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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 5月
(ET)
400-430

月曜日 2019/04/29

火曜日 2019/04/30

水曜日 2019/05/01
04:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(二)[初]

木曜日 2019/05/02

金曜日 2019/05/03

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交 04:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ
戦うのか？（HD）」(二)[初]
差する想い（HD）」(二)[初]

土曜日 2019/05/04

日曜日 2019/05/05

(ET)

04:00 アメリカ軍を率いた将軍たち
「後編（HD）」(二)[初]

04:00 密着！シークレットサービスの
極秘戦略（HD）(二)[初]

400-430

430-500
500-530
530-600
600-630
630-700
700-730
730-800
800-830

430-500
05:00 ツタンカーメン ～財宝に隠され 05:00 ツタンカーメン ～財宝に隠され
た真の素顔「#2 黄金のデスマスク
た真の素顔「#3 王家の呪い（HD）」
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

900-930

1100-1130
1130-1200
1200-1230

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

600-630

06:30 バ科学3「傘パラシュートの法
則（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「ダンスフロアの法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「自撮りの法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「段ボールで滑る法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「船を止める法則
（HD）」(二)[初]

630-700

07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 07:00 シーザー・ミラン横断記：犬との 07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南
撃！ラマの逃走劇（HD）」(字)[初] 絆「#5 サンディエゴを訪れて（HD）」
北対決 2「#3 呪いに打ち勝つ1匹
撃！漂流する犬（HD）」(字)[初]
撃！ ダイバーを狙うサメ（HD）」
（HD）」(字)[初]
(字)[初]
(字)[初]

700-730

08:00 【中国を知る】
中国 610メートルのテレビ塔（HD）
(二)[初]

800-830

08:00 宇宙の奇石「#1 息吹（HD）」
(二)[初]

08:00 宇宙の奇石「#2 狂騒（HD）」
(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！：航空機事故の真 09:30 メーデー！：航空機事故の真 09:30 メーデー！：航空機事故の真
実と真相「燃料漏れ」(二)[初]
実と真相「操縦不能」(二)[初]
実と真相「計器異常」(二)[初]

10:30 密着！国境警備の戦い:番外 10:30 密着！国境警備の戦い:番外 10:30 密着！国境警備の戦い:番外
編「陸海空の連携プレー（HD）」
編「カリブ海での水際作戦（HD）」
編「隠れ家 急襲作戦（HD）」
(字)[初]
(字)[初]
(字)[初]
11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ
車２「デンマークのボルボ・アマゾン
車２「悩めるエスコートRS（HD）」
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

1230-1300

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

1300-1330

13:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米
軍の指揮系統（HD）」(二)[初]

13:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激
化する戦いの裏で（HD）」(二)[初]

13:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(二)

1330-1400
1400-1430

14:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過
激主義との戦い（HD）」(二)[初]

14:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦
地に漂う悲壮感（HD）」(二)

1430-1500
1500-1530

15:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ
ルト教団（HD)」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット（HD)」(二)[初]

1530-1600
1600-1630

500-530
530-600

1000-1030
1030-1100

05:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

830-900

930-1000

05:00 発見！恐竜ミイラ（HD）
(二)[初]

16:00 日本軍への残虐な戦犯
(HD)(二)[初]

1630-1700

08:00 シーザー・ミラン横断記：犬との 08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南
絆「#6 サンフランシスコを訪れて
北対決 2「#4 漁師の意地（HD）」
（HD）」(字)[初]
(字)
09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 動物王国：驚異のスーパーパ 09:30 世界大自然紀行：コンゴ 「大
ワー「#3 究極の生き残り術(HD)」
河の命（HD）」(二)[初]
(二)[初]

730-800

830-900
900-930
930-1000
1000-1030

10:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

1030-1100

11:00 天才？ワンちゃん性格診断
「愛犬の忠誠心（HD）」(二)[初]

11:00 スゴ腕どうぶつドクター６「ママは
大変！（HD）」(二)[初]

1100-1130
1130-1200

12:00 人間とイヌ： 親愛なる友のルー 12:00 スゴ腕どうぶつドクター６「ワン
ツを追う(二)[初]
ちゃん大集合！（HD）」(二)[初]

1200-1230
1230-1300

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

1300-1330

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解 13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「ビルの解体現場で危機一髪 析「決死の消火活動（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
14:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交 14:00 メーデー！１４：航空機事故の 14:00 スーパーカー大改造「レンジ
真実と真相「自家用ジェットの悲劇 ローバー・イヴォーク（HD）」(二)[初]
差する想い（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]

1330-1400

15:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･ 15:00 メーデー！１４：航空機事故の 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
真実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃 車４「ロジャー･ムーアも愛したボルボ
ダウン（HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
P1800（HD）」(二)[初]

1500-1530

16:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 16:00 ナチスに残る都市伝説の真相 16:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ボーイング747の衝突事
「番外編:日本軍731部隊の謎
「沖縄の巨大地下要塞（HD）」
故（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(字)[初]

16:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
アメリカ編「救助シーズンの到来
（HD）」(二)[初]

1400-1430
1430-1500

1530-1600
1600-1630
1630-1700

動物のこどもの日

1700-1730

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

1730-1800

17:30 新 衝撃の瞬間「高速道路へ 17:30 新 衝撃の瞬間「ロシア原子 17:30 新 衝撃の瞬間「クイーンズ墜
力潜水艦の悪夢(HD)」(字)[初]
落事故(HD)」(字)[初]
の墜落(HD)」(字)[初]

1800-1830

18:00 ザ・潜入！「ロード・オブ・ザ・リ
ング・オン・ステージ（HD）」(二)[初]

18:00 ザ・潜入！「腎臓スワップ（Ｈ
Ｄ）」(二)[初]

1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030

17:00 メーデー！１４：航空機事故の 17:00 【新】動物の赤ちゃん物語「森
真実と真相「沖縄での炎上事故
に生まれて（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

18:00 ザ・潜入！「エアポートセキュリ 18:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「ファーストカー対決（HD）」
ティーの裏側（ＨＤ）」(二)[初]
(二)[初]

18:00 動物の赤ちゃん物語「海に生
まれて（HD）」(二)[初]

2130-2200
2200-2230
2230-2300
2300-2330
2330-2400
2400-2430
2430-2500
2500-2530
2530-2600
2600-2630
2630-2700
2700-2730
2730-2800

1730-1800
1800-1830
1830-1900

19:00 【中国を知る】
19:00 動物の赤ちゃん物語「サバンナ
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「ルフトバッフェ（HD）」(二)[初]
中国と海洋文化「#1（HD）」(字)[初]
「プロパガンダ・マシーン（HD）」
に生まれて（HD）」(二)[初]
「イタリア防衛線（HD）」(二)[初]
(二)[初]

1900-1930

20:00 ナチス政権 最後の日々（HD） 20:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
（HD）(二)[初]
(字)[初]

2000-2030

20:00 世界の巨大工場４「ポルシェ
パナメーラ(HD)」(二)[初]

20:00 五大湖～地質文化と人類史 20:00 動物の赤ちゃん物語「氷の世
の謎(HD)(二)[初]
界に生まれて（HD）」(二)[初]

1930-2000

2030-2100

2030-2100
2100-2130

1700-1730

21:00 THE SS：ナチス親衛隊「#2 構 21:00 ワイルドな一日 2「神秘の赤道 21:00 一攫千金！カー・ストリッパー
直下（HD）」(二)[初]
ズ２「リムジン対タクシー（HD）」
築された死のシステム（HD）」(字)[初]
(二)[初]
22:00 【新】ナチス・ドイツの巨大建造
物 アメリカの戦い「サムライ魂（HD）」
(二)[初]

22:00 世界大自然紀行：アマゾン
（HD）(二)[初]

21:00 仰天！海の底まる見え検証 21:00 動物の赤ちゃん物語「ジャング
「ナチスの秘密兵器（HD）」(二)[初]
ルに生まれて（HD）」(二)[初]

2100-2130
2130-2200

22:00 徹底スキャン:世界の歴史建造 22:00 仰天！海の底まる見え検証
「沈んだ財宝（HD）」(二)[初]
物「エルサレム：ヘロデ王神殿の丘
（HD）」(字)[初]

22:00 【新】動物の親子愛 ～自然
で生きる術（HD）(二)[初]

2200-2230
2230-2300

23:00 メーデー！１７：航空機事故の 23:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 仰天！海の底まる見え検証 23:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
北対決 2「#4 漁師の意地（HD）」
「古代エジプトの謎（HD）」(二)[初] 撃！ザトウクジラの体当たり（HD）」
車２「愛され続けたMG・ミジェット
真実と真相「タロム航空371便
(字)[初]
（HD）」(二)[初]
(字)[初]
（HD）」(二)[初]

2300-2330

24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１３：航空機事故の 24:00 メーデー！１７：航空機事故の 24:00 仰天！海の底まる見え検証 24:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
「メキシコ湾に眠る遺物（HD）」
真実と真相「ファイン航空101便
撃！ 水中で狩りをするジャガー
真実と真相「プロテウス航空706便 真実と真相「国連チャーター機 DC-6
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)[初]

2400-2430

25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１３：航空機事故の 25:00 メーデー！番外編：惨劇の全 25:00 第二次世界大戦の潜水艦 25:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)[初] 撃！ 飛行機にしがみつくネコ（HD）」
貌「火炎地獄（HD）」(二)[初]
真実と真相「コパ航空２０１便（HD）」 真実と真相「アトランティック・エアウェ
イズ670便（HD）」(二)[初]
(字)[初]
(二)[初]

2500-2530

26:00 衝撃の瞬間～番外編～「キン 26:00 衝撃の瞬間～番外編～「米 26:00 衝撃の瞬間～番外編～「ロシ
国大使館爆破事件（HD）」(二)[初]
ア原子力潜水艦の悪夢（HD）」
グス・クロス地下鉄火災（HD）」
(二)[初]
(二)[初]

26:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：ドラムビート作戦（HD）」
(二)[初]

26:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝
撃！ ハマったスカンク（HD）」(字)[初]

2600-2630

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国
境なき戦い（HD）」(二)[初]

27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ワフー：日本軍の補給路を断て
（HD）」(二)[初]

27:00 昆虫の驚くべき世界（HD）
(字)[初]

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次
世代の為に（HD）」(二)[初]

27:00 アメリカ軍を率いた将軍たち
「前編（HD）」(二)[初]

2330-2400

2430-2500

2530-2600

2630-2700
2700-2730
2730-2800
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 5月
(ET)
400-430

月曜日 2019/05/06

火曜日 2019/05/07

04:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍 04:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ
巨大輸送機（HD）(字)[初]
ロンビア･バイス（HD）」(字)[初]

430-500
500-530

05:00 五大湖～地質文化と人類史
の謎(HD)(二)

05:00 仰天！海の底まる見え検証
「ナチスの秘密兵器（HD）」(二)

水曜日 2019/05/08

木曜日 2019/05/09

金曜日 2019/05/10

土曜日 2019/05/11

日曜日 2019/05/12

(ET)

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵（HD）」
(字)[初]

04:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄の記憶（HD）」(字)[初]

04:00 潜入！巨大空母アイゼンハ
ワー（HD）(二)[初]

04:00 <引き続き> アメリカ空軍 救難
員日記～最後の戦い～（HD）(字)

04:00 潜入！グアンタナモ基地（Ｈ
Ｄ）(字)[初]

400-430

05:00 仰天！海の底まる見え検証
「沈んだ財宝（HD）」(二)

05:00 仰天！海の底まる見え検証
「古代エジプトの謎（HD）」(二)

430-500
05:00 仰天！海の底まる見え検証
「メキシコ湾に眠る遺物（HD）」(二)

500-530

05:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)

530-600

530-600
600-630

06:00 インフォメーション (日)

600-630

06:30 バ科学4「バック駐車の法則
（HD）」(二)[初]

630-700

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

630-700

06:30 バ科学3「テーブルを跳び越え
る法則（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「相撲の法則（HD）」
(二)[初]

06:30 バ科学3「滝を下る法則
（HD）」(二)[初]

700-730

07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 07:00 野生動物ビックリ映像集 3「衝 07:00 昆虫の驚くべき世界（HD）(字) 07:00 シーザー・ミラン横断記：犬との 07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南
撃！ザトウクジラの体当たり（HD）」
絆「#7 ロサンゼルスを訪れて（HD）」 北対決 2「#4 漁師の意地（HD）」
撃！ ハマったスカンク（HD）」(字)
撃！ 水中で狩りをするジャガー
撃！ 飛行機にしがみつくネコ（HD）」
(字)
(字)[初]
(字)
（HD）」(字)
(字)

700-730

08:00 宇宙の奇石「#3 防護（HD）」
(二)[初]

800-830

730-800
800-830

08:00 宇宙の奇石「#4 創始（HD）」
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「水と自転車の法則 06:30 バ科学3「頭上のリンゴの法則 06:30 バ科学3「手作りイカダの法則
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

08:00 宇宙の奇石「#5 生存（HD）」 08:00 宇宙の奇石「#6 移住（HD）」
(二)[初]
(二)[初]

08:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#1（HD）」(字)

830-900
900-930

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

930-1000

09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「大地への激突（ＨＤ）」
(二)[初]

09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「不運の先に待つ奇跡
（ＨＤ）」(二)[初]

1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200
1200-1230

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

10:30 密着！国境警備の戦い:番外 10:30 密着！国境警備の戦い:番外 10:30 密着！国境警備の戦い:番外 10:30 密着！国境警備の戦い:番外 10:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
編「押収品の行く末（HD）」(字)[初]
編「最新の密輸トリック（HD）」
Ｋ国際空港「捜査と押収(HD)」
編「禁輸品の隠し場所（HD）」
編「恐れを知らぬ越境者たち（HD）」
(字)[初]
(二)[初]
(字)[初]
(字)[初]
11:30 世界の巨大工場７「パガーニ 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
（HD)」(二)[初]
車６「カルマンギアと妻の愛（HD）」
車６「父と息子のMGAロードスター 車６「獣医が"治せなかった"プジョー 車６「人生をともに歩んだシトロエン
205GTI（HD）」(二)[初]
(二)[初]
DS（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

1300-1330

13:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国
境なき戦い（HD）」(二)

13:00 アメリカ軍を率いた将軍たち
「前編（HD）」(二)

13:00 囚われし者たち～戦火の絆
「ブラックホーク･ダウン（HD）」(字)

13:00 囚われし者たち～戦火の絆
「撃墜されたステルス戦闘機（HD）」
(字)

13:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還（HD）」(字)

14:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵（HD）」(字)

14:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄の記憶（HD）」(字)

1600-1630
1630-1700

09:00 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 動物の赤ちゃん物語「森に生 11:00 スゴ腕どうぶつドクター６「クリス
マスの奇跡（HD）」(二)[初]
まれて（HD）」(二)

830-900
900-930
930-1000
1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200

12:00 動物の赤ちゃん物語「海に生 12:00 スゴ腕どうぶつドクター６「酪農
家だより（HD）」(二)[初]
まれて（HD）」(二)

1200-1230
1230-1300

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

1300-1330
1330-1400

15:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量 15:00 衝撃の瞬間６「日本航空123 15:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線 15:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続 15:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント 15:00 メーデー！１４：航空機事故の 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
テロ事件（HD)」(二)[初]
便墜落事故（HD)」(二)[初]
リー沈没（HD)」(二)[初]
真実と真相「コンチネンタル・エクスプ 車４「幻の美しきACアシーカ（HD）」
事故（HD)」(二)[初]
遭難事故（HD)」(二)[初]
(二)[初]
レス2286便（HD）」(二)

1500-1530

14:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ
戦うのか？（HD）」(二)

14:00 アメリカ軍を率いた将軍たち
「後編（HD）」(二)

14:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ
ロンビア･バイス（HD）」(字)

1430-1500

1530-1600

09:00 インフォメーション (日)

730-800

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解 13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「カーブは運命の分かれ道（HD）」
析「氷河観光にはご用心（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
14:00 メーデー！１４：航空機事故の 14:00 スーパーカー大改造「ロールス・
ロイス・シルバーシャドー（HD）」
真実と真相「プロテウス航空706便
(二)[初]
（HD）」(二)

1330-1400

1500-1530

08:00 シーザー・ミラン横断記：犬との 08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南
絆「#8 旅の終わり（HD）」(字)[初]
北対決 2「#5 バトルロイヤル戦
（HD）」(字)

09:30 メーデー！５：航空機事故の 09:30 メーデー！５：航空機事故の 09:30 メーデー！５：航空機事故の 09:30 因縁の対決：カバ vs ライオン 09:30 世界大自然紀行：コンゴ 「類
人猿の王国（HD）」(二)[初]
（HD）(字)[初]
真実と真相「キャビンの穴（ＨＤ）」 真実と真相「謎の炎（ＨＤ）」(二)[初] 真実と真相「ウェイト・オーバー（HD）」
(二)[初]
(二)[初]

1230-1300

1400-1430

06:00 インフォメーション (日)

16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#1 16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#2 16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#3 16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#4 16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#5 16:00 メーデー！１４：航空機事故の
地獄の1週間（HD）」(字)[初]
試される団結力（HD）」(字)[初]
基礎訓練 最終関門へ（HD）」
嵐の前の静けさ（HD）」(字)[初]
真実と真相「ジャーマンウイングス
訓練の始まり（HD）」(字)[初]
(字)[初]
9525便（HD）」(二)[初]

16:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
アメリカ編「大雪のドナー峠（HD）」
(二)[初]

1400-1430
1430-1500

1530-1600
1600-1630
1630-1700

プリズン・ストーリー

1700-1730

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 メーデー！１４：航空機事故の 17:00 厳重警備：刑務所内の闇取
引（HD）(二)[初]
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航
空421便（HD）」(二)[初]

1700-1730

18:00 ザ・潜入！「夢の船上遊園地 18:00 一攫千金！カー・ストリッパー 18:00 ノース・ブランチ刑務所：ハイテ
（HD）」(二)[初]
ズ２「型破りな車対決（HD）」(二)[初] ク巨大施設の全貌（HD）(字)[初]

1800-1830

17:00 インフォメーション (日)

1730-1800

17:30 新 衝撃の瞬間「タイタニック 17:30 新 衝撃の瞬間「ミュンヘンオリ 17:30 新 衝撃の瞬間「空母爆発事 17:30 新 衝撃の瞬間「ポトマック川 17:30 新 衝撃の瞬間「コメット墜落
ンピック事件(HD)」(字)[初]
の謎(HD)」(字)[初]
故(HD)」(字)[初]
沈没事故(HD)」(字)[初]
墜落事故(HD)」(字)[初]

1800-1830

18:00 ザ・潜入！「世界最大の航空 18:00 ザ・潜入！「陸・空 消火大作 18:00 ザ・潜入！「キリスト生誕の地」 18:00 ザ・潜入！「臓器売買市場
戦（ＨＤ）」(二)[初]
(二)[初]
ショー（ＨＤ）」(二)[初]
(HD)」(二)[初]

1830-1900

1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 4
「ヒトラーの巨大鉄道網（HD）」
「死の鉄道（HD）」(二)[初]
「北極圏の守り（HD）」(二)[初]
(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの隠れ家（HD）」
(字)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの防衛線（HD）」
(字)[初]

20:00 ヒトラーの極秘米軍収容所
(HD)(字)[初]

20:00 ナチスのドラムビート作戦
(HD)(二)[初]

20:00 世界の巨大工場４「BMW
X3(HD)」(二)[初]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア
メリカの戦い「サムライ魂（HD）」(二)

2030-2100
2100-2130

1730-1800

21:00 独裁者の製造マニュアル「#2
絶対的権力（HD）」(二)[初]

20:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」
(二)[初]

21:00 危険な時代に生きる 2「未来 21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア 21:00 ワイルドな一日 2「オーストラリ
ア：雨季の終わり（HD）」(二)[初]
への布石（HD）」(字)[初]
メリカの戦い「サムライ魂（HD）」(二)

2130-2200

21:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「スーパーカー対決（HD）」
(二)[初]

19:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#2（HD）」(字)[初]

19:00 潜入！インド最大の刑務所
(HD)(字)[初]

1900-1930
1930-2000

20:00 【新】甦る！エジプトに眠る財 20:00 潜入！ロシアの凶悪受刑者た
ち(HD)(字)[初]
宝「#1 ツタンカーメンの秘宝（HD）」
(二)[初]

2000-2030

21:00 プリズン・ブレイク 真実の物語
（HD）(二)[初]

2100-2130

21:00 仰天！海の底まる見え検証
「失われた軍艦（HD）」(二)[初]

2030-2100

2130-2200

スターストラック 夜空の向こうへ

2200-2230
2230-2300
2300-2330
2330-2400
2400-2430
2430-2500
2500-2530
2530-2600
2600-2630

22:00 独裁者の製造マニュアル「#3 22:00 土星探査機カッシーニ：最後の 22:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア 22:00 世界大自然紀行：アルゼンチ 22:00 徹底スキャン:世界の歴史建造 22:00 仰天！海の底まる見え検証 22:00 麻薬王エル･チャポ：脱獄と逃
走（HD）(二)[初]
ミッション（HD）(字)[初]
メリカの戦い「日本軍の死の要塞
物「古代都市ペトラ（HD）」(字)[初] 「太平洋に潜む脅威（HD）」(二)[初]
崩壊（HD）」(二)[初]
ン「アンデス山脈の懐に抱かれて
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

2200-2230

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 マーズ 火星移住計画「第三 23:00 メーデー！１７：航空機事故の 23:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 仰天！海の底まる見え検証 23:00 アニマル・ファイト・クラブ「サバン
ナの決闘（HD）」(字)[初]
話 苦闘（HD）」(二)[初]
真実と真相「コンチネンタル航空1404
車２「ポルシェ911、奇跡のレストア
「地中海に眠る古代世界（HD）」
車３「伝説のモーガン・スリーホイラー
北対決 2「#5 バトルロイヤル戦
便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(字)[初]

2300-2330

24:00 メーデー！１６：航空機事故の 24:00 メーデー！４：航空機事故の 24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１３：航空機事故の 24:00 メーデー！１７：航空機事故の 24:00 仰天！海の底まる見え検証
真実と真相「謎の白い光（HD）」
真実と真相「コンチネンタル・エクスプ
真実と真相「タロム航空371便
「マレーシア航空370便（HD）」
真実と真相「エメリー・ワールドワイド
真実と真相「スパンエア5022便
(二)[初]
レス2286便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
(二)[初]
17便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

24:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリ
カ闘争劇（HD）」(字)[初]

2400-2430

25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１７：航空機事故の 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１３：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ファイン航空101便
真実と真相「フェデラルエクスプレス８ 真実と真相「ガルーダ・インドネシア航 真実と真相「英国欧州航空548便
真実と真相「マンクス２ 霧の７１００
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)
０便（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)[初]
空200便（HD）」(二)[初]

25:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」
(二)[初]

25:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」(字)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、 26:00 衝撃の瞬間３「アルプスの大雪 26:00 衝撃の瞬間３「高速道路への 26:00 衝撃の瞬間３「セントヘレンズ 26:00 衝撃の瞬間３「スーシティー空
港への不時着」(二)[初]
墜落」(二)[初]
最後の飛行（HD）」(二)[初]
崩」(二)[初]
山の猛威」(二)[初]

26:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ハーダー：日本軍の支配海域へ
（HD）」(二)[初]

26:00 アニマル・ファイト・クラブ２「新
大陸の猛者（HD）」(字)[初]

2630-2700
2700-2730
2730-2800

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「ブラックホーク･ダウン（HD）」(字)[初] 「撃墜されたステルス戦闘機（HD）」
(字)[初]

27:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還（HD）」(字)[初]

27:00 空母ロナルド・レーガンの最新
構造(HD)(二)[初]

2230-2300

2330-2400

2430-2500
2500-2530
2530-2600

27:00 アメリカ空軍 救難員日記～ 27:00 第二次世界大戦の潜水艦「タ 27:00 アニマル・ファイト・クラブ２「極
限の地の一騎打ち（HD）」(字)[初]
最後の戦い～（HD）(字)[初]
ング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]

2600-2630
2630-2700
2700-2730
2730-2800
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月曜日 2019/05/13

火曜日 2019/05/14

400-430

04:00 元素の掟：ヒンデンブルク号と
水素の罠（HD）(二)[初]

04:00 休止

水曜日 2019/05/15

木曜日 2019/05/16

金曜日 2019/05/17

土曜日 2019/05/18

04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 04:00 独裁者のルール「冷酷な指導 04:00 独裁者のルール「スペイン内戦 04:00 独裁者のルール「残虐な独裁
者 イディ･アミン（HD）」(字)[初]
「イッター城の戦い（HD）」(字)[初] 者 サッダーム･フセイン（HD）」(字)[初] の覇者 フランコ将軍（HD）」(字)[初]

日曜日 2019/05/19

(ET)

04:00 ヒトラーの教皇 闇の真実
（HD）(二)[初]

400-430

430-500
500-530

430-500
05:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#1
ツタンカーメンの秘宝（HD）」(二)

05:00 仰天！海の底まる見え検証 05:00 仰天！海の底まる見え検証 05:00 仰天！海の底まる見え検証
「太平洋に潜む脅威（HD）」(二) 「地中海に眠る古代世界（HD）」(二) 「マレーシア航空370便（HD）」(二)

500-530

05:00 元素の掟：ヒンデンブルク号と
水素の罠（HD）(二)

530-600
600-630
630-700
700-730

530-600
06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学4「パンケーキのひっくり
返しの法則（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学4「木登りの法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学4「人をキャッチする法
則（HD）」(二)[初]

07:00 アニマル・ファイト・クラブ「サバン 07:00 アニマル・ファイト・クラブ「アメリ 07:00 アニマル・ファイト・クラブ「海岸
最前線（HD）」(字)
ナの決闘（HD）」(字)
カ闘争劇（HD）」(字)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学4「空中ブランコの法則 06:30 バ科学4「テーブルクロス引きの 06:30 バ科学4「乗馬の法則（HD）」
（HD）」(二)[初]
法則（HD）」(二)[初]
(二)[初]
07:00 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)

730-800
800-830

08:00 宇宙の奇石「#7 変化（HD）」
(二)[初]

08:00 宇宙の奇石「#8 生命（HD）」 08:00 宇宙の奇石「#9 覚醒（HD）」 08:00 宇宙の奇石「#10 故郷（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

900-930

1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200
1200-1230
1230-1300
1300-1330

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「注意散漫（HD）」
(二)[初]

09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「無線沈黙（HD）」
(二)[初]

10:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ 10:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ 10:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ 10:30 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ 10:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#1 絶対に見破れない密輸
Ｋ国際空港「コートに隠されたコカイン Ｋ国際空港「一貫しない供述(HD)」 Ｋ国際空港「驚くべき隠し場所(HD)」 Ｋ国際空港「組織の親玉を挙げろ！
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(HD)」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
(二)[初]
11:30 世界の巨大工場７「ランボル 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
ギーニ・アヴェンタドール（HD)」
車６「パズル同然のトライアンフGT6 車６「幻のトヨタFJ40ランドクルーザー 車６「インプレッサよ、不死鳥のごとく 車６「タンデム式の超小型車メッサー
(二)[初]
蘇れ！（HD）」(二)[初]
シュミットKR200（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 戦場の記録「#1 アフガニスタン 13:00 戦場の記録「#3 死と隣り合わ 13:00 戦場の記録「#5 ルールなき戦
混乱といら立ち（HD）」(二)[初]
せの渓谷（HD）」(二)[初]
闘（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

13:00 戦場のレスキュー作戦（HD）
(二)[初]

13:00 リーサル・アクション 終わり無き
戦い（HD）(二)[初]

1530-1600
1600-1630

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南
北対決 2「#6 マグロの神からの試練
（HD）」(字)

800-830

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 因縁の対決：ライオン vs バッ 09:30 PHOTO ARK：動物の箱舟「マ
ダガスカルのシファカ（HD）」(二)[初]
ファロー（HD）(二)[初]

730-800

830-900
900-930
930-1000
1000-1030

10:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 動物の赤ちゃん物語「サバンナ 11:00 スゴ腕どうぶつドクター６「春の
珍事（HD）」(二)[初]
に生まれて（HD）」(二)

1030-1100
1100-1130
1130-1200

12:00 動物の赤ちゃん物語「氷の世
界に生まれて（HD）」(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６「エ
ミュー救出大作戦（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

1200-1230
1230-1300
1300-1330
1330-1400

15:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘ 15:00 衝撃の瞬間６「長崎～２発目 15:00 衝撃の瞬間:特別編「小さなミ 15:00 衝撃の瞬間:特別編「予期せ 15:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落 15:00 メーデー！１４：航空機事故の 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
事故」(二)[初]
の原子爆弾（HD)」(二)[初]
ぬ惨劇（HD）」(二)[初]
真実と真相「ナショナル・エアラインズ 車４「日本の名車、ダットサン240Z
リ墜落事故（HD)」(二)[初]
ス（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
102便（HD）」(二)[初]

1500-1530

14:00 戦場の記録「#2 メディバックの
決意（HD）」(二)[初]

14:00 戦場の記録「#4 戦友の絆
（HD）」(二)[初]

14:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏
んだ兵士（HD）」(二)[初]

14:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)[初]

14:00 ナチスのドラムビート作戦
(HD)(二)

1430-1500
1500-1530

630-700

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解 13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「ハイウェイを襲う未知の事故
析「炎のドラッグレース（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
14:00 メーデー！１４：航空機事故の 14:00 スーパーカー大改造「ポルシェ・
パナメーラ（HD）」(二)[初]
真実と真相「インドネシア・エアアジア
8501便（HD）」(二)[初]

1330-1400
1400-1430

06:30 バ科学4「顔面ケーキの法則
（HD）」(二)[初]

600-630

700-730

08:30 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]

09:30 メーデー！５：航空機事故の 09:30 メーデー！５：航空機事故の 09:30 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「暴風雨の中へ（HD）」 真実と真相「持ち込まれた小型爆弾 真実と真相「速度計の警告サイン
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

06:00 インフォメーション (日)

07:00 シーザー・ミランのラスベガス・ラ 07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南
北対決 2「#5 バトルロイヤル戦
イブ（HD）(字)[初]
（HD）」(字)

08:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#2（HD）」(字)

830-900

930-1000

06:00 インフォメーション (日)

16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#6 16:00 台湾特殊部隊:フロッグマン「#7 16:00 NYPD緊急出動部隊～9.11の 16:00 密着！ニューヨーク市警 テロ
選ばれし精鋭たち（HD）」(字)[初]
対策特殊部隊(HD)(二)[初]
記憶(HD)(二)[初]
専門課程訓練（HD）」(字)[初]

1630-1700

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲 16:00 メーデー！１６：航空機事故の
作戦「ノルマンディー上陸作戦: レン 真実と真相「エメリー・ワールドワイド
ジャー部隊（HD）」(二)[初]
17便（HD）」(二)

16:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
アメリカ編「雪道の番人（HD）」
(二)[初]

1400-1430
1430-1500

1530-1600
1600-1630
1630-1700

ロイヤル・アニバーサリー

1700-1730
1730-1800
1800-1830
1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030
2030-2100
2100-2130

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 メーデー！１６：航空機事故の 17:00 ヘンリー王子 輝かしき人生の
光と影（HD）(字)[初]
真実と真相「トランスアジア航空222
便（HD）」(二)

17:30 新 衝撃の瞬間「シカゴ航空 17:30 新 衝撃の瞬間「モントセラト 17:30 新 衝撃の瞬間「テキサス石 17:30 新 衝撃の瞬間「スペースシャ 17:30 解体トレジャーハンター「湖畔
に隠れたお宝(HD)」(二)[初]
島の大噴火(HD)」(字)[初]
トル・チャレンジャー爆発事故(HD)」
油工場爆発事故(HD)」(字)[初]
機事故(HD)」(字)[初]
(字)[初]
18:00 デンジャーゾーン！潜入マル秘 18:00 デンジャーゾーン！潜入マル秘 18:00 デンジャーゾーン！潜入マル秘 18:00 デンジャーゾーン！潜入マル秘 18:00 デンジャーゾーン！潜入マル秘 18:00 一攫千金！カー・ストリッパー 18:00 ロイヤル・ウェディングの知られざ
る世界（HD）(字)[初]
ルポ ３「#5 終わりなき挑戦 アメリカ ズ２「BMW対ベンツ（HD）」(二)[初]
ルポ ３「#2 南の楽園 インドネシア ルポ ３「#3 混乱の地 ソマリア(HD)」 ルポ ３「#4 資源大国 カザフスタン
ルポ ３「#1 発展大国 ロシア(HD)」
(HD)」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
総集編「ヒトラーの秘密兵器（HD）」
(字)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「U 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地（HD）」(二)[初] 「超重戦車 マウス（HD）」(二)[初]
「大西洋の壁（HD）」(二)[初]
ボート基地（HD）」(二)[初]

2130-2200

19:00 ダイアナ妃の告白（HD）
(字)[初]

1730-1800
1800-1830
1830-1900
1900-1930
1930-2000

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア 20:00 元素の掟：ヒンデンブルク号と 20:00 ナチスに残る都市伝説の真相 20:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子
水素の罠（HD）(二)
メリカの戦い「日本軍の死の要塞
「超人的軍隊と危険薬物（HD）」 供たち「#1 総統に命を捧げて（HD）」
(字)[初]
（HD）」(二)
(二)[初]
21:00 独裁者の製造マニュアル「#3
崩壊（HD）」(二)

19:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#3（HD）」(字)[初]

1700-1730

2000-2030

20:00 世界の巨大工場４「アストン 20:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#2
ハトシェプスト女王の素顔（HD）」
マーティン(HD)」(二)[初]
(二)[初]

21:00 危険な時代に生きる 2「市民 21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア 21:00 ワイルドな一日 2「南太平洋： 21:00 一攫千金！カー・ストリッパー
たちの抵抗（HD）」(字)[初]
楽園の生存競争（HD）」(二)[初]
メリカの戦い「日本軍の死の要塞
ズ２「フランス車対決（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)

21:00 仰天！海の底まる見え検証
「東シナ海に眠る巨大戦艦（HD）」
(二)[初]

2030-2100
21:00 LA 92（HD）(字)[初]

2100-2130
2130-2200

スターストラック 夜空の向こうへ

2200-2230
2230-2300
2300-2330
2330-2400
2400-2430
2430-2500
2500-2530
2530-2600
2600-2630
2630-2700
2700-2730
2730-2800

22:00 【新】史上最悪の地球の歩き
方９「クリスタル･メスで逮捕（HD）」
(字)[初]

22:00 ミッション・トゥ・ザ・サン（HD）
(字)[初]

2200-2230

22:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア 22:00 世界大自然紀行：アルゼンチ 22:00 徹底スキャン:世界の歴史建造 22:00 仰天！海の底まる見え検証
「アトランティス伝説（HD）」(二)[初]
ン「荒波のパタゴニア沿岸部（HD）」
メリカの戦い「日本の要塞（HD）」
物「天空都市マチュ・ピチュ（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
(字)[初]

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 マーズ 火星移住計画「第四 23:00 メーデー！１７：航空機事故の 23:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
話 嵐の前に（HD）」(二)[初]
真実と真相「アエロフロート・ノルド821 北対決 2「#6 マグロの神からの試練 車２「ヘラルドを一から組み直せ！
車３「夫婦の絆 日産スカイライン
（HD）」(二)[初]
（HD）」(字)[初]
便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

23:00 バイキング大虐殺の謎
(HD)(二)[初]

2230-2300
23:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ
る熱帯地（HD）」(字)[初]

2300-2330
2330-2400

24:00 メーデー！１６：航空機事故の 24:00 メーデー！４：航空機事故の 24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１３：航空機事故の 24:00 メーデー！１７：航空機事故の 24:00 解明！バミューダ・トライアング 24:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空や
海底の決闘場（HD）」(字)[初]
真実と真相「機内炎上（HD）」
ルの謎（HD）(二)[初]
真実と真相「アトランティック・サウス 真実と真相「コンチネンタル航空1404
真実と真相「ジャーマンウイングス
真実と真相「トランスアジア航空222
便（HD）」(二)
(二)[初]
イースト航空2311便（HD）」(二)[初]
9525便（HD）」(二)
便（HD）」(二)[初]

2400-2430

25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１７：航空機事故の 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１３：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 第二次世界大戦の潜水艦２ 25:00 アニマル・ファイト・クラブ２「陸の
覇権を巡って（HD）」(字)[初]
真実と真相「タロム航空371便
真実と真相「ファーストエア６５６０便
真実と真相「TAM航空402便（HD）」 真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト 「シルバーサイズ：日本軍の爆雷攻撃
真実と真相「ケネディ家の悲劇
（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
706便（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

2500-2530

26:00 休止

26:00 衝撃の瞬間３「シンガポールの 26:00 衝撃の瞬間３「バリ島の爆破テ 26:00 衝撃の瞬間３「パリの列車事 26:00 衝撃の瞬間３「プエルトリコのガ 26:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「バーブ：日本上陸作戦（HD）」
故」(二)[初]
ス爆発（HD）」(二)[初]
ロ」(二)[初]
ホテル倒壊事故」(二)[初]
(二)[初]

26:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」(字)[初]

27:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍 27:00 独裁者のルール「永遠の指導 27:00 独裁者のルール「独裁の先駆 27:00 独裁者のルール「諜報の策士 27:00 第二次世界大戦の潜水艦２ 27:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」(二)[初]
「Uボート：終わりなき追跡（HD）」
者 金日成（HD）」(字)[初]
者 ベニート・ムッソリーニ（HD）」
マヌエル･ノリエガ（HD）」(字)[初]
「若きナチスの猛攻（HD）」(字)[初]
(二)[初]
(字)[初]

2430-2500

2530-2600
2600-2630
2630-2700
2700-2730
2730-2800
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月曜日 2019/05/20

火曜日 2019/05/21

水曜日 2019/05/22

木曜日 2019/05/23

金曜日 2019/05/24

土曜日 2019/05/25

日曜日 2019/05/26

(ET)

400-430

04:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)[初]

04:00 戦場の記録「#2 メディバックの
決意（HD）」(二)

04:00 戦場の記録「#4 戦友の絆
（HD）」(二)

04:00 戦場の記録「#6 爆発物を踏
んだ兵士（HD）」(二)

04:00 解体！F-4ファントム戦闘機
(HD)(二)

04:00 ナチスのドラムビート作戦
(HD)(二)

04:00 レストレポ ～アフガニスタンで
戦う兵士たちの記録～(HD)(字)[初]

400-430

430-500
500-530
530-600
600-630

430-500
05:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#2 05:00 仰天！海の底まる見え検証
ハトシェプスト女王の素顔（HD）」(二) 「東シナ海に眠る巨大戦艦（HD）」
(二)
06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

05:00 仰天！海の底まる見え検証
「アトランティス伝説（HD）」(二)

05:00 野生の楽園 南アジア（HD）
(二)

05:00 解明！バミューダ・トライアング
ルの謎（HD）(二)

500-530

05:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)

530-600
06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

600-630

06:30 バ科学5「#1 腕相撲の法則
（HD）」(二)[初]

630-700

630-700

06:30 バ科学4「リンボーダンスの法則 06:30 バ科学4「逆立ち歩きの法則
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学4「転ばずに歩く法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学4「ドラムスティックの法
則（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学4「上手な着地の法則 06:30 バ科学4「バンカーショットの法
則（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

700-730

07:00 アニマル・ファイト・クラブ２「荒れ 07:00 アニマル・ファイト・クラブ２「空や
る熱帯地（HD）」(字)
海底の決闘場（HD）」(字)

07:00 野生の楽園 南アジア（HD）
(二)

07:00 アニマル・ファイト・クラブ２「仁
義なき争い（HD）」(字)

07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ
科の覇権争い（HD）」(二)

07:00 ザ・カリスマ ドッグトレーナー 07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南
～犬の里親さがします～「ジェットパ 北対決 2「#6 マグロの神からの試練
ワー（HD）」(字)[初]
（HD）」(字)

700-730

08:00 【中国を知る】
中国と海洋文化「#3（HD）」(字)

08:00 ザ・カリスマ ドッグトレーナー 08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南
～犬の里親さがします～「バラにとげ 北対決 2「#7 最大級のマグロ（HD）」
あり（HD）」(字)[初]
(字)

800-830

730-800
800-830

07:55 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第一話（HD）」(二)[初] 08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン 08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン 08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第四話（HD）」(二)[初]
シュタイン「第二話（HD）」(二)[初]
シュタイン「第三話（HD）」(二)[初]

830-900
900-930
930-1000
1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200

09:00 インフォメーション (日)

1300-1330
1330-1400
1400-1430
1430-1500
1500-1530
1530-1600
1600-1630
1630-1700

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

11:30 世界の巨大工場７「ポルシェ
911（HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「幸せを運ぶジャガー･マーク２ 車５「傷だらけのメルセデス・ベンツ パ
車６「散り散りになったフォード・カプリ 車５「錆び付いたフィアット・ディーノ
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
ゴダ（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
12:30 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！７：航空機事故の 09:30 メーデー！７：航空機事故の 09:30 メーデー！７：航空機事故の 09:30 ビッグ・キャット：華麗なる一族 09:30 PHOTO ARK：動物の箱舟「カ
「ネコ科の誕生（HD）」(二)
メルーンのクロスリバーゴリラ（HD）」
真実と真相「エールフランス296便 真実と真相「USエアー1493便 (HD)」 真実と真相「大韓航空007便 (HD)」
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]
(HD)」(二)[初]

10:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警 10:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警 10:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警 10:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警 10:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警
察「#3 生活苦から運び屋に（HD）」 察「#4 黒いコカイン（HD）」(二)[初] 察「#5 ミイラの運び屋（HD）」(二)[初] 察「#6 スーツケース改造の新手口
察「#2 コカインと宿る命（HD）」
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

1200-1230
1230-1300

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！７：航空機事故の 09:30 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュ･エアツアー 真実と真相「ノースウエスト航空255
便 (HD)」(二)[初]
ズ28便 (HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

13:00 武器コレクター「#1 親子の対 13:00 武器コレクター「#3 父の裏切り 13:00 武器コレクター「#5 一撃必殺
立(HD)」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
(HD)」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

11:00 動物の赤ちゃん物語「ジャング 11:00 スゴ腕どうぶつドクター６「気の
抜けない往診（HD）」(二)[初]
ルに生まれて（HD）」(二)

830-900
900-930
930-1000
1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200

12:00 動物の親子愛 ～自然で生
きる術（HD）(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６「春た
けなわ！（HD）」(二)[初]

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

1200-1230
1230-1300

12:30 インフォメーション (日)

13:00 武器コレクター「#7 腕の見せ 13:00 武器コレクター「#9 最高の贈り
所(HD)」(二)[初]
物(HD)」(二)[初]

730-800

1300-1330

13:30 リスクを見抜け！デンジャー解 13:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「フォークリフトで大惨事（HD）」
析「危険すぎるボートレース（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
14:00 武器コレクター「#2 軍事ジープ 14:00 武器コレクター「#4 銃撃特訓 14:00 武器コレクター「#6 飛び交う弾 14:00 武器コレクター「#8 南北戦争 14:00 今語られる 大統領暗殺未遂 14:00 メーデー！１６：航空機事故の 14:00 スーパーカー大改造「ベント
レー・ミュルザンヌ（HD）」(二)[初]
の拳銃(HD)」(二)[初]
の真実（HD）(字)[初]
(HD)」(二)[初]
真実と真相「デルタ航空1141便
丸(HD)」(二)[初]
をめぐって(HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

1330-1400

15:00 衝撃の瞬間２「モンブラン・トン 15:00 衝撃の瞬間２「オクラホマシティ 15:00 衝撃の瞬間２「スカンジナビア・ 15:00 衝撃の瞬間２「ドイツ・高速列 15:00 衝撃の瞬間２「アムトラック列 15:00 メーデー！１６：航空機事故の 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
連邦ビル爆破」(二)[初]
車事故」(二)[初]
車事故」(二)[初]
真実と真相「マレーシア航空17便 撃 車４「歴史を変えたBMW2002ターボ
フェリー火災」(二)[初]
ネル火災」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
墜事件（HD）」(二)[初]

1500-1530

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「特殊山岳部隊ブラックデビル
（HD）」(二)[初]

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲 16:00 大戦を左右した伝説の奇襲 16:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦 作戦「英軍精鋭部隊 空からの強襲 作戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部
（HD）」(二)[初]
隊（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

16:00 大戦を左右した伝説の奇襲 16:00 メーデー！１６：航空機事故の 16:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
作戦「サン＝ナゼール強襲（HD）」 真実と真相「スホーイ・スーパージェッ アメリカ編「悪夢のレスキュー（HD）」
(二)[初]
(二)[初]
ト100（HD）」(二)[初]

1400-1430
1430-1500

1530-1600
1600-1630
1630-1700

走る名車

1700-1730

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

1730-1800

17:30 解体トレジャーハンター「難工
事発生！(HD)」(二)[初]

17:30 解体トレジャーハンター「ひょう
たんから駒？(HD)」(二)[初]

17:30 解体トレジャーハンター「寄宿
舎での宝探し(HD)」(二)[初]

1800-1830

18:00 エクスプローラー「フィリピン麻薬 18:00 エクスプローラー「ノーベル経済 18:00 エクスプローラー「ダライ・ラマ14
学賞受賞者が語る政治と経済
世 慈悲の力（HD）」(字)[初]
戦争の代償（HD）」(字)[初]
（HD）」(字)[初]

1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ジェット戦闘機地下工場（HD）」
(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網（HD）」(二)[初]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア
メリカの戦い「日本の要塞（HD）」(二)

20:00 ヒトラーの殺人部隊（HD）
(字)[初]

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 解体トレジャーハンター「幽霊 17:30 解体トレジャーハンター「マッス
ルカー・マンション(HD)」(二)[初]
屋敷の宝物(HD)」(二)[初]
18:00 エクスプローラー「エルサルバド
ル 中絶厳罰化が招く悲劇（HD）」
(字)[初]

18:00 野生の楽園 南アジア（HD）
(二)

17:00 メーデー！１６：航空機事故の 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
真実と真相「スペースシップ２（HD）」 車２「ポルシェ911、奇跡のレストア
（HD）」(二)
(二)[初]

1700-1730

18:00 一攫千金！カー・ストリッパー 18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
ズ２「リムジン対タクシー（HD）」(二) 車５「傷だらけのメルセデス・ベンツ パ
ゴダ（HD）」(二)

1800-1830

19:00 【中国を知る】
シルクロード鉄道：歴史と文化「#1（HD）」
(字)[初]

1830-1900

19:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「夫婦の絆 日産スカイライン
（HD）」(二)

1900-1930

20:00 ナチスに残る都市伝説の真相 20:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子 20:00 世界の巨大工場４「ジャガー 20:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#3 20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「幻のトヨタFJ40ランドクルーザー
XJ(HD)」(二)[初]
墓泥棒との戦い（HD）」(二)[初]
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」 供たち「#2 戦士の夢と現実（HD）」
（HD）」(二)
(字)[初]
(二)[初]

2000-2030

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2
「総統大本営（HD）」(二)[初]
「ヒトラーの巨大戦艦（HD）」(二)[初] 「巨大組織:親衛隊（HD）」(二)[初]

19:30 シルクロード鉄道：歴史と文化
「#2（HD）」(字)[初]

2030-2100

1730-1800

1930-2000

2030-2100

ビッグ・キャット ナイト

2100-2130

21:00 ヒマラヤ 天空ミイラの謎（HD） 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター（HD）」
(二)[初]
(二)[初]

2100-2130

22:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア 22:00 世界大自然紀行：アルゼンチ 22:00 徹底スキャン:世界の歴史建造 22:00 アンガ族：燻製ミイラの謎（HD） 22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」
メリカの戦い「真珠湾攻撃（HD）」
(二)[初]
ン「湿原の住人たち（HD）」(二)[初] 物「ローマ：コロッセオ（HD）」(字)[初]
(二)[初]
(二)[初]

2200-2230

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 マーズ 火星移住計画「第五 23:00 メーデー！１７：航空機事故の 23:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 ツタンカーメン ～財宝に隠され 23:00 アニマル・ファイト・クラブ３「アリ
抗争（HD）」(二)[初]
話 漆黒の闇（HD）」(二)[初]
車２「母の形見のランドローバー
真実と真相「#9（HD）」(二)[初]
た真の素顔「#1 新たな発見の数々
車３「アルファロメオに賭けた夢（HD）」
北対決 2「#7 最大級のマグロ（HD）」
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(字)[初]

2300-2330

24:00 メーデー！４：航空機事故の 24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！１７：航空機事故の 24:00 都市伝説～超常現象を解明 24:00 アニマル・ファイト・クラブ３「縄
張り争い（HD）」(二)[初]
真実と真相「着陸ミスと事故原因」 真実と真相「ガルーダ・インドネシア航 真実と真相「リーブ・アリューシャン航 真実と真相「アエロフロート・ノルド821 せよ！３～「吸血鬼（HD）」(二)[初]
(二)[初]
空421便（HD）」(二)
便（HD）」(二)
空8便（HD）」(二)[初]

2400-2430

25:00 メーデー！５：航空機事故の 25:00 メーデー！１７：航空機事故の 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１０：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 第二次世界大戦の潜水艦２ 25:00 アニマル・ファイト・クラブ３「巨
真実と真相「不運の先に待つ奇跡 真実と真相「コンチネンタル航空1404 真実と真相「エールフランス４５９０便 真実と真相「バリュージェット航空592 真実と真相「クロスエア498便（HD）」 「アプホルダー：枢軸国の輸送路を断 大動物たちのバトル（HD）」(二)[初]
(二)[初]
て（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)
コンコルド炎上（HD）」(二)[初]
（ＨＤ）」(二)
便（HD）」(二)[初]

2500-2530

2600-2630

21:00 史上最悪の地球の歩き方９
「クリスタル･メスで逮捕（HD）」(字)

21:00 【新】野生の楽園 南アジア
（HD）(二)[初]

22:00 史上最悪の地球の歩き方９
「監獄島からの脱出（HD）」(字)[初]

22:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)[初]

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア 21:00 【新】ビッグ・キャット：華麗なる
メリカの戦い「日本の要塞（HD）」(二) 一族「ネコ科の誕生（HD）」(二)[初]

2130-2200

21:00 一攫千金！カー・ストリッパー
ズ２「カスタムカー対決（HD）」
(二)[初]

2130-2200

スターストラック 夜空の向こうへ

2200-2230
2230-2300
2300-2330
2330-2400
2400-2430
2430-2500
2500-2530
2530-2600
2600-2630

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「大地への激突（ＨＤ）」
(二)

26:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれた
コックピット（HD)」(二)

26:00 野生の楽園 南アジア（HD）
(二)

26:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量 26:00 第二次世界大戦の潜水艦２ 26:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ルー
ルなき戦い（HD）」(二)[初]
遭難事故（HD)」(二)
「ヴェンチャラー：カエサル作戦を阻止
せよ（HD）」(二)[初]

27:00 戦場の記録「#1 アフガニスタン 27:00 戦場の記録「#3 死と隣り合わ 27:00 戦場の記録「#5 ルールなき戦
闘（HD）」(二)
混乱といら立ち（HD）」(二)
せの渓谷（HD）」(二)

27:00 戦場のレスキュー作戦（HD）
(二)

27:00 リーサル・アクション 終わり無き 27:00 第二次世界大戦の潜水艦２
戦い（HD）(二)
「ソ連潜水艦：冷戦最大の危機
（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間３「ヒンデンブルグ
号の火災」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ
ルト教団（HD)」(二)

2630-2700
2700-2730
2730-2800

27:00 アニマル・ファイト・クラブ３「極
寒の森の熱き闘い（HD）」(二)[初]

2230-2300

2330-2400

2430-2500

2530-2600

2630-2700
2700-2730
2730-2800
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(ET)
400-430

月曜日 2019/05/27

火曜日 2019/05/28

水曜日 2019/05/29

木曜日 2019/05/30

金曜日 2019/05/31

04:00 海底に沈む第二次世界大戦 04:00 武器コレクター「#2 軍事ジープ 04:00 武器コレクター「#4 銃撃特訓 04:00 武器コレクター「#6 飛び交う弾 04:00 武器コレクター「#8 南北戦争
の拳銃(HD)」(二)
(HD)」(二)
の真実（HD）(字)[初]
丸(HD)」(二)
をめぐって(HD)」(二)

530-600
600-630

日曜日 2019/06/02

(ET)
400-430
430-500

430-500
500-530

土曜日 2019/06/01

05:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#3 05:00 ヒマラヤ 天空ミイラの謎（HD） 05:00 アンガ族：燻製ミイラの謎（HD） 05:00 ツタンカーメン ～財宝に隠され 05:00 都市伝説～超常現象を解明
せよ！３～「吸血鬼（HD）」(二)
(二)
墓泥棒との戦い（HD）」(二)
た真の素顔「#1 新たな発見の数々
(二)
（HD）」(二)
06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

06:00 インフォメーション (日)

500-530
530-600
600-630

630-700

06:30 バ科学5「#2 結婚式ダンスの
法則（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学5「#3 荷降ろしの法則 06:30 バ科学5「#4 バンジージャンプ 06:30 バ科学5「#5 屋根の雪下ろし 06:30 バ科学5「#6 ロッククライミング
の法則（HD）」(二)[初]
の法則（HD）」(二)[初]
の法則（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

630-700

700-730

07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「アリ
抗争（HD）」(二)

07:00 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「ルー 07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「極
寒の森の熱き闘い（HD）」(二)
ルなき戦い（HD）」(二)

700-730

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)

730-800

730-800
800-830

08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン 08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン 08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン 08:00 ジーニアス：世紀の天才 アイン
シュタイン「第七話（HD）」(二)[初]
シュタイン「第五話（HD）」(二)[初]
シュタイン「第八話（HD）」(二)[初]
シュタイン「第六話（HD）」(二)[初]

830-900
900-930

09:00 インフォメーション (日)

930-1000

09:30 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「オンタリオ航空1363便
(HD)」(二)[初]

1000-1030
1030-1100
1100-1130
1130-1200
1200-1230

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

900-930

09:30 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「タカ航空110便(HD)」
(二)[初]

09:30 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「スカンジナビア航空686
便(HD)」(二)[初]

930-1000

12:30 インフォメーション (日)
13:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦
（HD）」(二)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

1200-1230
1230-1300
1300-1330

14:00 大戦を左右した伝説の奇襲 14:00 大戦を左右した伝説の奇襲 14:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「特殊山岳部隊ブラックデビル 作戦「英軍精鋭部隊 空からの強襲 作戦「サン＝ナゼール強襲（HD）」
(二)
（HD）」(二)
（HD）」(二)

14:00 完璧な武器はどれだ！「銃撃 14:00 完璧な武器はどれだ！「投石
と矢」(二)[初]
戦」(二)[初]

1400-1430

15:00 衝撃の瞬間２「チェルノブイリ原 15:00 衝撃の瞬間２「北海油田爆発 15:00 衝撃の瞬間２「オーストリア・
ケーブル鉄道火災」(二)[初]
発事故」(二)[初]
事故」(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間２「イタリア・ダム崩 15:00 衝撃の瞬間２「メキシコ・グアダ
ラハラの悲劇」(二)[初]
壊事故」(二)[初]

1330-1400

1430-1500
1500-1530
1530-1600

16:00 囚われし者たち～戦火の絆
「ブラックホーク･ダウン（HD）」(字)

1630-1700
1700-1730

1100-1130

13:00 大戦を左右した伝説の奇襲 13:00 完璧な武器はどれだ！「頭部 13:00 完璧な武器はどれだ！「包囲
攻撃」(二)[初]
作戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部
への攻撃」(二)[初]
隊（HD）」(二)

1530-1600
1600-1630

1000-1030

1130-1200

12:30 インフォメーション (日)

1500-1530

830-900

11:30 世界の巨大工場７「フェラーリ 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
FF（HD)」(二)[初]
車５「ついに登場！アストンマーティン 車５「伝説のホットハッチ、ルノー5GT 車５「亡き妻へ捧げるフィアット500 車５「初代ボンドカー サンビーム・アル
パイン（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
DB6（HD）」(二)[初]
ターボ（HD）」(二)[初]

13:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「ノルマンディー上陸作戦: レン
ジャー部隊（HD）」(二)

1430-1500

08:30 シルクロード鉄道：歴史と文化
「#2（HD）」(字)

1030-1100

1300-1330

1400-1430

800-830

10:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警 10:30 密着！ホルヘ・チャベス空港警 10:30 密着！ドバイ国際空港「世界 10:30 密着！ドバイ国際空港「第一 10:30 密着！ドバイ国際空港「遅れ
を回避せよ（HD）」(二)[初]
察「#7 広がる密輸路線（HD）」
察「#8 麻薬取締官の苦悩（HD）」 ナンバーワン空港を目指せ！（HD）」 関門：運用テスト（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

1230-1300

1330-1400

09:00 インフォメーション (日)

09:30 メーデー！７：航空機事故の 09:30 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「エールアンテール148便 真実と真相「チョークス･オーシャン･エ
アウェイズ101便 (HD)」(二)[初]
(HD)」(二)[初]

08:00 【中国を知る】
シルクロード鉄道：歴史と文化「#1（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

16:00 囚われし者たち～戦火の絆「コ 16:00 囚われし者たち～戦火の絆
ロンビア･バイス（HD）」(字)
「撃墜されたステルス戦闘機（HD）」
(字)
17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

16:00 囚われし者たち～戦火の絆
「たった一人の帰還兵（HD）」(字)

16:00 囚われし者たち～戦火の絆
「地獄からの生還（HD）」(字)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

1600-1630
1630-1700
1700-1730

1730-1800

17:30 解体トレジャーハンター「ホーム 17:30 解体トレジャーハンター「農家
ラン・ハウス(HD)」(二)[初]
に残された骨董品(HD)」(二)[初]

17:30 解体トレジャーハンター「軽量 17:30 解体トレジャーハンター「100万 17:30 解体トレジャーハンター「キャン
パスは稼ぎ頭(HD)」(二)[初]
ドルの館(HD)」(二)[初]
飛行機の発掘(HD)」(二)[初]

1730-1800

1800-1830

18:00 エクスプローラー「ベールを脱ぐ 18:00 エクスプローラー「負の遺産 苦 18:00 エクスプローラー「日本の人口 18:00 エクスプローラー「オクラホマの家 18:00 エクスプローラー「社会から消え
る日本人（HD）」(字)[初]
キリストの墓（HD）」(字)[初]
畜泥棒（HD）」(字)[初]
悩するラオス（HD）」(字)[初]
減少問題（HD）」(字)[初]

1800-1830

1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030
2030-2100

1830-1900
19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2 19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 3 19:00 ストーリー・オブ・ゴッド WITH
「ヒトラーの要塞島（HD）」(字)[初] モーガン・フリーマン 3「悪魔を探して
「ヒトラーのジークフリート線（HD）」
「番外編:神風特攻部隊と桜花
「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾（HD）」
（HD）」(字)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

1900-1930

20:00 世界の巨大工場４「マック・ト
ラックス(HD)」(二)[初]

2000-2030

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア 20:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166の 20:00 ナチスに残る都市伝説の真相
記憶（HD）(二)[初]
「番外編:ワニに襲われた日本軍
メリカの戦い「真珠湾攻撃（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]

20:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)

1930-2000

2030-2100
ビッグ・キャット ナイト

2100-2130

21:00 史上最悪の地球の歩き方９
「監獄島からの脱出（HD）」(字)

21:00 潜入！クリスタルの洞窟
(HD)(二)[初]

22:00 史上最悪の地球の歩き方９
「カリブのコカイン王（HD）」(字)[初]

22:00 潜入！スペースX（HD）
(字)[初]

2130-2200

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア 21:00 ビッグ・キャット：華麗なる一族 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」
「新世界征服（HD）」(二)[初]
メリカの戦い「真珠湾攻撃（HD）」(二)
(二)[初]

2100-2130

22:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 ア 22:00 【新】ストーリー・オブ・ゴッド 22:00 徹底スキャン:世界の歴史建造
メリカの戦い「ヒトラー 最後の大攻勢 WITH モーガン・フリーマン 3「悪魔を 物「ロンドン：セント・ポール大聖堂
（HD）」(字)[初]
探して（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

2200-2230

2130-2200

スターストラック 夜空の向こうへ

2200-2230
2230-2300
2300-2330
2330-2400
2400-2430
2430-2500
2500-2530
2530-2600
2600-2630

2300-2330

24:00 メーデー！５：航空機事故の 24:00 メーデー！４：航空機事故の 24:00 メーデー！１４：航空機事故の 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「#9（HD）」(二)
真実と真相「キャビンの穴（ＨＤ）」(二) 真実と真相「７３７型機に潜む危機 真実と真相「インドネシア・エアアジア 真実と真相「シンガポール航空006便
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
8501便（HD）」(二)

2400-2430

25:00 メーデー！５：航空機事故の 25:00 メーデー！１７：航空機事故の 25:00 メーデー！１２：航空機事故の 25:00 メーデー！１０：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・フロリダ90便
真実と真相「シルクエアー185便
真実と真相「謎の炎（ＨＤ）」(二) 真実と真相「アエロフロート・ノルド821 真実と真相「政府チャーター機 暗殺
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)
疑惑（HD）」(二)[初]

2500-2530

26:00 衝撃の瞬間６「日本航空123 26:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線 26:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続 26:00 衝撃の瞬間６「駆逐艦コベント 26:00 衝撃の瞬間６「チヌーク空軍ヘ
リ墜落事故（HD)」(二)
事故（HD)」(二)
リー沈没（HD)」(二)
テロ事件（HD)」(二)
便墜落事故（HD)」(二)

2600-2630

2730-2800

2330-2400

2430-2500

2530-2600

2630-2700

2630-2700
2700-2730

2230-2300

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 マーズ 火星移住計画「最終 23:00 メーデー！１７：航空機事故の 23:00 一攫千金！巨大マグロ漁 南 23:00 レンジローバー ヴェラール：ザ・
メイキング（HD）(字)[初]
車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTIマー
北対決 2「#8 船長不在のチャンス
話 決断（HD）」(二)[初]
真実と真相「#10（HD）」(二)[初]
ク1（HD）」(二)[初]
（HD）」(字)[初]

27:00 武器コレクター「#1 親子の対 27:00 武器コレクター「#3 父の裏切り 27:00 武器コレクター「#5 一撃必殺
(HD)」(二)
(HD)」(二)
立(HD)」(二)

27:00 武器コレクター「#7 腕の見せ 27:00 武器コレクター「#9 最高の贈り
物(HD)」(二)
所(HD)」(二)

2700-2730
2730-2800

