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(ET) 月曜日 2022/08/01 火曜日 2022/08/02 水曜日 2022/08/03 木曜日 2022/08/04 金曜日 2022/08/05 土曜日 2022/08/06 日曜日 2022/08/07 (ET)

※最新の番組表はこちら

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 8月

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

18:00 名車対決！夢のスーパーカー
「伝説のフォードGT」

(二)

18:55 どうぶつの先輩「ペンギン」声：緒方恵美(日)

16:00 名車対決！夢のスーパーカー
「天才デザイナーのロードカー」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「カラカル」声:神谷浩史(日)

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

1530-1600

1600-1630

1730-1800

1800-1830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

2730-2800

2600-2630

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

1400-1430

1430-1500

1500-1530

26:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「パナマキングの脱出作戦」

(二)

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ラスベガス 眠らぬコカインの街」

声：大塚明夫(二)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「名もなき英雄 オースチン10・

ユーティリティトラック」(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「アルファロメオに賭けた夢」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９
「ヤギのブロッサム」(二)

18:00 【新】ボンダイビーチ・アニマル
ドクターズ

「おなかの中は大混雑！」(字)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「かわいい生き物選手権! ワラビーを

救え」(字)

20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１１：航空機事故の真実と真
相「ヒューズ・エア・ウエスト706便」(二)

21:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ジャーマンウイングス

9525便」(二)

22:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「トランスエア・サービス

671便」(二)

23:00 衝撃の瞬間６
「日本航空123便墜落事故」

(二)

24:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイ
サー「眠らない嵐」
声：木村昴(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッドエクスプレス

5925便」(二)

26:00 衝撃の瞬間２
「モンブラン・トンネル火災」

(二)

1630-1700

1700-1730

1830-1900

2630-2700

2700-273027:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「暴風雨の中へ」

(二)

04:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「コカインに溺れて」

(二)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「親子を引き裂く麻薬取引」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「レースに復活!? ミニクーパーS」

(二)

07:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「世界初の弾道ミサイル

V2ロケット」(二)

08:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「真珠湾攻撃 知られざる

傷跡」(二)

09:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「運命の7時48分」

声：成田剣(二)

10:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「パーチー：前代未聞の魚雷装填作

戦」(二)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「オークランド 無法地帯のコーク

ランド」声：大塚明夫(二)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「ボルティモア ヘロインに染まる港

町」声：大塚明夫(二)

27:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「運命の7時48分」

声：成田剣(二)

04:00 世界大自然紀行：スカンジナ
ビア半島「神秘の水」
声：宇賀なつみ(二)

05:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠さ
れた大自然「高原で育まれる命」声：

青木瑠璃子(二)

06:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「フェラーリ・ポルトフィーノ」

(二)

07:00 プレデター：フェイスオフ
「猛毒＆締め技使いのテクニシャン」

声：梶裕貴(二)

08:00 プレデター：血の継承
「ヒョウの一族」

声：細谷佳正(二)

09:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#4 女王の苦悩」
声：諏訪部順一(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「猫のアレルギー?」

(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院「獣医
師の仕事」(字)

11:30 ボンダイビーチ動物病院「生死
をさまよう猫」(字)

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「犬猿の仲! ワタボウシタマリンを救

え」(字)

13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「一瞬の決断」

(二)

14:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「計器故障」

(二)

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「要人墜落」

(二)

16:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「空港セキュリティの欠陥」

(二)

17:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「山腹衝突」

(二)

18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7」

(二)

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物
「文明の建築」(字)

20:00 【ミステリーアドベンチャー！エジプ
ト】

甦る！エジプトに眠る財宝「#1 ツタンカー
メンの秘宝」声：櫻井孝宏(二)

21:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ツタンカーメンの謎」
声：榎木淳弥(二)

22:00 【新】甦る！エジプトに眠る財
宝 3「エジプト最強王 ラムセス2世」

声：三石琴乃(二)

23:00 黒人ファラオ：ナイルに沈んだ
王墓

声：鈴村健一(二)

24:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 4「ヴェネツィ

ア 失われた都市国家」
声：小野賢章(二)

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「ペルーで脱獄した女」

(二)

19:30 ボンダイビーチ動物病院「悲し
い再会」(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「伝説のモーガン・スリーホイラー」

(二)

21:00 アメリカ！社会科ケンガク
「ニューバランス 990」(字)

21:30 アメリカ！社会科ケンガク「空
飛ぶ救助隊」(字)

22:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極の英国製スポーツカー」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「返り咲くフォード・ゾディアック」

(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「グランドキャニオン空中

衝突事故」(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「太平洋上空でのパニッ

ク」(二)

26:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「ノースロップ・グラマン

B2」(二)

12:00 アメリカ！社会科ケンガク「テス
ラ Model3」(字)

12:30 アメリカ！社会科ケンガク「ギブ
ソン レスポール」(字)

13:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイ
サー「カテゴリー4の脅威」

声：木村昴(二)

14:00 謎の巨大肉食恐竜
声：森川智之

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「太平洋戦争 日本軍の快進撃」

声：細谷佳正(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「美しきイタリア車 ランチア･フル

ヴィア」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「悩めるエスコートRS」

(二)

18:00 名車対決！夢のスーパーカー
「至高のスポーツカー」

(二)

19:00 ボンダイビーチ動物病院「子犬
の心音異常」(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム
「#4 死の谷」

(字)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィ

ア」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「希少な名車 ジェンセン・インター

セプター」(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッド・エクスプレ

ス6291便」(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物

「文明の種」(字)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「突然
の内出血」(二)

09:30 ボンダイビーチ動物病院「エ
ミューを捕まえろ」(二)

10:00 サベージ・キングダム 4：残酷の
帝国「最後の足掻き」
声：諏訪部順一(二)

11:00 捕食者の最終兵器
「繁殖の本能」

(字)

19:30 ボンダイビーチ動物病院「エ
ミューを捕まえろ」(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・スペシャ
ル】

【新】プレデター：フェイスオフ
「猛毒＆締め技使いのテクニシャン」

声：梶裕貴(二)

21:00 【新】プレデター：血の継承
「ヒョウの一族」

声：細谷佳正(二)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム:残酷の王国「#4 女

王の苦悩」声：諏訪部順一(二)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「猫のアレルギー?」

(二)

24:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ノースウエスト航空1482便/

ノースウエスト航空299便」(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ハドソン川の奇跡」

(二)

26:00 衝撃の瞬間:特別編
「小さなミス」

(二)

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「超人的軍隊と危険薬物」

(二)

12:00 ロスト・ワールド：アラスカン・ダ
イナソー

声：高山みなみ(二)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「上空からの救助」

(字)

14:00 恐竜デスマッチ：新種の殺し屋
声：森川智之

(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「巨大船沈没の謎」
声：細谷佳正(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「デンマークのボルボ・アマゾン」

(二)

19:00 ボンダイビーチ動物病院「突然
の内出血」(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム
「#3 未知の領域」

(字)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTI

マーク1」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「改造ビートル"ウィザード"に魔

法をかけろ」(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「ラミア航空2933便」

(二)

08:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュミッドランド

航空９２便」(二)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「競馬
場での仕事」(二)

09:30 ボンダイビーチ動物病院「牛の
お産で悪戦苦闘」(二)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「犬猿の仲」

(字)

11:00 潜入！リーサル・スネーク
「アメリカ大陸 最恐ヘビランキング」

声：大塚明夫(二)

19:30 ボンダイビーチ動物病院「牛の
お産で悪戦苦闘」(二)

20:00 【特集：第二次世界大戦】
徹底スキャン:第二次世界大戦の秘密
「世界初の弾道ミサイル V2ロケット」(二)

21:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「真珠湾攻撃 知られざる

傷跡」(二)

22:00 【新】パール・ハーバー：世界
を変えた攻撃の全貌
「運命の7時48分」

声：成田剣(二)

23:00 悲劇のUSSインディアナポリス
を探せ
(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「無線沈黙」

(二)

25:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「ローガンエアー6780便」

(二)

26:00 衝撃の瞬間 巨大災害
「大型ハリケーン エルファロ号沈没の

謎」(字)

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「ヒムラーのオカルト古城」

(二)

21:00 驚愕体験！悪夢のトラベル
「パナマキングの脱出作戦」

(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ラスベガス 眠らぬコカインの街」

声：大塚明夫(二)

23:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「コカインに溺れて」

(二)

24:00 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

故」(二)

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」

(二)

26:00 衝撃の瞬間 巨大災害
「大雪崩発生 その時エベレストでは」

(字)

27:00 独裁者の製造マニュアル
「#3 崩壊」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「超重戦車 マウス」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「アルファロメオに賭けた夢」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「父と息子のフィアットX1/9」

(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「アエロフロート・ノルド

821便」(二)

08:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「TAM航空402便」

(二)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「コア
ラの眼科手術」(二)

09:30 ボンダイビーチ動物病院「元競
走馬にチャンスを」(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
「小さな飼い主とペット達」

(二)

11:00 獣医ミシェルの日常 7
「オオヤマネコの性別診断」

(字)

12:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極のホットハッチ」

(二)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「沈没船からの生還」

(字)

14:00 ロスト・ワールド：アラスカン・ダ
イナソー

声：高山みなみ(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「ロンドンの歴史ミステリー」

声：細谷佳正(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「珠玉のオースチン・ヒーレー

3000」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「息子に贈るモーリス・トラベラー」

(二)

18:00 スーパーカー大改造 2
「ベントレー・コンチネンタルGT」

(二)

19:00 ボンダイビーチ動物病院「競馬
場での仕事」(二)

23:00 スーパーカー大改造
「ジープ・ラングラー」

(二)

24:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「ファイン航空101便」

(二)

25:00 メーデー！１５：航空機事故の
真実と真相「タイ国際航空311便」

(二)

26:00 衝撃の瞬間 巨大災害
「最悪の山火事 ポルトガル」

(字)

27:00 独裁者の製造マニュアル
「#2 絶対的権力」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「V2ロケット発射基地」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「夫婦の絆 日産スカイライン」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「ジャガーXJ-Sに新たな命を」

(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル航空

1404便」(二)

08:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アトランティック・サウス

イースト航空2311便」(二)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「脚を
傷めた動物たち」(二)

09:30 ボンダイビーチ動物病院「走れ
なくなった犬」(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
「第1回ポリンピック開催」

(二)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「かゆみ撃退! ボア･コンストリクター

を救え」(字)

12:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「激烈な春」

(字)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「海からのSOS」

(字)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
3「終戦の年、1945年の真実」

声：安元洋貴(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「ネス湖に眠る秘密」

声：細谷佳正(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「伝説のスポーツカー ポルシェ

356」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「運に見放されたダイムラー・ダー

ト」(二)

18:00 スーパーカー大改造 2
「デロリアン リブート」

(二)

19:00 ボンダイビーチ動物病院「コア
ラの眼科手術」(二)

19:30 ボンダイビーチ動物病院「元競
走馬にチャンスを」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル「ペルー

で脱獄した女」(二)

2630-2700

2700-2730

2730-2800

04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 3「激烈な春」

(字)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「伝説のモーガン・スリーホイラー」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「ラリー界の暴れ馬 メトロ6R4」

(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「タロム航空371便」

(二)

08:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空200便」(二)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「車か
ら飛び降りた犬」(二)

09:30 ボンダイビーチ動物病院「お腹
の中の石」(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
「型破りなケース大集合」

(二)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「家出したハスキー」

(二)

12:00 密着！サンパウロ国際空港警
察「心臓発作とコカイン」

(二)

13:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「ノースロップ・グラマン

B2」(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
3「ミシガン湖に眠るシカゴの秘密」

声：安元洋貴(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「ヒトラーの軍艦」
声：中村悠一(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「明日への希望 シトロエン2CV」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「母の形見のランドローバー」

(二)

18:00 スーパーカー大改造 2
「最高のポルシェ」

(二)

19:00 ボンダイビーチ動物病院「脚を
傷めた動物たち」(二)

19:30 ボンダイビーチ動物病院「走れ
なくなった犬」(二)

20:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「奇跡の復活劇特集」

(二)

21:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「究極のクセモノ特集」

(二)

22:00 検証！古代建造物の謎
声：石田彰

(二)

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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※最新の番組表はこちら

08:00 プレデター：血の継承
「ライオンの遺産」
声：細谷佳正(二)

08:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「パプアニューギニア 密林の

長期戦」(二)

1030-1100

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「かわいい生き物選手権! ワラビーを

救え」(字)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「アトランタの夜 クラブとモリー」

声：大塚明夫(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
4「ヴェネツィア 失われた都市国家」

声：小野賢章(二)

14:00 【最新シーズン開始直前！】
スクープ！ドラッグと欲望の世界 4
「ニューヨーク 年越しのドラッグ」

声：大塚明夫(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTI

マーク1」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「名もなき名車キャノン・ゴールド

フィンガー」(二)

16:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「コカイン セレブ御用達のホワイ

トゴールド」声：大塚明夫(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 8月

400-430 04:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「運命の7時48分」

声：成田剣(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ジェット戦闘機地下工場」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
「ベルリン防衛網」

(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム
「#5 選択」

(字)

04:00 ロング・ロード・ホーム
「#6 天国と呼ばれた場所」

(字)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「名車を訪ね、イギリス縦断」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「日本の名車、ダットサン240Z」

(二)

05:00 キングダム・オブ・チャイナ：隠さ
れた大自然「森で生きるキンシコウ」

声：青木瑠璃子(二)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「抵抗する容疑者たち」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：スカンジナ
ビア半島「タイガの魅力」

声：宇賀なつみ(二)

04:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「離婚夫婦の末路」

(二)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「憧れのコルベット・スティングレ

イ」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「オーナーの笑顔を願うシトロエ

ン」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「ロジャー･ムーアも愛したボルボ

P1800」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「幻の美しきACアシーカ」

(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「パキスタン国際航空

268便」(二)

07:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「ウエスト・エア・スウェーデ

ン294便」(二)

07:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「ユニー航空８７３便」

(二)

07:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ノースウエスト航空1482便/

ノースウエスト航空299便」(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「亡き父との約束 ロールス・ロイ

ス・トゥエンティー」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「家族の形見 プジョー106ラリー」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「伝説のラリーカー アルピーヌ

A110」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「アイスクリームを売るベッドフォー

ド・HA」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「歴史作家が夢見たフォード・コ

ルチナMk3」(二)

07:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「アイレス航空8250便」

(二)

07:00 プレデター：フェイスオフ
「驚異のアゴとデスロール」

声：梶裕貴(二)

07:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「マルタ島 地下トンネル」

(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「ベントレー・コンチネンタル

GT」(二)

800-830

830-900 830-900

900-930
09:00 ボンダイビーチ動物病院「子犬

の心音異常」(二)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「屋根

裏のニシキヘビ」(二)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「オッ

トセイの目に光を」(二)
09:00 ボンダイビーチ動物病院「生き

るための大手術」(二)

800-830 08:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ラウダ航空００４便」

(二)

08:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航空２

５４便 」(二)

08:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「コパ航空２０１便」

(二)

08:00 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」(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物
「文明の建築」(字)

09:00 ボンダイビーチ動物病院「トラ
の歯科診療」(二) 09:00 サベージ・キングダム:残酷の王

国「#5 牙を剥く反逆者」
声：諏訪部順一(二)

09:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「奇襲攻撃の一部始

終」声：成田剣(二)

900-930

930-1000
09:30 ボンダイビーチ動物病院「悲し

い再会」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「子犬

の飼い主は誰？」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「ゾウ

ガメの恋人探し」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「ス

ケートボードを怖がる犬」(二)
09:30 ボンダイビーチ動物病院「刑務

所で犬の出産」(二)

1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「猫のアレルギー?」

(二)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「犬猿の仲! ワタボウシタマリンを救

え」(字)

11:00 プレデター：フェイスオフ
「猛毒＆締め技使いのテクニシャン」

声：梶裕貴(二)

11:00 プレデター：血の継承
「ヒョウの一族」

声：細谷佳正(二)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「ワシントンDC 幻覚と徘徊の首

都」声：大塚明夫(二)

930-1000

1000-1030 10:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
「獣医はつらいよ」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
２「にゃんこを救え!」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
２「愛しのわんこ」

(二)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「亡き親友との絆」

(字)

10:00 サベージ・キングダム 4：残酷の
帝国「王冠」

声：諏訪部順一(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「ヤギのブロッサム」

(二)

10:00 THE SS：ナチス親衛隊
「#1 罪深きエリートたち」

(字)

1000-1030

1200-1230

1230-1300
12:30 アメリカ！社会科ケンガク「空

飛ぶ救助隊」(字)
1230-1300

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 密着！サンパウロ国際空港警
察「コカインのドラマ」

(二)

12:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「運命の7時48分」

声：成田剣(二)

12:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極の英国製スポーツカー」

(二)

12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「エジプト最強王 ラムセス2世」

声：三石琴乃(二)

12:00 アメリカ！社会科ケンガク
「ニューバランス 990」(字)

11:00 ボンダイビーチ動物病院「獣医
師の仕事」(字) 11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター

ズ「おなかの中は大混雑！」
(字)11:30 ボンダイビーチ動物病院「生死

をさまよう猫」(字)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「生存の条件」

(二)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「走り屋の夢 マツダRX-7」

(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430 14:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#1
ツタンカーメンの秘宝」

声：櫻井孝宏(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ツタンカーメンの謎」
声：榎木淳弥(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「エジプト最強王 ラムセス2世」

声：三石琴乃(二)

14:00 黒人ファラオ：ナイルに沈んだ
王墓

声：鈴村健一(二)

1300-1330 13:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「トランスエア・サービス

671便」(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「クイーンズ墜落事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「タイタニック沈没事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「ミュンヘンオリンピック事件」

(二)

13:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイ
サー「眠らない嵐」
声：木村昴(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

15:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「ニューオーリンズ マルディグラの

夜」声：大塚明夫(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「美しきイタリア車 ランチア･フル

ヴィア」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「農業を変えた名機 ファーガソ

ン･トラクター」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「伝説のボンドカー、ロータス・エス

プリＳ１」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「三菱ランエボIVと第二の人生

を」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「初恋のオースチン７・チャミー」

(二)

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証
2「ローマ帝国と海の支配」

声：細谷佳正(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
3「ビキニ環礁に沈む被爆艦」

声：江口拓也(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
3「伝説の古代都市 ヘラクレイオン」

声：江口拓也(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
3「英国VSドイツ 世界を変えた航空

戦」声：江口拓也(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
3「バイキングが制した北の荒海」

声：江口拓也(二)

16:00 世界の巨大工場７
「マスタング」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「ライオン」声:大塚明夫(日)

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ベントレー･ベンテイガと対

決」(二)

18:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「エメラルド・トライアングル」

声：大塚明夫(二)

18:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「接着剤にご用心！」

(字)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

17:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「マイアミ 春休みのドラッグ戦

争」声：大塚明夫(二)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９
「愛がペットを救う」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 名車対決！夢のスーパーカー
「EVラリークロスに挑戦」

(二)

18:00 名車対決！夢のスーパーカー
「アリエル・ノマドvsレイジ・コメットR」

(二)

18:00 名車対決！夢のスーパーカー
「美しきザガート・シューティングブレー

ク」(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車２「愛する祖父のVWキャンピング

カー」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「コスワースの危機」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビートル・マニア」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フェニックス・ジープ」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フィアットの失策」

(二)

18:55 どうぶつの先輩「クジラ」声：石田彰(日)

18:00 名車対決！夢のスーパーカー
「天才デザイナーのロードカー」

(二)

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物
「文明の創造」(字)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「緊迫の出産! ミニブタを救え」

(字)

1900-1930

1930-2000
19:30 ボンダイビーチ動物病院「子犬

の飼い主は誰？」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「ゾウ

ガメの恋人探し」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「ス

ケートボードを怖がる犬」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「刑務

所で犬の出産」(二)
19:30 ボンダイビーチ動物病院「泳ぐ

子犬症候群」(二)
1930-2000

1900-1930
19:00 ボンダイビーチ動物病院「屋根

裏のニシキヘビ」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「オッ

トセイの目に光を」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「生き

るための大手術」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「トラ

の歯科診療」(二)
19:00 ボンダイビーチ動物病院「奇跡

の牛の角を切れ」(二)

21:00 アメリカ！社会科ケンガク「消
防車」(字) 21:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2

「ネフェルティティを探して」
声：榎木淳弥(二)

21:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ガルーダ・インドネシア航

空421便」(二)

2100-2130

2130-2200
21:30 アメリカ！社会科ケンガク「ウイ

スキー」(字)
2130-2200

20:00 【ミステリーアドベンチャー！エジプ
ト】

甦る！エジプトに眠る財宝「#2 ハトシェプ
スト女王の素顔」声：櫻井孝宏(二)

20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１１：航空機事故の真実と

真相「クロスエア498便」(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極のホットハッチ」

(二)

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「大量のコカイン」

(二)

21:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「パプアニューギニア 密林の

長期戦」(二)

21:00 プレデター：血の継承
「ライオンの遺産」
声：細谷佳正(二)

2000-2030 20:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極のクセモノ特集 リターン

ズ」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
【新】驚愕体験！悪夢のトラベル 2

「命がけの潜入捜査」(二)

20:00 【特集：第二次世界大戦】
徹底スキャン:第二次世界大戦の秘

密「マルタ島 地下トンネル」(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

プレデター：フェイスオフ「驚異のアゴとデス
ロール」声：梶裕貴(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「夫婦の絆 日産スカイライン」

(二)

23:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身」

(二)

23:00 黒人ファラオ：異端の王の謎
声：杉田 智和

(二)

23:00 衝撃の瞬間６
「福知山線脱線事故」

(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ファラオになった王妃の秘密」

声：三石琴乃(二)

22:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「アラスカ航空261便」

(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 スーパーカー大改造
「シボレー・カマロ」

(二)

23:00 密着！空港警察：ペルー＆ブ
ラジル「離婚夫婦の末路」

(二)

23:00 THE SS：ナチス親衛隊
「#1 罪深きエリートたち」

(字)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「ヤギのブロッサム」

(二)

2200-2230 22:00 失われた暗黒時代の財宝
声：石田彰

(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ニューヨーク ドラッグ王国」

声：大塚明夫(二)

22:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「奇襲攻撃の一部始

終」声：成田剣(二)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム:残酷の王国「#5 牙

を剥く反逆者」声：諏訪部順一(二)

22:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「クルマ大好き有名人」

(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「未確認小型飛行機」

(二)

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「命がけの潜入捜査」

(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「アシアナ航空214便」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

24:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 4「アメリカ

西部開拓時代」
声：小野賢章(二)

24:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイ
サー「迫り来る水の脅威」

声：木村昴(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2500-2530 25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「エメリー・ワールドワイド

17便」(二)

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空587便」

(二)

25:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「エグゼクフライト1526

便」(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「タン航空3054便」

(二)

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「タロム航空371便」

(二)

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「沖縄での炎上事故」

(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「空間識失調」

(二)

24:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「SOL(ソル)航空5428

便」(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空191便」

(二)

27:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「奇襲攻撃の一部始

終」声：成田剣(二)

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ニューヨーク ドラッグ王国」

声：大塚明夫(二)

27:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「持ち込まれた小型爆

弾」(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

26:00 密着！空港警察：南アメリカ
「大量のコカイン」

(二)

26:00 衝撃の瞬間２
「オクラホマシティ連邦ビル爆破」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2700-2730 27:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子
供たち「#1 総統に命を捧げて」

(字)

27:00 ヒトラー･ユーゲント：ナチスの子
供たち「#2 戦士の夢と現実」

(字)

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「美しき絵画の数奇な運命」

(二)

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:ワニに襲われた日本軍」

(二)

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間:特別編
「予期せぬ惨劇」

(二)

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「牙をむく自然」

(字)

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「失血死の恐怖」

(字)

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「九死に一生」

(字)

26:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「トランスエア・サービス

671便」(二)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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400-430 04:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「奇襲攻撃の一部始

終」声：成田剣(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
アメリカの戦い「サムライ魂」

(二)

04:00 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」

(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム
「#7 消え行く希望」

(字)

04:00 ロング・ロード・ホーム
「#8 夢を見て」

(字)

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「シボレー･カマロと対決」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活、ボクスホール アストラ

GTE」(二)

07:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「ケニア航空507便」

(二)

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「ヤギのブロッサム」

(二)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「かわいい生き物選手権! ワラビーを

救え」(字)

11:00 プレデター：フェイスオフ
「驚異のアゴとデスロール」

声：梶裕貴(二)

11:00 プレデター：血の継承
「ライオンの遺産」
声：細谷佳正(二)

05:00 美しきアメリカ：北西部編
「カスケード山脈の火山群」

声：悠木碧(二)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「逮捕と裏切り」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：中央アメリ
カ「コスタリカ 色とりどりな動物たち」

声：恒松あゆみ(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「国際詐欺」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歴史を変えたBMW2002ター

ボ」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「サンタが贈るレンジローバー」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「復活のロードスター」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「歌声を失ったシンガー･ルマン」

(二)

07:00 プレデター：フェイスオフ
「最凶のツメ」

声：梶裕貴(二)

07:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「イタリア 苛烈な地上戦」

(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「ランボルギーニ・アヴェンタ

ドールSVJ」(二)

06:00 スーパーカー大改造
「アストンマーティン・ヴァンテージ」

(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「SOL(ソル)航空5428

便」(二)

07:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「クーガー・ヘリコプター91

便」(二)

07:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「トリガナ航空267便」

(二)

07:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「LAMモザンビーク航空

470便」(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「ボンドが乗らないボンドバグ」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「約束のロータス・エリーゼ」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「美しきプジョー504カブリオレ」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「青春を駆け抜けたトライアンフ

TR4」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「70年代の象徴トヨタ･セリカ」

(二)

08:00 プレデター：血の継承
「サバンナの姉妹」
声：細谷佳正(二)

08:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「ヒュルトゲン 森の戦い」

(二)

800-830

830-900 830-900

900-930
09:00 ボンダイビーチ動物病院「奇跡

の牛の角を切れ」(二)

800-830 08:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ケネディ家の悲劇」

(二)

08:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「エールフランス４５９０便

コンコルド炎上」(二)

08:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「政府チャーター機　暗

殺疑惑」(二)

08:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「マンクス２　霧の７１００

便」(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物
「文明の創造」(字)

930-1000

1000-1030 10:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編
２「動物は奇想天外」

(二)

10:00 獣医ミシェルの日常 4
「野生のイノシシを追え！」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 4
「クズリ捕獲大作戦」

(字)

10:00 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」

(字)

10:00 ビッグ・キャット：華麗なる一族
「ネコ科の誕生」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「愛がペットを救う」

(二)

10:00 THE SS：ナチス親衛隊
「#2 構築された死のシステム」

(字)

1000-1030

09:00 サベージ・キングダム:残酷の王
国「#6 紙一重の命」
声：諏訪部順一(二)

09:00 海底に眠るナチスのUボート
「ノースカロライナ沖の攻防」

声：古川登志夫(二)

900-930

930-1000
09:30 ボンダイビーチ動物病院「泳ぐ

子犬症候群」(二)

1030-1100 1030-1100

09:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ドクター・ポールの１日」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ウシを襲った一大事」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ヒツジと格闘」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ヤギを救え」

(二)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「接着剤にご用心！」

(字)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「ポートランド 路上のヘロイン･

パーティー」声：大塚明夫(二)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「ツインシティー 密告の大都会」

声：大塚明夫(二)

1200-1230

1230-1300
12:30 アメリカ！社会科ケンガク「ウイ

スキー」(字)
1230-1300

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 密着！サンパウロ国際空港警
察「コカインのコンボ」

(二)

12:00 パール・ハーバー：世界を変え
た攻撃の全貌「奇襲攻撃の一部始

終」声：成田剣(二)

12:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「クルマ大好き有名人」

(二)

12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ファラオになった王妃の秘密」

声：三石琴乃(二)

12:00 アメリカ！社会科ケンガク「消
防車」(字)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「おなかの中は大混雑！」

(字)

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「緊迫の出産! ミニブタを救え」

(字)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「イタリアの名車ランチア･フラヴィ

ア」(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「降り注ぐ死」

(二)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ」

(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430 14:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#2
ハトシェプスト女王の素顔」

声：櫻井孝宏(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ネフェルティティを探して」

声：榎木淳弥(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ファラオになった王妃の秘密」

声：三石琴乃(二)

14:00 黒人ファラオ：異端の王の謎
声：杉田 智和

(二)

1300-1330 13:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「アラスカ航空261便」

(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「空母爆発事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「ソウル・スーパーマーケット崩壊」

(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「スマトラ沖大津波」

(二)

13:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイ
サー「迫り来る水の脅威」

声：木村昴(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
4「アメリカ 西部開拓時代」

声：小野賢章(二)

14:00 【最新シーズン開始直前！】
スクープ！ドラッグと欲望の世界 4
「スーパー･メス」声：大塚明夫(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

15:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「ヘロイン オーバードーズの闇」

声：大塚明夫(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「農業を変えた名機 ファーガソ

ン･トラクター」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「ラリー界の暴れ馬 メトロ6R4」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「ジャガーXJ-Sに新たな命を」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「父と息子のフィアットX1/9」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「改造ビートル"ウィザード"に魔

法をかけろ」(二)

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証
3「アメリカ独立戦争 勝敗を分けた水

上戦」声：江口拓也(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
3「アメリカ奴隷貿易 最後の船」

声：安元洋貴(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
3「アメリカ南北戦争 海戦の実態」

声：安元洋貴(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
3「カリブ海 消えた海賊船」

声：安元洋貴(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
3「ミシガン湖に眠るシカゴの秘密」

声：安元洋貴(二)

16:00 世界の巨大工場７
「コルベットZR1」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「希少な名車 ジェンセン・インター

セプター」(二)

16:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「モリーブームの光と影」

声：大塚明夫(二)
16:55 どうぶつの先輩「極楽鳥」声：下野紘(日)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９
「子犬のステラ」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ランボルギーニ･ウラカン・ペ

ルフォルマンテと対決」(二)

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ランドローバー･ディスカバ

リーと対決」(二)

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ジャガーFタイプと対決」

(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「フォード・マニア」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「帰ってきたローバー」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「００７ボンドカー」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「返り咲くフォード・ゾディアック」

(二)

18:55 どうぶつの先輩「カメ」声：山口由里子(日)

17:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「死のドラッグ クロコディル」

声：大塚明夫(二)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「愛弟子のSOS! ウサギを救え」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

1900-1930

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「メルセデスＸクラスと対決」

(二)

18:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「独立記念日の秘策」

声：大塚明夫(二)

18:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「謎のイボ」

(字)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

19:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「アルコール」(字)

19:30 中国の伝統と技術「ファッショ
ン」(字)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ドクター・ポールの１日」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ウシを襲った一大事」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ヒツジと格闘」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ヤギを救え」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「竜巻警報発令！」

(二)

21:00 アメリカ！社会科ケンガク「宇
宙ロケット」(字) 21:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2

「スフィンクスと動物信仰」
声：内田雄馬(二)

21:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「インドネシア・エアアジア

8501便」(二)

2100-2130

2130-2200
21:30 アメリカ！社会科ケンガク「激

辛ソース」(字)
2130-2200

20:00 【ミステリーアドベンチャー！エジプ
ト】

甦る！エジプトに眠る財宝「#3 墓泥棒と
の戦い」声：櫻井孝宏(二)

20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１１：航空機事故の真実と

真相「エア・フロリダ90便」(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「クルマ大好き有名人」

(二)

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「水際作戦」

(二)

21:00 徹底スキャン:第二次世界大
戦の秘密「ヒュルトゲン 森の戦い」

(二)

21:00 プレデター：血の継承
「サバンナの姉妹」
声：細谷佳正(二)

2000-2030 20:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極の英国製スポーツカー」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル 2

「腐敗したボルチモアの警官」(二)

20:00 【特集：第二次世界大戦】
徹底スキャン:第二次世界大戦の秘

密「イタリア 苛烈な地上戦」(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

プレデター：フェイスオフ「最凶のツメ」
声：梶裕貴(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「アルファロメオに賭けた夢」

(二)

23:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「空の女王 ボーイング747」

(二)

23:00 発掘！ナイルに沈んだ王墓
声：石田彰

(二)

23:00 衝撃の瞬間６
「ノルウェー連続テロ事件」

(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ミイラ作りの起源」
声：立木文彦(二)

22:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「トランス・ワールド航空

841便」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 スーパーカー大改造
「日産・GT-R」

(二)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「国際詐欺」

(字)

23:00 THE SS：ナチス親衛隊
「#2 構築された死のシステム」

(字)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「愛がペットを救う」

(二)

2200-2230 22:00 失われた文明！アトランティス
の謎

声：釘宮理恵(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ハリウッド セレブの処方薬」

声：大塚明夫(二)

22:00 【新】海底に眠るナチスのU
ボート「ノースカロライナ沖の攻防」

声：古川登志夫(二)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム:残酷の王国「#6 紙

一重の命」声：諏訪部順一(二)

22:00 【新】仰天！メガマシン
「宇宙へいざなうメガマシン」

声：関智一(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「紛争地域での墜落」

(二)

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「腐敗したボルチモアの警官」

(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「エル・アル航空1862便」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

24:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 4「ハリウッド

激動の時代」
声：小野賢章(二)

24:00 捜索！嵐に挑むテキサス救助
隊
(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2500-2530 25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「トランスアジア航空222

便」(二)

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ハリケーン観測機

NOAA42」(二)

25:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「コムエアー5191便」

(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ウエスト・カリビアン航空

708便」(二)

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル航空

1404便」(二)

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「プロテウス航空706便」

(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「一瞬の決断」

(二)

24:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「クーガー・ヘリコプター91

便」(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故の
真実と真相「ユナイテッド航空173

便」(二)

27:00 海底に眠るナチスのUボート
「ノースカロライナ沖の攻防」

声：古川登志夫(二)

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ハリウッド セレブの処方薬」

声：大塚明夫(二)

27:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「速度計の警告サイン」

(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

26:00 密着！空港警察：南アメリカ
「水際作戦」

(二)

26:00 衝撃の瞬間２
「スカンジナビア・フェリー火災」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2700-2730 27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：群狼作戦」

(二)

27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：ドラムビート作戦」

(二)

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「消えた黄金列車」

(二)

27:00 ナチスに残る都市伝説の真相
「番外編:日本軍731部隊の謎」

(二)

2600-2630 26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「海からのSOS」

(字)

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「沈没船からの生還」

(字)

26:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「上空からの救助」

(字)

26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「カテゴリー5のハリケーン ドリア

ン」(二)

26:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「アラスカ航空261便」

(二)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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400-430 04:00 海底に眠るナチスのUボート
「ノースカロライナ沖の攻防」

声：古川登志夫(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
アメリカの戦い「日本の要塞」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
アメリカの戦い「真珠湾攻撃」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え「ソ連との大戦車戦」

(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
戦争への備え「ドイツ空軍の主力爆

撃機」(二)

06:00 スーパーカー大改造
「レンジローバー・イヴォーク」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「傷だらけのメルセデス・ベンツ パ

ゴダ」(二)

05:00 美しきアメリカ：北西部編
「セコイアの森」
声：悠木碧(二)

05:00 密着！空港警察：南アメリカ
「命を懸ける運び屋たち」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：中央アメリ
カ「グアテマラ 生き物の楽園」

声：恒松あゆみ(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「危険な鎮痛剤」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「レースに復活!? ミニクーパーS」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車４「名車を訪ね、イギリス縦断」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「錆び付いたフィアット・ディーノ」

(二)

05:00 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」

(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「ローガンエアー6780便」

(二)

07:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「エグゼクフライト1526

便」(二)

07:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「コムエアー5191便」

(二)

07:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「ライオン・エア610便」

(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「歴史を刻むフォード･モデルA」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「超レアものタルボ・サンビーム・

ロータス」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「T4に乗って旅に出よう」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「伝説の名車ランボルギーニ･エス

パーダ」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「新たな人生をエスコート・メキシ

コとともに」(二)

07:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「サウスウエスト航空

1380便」(二)

07:00 アニマル・オブ・アフリカ：サバイ
バルの秘訣「沼地の危険動物」

声：小野大輔(二)

700-730

730-800 730-800
07:00 無敵の翼：アメリカ第８航空軍

(二)

06:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「パガーニ・ウアイラ・ロード

スター」(二)

900-930

930-1000 930-1000

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「竜巻警報発令！」

(二)

08:00 プレデター：血の継承
「ハイエナの一族」
声：細谷佳正(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「見習い獣医の奮闘記」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「真剣勝負」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「山あり谷あり」

(二)

800-830 08:00 メーデー！１２：航空機事故の
真実と真相「ファーストエア６５６０

便」(二)

08:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「英国欧州航空548便」

(二)

08:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ヒューズ・エア・ウエスト

706便」(二)

08:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「クロスエア498便」

(二)

08:00 【中国を知る】
中国の伝統と技術「アルコール」(字)

08:30 中国の伝統と技術「ファッショ
ン」(字)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「コウモリに気をつけろ！」

(二)

09:00 サベージ・キングダム 2：新たな
支配者「#1 敵となりし同胞」

声：諏訪部順一(二)

09:00 海底に眠るナチスのUボート
「大西洋の墓場：消えたU-576」

声：古川登志夫(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子犬のステラ」

(二)

10:00 THE SS：ヒトラーへの忠誠
(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「愛がペットを救う」

(二)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「接着剤にご用心！」

(字)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「緊迫の出産! ミニブタを救え」

(字)

11:00 プレデター：フェイスオフ
「最凶のツメ」

声：梶裕貴(二)

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 4
「ヤマアラシのトゲ」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 4
「クマの調査 」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 4
「ミニチュアホースの治療」

(字)

10:00 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」(字)

10:00 ビッグ・キャット：華麗なる一族
「新世界征服」

(二)

11:00 プレデター：血の継承
「サバンナの姉妹」
声：細谷佳正(二)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「謎のイボ」

(字)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「ダラス 魅惑のトラップハウス」

声：大塚明夫(二)

1200-1230

1230-1300
12:30 アメリカ！社会科ケンガク「激

辛ソース」(字)
1230-1300

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青
空キッチン「ペルー：アルパカ肉のレシ

ピ」(二)

12:00 海底に眠るナチスのUボート
「ノースカロライナ沖の攻防」

声：古川登志夫(二)

12:00 仰天！メガマシン
「宇宙へいざなうメガマシン」

声：関智一(二)

12:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ミイラ作りの起源」
声：立木文彦(二)

12:00 アメリカ！社会科ケンガク「宇
宙ロケット」(字) 12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医

6「愛弟子のSOS! ウサギを救え」
(字)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 3「ボストン ベンゾと学問の都」

声：大塚明夫(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「パイロットの勇気」

(二)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430 14:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#3 墓泥棒との戦い」

声：櫻井孝宏(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「スフィンクスと動物信仰」

声：内田雄馬(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ミイラ作りの起源」
声：立木文彦(二)

14:00 発掘！ナイルに沈んだ王墓
声：石田彰

(二)

1300-1330 13:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「トランス・ワールド航空

841便」(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「ポトマック川墜落事故」

(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「コメット墜落の謎」

(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「シカゴ航空機事故」

(二)

13:00 捜索！嵐に挑むテキサス救助
隊
(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
4「ハリウッド 激動の時代」

声：小野賢章(二)

14:00 【最新シーズン開始直前！】
仰天！運び屋vs取締屋in全米エアポー

ト 2「ママが運ぶメタンフェタミン」(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「憧れのコルベット・スティングレ

イ」(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

15:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「絶滅危惧種の密輸」(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「伝説のボンドカー、ロータス・エス

プリＳ１」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「亡き父との約束 ロールス・ロイ

ス・トゥエンティー」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「家族の形見 プジョー106ラリー」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「伝説のラリーカー アルピーヌ

A110」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「アイスクリームを売るベッドフォー

ド・HA」(二)

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証
3「終戦の年、1945年の真実」

声：安元洋貴(二)

15:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「テンプル騎士団の隠された財

宝」声：木村 昴(二)

15:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「黄金郷伝説と失われた都市」

声：木村 昴(二)

15:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「太平洋に浮かぶ石の古代都

市」声：木村 昴(二)

15:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「古代都市ペトラの起源」

声：木村 昴(二)

16:00 世界の巨大工場７
「パガーニ」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「パンダ」声：福山潤(日)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「歴史作家が夢見たフォード・コ

ルチナMk3」(二)

16:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「究極の隠し場所」(二)

18:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「ベントレー・コンチネンタル

GT」(二)

18:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「コカイン・ケーキ」(二)

18:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「産後のミステリー」

(字)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

17:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「隠されたブツ」(二)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９
「命を感じて」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ポルシェ911と対決」

(二)

18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「アウディR8と対決」

(二)

18:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「アストンマーティンDBSスー

パーレッジェーラ」(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車「ロータス・エランの大変身」

(二)

17:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「ティムの悪知恵特集」

(二)

17:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「愛車と感動の再会特集」

(二)

17:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「奇跡の復活劇特集」

(二)

17:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車「究極のクセモノ特集」

(二)

18:55 どうぶつの先輩「ライオン」声:大塚明夫(日)

18:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「フェラーリ・ポルトフィーノ」

(二)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「冬が来る! ハムスターを救え」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

19:00 【中国を知る】
【新】スノーワンダー

(字)

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「見習い獣医の奮闘記」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「真剣勝負」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「山あり谷あり」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「コウモリに気をつけろ！」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「母は偉大なり」

(二)

21:00 アメリカ！社会科ケンガク「トラ
クター」(字) 21:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2

「クレオパトラの消息」
声：内田雄馬(二)

21:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ナショナル・エアラインズ

102便」(二)

2100-2130

2130-2200
21:30 アメリカ！社会科ケンガク

「ジープ･ラングラー」(字)
2130-2200

20:00 【特集：第二次世界大戦】
無敵の翼：アメリカ第８航空軍

(二)

20:00 【ミステリーアドベンチャー！エジプ
ト】

甦る！エジプトに眠る財宝「#4 来世への
祈り」声：坂本真綾(二)

20:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１１：航空機事故の真実と真

相「アメリカン航空587便」(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 名車対決！夢のスーパーカー
「伝説のフォードGT」

(二)

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「親子を引き裂く麻薬取引」

(二)

21:00 プレデター：血の継承
「ハイエナの一族」
声：細谷佳正(二)

2000-2030 20:00 世界の巨大工場７
「マスタング」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル 2

「マフィアの殺し屋」(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデター・ス
ペシャル】

【新】アニマル・オブ・アフリカ：サバイバル
の秘訣「沼地の危険動物」

声：小野大輔(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車３「ドイツ工学の結晶ゴルフGTI

マーク1」(二)

23:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「石炭火力発電所の解体」

(二)

23:00 発掘！砂漠に眠るファラオの
謎

声：悠木碧(二)

23:00 衝撃の瞬間６
「駆逐艦コベントリー沈没」

(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ツタンカーメン王墓の謎」

声：立木文彦(二)

22:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空1572便」

(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 スーパーカー大改造
「アウディ・A8」

(二)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「危険な鎮痛剤」

(字)

23:00 THE SS：ヒトラーへの忠誠
(二)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子犬のステラ」

(二)

2200-2230 22:00 絶海！謎と神秘のイースター
島

声：釘宮理恵(二)

22:00 【新】スクープ！ドラッグと欲望
の世界 5「デトロイト　ハロウィーンの

夜」声：大塚明夫(二)

22:00 海底に眠るナチスのUボート
「大西洋の墓場：消えたU-576」

声：古川登志夫(二)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム 2：新たな支配者
「#1 敵となりし同胞」声：諏訪部順一

(二)

22:00 仰天！メガマシン
「海のモンスター」
声：関智一(二)

25:00 メーデー！４：航空機事故の
真実と真相「方向感覚の喪失」

(二)

25:00 驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「マフィアの殺し屋」

(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故の
真実と真相「UPS航空6便」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

24:00 【土曜 ミステリーファイル】
仰天！海の底まる見え検証 4「グレート

バリアリーフ 美しさに潜む危険」
声：小野賢章(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2500-2530 25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「デルタ航空1141便」

(二)

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「イタビア航空870便」

(二)

25:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「アメリカ空軍KC-135」

(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「アロー航空1285便」

(二)

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「アエロフロート・ノルド

821便」(二)

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル・エクスプ

レス2286便」(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「計器故障」

(二)

24:00 メーデー！１８：航空機事故の
真実と真相「アイレス航空8250便」

(二)

24:00 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」

(二)

24:00 新　衝撃の瞬間「コロンビア
号、最後の飛行」(字)

24:30 新　衝撃の瞬間「セントヘレン
ズ山の猛威」(字)

27:00 海底に眠るナチスのUボート
「大西洋の墓場：消えたU-576」

声：古川登志夫(二)

27:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「デトロイト　ハロウィーンの夜」

声：大塚明夫(二)

27:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「注意散漫」

(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

26:00 密着！空港警察：南アメリカ
「親子を引き裂く麻薬取引」

(二)

26:00 衝撃の瞬間２
「ドイツ・高速列車事故」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2700-2730 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」

(二)

27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「Ｕボート：大西洋の死闘」

(二)

27:00 ナチスのドラムビート作戦
(二)

27:00 ナチス潜水艦U-745の謎
(二)

2600-2630 26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「ハリケーン フンベルトの直撃」

(二)

26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「日本を襲った台風 ハギビス」

(二)

26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「メキシコ湾に迫る嵐」

(二)

26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「台風街道の脅威」

(二)

26:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「トランス・ワールド航空

841便」(二)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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400-430 04:00 海底に眠るナチスのUボート
「大西洋の墓場：消えたU-576」

声：古川登志夫(二)

04:00 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」(二)

04:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
アメリカの戦い「D-Day」

(二)

500-530

530-600 530-600

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「ついに登場！アストンマーティン

DB6」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「伝説のホットハッチ、ルノー5GT

ターボ」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車５「亡き妻へ捧げるフィアット500」

(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「USバングラ航空211

便」(二)

07:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「アメリカ空軍KC-135」

(二)

07:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「アンセット・ニュージーラ

ンド航空703便」(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車７「明日への希望 シトロエン2CV」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「伝説のスポーツカー ポルシェ

356」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車8「珠玉のオースチン・ヒーレー

3000」(二)

800-830

830-900 830-900

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「エア・フロリダ90便」

(二)

08:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空587便」

(二)

08:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ハリケーン観測機

NOAA42」(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 4
「ラクダの去勢手術」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 4
「コヨーテとの知恵比べ」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 4
「アルパカの幸せ」

(字)

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「母は偉大なり」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「満月の神秘」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「チャレンジの日々」

(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青
空キッチン「ニュージーランド：マオリの

伝統料理」(二)

12:00 海底に眠るナチスのUボート
「大西洋の墓場：消えたU-576」

声：古川登志夫(二)

12:00 仰天！メガマシン
「海のモンスター」
声：関智一(二)

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「子犬のステラ」

(二)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドクター
ズ「謎のイボ」

(字)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「愛弟子のSOS! ウサギを救え」

(字)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430 14:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#4 来世への祈り」
声：坂本真綾(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「クレオパトラの消息」
声：内田雄馬(二)

14:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ツタンカーメン王墓の謎」

声：立木文彦(二)

1300-1330 13:00 メーデー！２０：航空機事故の
真実と真相「アメリカン航空1572便」

(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「合衆国を襲った大竜巻」

(二)

13:00 衝撃の瞬間４
「モントセラト島の大噴火」

(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車9「ボンドが乗らないボンドバグ」

(二)

16:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極のクセモノ特集 リターン

ズ」(二)

16:00 特選！カー・SOS 思い出の名
車 2「究極のホットハッチ」

(二)

1500-1530 15:00 発掘！マヤの失われた秘宝
「太陽神の謎」
声：福山潤(二)

15:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「インカの空中都市 マチュピチュ

の起源」声：木村 昴(二)

15:00 仰天！世界の呪い伝説
「ヴラド3世の呪い」
声：日野聡(二)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「ランボルギーニ・アヴェンタ

ドールSVJ」(二)

18:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「パガーニ・ウアイラ・ロード

スター」(二)

18:00 密着！伝説のスーパーカー誕
生の秘密「ポルシェ・タイカン」

(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「魅惑のランチア・デルタEVOⅡ」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名
車６「父と息子のMGAロードスター」

(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 世界の巨大工場７
「コルベットZR1」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「マフィアに潜入した男」(二)

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「満月の神秘」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「チャレンジの日々」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「真夏のクリニック」

(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 執念の考古学者 アレクサンド
ロス大王を探して

声：三森すずこ(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ポルノとドラッグの闇」

声：大塚明夫(二)

22:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「U-47：奇襲作戦」

(二)

2100-2130 21:00 名車対決！夢のスーパーカー
「至高のスポーツカー」

(二)

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「抵抗する容疑者たち」

(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故の
真実と真相「ラミア航空2933便」

(二)

24:00 メーデー！１４：航空機事故の
真実と真相「ジャーマンウイングス

9525便」(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「要人墜落」

(二)

2300-2330 23:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「ロブ・リグルとアイスランド

へ」(二)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「トラの密売」

(字)

23:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「ナチスの要塞」

(字)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

20:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・
ライヒ「エピソード１」

(字)

21:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「体の秘密」

(二)

2700-2730 27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「ハーダー：日本軍の支配海域へ」

(二)

27:00 第二次世界大戦の潜水艦
「タング：最後の魚雷」

(二)

27:00 恐怖のナチス潜水艦 U-166
の記憶

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「迫りくる温帯低気圧」

(二)

26:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイ
サー「新時代の嵐」

声：木村昴(二)

26:00 衝撃！嵐に挑むストームチェイ
サー「高原に降り立った竜巻」

声：木村昴(二)

2500-2530 25:00 メーデー！１６：航空機事故の
真実と真相「マレーシア航空17便 撃

墜事件」(二)

25:00 メーデー！１１：航空機事故の
真実と真相「ドイツXL航空888T便」

(二)

25:00 メーデー！１９：航空機事故の
真実と真相「ライオン・エア610便」

(二)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf



