戦艦（HD）」(二)[初] 「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

(ET)

05:00 アジア 恐怖伝説「香港編
（HD）」(字)[初]

08:00 【中国を知る】
08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 08:00 世界の巨大工場７「テスラ・モ
中国 巨大国家の真実「受け継がれ 車３「スターリング･モス現る（HD）」
デルS（HD)」(二)[初]
る伝統（HD）」(字)
(二)[初]

12

13

土曜日 2018/06/09

06:30 脳トリック3「動物と人間の違い 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を
06:30 脳トリック3「目に見えるもの
06:30 脳トリック3「詐欺（HD）」
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
解明せよ！～「チュパカブラ（ＨＤ）」
解明せよ！～「夢遊病（HD）」
解明せよ！～「聖痕（HD）」(字)[初] 解明せよ！～「スマトラの猿人（Ｈ
(二)[初]
(字)[初]
(字)[初]
Ｄ）」(字)[初]
07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
07:00 スーパーカー大改造 2「ジャ 07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
【ビッグ・キャット・ウィーク】
車２「悩めるエスコートRS（HD）」
3「かわいすぎ注意報！ カンガルーの 07:00 ライオン：闘いの一生（HD）(字) 07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 07:00 肉食動物の惑星「ライオン（Ｈ 07:00 因縁の対決：ライオン vs バッ ガー・ドラッグスター（HD）」(二)[初]
定的瞬間５「不死身の魚（HD）」(二)
Ｄ）」(二)
ファロー（HD）(二)
(二)[初]
赤ちゃん(HD)」(字)

10

11

木曜日 2018/06/07

04:00 武器コレクター「#8 南北戦争 04:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ 04:00 戦場の記録「#2 メディバックの 04:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」
(字)[初]
の拳銃(HD)」(二)[初]
ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]
決意（HD）」(二)

【ビッグ・キャット・ウィーク】
18:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 18:00 肉食動物の惑星「ライオン（Ｈ
定的瞬間５「不死身の魚（HD）」
Ｄ）」(二)[初]
(二)[初]

18:00 因縁の対決：ライオン vs バッ
ファロー（HD）(二)[初]

ナショジオ サンデー ストーリー
ナショジオ フロントライン
ノルマンディー上陸作戦
17:00 密着! エル・ドラド空港警察「コ
カイン密輸の手口（HD）」(二)[初] 17:00 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]

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 18:00 戦場の記録「#1 アフガニスタン 18:00 カラーで見るノルマンディー上陸
混乱といら立ち（HD）」(二)
作戦「パリ解放（HD）」(字)[初]
3「赤ちゃん注意報！ ミニブタを救え
(HD)」(字)[初]

17

18

19

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「夫婦の絆 日産スカイライン 車３「アルファロメオに賭けた夢（HD）」 車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマー 車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィ 車３「憧れのコルベット・スティングレイ
(二)[初]
ク1（HD）」(二)[初]
ア（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実「巨大国家
の急成長を追う（HD）」(字)[初]

19:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ノルマンディー上陸作戦: レン
ジャー部隊（HD）」(二)

19

20

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 20:00 検証：UFO事件の新事実「ケ
ネディ宇宙センターとUFO（HD）」
車４「歌声を失ったシンガー･ルマン
(二)[初]
（HD）」(二)[初]

20:00 空の英雄たち「ナチス狩り
（HD）」(二)[初]

20:00 旅するシェフの仰天レシピ「モン 20:00 世界の巨大工場４「ドゥカティ
ゴル：鷹匠と石焼料理（HD）」
(HD)」(二)[初]
(二)[初]

20:00 世界の巨大工場２「ランボル
ギーニ（HD）」(二)[初]

20:00 ローバーが魅せる火星の秘密
（HD）(二)[初]

20

21

21:00 生き抜け！原始生活２「襲い 21:00 宇宙の奇石「#3 防護（HD）」
(字)[初]
かかる海（HD）」(二)[初]

21:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄の記憶（HD）」(字)[初]

21:00 世界の巨大工場４「フォードF- 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
150(HD)」(二)[初]
車４「日本の名車、ダットサン240Z
（HD）」(二)[初]

21:00 スーパーカー大改造 2「アウ
ディ・R8 （HD）」(二)[初]

22

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#5（HD）」(字)[初]

22:00 戦場の記録「#2 メディバックの
決意（HD）」(二)[初]

22:00 世界大自然紀行: ボルネオ
「水辺の牽制（HD）」(字)[初]

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「錆び付いたフィアット・ディーノ
（HD）」(二)[初]

秘
22:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)[初]

21

秘
22:00 【新】ロイヤル・ウェディングの知 22:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」
られざる世界（HD）(字)[初]
(二)[初]

22

23

23:00 野生に生きる「#4 生き抜くため 23:00 空母ロナルド・レーガンの最新 23:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存 23:00 スーパーカー大改造「アウディ・ 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 【新】ヘンリー王子 輝かしき人 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
生の光と影（HD）(字)[初]
構造(HD)(二)[初]
車３「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」
競争「狩りの達人（HD）」(二)[初]
A8（HD）」(二)[初]
車６「#10（HD）」(二)
の試練（HD）」(二)[初]
(二)[初]

23

24

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」
(二)[初]

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

24:00 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]

24:00 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]

24:00 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]

24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#10（HD）」(二)

24

25

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツ
アーズ28便 (HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#2 ノースウエスト航空
255便 (HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#3 エールフランス296便
(HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#4 USエアー1493便
(HD)」(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「#5 大韓航空007便
(HD)」(二)[初]

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)[初]

25

26

26:00 密着！ドバイ国際空港「世界 26:00 密着！ドバイ国際空港「第一 26:00 密着！ドバイ国際空港「遅れ 26:00 密着！ドバイ国際空港「一難 26:00 密着！ドバイ国際空港「ゲー
を回避せよ（HD）」(二)[初]
去ってまた一難（HD）」(二)[初]
ト表示切り替え大作戦（HD）」
ナンバーワン空港を目指せ！（HD）」 関門：運用テスト（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

26:00 セックスの秘密「広告とセックス
（HD）」(二)[初]

26

27:00 セックスの秘密「時代とセックス
（HD）」(二)[初]

27

27

27:00 ナチス・ドイツ 最後の一年
「1944年6月から1944年12月まで
（HD）」(二)[初]

※最新の番組表はこちら

27:00 歴史に残る武器・軍用品「貴 27:00 歴史に残る武器・軍用品「ナ
族の銃（HD）」(字)
イトホーク（HD）」(字)[初]
27:30 歴史に残る武器・軍用品「特 27:30 歴史に残る武器・軍用品「幻
殊任務で大活躍！HK MP５（HD）」 の護身用ピストル（HD）」(字)[初]
(字)[初]

27:00 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]

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ノルマンディー上陸作戦: レン
ジャー部隊（HD）」(二)[初]

24:00 ダイアナ妃の告白（HD）
(字)[初]

26:00 ケネディ大統領を殺した男
（HD）(字)[初]
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(ET)

月曜日 2018/06/11

火曜日 2018/06/12

水曜日 2018/06/13

木曜日 2018/06/14

4

04:00 潜入！暗黒産業「セックスを 04:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の 04:00 ナチスに残る都市伝説の真相 04:00 黙示録：カラーで見る第一次
売る者たち（HD）」(二)[初]
「超人的軍隊と危険薬物（HD）」(二)
世界大戦「戦火の拡大（HD）」
記憶（HD）(二)
(二)[初]

5

05:00 【新】破壊へ導く侵略者たち
「コカインカバ(HD)」(二)[初]

6

06:00 インフォメーション (日)

7

8

9

金曜日 2018/06/15

05:00 破壊へ導く侵略者たち「巨大 05:00 破壊へ導く侵略者たち「モンス 05:00 破壊へ導く侵略者たち「凶暴 05:00 破壊へ導く侵略者たち「コヨー 05:00 アジア 恐怖伝説「インドネシア
ターピッグ(HD)」(二)[初]
テの大群(HD)」(二)[初]
沼ネズミ(HD)」(二)[初]
なヘラジカ(HD)」(二)[初]
編（HD）」(字)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

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]

09:30 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)[初]

10
10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 3
「ヒトラーの要塞島（HD）」(字)[初] 「装甲部隊と急降下爆撃機（HD）」
「鷲の巣（HD）」(字)[初]
「ナチス 奇跡のＵボートXXI型（HD）」
「番外編:神風特攻部隊と桜花
(字)[初]
(字)[初]
（HD）」(二)[初]
11:30 世界の巨大工場５「ボーイング
747(HD)」(二)[初]

11:30 潜入！アメリカ国境攻防戦
(二)[初]

11:30 密着！国境警備の戦い:ドラッ 11:30 密着！国境警備の戦い:命が
けの突破(HD)(字)[初]
グの密輸現場(HD)(字)[初]

12:30 インフォメーション (日)

14

15

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

日曜日 2018/06/17

09:00 インフォメーション (日)

(ET)
4

05:00 世界大自然紀行：ナミビア
（HD）(二)[初]

5

06:00 インフォメーション (日)

6

06:30 新 都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「地球の先住者（Ｈ
Ｄ）」(字)[初]
07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛する祖父のVWキャンピング
カー（HD）」(二)

7

08:00 世界の巨大工場４「フォードF150(HD)」(二)

8

09:00 インフォメーション (日)

9

09:30 サバイバルゲーム：熾烈な生存 09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
競争「生きるための戦略（HD）」
「#6（HD）」(字)
(二)[初]

10

10:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

【宇宙アワー】
11:00 UFO地球襲来の真実「夜空を
横切る謎の光（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー「ボスは誰だ（HD）」(字)[初]

11

12:00 宇宙の奇石「#3 防護（HD）」
(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター「ウシを
襲った一大事(HD)」(二)[初]

12

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

13

11:30 潜入！コカイン密輸潜水艦
(HD)(字)[初]

12

13

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「ノストラダムスの大予 解明せよ！～「ダ・ヴィンチの暗号（Ｈ
解明せよ！～「吸血鬼（HD）」
解明せよ！～「バミューダ・トライアン 解明せよ！～「アトランティス（HD）」 解明せよ！～「奇跡の治療法（Ｈ
言（HD）」(字)[初]
Ｄ）」(字)[初]
(字)[初]
グル（ＨＤ）」(字)[初]
(字)[初]
Ｄ）」(字)[初]
07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
07:00 スーパーカー大改造 2「ラグジュ
【ビッグ・キャット・ウィーク】
3「赤ちゃん注意報！ ミニブタを救え 07:00 百獣の王ライオン～トップの座 07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 07:00 捕食者の死闘：ライオンvsチー 07:00 因縁の対決：ライオン vs キリン アリーなキャリアカー（HD）」(二)[初]
を巡る闘い～（HD）(二)
定的瞬間５「キリンの襲撃（HD）」(二)
ター (HD)(二)
（HD）(二)
(HD)」(字)
07:54 【新】中村獅童の予期せぬ旅
by Golf GTI Dynamic（HD）(日)[初]
08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
08:00 【中国を知る】
08:00 ナチスに残る都市伝説の真相 08:00 ナチスに残る都市伝説の真相 08:00 ナチスに残る都市伝説の真相 08:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「超人的軍隊と危険薬物（HD）」
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」
「番外編:ワニに襲われた日本軍
中国 巨大国家の真実「巨大国家 車３「伝説のモーガン・スリーホイラー
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」
（HD）」(二)
(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
の急成長を追う（HD）」(字)
(二)[初]

09:30 コスモス:時空と宇宙「永遠の 09:30 コスモス:時空と宇宙「解き放た 09:30 コスモス:時空と宇宙「未知を
れた世界（HD）」(二)[初]
楽しむ（HD）」(二)
命（HD）」(二)[初]

11

土曜日 2018/06/16

04:00 黙示録：カラーで見る第二次 04:00 戦場の記録「#3 死と隣り合わ 04:00 宇宙の奇石「#3 防護（HD）」
(字)
世界大戦「ドイツの電撃戦（HD）」
せの渓谷（HD）」(二)
(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#2 謎の白い光（HD）」
(二)[初]

13:00 メーデー！７：航空機事故の 13:00 メーデー！１０：航空機事故の 13:00 メーデー！１２：航空機事故の 13:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「#2 ノースウエスト航空 真実と真相「バリュージェット航空592
真実と真相「ラウダ航空００４便
真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃
255便 (HD)」(二)
（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

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)

14:00 メーデー！９：航空機事故の 14:00 メーデー！１１：航空機事故の 14:00 メーデー！１３：航空機事故の 14:00 メーデー！１５：航空機事故の 14:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U 14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「#8（HD）」(二)[初]
ボート基地（HD）」(二)[初]
真実と真相「#2 タン航空3054便
真実と真相「アシアナ航空214便
真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト
真実と真相「コムエアー3272便
(HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
706便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

14

15:00 世界の巨大工場７「フェラーリ
FF（HD)」(二)[初]

15

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲 16:00 メーデー！１６：航空機事故の
作戦「特殊山岳部隊ブラックデビル 真実と真相「エメリー・ワールドワイド
17便（HD）」(二)
（HD）」(二)

16

15:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線 15:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続 15:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント 15:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘ 15:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目
テロ事件（HD)」(二)[初]
リ墜落事故（HD)」(二)[初]
リー沈没（HD)」(二)[初]
の原子爆弾（HD)」(二)[初]
事故（HD)」(二)[初]

16

16:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー 特別版（HD）(日)[初]

17

17:00 インフォメーション (日)
17:30 廃墟お宝ハンター「#7 巨大
ビール工場(HD)」(二)[初]

16:00 空母ロナルド・レーガンの最新 16:00 ハイテクのルーツ２「航空母艦
構造(HD)(二)
イラストリアス（ＨＤ）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

16:00 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター(HD)」(二)[初]

16:00 世界の飛行機大図鑑（HD）
(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 廃墟お宝ハンター「#8 オイル・ 17:30 廃墟お宝ハンター「#9 ゴースト 17:30 廃墟お宝ハンター「#10 カスタ 17:30 廃墟お宝ハンター「#11 スパタ
シティの秘宝(HD)」(二)[初]
ムカー天国(HD)」(二)[初]
タウン(HD)」(二)[初]
ウンに建つホテル(HD)」(二)[初]

13:30 歴史に残る武器・軍用品「ナ 13:30 新 衝撃の瞬間「アムステルダ
ム航空機事故(HD)」(字)[初]
イトホーク（HD）」(字)

15:00 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]

ナショジオ フロントライン
17:00 密着! エル・ドラド空港警察
「出入国審査官たちの奮闘（HD）」
(二)[初]

ナショジオ サンデー ストーリー
⼩さな昆⾍の世界

17

17:00 驚異のアリ帝国(HD)(二)[初]

18

18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 18:00 戦場の記録「#2 メディバックの
【ビッグ・キャット・ウィーク】
決意（HD）」(二)
18:00 百獣の王ライオン～トップの座 18:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 18:00 捕食者の死闘：ライオンvsチー 18:00 【新】因縁の対決：ライオン vs
3「目に余る眼球！ ウサギを救え
定的瞬間５「キリンの襲撃（HD）」
キリン（HD）(二)[初]
ター (HD)(二)[初]
を巡る闘い～（HD）(二)[初]
(HD)」(字)[初]
(二)[初]

19

19:00 破壊へ導く侵略者たち「吸血
19:00 【中国を知る】
19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
寄生昆虫(HD)」(二)[初]
車３「オーナーの笑顔を願うシトロエン 車４「ロジャー･ムーアも愛したボルボ 車４「幻の美しきACアシーカ（HD）」 車４「歴史を変えたBMW2002ターボ 車４「日本の名車、ダットサン240Z 中国と海洋文化「#1（HD）」(字)[初]
P1800（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)

19

20

20:00 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]

20:00 ヘンリー王子 輝かしき人生の 20:00 旅するシェフの仰天レシピ「スリ 20:00 世界の巨大工場４「最新高速 20:00 世界の巨大工場２「ロールス・ 20:00 世にも奇妙な深海の魔物たち
（HD）(二)
ロイス ファントム（HD）」(二)[初]
ランカ：カレーとヤシ酒（HD）」(二)[初]
光と影（HD）(字)
列車AGV(HD)」(二)[初]

20

21

21:00 生き抜け！原始生活２「灼熱 21:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」 21:00 ロイヤル・ウェディングの知られざ 21:00 世界の巨大工場４「ポルシェ
パナメーラ(HD)」(二)[初]
(字)[初]
る世界（HD）(字)
のアウトバック（HD）」(二)[初]

秘
22

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#6（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]

18:00 昆虫の驚くべき世界（HD）
(字)[初]

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン 21:00 ハッブル宇宙望遠鏡 25年の
軌跡（HD）(二)[初]
マセラティ（HD）」(二)
車４「歴史を変えたBMW2002ターボ
（HD）」(二)

特集：航空機事故と犯罪
秘
22:00 戦場の記録「#3 死と隣り合わ 22:00 世にも奇妙な深海の魔物たち 22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 22:00 【新】メーデー！１６：航空機事 22:00 【新】消えたハイジャック犯の謎 22:00 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」
(二)[初]
（HD）(二)[初]
車５「幸せを運ぶジャガー･マーク２ 故の真実と真相「エメリー・ワールドワ
（HD）(二)[初]
せの渓谷（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
イド17便（HD）」(二)[初]

18

21

22

23:00 メーデー！１４：航空機事故の 23:00 裏偉人伝:時代の反逆者たち 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「革命児アウディUr-クワトロ
「復讐と改革のハイジャック（HD）」
真実と真相「沖縄での炎上事故
（HD）」(二)
(二)[初]
（HD）」(二)[初]

23

24:00 メーデー！５：航空機事故の 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！９：航空機事故の 24:00 メーデー！１５：航空機事故の 24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
真実と真相「#10 無線沈黙（HD）」 真実と真相「リーブ・アリューシャン航 真実と真相「#1 ハドソン川の奇跡 真実と真相「ノースウエスト・エアリンク 車４「ロジャー･ムーアも愛したボルボ
P1800（HD）」(二)
5719便（HD）」(二)
空8便（HD）」(二)
(二)[初]
(HD)」(二)
24:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Golf GTI Dynamic（HD）(日)

24

25

25:00 メーデー！７：航空機事故の 25:00 メーデー！７：航空機事故の 25:00 メーデー！７：航空機事故の 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、 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
最後の飛行（HD）」(二)[初]
真実と真相「#6 オンタリオ航空1363 真実と真相「#7 エールアンテール148 真実と真相「#8 チョークス･オーシャ 真実と真相「ブリティッシュミッドランド 真実と真相「英国欧州航空548便
空421便（HD）」(二)[初]
便 (HD)」(二)[初]
航空９２便（HD）」(二)
ン･エアウェイズ101便 (HD)」(二)[初]
便 (HD)」(二)[初]
（HD）」(二)

25

26

26:00 密着！ドバイ国際空港「乗り 26:00 密着！ドバイ国際空港「差し 26:00 密着！ドバイ国際空港「欠航 26:00 密着！ドバイ国際空港「定時 26:00 密着！ドバイ国際空港「黄金
迫る VIPの到着（HD）」(二)[初]
運航への挑戦（HD）」(二)[初]
便でトラブル発生（HD）」(二)[初]
遅れた乗客たち（HD）」(二)[初]
をドバイ土産に（HD）」(二)[初]

26:00 タブー ～性なる秘密～「快楽
の追求（HD）」(字)[初]

26

27:00 世界の巨大工場「アパッチ・ヘ 27:00 タブー ～性なる秘密～「奇想
天外な恋人たち（HD）」(字)[初]
リコプター（HD)」(二)[初]

27

23

23:00 野生に生きる「#5 季節を越え 23:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍 23:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「動物たちの護身術（HD）」
巨大輸送機（HD）(字)[初]
て（HD）」(二)[初]
(二)[初]

24

24:00 メーデー！５：航空機事故の 24:00 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 真実と真相「#9 注意散漫（HD）」
(二)[初]
（HD）」(二)[初]

27

27:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

※最新の番組表はこちら

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相 27:00 黙示録：カラーで見る第一次
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」(二) 世界大戦「立ち込める暗雲（HD）」
(二)[初]

23:00 スーパーカー大改造 2「アウ
ディ・R8 （HD）」(二)

27:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「ヒトラーのヨーロッパ侵攻
（HD）」(二)[初]

27:00 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]

26:00 世界の巨大工場「フェラーリ
（HD)」(二)[初]
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04:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「真珠湾攻撃（HD）」
(二)[初]

04:00 戦場の記録「#4 戦友の絆
（HD）」(二)

04:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」
(字)

4

05:00 知られざるUFOの謎
（HD)(二)[初]

05:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)

05:00 アジア 恐怖伝説「日本編
（HD）」(字)[初]

05:00 世界大自然紀行：ボツワナの
ライオン兄弟（HD）(二)

5

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

6

4

04:00 潜入！暗黒産業「闇社会の 04:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌 04:00 ナチスに残る都市伝説の真相 04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「募る怒り（HD）」(二)[初]
銃（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
「番外編:ワニに襲われた日本軍
（HD）」(二)

5

05:00 破壊へ導く侵略者たち「吸血 05:00 消えたハイジャック犯の謎（HD） 05:00 解析！超自然現象２「ミステ
寄生昆虫(HD)」(二)
(二)
リーサークル（HD）」(二)[初]

6

7

8

9

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を 06:30 新 都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「火星人（ＨＤ）」
解明せよ！～「最後の猿人（ＨＤ）」 解明せよ！～「切り裂きジャック（Ｈ 解明せよ！～「悪霊（HD）」(字)[初]
解明せよ！～「トリノの聖骸布
解明せよ！～「野生児（ＨＤ）」
解明せよ！～「キング・アーサー
(字)[初]
Ｄ）」(字)[初]
(字)[初]
(字)[初]
（HD）」(字)[初]
（HD）」(字)[初]
【ビッグ・キャット・ウィーク】
07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
07:00 試験放送
07:00 スーパーカー大改造 2「マクラー 07:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
07:00 最強のライオン軍団
3「目に余る眼球！ ウサギを救え
レン・P1（HD）」(二)[初]
車４「ロジャー･ムーアも愛したボルボ
07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 07:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦
(HD)(二)[初]
（HD）(二)
(HD)」(字)
P1800（HD）」(二)
定的瞬間５「巨大カジキの逆襲
（HD）」(二)
08:00 ナチスに残る都市伝説の真相 08:00 ナチスに残る都市伝説の真相 08:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ 08:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ラ
「消えた黄金列車（HD）」(二)[初]
「番外編:日本軍731部隊の謎
イヒ「エピソード２（HD）」(字)[初]
イヒ「エピソード１（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)[初]
09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

08:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#1（HD）」(字)

09:00 インフォメーション (日)

08:00 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)

08:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Golf GTI Dynamic（HD）(日)
09:00 インフォメーション (日)

7

08:00 世界の巨大工場４「ポルシェ
パナメーラ(HD)」(二)

8

09:00 インフォメーション (日)

9

09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイ 09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン 09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン 09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン 09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン 09:30 サバイバルゲーム：熾烈な生存 09:30 一攫千金！巨大マグロ漁 7
シュタイン「#5（HD）」(二)[初]
競争「狩りの達人（HD）」(二)
ンシュタイン「#1（HD）」(二)[初]
シュタイン「#4（HD）」(二)[初]
「#7（HD）」(字)
シュタイン「#2（HD）」(二)[初]
シュタイン「#3（HD）」(二)[初]
10

11

10

11:00 あなたの知らない世界史２「
ニュートンの秘密の研究(HD)」
(二)[初]
11:30 世界の巨大工場５「戦闘機
ユーロファイター(HD)」(二)

10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 4 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 4 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「プロパガンダ・マシーン（HD）」
「ルフトバッフェ（HD）」(二)[初]
「日本の巨大戦艦、大和と武蔵
「イタリア防衛線（HD）」(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(字)
11:30 密着! エル・ドラド空港警察
「厳重なセキュリティ（HD）」(二)

12
12:30 インフォメーション (日)
13

13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#3 機内炎上（HD）」
(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

11:30 密着! エル・ドラド空港警察「コ 11:30 密着! エル・ドラド空港警察
「出入国審査官たちの奮闘（HD）」
カイン密輸の手口（HD）」(二)
(二)
12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)
【宇宙アワー】
11:00 UFO地球襲来の真実「ヘリを
襲う謎の飛行物体（HD）」(二)[初]

11:30 密着! エル・ドラド空港警察
「悲しい運び屋（HD）」(二)[初]

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「凶暴犬は手に負えない？
（HD）」(字)[初]

12:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」 12:00 スゴ腕どうぶつドクター「ヒツジと
(二)
格闘(HD)」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

15

15:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争 15:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌 15:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知 15:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の 15:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択
へ（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
谷（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
の領域（HD）」(二)[初]

15:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ワフー：日本軍の補給路を断て
（HD）」(二)[初]

16

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(二)[初]

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(二)[初]

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲 16:00 メーデー！１６：航空機事故の
作戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦
真実と真相「トランスアジア航空222
（HD）」(二)
便（HD）」(二)

17

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

18:00 【新】永遠の地球
「#1 エコ・メキシコ（HD）」(字)[初]
18:30 永遠の地球
「#2 願いの海（HD）」(字)[初]

15:00 世界の巨大工場７「レクサス
LFA（HD)」(二)[初]

19:00 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)

20

20:00 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]

21

21:00 生き抜け！原始生活２「断崖 21:00 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」 21:00 ナチスに残る都市伝説の真相
絶壁の長距離走（HD）」(二)[初]
(字)[初]
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」(二)

19:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Golf GTI Dynamic（HD）(日)

22

22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#7（HD）」(字)[初]

22:00 戦場の記録「#4 戦友の絆
（HD）」(二)[初]

23

23:00 野生に生きる「#6 娘の来訪
（HD）」(二)[初]

23:00 アメリカ軍を率いた将軍たち
「前編（HD）」(二)[初]

15

16

UFOの噂と真相

17

17:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)
18

19:00 知られざるUFOの謎（HD)(二)
19:00 【中国を知る】
19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活、ボクスホール アストラ
車４「レースに復活!? ミニクーパーS 中国と海洋文化「#2（HD）」(字)[初]
GTE（HD）」(二)
（HD）」(二)

19

20:00 世界の巨大工場２「イケア
（HD）」(二)[初]

20:00 検証：UFO事件の新事実「小
さなエイリアン（HD）」(二)

20

21:00 スーパーカー大改造 2「ジャ
ガー・ドラッグスター（HD）」(二)

21:00 解析！超自然現象２「ミステ
リーサークル（HD）」(二)

21

20:00 検証：UFO事件の新事実「小 20:00 終戦への階段「ナチス 最後の 20:00 旅するシェフの仰天レシピ「ボル 20:00 世界の巨大工場４「ハイネケン
ネオ：首狩り族とバーベキュー（HD）」
(HD)」(二)[初]
さなエイリアン（HD）」(二)[初]
あがき（HD）」(字)[初]
(二)[初]

秘

14

ナショジオ サンデー ストーリー

【ビッグ・キャット・ウィーク】
18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医 18:00 戦場の記録「#3 死と隣り合わ 18:00 UFO地球襲来の真実「日本
航空機が遭遇した巨大UFO（HD）」
せの渓谷（HD）」(二)
18:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 18:00 ライオン対カバ 水辺の攻防戦 18:00 因縁の対決：カバ vs ライオン 3「穏やかならぬ長旅！ リスを救え
(二)[初]
（HD）(字)[初]
(HD)」(字)[初]
定的瞬間５「巨大カジキの逆襲
（HD）(二)[初]
（HD）」(二)[初]

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 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
車４「復活のロードスター（HD）」
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

20:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Golf GTI Dynamic（HD）(日)

ナショジオ フロントライン
17:00 密着! エル・ドラド空港警察
「悲しい運び屋（HD）」(二)

17:30 ワイルド・ベイビー！「#1 大人 17:30 ワイルド・ベイビー！「#2 セレン 17:30 ワイルド・ベイビー！「#3 動物
園での大冒険(HD)」(二)[初]
ゲティのサバイバー術(HD)」(二)[初]
への第一歩(HD)」(二)[初]

19

13

13:30 歴史に残る武器・軍用品「幻 13:30 新 衝撃の瞬間「フロリダ湿地
の護身用ピストル（HD）」(字)
帯墜落事故(HD)」(字)[初]

14:00 メーデー！５：航空機事故の 14:00 メーデー！９：航空機事故の 14:00 メーデー！１１：航空機事故の 14:00 メーデー！１３：航空機事故の 14:00 メーデー！１５：航空機事故の 14:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
真実と真相「#3 キャビンの穴（ＨＤ）」 真実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航 真実と真相「クロスエア498便（HD）」 真実と真相「エル・アル航空1862便 真実と真相「中国国際航空129便 「V2ロケット発射基地（HD）」(二)[初]
車６「#9（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
(二)
（HD）」(二)[初]
空708便(HD)」(二)[初]
(二)[初]

17:30 廃墟お宝ハンター「#12 バーモ 17:30 廃墟お宝ハンター「#13 20世
ント州の大理石工場(HD)」(二)[初] 紀初頭のレース工場(HD)」(二)[初]

12

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 13:00 メーデー！１０：航空機事故の 13:00 メーデー！１２：航空機事故の 13:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「#3 エールフランス296便 真実と真相「シンガポール航空006便 真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２ 真実と真相「ボーイング747の衝突事
故（HD）」(二)[初]
５４便 （HD）」(二)[初]
(HD)」(二)
（HD）」(二)[初]

14

18

11

21:00 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４「サンタが贈るレンジローバー
（HD）」(二)

特集：航空機事故と犯罪
22:00 【新】世界大自然紀行：ボツワ 22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 22:00 メーデー！１６：航空機事故の 22:00 【新】エアフォースワン:大統領
専用機の秘密（HD）(二)[初]
車５「傷だらけのメルセデス・ベンツ パ 真実と真相「トランスアジア航空222
ナのライオン兄弟（HD）(二)[初]
ゴダ（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)[初]

秘
22:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」
(二)[初]

22

23

24

24:00 メーデー！１６：航空機事故の 24:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「エメリー・ワールドワイド
真実と真相「#1 奇跡の大脱出
17便（HD）」(二)
（HD）」(二)

23:00 野生動物ビックリ映像集「野 23:00 スーパーカー大改造 2「ル・マン 23:00 メーデー！１５：航空機事故の 23:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
生界の無秩序（HD）」(字)[初]
車３「スターリング･モス現る（HD）」
巨大輸送機（HD）(字)
真実と真相「トランスアジア航空235
マセラティ（HD）」(二)
(二)
便（HD）」(二)[初]
23:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
23:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Golf GTI Dynamic（HD）(日)
Golf GTI Dynamic（HD）(日)
24:00 メーデー！７：航空機事故の 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！９：航空機事故の 24:00 メーデー！１５：航空機事故の 24:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
真実と真相「#1 ブリティッシュ･エアツ 真実と真相「バリュージェット航空592 真実と真相「#2 タン航空3054便
真実と真相「コムエアー3272便
車４「幻の美しきACアシーカ（HD）」
アーズ28便 (HD)」(二)
（HD）」(二)
(二)
便（HD）」(二)
(HD)」(二)

25

25:00 メーデー！１５：航空機事故の 25:00 メーデー！１４：航空機事故の 25:00 メーデー！１３：航空機事故の 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 永遠の地球「#1 エコ・メキシコ 25:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ノースウエスト・エアリンク 真実と真相「自家用ジェットの悲劇 真実と真相「ユナイテッドエクスプレス
（HD）」(字)
真実と真相「インドネシア・エアアジア
真実と真相「ラウダ航空００４便
真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト
5925便（HD）」(二)
5719便（HD）」(二)
8501便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
（HD）」(二)
706便（HD）」(二)
25:30 永遠の地球「#2 願いの海
（HD）」(字)

25

26

26:00 密着！ドバイ国際空港 2「緊 26:00 密着！ドバイ国際空港 2「サッ 26:00 密着！ドバイ国際空港 2「大 26:00 密着！ドバイ国際空港 2「乗 26:00 密着！ドバイ国際空港 2「１ 26:00 世界の巨大工場「エイブラムス 26:00 潜入！ボストン 爆弾テロ事件
量のヘロイン押収（HD）」(二)[初]
急着陸に備えよ（HD）」(二)[初]
戦車（HD)」(二)[初]
捜査（HD）(字)
カーの神 来訪（HD）」(二)[初]
り継ぎパニック（HD）」(二)[初]
時間で修理せよ（HD）」(二)[初]

26

27

27:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争 27:00 ナチスに残る都市伝説の真相 27:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「終わりなき地獄（HD）」
へ（HD）」(二)
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」
(二)[初]
(二)

27

※最新の番組表はこちら

27:00 黙示録：カラーで見る第二次
世界大戦「大量虐殺（HD）」
(二)[初]

27:00 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]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（HD）」(二)

24
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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)

4

04:00 潜入！暗黒産業「違法賭博 04:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の 04:00 ナチスに残る都市伝説の真相
谷（HD）」(二)
と金（HD）」(二)[初]
「番外編:日本軍731部隊の謎
（HD）」(二)

04:00 黙示録：カラーで見る第二次 04:00 戦場の記録「#5 ルールなき戦
闘（HD）」(二)
世界大戦「原爆投下（HD）」
(二)[初]

4

5

05:00 UFO地球襲来の真実「集団 05:00 UFO地球襲来の真実「夜空を 05:00 UFO地球襲来の真実「ヘリを 05:00 UFO地球襲来の真実「政府の 05:00 UFO地球襲来の真実「日本 05:00 アジア 恐怖伝説「フィリピン編
横切る謎の光（HD）」(二)
目撃（HD）」(二)
隠ぺい（HD）」(二)[初]
襲う謎の飛行物体（HD）」(二)
（HD）」(字)[初]
航空機が遭遇した巨大UFO（HD）」
(二)

5

6

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

7

06:30 新 都市伝説～超常現象を
解明せよ！～「幽霊船（HD）」
(字)[初]
07:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
3「穏やかならぬ長旅！ リスを救え
(HD)」(字)

06:30 常識破りの科学者たち「#1
ジェットエンジン付きオフィスチェア
(HD)」(二)[初]

8

9

07:00 大型ネコ科：驚愕の能力
(HD)(二)

06:00 インフォメーション (日)

04:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

6

06:00 インフォメーション (日)

06:30 常識破りの科学者たち「#2 究 06:30 常識破りの科学者たち「#3 06:30 常識破りの科学者たち「#4 巨 06:30 常識破りの科学者たち「#5 ロ
極のロック・クローリングマシン(HD)」 ターボチャージャー付き落ち葉掃除機
ボットとバスケ対決(HD)」(二)[初]
大シーソーで飛び上がれ(HD)」
(二)[初]
(HD)」(二)[初]
(二)[初]
07:00 スーパーカー大改造 2「最高の
【ビッグ・キャット・ウィーク】
07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 07:00 ネコ科最強決定戦（HD）(二)
07:00 ベンガルトラ:王者が巡る旅
ポルシェ（HD）」(二)[初]
定的瞬間５「襲い掛かる人食いザメ
（HD）(二)
（HD）」(二)

08:00 検証：UFO事件の新事実「ロ 08:00 検証：UFO事件の新事実「テ 08:00 検証：UFO事件の新事実「三 08:00 検証：UFO事件の新事実「家
畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初]
キサスUFO目撃事件（HD）」(二)[初] 角形の飛行物体（HD）」(二)[初]
ズウェル事件（HD）」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

7

08:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#2（HD）」(字)

08:00 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)

8

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

9

09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン 09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン 09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン 09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン 09:30 ジーニアス：世紀の天才 アイン 09:30 サバイバルゲーム：熾烈な生存
シュタイン「#9（HD）」(二)[初]
シュタイン「#7（HD）」(二)[初]
シュタイン「#8（HD）」(二)[初]
シュタイン「#10（HD）」(二)[初]
シュタイン「#6（HD）」(二)[初]
競争「動物たちの護身術（HD）」(二)
10

11

10
10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 4 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 4 10:30 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「ヒトラーの巨大鉄道網（HD）」
「死の鉄道（HD）」(二)[初]
「北極圏の守り（HD）」(二)[初]
(二)[初]

10:30 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)

10:30 恐怖のナチス潜水艦 U-166の
記憶（HD）(二)

10:30 インフォメーション (日)
【宇宙アワー】
11:00 UFO地球襲来の真実「政府の
隠ぺい（HD）」(二)

11

11:30 世界の巨大工場５「リアジェッ 11:30 密着! エル・ドラド空港警察「さ 11:30 密着! エル・ドラド空港警察 11:30 消えたハイジャック犯の謎（HD） 11:30 エアフォースワン:大統領専用
(二)
機の秘密（HD）(二)
ト(HD)」(二)[初]
まざまな空港犯罪（HD）」(二)[初] 「徹底的な麻薬検査（HD）」(二)[初]
12
12:30 インフォメーション (日)
13

13:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「#4 着陸ミスと事故原
因」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12

13:00 インフォメーション (日)

13

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 13:00 メーデー！１０：航空機事故の 13:00 メーデー！１２：航空機事故の 13:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」 真実と真相「沖縄での炎上事故
真実と真相「シルクエアー185便
真実と真相「#4 USエアー1493便
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
(HD)」(二)

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「この世は危険だらけ（HD）」
(二)[初]
14:00 メーデー！９：航空機事故の 14:00 メーデー！１１：航空機事故の 14:00 メーデー！１３：航空機事故の 14:00 メーデー！１５：航空機事故の 14:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス（HD）」(二)
真実と真相「UPS航空6便（HD）」
真実と真相「エア・フロリダ90便
真実と真相「トランスワールド航空
真実と真相「#4 アロー航空1285便
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
800便（HD）」(二)[初]
(HD)」(二)[初]

14

14:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「#4 謎の炎（ＨＤ）」(二)

15

15:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国 15:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え 15:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を
と呼ばれた場所（HD）」(二)[初]
見て（HD）」(二)[初]
行く希望（HD）」(二)[初]

16

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交
差する想い（HD）」(二)[初]

17

17:00 インフォメーション (日)

18

12:30 インフォメーション (日)

12:00 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」
(二)

15:00 ボストン絞殺魔の正体（HD） 15:00 ロイヤル・ウェディングの知られざ 15:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」(二)
(字)[初]
る世界（HD）(字)

15

16:00 ヘンリー王子 輝かしき人生の 16:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「英軍精鋭部隊 空からの強襲
光と影（HD）(字)
（HD）」(二)

16

16:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国 16:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ 16:00 エアフォースワン:大統領専用
機の秘密（HD）(二)
戦うのか？（HD）」(二)
境なき戦い（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

14

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 黄河と長江 いにしえの文化を 17:30 黄河と長江 いにしえの文化を 17:30 黄河と長江 いにしえの文化を 17:30 黄河と長江 いにしえの文化を 17:30 黄河と長江 いにしえの文化を
訪ねて「幻のヨウスコウカワイルカ
訪ねて「内モンゴルの相撲とラクダ
訪ねて「船乗りの歌、船引きの誇り 訪ねて「チベット高原に生きる遊牧民 訪ねて「黄河の弓と浮き袋（HD）」
（HD）」(字)[初]
（HD）」(字)[初]
（HD）」(字)[初]
(字)[初]
（HD）」(字)[初]
18:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
【ビッグ・キャット・ウィーク】
18:00 大型ネコ科：驚愕の能力
18:00 驚愕！戦慄！野生動物の決
18:00 ネコ科最強決定戦（HD）
18:00 ベンガルトラ:王者が巡る旅
3「ドラゴンの闘い！ アゴヒゲトカゲを
(HD)(二)[初]
定的瞬間５「襲い掛かる人食いザメ
(二)[初]
（HD）(二)[初]
救え(HD)」(字)[初]
（HD）」(二)[初]

ナショジオ フロントライン
17:00 密着! エル・ドラド空港警察「さ
まざまな空港犯罪（HD）」(二)

17

18

18:00 戦場の記録「#4 戦友の絆
（HD）」(二)

19

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
19:00 【中国を知る】
車５「錆び付いたフィアット・ディーノ
車５「幸せを運ぶジャガー･マーク２ 車５「傷だらけのメルセデス・ベンツ パ 車５「伝説のホットハッチ、ルノー5GT 車５「ついに登場！アストンマーティン 中国と海洋文化「#3（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)
（HD）」(二)
ゴダ（HD）」(二)
ターボ（HD）」(二)[初]
DB6（HD）」(二)

19

20

20:00 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]

20

21

21:00 生き抜け！原始生活２「砂漠 21:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」 21:00 ナチスに残る都市伝説の真相 21:00 世界の巨大工場４「アストン
に潜む死の影（HD）」(二)[初]
(字)[初]
「超人的軍隊と危険薬物（HD）」(二)
マーティン(HD)」(二)[初]

20:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Golf GTI Dynamic（HD）(日)

秘
22

23

24

20:00 永遠の地球「#1 エコ・メキシコ 20:00 終戦への階段「ナチス・ドイツの 20:00 生き抜け！原始生活「パプア
終焉（HD）」(字)[初]
ニューギニア 伝説の村 （HD）」
（HD）」(字)
(二)[初]
20:30 永遠の地球「#2 願いの海
（HD）」(字)

20:00 世界の巨大工場２「ランボル
ギーニ（HD）」(二)

20:00 世界の巨大工場２「アウディ
（HD）」(二)[初]

21

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 21:00 スーパーカー大改造 2「ラグジュ
車４「復活のロードスター（HD）」(二)
アリーなキャリアカー（HD）」(二)

21:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Golf GTI Dynamic（HD）(日)
22:00 戦場の記録「#5 ルールなき戦 22:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大 22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
特集：航空機事故と犯罪
闘（HD）」(二)[初]
河の命（HD）」(二)[初]
車５「ついに登場！アストンマーティン
22:00 メーデー！１６：航空機事故の 22:00 【新】密着！ホルヘ・チャベス空
DB6（HD）」(二)[初]
港警察「#1 絶対に見破れない密輸
真実と真相「デルタ航空1141便
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
23:00 野生に生きる「#7 春の息吹
23:00 アメリカ軍を率いた将軍たち
23:00 野生動物ビックリ映像集「衝
23:00 スーパーカー大改造 2「ジャ 23:00 消えたハイジャック犯の謎（HD） 23:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「捜査と押収(HD)」
（HD）」(二)[初]
「後編（HD）」(二)[初]
撃の危機一髪（HD）」(字)[初]
(二)
ガー・ドラッグスター（HD）」(二)
(二)[初]
23:54 中村獅童の予期せぬ旅 by
Golf GTI Dynamic（HD）(日)
24:00 メーデー！１６：航空機事故の 24:00 メーデー！４：航空機事故の 24:00 メーデー！７：航空機事故の 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！９：航空機事故の 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222 真実と真相「#2 謎の白い光（HD）」 真実と真相「#2 ノースウエスト航空 真実と真相「シンガポール航空006便 真実と真相「#3 ウエスト・カリビアン航 真実と真相「中国国際航空129便
便（HD）」(二)
(二)
（HD）」(二)
255便 (HD)」(二)
（HD）」(二)
空708便(HD)」(二)
22:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#8（HD）」(字)[初]

秘
22

23

24

25

25:00 メーデー！１５：航空機事故の 25:00 メーデー！１４：航空機事故の 25:00 メーデー！１３：航空機事故の 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「コムエアー3272便
真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃 真実と真相「アシアナ航空214便 真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２ 真実と真相「クロスエア498便（HD）」 真実と真相「エメリー・ワールドワイド
（HD）」(二)
（HD）」(二)
17便（HD）」(二)
（HD）」(二)
５４便 （HD）」(二)
(二)

25

26

26:00 密着！ドバイ国際空港 2「迅 26:00 密着！ドバイ国際空港 2「偽 26:00 密着！ドバイ国際空港 2「過 26:00 密着！ドバイ国際空港 2「密 26:00 密着！ドバイ国際空港 2「飛 26:00 バカと科学でバ科学なのだ!!
速な判断とチームワーク（HD）」
造パスポート（HD）」(二)[初]
酷なパイロット・トレーニング（HD）」
輸ダイヤモンド（HD）」(二)[初]
び立て新米パイロット（HD）」(二)[初] 「バカと科学は使いようなのだ（HD）」
(日)[初]
(二)[初]
(二)[初]
26:30 バカと科学でバ科学なのだ!!
「尾が西向きゃ、イヌは東なのだ
（HD）」(日)[初]
27:00 バカと科学でバ科学なのだ!!
27:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知 27:00 ナチスに残る都市伝説の真相 27:00 黙示録：カラーで見る第一次 27:00 黙示録：カラーで見る第二次 27:00 大戦を左右した伝説の奇襲
の領域（HD）」(二)
「消えた黄金列車（HD）」(二)
世界大戦「悪夢からの解放（HD）」
世界大戦「上陸作戦（HD）」
作戦「英軍精鋭部隊 空からの強襲 「ネコの手は借りられないのだ（HD）」
(日)[初]
(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
27:30 バ科学2「野生動物スペシャル
（HD）」(字)[初]

26

27

※最新の番組表はこちら
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