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(ET) 月曜日 2023/02/27 火曜日 2023/02/28 水曜日 2023/03/01 木曜日 2023/03/02 金曜日 2023/03/03 土曜日 2023/03/04 日曜日 2023/03/05 (ET)

※最新の番組表はこちら

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

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

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

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

04:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#4 来世への祈り」
声：坂本真綾(二)

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)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

07:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「コムエアー3272便」

(二)

08:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「大韓航空007便」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「救世主ドクター・エミリー」

(二)

10:00 ローン・スター動物病院
「元気をなくしたエミュー」

(字)

11:00 獣医ミシェルの日常 2
「暴れるアルパカ」

(字)

12:00 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)

13:00 ロスト・ワールド：アラスカン・ダ
イナソー

声：高山みなみ(二)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「兄弟犬の飼い主募集」(二)

14:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「小さな馬の大きな挑戦」(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「真夏の試練」

(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)

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)

18:00 獣医ミシェルの日常 5
「怒れるジャコウウシ」

(字)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「エミリーさんの子ヤギ」

(二)

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
2「番外編:神風特攻部隊と桜花」

(二)

21:00 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)

22:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「体の秘密」

(二)

23:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「核家族」

(字)

24:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「チョークス･オーシャン･エ

アウェイズ101便」(二)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「大地への激突」

(二)

26:00 衝撃の瞬間:特別編
「小さなミス」

(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート「デートレイプドラッグを

取り締まる」(二)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「モンタナの空 マリファナとメス」

声：大塚明夫(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)

06:00 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)

07:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「中国国際航空129

便」(二)

08:00 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」(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「エミリーさんの子ヤギ」

(二)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「問題犬コンビ」

(字)

11:00 ドッグ：インポッシブル 2
「犬との信頼関係」

(字)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「晴れ舞台」

(二)

13:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「海の衝突事故」

(二)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「初めてのペット」(二)

14:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「ふらつく犬」(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「バーベキューパーティー」

(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)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「獣医が"治せなかった"プ

ジョー205GTI」(二)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「怒れるバイソン」

(字)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「子供たちの奮闘」

(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：ビッグ・
キャット・マンス】

探求！幻のウンピョウ
声：窪塚俊介(二)

21:00 ウガンダの木登りライオン
声：浪川大輔

(二)

22:00 【新】シャドー・キャッツ：ライト
級ハンター

声：木村良平(二)

23:00 トト：翡翠色の瞳を持つヒョウ
声：石川界人

(二)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「パシフィック・サウスウエ

スト航空182便」(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:特別編
「予期せぬ惨劇」

(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート「危険ドラッグとパー

ティー・ピープル」(二)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「プエルトリコ ゾンビがさまよう島」

声：大塚明夫(二)

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)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ロータス・エランの大変身」

(二)

07:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「トランスワールド航空

800便」(二)

08:00 【中国を知る】
中国と海洋文化

「#2」(字)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「子供たちの奮闘」

(二)

10:00 ネコ科最強決定戦
(二)

11:00 サベージ・キングダム 4：残酷
の帝国「若者たちの反乱」

声：諏訪部順一(二)

12:00 密着！空港警察：南アメリカ
「抵抗する容疑者たち」

(二)

13:00 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)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「予期せぬ妊娠」(二)

14:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「歩けないモルモット」(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「獣医の心構え」

(二)

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)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「人生をともに歩んだシトロエ

ンDS」(二)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「子グマの大冒険」

(字)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「鳥のねぐら作戦」

(二)

20:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「超大型輸送機Ｃ5ギャラク

シー」(二)

27:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「ザカリー･クイントとパナマ

のジャングルへ」(二)

04:00 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「運び屋の母親」(二)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 2
「ヨーロッパの華 フランス」

(二)

06:00 世界大自然紀行：イギリス
「山と森の生き物」
声：徳井青空(二)

07:00 探求！幻のウンピョウ
声：窪塚俊介

(二)

08:00 ウガンダの木登りライオン
声：浪川大輔

(二)

09:00 シャドー・キャッツ：ライト級ハン
ター

声：木村良平(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「満月の神秘」

(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「ビーチに潜む危険」(二)

11:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「フィジーで奉仕活動」(二)

12:00 獣医ミシェルの日常 2
「クズリの手術」

(字)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「車から飛び降りた犬」(二)

13:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「お腹の中の石」(二)

14:00 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)

15:00 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)

16:00 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)

17:00 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 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)

26:00 ナルコス：麻薬戦争
「ゴッティ:テフロン･ドンとFBIの攻防」

(二)

21:00 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)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「亡き妻をしのぶオペル・マン

タGTE」(二)

23:00 骨は語る：インカの反乱
声：佐藤拓也

(二)

24:00 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)

25:00 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

密着！真冬のカーレスキュー
「絶景に潜む危険」(字)

26:00 崖っぷちからの挑戦状 with ジミー・チン
「サラ･マクネア=ランドリー：北極横断の旅」

声：川田紳司(二)

26:30 崖っぷちからの挑戦状 with ジミー・チン
「ウィル・ガッド：氷の滝への挑戦」

声：川田紳司(二)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「パワー全開!ドクター・ポール」

(二)

21:00 【新】究極探検！7日間チャ
レンジ

「ガボン～広大な熱帯雨林」(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)

23:00 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)

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「ウェイト・オーバー」

(二)

18:00 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)

19:00 【中国を知る】
中国と海洋文化

「#3」(字)

20:00 GIIS～最先端を行く未来の
学校
(字)

21:00 密着！空港警察：ローマ
「DJの裏ビジネス」

(二)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
黒人ファラオ：ナイルに沈んだ王墓

声：鈴村健一(二)

23:00 CSI：恐竜科学捜査班
「ティラノサウルスの秘密」

(二)

24:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「沈没船に潜む戦争の代償」

(二)

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

27:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2

「コロンビアからの大荷物」(二)

04:00 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)

05:00 密着！ドバイ国際空港
「欠航便でトラブル発生」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「タンデム式の超小型車メッ

サーシュミットKR200」(二)

07:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「核家族」

(字)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「亡き妻をしのぶオペル・マン

タGTE」(二)

09:00 【春のDr.ポール祭り】
【新】スゴ腕どうぶつドクター３
「チャールズ、真冬の挑戦」(二)

09:50 スゴ腕どうぶつドクター３
「ドクター・ポールの休日」

(二)

10:40 スゴ腕どうぶつドクター３
「動物病院のバレンタイン」

(二)

11:30 スゴ腕どうぶつドクター３
「相次ぐ急患」

(二)

12:25 スゴ腕どうぶつドクター３
「出産シーズン到来」

(二)

13:20 スゴ腕どうぶつドクター３
「名探偵ブレンダ」

(二)

14:15 スゴ腕どうぶつドクター３
「ノアの方舟」

(二)

15:10 スゴ腕どうぶつドクター３
「春の訪れ」

(二)

16:05 スゴ腕どうぶつドクター３
「雄牛と格闘」

(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２
「チャレンジの日々」(二)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「それぞれの運命」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「長い夜の闘い」(二)

19:00 【新】アニマル・レスキューin ア
ラスカ 2

「トナカイとカリブーはお友達？」(二)

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「稚拙なミス」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「アルプスでの衝突」

(二)

27:00 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)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

2730-2800
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2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2130-2200

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

1430-1500

1500-1530

2100-2130

1530-1600

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2023/03/06 火曜日 2023/03/07 水曜日 2023/03/08 木曜日 2023/03/09 金曜日 2023/03/10 土曜日 2023/03/11 日曜日 2023/03/12 (ET)

※最新の番組表はこちら

27:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2

「コカイン製ベースギター」(二)

27:00 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)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

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 3
「600万ドルのコカイン押収」(二)

14:50 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「船を操る運び屋たち」(二)

15:40 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「コロナ禍の子犬繁殖ビジネス」(二)

16:30 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「終わりなき密輸入と密入国」(二)

17:20 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「SUVと色とりどりの麻薬」(二)

2700-2730 27:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「不自然なガードル」

(二)

27:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「イルカ印のコカイン」

(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「コカインソーセージ」(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「ミッション・コンプリート」(二)

27:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「カーラ・デルヴィーニュとサ

ルデーニャ島の山岳地帯へ」(二)

26:00 ナルコス：麻薬戦争
「グラヴァーノ:エクスタシーの罠」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「パディントン駅の列車事故」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

26:00 究極探検！7日間チャレンジ
「ガボン～広大な熱帯雨林」

(二)

25:00 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)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「空中衝突」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 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)

26:00 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)

26:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

26:00 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)

2500-2530 25:00 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)

25:00 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！５：航空機事故の
真実と真相「不運の先に待つ奇跡」

(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 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

密着！真冬のカーレスキュー
「冬の終わり」(字)

24:00 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)

24:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「スコットランド 海の墓場」

(二)

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「暴風雨の中へ」

(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

23:00 CSI：恐竜科学捜査班
「恐竜はいかにして歩くのか」

(二)

23:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「タロム航空371便」

(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「名古屋空港の悲

劇」(二)

24:00 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)

24:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「クロス航空3597便」

(二)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ナイジェリア航空2120

便」(二)

2300-2330 23:00 密着！国境警備の戦い:番
外編「押収品の行く末」

(字)

23:00 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)

23:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「ロケットマン」

(字)

23:00 シャドー・キャッツ：ライト級ハン
ター

声：木村良平(二)

23:00 黒人ファラオ：ナイルに沈んだ
王墓

声：鈴村健一(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「フォード・エスコートRS2000

に感謝を込めて」(二)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
黒人ファラオ：異端の王の謎

声：杉田 智和(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！１９：航空機事故の真実

と真相「コムエアー5191便」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

21:00 密着！空港警察：ローマ
「隠されたヘロイン」

(二)

21:00 究極探検！7日間チャレンジ
「オマーン～灼熱の砂漠」

(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 密着！空港警察：ローマ
「麻薬密輸を阻止せよ」

(二)

22:00 特選：スクープ！ドラッグと欲
望の世界「終わりなきカルテルゲー

ム」声：大塚明夫(二)

22:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「異常な愛情」

(二)

22:00 【新】復活！チーターの知ら
れざる生きざま

声：小林裕介(二)

2100-2130 21:00 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)

21:00 ナルコス：麻薬戦争
「グラヴァーノ:エクスタシーの罠」

(二)

21:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「グロウラー：私に構わず潜航せよ」

(二)

21:00 捕食者の死闘：ライオンvs
チーター

(二)

21:00 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)

20:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「ニミッツ級空母カール・ヴィン

ソン」(二)

20:00 特選：スクープ！ドラッグと欲
望の世界「運び人たちの攻防」

声：大塚明夫(二)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「秘密のプレゼント」

(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物

「天と地」(字)

19:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「ヴィクトリア博士が整体師に？」

(二)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 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)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！マドリード・バラハス空港警
察 2「コカイン製ベースギター」(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「ナチスの要塞」

(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー：ビッグ・
キャット・マンス】

百獣の王 セシルの伝説
(二)

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「チャールズ、真冬の挑戦」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ドクター・ポールの休日」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「動物病院のバレンタイン」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「相次ぐ急患」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「出産シーズン到来」

(二)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「悲劇からの生還」

(字)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「ワニの傷を治療」(二)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「感染症の恐怖」(二)
1830-1900

18:10 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「スペシャルＫの止まらぬ流入」(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２
「真夏のクリニック」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 獣医ミシェルの日常 6
「馬の鼻に内視鏡」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「子馬は金なり」

(字)

18:00 GIIS～最先端を行く未来の
学校
(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「寝たヤマアラシを起こすな」

(字)

1600-163016:05 スゴ腕どうぶつドクター４
「ドクター・ブレンダ大活躍」

(二)1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「パズル同然のトライアンフ

GT6」(二)

17:00 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」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「インプレッサよ、不死鳥のごと

く蘇れ！」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「タンデム式の超小型車メッ

サーシュミットKR200」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「散り散りになったフォード・カ

プリ」(二)

15:10 【新】スゴ腕どうぶつドクター４
「初めてづくしの１週間」

(二)1530-1600 1530-1600

1600-1630 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)

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 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)

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「晴れ舞台」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「牧場の一年」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「アルパカの攻撃」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「わんちゃん祭り」

(二)

13:00 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)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「脚を傷めた動物たち」(二)

1300-1330

13:20 スゴ腕どうぶつドクター３
「ただ今、逃走中」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「牛のローリング」

(二)

1430-1500
14:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「お腹の中の石」(二)
14:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「走れなくなった犬」(二)
14:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「元競走馬にチャンスを」(二)
14:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「牛のお産で悪戦苦闘」(二)
14:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「エミューを捕まえろ」(二)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「脚を傷めた動物たち」(二)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「コアラの眼科手術」(二)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「競馬場での仕事」(二)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「突然の内出血」(二)

11:00 GIIS～最先端を行く未来の
学校
(字)

11:00 サベージ・キングダム 4：残酷
の帝国「夢の終焉」
声：諏訪部順一(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「それぞれの運命」(二)

1100-1130

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「走れなくなった犬」(二)
1330-1400

1400-1430
14:00 ボンダイビーチ動物病院 3

「車から飛び降りた犬」(二)

12:00 密着！空港警察：南アメリカ
「逮捕と裏切り」

(二)

12:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「トナカイとカリブーはお友達？」

(二)

1200-1230

12:25 スゴ腕どうぶつドクター３
「エンジン全開の夏」

(二)

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「ケニア航空507便」

(二)

13:00 黒人ファラオ：ナイルに沈んだ
王墓

声：鈴村健一(二)

13:00 CSI：恐竜科学捜査班
「ティラノサウルスの秘密」

(二)

1400-1430

14:15 スゴ腕どうぶつドクター３
「ポール先生の大活躍」

(二)
1430-1500

1500-1530

13:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「沈没船に潜む戦争の代償」

(二)

10:00 ローン・スター動物病院
「ウサギ119番」

(字)

10:00 ローン・スター動物病院
「チンチラの痛み」

(字)

10:00 ローン・スター動物病院
「シチメンチョウ警戒警報！」

(字)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「禁じられた厄介者」

(字)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「パワー全開!ドクター・ポール」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「チャレンジの日々」

(二)

1000-1030

1130-1200
11:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「フィジーで奉仕活動」(二)
11:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「長い夜の闘い」(二)
11:30 スゴ腕どうぶつドクター３

「ポール家のペットたち」
(二)

1130-1200

1200-1230 12:00 ヨーロッパ空中散歩 2
「文化と歴史が交錯する国 トルコ」

(二)

12:00 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)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ドクター・ポールの誕生日」

(二)

1030-1100 1030-1100
10:40 スゴ腕どうぶつドクター３

「ワンダー・ホース」
(二)1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター２

「チャレンジの日々」
(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「ビーチに潜む危険」(二) 11:00 アニマル・レスキューin アラスカ

2「トナカイとカリブーはお友達？」
(二)

08:00 捕食者の死闘：ライオンvs
チーター

(二)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「フォード・エスコートRS2000

に感謝を込めて」(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「鳥のねぐら作戦」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「チャールズ、真冬の挑戦」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ドクター・ポールの休日」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「動物病院のバレンタイン」

(二)

800-830 08:00 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」(二)

08:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「チョークス･オーシャン･エ

アウェイズ101便」(二)

08:00 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)

08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「タン航空3054便」

(二)

08:00 【中国を知る】
中国と海洋文化

「#3」(字)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「相次ぐ急患」

(二)

09:00 復活！チーターの知られざる
生きざま

声：小林裕介(二)

09:00 【春のDr.ポール祭り】
スゴ腕どうぶつドクター３
「母牛の苦しみ」(二)

900-930

930-1000 930-1000

09:50 スゴ腕どうぶつドクター３
「夏の獣医は大忙し」

(二)
1000-1030

07:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「ラパ航空3142便」

(二)

07:00 百獣の王 セシルの伝説
(二)

07:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「ロケットマン」

(字)

700-730

730-800 730-800

06:00 世界大自然紀行：イギリス
「淡水の生き物」

声：橘田いずみ(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「散り散りになったフォード・カ

プリ」(二)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「ガルーダ・インドネシア

航空152便」(二)

07:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「USエアー1016便」

(二)

07:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「トランスアジア航空

235便」(二)

07:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「ロシア航空機 テロの

悲劇」(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「フォード・コルチナの抜け殻」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「愛され続けたMG・ミジェット」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「ポルシェ911、奇跡のレスト

ア」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「ヘラルドを一から組み直

せ！」(二)

06:00 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)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 2
「極北の王国 スウェーデン」

(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港
「定時運航への挑戦」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「コカインを腹に詰めた男」(二)

04:00 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)

400-430

430-500 430-500

500-530 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)

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)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 3月

400-430 04:00 スーパーカー大改造
「ベントレー・ミュルザンヌ」

(二)

04:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#5 ピラミッドから岩窟墓へ」

声：坂本真綾(二)

04:00 甦る！エジプトに眠る財宝
「#6 クレオパトラの墓を探して」

声：坂本真綾(二)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「危険地帯デトロイト ヘロインと

DMT」声：大塚明夫(二)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 2「サンフランシスコ 愛と平和とメ

スの街」声：大塚明夫(二)

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)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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27:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2

「排せつ物に隠されたブツ」(二)

27:00 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)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

2700-2730 27:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「ハネムーン密輸」

(二)

27:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「帰国した妊婦の謎」

(二)

27:00 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)

27:00 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)

27:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「アーミー・ハマーとサル

デーニャ島へ」(二)

26:00 究極探検！7日間チャレンジ
「オマーン～灼熱の砂漠」

(二)

26:00 ナルコス：麻薬戦争
「リズート親子:コカイン･ゴッドファー

ザー」(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「上空での大惨事」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

25:00 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)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「エンジン停止」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 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)

26:00 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)

26:00 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)

26:00 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)

2500-2530 25:00 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相「ケニア航空507便」

(二)

25:00 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)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「キャビンの穴」

(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 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

サバイバル・ライフ in アラスカ
「自立宣言」(二)

24:00 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)

24:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「海に沈んだ古代ローマの秘密」

声：前野智昭(二)

24:00 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)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

23:00 CSI：恐竜科学捜査班
「恐竜の色の謎」

(二)

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「コンチネンタル航空

1713便」(二)

24:00 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)

24:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュ・エアウェイ

ズ38便」(二)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「パシフィック・サウスウエ

スト航空1771便」(二)

2300-2330 23:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港

「捜査と押収」(二)

23:00 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)

23:00 潜入！北朝鮮：サイバー攻
撃

声：大塚明夫(二)

23:00 復活！チーターの知られざる
生きざま

声：小林裕介(二)

23:00 黒人ファラオ：異端の王の謎
声：杉田 智和

(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「異彩を放つサーブ900」

(二)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
発掘！ナイルに沈んだ王墓

声：石田彰(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

21:00 密着！空港警察：ローマ
「麻薬密輸を阻止せよ」

(二)

21:00 究極探検！7日間チャレンジ
「キルギス～極寒の冬山」

(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「密輸トリックを見抜け」

(二)

22:00 特選：スクープ！ドラッグと欲
望の世界「虜になった女たち」

声：大塚明夫(二)

22:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「女性関係」

(二)

22:00 【新】ライオン・クイーン：マリカ
の生涯「幸福と悲劇」
声：甲斐田裕子(二)

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「走り屋の夢 マツダRX-7」

(二)

21:00 ナルコス：麻薬戦争
「リズート親子:コカイン･ゴッドファー

ザー」(二)

21:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「フィンバック：パイロット救出作戦」

(二)

21:00 ライオン：闘いの一生
(字)

21:00 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)

20:00 潜入！超ド級構造物のエン
ジニアリング「アントノフAN-225」

(二)

20:00 特選：スクープ！ドラッグと欲
望の世界「終わりなきカルテルゲー

ム」声：大塚明夫(二)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「猫のヒッチハイク」

(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物

「家族」(字)

19:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「トドのマーラの出産」

(二)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 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)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！マドリード・バラハス空港警
察 2「排せつ物に隠されたブツ」(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「死の森」

(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー：ビッグ・
キャット・マンス】

ライオン・ブラザーズ：王者への道
声：寺島拓篤(二)

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「名探偵ブレンダ」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ノアの方舟」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「春の訪れ」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「雄牛と格闘」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「母牛の苦しみ」

(二)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「うなるヤマアラシ」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「クジャクの鳴き声対決!」

(字)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「気の強いペット」(二)

1800-1830
18:10 仰天！運び屋vs取締屋in全

米エアポート 3
「ヒモ付きドープ」(二)1830-1900

18:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「震えの原因を探れ」(二)

1830-1900

17:00 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)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

 【新】スゴ腕どうぶつドクター 10
「ドクター・ポールの魔法の手」(二)

1700-1730

17:20 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「空白の接種証明書」(二)
1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 獣医ミシェルの日常 6
「子犬狂騒曲」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「トナカイと走ろう」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「奇跡の犬」

(字)

1600-163016:05 スゴ腕どうぶつドクター４
「狙われたチャールズ！」

(二)1630-1700 16:30 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「パウダーとホイール」(二)

1630-1700

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「約束のロータス・エリーゼ」

(二)

17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

15:10 スゴ腕どうぶつドクター４
「鋼の神経ドクター・ポール」

(二)1530-1600 1530-1600
15:40 仰天！運び屋vs取締屋in全

米エアポート 3
「チーズと黒いヨーグルト？」(二)1600-1630 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)

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 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)

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「完成！ポール・アイランド」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「ドクター・フランケンポール」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「チャールズ、七面鳥に挑む」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「愛犬フライヤ」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「おじいちゃんと孫コンビ誕生」

(二)

1430-1500
14:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「悲しい再会」(二)
14:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「子犬の飼い主は誰？」(二)
14:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「ゾウガメの恋人探し」(二)
14:30 ボンダイビーチ動物病院 4
「スケートボードを怖がる犬」(二)

14:30 ボンダイビーチ動物病院 4
「刑務所で犬の出産」(二)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「屋根裏のニシキヘビ」(二)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「オットセイの目に光を」(二)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「生きるための大手術」(二)

14:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「トラの歯科診療」(二)

1400-1430
14:00 ボンダイビーチ動物病院 4

「子犬の心音異常」(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「それぞれの運命」(二) 11:00 アニマル・レスキューin アラスカ

2「ヴィクトリア博士が整体師に？」
(二)

11:00 シーザー・ミランの ピットブル・
ストーリー

(字)

12:00 密着！空港警察：南アメリカ
「命を懸ける運び屋たち」

(二)

12:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「ヴィクトリア博士が整体師に？」

(二)

1200-1230

12:25 スゴ腕どうぶつドクター４
「チャールズと3羽の七面鳥」

(二)

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 GIIS～最先端を行く未来の
学校
(字)

13:00 黒人ファラオ：異端の王の謎
声：杉田 智和

(二)

13:00 CSI：恐竜科学捜査班
「恐竜はいかにして歩くのか」

(二)

1300-1330

13:20 スゴ腕どうぶつドクター４
「血まみれのハロウィーン」

(二)

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「元競走馬にチャンスを」(二)
1330-1400

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 3
「ジャングルの置き土産」(二)

1400-1430

14:15 スゴ腕どうぶつドクター４
「クリスマスがやって来る！」

(二)
1430-1500

14:50 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 3

「ニューヨークの銃密輸最前線」(二)

11:00 サベージ・キングダム 4：残酷
の帝国「炎の大地」
声：諏訪部順一(二)

1000-1030 10:00 ローン・スター動物病院
「甲羅の割れたミシシッピアカミミガ

メ」(字)

10:00 ローン・スター動物病院
「ミッションTは魚の麻酔」

(字)

1500-1530

13:00 メーデー！：沈没船の真相解
明「スコットランド 海の墓場」

(二)

13:00 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)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「コアラの眼科手術」(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター２
「真夏のクリニック」

(二)

1000-1030

1130-1200
11:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「長い夜の闘い」(二)
11:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「感染症の恐怖」(二)
11:30 スゴ腕どうぶつドクター４

「クリニック改造計画！」
(二)

1130-1200

1200-1230 12:00 ヨーロッパ空中散歩 2
「緑豊かな先進国 フィンランド」

(二)

12:00 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)

12:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「名車を訪ね、イギリス縦断」

(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ポール家のオランダ旅行」

(二)

1030-1100 1030-1100
10:40 スゴ腕どうぶつドクター４

「動物病院はモー大変」
(二)1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター２

「真夏のクリニック」
(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「ワニの傷を治療」(二)

1100-1130

10:00 ローン・スター動物病院
「家族のカメを救え」

(字)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「所構わず大騒ぎ」

(字)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「秘密のプレゼント」

(二)

08:00 ライオン：闘いの一生
(字)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「異彩を放つサーブ900」

(二)

800-830

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「雄牛と格闘」

(二)

09:00 ライオン・クイーン：マリカの生
涯「幸福と悲劇」

声：甲斐田裕子(二)

09:00 【春のDr.ポール祭り】
スゴ腕どうぶつドクター４
「さまざまな愛の形」(二)

900-930

930-1000

09:50 スゴ腕どうぶつドクター４
「チャールズのオランダ語奮闘記」

(二)

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「出産シーズン到来」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「名探偵ブレンダ」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ノアの方舟」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「春の訪れ」

(二)

800-830 08:00 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)

08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「アロー航空1285便」

(二)

08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル・エクスプ

レス2574便」(二)

08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ミュンヘンの悲劇」

(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物

「天と地」(字)

930-1000

07:00 GIIS～最先端を行く未来の
学校
(字)

07:00 ライオン・ブラザーズ：王者への
道

声：寺島拓篤(二)

07:00 潜入！北朝鮮：サイバー攻
撃

声：大塚明夫(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 世界大自然紀行：イギリス
「海辺の生き物」

声：佐々木未来(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)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 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)

07:00 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)

07:00 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)

07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「デルタ航空1141便」

(二)

600-630 06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「悩めるエスコートRS」

(二)

06:00 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)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 2
「過去を乗り越える国 ハンガリー」

(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港
「黄金をドバイ土産に」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

潜入！ブラックマーケットの実態
「国際詐欺」(字)

04:00 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)

400-430

430-500 430-500

500-530 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)

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)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 3月

400-430 04:00 スーパーカー大改造
「メルセデス・ベンツGクラス ワゴン」

(二)

04:00 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)

04:00 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)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 2「シアトル 闇サイトとMDMA」

声：大塚明夫(二)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 2「ヒューストン 甘いドリンクの罠」

声：大塚明夫(二)

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)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2023/03/20 火曜日 2023/03/21 水曜日 2023/03/22 木曜日 2023/03/23 金曜日 2023/03/24 土曜日 2023/03/25 日曜日 2023/03/26 (ET)

※最新の番組表はこちら

27:00 バ科学8
「アイスクライミングの法則」(二)27:05 スゴ腕どうぶつドクター７

「謎だらけのクリスマス」
(二)

27:30 バ科学8
「レーシングバイクの法則」(二)

17:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「アリタリア航空４０４

便」(二)
17:15 スゴ腕どうぶつドクター７

「いざ、ガラパゴスへ！」
(二)

18:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「名古屋空港の悲

劇」(二)

18:10 スゴ腕どうぶつドクター７
「ドクター・ポール一大決心」

(二)

19:05 スゴ腕どうぶつドクター７
「いざ、オランダへ！」

(二)

20:00 【春のDr.ポール祭り】
【新】スゴ腕どうぶつドクター７

「結婚50周年のサプライズ」(二)

27:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「不審な映画フィルム」

(二)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
発掘！砂漠に眠るファラオの謎

声：悠木碧(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
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)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「翼のあるトラ」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「子馬の再出発」

(字)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「子犬の心臓手術」(二)

13:35 スゴ腕どうぶつドクター７
「チャールズのクジャク大作戦」

(二) 14:00 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)

14:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「接着剤にご用心！」

(字)

14:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「謎のイボ」

(字)

14:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「スホーイ・スーパー

ジェット100」(二)14:30 スゴ腕どうぶつドクター７
「ドタバタ品評会」

(二)
15:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「スペースシップ２」

(二)15:25 スゴ腕どうぶつドクター７
「新人獣医のトレーニング」

(二)
16:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「カンタス航空７２便」

(二)
16:20 スゴ腕どうぶつドクター７

「おかえりダイアン」
(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「チャールズの結婚式」

(二)

09:55 スゴ腕どうぶつドクター７
「ベテラン獣医もビックリ！」

(二)

10:50 スゴ腕どうぶつドクター７
「出産ラッシュで大騒ぎ」

(二)

11:45 スゴ腕どうぶつドクター７
「春の便り」

(二)

12:40 スゴ腕どうぶつドクター７
「大切な絆」

(二)

2700-2730 27:00 密着！空港警察：ローマ
「麻薬密輸を阻止せよ」

(二)

27:00 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)

27:00 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)

27:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「デイヴ･バウティスタとアリ

ゾナの峡谷へ」(二)

26:10 スゴ腕どうぶつドクター７
「暴れ馬をおとなしくさせる方法」

(二)

26:00 究極探検！7日間チャレンジ
「キルギス～極寒の冬山」

(二)

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「タリバンの至宝」(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「ボパールの化学工場事故」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

25:15 スゴ腕どうぶつドクター７
「ノードッグ、ノーライフ」

(二)

25:00 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)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「燃料トラブル」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 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)

26:00 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)

26:00 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)

2500-2530 25:00 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)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「謎の炎」

(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 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

サバイバル・ライフ in アラスカ
「覚悟を決める時」(二)

24:20 スゴ腕どうぶつドクター７
「テイタ―、新顔と対決!」

(二)

24:00 【ディズニープラス ナショジオ プレミアム】
【新】Magic of Disney's Animal Kingdom

ディズニー・アニマルキングダムの魔法
「赤ちゃんゴリラのグレース」(二)

24:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「コロッセオの秘密」
声：前野智昭(二)

24:00 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)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

23:25 スゴ腕どうぶつドクター７
「トナカイ牧場の一大事」

(二)

23:00 CSI：恐竜科学捜査班
「ティラノサウルス 驚異の回復力」

(二)

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 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)

24:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「スカンジナビア航空751

便」(二)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「タカ航空110便」

(二)

2300-2330 23:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「麻薬入り特製バッテリー」(二)

23:00 潜入！北朝鮮：国家犯罪
声：大塚明夫

(二)

23:00 ライオン・クイーン：マリカの生
涯「幸福と悲劇」

声：甲斐田裕子(二)

23:00 発掘！ナイルに沈んだ王墓
声：石田彰

(二)

22:30 スゴ腕どうぶつドクター７
「ホースと共にあれ」

(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「刺激よみがえるトヨタスープ

ラ」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

21:40 スゴ腕どうぶつドクター７
「小さな命の戦い」

(二)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「エクスタシーに釣られて」(二)

21:00 決死のサバイバル：アマゾンか
らの脱出「ジャングルの猛毒」

声：黒田崇矢(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 特選：スクープ！ドラッグと欲
望の世界「揺るぎない人気のコカイ

ン」声：大塚明夫(二)

22:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「独裁者の性と秘密」

(二)

22:00 ライオン・クイーン：マリカの生
涯「迫りくる試練の先に」

声：甲斐田裕子(二)

2100-2130 21:00 【新】仰天！運び屋vs取締
屋in全米エアポート 4
「タリバンの至宝」(二)

21:00 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)

21:00 ライオン・クイーンズ：ハンティン
グ to キル

声：茅野愛衣(二)

21:00 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)

20:50 スゴ腕どうぶつドクター７
「子犬のトラブル」

(二)

20:00 潜入！超ド級構造物のエン
ジニアリング「海へ潜る巨大貨物船」

(二)

20:00 特選：スクープ！ドラッグと欲
望の世界「虜になった女たち」

声：大塚明夫(二)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「動物の赤ちゃん大特集！」

(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

19:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物

「健康」(字)

19:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「ヤマアラシとの知恵比べ」

(二)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！マドリード・バラハス空港警
察 2「不審な映画フィルム」(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「若きナチスの猛攻」

(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー：ビッグ・
キャット・マンス】

ライオン ～ルワンダへの帰還
(二)

1900-1930 19:00 スゴ腕誕生!ドクター・ポール物
語
(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「夏の獣医は大忙し」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ワンダー・ホース」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ポール家のペットたち」

(二)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「タスマニアデビルの危機」(二)
1830-1900

17:00 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)

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 10
「甘えん坊のドーベルマン」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 獣医ミシェルの日常 6
「洗牛場で」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「オオカミなんて怖くない？」

(字)

1600-163016:05 スゴ腕どうぶつドクター４
「ドクター・ポールの新しい助手」

(二)1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 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)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「T4に乗って旅に出よう」

(二)

17:00 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)

15:10 スゴ腕どうぶつドクター４
「ジャイアントバニー」

(二)1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「コスワースの危機」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビートル・マニア」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フェニックス・ジープ」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フィアットの失策」

(二)

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「ポリー・クリスマス！」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「犬の歯医者さん」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「倒れたアルパカ」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「スゴ腕ドクター・エミリー」

(二)

12:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「トドのマーラの出産」

(二)

1200-1230

12:25 スゴ腕どうぶつドクター４
「オークションの行方」

(二)

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「フライドバイ981便」

(二)

13:00 CSI：恐竜科学捜査班
「恐竜の色の謎」

(二)

1430-1500
14:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「泳ぐ子犬症候群」(二)

1400-1430

14:15 スゴ腕どうぶつドクター４
「出産シーズンは大忙し」

(二)
1430-1500

1500-1530

13:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「海に沈んだ古代ローマの秘密」

声：前野智昭(二)

13:00 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)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「競馬場での仕事」(二)

1300-1330

13:20 スゴ腕どうぶつドクター４
「満月の夜に」

(二)

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「牛のお産で悪戦苦闘」(二)
1330-1400

1400-1430
14:00 ボンダイビーチ動物病院 4

「奇跡の牛の角を切れ」(二)

10:00 大草原のアニマル・ドクター
「大切な家族」

(字)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「Ｓ.Ｏ.Ｓ.！」

(字)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「猫のヒッチハイク」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「ドクター・ポールの魔法の手」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100
10:40 スゴ腕どうぶつドクター４

「お金にまつわるエトセトラ」
(二)1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10

「ドクター・ポールの魔法の手」
(二)1130-1200

11:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「震えの原因を探れ」(二)

11:30 スゴ腕どうぶつドクター４
「早食い競争」

(二)

1130-1200

1200-1230 12:00 ヨーロッパ空中散歩 2
「ヨーロッパの華 フランス」

(二)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「クリニックの看板猫」

(二)

11:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「トドのマーラの出産」

(二)

11:00 シーザー・ミランの 子犬トラブ
ル

(字)

11:00 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 ボンダイビーチ動物病院 2
「気の強いペット」(二)

1100-1130

12:00 密着！空港警察：南アメリカ
「最年長の運び屋」

(二)

08:00 ライオン・クイーンズ：ハンティン
グ to キル

声：茅野愛衣(二)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「刺激よみがえるトヨタスープ

ラ」(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「母牛の苦しみ」

(二)

09:00 スゴ腕誕生!ドクター・ポール物
語
(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「夏の獣医は大忙し」

(二)

800-830 08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ノースウエスト航空85

便」(二)

08:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「わがままなブタのスノーキー」

(二)

08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「大韓航空8509便」

(二)

08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「パシフィック・サウスウエ

スト航空182便」(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物

「家族」(字)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ワンダー・ホース」

(二)

09:00 ライオン・クイーン：マリカの生
涯「迫りくる試練の先に」

声：甲斐田裕子(二)

09:00 【春のDr.ポール祭り】
スゴ腕どうぶつドクター４
「最強寒波襲来」(二)

900-930

930-1000 930-1000

09:50 スゴ腕どうぶつドクター４
「跳べないウサギ」

(二)
1000-1030 10:00 ローン・スター動物病院

「カンガルー 回復への道のり」
(字)

07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「カンタス航空７２便」

(二)

07:00 ライオン ～ルワンダへの帰還
(二)

07:00 潜入！北朝鮮：国家犯罪
声：大塚明夫

(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 世界大自然紀行：イギリス
「都市と農村の生き物」

声：三森すずこ(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)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 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)

07:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「生と死の狭間で」

(二)

07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「スホーイ・スーパー

ジェット100」(二)

07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「スペースシップ２」

(二)

600-630 06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(二)

06:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「インフルエンザの襲来」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「革命児アウディUr-クワトロ」

(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「スターリング･モス現る」

(二)

06:00 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)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 2
「神々の集う国 ギリシャ」

(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港 2
「緊急着陸に備えよ」

(二)

500-530

530-600 530-600

04:00 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

潜入！ブラックマーケットの実態
「危険な鎮痛剤」(字)

04:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「麻薬入り特製バッテリー」(二)

400-430

430-500 430-500

500-530 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 スゴ腕どうぶつドクター７
「迷子救出作戦」

(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)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「初代ボンドカー サンビーム・

アルパイン」(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 3月

400-430 04:00 スーパーカー大改造
「ジープ・ラングラー」

(二)

04:00 【春のDr.ポール祭り】
スゴ腕どうぶつドクター７

「ドッグファイト・スペシャル」(二)

04:00 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)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 2「ジャマイカ マリファナの楽園」

声：大塚明夫(二)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 2「シカゴ 摩天楼とヘロイン」

声：大塚明夫(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「ケータハム・セブンに感謝を

込めて」(二)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2023/03/27 火曜日 2023/03/28 水曜日 2023/03/29 木曜日 2023/03/30 金曜日 2023/03/31 土曜日 2023/04/01 日曜日 2023/04/02 (ET)

※最新の番組表はこちら

2700-2730

2730-2800 2730-2800

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2700-2730 27:00 密着！空港警察：ローマ
「愛のために冒した危険」

(二)

27:00 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)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「麻薬入り特製バッテリー」(二)

27:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「ジョエル･マクヘイルとアリ

ゾナの砂漠へ」(二)

26:00 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)

27:00 密着！空港警察：ローマ
「神学生が運ぶ白い包み」

(二)

20:00 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)

20:05 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍「イッター城の戦い」

(字)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「魅惑のランチア・デルタEVO

Ⅱ」(二)

22:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「コカインに溺れて」

(二)

23:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港

「コートに隠されたコカイン」(二)

24:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「キャセイパシフィック航

空780便」(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「６本脚の牛」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「帰ってきたローバー」

(二)

17:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「ティムの悪知恵特集」

(二)

18:00 獣医ミシェルの日常 6
「希望の芽」

(字)

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 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)

26:00 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)

26:00 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)

26:00 決死のサバイバル：アマゾンか
らの脱出「ジャングルの猛毒」

声：黒田崇矢(二)

2430-2500 2430-2500

2500-2530 25:00 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)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「ウェイト・オーバー」

(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 【フライデーナイト・エクスプロー
ラー】

サバイバル・ライフ in アラスカ
「極限を生きる」(二)

2500-2530

24:00 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」(二)

24:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「マンクス２　霧の７１０

０便」(二)

2400-2430

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)

23:00 発掘！砂漠に眠るファラオの
謎

声：悠木碧(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 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)

24:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相「コンチネンタル航空

3407便」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「フカヒレの大量押収」(二)

23:00 潜入！北朝鮮：金王朝の継
承

声：大塚明夫(二)

23:00 ライオン・クイーン：マリカの生
涯「迫りくる試練の先に」

声：甲斐田裕子(二)

2200-2230 22:00 特選：スクープ！ドラッグと欲
望の世界「メスの脅威」

声：大塚明夫(二)

22:00 悲劇のUSSインディアナポリス
を探せ
(二)

22:00 アジアの奇妙な動物大集
合！「愛を探して」
声：小西克幸(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「未踏の領域：デニスＤシ

リーズ消防車」(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「コカイン入りフエダイ」(二)

21:00 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)

21:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園」

(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

19:10 スゴ腕どうぶつドクター３
「ポール先生の大活躍」

(二)

2000-2030 20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！マドリード・バラハス空港警

察 2「グレーゾーンの密輸」(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム:残酷の王国

「#1 城を守るヒョウ」
声：諏訪部順一(二)

20:00 潜入！超ド級構造物のエン
ジニアリング「国際宇宙ステーション」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「初めてづくしの１週間」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「ドクター・ブレンダ大活躍」

(二)

1900-1930

2100-2130

2130-2200 2130-2200

18:00 獣医ミシェルの日常 7
「人間と動物の絆」

(字)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ただ今、逃走中」

(二)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「エンジン全開の夏」

(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 獣医ミシェルの日常 6
「深夜の闘い」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 7
「子犬の未来」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 7
「おなかをすかせたトナカイ」

(字)

1930-2000 1930-2000

1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 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 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)

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フォード・マニア」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「００７ボンドカー」

(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビンテージカーを走らせろ！」

(二)

16:00 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)

1600-1630

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「学校を休んだモルモット」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「チャールズのエコ作戦」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「子馬の誕生」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「ワンワン119」

(二)

14:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「東洋医学でリハビリ」

(字)

14:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「赤ちゃんウォンバット」

(字)

14:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「ペッツ･イン･ザ･パーク」

(字)

1400-1430

1500-1530

14:00 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)

14:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「おなかの中の爆弾」

(字)

13:00 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)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「マーティンエアー495

便」(二)

13:00 CSI：恐竜科学捜査班
「ティラノサウルス 驚異の回復力」

(二)

13:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「コロッセオの秘密」
声：前野智昭(二)

12:00 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)

13:00 発掘！砂漠に眠るファラオの
謎

声：悠木碧(二)

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 ヨーロッパ空中散歩 2
「極北の王国 スウェーデン」

(二)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ハロウィーンの夜」

(二)

12:00 密着！空港警察：南アメリカ
「ウソをつくベテラン運び屋たち」

(二)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「甘えん坊のドーベルマン」

(二)

11:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「ヤマアラシとの知恵比べ」

(二)

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬と
の絆「#1 旅の始まり！フィラデルフィ

アを訪れて」(字)

11:00 サベージ・キングダム 4：残酷
の帝国「王冠」

声：諏訪部順一(二)

1100-1130
11:00 ボンダイビーチ動物病院 2

「気の強いペット」(二)

11:30 ボンダイビーチ動物病院 2
「震えの原因を探れ」(二)

10:00 大草原のアニマル・ドクター
「ロデオの季節」

(字)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２「追放寸前の犬たち」

(字)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「動物の赤ちゃん大特集！」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「初めてづくしの１週間」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 大草原のアニマル・ドクター
「子犬たちの誕生」

(字)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「エンジン全開の夏」

(二)

10:00 大草原のアニマル・ドクター
「春の魔法」

(字)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ポール家のペットたち」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ただ今、逃走中」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター３
「ポール先生の大活躍」

(二)

800-830 08:00 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」(二)

08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「パシフィック・サウスウエ

スト航空1771便」(二)

08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「タカ航空110便」

(二)

08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「ナイジェリア航空2120

便」(二)

08:00 【中国を知る】
解読！中国の遺物

「健康」(字)

07:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「ギャロッピング・ゴース

ト」(二)

700-730

730-800 730-800

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「アリタリア航空４０４

便」(二)

07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「名古屋空港の悲

劇」(二)

07:00 メーデー！１６：航空機事故
の真実と真相「コンチネンタル航空

1713便」(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相「キャセイパシフィック航

空780便」(二)

600-630 06:00 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３「憧れのコルベット・スティング

レイ」(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「名もなき英雄 オースチン

10・ユーティリティトラック」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車５「走り屋の夢 マツダRX-7」

(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「魅惑のランチア・デルタEVO

Ⅱ」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 3月

400-430 04:00 スーパーカー大改造
「シボレー・カマロ」

(二)

04:00 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)

04:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「偉大な建築王 ラムセス2世」

声：内山昂輝(二)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 2「デンバー マリファナの新聖地」

声：大塚明夫(二)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 2「マイアミ 青い海とマリファナ」

声：大塚明夫(二)

05:00 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)

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

