
Nat Geo Wild 番組表 9月(簡易版)
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

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 3.10.17.24

430 430

530 530

630 630

730 730

830 830

930 930

1000 1000

1030 1030

キュート・アワー

1130 1130

1300 1300

1330 1330

ワイルド プレミア 世界の大自然 スペシャル

1430 1430

ワイルド プレミア 世界の大自然 スペシャル

1530 1530

獣医ミシェルの日常、
獣医ミシェルの日常 2

400

肉食動物の惑星
ヒトと自然、

ワイルドな一日 2

我が家は動物園、
原住民の生ける知恵

[20日]休止(～6:00)

幻のコーカサスヒョウを探して、
タイガーマン

動物移送大作戦、
捕食者の最終兵器

世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：インド、
世界大自然紀行：トルコ

キラーショット：決定的瞬間、
アニマル・ファイト・クラブ

動物移送大作戦、
捕食者の最終兵器

500

野生動物ビックリ映像集 2アフリカの獣達～壮絶な人生

600

700
アフリカの獣達～壮絶な人生

世界大自然紀行：コロンビア、
世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：インド

700

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！、
シャークマン　巨大ザメ捕獲大

作戦 2、
シャークマン　巨大ザメ捕獲大

作戦 3

シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２、

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３

400

500

800800
ライオン・レンジャー、

幻のコーカサスヒョウを探して、
タイガーマン

600
幻のコーカサスヒョウを探して、

タイガーマン

900

シーザー・ミランのラスベガス・ラ
イブ(4日 ～7：30)、

ピープル・アウト・ゼア(4日 7：30
～)、

ケーシーと野生の楽園、
世界最強のプレデター

900

ジャングル潜入：ネコ科動物を
追え、

アフリカの獣達～壮絶な人生

我が家は動物園、
原住民の生ける知恵

1100

シーザー・ミランのラスベガス・
ライブ(1日 ～15：30)、

ピープル・アウト・ゼア(1日 15：
30～)、

ケーシーと野生の楽園、
世界最強のプレデター

バー教授のクロコダイル調査隊

世界大自然紀行：アゾレス諸島、
世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：インド、
世界大自然紀行：トルコ

1400

幻のコーカサスヒョウを探して、
タイガーマン

我が家は動物園、
原住民の生ける知恵

1100

ケーシーと野生の楽園 2、
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！３、
モンスター・フィッシュを探せ！４

1200

アニマルER　緊急治療の現場、
スゴ腕どうぶつドクター

動物界の意外なお友達 4、
世界の奇妙な生き物たち

怪奇現象Ｘファイル 2
ミッション・クリティカル、

カメラマン vs 凶悪モンスター
Dr.K エキゾチック動物専門医

1230 1230

肉食動物の惑星、
湿地サファリ舞台裏の男たち

ヒトと自然、
ワイルドな一日 2

キラーショット：決定的瞬間、
アニマル・ファイト・クラブ

動物移送大作戦、
捕食者の最終兵器

世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：インド、
世界大自然紀行：トルコ

1500

1200

動物界の意外なお友達 4、
世界の奇妙な生き物たち、

ワイルド・ロシア　雄大な自然と動
物たち

世界大自然紀行：コロンビア、
世界大自然紀行：ハワイ

湿地サファリ舞台裏の男たち 2、
スネーク・シティ

1400

アニマルER　緊急治療の現場、
スゴ腕どうぶつドクター

ヒトと自然

1500

アフリカの獣達～壮絶な人生

ハンター・ハンテッド ２、
ニシキヘビ・ハンター 2、
ハンター・ハンテッド ３、
ハンター・ハンテッド ４

インフォメーション

ジェイクの驚き昆虫記２、
オーストラリアの危険生物、

ワイルド・ベイビー！

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２、
シーザー・ミランの愛犬レスキュー３

ナショジオ　どうぶつ調査団、
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

インフォメーション

ヒトと自然、
ワイルドな一日 2

スゴ腕どうぶつドクター２

ケーシーと野生の楽園、
世界最強のプレデター

ヒトと自然、
ワイルドな一日 2

キラーショット：決定的瞬間、
アニマル・ファイト・クラブ

天才？ワンちゃん性格診断、
天才？ワンちゃん性格診断　ス

ペシャル・エディション、
動物界の意外なお友達 2

天才？ワンちゃん性格診断、
天才？ワンちゃん性格診断
スペシャル・エディション、
動物界の意外なお友達 2
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ワイルド プレミア

1630 1630

世界の大自然 スペシャル ビッグ・キャット スペシャル 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 ビッグ・キャット スペシャル 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 シャーク・サンデー

2230 2230

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

2330 2330

ビッグ・キャット スペシャル 世界の大自然 スペシャル

2430 2430

ビッグ・キャット スペシャル 世界の大自然 スペシャル

2530 2530

2630 2630

2730 2730

シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 2、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦 3

ドッグ アワー

1600

肉食動物の惑星

ピープル・アウト・ゼア、
ヘビの番人

1600

怪奇現象Ｘファイル 2

1700

肉食動物の惑星、
湿地サファリ舞台裏の男たち

我が家は動物園、
原住民の生ける知恵

動物移送大作戦、
捕食者の最終兵器

1700

ヒトと自然、
ワイルドな一日 2

幻のコーカサスヒョウを探して、
タイガーマン

ヒトと自然、
ワイルドな一日 2

ミッション・クリティカル、
カメラマン vs 凶悪モンスター、
生きもの地球大紀行（字幕版)

1800
動物移送大作戦、
捕食者の最終兵器

キラーショット：決定的瞬間、
アニマル・ファイト・クラブ

1800

世界大自然紀行：コロンビア、
世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：インド

アフリカの獣達～壮絶な人生

世界大自然紀行：アゾレス諸
島、

世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：インド、
世界大自然紀行：トルコ

Dr.K エキゾチック動物専門医
ヒトと自然、

ワイルドな一日 2

1900
湿地サファリ舞台裏の男たち

2、
スネーク・シティ

ケーシーと野生の楽園 2、
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！３、
モンスター・フィッシュを探せ！４

シーザー・ミランのラスベガス・
ライブ(7日 ～25：30)、

ピープル・アウト・ゼア(7日 25：
30～)、

ケーシーと野生の楽園、
世界最強のプレデター

獣医ミシェルの日常、
獣医ミシェルの日常 2

2000

デッドリー・ウィークエンド

2000

サバイバルゲーム：熾烈な生存競
争

デッドリー・ゲーム: 生存の
ルール、

危険！オーストラリアの怪物
たち

スゴ腕どうぶつドクター２

1900

世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：インド、
世界大自然紀行：トルコ

2100

獣医ミシェルの日常、
獣医ミシェルの日常 2

アフリカの獣達～壮絶な人生

2100

アニマルER　緊急治療の現場、
スゴ腕どうぶつドクター

世界の奇妙な生き物たち、
ワイルド・ロシア　雄大な自然と

動物たち
怪奇現象Ｘファイル 2

カメラマン vs 凶悪モンスター、
生きもの地球大紀行（字幕版)

Dr.K エキゾチック動物専門医

2200

我が家は動物園、
原住民の生ける知恵

スゴ腕どうぶつドクター２

2200

天才？ワンちゃん性格診断、
動物界の意外なお友達 2

ヒトと自然、
ワイルドな一日 2

幻のコーカサスヒョウを探して、
タイガーマン

幻のコーカサスヒョウを探して、
タイガーマン、

百獣の王ライオン～トップの座を巡
る闘い～

2300

天才？ワンちゃん性格診断　ス
ペシャル・エディション、

動物界の意外なお友達 2、
動物界の意外なお友達 3

世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：インド、
世界大自然紀行：トルコ

アフリカの獣達～壮絶な人生 アフリカの獣達～壮絶な人生

2400 2400

幻のコーカサスヒョウを探して、
タイガーマン

ヒトと自然、
ワイルドな一日 2

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー
２、

シーザー・ミランの愛犬レスキュー
３

2500
我が家は動物園、

原住民の生ける知恵

2500

アフリカの獣達～壮絶な人生
世界大自然紀行：コロンビア、

世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：インド

ハンター・ハンテッド ２、ハンター・ハンテッド ３、
ハンター・ハンテッド ４

[19日]休止(～翌6:00)

2700
肉食動物の惑星、

湿地サファリ舞台裏の男たち

2600
キラーショット：決定的瞬間、

アニマル・ファイト・クラブ

2300

キラーショット：決定的瞬間、
アニマル・ファイト・クラブ

ワイルド プレミア

ケーシーと野生の楽園、
世界最強のプレデター

ミステリー アワー

ニシキヘビ・ハンター 2、
ハンター・ハンテッド ２、
ハンター・ハンテッド ３

野生動物ビックリ映像集 2

世界大自然紀行：ハワイ、
世界大自然紀行：インド、
世界大自然紀行：トルコ

2700

インフォメーション

シーザー・ミランの 愛犬レスキュー２、
シーザー・ミランの愛犬レスキュー３、

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～犬の里親さがします～

ヒトと自然、
ワイルドな一日 2

2600


