
Nat Geo Wild 番組表 6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
ワイルド・ベイビー！、

ジャングルで戦うレスキュー隊 2

クリッターカム：野生動物のカ
メラアングル、

野生動物捜査班
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

1500
二匹の軌跡～ウンピョウが野生

に帰るまで、
アフリカの獣達～壮絶な人生 2

アマゾンを行く、
捕食生物の隠れた生態

スネーク・シティ、
肉食動物の惑星

世界大自然紀行：インドネシア、
世界大自然紀行：フロリダ

1500
アメリカ～国立公園を巡る旅、

ナミブ砂漠の野生馬、
ロシア：サンクト・ペテルブルグ、
スペイン：サグラダ・ファミリア、
ブラジル：アマゾンの熱帯雨林

世界大自然紀行：北アメリカ、
世界大自然紀行：インドネシア

1400

サベージ・キングダム:残酷の王
国

動物王国：驚異のスーパーパ
ワー、

生きもの地球大紀行（字幕版)

捕食者の失敗、
サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争
ワイルドな一日

1400

捕食者の最終兵器
激写！野生の驚くべき生態、

ワイルドな一日

激写！野生の驚くべき生態、
ワイルドな一日

アマゾンを行く、
捕食生物の隠れた生態

1100

世界大自然紀行：インドネシア、
世界大自然紀行：フロリダ

1200

捕食者の最終兵器

野生の楽園、
地球の巨大生物TOP10

900

スーパーキャット・プロジェクト、
二匹の軌跡～ウンピョウが野生

に帰るまで、
アフリカの獣達～壮絶な人生 2

動物王国：驚異のスーパーパ
ワー、

生きもの地球大紀行（字幕版)

900
怪奇現象Ｘファイル、世界の奇妙な生き物たち 3、

ゴリラ　ミステリー、怪奇現象Ｘファイル 2

1100

アメリカ～国立公園を巡る旅、
ナミブ砂漠の野生馬、

ロシア：サンクト・ペテルブルグ、
スペイン：サグラダ・ファミリア

アフリカ～驚くべき種の進化
～、

アフリカ：天性の殺し屋

インフォメーション

ジェイクの驚き昆虫記２、
バー教授のクロコダイル調査隊

800
ストーム・キャット：嵐の中で、

サベージ・キングダム:残酷の王
国

バイク野郎の動物レスキュー
隊

800

ミステリー アワー

世界をめぐる！珍獣ハンター、
野生動物ビックリ映像集

究極の動物カウントダウン 野生の楽園

シーザー・ミランの愛犬レスキュー３、
シーザー・ミラン横断記：犬との絆

動物界の意外なお友達 4、
動物の赤ちゃん物語

600

700 二匹の軌跡～ウンピョウが野生
に帰るまで、

アフリカの獣達～壮絶な人生 2

世界大自然紀行：インドネシア、
世界大自然紀行：フロリダ

700

1200

1230 1230

400

500

スネーク・シティ、
肉食動物の惑星

世界大自然紀行：インドネシア、
世界大自然紀行：フロリダ

アマゾンを行く、
捕食生物の隠れた生態

二匹の軌跡～ウンピョウが野生
に帰るまで、

アフリカの獣達～壮絶な人生 2

500

400

捕食者の失敗、
サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争
ワイルドな一日

サベージ・キングダム:残酷の王
国

ヘビの番人、スリル満点！究極の地、
摩訶不思議な生き物の世界、クリッターカム：野生動物のカメラアングル

600
サベージ・キングダム:残酷の王

国
激写！野生の驚くべき生態、

ワイルドな一日

インフォメーション

絶体絶命！動物襲撃事件簿、
アニマルER　緊急治療の現場

野生の楽園
野生の楽園、

地球の巨大生物TOP10

ハンター・ハンテッド ４、
ニシキヘビ・ハンター 2

世界を行く！冒険ドライブ、
元祖アニマル・ファイト・クラブ、

アニマル・ファイト・クラブ、
アニマル・ファイト・クラブ２、
アニマル・ファイト・クラブ３

人間とチンパンジー：DNA２％
の相違、

猿の王国、
アフリカの獣達～壮絶な人生、

PHOTO ARK：動物の箱舟、
愉快なアニマル・セルフィー、

ワイルド・ロシア　雄大な自然と
動物たち、

ハダカデバネズミ：不老長寿の
秘密、

謎めいたナマケグマの生態、
アフリカゾウ:生存を懸けた進

化、
野生ハンター 驚異の能力

動物界の意外なお友達 4、
動物の赤ちゃん物語

スネーク・シティ、
肉食動物の惑星

シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３、

シーザー・ミラン横断記：犬と
の絆

動物王国：驚異のスーパーパ
ワー、

生きもの地球大紀行（字幕版)
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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

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

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

2700

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、

シーザー・ミラン横断記：犬との絆

2600

2700 捕食者の失敗、
サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争

2500

二匹の軌跡～ウンピョウが野生
に帰るまで、

アフリカの獣達～壮絶な人生 2

世界大自然紀行：インドネシア、
世界大自然紀行：フロリダ

2600
アマゾンを行く、

捕食生物の隠れた生態

世界大自然紀行：インドネシ
ア、

世界大自然紀行：フロリダ

世界大自然紀行：インドネシア、
世界大自然紀行：フロリダ

二匹の軌跡～ウンピョウが野生
に帰るまで、

アフリカの獣達～壮絶な人生 2

二匹の軌跡～ウンピョウが野生に
帰るまで、

アフリカの獣達～壮絶な人生 2

ワイルドな一日

2400
バイク野郎の動物レスキュー

隊、
獣医ミシェルの日常

サベージ・キングダム:残酷の王
国

激写！野生の驚くべき生態、
ワイルドな一日

2500
動物王国：驚異のスーパーパ

ワー、
生きもの地球大紀行（字幕版)

2200

動物王国：驚異のスーパーパ
ワー、

生きもの地球大紀行（字幕版)

2200

ワイルドな一日
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

一挙放送！アフリカの獣達～
壮絶な人生（3日 ～28：00）

アフリカの獣達～壮絶な人生

フォトジェニックな動物達
PHOTO ARK：動物の箱舟、
愉快なアニマル・セルフィー

ロシアの自然（17日 ～28：
00）

ワイルド・ロシア　雄大な自然
と動物たち

驚きの能力
ハダカデバネズミ：不老長寿

の秘密、
謎めいたナマケグマの生態、
アフリカゾウ:生存を懸けた進

化、
野生ハンター 驚異の能力

2300

アマゾンを行く、
捕食生物の隠れた生態

2300

2000

サベージ・キングダム:残酷の
王国

2000

ミステリー アワー

怪奇現象Ｘファイル、
世界の奇妙な生き物たち 3、

ゴリラ　ミステリー、
怪奇現象Ｘファイル 2

ハンター・ハンテッド ４、
ニシキヘビ・ハンター 2

2100

バイク野郎の動物レスキュー隊、
獣医ミシェルの日常世界をめぐる！珍獣ハンター、

野生動物ビックリ映像集
究極の動物カウントダウン

1900

世界大自然紀行：インドネシ
ア、

世界大自然紀行：フロリダ

2400

二匹の軌跡～ウンピョウが野
生に帰るまで、

アフリカの獣達～壮絶な人生
2

2100

1900

野生の楽園

ワイルド プレミア

絶体絶命！動物襲撃事件簿、
アニマルER　緊急治療の現場、
天才？ワンちゃん性格診断、

獣医ミシェルの日常
動物界の意外なお友達 4、

動物の赤ちゃん物語

野生の楽園、
地球の巨大生物TOP10

野生の楽園

捕食者の最終兵器

ナミブ砂漠の野生馬、
ロシア：サンクト・ペテルブルグ、
スペイン：サグラダ・ファミリア、
ブラジル：アマゾンの熱帯雨林

アフリカ：天性の殺し屋、
ソノラ砂漠：独特な自然の命

1800

世界大自然紀行：インドネシア、
世界大自然紀行：フロリダ

二匹の軌跡～ウンピョウが野生
に帰るまで、

アフリカの獣達～壮絶な人生 2

世界大自然紀行：インドネシ
ア、

世界大自然紀行：フロリダ
究極の動物カウントダウン ワイルドな一日

激写！野生の驚くべき生態、
ワイルドな一日

サベージ・キングダム:残酷の王
国

激写！野生の驚くべき生態、
ワイルドな一日

世界をめぐる！珍獣ハンター、
野生動物ビックリ映像集

1800

スネーク・シティ、
肉食動物の惑星

アマゾンを行く、
捕食生物の隠れた生態

1600
捕食者の失敗、

サバイバルゲーム：熾烈な生
存競争

シーザー・ミランの愛犬レスキュー３、
シーザー・ミラン横断記：犬との絆

1600

アフリカ～驚くべき種の進化～、
アフリカ：天性の殺し屋、

ソノラ砂漠：独特な自然の命

1700
捕食者の失敗、

サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争

動物王国：驚異のスーパーパ
ワー、

生きもの地球大紀行（字幕版)

スネーク・シティ、
肉食動物の惑星

1700

ナショジオ　どうぶつ調査団、
ヘビの番人

ドッグ アワー

元祖アニマル・ファイト・クラブ、
アニマル・ファイト・クラブ、

アニマル・ファイト・クラブ２、
アニマル・ファイト・クラブ３

絶体絶命！動物襲撃事件簿、
アニマルER　緊急治療の現場、
天才？ワンちゃん性格診断、

獣医ミシェルの日常

インフォメーション


