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(ET) 月曜日 2018/05/28 火曜日 2018/05/29 水曜日 2018/05/30 木曜日 2018/05/31 金曜日 2018/06/01 土曜日 2018/06/02 日曜日 2018/06/03 (ET)
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Nat Geo Wild 番組表 6月
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17:00 スネーク・シティ「ドクハキコブラ
で失明の危機（HD）」(二)

18:00   【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「アフリカのサバンナ

（HD）」(二)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 最後の砦（HD）」(字)[初]

24:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)[初]

25:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 出来損ないの子（HD）」

(字)[初]

26:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」(字)[初]

27:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)[初]
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19:00世界大自然紀行：インドネシア
「珍獣たちの棲む島（HD）」(二)[初]

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#1 城を守るヒョウ（HD）」(字)

21:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

22:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ヒョウ: 空腹との闘い（HD）」(字)[初]

12:00 動物界の意外なお友達 4「子
犬はインコのお友達（HD）」(二)[初]

13:00 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「アカウミガメ／アオウミガ

メ」(字)[初]
13:30 インフォメーション (日)

14:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「ワニの

奇襲(HD)」(二)[初]

15:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」(二)[初]

16:00 捕食者の失敗「最強軍団の
特訓（HD）」(字)

26:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬猿の仲（HD）」(字)[初]

27:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「亡き親友との絆（HD）」(字)

04:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬が引き裂く人間関係

（HD）」(字)

05:00 ハンター・ハンテッド ４「チンパ
ンジーの脱走」(二)[初]

06:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「アリゲーターの襲撃（HD）」(字)

07:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「ゾウの襲撃（HD）」(字)

08:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「苦情処理（HD）」(二)

09:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#2 究極の殺し屋(HD)」(二)

10:00 アマゾンを行く「甦った大地」
(二)

11:00  【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 4「ミニチュア

ホースの意外なお友達（HD）」
(二)[初]

20:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「ゾウの襲撃（HD）」(字)

21:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「苦情処理（HD）」(二)

22:00 【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「#1

城を守るヒョウ（HD）」(字)[初]

23:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)[初]

24:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「飼い主の影響力（HD）」

(字)[初]

25:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「悪夢のナーニ（HD）」

(字)[初]

14:00 【ワイルド プレミア】
捕食者の最終兵器「狩りの天才たち

（HD）」(字)[初]

15:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グレート・スモーキー山脈国立公園

（HD）」(二)[初]

16:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「動物たちの必殺技（HD）」(二)[初]

17:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#2 タスマニアの珍獣王(HD)」

(二)[初]

18:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(HD)」(二)

19:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「アリゲーターの襲撃（HD）」(字)

09:00 世界を行く！冒険ドライブ「い
ざジャングルへ (HD)」(二)[初]

10:00 激写！野生の驚くべき生態
「クマの死闘(HD)」(二)

11:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」(二)

12:00 野生の楽園「南ジョージア島：
氷のパラダイス」(字)

13:00 ワイルド・ベイビー！「#2 セレン
ゲティのサバイバー術(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

23:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「ゾウの襲撃（HD）」(字)[初]

24:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「苦情処理（HD）」(二)[初]

25:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#2 究極の殺し屋(HD)」

(二)[初]

26:00 アマゾンを行く「甦った大地」
(二)[初]

27:00 捕食者の失敗「最強軍団の
特訓（HD）」(字)[初]

04:00 スネーク・シティ「ドクハキコブラ
で失明の危機（HD）」(二)[初]

05:00 ハンター・ハンテッド ４「森の侵
入者（HD）」(二)[初]

06:00 世界を行く！冒険ドライブ「冬
のヒマラヤ (HD)」(二)[初]

07:00 世界を行く！冒険ドライブ「氷
との戦い (HD)」(二)[初]

08:00 世界を行く！冒険ドライブ「難
路の果てに (HD)」(二)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「クマの

死闘(HD)」(二)[初]

18:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」(二)[初]

19:00 野生の楽園「南ジョージア島：
氷のパラダイス」(字)[初]

20:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「犬が引き裂く人間関係（HD）」

(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
究極の動物カウントダウン「#2 猛毒

(HD)」(二)[初]

22:00 絶体絶命！動物襲撃事件
簿「アリゲーターの襲撃（HD）」

(字)[初]

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「食用
昆虫」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 野生の楽園「イエローストーン:
アメリカの聖地」(字)[初]

15:00 野生の楽園「コスタリカ: ピュア
ライフの地」(字)[初]

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ナショジオ　どうぶつ調査団
「オットセイ」(二)[初]

04:00 人間とチンパンジー：DNA２％
の相違（HD）(二)[初]

06:00 猿の王国「王の衝突（HD）」
(字)[初]

07:00 猿の王国「骨肉の争い（HD）」
(字)[初]

08:00 ストーム・キャット：嵐の中で
（HD）(二)[初]

09:00 スーパーキャット・プロジェクト
（HD）(字)[初]

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「フライング・スネー
ク」(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「亡き親友との絆（HD）」

(字)[初]

12:00 究極の動物カウントダウン「#1
凶器(HD)」(二)[初]
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秘 秘一挙放送！アフリカの獣達～壮絶な人生
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(ET) 月曜日 2018/06/04 火曜日 2018/06/05 水曜日 2018/06/06 木曜日 2018/06/07 金曜日 2018/06/08 土曜日 2018/06/09 日曜日 2018/06/10 (ET)
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04:00 捕食者の失敗「最強軍団の
特訓（HD）」(字)

05:00 スネーク・シティ「ドクハキコブラ
で失明の危機（HD）」(二)

06:00 野生の楽園「イエローストーン:
アメリカの聖地」(字)

07:00 野生の楽園「コスタリカ: ピュア
ライフの地」(字)

08:00 動物界の意外なお友達 4「ミ
ニチュアホースの意外なお友達

（HD）」(二)

09:00 動物界の意外なお友達 4「子
犬はインコのお友達（HD）」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「ハブの名誉」
(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬が引き裂く人間関係

（HD）」(字)

12:00 捕食者の最終兵器「狩りの天
才たち（HD）」(字)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「毒
液」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#1 城を守るヒョウ（HD）」(字)

15:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「シ
ロナガスクジラ」(二)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「クマの

死闘(HD)」(二)

18:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」(二)

19:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）(二)[初]

20:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの愛犬レスキュー３

「愛犬に嫌われたコメディアン（HD）」
(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
捕食者の最終兵器「大人になるため

の本能（HD）」(字)[初]

22:00  【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 4「動物界
のモダン・ファミリー（HD）」(二)[初]

23:00 動物界の意外なお友達 4「カ
モとネコのおもしろトリオ（HD）」

(二)[初]

24:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」(字)[初]

25:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル「#1 モントークの

怪物(HD)」(二)[初]

27:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「予期せぬ攻撃(HD)」(二)[初]

04:00 ワイルドな一日「アフリカのサバ
ンナ（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「珍獣たちの棲む島（HD）」(二)

06:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#1 城を守るヒョウ（HD）」(字)

07:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

08:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル「#1 モントークの

怪物(HD)」(二)

09:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「予期せぬ攻撃(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「突然変異！？タ
イガー・スネーク」(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「愛犬に嫌われたコメディアン

（HD）」(字)

12:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「グレート・スモーキー山脈国立公園

（HD）」(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「実
験」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#2 究極の殺し屋(HD)」(二)

15:00 アマゾンを行く「甦った大地」
(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ト
ラ」(二)[初]

17:00 捕食者の失敗「計算高き殺し
屋（HD）」(字)[初]

18:00 スネーク・シティ「怪物ブラックマ
ンバとの死闘（HD）」(二)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ「サバン
ナの決闘（HD）」(字)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー

ド（HD）」(字)[初]

21:00 ナミブ砂漠の野生馬（HD）
(二)[初]

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「アフリカのサバンナ

（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「珍獣たちの棲む島（HD）」(二)

24:00 【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「#1

城を守るヒョウ（HD）」(字)

25:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

26:00 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサ
スの巨大なクモの巣(HD)」(二)[初]

27:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「暴走動物(HD)」(二)[初]

04:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#2 究極の殺し屋(HD)」(二)

05:00 アマゾンを行く「甦った大地」
(二)

06:00 激写！野生の驚くべき生態
「クマの死闘(HD)」(二)

07:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサ
スの巨大なクモの巣(HD)」(二)

09:00 世界の奇妙な生き物たち 3
「暴走動物(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 ヘビの番人「共食いするマム
シ」(字)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー

ド（HD）」(字)

12:00 アフリカ～驚くべき種の進化～
「動物たちの必殺技（HD）」(二)

13:00 ジェイクの驚き昆虫記２「ジャン
グル」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 捕食者の失敗「計算高き殺し
屋（HD）」(字)

15:00 スネーク・シティ「怪物ブラックマ
ンバとの死闘（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ク
マ」(二)[初]

17:00 【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「#1

城を守るヒョウ（HD）」(字)

18:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリ
カ闘争劇（HD）」(字)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬（HD）」

(字)[初]

21:00 アフリカ：天性の殺し屋「バトル
ロイヤル（HD）」(二)[初]

22:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#3 究極の生き残り術(HD)」

(二)[初]

23:00 アマゾンを行く「ビッグトップ」
(二)[初]

24:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「クマの

死闘(HD)」(二)

25:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」(二)

26:00 怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発
するヒキガエル(HD)」(二)[初]

27:00 ゴリラ　ミステリー (HD)(二)[初]

04:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#1 城を守るヒョウ（HD）」(字)

05:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

06:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」(字)

07:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」(字)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発
するヒキガエル(HD)」(二)

09:00 ゴリラ　ミステリー (HD)(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 スリル満点！究極の地「ブリ
ティッシュコロンビア（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬（HD）」(字)

12:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#2 タスマニアの珍獣王(HD)」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「コスタリカ・パート１」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 ワイルドな一日「アフリカのサバ
ンナ（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「珍獣たちの棲む島（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「ザ
トウクジラ」(二)[初]

17:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#3 究極の生き残り術(HD)」

(二)

18:00 アマゾンを行く「ビッグトップ」
(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」(字)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「戦地生まれの問題犬

（HD）」(字)[初]

21:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#3 南アフリカの不気味５大動物

(HD)」(二)[初]

22:00 【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「#1

城を守るヒョウ（HD）」(字)

23:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

24:00 野生の楽園「イエローストーン:
アメリカの聖地」(字)

25:00 野生の楽園「コスタリカ: ピュア
ライフの地」(字)

26:00 ハンター・ハンテッド ４「クマ研
究者の死」(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ４「サイの
突進（HD）」(二)[初]

04:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 新しい命（HD）」(字)

05:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 出来損ないの子（HD）」

(字)

06:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ライオン: 若く熱き血（HD）」(字)

07:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
「ハイエナ: 生き残りを懸けて（HD）」

(字)

08:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#1 城を守るヒョウ（HD）」(字)

09:00 二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで (HD)(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 スリル満点！究極の地「ユタ
（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「戦地生まれの問題犬

（HD）」(字)

12:00 究極の動物カウントダウン「#2
猛毒(HD)」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「インド・パート１」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」(字)

15:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ナショジオ　どうぶつ調査団「カ
メ」(二)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「アフリカのサバンナ

（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「珍獣たちの棲む島（HD）」(二)

19:00 野生の楽園「キャニオンランズ:
アメリカ西部の荒れた大地」(字)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「家畜荒らしの牧場犬

（HD）」(字)[初]

21:00 究極の動物カウントダウン「#3
群れ(HD)」(二)[初]

22:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ニシキヘビ:呼吸器疾患（HD）」

(字)[初]

23:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ホワイトタイガー:腹腔鏡手術

（HD）」(字)[初]

24:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「ペットを虐待から守れ！（HD）」

(二)[初]

25:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#3 究極の生き残り術(HD)」

(二)

26:00 アマゾンを行く「ビッグトップ」
(二)

27:00 捕食者の失敗「計算高き殺し
屋（HD）」(字)

04:00 スネーク・シティ「怪物ブラックマ
ンバとの死闘（HD）」(二)

05:00 ハンター・ハンテッド ４「クマ研
究者の死」(二)

06:00 元祖アニマル・ファイト・クラブ
（HD）(二)

07:00 アニマル・ファイト・クラブ「サバン
ナの決闘（HD）」(字)

08:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリ
カ闘争劇（HD）」(字)

09:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」(字)

10:00 ワイルドな一日「アフリカのサバ
ンナ（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「珍獣たちの棲む島（HD）」(二)

12:00 野生の楽園「キャニオンランズ:
アメリカ西部の荒れた大地」(字)

13:00 ワイルド・ベイビー！「#3 動物
園での大冒険(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 【ワイルド プレミア】
捕食者の最終兵器「大人になるため

の本能（HD）」(字)

15:00 ナミブ砂漠の野生馬（HD）
(二)

16:00 アフリカ：天性の殺し屋「バトル
ロイヤル（HD）」(二)

17:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#3 南アフリカの不気味５大動物

(HD)」(二)

18:00 究極の動物カウントダウン「#3
群れ(HD)」(二)

19:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ニシキヘビ:呼吸器疾患（HD）」(字)

20:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ホワイトタイガー:腹腔鏡手術

（HD）」(字)

21:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「ペットを虐待から守れ！（HD）」(二)

22:00 【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「#2

地獄の楽園（HD）」(字)[初]

23:00 【新】アフリカの獣達～壮絶な
人生 2「ヒョウ: 若き女王（HD）」

(字)[初]

24:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「愛犬に嫌われたコメディアン

（HD）」(字)

25:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー

ド（HD）」(字)

26:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ブタvs極悪犬（HD）」(字)

27:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「戦地生まれの問題犬

（HD）」(字)

04:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「家畜荒らしの牧場犬

（HD）」(字)

05:00 ハンター・ハンテッド ４「サイの
突進（HD）」(二)

06:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ニシキヘビ:呼吸器疾患（HD）」(字)

07:00 アニマルER　緊急治療の現場
「ホワイトタイガー:腹腔鏡手術

（HD）」(字)

08:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「ペットを虐待から守れ！（HD）」(二)

09:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#3 究極の生き残り術(HD)」

(二)

10:00 アマゾンを行く「ビッグトップ」
(二)

11:00  【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 4「動物界

のモダン・ファミリー（HD）」(二)

12:00 動物界の意外なお友達 4「カ
モとネコのおもしろトリオ（HD）」(二)

13:00 野生動物捜査班「#1 グリーン
に現れたゴースト(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00  【世界の大自然 スペシャル】
激写！野生の驚くべき生態「クマの

死闘(HD)」(二)

25:00 愉快なアニマル・セルフィー
（HD）(二)[初]

26:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「ロストワールド（HD）」(二)

16:00 捕食者の失敗「計算高き殺し
屋（HD）」(字)

17:00 スネーク・シティ「怪物ブラックマ
ンバとの死闘（HD）」(二)

18:00   【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「チリのアタカマ砂漠

（HD）」(二)[初]

19:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」

(二)[初]

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#2 地獄の楽園（HD）」(字)

16
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10

27:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」(二)

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ヒョウ: 若き女王（HD）」(字)

22:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「マダガスカルのシファカ（HD）」

(二)[初]

23:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「カメルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)[初]

24:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)[初]
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秘秘 フォトジェニックな動物達
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04:00 捕食者の失敗「計算高き殺し
屋（HD）」(字)

05:00 スネーク・シティ「怪物ブラックマ
ンバとの死闘（HD）」(二)

06:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」(字)

07:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」(字)

08:00 動物界の意外なお友達 4「動
物界のモダン・ファミリー（HD）」(二)

09:00 動物界の意外なお友達 4「カ
モとネコのおもしろトリオ（HD）」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 スリル満点！究極の地「メキシ
コ（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「家畜荒らしの牧場犬

（HD）」(字)

12:00 捕食者の最終兵器「大人に
なるための本能（HD）」(字)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「フロリダ・パート１」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#2 地獄の楽園（HD）」(字)

15:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ヒョウ: 若き女王（HD）」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「デスアダー・デュ
エット」(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「アフリカのサバンナ

（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「珍獣たちの棲む島（HD）」(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新
大陸の猛者（HD）」(字)[初]

20:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの愛犬レスキュー３

「船の上に暮らす犬（HD）」(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
捕食者の最終兵器「繁殖の本能

（HD）」(字)[初]

22:00  【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 4「ライオンと

トラの共同生活（HD）」(二)[初]

23:00 動物界の意外なお友達 4「犬
とアライグマの友情（HD）」(二)[初]

24:00 野生の楽園「バンダウガル：イ
ンド、トラの聖地」(字)[初]

25:00 野生の楽園「 ビッグ・サー: カリ
フォルニアの大自然」(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ赤な血

の雨(HD)」(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」(二)

04:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」(二)

06:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#2 地獄の楽園（HD）」(字)

07:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ヒョウ: 若き女王（HD）」(字)

08:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ赤な血

の雨(HD)」(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#1 モン
トークの怪物(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 スリル満点！究極の地「ジャク
ソンホール（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「船の上に暮らす犬（HD）」

(字)

12:00 ナミブ砂漠の野生馬（HD）
(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「マラウイ」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#3 究極の生き残り術(HD)」

(二)

15:00 アマゾンを行く「ビッグトップ」
(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「幸運の牙」
(字)[初]

17:00 捕食者の失敗「海のハンター
たち（HD）」(字)[初]

18:00 肉食動物の惑星「シロクマ（Ｈ
Ｄ）」(二)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」(字)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「音を怖がる逃走犬（HD）」

(字)[初]

21:00 【新】ロシア：サンクト・ペテルブ
ルグ（HD）(字)[初]

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「チリのアタカマ砂漠

（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」(二)

24:00 【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「#2

地獄の楽園（HD）」(字)

25:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ヒョウ: 若き女王（HD）」(字)

26:00 怪奇現象Ｘファイル「#5 エイリ
アンの侵略(HD)」(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサ
スの巨大なクモの巣(HD)」(二)

04:00 動物王国：驚異のスーパーパ
ワー「#3 究極の生き残り術(HD)」

(二)

05:00 アマゾンを行く「ビッグトップ」
(二)

06:00 ワイルドな一日「アフリカのサバ
ンナ（HD）」(二)

07:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「珍獣たちの棲む島（HD）」(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#5 エイリ
アンの侵略(HD)」(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#2 テキサ
スの巨大なクモの巣(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 スリル満点！究極の地「アルプ
ス（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「音を怖がる逃走犬（HD）」

(字)

12:00 アフリカ：天性の殺し屋「バトル
ロイヤル（HD）」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「ベリーズ」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 捕食者の失敗「海のハンター
たち（HD）」(字)

15:00 肉食動物の惑星「シロクマ（Ｈ
Ｄ）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「オズへの冒険旅
行」(字)[初]

17:00 【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「#2

地獄の楽園（HD）」(字)

18:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ヒョウ: 若き女王（HD）」(字)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒
れる熱帯地（HD）」(字)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬の殺処分を減らすため

（HD）」(字)[初]

21:00 アフリカ：天性の殺し屋「水中
の決闘（HD）」(二)[初]

22:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第一章：移動するために生まれ

て(HD)」(字)[初]

23:00 捕食生物の隠れた生態「水
中の捕食者(HD)」(二)[初]

24:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「アフリカのサバンナ

（HD）」(二)

25:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「珍獣たちの棲む島（HD）」(二)

26:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を
食べるナマズ(HD)」(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発
するヒキガエル(HD)」(二)

04:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#2 地獄の楽園（HD）」(字)

05:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ヒョウ: 若き女王（HD）」(字)

06:00 野生の楽園「バンダウガル：イ
ンド、トラの聖地」(字)

07:00 野生の楽園「 ビッグ・サー: カリ
フォルニアの大自然」(字)

08:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を
食べるナマズ(HD)」(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#3 爆発
するヒキガエル(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 スリル満点！究極の地「ノル
ウェー（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬の殺処分を減らすため

（HD）」(字)

12:00 世界をめぐる！珍獣ハンター
「#3 南アフリカの不気味５大動物

(HD)」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「コスタリカ・パート２」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「ヘビを救う者」
(字)[初]

17:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第一章：移動するために生まれ

て(HD)」(字)

18:00 捕食生物の隠れた生態「水
中の捕食者(HD)」(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空
や海底の決闘場（HD）」(字)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ピットブルは更生中（HD）」

(字)[初]

21:00 野生動物ビックリ映像集「野
生界の無秩序（HD）」(字)[初]

22:00 【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「#2

地獄の楽園（HD）」(字)

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ヒョウ: 若き女王（HD）」(字)

24:00 野生の楽園「タスマニア: 原始
の楽園」(字)

25:00 野生の楽園「グレーシャー: アラ
スカ、大自然の海岸」(字)

26:00 ハンター・ハンテッド ４「ドラゴン
のアゴ（HD）」(二)[初]

27:00 ハンター・ハンテッド ４「北極で
の襲撃（HD）」(二)[初]

04:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「マダガスカルのシファカ（HD）」(二)

05:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「カメルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」

(二)

06:00 PHOTO ARK：動物の箱舟
「ニュージーランドのキーウィ（HD）」

(二)

07:00 愉快なアニマル・セルフィー
（HD）(二)

08:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#2 地獄の楽園（HD）」(字)

09:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ヒョウ: 若き女王（HD）」(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 スリル満点！究極の地「ニュー
ジーランド（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ピットブルは更生中（HD）」

(字)

12:00 究極の動物カウントダウン「#3
群れ(HD)」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「インド・パート２」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 野生の楽園「バンダウガル：イ
ンド、トラの聖地」(字)

15:00 野生の楽園「 ビッグ・サー: カリ
フォルニアの大自然」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「ヒシモンガラガラヘ
ビ」(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「チリのアタカマ砂漠

（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」(二)

19:00 野生の楽園「パラオ：太平洋
のパラダイス」(字)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「凶暴で危険なジャーマン･

シェパード（HD）」(字)[初]

21:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」(二)[初]

22:00 アニマルER　緊急治療の現場
「犬:義足の必要性（HD）」(字)[初]

23:00 アニマルER　緊急治療の現場
「猫:噛み砕かれた顎（HD）」(字)[初]

24:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「悪徳ブリーダー（HD）」(二)[初]

25:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第一章：移動するために生まれ

て(HD)」(字)

26:00 捕食生物の隠れた生態「水
中の捕食者(HD)」(二)

27:00 捕食者の失敗「海のハンター
たち（HD）」(字)

04:00 肉食動物の惑星「シロクマ（Ｈ
Ｄ）」(二)

05:00 ハンター・ハンテッド ４「ドラゴン
のアゴ（HD）」(二)

06:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新
大陸の猛者（HD）」(字)

07:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」(字)

08:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒
れる熱帯地（HD）」(字)

09:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空
や海底の決闘場（HD）」(字)

10:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」(二)

12:00 野生の楽園「パラオ：太平洋
のパラダイス」(字)

13:00 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「巨大クロコダイル（HD）」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 【ワイルド プレミア】
捕食者の最終兵器「繁殖の本能

（HD）」(字)

15:00 ロシア：サンクト・ペテルブルグ
（HD）(字)

16:00 アフリカ：天性の殺し屋「水中
の決闘（HD）」(二)

17:00 野生動物ビックリ映像集「野
生界の無秩序（HD）」(字)

18:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」(二)

19:00 アニマルER　緊急治療の現場
「犬:義足の必要性（HD）」(字)

20:00 アニマルER　緊急治療の現場
「猫:噛み砕かれた顎（HD）」(字)

21:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「悪徳ブリーダー（HD）」(二)

22:00 【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「#3

失脚の恐怖（HD）」(字)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命（HD）」

(字)[初]

24:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「船の上に暮らす犬（HD）」

(字)

25:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「音を怖がる逃走犬（HD）」

(字)

26:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬の殺処分を減らすため

（HD）」(字)

27:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「ピットブルは更生中（HD）」

(字)

04:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「凶暴で危険なジャーマン･

シェパード（HD）」(字)

05:00 ハンター・ハンテッド ４「北極で
の襲撃（HD）」(二)

06:00 アニマルER　緊急治療の現場
「犬:義足の必要性（HD）」(字)

07:00 アニマルER　緊急治療の現場
「猫:噛み砕かれた顎（HD）」(字)

08:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「悪徳ブリーダー（HD）」(二)

09:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第一章：移動するために生まれ

て(HD)」(字)

10:00 捕食生物の隠れた生態「水
中の捕食者(HD)」(二)

11:00  【キュート・アワー】
動物界の意外なお友達 4「ライオンと

トラの共同生活（HD）」(二)

12:00 動物界の意外なお友達 4「犬
とアライグマの友情（HD）」(二)

13:00 野生動物捜査班「#2 屋敷の
怪物(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「アフリカのサバンナ

（HD）」(二)

25:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち「カフカース山脈のバイソン

（ＨＤ）」(二)[初]

26:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち「アムールヒョウと秘密の森

（ＨＤ）」(二)[初]

15:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「珍獣たちの棲む島（HD）」(二)

16:00 捕食者の失敗「海のハンター
たち（HD）」(字)

17:00 肉食動物の惑星「シロクマ（Ｈ
Ｄ）」(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「タスマニア島（HD）」

(二)[初]

19:00  世界大自然紀行：フロリダ
「弱肉強食（HD）」(二)[初]

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#3 失脚の恐怖（HD）」(字)

16

11

12

13

10

27:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち「ヘラジカの旅路（ＨＤ）」

(二)[初]

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命（HD）」(字)

22:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち「シベリアのジャコウジカ（Ｈ

Ｄ）」(二)[初]

23:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち「北極圏の王者（ＨＤ）」

(二)[初]

24:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち「カムチャツカ半島のヒグマ

たち（ＨＤ）」(二)[初]
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04:00 捕食者の失敗「海のハンター
たち（HD）」(字)

05:00 肉食動物の惑星「シロクマ（Ｈ
Ｄ）」(二)

06:00 野生の楽園「バンダウガル：イ
ンド、トラの聖地」(字)

07:00 野生の楽園「 ビッグ・サー: カリ
フォルニアの大自然」(字)

08:00 動物界の意外なお友達 4「ラ
イオンとトラの共同生活（HD）」(二)

09:00 動物界の意外なお友達 4「犬
とアライグマの友情（HD）」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 スリル満点！究極の地「アラス
カ（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「凶暴で危険なジャーマン･

シェパード（HD）」(字)

12:00 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能（HD）」(字)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「フロリダ・パート２」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#3 失脚の恐怖（HD）」(字)

15:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命（HD）」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「ベリーズのボア」
(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「チリのアタカマ砂漠

（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸
の覇権を巡って（HD）」(字)[初]

20:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「最強の頑固者（HD）」(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
捕食者の最終兵器「子育ての本能

（HD）」(字)[初]

22:00  【キュート・アワー】
動物の赤ちゃん物語「森に生まれて

（HD）」(二)[初]

23:00 動物の赤ちゃん物語「海に生
まれて（HD）」(二)[初]

24:00 野生の楽園「北極のオアシス:
カナダ・サウサンプトン島」(字)[初]

25:00 野生の楽園「失われた世界:
ベネズエラ・古代のテピュイ」(字)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル 2「#1 命がけの

散歩(HD)」(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ
赤な血の雨(HD)」(二)

04:00 ワイルドな一日「タスマニア島
（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：フロリダ「弱
肉強食（HD）」(二)

06:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#3 失脚の恐怖（HD）」(字)

07:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命（HD）」(字)

08:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル 2「#1 命がけの

散歩(HD)」(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#4 真っ
赤な血の雨(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 スリル満点！究極の地「中央
アメリカ（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「最強の頑固者（HD）」(字)

12:00 ロシア：サンクト・ペテルブルグ
（HD）(字)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「サウスカロライナ」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第一章：移動するために生まれ

て(HD)」(字)

15:00 捕食生物の隠れた生態「水
中の捕食者(HD)」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「毒蛇バッド・ラッ
プ」(字)[初]

17:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」

(二)[初]

18:00 肉食動物の惑星「ホホジロザ
メ（ＨＤ）」(二)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」(字)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「チワワたちの大騒動（HD）」

(字)[初]

21:00 【新】スペイン：サグラダ・ファミリ
ア（HD）(字)[初]

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「タスマニア島（HD）」

(二)

23:00 世界大自然紀行：フロリダ「弱
肉強食（HD）」(二)

24:00 【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「#3

失脚の恐怖（HD）」(字)

25:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命（HD）」(字)

26:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#2 ク
ルーガー国立公園の殺人鬼(HD)」

(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#5 エイリ
アンの侵略(HD)」(二)

04:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第一章：移動するために生まれ

て(HD)」(字)

05:00 捕食生物の隠れた生態「水
中の捕食者(HD)」(二)

06:00 ワイルドな一日「チリのアタカマ
砂漠（HD）」(二)

07:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#2 ク
ルーガー国立公園の殺人鬼(HD)」

(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#5 エイリ
アンの侵略(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 スリル満点！究極の地「南ア
メリカ（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「チワワたちの大騒動（HD）」

(字)

12:00 アフリカ：天性の殺し屋「水中
の決闘（HD）」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「インド・パート３」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」(二)

15:00 肉食動物の惑星「ホホジロザ
メ（ＨＤ）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「森林の牙」
(字)[初]

17:00 【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「#3

失脚の恐怖（HD）」(字)

18:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命（HD）」(字)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」(二)[初]

20:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「無駄吠えの原因（HD）」

(字)[初]

21:00 アフリカ：天性の殺し屋「決死
の競争（HD）」(二)[初]

22:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第二章：命をつなげるために

(HD)」(字)[初]

23:00 捕食生物の隠れた生態「潜
伏名人(HD)」(二)[初]

24:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「チリのアタカマ砂漠

（HD）」(二)

25:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」(二)

26:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空
から降る魚(HD)」(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を
食べるナマズ(HD)」(二)

04:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#3 失脚の恐怖（HD）」(字)

05:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命（HD）」(字)

06:00 野生の楽園「北極のオアシス:
カナダ・サウサンプトン島」(字)

07:00 野生の楽園「失われた世界:
ベネズエラ・古代のテピュイ」(字)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空
から降る魚(HD)」(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル「#6 鳥を
食べるナマズ(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙な美貌（HD）」(二)[初]

11:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「無駄吠えの原因（HD）」

(字)

12:00 野生動物ビックリ映像集「野
生界の無秩序（HD）」(字)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「メキシコ」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 ワイルドな一日「タスマニア島
（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：フロリダ「弱
肉強食（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「毒の摂取」
(字)[初]

17:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第二章：命をつなげるために

(HD)」(字)

18:00 捕食生物の隠れた生態「潜
伏名人(HD)」(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「アリ
抗争（HD）」(二)[初]

20:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#1 旅の始まり！フィラデルフィアを

訪れて（HD）」(字)[初]

21:00 野生動物ビックリ映像集「衝
撃の危機一髪（HD）」(字)[初]

22:00 【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「#3

失脚の恐怖（HD）」(字)

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命（HD）」(字)

24:00 野生の楽園「バンダウガル：イ
ンド、トラの聖地」(字)

25:00 野生の楽園「 ビッグ・サー: カリ
フォルニアの大自然」(字)

26:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#1 毒
ヘビの脅威(HD)」(二)[初]

27:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#2 ア
マゾンの住人アナコンダ(HD)」

(二)[初]

04:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち「シベリアのジャコウジカ（Ｈ

Ｄ）」(二)

05:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち「北極圏の王者（ＨＤ）」

(二)

06:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち「カムチャツカ半島のヒグマ

たち（ＨＤ）」(二)

07:00 ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち「カフカース山脈のバイソン

（ＨＤ）」(二)

08:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#3 失脚の恐怖（HD）」(字)

09:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命（HD）」(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 摩訶不思議な生き物の世界
「奇妙なサバイバル術（HD）」

(二)[初]
11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#1 旅の始まり！フィラデルフィアを

訪れて（HD）」(字)

12:00 究極の動物カウントダウン「#4
悪臭(HD)」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「ジャマイカ」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 野生の楽園「北極のオアシス:
カナダ・サウサンプトン島」(字)

15:00 野生の楽園「失われた世界:
ベネズエラ・古代のテピュイ」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「海ヘビ」(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「タスマニア島（HD）」

(二)

18:00 世界大自然紀行：フロリダ「弱
肉強食（HD）」(二)

19:00 野生の楽園「カムチャツカ: シベ
リアの氷の半島」(字)[初]

20:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#2 ワシントンD.C.を訪れて

（HD）」(字)[初]

21:00 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」(二)[初]

22:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カンガルー:感染した尻尾（HD）」

(字)[初]

23:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カタフーラレパードドッグ:異物除去

術（HD）」(字)[初]

24:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「闘犬キラー（HD）」(二)[初]

25:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第二章：命をつなげるために

(HD)」(字)

26:00 捕食生物の隠れた生態「潜
伏名人(HD)」(二)

27:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」(二)

04:00 肉食動物の惑星「ホホジロザ
メ（ＨＤ）」(二)

05:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#1 毒
ヘビの脅威(HD)」(二)

06:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸
の覇権を巡って（HD）」(字)

07:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」(字)

08:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」(二)

09:00 アニマル・ファイト・クラブ３「アリ
抗争（HD）」(二)

10:00 ワイルドな一日「タスマニア島
（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：フロリダ「弱
肉強食（HD）」(二)

12:00 野生の楽園「カムチャツカ: シベ
リアの氷の半島」(字)

13:00 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「大牧場に潜むワニ（HD）」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 【ワイルド プレミア】
捕食者の最終兵器「子育ての本能

（HD）」(字)

15:00 スペイン：サグラダ・ファミリア
（HD）(字)

16:00 アフリカ：天性の殺し屋「決死
の競争（HD）」(二)

17:00 野生動物ビックリ映像集「衝
撃の危機一髪（HD）」(字)

18:00 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」(二)

19:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カンガルー:感染した尻尾（HD）」

(字)

20:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カタフーラレパードドッグ:異物除去

術（HD）」(字)

21:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「闘犬キラー（HD）」(二)

22:00 【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「#4

女王の苦悩（HD）」(字)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王（HD）」

(字)[初]

24:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「最強の頑固者（HD）」(字)

25:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「チワワたちの大騒動（HD）」

(字)

26:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「無駄吠えの原因（HD）」

(字)

27:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#1 旅の始まり！フィラデルフィアを

訪れて（HD）」(字)

04:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#2 ワシントンD.C.を訪れて

（HD）」(字)

05:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#2 ア
マゾンの住人アナコンダ(HD)」(二)

06:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カンガルー:感染した尻尾（HD）」

(字)

07:00 アニマルER　緊急治療の現場
「カタフーラレパードドッグ:異物除去

術（HD）」(字)

08:00 バイク野郎の動物レスキュー隊
「闘犬キラー（HD）」(二)

09:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第二章：命をつなげるために

(HD)」(字)

10:00 捕食生物の隠れた生態「潜
伏名人(HD)」(二)

11:00  【キュート・アワー】
動物の赤ちゃん物語「森に生まれて

（HD）」(二)

12:00 動物の赤ちゃん物語「海に生
まれて（HD）」(二)

13:00 野生動物捜査班「#3 呪われ
た森(HD)」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「チリのアタカマ砂漠

（HD）」(二)

25:00 野生ハンター 驚異の能力「小
さなハンター（HD）」(二)[初]

26:00 ワイルドな一日「番外編：南
極大陸（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：インドネシ
ア「コモドオオトカゲの土地（HD）」(二)

16:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」(二)

17:00 肉食動物の惑星「ホホジロザ
メ（ＨＤ）」(二)

18:00 【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「番外編：南極大陸

（HD）」(二)[初]

19:00  世界大自然紀行：フロリダ
「海辺の生物（HD）」(二)[初]

20:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#4 女王の苦悩（HD）」(字)

16

11
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13

10

27:00 世界大自然紀行：フロリダ「海
辺の生物（HD）」(二)

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王（HD）」(字)

22:00 【新】ハダカデバネズミ：不老長
寿の秘密（HD）(二)[初]

23:00 謎めいたナマケグマの生態
(HD)(二)[初]

24:00 アフリカゾウ:生存を懸けた進化
（HD）(字)[初]
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04:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「縄張り争いの掟（HD）」(二)

05:00 肉食動物の惑星「ホホジロザ
メ（ＨＤ）」(二)

06:00 野生の楽園「北極のオアシス:
カナダ・サウサンプトン島」(字)

07:00 野生の楽園「失われた世界:
ベネズエラ・古代のテピュイ」(字)

08:00 動物の赤ちゃん物語「森に生
まれて（HD）」(二)

09:00 動物の赤ちゃん物語「海に生
まれて（HD）」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「ザトウクジラ」(字)[初]

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#2 ワシントンD.C.を訪れて

（HD）」(字)

12:00 捕食者の最終兵器「子育て
の本能（HD）」(字)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「ニカラグア」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#4 女王の苦悩（HD）」(字)

15:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王（HD）」(字)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「海に生息する蛇
たち」(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「タスマニア島（HD）」

(二)

18:00 世界大自然紀行：フロリダ「弱
肉強食（HD）」(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「縄
張り争い（HD）」(二)[初]

20:00 【ドッグ アワー】
シーザー・ミラン横断記：犬との絆「#3

シカゴを訪れて（HD）」(字)[初]

21:00 【ワイルド プレミア】
捕食者の最終兵器「サバイバルの本

能（HD）」(字)[初]

22:00  【キュート・アワー】
動物の赤ちゃん物語「サバンナに生ま

れて（HD）」(二)[初]

23:00 動物の赤ちゃん物語「氷の世
界に生まれて（HD）」(二)[初]

24:00 地球の巨大生物TOP10
（HD）(二)[初]

26:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル 2「#4 ワニの大

量死(HD)」(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#1 命
がけの散歩(HD)」(二)

04:00 ワイルドな一日「番外編：南
極大陸（HD）」(二)

05:00 世界大自然紀行：フロリダ「海
辺の生物（HD）」(二)

06:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#4 女王の苦悩（HD）」(字)

07:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王（HD）」(字)

08:00 【ミステリー アワー】
怪奇現象Ｘファイル 2「#4 ワニの大

量死(HD)」(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#1 命
がけの散歩(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「コモリザメ」(字)[初]

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#3 シカゴを訪れて（HD）」(字)

12:00 スペイン：サグラダ・ファミリア
（HD）(字)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「インド・パート４」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第二章：命をつなげるために

(HD)」(字)

15:00 捕食生物の隠れた生態「潜
伏名人(HD)」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「ガラガラヘビがゆ
く」(字)[初]

17:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「自然界の伝達手段（HD）」

(二)[初]

18:00 肉食動物の惑星「ライオン（Ｈ
Ｄ）」(二)[初]

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「巨
大動物たちのバトル（HD）」(二)[初]

20:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#4 セントルイスを訪れて（HD）」

(字)[初]

21:00 【新】ブラジル：アマゾンの熱帯
雨林（HD）(字)[初]

22:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「番外編：南極大陸

（HD）」(二)

23:00 世界大自然紀行：フロリダ「海
辺の生物（HD）」(二)

24:00 【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「#4

女王の苦悩（HD）」(字)

25:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王（HD）」(字)

26:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#5 絶
滅した猛獣の復活(HD)」(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#2 ク
ルーガー国立公園の殺人鬼(HD)」

(二)

04:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第二章：命をつなげるために

(HD)」(字)

05:00 捕食生物の隠れた生態「潜
伏名人(HD)」(二)

06:00 ワイルドな一日「タスマニア島
（HD）」(二)

07:00 世界大自然紀行：フロリダ「弱
肉強食（HD）」(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#5 絶
滅した猛獣の復活(HD)」(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#2 ク
ルーガー国立公園の殺人鬼(HD)」

(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「モンクアザラシ」(字)[初]

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#4 セントルイスを訪れて（HD）」

(字)

12:00 アフリカ：天性の殺し屋「決死
の競争（HD）」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「ブラジル・パート１」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「自然界の伝達手段（HD）」

(二)

15:00 肉食動物の惑星「ライオン（Ｈ
Ｄ）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「マレーシア・ミッショ
ン」(字)[初]

17:00 【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「#4

女王の苦悩（HD）」(字)

18:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王（HD）」(字)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ルー
ルなき戦い（HD）」(二)[初]

20:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#5 サンディエゴを訪れて（HD）」

(字)[初]

21:00 【新】ソノラ砂漠：独特な自然
の命「海に囲まれた砂漠（HD）」

(二)[初]

22:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第三章：生き残りをかけて(HD)」

(字)[初]

23:00 捕食生物の隠れた生態「弱
者の苦悩(HD)」(二)[初]

24:00 【世界の大自然 スペシャル】
 ワイルドな一日「タスマニア島（HD）」

(二)

25:00 世界大自然紀行：フロリダ「弱
肉強食（HD）」(二)

26:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#6 空
飛ぶトナカイ(HD)」(二)[初]

27:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空
から降る魚(HD)」(二)

04:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#4 女王の苦悩（HD）」(字)

05:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王（HD）」(字)

06:00 地球の巨大生物TOP10
（HD）(二)

08:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#6 空
飛ぶトナカイ(HD)」(二)

09:00 怪奇現象Ｘファイル 2「#3 空
から降る魚(HD)」(二)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「コウテイペンギン」(字)[初]

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#5 サンディエゴを訪れて（HD）」

(字)

12:00 野生動物ビックリ映像集「衝
撃の危機一髪（HD）」(字)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「ギアナ」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 ワイルドな一日「番外編：南
極大陸（HD）」(二)

15:00 世界大自然紀行：フロリダ「海
辺の生物（HD）」(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「恐怖のタイパン」
(字)[初]

17:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第三章：生き残りをかけて(HD)」

(字)

18:00 捕食生物の隠れた生態「弱
者の苦悩(HD)」(二)

19:00 アニマル・ファイト・クラブ３「極
寒の森の熱き闘い（HD）」(二)[初]

20:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#6 サンフランシスコを訪れて

（HD）」(字)[初]

21:00 野生動物ビックリ映像集「奇
襲攻撃（HD）」(字)[初]

22:00 【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「#4

女王の苦悩（HD）」(字)

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王（HD）」(字)

24:00 野生の楽園「北極のオアシス:
カナダ・サウサンプトン島」(字)

25:00 野生の楽園「失われた世界:
ベネズエラ・古代のテピュイ」(字)

26:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#3 ア
ナコンダを求めて(HD)」(二)[初]

27:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#4 増
殖するガラガラヘビ(HD)」(二)[初]

04:00 ハダカデバネズミ：不老長寿の
秘密（HD）(二)

05:00 謎めいたナマケグマの生態
(HD)(二)

06:00 アフリカゾウ:生存を懸けた進化
（HD）(字)

07:00 野生ハンター 驚異の能力「小
さなハンター（HD）」(二)

08:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#4 女王の苦悩（HD）」(字)

09:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王（HD）」(字)

10:00 インフォメーション (日)

10:30 クリッターカム：野生動物のカメ
ラアングル「オサガメ」(字)[初]

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#6 サンフランシスコを訪れて

（HD）」(字)

12:00 究極の動物カウントダウン「#5
戦士(HD)」(二)

13:00 バー教授のクロコダイル調査隊
「ブラジル・パート２」(字)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 地球の巨大生物TOP10
（HD）(二)

16:00 インフォメーション (日)

16:30 ヘビの番人「ヘビの王を救え」
(字)[初]

17:00  【世界の大自然 スペシャル】
ワイルドな一日「番外編：南極大陸

（HD）」(二)

18:00 世界大自然紀行：フロリダ「海
辺の生物（HD）」(二)

19:00 野生の楽園「ンゴロンゴロ: アフ
リカの巨大クレーター」(字)[初]

20:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#7 ロサンゼルスを訪れて（HD）」

(字)[初]

21:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(HD)」(二)[初]

22:00 天才？ワンちゃん性格診断
「愛犬とのコミュニケーション（HD）」

(二)[初]

23:00 獣医ミシェルの日常「ワシを大
空へ（HD）」(字)[初]

24:00 獣医ミシェルの日常「怒れる
ジャコウウシ（HD）」(字)[初]

25:00 生きもの地球大紀行(字幕
版)「第三章：生き残りをかけて(HD)」

(字)

26:00 捕食生物の隠れた生態「弱
者の苦悩(HD)」(二)

27:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争「自然界の伝達手段（HD）」

(二)

04:00 肉食動物の惑星「ライオン（Ｈ
Ｄ）」(二)

05:00 ニシキヘビ・ハンター 2 「#3 ア
ナコンダを求めて(HD)」(二)

06:00 アニマル・ファイト・クラブ３「縄
張り争い（HD）」(二)

07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「巨
大動物たちのバトル（HD）」(二)

08:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ルー
ルなき戦い（HD）」(二)

09:00 アニマル・ファイト・クラブ３「極
寒の森の熱き闘い（HD）」(二)

10:00 ワイルドな一日「番外編：南
極大陸（HD）」(二)

11:00 世界大自然紀行：フロリダ「海
辺の生物（HD）」(二)

12:00 野生の楽園「ンゴロンゴロ: アフ
リカの巨大クレーター」(字)

13:00 ジャングルで戦うレスキュー隊 2
「ワニ狩り48時・前編（HD）」(二)[初]

13:30 インフォメーション (日)

14:00 【ワイルド プレミア】
捕食者の最終兵器「サバイバルの本

能（HD）」(字)

15:00 ブラジル：アマゾンの熱帯雨林
（HD）(字)

16:00 ソノラ砂漠：独特な自然の命
「海に囲まれた砂漠（HD）」(二)

17:00 野生動物ビックリ映像集「奇
襲攻撃（HD）」(字)

18:00 究極の動物カウントダウン「#6
命知らず(HD)」(二)

19:00 天才？ワンちゃん性格診断
「愛犬とのコミュニケーション（HD）」

(二)

20:00 獣医ミシェルの日常「ワシを大
空へ（HD）」(字)

11

12

27:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#6 サンフランシスコを訪れて

（HD）」(字)

21:00 獣医ミシェルの日常「怒れる
ジャコウウシ（HD）」(字)

22:00 【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「#5

牙を剥く反逆者（HD）」(字)[初]

23:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ハイエナ：放浪の旅路（HD）」

(字)[初]

24:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#3 シカゴを訪れて（HD）」(字)

25:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#4 セントルイスを訪れて（HD）」

(字)

26:00 シーザー・ミラン横断記：犬との
絆「#5 サンディエゴを訪れて（HD）」

(字)
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