
Nat Geo Wild 番組表 8月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27

430 430

530 530

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

インフォメーション

野生の楽園(1日～4日 ～11：30)、
クリッターカム：野生動物のカメラアングル、

ジェイクの驚き昆虫記

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～(1日～4日 11：30～)、
シーザー・ミランの 子犬トラブル、

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２

オーストラリアの危険生物、
ナショジオ　どうぶつ調査団

インフォメーション

1500
サベージ・キングダム:残酷の王

国、
肉食動物の惑星、

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

ジャングル潜入：ネコ科動物を追
え

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：コロンビア、

世界大自然紀行：アゾレス諸島

1500

動物界の意外なお友達 4

1200

1400

アニマルER　緊急治療の現場

1230

1400
世界大自然紀行：ボツワナのラ

イオン兄弟、
ライオン・レンジャー

百獣の王に認められた男、
アマゾンを行く、
我が家は動物園

野生動物の違法取引、
肉食動物の惑星

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

ヒトと自然
文明社会を生きる動物たち、

地球の巨大生物TOP10、
ラスト・ライオン(18日 ～15：

30)、
クリッターカム：野生動物のカメ

ラアングル(18日 15：30～)、
ビッグ５～北米を代表する動物

たち

ヘビの番人、
バー教授のクロコダイル調査隊

サベージ・キングダム:残酷の王
国、

世界を行く！冒険ドライブ

激写！野生の闇の世界、
動物移送大作戦

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：コロンビア

1100

1200

アニマルER　緊急治療の現場
動物界の意外なお友達 4(1日

12：30～)

アフリカ：天性の殺し屋(2日 12：
30～)、

怪奇現象Ｘファイル 2

捕食者の最終兵器(3日 12：30
～)、

ミッション・クリティカル

シーザー・ミラン横断記：犬との
絆(4日 12：30～)

湿地サファリ舞台裏の男たち 2

1230

800

900

ゴロンゴーザ：野生王国の再生、
ヒトと自然

世界を行く！冒険ドライブ

1100

800

600

湿地サファリ舞台裏の男たち 2、
野生動物ビックリ映像集 3、

ニシキヘビ・ハンター 2、
ハンター・ハンテッド ２

スゴ腕どうぶつドクター２、
モンスター・フィッシュを探せ！２、

恐るべき野生の殺し屋、
幻の深海魚 リュウグウノツカイ、

ニシキヘビ・ハンター 2

アマゾンを行く、
我が家は動物園

野生動物ビックリ映像集 3、
野生動物ビックリ映像集

700
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、
肉食動物の惑星、

ワイルド・ロシア　雄大な自然と動物
たち、

ジャングル潜入：ネコ科動物を追え

恐るべき野生の殺し屋、
世界大自然紀行：ナイル、

世界大自然紀行：コロンビア

恐るべき野生の殺し屋、
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い、
人間を襲う脅威のプレデター

２、
ザ・プレデター2 ～仁義なき戦

い～
ワイルド ファミリー

野生の楽園

野生の楽園、
一角サイを守れ！、

アウトドアの極限へ挑戦！

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

世界大自然紀行：ボツワナのラ
イオン兄弟、

ライオン・レンジャー

900 世界大自然紀行：ナイル、
サベージ・キングダム:残酷の王

国、
肉食動物の惑星、

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち

500

600 ケーシーと野生の楽園、
世界大自然紀行：ボツワナのラ

イオン兄弟、
ライオン・レンジャー

恐るべき野生の殺し屋、
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生、
ヒトと自然

恐るべき野生の殺し屋、
地球の巨大生物TOP10、

ラスト・ライオン(17日 ～7：30)、
クリッターカム：野生動物のカメ

ラアングル(17日 7：30～)、
ビッグ５～北米を代表する動物

たち、
シーザー・ミランのラスベガス・

ライブ(31日 ～7：30)、
ピープル・アウト・ゼア(31日 7：

30～)

幻の深海魚 リュウグウノツカ
イ、

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

ハンター・ハンテッド ３、
最強の捕食者たち

スゴ腕どうぶつドクター２

モンスター・フィッシュを探せ！
３、

獣医ミシェルの日常

文明社会を生きる動物たち、
地球の巨大生物TOP10、

ラスト・ライオン(21日 ～7：30)、
ナショジオ　どうぶつ調査団(21

日 7：30～)、
ビッグ５～北米を代表する動物

たち

百獣の王に認められた男、
サベージ・キングダム:残酷の王

国、
うちのワンコ何食べた？！

世界大自然紀行：ナイル、
野生の楽園、

ハンター・ハンテッド ２、
海の殺し屋　シャチ

激写！野生の闇の世界、
動物移送大作戦

ドッグ アワー
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～

シーザー・ミランの 子犬トラブ
ル、

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２

400

500
激写！野生の闇の世界、

動物移送大作戦

アニマルER　緊急治療の現場、
世界大自然紀行：コロンビア、
世界大自然紀行：アゾレス諸島

動物界の意外なお友達 4、
世界を行く！冒険ドライブ

アフリカ：天性の殺し屋、
サベージ・キングダム:残酷の王

国、
肉食動物の惑星、

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

ジャングル潜入：ネコ科動物を
追え

捕食者の最終兵器、
アメリカ～国立公園を巡る旅、

ハンター・ハンテッド ２、
シャチ軍団の襲来

700

ビッグ・キャット スペシャル
世界大自然紀行：ボツワナの

ライオン兄弟、
サベージ・キングダム:残酷の

王国

キュート・アワー
うちのワンコ何食べた？！

シャーク・マンス
シャークマン　巨大ザメ捕獲大

作戦 2

世界の大自然 スペシャル
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生、
ヒトと自然

シャーク・マンス
シャークマン　巨大ザメ捕獲大

作戦 2

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：ナイル、

世界大自然紀行：コロンビア

400

野生動物の違法取引
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生、
ヒトと自然

世界大自然紀行：ナイル、
アマゾンを行く、
我が家は動物園

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

世界大自然紀行：ボツワナのラ
イオン兄弟、

ライオン・レンジャー



Nat Geo Wild 番組表 8月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

7.14.21.28 1.8.15.22.29 2.9.16.23.30 3.10.17.24.31 4.11.18.25 5.12.19.26 6.13.20.27
ワイルド プレミア

1630 1630

世界の大自然 スペシャル ワイルド プレミア

1730 1730

世界の大自然 スペシャル 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

キュート・アワー 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

2430 2430

2530 2530

2630 2630

2730 2730

2700
野生動物の違法取引

アマゾンを行く、
我が家は動物園

2300
巨大魚を食いちぎる巨大生物、

世界を行く！冒険ドライブ、
キラーショット：決定的瞬間

2500

恐るべき野生の殺し屋、
幻の深海魚 リュウグウノツカイ、

ニシキヘビ・ハンター 2

2700

2400

地球の巨大生物TOP10、
ラスト・ライオン(14日 ～25：30)、
クリッターカム：野生動物のカメラ

アングル(14日 25：30～)、
ビッグ５～北米を代表する動物

たち、
シーザー・ミランのラスベガス・ラ

イブ(28日 ～25：30)、
ピープル・アウト・ゼア(28日 25：

30～)

文明社会を生きる動物たち、
地球の巨大生物TOP10、

ラスト・ライオン(24日 ～25：
30)、

ナショジオ　どうぶつ調査団(24
日 25：30～)、

ビッグ５～北米を代表する動物
たち

2600

2500

2600
世界を行く！冒険ドライブ

世界大自然紀行：ボツワナのライ
オン兄弟、

ライオン・レンジャー

2100

モンスター・フィッシュを探せ！３、
獣医ミシェルの日常

2300

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：コロンビア、

世界大自然紀行：アゾレス諸島

サベージ・キングダム:残酷の王
国、

肉食動物の惑星、
ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち、
ジャングル潜入：ネコ科動物を

追え

サベージ・キングダム:残酷の王
国、

肉食動物の惑星、
ワイルド・ロシア　雄大な自然と動

物たち、
ジャングル潜入：ネコ科動物を追え

ミステリー アワー
恐るべき野生の殺し屋

ヒトと自然、
世界大自然紀行：コロンビア、
世界大自然紀行：アゾレス諸

島

2000

シャーク・マンス

2200

ケーシーと野生の楽園、
アマゾンを行く、
我が家は動物園

動物界の意外なお友達 4
アフリカ：天性の殺し屋、

怪奇現象Ｘファイル 2
捕食者の最終兵器、
ミッション・クリティカル

シーザー・ミラン横断記：犬との
絆、

Dr.K エキゾチック動物専門医

うちのワンコ何食べた？！、
天才？ワンちゃん性格診断

シャーク・アイランド、
進化の奇跡：ハンマーヘッド・

シャーク、
サメの生態 TOP10、

突撃！超危険動物たち

ワイルド プレミア

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

ヒトと自然

百獣の王に認められた男、
世界大自然紀行：ボツワナのラ

イオン兄弟、
ライオン・レンジャー

スゴ腕どうぶつドクター２

ハンター・ハンテッド ３、
サメの楽園、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大作
戦、

イースター島：失われたサメ

驚愕！サメとの電撃戦、
激写！野生の驚くべき生態、

シャーク・アレイ～イワシの大群
を狙え！、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦、

住宅地を襲うサメの恐怖

人食いザメがやってきた、
ザ・プレデター ～仁義なき戦い

～、
最強のハンター：サメ、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦、

一撃必殺！ホホジロザメの秘密

人食いザメがやってきた、
野生動物ビックリ映像集 3、

オーストラリアの危険地帯：サメ
海岸、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦、

キル・ゾーン： ホホジロザメの縄
張り

人食いザメがやってきた、
怪奇現象Ｘファイル 2、

シロワニ：こわもてなサメの素
顔、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦

人食いザメがやってきた 2、
驚異のハンター：ヒラシュモクザメ

2400

2100

2200

2000

1900
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生、
湿地サファリ舞台裏の男たち 2

野生動物の違法取引、
百獣の王に認められた男、

アマゾンを行く、
野生の楽園、

一角サイを守れ！、
アウトドアの極限へ挑戦！、

ケーシーと野生の楽園 2

捕食者の最終兵器、
ミッション・クリティカル

1800 ワイルド ファミリー
野生の楽園

激写！野生の闇の世界、
動物移送大作戦

ワイルド ファミリー
野生の楽園

世界を行く！冒険ドライブ、
キラーショット：決定的瞬間

スゴ腕どうぶつドクター２

1800

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：コロンビア

シーザー・ミラン横断記：犬との
絆、

Dr.K エキゾチック動物専門医

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生、

ヒトと自然

モンスター・フィッシュを探せ！
３、

獣医ミシェルの日常

ドッグ アワー
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～

犬の里親さがします～

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～
犬の里親さがします～、

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
２

1900

世界大自然紀行：コロンビア、
世界大自然紀行：アゾレス諸

島

サベージ・キングダム:残酷の
王国、

肉食動物の惑星、
ワイルド・ロシア　雄大な自然

と動物たち、
ジャングル潜入：ネコ科動物を

追え

アニマルER　緊急治療の現場

1600

アフリカ：天性の殺し屋、
怪奇現象Ｘファイル 2

1700 ドッグ アワー
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～

野生動物の違法取引、
肉食動物の惑星

ドッグ アワー
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～

アマゾンを行く、
我が家は動物園

シャーク・マンス
シャークマン　巨大ザメ捕獲大

作戦 3

激写！野生の闇の世界、
動物移送大作戦

1700

ゴロンゴーザ：野生王国の再生、
ヒトと自然

1600 シャーク・マンス
シャークマン　巨大ザメ捕獲大

作戦 3

野生動物の違法取引

インフォメーション

ピープル・アウト・ゼア

ミステリー アワー

世界大自然紀行：ナイル

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：ナイル、

世界大自然紀行：コロンビア

ミステリー アワー
幻の深海魚 リュウグウノツカイ

恐るべき野生の殺し屋、
野生動物ビックリ映像集、
野生動物ビックリ映像集 2

ドッグ アワー
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～

世界の大自然 スペシャル
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生、
ヒトと自然

湿地サファリ舞台裏の男たち 2

世界の大自然 スペシャル
世界大自然紀行：コロンビア

恐るべき野生の殺し屋、
ニシキヘビ・ハンター 2、
ハンター・ハンテッド ２

百獣の王に認められた男

ビッグ・キャット スペシャル
世界大自然紀行：ボツワナのラ

イオン兄弟、
ライオン・レンジャー

サベージ・キングダム:残酷の王国

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、

肉食動物の惑星、
ワイルド・ロシア　雄大な自然と動物

たち、
ジャングル潜入：ネコ科動物を追え

ドッグ アワー
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー

～犬の里親さがします～

ビッグ・キャット スペシャル
世界大自然紀行：ボツワナのラ

イオン兄弟、
ライオン・レンジャー

ワイルド ファミリー
野生の楽園

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、

肉食動物の惑星、
ワイルド・ロシア　雄大な自然と動物

たち、
ジャングル潜入：ネコ科動物を追え

ゴロンゴーザ：野生王国の再生

世界の大自然 スペシャル
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生、
ヒトと自然

クールビズ
野生の楽園、

アメリカ～国立公園を巡る旅、
ワイルド・ロシア　雄大な自然

と動物たち、
ヨーロッパ紀行:大自然の誘い

衝撃！襲撃の現場
ハンター・ハンテッド ２、
ハンター・ハンテッド ３、

人間を襲う脅威のプレデター２

シャチ
海の殺し屋　シャチ、
シャチ軍団の襲来、
最強の捕食者たち、

ザ・プレデター2 ～仁義なき戦
い～

昆虫ホラー
世界をめぐる！珍獣ハン

ター、
世界最強の不気味生物、

どうぶつ調査隊のハチャメチャ
体験、

昆虫大戦争！


