
Nat Geo Wild 番組表 6月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24 4.11.18.25
ミステリー アワー ドッグ アワー

430 430

530 530

ワイルド ファミリー

630 630

730 730

830 830

930 930

1000 1000

1030 1030

1130 1130

1300 1300

1330 1330

ワイルド プレミア

1430 1430

ワイルド プレミア

1530 1530

シーザー・ミラン新番組記念
特集

シーザー・ミランの ピットブル・
ストーリー

世界の大自然 スペシャル
アメリカ大陸～大自然と野生

動物～、
インド～大自然と野生動物～

シーザー・ミラン新番組記念
特集

シーザー・ミランの 子犬トラブ
ル

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ

400
アメリカ大陸～大自然と野生動

物～、
インド～大自然と野生動物～

世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ、

世界大自然紀行：オーストラリ
ア

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

インド～大自然と野生動物～

世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ、

世界大自然紀行：オーストラリ
ア

ワイルド・ロシア　雄大な自然と動
物たち、

サーモン・ウォー、
野生ハンター 驚異の能力

400

動物たちの決定的瞬間、
ニシキヘビ・ハンター

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～自叙伝～、

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～犬の里親さがします～、
天才？ワンちゃん性格診断

500

Dr.K エキゾチック動物専門医 3 獣医ミシェルの日常 3
怪奇現象Ｘファイル、

巨大イカ VS マッコウクジラ

幻の深海魚 リュウグウノツカ
イ、

密着！動物園24時、
巨大タコを探せ！

アニマル・ファイト・クラブ４

500

600 アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

インド～大自然と野生動物～

野生の楽園、
アフリカの巨大動物：キリン、
巨大魚を食いちぎる巨大生物

スゴ腕どうぶつドクター、
スゴ腕どうぶつドクター２

600

野生動物ビックリ映像集、
野生動物ビックリ映像集 2

世界のアブナイ動物たち、
世界のアブナイ動物たち２、
世界のアブナイ動物たち３、
世界の奇妙な生き物たち、

世界の奇妙な赤ちゃんと天才

生きもの地球大紀行（字幕
版)、

バイク野郎の動物レスキュー
隊

700
世界大自然紀行：フロリダ、

世界大自然紀行：オーストラリア

壮絶！命知らずの冒険家
シェーン、

世界最強のプレデター

動物たちの決定的瞬間、
解剖でわかる動物たちの謎、

ニシキヘビ・ハンター、
シティ・ジャングル

オーストラリアの危険生物、
ヘビの番人

オーストラリアの危険生物(4日
～9：30)、

野生の楽園、
アフリカの巨大動物：キリン、
巨大魚を食いちぎる巨大生物
シーザー・ミラン新番組記念

特集
目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編(4日 9：30

～)

シーザー・ミラン新番組記念
特集

目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編

世界最強のプレデター

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

インド～大自然と野生動物～

野生動物ビックリ映像集、
野生動物ビックリ映像集 2

アメリカ大陸～大自然と野生動物
～、

インド～大自然と野生動物～

湿地サファリ舞台裏の男たち

インフォメーション

モンスター・フィッシュを探せ！５、
世界のアブナイ動物たち、

世界のアブナイ動物たち２、
世界のアブナイ動物たち３、
世界の奇妙な生き物たち、

世界の奇妙な赤ちゃんと天才

インフォメーション

800

900 ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

ライオン対カバ 水辺の攻防戦、
アフリカ～驚くべき種の進化～

２、
初公開！知られざる夜のライオ

ン

スゴ腕どうぶつドクター、
スゴ腕どうぶつドクター２

世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ、

世界大自然紀行：オーストラリ
ア

900

生きもの地球大紀行（字幕版)、
バイク野郎の動物レスキュー隊

800 スペインオオヤマネコを救え、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー、
大型ネコ科：驚愕の能力、

野生の雌ヒョウ

湿地サファリ舞台裏の男たち

1100

世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ、

世界大自然紀行：オーストラリア

1100

1200

湿地サファリ舞台裏の男たち

シーザー・ミラン新番組記念
特集

目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編

ビッグ・キャット スペシャル
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー、
大型ネコ科：驚愕の能力、

野生の雌ヒョウ

シーザー・ミラン新番組記念
特集

目指せ！ザ・カリスマ・ドッグト
レーナー:アジア編(4日 ～13：

30)

ビッグ・キャット スペシャル
ライオン対カバ 水辺の攻防

戦、
アフリカ～驚くべき種の進化～

２、
初公開！知られざる夜のライ

オン

1200

1230

獣医ミシェルの日常 2、
獣医ミシェルの日常 3

怪奇現象Ｘファイル
幻の深海魚 リュウグウノツカ

イ、
密着！動物園24時

アニマル・ファイト・クラブ４ Dr.K エキゾチック動物専門医 3

1230

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２、
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～自叙伝～、

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～、
天才？ワンちゃん性格診断、

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー

1500

怪奇現象Ｘファイル

1400
野生の楽園、

アフリカの巨大動物：キリン、
巨大魚を食いちぎる巨大生物

スペインオオヤマネコを救え、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー、
大型ネコ科：驚愕の能力、

野生の雌ヒョウ

究極の動物カウントダウン、
野生ハンター 驚異の能力

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

インド～大自然と野生動物～

ビッグ５～北米を代表する動物
たち(2日 ～16：00)、

シロナガスクジラ　神秘の王国
(9日 ～16：00)、

豪快バードウォッチング、
世界最大のゾウの群れ、

ハイエナ・クイーン

1400

獣医ミシェルの日常 2、
獣医ミシェルの日常 3

1500
壮絶！命知らずの冒険家シェー

ン、
世界最強のプレデター

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

ライオン対カバ 水辺の攻防戦、
アフリカ～驚くべき種の進化～

２、
初公開！知られざる夜のライオ

ン

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

サーモン・ウォー、
野生ハンター 驚異の能力、

動物究極サバイバー

世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ、

世界大自然紀行：オーストラリ
ア

極楽鳥～魅惑の求愛ダンス、
アフリカゾウ:生存を懸けた進

化、
海辺で生きるハイエナ

700



Nat Geo Wild 番組表 6月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24 4.11.18.25
ワイルド プレミア

1630 1630

ワイルド プレミア

1730 1730

ワイルド プレミア 世界の大自然 スペシャル

1830 1830

世界の大自然 スペシャル

1930 1930

2030 2030

2130 2130

世界の大自然 スペシャル ビッグ・キャット スペシャル ビッグ・キャット スペシャル

2230 2230

世界の大自然 スペシャル ビッグ・キャット スペシャル ビッグ・キャット スペシャル

2330 2330

ドッグ アワー

2430 2430

今週の動物コーナー

2530 2530

ミステリー アワー

2630 2630

2730 2730

世界のアブナイ動物たち、
世界のアブナイ動物たち２、
世界のアブナイ動物たち３、
世界の奇妙な生き物たち、

世界の奇妙な赤ちゃんと天才、
世界の奇妙な生き物たち 2

世界の大自然 スペシャル
アメリカ大陸～大自然と野生動

物～

シーザー・ミラン新番組記念特
集：犬の王国

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３

ビッグ・キャット スペシャル
スペインオオヤマネコを救え、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー

シーザー・ミラン新番組記念特
集：犬の王国

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３

世界の大自然 スペシャル
アメリカ大陸～大自然と野生動

物～、
インド～大自然と野生動物～

シーザー・ミラン新番組記念特
集：犬の王国

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３、

ワーキング・ドッグ

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ

シーザー・ミラン新番組記念特
集：犬の王国

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３、

天才？ワンちゃん性格診断　ス
ペシャル・エディション

ワイルド・テイル

裏社会スネーク、
スネーク・シティ、

アジアの猛毒ヘビ、
沈黙のハンター：アナコンダ、

ケニーとゾルタンが行く猛毒の世界

湿地サファリ舞台裏の男たち

世界大自然紀行：フロリダ、
世界大自然紀行：オーストラリ

ア

昆虫パラダイス
昆虫の驚くべき世界、

昆虫大戦争！、
破壊へ導く侵略者たち、

驚異のアリ帝国

動物のセックス
世にも奇妙なアニマルタブー、

ムーディー・ビースト 獣の
DNA、

究極の動物カウントダウン

ジャングルにようこそ
瞬殺の美学、

動物たちの決定的瞬間、
壮絶！命知らずの冒険家

シェーン、
インド～大自然と野生動物～

動物の内側
解剖でわかる動物たちの謎

インフォメーション

ピープル・アウト・ゼア、
ジェイクの驚き昆虫記、
スリル満点！究極の地、

クリッターカム：野生動物のカメラアングル

解剖でわかる動物たちの謎、
動物たちの決定的瞬間、

ニシキヘビ・ハンター

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ

シーザー・ミラン新番組記念特
集：犬の王国

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３

ビッグ・キャット スペシャル
ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち、
ライオン対カバ 水辺の攻防戦

シーザー・ミラン新番組記念特
集：犬の王国

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３

1800

ワイルド ファミリー

野生動物ビックリ映像集 2

ワイルド プレミア

ミステリー アワー
動物たちの決定的瞬間、

ニシキヘビ・ハンター

ニシキヘビ・ハンター

解剖でわかる動物たちの謎、動物たちの決定的瞬間

ミステリー アワー
ニシキヘビ・ハンター、シティ・ジャングル

極楽鳥～魅惑の求愛ダンス、
アフリカゾウ:生存を懸けた進

化、
海辺で生きるハイエナ

生きもの地球大紀行（字幕版)、
バイク野郎の動物レスキュー隊

密着！動物園24時、
巨大タコを探せ！

アニマル・ファイト・クラブ４

Dr.K エキゾチック動物専門医
3、

シーザー・ミラン横断記：犬との
絆

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

ライオン対カバ 水辺の攻防戦、
アフリカ～驚くべき種の進化～

２、
初公開！知られざる夜のライオ

ン

1600

幻の深海魚 リュウグウノツカイ、
密着！動物園24時

1700
ドッグ アワー

ハゲワシの危機(4日 17：30
～)、

ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち、

サーモン・ウォー、
野生ハンター 驚異の能力

1700

アニマル・ファイト・クラブ４

1600
シーザー・ミラン新番組記念

特集
シーザー・ミランのラスベガス・

ライブ(4日 ～17：30)

究極の動物カウントダウン、
野生ハンター 驚異の能力

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２、
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～自叙伝～、

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～、
天才？ワンちゃん性格診断、

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー

1800

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー
２、

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～
犬の里親さがします～、

天才？ワンちゃん性格診断

Dr.K エキゾチック動物専門医 3
アメリカ大陸～大自然と野生

動物～、
インド～大自然と野生動物～

1900 究極の動物カウントダウン

シーザー・ミラン新番組記念特
集：犬の王国

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３

野生の楽園、
アフリカの巨大動物：キリン

シーザー・ミラン新番組記念特
集：犬の王国

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３、

ワーキング・ドッグ

スゴ腕どうぶつドクター、
スゴ腕どうぶつドクター２

1900

2000
ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち、
サーモン・ウォー

シーザー・ミラン新番組記念特
集：犬の王国

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３

壮絶！命知らずの冒険家
シェーン、

世界最強のプレデター

シーザー・ミラン新番組記念特
集：犬の王国

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３、

ワーキング・ドッグ

2000

2200

2100

生きもの地球大紀行（字幕版)、
バイク野郎の動物レスキュー隊

ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち、

ライオン対カバ 水辺の攻防
戦、

アフリカ～驚くべき種の進化～
２、

初公開！知られざる夜のライ
オン

2100

獣医ミシェルの日常 3
怪奇現象Ｘファイル、

巨大イカ VS マッコウクジラ

2300

世界大自然紀行：フロリダ、
世界大自然紀行：オーストラリ

ア

知られざるプライド、
ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち、
ライオン対カバ 水辺の攻防戦、
アフリカ～驚くべき種の進化～

２、
初公開！知られざる夜のライオ

ン

ワイルド・ロシア　雄大な自然と動
物たち、

ライオン対カバ 水辺の攻防戦、
アフリカ～驚くべき種の進化～２、
初公開！知られざる夜のライオン

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

インド～大自然と野生動物～

ネコ科最強決定戦、
スペインオオヤマネコを救え、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー、
大型ネコ科：驚愕の能力、

野生の雌ヒョウ

スペインオオヤマネコを救え、
因縁の対決：ライオン vs バッファ

ロー、
大型ネコ科：驚愕の能力、

野生の雌ヒョウ

2500
極楽鳥～魅惑の求愛ダンス、

アフリカゾウ:生存を懸けた進化

2200

究極の動物カウントダウン、
野生ハンター 驚異の能力

野生の楽園、
アフリカの巨大動物：キリン、
巨大魚を食いちぎる巨大生物

スゴ腕どうぶつドクター、
スゴ腕どうぶつドクター２

2300
ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち、
サーモン・ウォー、

野生ハンター 驚異の能力

壮絶！命知らずの冒険家
シェーン、

世界最強のプレデター

2400 ビッグ５～北米を代表する動物
たち(5日 ～26：00)、

シロナガスクジラ　神秘の王国
(12日 ～26：00)、

豪快バードウォッチング、
世界最大のゾウの群れ

スペインオオヤマネコを救え、
因縁の対決：ライオン vs バッ

ファロー、
大型ネコ科：驚愕の能力、

野生の雌ヒョウ

アメリカ大陸～大自然と野生動
物～、

インド～大自然と野生動物～

ビッグ５～北米を代表する動物
たち(1日 ～26：00)、

シロナガスクジラ　神秘の王国
(8日 ～26：00)

今週の動物コーナー
豪快バードウォッチング、
世界最大のゾウの群れ、

ハイエナ・クイーン

2400

世界大自然紀行：コンゴ、
世界大自然紀行：フロリダ、

世界大自然紀行：オーストラリ
ア

究極の動物カウントダウン、
野生ハンター 驚異の能力

2500

2600 壮絶！命知らずの冒険家
シェーン、

世界最強のプレデター

2600

27002700

野生の楽園、
アフリカの巨大動物：キリン、

巨大魚を食いちぎる巨大生物、
砂漠のダチョウ:不思議な命


