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

2.9.16.23.30 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

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 ジャングルで戦うレスキュー隊 2 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

対決！サメvs海の捕食者、
人食いザメがやってきた、
驚愕！サメとの電撃戦、

リアル・ジョーズ、
サメの生態 TOP10、

最強のハンター：サメ、
イタチザメ　知られざる夜の素

顔、
人食いザメがやってきた 2、

シャーク・アレイ～イワシの大群
を狙え！、

サメの楽園、
進化の奇跡：ハンマーヘッド・

シャーク、
イースター島：失われたサメ

ニシキヘビ・ハンター 2、
ボツワナ 捕食動物の戦場、

一触即発！グリズリー攻防戦

獣医ミシェルの日常、
獣医ミシェルの日常 2

恐るべき野生の殺し屋、
マンタ：神秘なる世界、

ニュージーランド：穏やかな海岸、
世界大自然紀行：カリブ海諸島、

美しき海：破壊にピリオドを、
動物の赤ちゃん物語、
魅惑のピトケアン諸島、

密着！オットセイのコロニー、
サメと珊瑚のパラダイス

ミステリー アワー

動物の赤ちゃん物語、
ジャイアントパンダ：繁殖への挑

戦、
動物界の意外なお友達 2、

ペンギン王国の建設

怪奇現象Ｘファイル 2、
世界の奇妙な赤ちゃんと天才、

世界の奇妙なペットたち、
世界の奇妙な生き物たち、
世界の奇妙な生き物たち 2

肉食動物の惑星、
シャークマン　巨大ザメ捕獲大作

戦

サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争

ゴロンゴーザ：野生王国の再生 生きもの地球大紀行（字幕版)
サベージ・キングダム:残酷の王

国、
ライオン･キングダム

インフォメーション

600 サベージ・キングダム:残酷の王
国、

ライオン･キングダム

ワイルドな一日、
ゴロンゴーザ：野生王国の再生地球の巨大生物TOP10、

シロナガスクジラ　神秘の王国、
ビッグ５～北米を代表する動物

たち、
人間とチンパンジー：DNA２％の

相違、
アース ライブ

シロナガスクジラ　神秘の王
国、

ビッグ５～北米を代表する動物
たち、

人間とチンパンジー：DNA２％の
相違、

アース ライブ

800
サベージ・キングダム:残酷の王

国、
ライオン･キングダム

700

シーザー・ミラン横断記：犬と
の絆、

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、

ザ・カリスマ　ドッグトレーナー
～自叙伝～

400

500
肉食動物の惑星、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大作
戦

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：中東諸国、

世界大自然紀行：アゾレス諸島

捕食生物の隠れた生態、
北欧物語～生きる～

アフリカの獣達～壮絶な人生
2、

ライオン・レンジャー

500

400

800

バー教授のクロコダイル調査隊、
ピープル・アウト・ゼア

天才？ワンちゃん性格診断、
天才アニマル図鑑

クリッターカム：野生動物のカメラアングル、
摩訶不思議な生き物の世界、
摩訶不思議な生き物の世界2、

ワイルド・ベイビー！、
スリル満点！究極の地

600

700 アフリカの獣達～壮絶な人生
2、

ライオン・レンジャー

世界大自然紀行：フロリダ、
世界大自然紀行：ナイル

1100

1200

インフォメーション

シロナガスクジラ　神秘の王
国、

ビッグ５～北米を代表する動物
たち、

人間とチンパンジー：DNA２％
の相違、

アース ライブ

900

アフリカの獣達～壮絶な人生
2、

ライオン・レンジャー

生きもの地球大紀行（字幕
版)、

アメリカ～国立公園を巡る旅

900

1200

1230

サベージ・キングダム:残酷の王
国、

ライオン･キングダム

生きもの地球大紀行（字幕版)、
アメリカ～国立公園を巡る旅

ゴロンゴーザ：野生王国の再生、
世界大自然紀行：海底火山、

世界大自然紀行：ハワイ

捕食生物の隠れた生態、
北欧物語～生きる～

1100

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：中東諸国

究極の動物カウントダウン 野生の楽園

1230

1400

捕食者の最終兵器、
アニマルER　緊急治療の現場

ブラジル：アマゾンの熱帯雨林、
インドのタージマハル、

古都：京都、
自由の女神、
キリマンジャロ

ソノラ砂漠：独特な自然の命、
世にも奇妙なアニマルタブー

野生動物ビックリ映像集

シーザー・ミラン横断記：犬との絆、
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、
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～自叙伝～、

シーザー・ミランの 子犬トラブル

動物の赤ちゃん物語、
ジャイアントパンダ：繁殖への

挑戦、
動物界の意外なお友達 2、

ペンギン王国の建設

サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争

ゴロンゴーザ：野生王国の再生

1400

捕食者の最終兵器、
アニマルER　緊急治療の現場

ワイルドな一日、
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生

1500

アフリカの獣達～壮絶な人生 2、
ライオン・レンジャー

捕食生物の隠れた生態、
北欧物語～生きる～

肉食動物の惑星、
シャークマン　巨大ザメ捕獲大

作戦

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：中東諸国

1500

インドのタージマハル、
古都：京都、
自由の女神、
キリマンジャロ

世界大自然紀行：フロリダ、
世界大自然紀行：ナイル
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MON TUE WED THU FRI SAT SUN

2.9.16.23.30 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

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・フェス

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

インフォメーション

ヘビの番人、
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

1600

サバイバルゲーム：熾烈な生
存競争

シーザー・ミラン横断記：犬との絆、
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、
ザ・カリスマ　ドッグトレーナー　～自叙伝～、

シーザー・ミランの 子犬トラブル、
シーザー・ミランの ピットブル・ストーリー

1600

ソノラ砂漠：独特な自然の命、
世にも奇妙なアニマルタブー

1700
サバイバルゲーム：熾烈な生存

競争、
瞬殺の美学

生きもの地球大紀行（字幕版)、
アメリカ～国立公園を巡る旅

肉食動物の惑星、
シャークマン　巨大ザメ捕獲大

作戦

1700

ワイルドな一日、
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

サベージ・キングダム:残酷の王
国、

ライオン･キングダム
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

野生動物ビックリ映像集、
最速！海の捕食者たち

1800
肉食動物の惑星、

シャークマン　巨大ザメ捕獲大
作戦

捕食生物の隠れた生態、
北欧物語～生きる～

1800

世界大自然紀行：フロリダ、
世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：中東諸国

アフリカの獣達～壮絶な人生
2、

ライオン・レンジャー

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：中東諸国

究極の動物カウントダウン
ゴロンゴーザ：野生王国の再

生

1900

動物の赤ちゃん物語、
ジャイアントパンダ：繁殖への挑

戦、
動物界の意外なお友達 2、

ペンギン王国の建設、
動物界の意外なお友達 3

獣医ミシェルの日常、
獣医ミシェルの日常 2

シロナガスクジラ　神秘の王国、
ビッグ５～北米を代表する動物

たち、
人間とチンパンジー：DNA２％の

相違、
アース ライブ、

地球の巨大生物TOP10

地球の巨大生物TOP10、
シロナガスクジラ　神秘の王

国、
ビッグ５～北米を代表する動物

たち、
人間とチンパンジー：DNA２％の

相違
シーザー・ミラン横断記：犬との

絆、
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

ニシキヘビ・ハンター 2、
昆虫の驚くべき世界、

一触即発！グリズリー攻防戦

ミステリー アワー

怪奇現象Ｘファイル 2、
世界の奇妙な赤ちゃんと天才、

世界の奇妙なペットたち、
世界の奇妙な生き物たち、
世界の奇妙な生き物たち 2

天才？ワンちゃん性格診断、
天才アニマル図鑑

2400

対決！サメvs海の捕食者、
人食いザメがやってきた

驚愕！サメとの電撃戦、
リアル・ジョーズ、

サメの生態 TOP10、
最強のハンター：サメ

イタチザメ　知られざる夜の素
顔、

人食いザメがやってきた 2

シャーク・アレイ～イワシの大
群を狙え！、
サメの楽園、

進化の奇跡：ハンマーヘッド・
シャーク、

イースター島：失われたサメ

命がけで検証！サメの海へ、
驚異のハンター：ヒラシュモク

ザメ、
一撃必殺！ホホジロザメの秘

密、
キル・ゾーン： ホホジロザメの

縄張り

2500

2300

2200

1900

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：中東諸国、
世界大自然紀行：アゾレス諸

島

恐るべき野生の殺し屋、野生の楽園

マリン ウィーク
マンタ：神秘なる世界、ニュージーランド：穏やかな海岸、世界大自然紀行：カリブ海諸島、

美しき海：破壊にピリオドを、世界大自然紀行：海底火山、動物の赤ちゃん物語、
魅惑のピトケアン諸島、密着！オットセイのコロニー、サメと珊瑚のパラダイス、世界大自然紀行：ハワイ、

ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブルー、ザトウクジラ：神秘の世界

ドッグ アワー

獣医ミシェルの日常、
獣医ミシェルの日常 2

ワイルド プレミア

2000
サベージ・キングダム:残酷の

王国、
ライオン･キングダム

2000

2100

アフリカの獣達～壮絶な人生
2、

ライオン・レンジャー

2100

捕食者の最終兵器、
アニマルER　緊急治療の現場

インドのタージマハル、
古都：京都、
自由の女神、

キリマンジャロ、
トルコ：カッパドキア

ソノラ砂漠：独特な自然の命、
世にも奇妙なアニマルタブー

野生動物ビックリ映像集、
最速！海の捕食者たち

アフリカの獣達～壮絶な人生 2、
ライオン・レンジャー

究極の動物カウントダウン

2200

生きもの地球大紀行（字幕版)、
アメリカ～国立公園を巡る旅

天才？ワンちゃん性格診断、
天才アニマル図鑑

ゴロンゴーザ：野生王国の再生
サベージ・キングダム:残酷の王

国、
ライオン･キングダム

サベージ・キングダム:残酷の王
国、

ライオン･キングダム

サバイバルゲーム：熾烈な生存
競争

アフリカの獣達～壮絶な人生
2、

ライオン・レンジャー

世界大自然紀行：フロリダ、
世界大自然紀行：ナイル

2600

2300

捕食生物の隠れた生態、
北欧物語～生きる～

捕食生物の隠れた生態、
北欧物語～生きる～

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：中東諸国、

世界大自然紀行：アゾレス諸島

アフリカの獣達～壮絶な人生
2、

ライオン・レンジャー

世界大自然紀行：ナイル、
世界大自然紀行：中東諸国、
世界大自然紀行：アゾレス諸

島

2700

ゴロンゴーザ：野生王国の再
生

2600

2400

サベージ・キングダム:残酷の王
国、

ライオン･キングダム

ワイルドな一日、
ゴロンゴーザ：野生王国の再生

2500

生きもの地球大紀行（字幕版)、
アメリカ～国立公園を巡る旅

2700


