
Nat Geo Wild 番組表 7月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30
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

動物究極サバイバー、
背筋も凍る怪奇生物、

砂漠のダチョウ:不思議な命、
幻の巨大魚を追え！

野生動物ビックリ映像集 2、
野生動物ビックリ映像集 3

世界の奇妙な生き物たち 2、
サファリ・ブラザーズ: アフリカツ

アーの裏側、
野生の楽園

ヘビの番人

巨大イカ VS マッコウクジラ、
天才？ワンちゃん性格診断、

動物界の意外なお友達 4

スゴ腕どうぶつドクター２

砂漠のダチョウ:不思議な命、
ケーシーと野生の楽園

PADI Presents マリン ウィー
ク

カリフォルニア　～大地と海が
出会う場所～

６℃が世界を変える、
ビッグ５～北米を代表する動物

たち、
シロナガスクジラ　神秘の王

国、
世界初！恐竜大解剖

400

インド～大自然と野生動物～、
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

世界大自然紀行：オーストラリ
ア、

世界大自然紀行：ナイル
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

世界大自然紀行：オーストラリ
ア、

世界大自然紀行：ナイル

400

シティ・ジャングル、
都会ジャングル、

超巨大化した怪獣、
恐るべき野生の殺し屋

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー、

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編、

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～

500
シーザー・ミラン横断記：犬との

絆
獣医ミシェルの日常 3

天才？ワンちゃん性格診断、
動物界の意外なお友達 4

ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、
アフリカ：天性の殺し屋

捕食者の最終兵器

500

600

700 世界大自然紀行：オーストラリ
ア、

世界大自然紀行：ナイル

世界最強のプレデター、
群れで狩る動物

都会ジャングル、
超巨大化した怪獣、

恐るべき野生の殺し屋

バイク野郎の動物レスキュー
隊、

モンスター・フィッシュを探
せ！、

モンスター・フィッシュを探せ！
２

PADI Presents マリン ウィー
ク

世界大自然紀行：海底火山、
ミッション・クリティカル

インド～大自然と野生動物～、
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

シティ・ジャングル、
都会ジャングル、

超巨大化した怪獣、
恐るべき野生の殺し屋

野生動物ビックリ映像集 2、
野生動物ビックリ映像集 3

800

バイク野郎の動物レスキュー隊、
モンスター・フィッシュを探せ！、
モンスター・フィッシュを探せ！２

600
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

砂漠のダチョウ:不思議な命、
ケーシーと野生の楽園

800

900

サベージ・キングダム:残酷の王
国

スゴ腕どうぶつドクター２
世界大自然紀行：オーストラリ

ア、
世界大自然紀行：ナイル

900

ライオン ～ルワンダへの帰還、
究極の捕食者：トップ・キャット、
百獣の王ライオン～トップの座を

巡る闘い～、
イエネコ：野生の光、

百獣の王に認められた男

湿地サファリ舞台裏の男たち、
湿地サファリ舞台裏の男たち 2

1100

世界大自然紀行：オーストラリア、
世界大自然紀行：ナイル

1100

1200

湿地サファリ舞台裏の男たち、
湿地サファリ舞台裏の男たち 2

湿地サファリ舞台裏の男たち、
湿地サファリ舞台裏の男たち 2

1230

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：アジア編、

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～

インフォメーション

1200

1230

獣医ミシェルの日常 3
巨大イカ VS マッコウクジラ、
天才？ワンちゃん性格診断

巨大タコを探せ！、
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い

アニマル・ファイト・クラブ４、
捕食者の最終兵器

シーザー・ミラン横断記：犬との
絆

砂漠のダチョウ:不思議な命、
ケーシーと野生の楽園

ライオン ～ルワンダへの帰還、
究極の捕食者：トップ・キャット、
百獣の王ライオン～トップの座

を巡る闘い～、
イエネコ：野生の光

ワイルドな一日 ゴロンゴーザ：野生王国の再生

ビッグ・キャット スペシャル
ライオン ～ルワンダへの帰

還、
究極の捕食者：トップ・キャッ

ト、
百獣の王ライオン～トップの座

を巡る闘い～、
百獣の王に認められた男

PADI Presents マリン ウィー
ク

世界の奇妙な生き物たち 2、
サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、

野生の楽園

インド～大自然と野生動物～、
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

インフォメーション

1400

獣医ミシェルの日常 3

1500
世界最強のプレデター、

群れで狩る動物、
巨大魚を食いちぎる巨大生物

サベージ・キングダム:残酷の王
国

背筋も凍る怪奇生物、
砂漠のダチョウ:不思議な命、

幻の巨大魚を追え！

世界大自然紀行：オーストラリ
ア、

世界大自然紀行：ナイル

1500

サバンナに住む獣達
アフリカの巨大動物：キリン

世界の大自然 スペシャル
インド～大自然と野生動物

～、
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生

1400

世界最強のプレデター、
群れで狩る動物、

巨大魚を食いちぎる巨大生物

PADI Presents マリン ウィー
ク

光で照らす深海世界

ビッグ・キャット スペシャル
サベージ・キングダム:残酷の

王国

サベージ・キングダム:残酷の
王国

サバンナに住む獣達
アフリカゾウ:生存を懸けた進

化

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：オーストラリ

ア、
世界大自然紀行：ナイル

700
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MON TUE WED THU FRI SAT SUN

3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27 7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30
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

2530 2530

ミステリー アワー

2630 2630

2730 2730

サバンナに住む獣達

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー、

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー：アジア編、

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～

アニマル・ファイト・クラブ４、
捕食者の最終兵器

世界の大自然 スペシャル
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

PADI Presents マリン ウィーク
ミステリーツアー：ダイオウイカ

ゴロンゴーザ：野生王国の再生

インフォメーション

クリッターカム：野生動物のカメラアングル、
スリル満点！究極の地、
ピープル・アウト・ゼア

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：オーストラリ

ア、
世界大自然紀行：ナイル

特集：友情よ永遠に
動物界の意外なお友達 2、
動物界の意外なお友達 3

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー、
シーザー・ミランの 愛犬レスキュー：アジア編、

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～

1600 サバンナに住む獣達
アフリカ～驚くべき種の進化～

ワイルドな一日、
アース ライブ(23日 ～18：00)

ワイルド プレミア

ハイエナ・クイーン(3日 ～25：
00)、

海辺で生きるハイエナ(3日 25：
00～)、

６℃が世界を変える、
ビッグ５～北米を代表する動物

たち、
シロナガスクジラ　神秘の王国、

世界初！恐竜大解剖

1600

巨大タコを探せ！、
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、

アフリカ：天性の殺し屋

1700
ドッグ アワー

サバンナに住む獣達
アフリカ：天性の殺し屋

背筋も凍る怪奇生物、
幻の巨大魚を追え！

1700

シティ・ジャングル、
都会ジャングル、

超巨大化した怪獣、
恐るべき野生の殺し屋

アフリカ～驚くべき種の進化～、
アフリカの失われた楽園、

アフリカ大飛行：上空から見る大自
然

1900

サファリ・ブラザーズ: アフリカツアーの裏側、
野生の楽園

世界の大自然 スペシャル
インド～大自然と野生動物～、
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

PADI Presents マリン ウィーク
世界大自然紀行：海底火山

ゴロンゴーザ：野生王国の再生

ビッグ・キャット スペシャル
サベージ・キングダム:残酷の王

国

特集：友情よ永遠に
動物界の意外なお友達 2、
動物界の意外なお友達 3

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：オーストラリ

ア、
世界大自然紀行：ナイル

特集：友情よ永遠に
動物界の意外なお友達 2、
動物界の意外なお友達 3

ワイルドな一日

PADI Presents マリン ウィーク
ミッション・クリティカル

世界大自然紀行：オーストラリ
ア、

世界大自然紀行：ナイル

ビハインド・ザ・動物園
ワイルドなオシゴト、
我が家は動物園、

密着！動物園24時、
捕食者飼育の実態

熊！出没中
一触即発！グリズリー攻防

戦、
脅かされるクマの島、

ハリウッドスターだったクマの
悲劇、

ホッキョクグマ～過酷な自然を
生きる

カリフォルニア
西部開拓時代の自然史、

アメリカ～国立公園を巡る旅、
野生の楽園、

アメリカ大陸～大自然と野生
動物～

動物保護サンデー
バイク野郎の動物レスキュー

隊、
オランウータン救済プロジェク

ト、
スマトラサイの住む森へ

2000 背筋も凍る怪奇生物

特集：友情よ永遠に
動物界の意外なお友達 2、
動物界の意外なお友達 3

世界最強のプレデター、
巨大魚を食いちぎる巨大生物

特集：友情よ永遠に
動物界の意外なお友達 2、
動物界の意外なお友達 3

2000

アフリカのザンベジ川、
アフリカ～驚くべき種の進化～

２

６℃が世界を変える、
ビッグ５～北米を代表する動物

たち、
シロナガスクジラ　神秘の王

国、
世界初！恐竜大解剖

1800

ワイルド ファミリー

湿地サファリ舞台裏の男たち、
湿地サファリ舞台裏の男たち 2

2100

バイク野郎の動物レスキュー隊、
モンスター・フィッシュを探せ！、
モンスター・フィッシュを探せ！２

1800

シーザー・ミラン横断記：犬との絆
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生

1900

獣医ミシェルの日常 3、
アニマルER　緊急治療の現場

天才？ワンちゃん性格診断、
動物界の意外なお友達 4

スゴ腕どうぶつドクター２

ゴロンゴーザ：野生王国の再生

ライオン ～ルワンダへの帰還、
究極の捕食者：トップ・キャット、
百獣の王ライオン～トップの座

を巡る闘い～、
イエネコ：野生の光

ライオン ～ルワンダへの帰還、
究極の捕食者：トップ・キャット、

百獣の王ライオン～トップの座を巡
る闘い～、

イエネコ：野生の光、
百獣の王に認められた男

ビッグ・キャット スペシャル
ライオン ～ルワンダへの帰還、

イエネコ：野生の光

究極の捕食者：トップ・キャット

PADI Presents マリン ウィーク
カリフォルニア　～大地と海が

出会う場所～

2200

モンスター・フィッシュを探
せ！、

モンスター・フィッシュを探せ！
２

サベージ・キングダム:残酷の
王国ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、

アフリカ：天性の殺し屋
捕食者の最終兵器

シーザー・ミラン横断記：犬との
絆

究極の動物カウントダウン、
ワイルドな一日

砂漠のダチョウ:不思議な命、
ケーシーと野生の楽園

スゴ腕どうぶつドクター２

2300
サーモン・ウォー、

背筋も凍る怪奇生物、
砂漠のダチョウ:不思議な命、

幻の巨大魚を追え！

世界最強のプレデター、
群れで狩る動物

世界大自然紀行：オーストラリ
ア、

世界大自然紀行：ナイル

サベージ・キングダム:残酷の王
国

2400 ライオン ～ルワンダへの帰還、
究極の捕食者：トップ・キャット、
百獣の王ライオン～トップの座

を巡る闘い～、
イエネコ：野生の光

インド～大自然と野生動物～、
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

2700

都会ジャングル、
超巨大化した怪獣、

恐るべき野生の殺し屋

2500

2400

2200

2600 世界最強のプレデター、
群れで狩る動物、

巨大魚を食いちぎる巨大生物

2600
ミステリー アワー

2500
サベージ・キングダム:残酷の王

国
ケーシーと野生の楽園

野生動物ビックリ映像集 2、
野生動物ビックリ映像集 3

2700

世界大自然紀行：オーストラリ
ア、

世界大自然紀行：ナイル

ワイルドな一日

シティ・ジャングル、
都会ジャングル、

超巨大化した怪獣、
恐るべき野生の殺し屋

2100

ケーシーと野生の楽園

PADI Presents マリン ウィーク
光で照らす深海世界

2300

サベージ・キングダム:残酷の王国


