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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 10月
(ET)
400-430

月曜日 2019/09/30

430-500
500-530

火曜日 2019/10/01
水曜日 2019/10/02
木曜日 2019/10/03
金曜日 2019/10/04
土曜日 2019/10/05
04:00 独裁者の製造マニュアル「#2 04:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍 04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境
絶対的権力（HD）」(二)[初]
巨大輸送機（HD）(字)[初]
警備局「不法入国グループ（HD）」 警備局「真夜中のパトロール（HD）」 警備局２「霧の中の侵入者(HD)」
(二)[初]
(二)[初]
(字)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「キリスト磔刑の謎(HD)」(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「マヤの地底世界(HD)」(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ノアの大洪水(HD)」(二)[初]

05:00 Ｘ-ファイル：古代神秘の謎２
「ジャンヌ・ダルクの謎(HD)」(二)[初]

530-600
600-630

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「回し車の法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「ドローンの法則
（HD）」(二)[初]

700-730
730-800
800-830

930-1000
1000-1030
1030-1100

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「重い物を持ち上げる 06:30 バ科学3「急ブレーキの法則
法則（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

08:00 世界遺産「自由の女神
（HD）」(字)[初]

09:00 インフォメーション (日)

08:00 Activate 未来の地球へ「人 08:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
08:00 【中国を知る】
道支援（HD）」(字)[初]
競争「動物たちの恋の駆け引き
チャイナ 革新する国家「発展(HD)」
（HD）」(二)[初]
(字)[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)

1200-1230
1230-1300
1300-1330
1330-1400
1400-1430
1430-1500
1500-1530
1530-1600
1600-1630
1630-1700
1700-1730
1730-1800
1800-1830

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「リフティングの法則 06:30 バ科学3「ローラースケートの法
（HD）」(二)[初]
則（HD）」(二)[初]

08:00 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]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#8 巻き返し作戦（HD）」(字)[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)

10:30 地球を襲う宇宙の嵐「猛烈な 10:30 コスモス:時空と宇宙「銀河に
砂じん嵐（HD）」(二)[初]
立つ（HD）」(二)

10:30 ミッション・トゥ・ザ・サン（HD）
(字)

10:30 アニマル・ファイト・クラブ２「空
や海底の決闘場（HD）」(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 11:30 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「悩めるエスコートRS（HD）」
車２「愛する祖父のVWキャンピング
車３「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」
車３「革命児アウディUr-クワトロ
(二)[初]
カー（HD）」(二)[初]
(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)

13:00 黙示録：カラーで見る第一次 13:00 黙示録：カラーで見る第一次 13:00 黙示録：カラーで見る第一次 13:00 カラーで見るノルマンディー上
世界大戦「立ち込める暗雲（HD）」 世界大戦「終わりなき地獄（HD）」 世界大戦「悪夢からの解放（HD）」 陸作戦「苦悩と決断（HD）」(字)[初]
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

10:30 インフォメーション (日)

10:30 インフォメーション (日)

1930-2000
2000-2030

2130-2200
2200-2230
2230-2300
2300-2330

2430-2500
2500-2530
2530-2600
2600-2630
2630-2700
2700-2730
2730-2800
※最新番組表はこちら

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

900-930
930-1000
1000-1030
1030-1100
1100-1130

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「インフ 12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
ルエンザの脅威(HD)」(二)[初]
3「穏やかならぬ長旅！ リスを救え
(HD)」(字)[初]

1200-1230

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

1130-1200

1230-1300
1300-1330
1330-1400

14:00 カラーで見るノルマンディー上 14:00 メーデー！１３：航空機事故の 14:00 世界の巨大工場７「フェラーリ
陸作戦「パリ解放（HD）」(字)[初] 真実と真相「エル・アル航空1862便
FF（HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

1400-1430

15:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機 15:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲っ 15:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島 15:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油 15:00 メーデー！１３：航空機事故の 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
事故」(二)[初]
た大竜巻」(二)[初]
の大噴火」(二)[初]
工場爆発事故」(二)[初]
真実と真相「UPS航空6便（HD）」
車６「父と息子のMGAロードスター
(二)[初]
（HD）」(二)[初]

1500-1530

16:00 武器コレクター「#2 軍事ジープ 16:00 武器コレクター「#3 父の裏切 16:00 Activate 未来の地球へ「全て 16:00 ホスタイル・プラネット 非情の 16:00 メーデー！１３：航空機事故の 16:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
をめぐって(HD)」(二)[初]
り(HD)」(二)[初]
の少女に教育を（HD）」(字)
惑星「山地（HD）」(字)[初]
真実と真相「国連チャーター機 DC- アメリカ編「悪夢のレスキュー（HD）」
6（HD）」(二)[初]
(二)[初]

1600-1630

14:00 黙示録：カラーで見る第一次 14:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「戦火の拡大（HD）」
世界大戦「募る怒り（HD）」(二)[初]
(二)[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 潜入！台湾の人工衛星「#2 17:30 新 衝撃の瞬間「スペースシャ
（HD）」(字)[初]
トル・チャレンジャー爆発事故(HD)」
(字)[初]
18:00 エクスプローラー「アフガニスタン 18:00 エクスプローラー「119歳 奇跡
男装する少女たち（HD）」(字)[初]
のランナー（HD）」(字)[初]

14:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)[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)

1430-1500

1530-1600

1630-1700
1700-1730

17:30 もしもの時の生存マニュアル
「サメに襲われたら（HD）」(字)[初]

17:30 もしもの時の生存マニュアル
「闘牛に襲われたら（HD）」(字)[初]

17:00 メーデー！１３：航空機事故の 17:00 シリコンバレー狂騒曲「第三話
真実と真相「アトランティック・エアウェ
アジャイル手法（HD）」(二)[初]
イズ670便（HD）」(二)[初]

18:00 潜入！麻薬ビジネスの世界
「麻薬カルテル（HD）」(二)[初]

18:00 潜入！麻薬ビジネスの世界 18:00 スーパーカー大改造 2「最高の 18:00 シリコンバレー狂騒曲「第四話
「欲望と正義（HD）」(二)[初]
ポルシェ（HD）」(二)[初]
優先順位の逆転（HD）」(二)[初]

1800-1830

1730-1800

1830-1900
Save the Earth Special
supported by MODERE
19:00 オカバンゴ・デルタ 恵みの洪水
「奇跡のオアシス（HD）」(二)[初]
20:00 オカバンゴ・デルタ 恵みの洪水
「命のサイクル（HD）」(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「バルバロッサ作戦（HD）」
(二)[初]

20:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(HD)(二)[初]

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
独ソ戦「クルスク戦車戦（HD）」
(二)[初]

19:00 潜入！台湾の人工衛星「#3
（HD）」(字)[初]
19:30 常識破りの科学者たち「#3 ターボチャー
ジャー付き落ち葉掃除機(HD)」(二)[初]

19:00 【中国を知る】
チャイナ 革新する国家「緑の革命
(HD)」(字)[初]

1900-1930

19:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密（HD）」(二)[初]

1930-2000
2000-2030

ビッグ・キャット ナイト
21:00 Activate 未来の地球へ「全て 21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 21:00 サベージ・キングダム
2：新たな 21:00 一攫千金！カー・ストリッパー 21:00 タイタニック号 隠された火災
人類史
の少女に教育を（HD）」(字)[初] 戦争への備え「主力戦車ティーガー& 支配者「#1 敵となりし同胞（HD）」 ズ２「フランス車対決（HD）」(二)[初]
（HD）(二)[初]
21:00 オリジンズ：常識を変えた人類
パンター（HD）」(二)[初]
(二)[初]
史「未知なるものを求めて（HD）」
(二)[初]
「きぼう」完成 「こうのとり」打上げ
10 周年 特別編成
22:00 ヒトラーの極秘収容所 米兵 22:00 世界大自然紀行：ボツワナの 22:00 エアバスＡ３８０：世界最大の 22:00 ジェームズ・キャメロンと探るタイ 22:00 オリジンズ：常識を変えた人類
捕虜の記録（HD）(字)[初]
ライオン兄弟（HD）(二)[初]
旅客機（ＨＤ）(字)[初]
タニックの謎(HD)(字)[初]
史「距離と時間を超えて（HD）」
22:00 コスモス:時空と宇宙「銀河に
(二)[初]
立つ（HD）」(二)[初]

2100-2130

23:00 Activate 未来の地球へ「全て 23:00 ホスタイル・プラネット 非情の
の少女に教育を（HD）」(字)
惑星「山地（HD）」(二)[初]

2030-2100

2130-2200
2200-2230
2230-2300

23:00 【新】警告！ホット・ゾーンに見
る 殺人ウイルスの恐怖（HD）
(二)[初]

2300-2330

24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 メーデー！７：航空機事故の 24:00 メーデー！番外編：惨劇の全 24:00 メーデー！：航空機事故の真 24:00 仮想現実で暴く！タイタニック 24:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「シルクエアー185便
真実と真相「ブリティッシュ･エアツアー
貌「誤解の悲劇（HD）」(二)[初]
実と真相「機体損壊」(二)[初]
号沈没の謎（HD）(二)[初]
真実と真相「アトランティック・エアウェ
（HD）」(二)[初]
ズ28便 (HD)」(二)[初]
イズ670便（HD）」(二)

2400-2430

25:00 メーデー！５：航空機事故の 25:00 メーデー！７：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米 25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「持ち込まれた小型爆弾 真実と真相「ノースウエスト航空255 真実と真相「クロスエア498便（HD）」
真実と真相「エア・フロリダ90便
軍の指揮系統（HD）」(二)[初]
真実と真相「スパンエア5022便
（HD）」(二)[初]
便 (HD)」(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

2500-2530

26:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事
故（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スー
パーマーケット崩壊」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大
津波（HD）」(二)[初]

23:00 【新】仰天！UAEの歴史ビッ
クリ検証「砂漠（HD）」(字)[初]

20:00 【新】蘇るタイタニック号！謎
に包まれた悲劇（HD）(二)[初]

Save the Earth Special
supported by MODERE

20:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ピューマ vs オオツノヒツジ（HD）」
(二)[初]

23:00 ミッション・トゥ・ザ・サン（HD）
(字)[初]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 20:00 世界の巨大工場６「メルセデ
戦争への備え「戦艦ビスマルクと潜水 ス・ベンツ アクトロス(HD)」(二)[初]
艦Uボート（HD）」(二)[初]

2330-2400
2400-2430

500-530

13:30 潜入！台湾の人工衛星「#3 13:30 世界遺産「トルコ:カッパドキア
（HD）」(字)
（HD）」(二)[初]

2030-2100
2100-2130

430-500

11:00 スゴ腕どうぶつドクター２「真夏 11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
のクリニック(HD)」(二)[初]
3「目に余る眼球！ ウサギを救え
(HD)」(字)[初]

1830-1900
1900-1930

(ET)
400-430

830-900

09:30 メーデー！１４：航空機事故の 09:30 メーデー！１４：航空機事故の 09:30 メーデー！１４：航空機事故の 09:30 メーデー！１４：航空機事故の 09:30 サベージ・キングダム 2：新たな 09:30 ケーシーと野生の楽園「コディ
真実と真相「ジャーマンウイングス 真実と真相「ガルーダ・インドネシア航 真実と真相「インドネシア・エアアジア 真実と真相「ナショナル・エアラインズ 支配者「#1 敵となりし同胞（HD）」
アック島プロジェクト(HD)」(二)[初]
9525便（HD）」(二)[初]
空421便（HD）」(二)[初]
8501便（HD）」(二)[初]
102便（HD）」(二)[初]
(二)

1100-1130
1130-1200

05:00 黙示録：カラーで見る第一次 05:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
世界大戦「悪夢からの解放（HD）」 戦争への備え「主力戦車ティーガー&
(二)
パンター（HD）」(二)

07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 07:00 シーザー・ミランの愛犬レス
07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
定的瞬間 総集編[#1 獲物の反撃 定的瞬間 総集編[#2 縄張り侵入 定的瞬間 総集編[#3 奇妙で獰猛 定的瞬間 総集編[#4 ファイトクラブ キュー３「ロッキーはいつでも戦闘モー 「#7 船長の財布（HD）」(字)[初]
(HD)](二)[初]
(HD)](二)[初]
な動物たち(HD)](二)[初]
(HD)](二)[初]
ド（HD）」(字)[初]

830-900
900-930

06:00 インフォメーション (日)

日曜日 2019/10/06
04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「英軍精鋭部隊 空からの強
襲（HD）」(二)[初]

2330-2400

2430-2500

2530-2600

26:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜 26:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過 26:00 メーデー！１３：航空機事故の
落事故」(二)[初]
激主義との戦い（HD）」(二)[初] 真実と真相「ガルーダ・インドネシア航
空200便（HD）」(二)[初]

2600-2630

27:00 独裁者の製造マニュアル「#3 27:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 27:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 27:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 27:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激 27:00 メーデー！１３：航空機事故の
崩壊（HD）」(二)[初]
警備局「砂漠のヘロイン追跡（HD）」 警備局「秘密のトンネル作戦（HD）」 警備局２「最前線の国境警備(HD)」 化する戦いの裏で（HD）」(二)[初]
真実と真相「アトランティック・サウス
(二)[初]
(二)[初]
(字)[初]
イースト航空2311便（HD）」(二)[初]

2700-2730

2630-2700

2730-2800
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NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 10月
(ET)
400-430
430-500
500-530

月曜日 2019/10/07
04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境
警備局「砂漠のヘロイン追跡（HD）」
(二)

火曜日 2019/10/08
04:00 <引き続き>
21世紀の最新鋭艦(HD)(二)

水曜日 2019/10/09
木曜日 2019/10/10
04:00 黙示録：カラーで見る第一次 04:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「戦火の拡大（HD）」(二)
世界大戦「募る怒り（HD）」(二)

05:00 蘇るタイタニック号！謎に包ま 05:00 タイタニック号 隠された火災 05:00 タイタニックと米海軍極秘任務
れた悲劇（HD）(二)
（HD）(二)
(二)[初]

05:00 よみがえる幽霊船
(HD)(二)[初]

530-600
600-630

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「ドリブルの法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「濡れたプールサイド
の法則（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「ロングシュートの法
則（HD）」(二)[初]

700-730
730-800
800-830

08:00 世界遺産「キリマンジャロ
（HD）」(字)[初]

930-1000

06:00 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)

05:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「大西洋の壁（HD）」(二)[初]

600-630

06:30 バ科学3「ドアを破る法則
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「プロレス技の法則
（HD）」(二)[初]

630-700

07:00 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]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#9 怒り爆発（HD）」(字)[初]

700-730

08:00 【中国を知る】
チャイナ 革新する国家「緑の革命
(HD)」(字)

08:00 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]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#10 本物の男は誰だ（HD）」
(字)[初]

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)

09:00 インフォメーション (日)

900-930

730-800

09:30 メーデー！番外編：惨劇の全 09:30 メーデー！番外編：惨劇の全 09:30 メーデー！番外編：惨劇の全 09:30 メーデー！番外編：惨劇の全 09:30 メーデー！番外編：惨劇の全 09:30 サベージ・キングダム 2：新たな 09:30 ケーシーと野生の楽園「オオカ
貌「誤解の悲劇（HD）」(二)
貌「人的要因（HD）」(二)[初]
貌「機長の活躍（HD）」(二)[初]
貌「操縦不能（HD）」(二)[初]
貌「撃墜（HD）」(二)[初]
支配者「#2 戦いの序章（HD）」(二)
ミの群れの中(HD)」(二)[初]

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

10:30 氷河崩壊！地球に迫る危機 10:30 地球を襲う宇宙の嵐「宇宙の 10:30 宇宙の奇石「故郷（HD）」(二) 10:30 コスモス:時空と宇宙「地球とい 10:30 アニマル・ファイト・クラブ２「陸
（HD）(字)[初]
大嵐（HD）」(二)[初]
う世界（HD）」(二)
の覇権を巡って（HD）」(字)[初]

11:30 世界の巨大工場２「スーパー
地下鉄（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

11:30 仰天！UAEの歴史ビックリ検 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
証「砂漠（HD）」(字)
車３「スターリング･モス現る（HD）」 車３「伝説のモーガン・スリーホイラー
車３「夫婦の絆 日産スカイライン
(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)

15:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト 15:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、
ル・チャレンジャー爆発事故（HD）」
最後の飛行（HD）」(二)[初]
(二)[初]

15:00 衝撃の瞬間３「アルプスの大
雪崩」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#4 銃撃特訓 16:00 武器コレクター「#5 一撃必殺
(HD)」(二)[初]
(HD)」(二)[初]

16:00 武器コレクター「#6 飛び交う
弾丸(HD)」(二)[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)

1730-1800

17:30 もしもの時の生存マニュアル
「激流に飲み込まれたら（HD）」
(字)[初]
18:00 潜入！麻薬ビジネスの世界
「麻薬ホリデイ（HD）」(二)[初]

17:30 潜入！台湾の人工衛星「#3
（HD）」(字)

1830-1900
19:00 ナチス絶滅収容所 決死の脱
走計画（HD）(二)[初]

1930-2000
2000-2030

2130-2200
2200-2230
2230-2300

930-1000

13:00 潜入！グアンタナモ基地（Ｈ
Ｄ）(字)[初]

20:00 ヒトラーの極秘米軍収容所
(HD)(字)[初]

21:00 密着！ホルヘ・チャベス空港
警察「#7 広がる密輸路線（HD）」
(二)[初]

22:00 密着！ホルヘ・チャベス空港
警察「#8 麻薬取締官の苦悩
（HD）」(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)

Save the Earth Special
supported by MODERE
19:00 躍動の青い惑星「壮大な旅
(HD)」(二)[初]
20:00 躍動の青い惑星「食うか食わ
れるか(HD)」(二)[初]

21:00 Activate 未来の地球へ「プラ
スチック問題（HD）」(字)[初]
「きぼう」完成 「こうのとり」打上げ
10 周年 特別編成
22:00 宇宙の奇石「故郷（HD）」
(二)[初]

19:00 THE SS：ナチス親衛隊「#1
罪深きエリートたち（HD）」(字)[初]

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 スゴ腕どうぶつドクター２「新し 11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
い仲間(HD)」(二)[初]
3「ドラゴンの闘い！ アゴヒゲトカゲを
救え(HD)」(字)[初]

1100-1130

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「にぎ 12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
やかな日々(HD)」(二)[初]
3「苦渋のダイエット命令！ ミニブタを
救え(HD)」(字)[初]

1200-1230

1130-1200

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 世界遺産「インドネシア：ボロ
ブドゥル（HD）」(二)[初]

13:30 世界遺産「グレート・バリア・
リーフ（HD）」(二)[初]

1330-1400

14:00 メーデー！１３：航空機事故の 14:00 世界の巨大工場７「レクサス
真実と真相「スパンエア5022便
LFA（HD)」(二)[初]
（HD）」(二)

1400-1430
1430-1500

15:00 衝撃の瞬間３「高速道路への 15:00 衝撃の瞬間３「セントヘレンズ 15:00 メーデー！１３：航空機事故の 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
墜落」(二)[初]
山の猛威」(二)[初]
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航 車６「獣医が"治せなかった"プジョー
空200便（HD）」(二)
205GTI（HD）」(二)[初]

1500-1530

16:00 Activate 未来の地球へ「プラ 16:00 海底に沈む第二次世界大戦 16:00 メーデー！１３：航空機事故の 16:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
スチック問題（HD）」(字)
の真実（HD）(字)[初]
真実と真相「アトランティック・サウス
アメリカ編「氷上の救出劇（HD）」
イースト航空2311便（HD）」(二)
(二)[初]

1600-1630

17:00 インフォメーション (日)

17:30 もしもの時の生存マニュアル
17:30 もしもの時の生存マニュアル
「海流に引き込まれたら（HD）」
「大津波に襲われたら（HD）」
(字)[初]
(字)[初]
18:00 潜入！麻薬ビジネスの世界 18:00 潜入！麻薬ビジネスの世界 18:00 潜入！麻薬ビジネスの世界
「死神との取引（HD）」(二)[初]
「塀の中の麻薬取引（HD）」(二)[初]
「薬物におぼれる女たち（HD）」
(二)[初]

2030-2100
2100-2130

12:30 インフォメーション (日)

14:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 14:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 14:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 14:00 ザ・ボーダーライン 税関国境
警備局２「危険な国境地帯(HD)」
警備局３「#2 マリファナ(HD)」
警備局３「#4 ギャング掃討作戦
警備局３「#6 海上での取り締まり
(字)[初]
(字)[初]
(HD)」(字)[初]
(HD)」(字)[初]

1700-1730

1900-1930

12:30 インフォメーション (日)

13:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 13:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 13:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 13:00 ザ・ボーダーライン 税関国境
警備局２「密輸と戦う新人警備官
警備局３「#1 ディフェンス・ライン
警備局３「#3 密輸ルート(HD)」
警備局３「#5 公海上の麻薬(HD)」
(HD)」(字)[初]
(HD)」(字)[初]
(字)[初]
(字)[初]

1630-1700

1800-1830

830-900

1000-1030

1200-1230
1230-1300

500-530

06:00 インフォメーション (日)

1100-1130
1130-1200

430-500

530-600

1000-1030
1030-1100

(ET)
400-430

06:00 インフォメーション (日)

06:30 バ科学3「顔面パイ投げの法 06:30 バ科学3「ブレイクダンスの法則
則（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

08:00 世界遺産「トルコ：カッパドキア 08:00 Activate 未来の地球へ「全て 08:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
（HD）」(字)[初]
の少女に教育を（HD）」(字)
競争「生きるための戦略（HD）」
(二)[初]

土曜日 2019/10/12
日曜日 2019/10/13
04:00 カラーで見るノルマンディー上 04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
陸作戦「パリ解放（HD）」(字)
作戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部
隊（HD）」(二)[初]

05:00 仮想現実で暴く！タイタニック 05:00 ザ・ボーダーライン 税関国境
号沈没の謎（HD）(二)
警備局「砂漠のヘロイン追跡（HD）」
(二)

07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 07:00 驚愕！戦慄！野生動物の決 07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ネコ 07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「アリ 07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「縄
定的瞬間 総集編[#5 残虐バトル
定的瞬間 総集編[#6 生と死
科の覇権争い（HD）」(二)[初]
抗争（HD）」(二)[初]
張り争い（HD）」(二)[初]
(HD)](二)[初]
(HD)](二)[初]

830-900
900-930

06:00 インフォメーション (日)

金曜日 2019/10/11
04:00 第一次世界大戦 アメリカ参
戦の真実（HD）(二)

19:00 ナチス巨大砲V3の謎（HD）
(二)[初]

17:00 インフォメーション (日)
17:30 もしもの時の生存マニュアル
「牛の群れに襲われたら（HD）」
(字)[初]
18:00 世界の麻薬産業２「#1 クラッ
クコカイン(HD)」(二)[初]

1530-1600

1630-1700

17:00 メーデー！１３：航空機事故の 17:00 シリコンバレー狂騒曲「第五話
真実と真相「TAM航空402便
セグメンテーション違反（HD）」
（HD）」(二)[初]
(二)[初]

1700-1730

18:00 スーパーカー大改造 2「デロリ 18:00 シリコンバレー狂騒曲「第六話
アン リブート（HD）」(二)[初]
強制終了（HD）」(二)[初]

1800-1830

1730-1800

1830-1900
Save the Earth Special
supported by MODERE

19:00 仰天！海の底まる見え検証
19:00 【中国を知る】
「ナチスの秘密兵器（HD）」(二)[初] チャイナ 革新する国家「テクノロジー
19:00 世界大自然紀行：北アメリカ
の進化(HD)」(字)[初]
「爬虫類の楽園（HD）」(二)[初]

20:00 THE SS：ナチス親衛隊「#2
構築された死のシステム（HD）」
(字)[初]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 20:00 世界の巨大工場６「ウィリアム
戦争への備え「主力戦車ティーガー&
ズF1(HD)」(二)[初]
パンター（HD）」(二)

21:00 ヒトラーの教皇 闇の真実
（HD）(二)[初]

21:00 サベージ・キングダム 2：新たな 21:00 一攫千金！カー・ストリッパー
支配者「#2 戦いの序章（HD）」
ズ２「カスタムカー対決（HD）」
(二)[初]
(二)[初]

ビッグ・キャット ナイト

20:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#1 ツタンカーメンの秘宝（HD）」
(二)[初]

20:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「闇夜のグリズリー（HD）」(二)[初]

21:00 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）」(二)[初]

21:00 ウイルスと人類の終わりなき戦
い（HD）(字)[初]

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

ホット・ゾーン放送直前SP

2100-2130
2130-2200

22:00 旅するシェフの仰天レシピ「ボリ 22:00 巨大建造物：ブルジュ・ハリファ 22:00 甦る！エジプトに眠る財宝 22:00 警告！ホット・ゾーンに見る 殺
ビア:コカの葉を求めて（HD）」(二)[初]
(HD)(二)[初]
「#3 墓泥棒との戦い（HD）」(二)[初]
人ウイルスの恐怖（HD）(二)

2200-2230
2230-2300

2300-2330 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 コスモス:時空と宇宙「地球とい 23:00 Activate 未来の地球へ「プラ 23:00 旅するシェフの仰天レシピ「中 23:00 仰天！UAEの歴史ビックリ検
車５「亡き妻へ捧げるフィアット500
う世界（HD）」(二)[初]
スチック問題（HD）」(字)
国:レンコンとコイ（HD）」(二)[初]
証「海（HD）」(字)[初]
（HD）」(二)[初]
2330-2400

23:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#4 来世への祈り（HD）」(二)[初]

23:00 ブレイクスルー:科学革命の夜
明け「打ち破る パンデミックの脅威
（HD）」(二)[初]

2300-2330

2400-2430 24:00 メーデー！１０：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！７：航空機事故の 24:00 メーデー！番外編：惨劇の全 24:00 メーデー！：航空機事故の真
真実と真相「タンス航空204便
真実と真相「グランドキャニオン空中 真実と真相「エールフランス296便
貌「人的要因（HD）」(二)
実と真相「サンダーストーム」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
衝突事故（HD）」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
2430-2500

24:00 甦る！エジプトに眠る財宝 24:00 メーデー！１２：航空機事故の
「#5 ピラミッドから岩窟墓へ（HD）」 真実と真相「ブリティッシュミッドランド
(二)[初]
航空９２便（HD）」(二)[初]

2400-2430

25:00 メーデー！７：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦 25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「USエアー1493便
真実と真相「アメリカン航空587便
真実と真相「ハリケーン観測機
地に漂う悲壮感（HD）」(二)[初]
真実と真相「ラウダ航空００４便
(HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
NOAA42（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

2500-2530

2500-2530
2530-2600
2600-2630

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全 25:00 メーデー！５：航空機事故の
貌「見えない手がかり（HD）」(二)[初] 真実と真相「速度計の警告サイン
（HD）」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の 26:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機 26:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲っ 26:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島 26:00 衝撃の瞬間４「テキサス石油
謎（HD）」(二)[初]
事故」(二)
た大竜巻」(二)
の大噴火」(二)
工場爆発事故」(二)

2630-2700
2700-2730

27:00 21世紀の最新鋭艦
(HD)(二)[初]

2730-2800
※最新番組表はこちら

27:00 黙示録：カラーで見る第一次 27:00 黙示録：カラーで見る第一次 27:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「立ち込める暗雲（HD）」 世界大戦「終わりなき地獄（HD）」 世界大戦「悪夢からの解放（HD）」
(二)
(二)
(二)

27:00 カラーで見るノルマンディー上
陸作戦「苦悩と決断（HD）」(字)

2330-2400

2430-2500

2530-2600

26:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次 26:00 メーデー！１２：航空機事故の
世代の為に（HD）」(二)[初]
真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２
５４便 （HD）」(二)[初]

2600-2630

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交 27:00 メーデー！１２：航空機事故の
差する想い（HD）」(二)[初]
真実と真相「コパ航空２０１便
（HD）」(二)[初]

2700-2730

2630-2700

2730-2800
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(ET)
400-430
430-500
500-530

月曜日 2019/10/14
火曜日 2019/10/15
水曜日 2019/10/16
木曜日 2019/10/17
金曜日 2019/10/18
04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境
警備局「不法入国グループ（HD）」 警備局２「危険な国境地帯(HD)」
警備局３「#2 マリファナ(HD)」(字)
警備局３「#4 ギャング掃討作戦
警備局３「#6 海上での取り締まり
(二)
(字)
(HD)」(字)
(HD)」(字)

土曜日 2019/10/19
04:00 <引き続き>
潜入！グアンタナモ基地（ＨＤ）(字)

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 甦る！エジプトに眠る財宝
「#5 ピラミッドから岩窟墓へ（HD）」
(二)

06:00 インフォメーション (日)

530-600
600-630

06:00 インフォメーション (日)

05:00 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）」(二)

05:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#3 墓泥棒との戦い（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 甦る！エジプトに眠る財宝
「#4 来世への祈り（HD）」(二)

06:00 インフォメーション (日)

日曜日 2019/10/20
04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「サン＝ナゼール強襲（HD）」
(二)[初]

(ET)
400-430

05:00 ザ・ボーダーライン 税関国境
警備局「不法入国グループ（HD）」
(二)

05:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「Uボート基地（HD）」(二)[初]

500-530

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

430-500

530-600

630-700

06:30 バ科学3「びっくりした時の法則 06:30 バ科学3「アイスホッケーの法
（HD）」(二)[初]
則（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「ネズミ取り器の法則 06:30 バ科学3「ラジコン飛行機の法 06:30 バ科学3「オフロード車の法則 06:30 バ科学3「ラジコンカーの法則
（HD）」(二)[初]
則（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

06:30 バ科学3「傘パラシュートの法
則（HD）」(二)[初]

630-700

700-730

07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「巨 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 07:00 アニマル・ファイト・クラブ３「ワニ 07:00 捕食者の最終兵器「狩りの天 07:00 シーザー・ミランの愛犬レス
大動物たちのバトル（HD）」(二)[初]
ルなき戦い（HD）」(二)[初]
寒の森の熱き闘い（HD）」(二)[初]
の脱出大作戦（HD）」(二)[初]
才たち（HD）」(字)[初]
キュー３「船の上に暮らす犬（HD）」
(字)[初]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#11 真夜中の戦い（HD）」(字)[初]

700-730

08:00 世界遺産「インドネシア：ボロ
ブドゥル（HD）」(字)[初]

08:00 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]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 6
「#12 争いの決着（HD）」(字)[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)

730-800
800-830

08:00 世界遺産「グレート・バリア・
リーフ（HD）」(字)[初]

830-900
900-930
930-1000
1000-1030
1030-1100

09:00 インフォメーション (日)

09:00 インフォメーション (日)

08:00 Activate 未来の地球へ「プラ 08:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
08:00 【中国を知る】
スチック問題（HD）」(字)
競争「狩りの達人（HD）」(二)[初] チャイナ 革新する国家「テクノロジー
の進化(HD)」(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 メーデー！番外編：惨劇の全 09:30 メーデー！番外編：惨劇の全 09:30 メーデー！番外編：惨劇の全 09:30 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「コックピットの殺人者（HD）」
貌「見えない手がかり（HD）」(二)
貌「事故か陰謀か（HD）」(二)
貌「ステライル・コックピット・ルール
(二)[初]
（HD）」(二)[初]

10:30 地球が奏でるシンフォニー
（HD）(字)[初]

10:30 地球を襲う宇宙の嵐「危険な 10:30 ２億5000万年後の地球大陸 10:30 ２億5000万年後の地球大陸
太陽風（HD）」(二)[初]
「エデンの終わり(HD)」(二)[初]
「人類の運命(HD)」(二)[初]

09:00 インフォメーション (日)
09:30 ホット・ゾーン「第一話 襲来
（HD）」(字)

10:30 ホット・ゾーン「第二話 感染
（HD）」(字)

1100-1130

730-800

830-900

09:30 サベージ・キングダム 2：新たな 09:30 ケーシーと野生の楽園「グリズ
支配者「#3 反逆者の台頭（HD）」
リーの仲間たち(HD)」(二)[初]
(二)

10:30 インフォメーション (日)

800-830

10:30 インフォメーション (日)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター２「真夏 11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
の試練(HD)」(二)[初]
3「静かなる巨鳥！ スミレコンゴウイン
コを救え(HD)」(字)[初]

900-930
930-1000
1000-1030
1030-1100
1100-1130

1130-1200 11:30 世界の巨大工場３「ベントレー 11:30 仰天！UAEの歴史ビックリ検 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]
証「海（HD）」(字)
車３「アルファロメオに賭けた夢（HD）」 車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTI 車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィ
(二)[初]
マーク1（HD）」(二)[初]
ア（HD）」(二)[初]
1200-1230
12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「バー 12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
ベキューパーティー(HD)」(二)[初] 3「行方不明の前歯！ プレーリードッ
グを救え(HD)」(字)[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)
12:30 インフォメーション (日)
12:30 インフォメーション (日)

1130-1200

1300-1330

1300-1330

13:00 レスキュー！海難救助隊２
「台風の恐怖(HD)」(二)[初]

13:00 レスキュー！海難救助隊２
「有毒物質の脅威(HD)」(二)[初]

1330-1400
1400-1430

14:00 レスキュー！海難救助隊２
「惨劇ゾーン(HD)」(二)[初]

14:00 レスキュー！海難救助隊２
「海岸線の危機(HD)」(二)[初]

13:00 レスキュー！海難救助隊２
「座礁船救出プロジェクト(HD)」
(二)[初]

13:00 アメリカ空軍 救難員日記～ 13:00 タイタニックと米海軍極秘任務
最後の戦い～（HD）(字)[初]
(二)

14:00 戦場のレスキュー作戦（HD）
(二)[初]

14:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍
巨大輸送機（HD）(字)

13:00 インフォメーション (日)

13:00 インフォメーション (日)

1330-1400

14:00 ホット・ゾーン「第一話 襲来
（HD）」(字)

1400-1430

14:00 世界の巨大工場７「グンペル
ト・アポロ（HD)」(二)[初]

1430-1500
15:00 衝撃の瞬間:特別編「小さなミ 15:00 衝撃の瞬間３「スーシティー空 15:00 衝撃の瞬間３「TWA800便の 15:00 衝撃の瞬間３「シンガポールの 15:00 衝撃の瞬間３「バリ島の爆破
ス（HD）」(二)[初]
港への不時着」(二)[初]
事故原因」(二)[初]
ホテル倒壊事故」(二)[初]
テロ」(二)[初]

15:00 ホット・ゾーン「第二話 感染 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
（HD）」(字)
車６「人生をともに歩んだシトロエン
DS（HD）」(二)[初]

1500-1530

16:00 武器コレクター「#7 腕の見せ 16:00 武器コレクター「#8 南北戦争 16:00 武器コレクター「#9 最高の贈 16:00 Activate 未来の地球へ「水と 16:00 密着！ニューヨーク市警 テロ 16:00 メーデー！１４：航空機事故の 16:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
所(HD)」(二)[初]
の拳銃(HD)」(二)[初]
り物(HD)」(二)[初]
衛生（HD）」(字)
対策特殊部隊（HD）(二)[初]
真実と真相「ボーイング747の衝突事 アメリカ編「雪の地獄と化したハイウェ
故（HD）」(二)[初]
イ（HD）」(二)[初]

1600-1630

1530-1600
1600-1630
1630-1700
1700-1730
1730-1800
1800-1830
1830-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2030

1230-1300

13:30 世界遺産「ヴェルサイユ宮殿 13:30 世界遺産「カンボジア:アンコー
（HD）」(二)[初]
ルワット（HD）」(二)[初]

1430-1500
1500-1530

1200-1230

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)

20:00 THE SS：ヒトラーへの忠誠
（HD）(二)[初]

19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「ナチスの要塞（HD）」(字)[初]

1630-1700

17:00 メーデー！１４：航空機事故の 17:00 ホット・ゾーン「第一話 襲来
真実と真相「沖縄での炎上事故
（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]

1700-1730

18:00 ホット・ゾーン「第二話 感染
（HD）」(二)

1800-1830

17:30 もしもの時の生存マニュアル
17:30 もしもの時の生存マニュアル
17:30 もしもの時の生存マニュアル
17:30 もしもの時の生存マニュアル
17:30 もしもの時の生存マニュアル
「食べ物がのどに詰まったら（HD）」 「竜巻が迫ってきたら（HD）」(字)[初] 「人が炎に包まれていたら（HD）」 「雄ジカに狙われたら（HD）」(字)[初]
「真冬の湖に転落したら（HD）」
(字)[初]
(字)[初]
(字)[初]
18:00 世界の麻薬産業２「#2 裏組 18:00 世界の麻薬産業２「#3 ケタミ 18:00 世界の麻薬産業２「#4 大麻 18:00 世界の麻薬産業２「#5 エクス 18:00 世界の麻薬産業２「#6 幻覚 18:00 スーパーカー大改造 2「ベント
織：グランド・セフト・オート(HD)」
ン(HD)」(二)[初]
(HD)」(二)[初]
タシー(HD)」(二)[初]
剤(HD)」(二)[初]
レー・コンチネンタルGT（HD）」
(二)[初]
(二)[初]

19:00 ナチスに残る都市伝説の真相 19:00 ナチスに残る都市伝説の真相 19:00 ナチスに残る都市伝説の真相 19:00 ホスタイル・プラネット 非情の
「ヒムラーのオカルト古城（HD）」
「超人的軍隊と危険薬物（HD）」
「美しき絵画の数奇な運命（HD）」
惑星「密林（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]

1530-1600

19:00 【中国を知る】
チンギス・ハーンの墓を求めて（HD）
(二)[初]

1730-1800

1830-1900
米大統領の真実

19:00 リンカーン大統領暗殺の真相
（字幕版）(HD)(字)[初]

1900-1930
1930-2000

20:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密 20:00 警告！ホット・ゾーンに見る 殺 20:00 ホスタイル・プラネット 非情の 20:00 世界の巨大工場７「マスタング 20:00 【新】エリア51：CIAの極秘計
（HD）(二)[初]
人ウイルスの恐怖（HD）(二)
惑星「草原（HD）」(二)[初]
（HD)」(二)[初]
画（HD）(二)[初]

2000-2030

2030-2100

2030-2100
ビッグ・キャット ナイト

2100-2130 21:00 密着！ドバイ国際空港「世界 21:00 Activate 未来の地球へ「水と
ナンバーワン空港を目指せ！（HD）」
衛生（HD）」(字)[初]
(二)[初]
2130-2200

21:00 ホット・ゾーン「第一話 襲来
（HD）」(字)[初]

2200-2230 22:00 密着！ドバイ国際空港「第一 22:00 【新】ホット・ゾーン「第一話
関門：運用テスト（HD）」(二)[初]
襲来（HD）」(二)[初]

22:00 ホット・ゾーン「第二話 感染 22:00 旅するシェフの仰天レシピ「エチ 22:00 世界の巨大工場４「ポルシェ
（HD）」(字)[初]
オピア：砂漠で冷たいデザート（HD）」
パナメーラ(HD)」(二)[初]
(二)[初]

2230-2300
2300-2330 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 ホット・ゾーン「第二話 感染
車５「初代ボンドカー サンビーム・アル
（HD）」(二)[初]
パイン（HD）」(二)[初]
2330-2400

21:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「#3 反逆者の台頭（HD）」
(二)[初]

21:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)[初]

21:00 レーガン大統領 銃弾の真相
（HD）(字)[初]

2100-2130
2130-2200
2200-2230
2230-2300
2300-2330

2400-2430 24:00 メーデー！１０：航空機事故の 24:00 警告！ホット・ゾーンに見る 殺 24:00 メーデー！７：航空機事故の 24:00 メーデー！番外編：惨劇の全 24:00 メーデー！：航空機事故の真 24:00 戦士たちの墓場「呪われた船 24:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空191便
人ウイルスの恐怖（HD）(二)
真実と真相「大韓航空007便 (HD)」
貌「機長の活躍（HD）」(二)
実と真相「機内火災」(二)[初]
員(HD)」(二)[初]
真実と真相「ケネディ家の悲劇
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
2430-2500

2400-2430

2500-2530

2600-2630
2630-2700
2700-2730
2730-2800

23:00 仰天！UAEの歴史ビックリ検
証「巨大都市（HD）」(字)[初]

22:00 知られざるUFOの謎
（HD)(二)[初]

23:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「フェデラルエクスプレス８
０便（HD）」(二)[初]

2530-2600

23:00 Activate 未来の地球へ「水と 23:00 旅するシェフの仰天レシピ「ネ
衛生（HD）」(字)
パール：ヒマラヤで蜂蜜狩り（HD）」
(二)[初]

21:00 世界の巨大工場４「フォード
F-150(HD)」(二)[初]

23:00 消えたハイジャック犯の謎
（HD）(二)[初]

2330-2400

2430-2500

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全 25:00 メーデー！５：航空機事故の
貌「事故か陰謀か（HD）」(二)[初]
真実と真相「注意散漫（HD）」
(二)[初]

25:00 メーデー！７：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国 25:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「オンタリオ航空1363便
真実と真相「イタビア航空870便
真実と真相「ドイツXL航空888T便
境なき戦い（HD）」(二)[初]
真実と真相「エールフランス４５９０便
(HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
コンコルド炎上（HD）」(二)[初]

2500-2530

26:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト
ル・チャレンジャー爆発事故（HD）」
(二)

26:00 衝撃の瞬間５「福島第一原
発(HD)」(字)[初]

2600-2630

26:00 衝撃の瞬間５「9.11(HD)」
(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「真珠湾攻撃 26:00 衝撃の瞬間５「アルプスでの衝 26:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 な 26:00 メーデー！１２：航空機事故の
(HD)」(二)[初]
突(HD)」(二)[初]
ぜ戦うのか？（HD）」(二)[初]
真実と真相「政府チャーター機 暗
殺疑惑（HD）」(二)[初]

27:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 27:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 27:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 27:00 ザ・ボーダーライン 税関国境
警備局２「密輸と戦う新人警備官
警備局３「#1 ディフェンス・ライン
警備局３「#3 密輸ルート(HD)」(字) 警備局３「#5 公海上の麻薬(HD)」
(HD)」(字)
(HD)」(字)
(字)

※最新番組表はこちら

27:00 潜入！グアンタナモ基地（Ｈ 27:00 潜入！アフガンの米海兵隊基 27:00 メーデー！１２：航空機事故の
Ｄ）(字)
地（HD）(字)[初]
真実と真相「マンクス２ 霧の７１００
便（HD）」(二)[初]

2530-2600

2630-2700
2700-2730
2730-2800
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(ET)
400-430
430-500
500-530

月曜日 2019/10/21
04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境
警備局「秘密のトンネル作戦（HD）」
(二)

火曜日 2019/10/22
04:00 レスキュー！海難救助隊２
「惨劇ゾーン(HD)」(二)

05:00 エリア51：CIAの極秘計画
（HD）(二)

05:00 ロズウェルに堕ちた宇宙人
（HD）(二)

水曜日 2019/10/23
04:00 レスキュー！海難救助隊２
「海岸線の危機(HD)」(二)

05:00 知られざるUFOの謎（HD)(二)

木曜日 2019/10/24
04:00 戦場のレスキュー作戦（HD）
(二)

05:00 消えたハイジャック犯の謎
（HD）(二)

530-600
600-630

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)

630-700

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]

700-730

07:00 捕食者の最終兵器「大人に
なるための本能（HD）」(字)[初]

07:00 捕食者の最終兵器「繁殖の
本能（HD）」(字)[初]

金曜日 2019/10/25
土曜日 2019/10/26
日曜日 2019/10/27
04:00 <引き続き>
04:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍 04:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争
アメリカ空軍 救難員日記～最後の
巨大輸送機（HD）(字)
へ（HD）」(字)[初]
戦い～（HD）(字)

(ET)
400-430

05:00 戦士たちの墓場「呪われた船 05:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 05:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
員(HD)」(二)
警備局「秘密のトンネル作戦（HD）」
「V2ロケット発射基地（HD）」
(二)
(二)[初]

500-530

06:00 インフォメーション (日)

07:00 捕食者の最終兵器「子育て 07:00 捕食者の最終兵器「サバイバ 07:00 捕食者の最終兵器「勝つ本
の本能（HD）」(字)[初]
ルの本能（HD）」(字)[初]
能(HD)」(字)[初]

08:00 世界遺産「ヴェルサイユ宮殿
（HD）」(字)[初]

08:00 世界遺産「カンボジア：アン
コールワット（HD）」(字)[初]

830-900
900-930
930-1000
1000-1030
1030-1100

09:00 インフォメーション (日)

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)

09:30 メーデー！１０：航空機事故の 09:30 メーデー！１０：航空機事故の 09:30 メーデー！１０：航空機事故の 09:30 メーデー！１０：航空機事故の 09:30 ホット・ゾーン「第三話 混乱
真実と真相「シルクエアー185便
真実と真相「タンス航空204便
真実と真相「グランドキャニオン空中 真実と真相「アメリカン航空191便
（HD）」(字)
（HD）」(二)
（HD）」(二)
衝突事故（HD）」(二)
（HD）」(二)

10:30 釣りキングバトル「#1 楽園の
海で釣りバトル！(HD)」(二)[初]

1100-1130
1130-1200

09:00 インフォメーション (日)

08:00 Activate 未来の地球へ「水と 08:00 サバイバルゲーム：熾烈な生存
08:00 【中国を知る】
衛生（HD）」(字)
競争「動物たちの護身術（HD）」
チンギス・ハーンの墓を求めて（HD）
(二)[初]
(二)

10:30 釣りキングバトル「#2 ヘビーカ 10:30 釣りキングバトル「#3 釣り人た 10:30 釣りキングバトル「#4 ルール無
バーでスネークヘッドを狙え！(HD)」
ちのパラダイス(HD)」(二)[初]
用で一触即発？(HD)」(二)[初]
(二)[初]

10:30 ホット・ゾーン「第四話 犠牲
（HD）」(字)

11:30 世界の巨大工場３「コカ・コー 11:30 仰天！UAEの歴史ビックリ検 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
ラ(HD)」(二)[初]
証「巨大都市（HD）」(字)
車３「憧れのコルベット・スティングレイ 車３「オーナーの笑顔を願うシトロエン 車４「ロジャー･ムーアも愛したボルボ
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
P1800（HD）」(二)[初]

1230-1300

12:30 インフォメーション (日)

1300-1330

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)[初]

13:00 大戦を左右した伝説の奇襲 13:00 大戦を左右した伝説の奇襲 13:00 ヴィルンガ国立公園～内戦の 13:00 ザ・潜入！「陸・空 消火大
作戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦 作戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部
傷跡（HD）(字)[初]
作戦（ＨＤ）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
隊（HD）」(二)

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
（HD）」(二)[初]

14:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「英軍精鋭部隊 空からの強
襲（HD）」(二)

1330-1400
1400-1430
1430-1500

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

14:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「サン＝ナゼール強襲（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)

14:00 1917年 ロシアを変えた２つの 14:00 ザ・潜入！「エアポートセキュリ
革命（HD）(二)[初]
ティーの裏側（ＨＤ）」(二)[初]

530-600

06:00 インフォメーション (日)

600-630

06:30 バ科学3「滝を下る法則
（HD）」(二)[初]

630-700

07:00 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]

07:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#1 王者の首を狙え（HD）」(字)[初]

700-730

08:00 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]

08:00 一攫千金！巨大マグロ漁 7
「#2 首位から最下位へ（HD）」
(字)[初]

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)

900-930

06:30 バ科学3「テーブルを跳び越え 06:30 バ科学3「相撲の法則（HD）」
る法則（HD）」(二)[初]
(二)[初]

730-800
800-830

06:00 インフォメーション (日)

430-500

730-800

09:30 サベージ・キングダム 2：新たな 09:30 ケーシーと野生の楽園「グリズ
支配者「#4 王のプライド（HD）」(二)
リー襲撃の真相(HD)」(二)[初]

830-900

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 スゴ腕どうぶつドクター２「獣医 11:00 【新】Dr.K エキゾチック動物専
の心構え(HD)」(二)[初]
門医 4「まぶたの整形手術!? ミニブタ
を救え（HD）」(字)[初]

1100-1130

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２「晴れ 12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
舞台(HD)」(二)[初]
4「珍鳥のお悩み! キムネチュウハシを
救え（HD）」(字)[初]

1200-1230

1130-1200

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 世界遺産「日本:富士山
（HD）」(二)[初]

13:30 世界遺産「アメリカ:エヴァグ
レーズ国立公園（HD）」(二)[初]

1330-1400

14:00 ホット・ゾーン「第三話 混乱
（HD）」(字)

14:00 世界の巨大工場７「テスラ・モ
デルS（HD)」(二)[初]

1400-1430
1430-1500

1500-1530 15:00 衝撃の瞬間～番外編～「スカ 15:00 衝撃の瞬間～番外編～「ア 15:00 衝撃の瞬間～番外編～「フロ 15:00 衝撃の瞬間～番外編～「キ 15:00 衝撃の瞬間～番外編～「米
イウォーク崩壊（HD）」(二)[初]
ムステルダム航空機事故（HD）」
リダ湿地帯墜落事故（HD）」
ングス・クロス地下鉄火災（HD）」 国大使館爆破事件（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]
1530-1600

15:00 ホット・ゾーン「第四話 犠牲 15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
（HD）」(字)
車６「パズル同然のトライアンフGT6
（HD）」(二)[初]

1500-1530

1600-1630 16:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争 16:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌 16:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知 16:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の 16:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択 16:00 メーデー！１４：航空機事故の 16:00 密着！ハイウェイ・レスキュー
へ（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
の領域（HD）」(二)[初]
谷（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
真実と真相「ジャーマンウイングス アメリカ編「一触即発（HD）」(二)[初]
9525便（HD）」(二)
1630-1700

1600-1630

1700-1730

17:00 インフォメーション (日)

1700-1730

1730-1800

17:30 もしもの時の生存マニュアル
「凍結路面で車がスリップしたら
（HD）」(字)[初]
18:00 ホット・ゾーン「第一話 襲来
（HD）」(二)

17:00 メーデー！１４：航空機事故の 17:00 ホット・ゾーン「第三話 混乱
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航
（HD）」(二)
空421便（HD）」(二)

18:00 ホット・ゾーン「第四話 犠牲
（HD）」(二)

1800-1830

1800-1830
1830-1900
1900-1930

19:00 ホット・ゾーン「第二話 感染
（HD）」(二)

1930-2000
2000-2030
2030-2100
2100-2130

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)[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)

17:00 インフォメーション (日)

17:00 インフォメーション (日)

17:30 もしもの時の生存マニュアル
17:30 もしもの時の生存マニュアル
17:30 もしもの時の生存マニュアル 17:30 リスクを見抜け！デンジャー解
「水中でゾウアザラシに襲われたら 「隕石が落ちてきたら（HD）」(字)[初]
「土石流に襲われたら（HD）」
析「この世は危険だらけ（HD）」
（HD）」(字)[初]
(字)[初]
(二)[初]
18:00 世界の麻薬産業２「#8 鎮痛 18:00 麻薬王エル･チャポ：脱獄と逃 18:00 ザ・潜入！「ツタンカーメンの宝 18:00 ザ・潜入！「世界最大のセク 18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
薬依存(HD)」(二)[初]
走（HD）(二)[初]
物展（HD）」(二)[初]
シー・フェスティバル（HD）」(二)[初]
車２「フォード・コルチナの抜け殻
（HD）」(二)[初]

19:00 ナチスに残る都市伝説の真相 19:00 ナチスに残る都市伝説の真相 19:00 ホスタイル・プラネット 非情の
「消えた黄金列車（HD）」(二)[初]
「番外編:日本軍731部隊の謎
惑星「極地（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
アメリカの戦い「日本軍の死の要塞
（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)[初]

21:00 密着！ドバイ国際空港「遅れ 21:00 警告！ホット・ゾーンに見る 殺 21:00 ホット・ゾーン「第三話 混乱
を回避せよ（HD）」(二)[初]
人ウイルスの恐怖（HD）(二)
（HD）」(字)[初]

2130-2200
2200-2230 22:00 密着！ドバイ国際空港「一難 22:00 ホット・ゾーン「第三話 混乱
去ってまた一難（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

22:00 ホット・ゾーン「第四話 犠牲
（HD）」(字)[初]

19:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「死の森（HD）」(字)[初]

19:00 【中国を知る】
唐時代の宝船（HD）(二)[初]

1530-1600

1630-1700

1730-1800

1830-1900
米大統領の真実

19:00 JFK:人生を変えた七つの岐路
（HD）(二)[初]

1900-1930
1930-2000

20:00 ホスタイル・プラネット 非情の 20:00 世界の巨大工場７「コルベット 20:00 検証：UFO事件の新事実「ロ
惑星「砂漠（HD）」(二)[初]
ZR1（HD)」(二)[初]
ズウェル事件（HD）」(二)[初]

2000-2030
2030-2100

ビッグ・キャット ナイト

21:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「#4 王のプライド（HD）」
(二)[初]

21:00 世界の巨大工場４「BMW
X3(HD)」(二)[初]

21:00 検証：UFO事件の新事実「テ 21:00 ケネディ大統領暗殺の真相
キサスUFO目撃事件（HD）」(二)[初]
(HD)(字)[初]

2100-2130
2130-2200

22:00 旅するシェフの仰天レシピ「バ
ングラデシュ：伝統のカワウソ漁
（HD）」(二)[初]

22:00 世界の巨大工場４「アストン 22:00 検証：UFO事件の新事実「三 22:00 もしセオドア･ルーズベルトが、
マーティン(HD)」(二)[初]
角形の飛行物体（HD）」(二)[初]
今の大統領なら（HD）(字)[初]

23:00 海底に沈む第二次世界大戦 23:00 旅するシェフの仰天レシピ「モ
の真実（HD）(字)
ザンビーク：巨大イソマグロ（HD）」
(二)[初]

23:00 巨大建造物：フェラーリ・ジェッ 23:00 検証：UFO事件の新事実「家 23:00 メーデー！１２：航空機事故の
トコースター(HD)(二)[初]
畜の変死と宇宙人（HD）」(二)[初] 真実と真相「ファーストエア６５６０便
（HD）」(二)[初]

2300-2330

2400-2430 24:00 メーデー！１０：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！７：航空機事故の 24:00 メーデー！番外編：惨劇の全 24:00 メーデー！５：航空機事故の 24:00 戦士たちの墓場「十字軍の亡 24:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ホッケーチームの悲劇
真実と真相「大統領の死（HD）」 真実と真相「エールアンテール148便
貌「操縦不能（HD）」(二)
真実と真相「大地への激突（ＨＤ）」
霊(HD)」(二)[初]
真実と真相「英国欧州航空548便
（HD）」(二)[初]
(二)[初]
(HD)」(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
2430-2500

2400-2430

2500-2530

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全 25:00 メーデー！５：航空機事故の 25:00 メーデー！７：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 メーデー！１１：航空機事故の 25:00 独裁者の製造マニュアル「#1 25:00 メーデー！１１：航空機事故の
貌「ステライル・コックピット・ルール
真実と真相「無線沈黙（HD）」
真実と真相「チョークス･オーシャン･エ 真実と真相「エア・モーレア1121便
真実と真相「カンタス航空32便
台頭（HD）」(二)[初]
真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト
（HD）」(二)
(二)[初]
アウェイズ101便 (HD)」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]
706便（HD）」(二)[初]

2500-2530

26:00 衝撃の瞬間５「パディントン駅 26:00 衝撃の瞬間５「上空での大惨 26:00 衝撃の瞬間５「ボパールの化 26:00 衝撃の瞬間５「ビスマルク艦船 26:00 衝撃の瞬間５「ダム津波の脅
の列車事故(HD)」(二)[初]
事(HD)」(二)[初]
学工場事故(HD)」(二)[初]
の運命(HD)」(二)[初]
威(HD)」(二)[初]

26:00 独裁者の製造マニュアル「#2 26:00 メーデー！１１：航空機事故の
絶対的権力（HD）」(二)
真実と真相「クロスエア498便（HD）」
(二)

2600-2630

27:00 アメリカ空軍 救難員日記～ 27:00 タイタニックと米海軍極秘任務 27:00 独裁者の製造マニュアル「#3 27:00 メーデー！１１：航空機事故の
最後の戦い～（HD）(字)
(二)
崩壊（HD）」(二)
真実と真相「エア・フロリダ90便
（HD）」(二)

2700-2730

2230-2300
2300-2330
2330-2400

2530-2600
2600-2630

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名 23:00 ホット・ゾーン「第四話 犠牲
車５「ケータハム・セブンに感謝を込め
（HD）」(二)[初]
て（HD）」(二)[初]

2630-2700
2700-2730

27:00 レスキュー！海難救助隊２
「台風の恐怖(HD)」(二)

2730-2800
※最新番組表はこちら

27:00 レスキュー！海難救助隊２
「有毒物質の脅威(HD)」(二)

27:00 レスキュー！海難救助隊２
「座礁船救出プロジェクト(HD)」(二)

2200-2230
2230-2300

2330-2400

2430-2500

2530-2600

2630-2700

2730-2800
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(ET)
400-430
430-500
500-530

月曜日 2019/10/28
火曜日 2019/10/29
04:00 ザ・ボーダーライン 税関国境 04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
警備局「真夜中のパトロール（HD）」 作戦「特殊山岳部隊ブラックデビル
(二)
（HD）」(二)

水曜日 2019/10/30
04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「英軍精鋭部隊 空からの強
襲（HD）」(二)

木曜日 2019/10/31
04:00 大戦を左右した伝説の奇襲
作戦「サン＝ナゼール強襲（HD）」
(二)

05:00 検証：UFO事件の新事実「ロ 05:00 検証：UFO事件の新事実「テ 05:00 検証：UFO事件の新事実「三 05:00 検証：UFO事件の新事実「家
ズウェル事件（HD）」(二)
キサスUFO目撃事件（HD）」(二)
角形の飛行物体（HD）」(二)
畜の変死と宇宙人（HD）」(二)

530-600
600-630

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)

07:00 プロアングラーの世界釣り巡
業！「マイアミ早釣り6本勝負（HD）」
(二)[初]

700-730

08:00 世界大自然紀行：コンゴ 「大 08:00 世界大自然紀行：コンゴ 「類
河の命（HD）」(二)[初]
人猿の王国（HD）」(二)[初]

800-830

08:00 世界遺産「日本:富士山
（HD）」(字)[初]

08:00 世界遺産「アメリカ：エヴァグ
レーズ国立公園（HD）」(字)[初]

07:00 プロアングラーの世界釣り巡
業！「ロンドンで釣る川の王子
（HD）」(二)[初]

830-900

1030-1100

1200-1230
1230-1300

730-800

830-900
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！１０：航空機事故の 09:30 メーデー！１０：航空機事故の 09:30 メーデー！１０：航空機事故の 09:30 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ホッケーチームの悲劇 真実と真相「大統領の死（HD）」(二) 真実と真相「エチオピア航空409便 真実と真相「サンタバーバラ航空518
（HD）」(二)
（HD）」(二)
便（HD）」(二)

10:30 釣りキングバトル「#5 氷上の
決戦(HD)」(二)[初]

10:30 釣りキングバトル「#6 豪快！
マグロ釣り(HD)」(二)[初]

1100-1130
1130-1200

500-530

630-700

07:00 プロアングラーの世界釣り巡
業！「台湾の怪魚（HD）」(二)[初]

1000-1030

430-500

06:30 バ科学4「バック駐車の法則
（HD）」(二)[初]

07:00 プロアングラーの世界釣り巡
業！「テキサス州の巨大魚（HD）」
(二)[初]

930-1000

(ET)
400-430

600-630

700-730

900-930

日曜日 2019/11/03

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]

800-830

土曜日 2019/11/02

530-600

630-700

730-800

金曜日 2019/11/01

10:30 釣りキングバトル「#7 フライ
フィッシングで釣りバトル！(HD)」
(二)[初]

10:30 釣りキングバトル「#8 猛魚ノー
ザンパイクを狙え！(HD)」(二)[初]

1000-1030
1030-1100

1130-1200
1200-1230

12:30 インフォメーション (日)

12:30 インフォメーション (日)

1230-1300

13:00 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]

13:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「シルバーサイズ：日本軍の爆雷攻
撃（HD）」(二)[初]

1300-1330

14:00 第二次世界大戦の潜水艦 14:00 第二次世界大戦の潜水艦２
「タング：最後の魚雷（HD）」(二)[初]
「バーブ：日本上陸作戦（HD）」
(二)[初]

1400-1430

1500-1530 15:00 衝撃の瞬間～番外編～「ロシ 15:00 衝撃の瞬間２「コンコルド墜落 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
ア原子力潜水艦の悪夢（HD）」
事故」(二)[初]
ネル火災」(二)[初]
連邦ビル爆破」(二)[初]
(二)[初]
1530-1600

1500-1530

1600-1630 16:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国 16:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え 16:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を 16:00 ロング・ロード・ホーム:真実の
と呼ばれた場所（HD）」(二)[初]
行く希望（HD）」(二)[初]
見て（HD）」(二)[初]
ヒーロー （HD）(字)[初]

1600-1630

1630-1700

1630-1700

1300-1330
1330-1400
1400-1430
1430-1500

1700-1730
1730-1800
1800-1830

12:30 インフォメーション (日)

930-1000

1100-1130

11:30 世界の巨大工場４「フォード 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
F-150(HD)」(二)
車４「幻の美しきACアシーカ（HD）」 車４「日本の名車、ダットサン240Z 車４「歴史を変えたBMW2002ターボ
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

12:30 インフォメーション (日)

900-930

13:00 第二次世界大戦の潜水艦 13:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦（HD）」(二)[初] 「ワフー：日本軍の補給路を断て
（HD）」(二)[初]

14:00 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]

17:00 インフォメーション (日)

14:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘（HD）」
(二)[初]

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)

17:30 リスクを見抜け！デンジャー解 17:30 リスクを見抜け！デンジャー解 17:30 リスクを見抜け！デンジャー解 17:30 リスクを見抜け！デンジャー解
析「戦慄のパワーボート（HD）」
析「命知らずのダイビング（HD）」
析「恐怖のスタントシーン（HD）」
析「ビルの解体現場で危機一髪
(二)[初]
(二)[初]
(二)[初]
（HD）」(二)[初]
18:00 ホット・ゾーン「第三話 混乱 18:00 ザ・潜入！「腎臓スワップ（Ｈ 18:00 ザ・潜入！「エアポートセキュリ 18:00 ザ・潜入！「世界最大の航空
（HD）」(二)
Ｄ）」(二)[初]
ティーの裏側（ＨＤ）」(二)
ショー（ＨＤ）」(二)[初]

1830-1900
1900-1930

2030-2100
2100-2130
2130-2200
2200-2230

1430-1500

1530-1600

1700-1730
1730-1800
1800-1830
1830-1900

19:00 ホット・ゾーン「第四話 犠牲
（HD）」(二)

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「Uボート基地（HD）」(二)

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)

19:00 ホスタイル・プラネット 非情の
惑星「海（HD）」(二)[初]

1930-2000
2000-2030

1330-1400

1900-1930
1930-2000

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
アメリカの戦い「真珠湾攻撃（HD）」
(二)[初]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
アメリカの戦い「ヒトラー 最後の大攻
勢（HD）」(二)[初]

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
アメリカの戦い「D-Day（HD）」
(二)[初]

20:00 ホスタイル・プラネット 非情の
惑星「山地（HD）」(二)

21:00 密着！ドバイ国際空港「ゲー 21:00 シリコンバレー狂騒曲「第一話 21:00 ホット・ゾーン「第五話 隔離
ト表示切り替え大作戦（HD）」
インターネット時代の幕開け（HD）」
（HD）」(字)[初]
(二)[初]
(二)[初]

ビッグ・キャット ナイト
21:00 【新】
サベージ・キングダム 3：
戦乱の幕開け「闇来たる（HD）」
(二)[初]

2100-2130

22:00 密着！ドバイ国際空港「乗り
遅れた乗客たち（HD）」(二)[初]

22:00 旅するシェフの仰天レシピ「ペ
ルー：白身魚のシロアリがけ（HD）」
(二)[初]

2200-2230

22:00 ホット・ゾーン「第五話 隔離
（HD）」(二)[初]

22:00 ホット・ゾーン「最終話 機密
（HD）」(字)[初]

2230-2300
2300-2330 23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ
（HD）」(二)[初]
2330-2400

2030-2100

2130-2200

2230-2300

23:00 海底に沈んだミステリー（HD） 23:00 旅するシェフの仰天レシピ「モン
(二)[初]
ゴル：鷹匠と石焼料理（HD）」
(二)[初]

2300-2330

2400-2430 24:00 メーデー！１０：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！１３：航空機事故の 24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
真実と真相「エチオピア航空409便 真実と真相「サンタバーバラ航空518 真実と真相「ユナイテッドエクスプレス
貌「撃墜（HD）」(二)
（HD）」(二)[初]
便（HD）」(二)[初]
5925便（HD）」(二)[初]
2430-2500

2400-2430

2500-2530

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全 25:00 メーデー！１４：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！：航空機事故の真
貌「火炎地獄（HD）」(二)[初]
真実と真相「自家用ジェットの悲劇
真実と真相「アシアナ航空214便
実と真相「機体損壊」(二)
（HD）」(二)[初]
（HD）」(二)[初]

2500-2530

26:00 衝撃の瞬間５「カルト集団の
悲劇(HD)」(二)[初]

2600-2630

2530-2600
2600-2630

23:00 ホット・ゾーン「最終話 機密
（HD）」(二)[初]

2000-2030

26:00 衝撃の瞬間５「石油掘削基
地の爆発炎上(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間５「ムンバイの同
時多発テロ(HD)」(二)[初]

26:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカ
ルト教団（HD)」(二)[初]

2630-2700
2700-2730
2730-2800

2330-2400

2430-2500

2530-2600

2630-2700
27:00 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)

※最新番組表はこちら

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲 27:00 大戦を左右した伝説の奇襲 27:00 ヴィルンガ国立公園～内戦の
作戦「ルーデンドルフ橋奪取作戦 作戦「リビア砂漠のSAS英軍特殊部
傷跡（HD）(字)
（HD）」(二)
隊（HD）」(二)

2700-2730
2730-2800

