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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

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

20:00 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)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「絵画に隠されたコカイン」(二)

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
発掘！忘却の財宝とミイラの謎 特
別版「古代の埋葬習慣とミイラ製

作」声：山寺宏一(二)

23:00 CSI：恐竜科学捜査班
「超大型恐竜を探せ」

(二)

24:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「時が止まった都市 ポンペイ」

声：前野智昭(二)

25:00 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)

26:00 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)

27:00 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)

12:00 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)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「突然の内出血」(二)

13:30 ボンダイビーチ動物病院 4
「エミューを捕まえろ」(二)

14:00 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)

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「誤解の悲劇」

(二)

16:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「人的要因」

(二)

17:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「機長の活躍」

(二)

18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「操縦不能」

(二)

19:00 【中国を知る】
スノーワンダー

(字)

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
「トラの密売」(字)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「大自然とテクノロジーの国 ノル

ウェー」(二)

06:00 世界大自然紀行：オーストラ
リア「砂漠のカンガルー」

(二)

07:00 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)

08:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園」

(二)

09:00 アジアの奇妙な動物大集
合！「愛を探して」
声：小西克幸(二)

10:00 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 ボンダイビーチ動物病院 3
「子犬の心臓手術」(二)

11:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「タスマニアデビルの危機」(二)

04:00 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)

05:00 密着！ドバイ国際空港 2
「サッカーの神 来訪」

(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)

07:00 潜入！北朝鮮：金王朝の継
承

声：大塚明夫(二)

08:00 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)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「６本脚の牛」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「チャールズのエコ作戦」

(二)

11:00 【最新シーズン開始直前】
ようこそ！クリッター・フィクサー動物

病院へ「カメと毛がない猫」
声：小山力也、高木渉(二)

12:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ガンの捕獲大作戦」

声：小山力也、高木渉(二)

13:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「アルパカのおめでた」

声：小山力也、高木渉(二)

14:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「コブの日」

声：小山力也、高木渉(二)

15:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ネイルマン」

声：小山力也、高木渉(二)

16:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ホッジスの覚悟」
声：小山力也、高木渉(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
「モルモットのブーブー」(二)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「兄弟犬の飼い主募集」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「小さな馬の大きな挑戦」(二)

19:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「フクロウの赤ちゃんのすくすく日記」

(二)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「吹雪いても積もっても」

(二)

630-700

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1600-1630

1030-1100

1100-1130

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2500-2530

2130-2200

2200-2230

1630-1700

21:00 決死のサバイバル：アマゾンか
らの脱出「過酷な草原とカウボーイ」

声：黒田崇矢(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「USバングラ航空211便」(二)

23:00 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！５：航空機事故の
真実と真相

「注意散漫」(二)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「滑走路視認」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「ビスマルク艦船の運命」

(二)

27:00 バ科学8
「ブランコ･バーピーの法則」(二)

27:30 バ科学8
「炭酸の法則」(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2023/04/03 火曜日 2023/04/04 水曜日 2023/04/05 木曜日 2023/04/06 金曜日 2023/04/07 土曜日 2023/04/08 日曜日 2023/04/09 (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

「運び屋は老紳士」(二)

27:00 バ科学8
「シャンパンタワーの法則」(二)

2700-2730

2730-2800
27:30 バ科学8

「腹筋ローラーの法則」(二)
2730-2800

2700-2730 27:00 密着！空港警察：ローマ
「湿ったパジャマ」

(二)

27:00 密着！空港警察：ローマ
「聖人と罪人」

(二)

27:00 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)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「ダークウェブと液体薬物」(二)

27:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「チャニング･テイタムとノル

ウェーの荒野へ」(二)

26:00 決死のサバイバル：アマゾンか
らの脱出「過酷な草原とカウボーイ」

声：黒田崇矢(二)

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4「メキシコからの地下

密輸トンネル」(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「ダム津波の脅威」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

25:00 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)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「危険な積み荷」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 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)

26:00 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)

26:00 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)

26:00 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)

2500-2530 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！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)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相

「暴風雨の中へ」(二)

25:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相

「エア・モーレア1121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
「闘いの始まり」(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

23:00 CSI：恐竜科学捜査班
「恐竜を再現せよ」

(二)

23:00 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)

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

「ギャロッピング・ゴースト」(二)

24:00 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)

24:00 メーデー！８：航空機事故の
真実と真相

「トルコ航空1951便」(二)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相

「ユナイテッド航空232便」(二)

2300-2330 23:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港

「一貫しない供述」(二)

23:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「ダークウェブと液体薬物」(二)

23:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精
神「独裁者のジレンマ」

声：大塚明夫(二)

23:00 プレデター：血の継承
「ヒョウの一族」

声：細谷佳正(二)

23:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎 特別版「古代の埋葬習慣とミイ

ラ製作」声：山寺宏一(二)

24:00 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)

24:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「皇帝ネロの黄金宮殿」

声：花澤香菜(二)

24:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相

「無線沈黙」(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル

「離婚夫婦の末路」(二)

22:00 特選：スクープ！ドラッグと欲
望の世界「オピオイドの流行」

声：大塚明夫(二)

22:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実
(字)

22:00 【新】イベリア半島：命をつな
ぐ物語

「命を育む春の雨」
声：古川慎(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「シトロエンＨＹバンに亡き母

の夢を乗せて」(二)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
発掘！忘却の財宝とミイラの謎 特

別版「銀のミイラマスクの謎」
声：山寺宏一(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「アメリカ空軍KC-135」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4「メキシコからの地下

密輸トンネル」(二)

21:00 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)

21:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「イエローストーン国立公園」

(二)

21:00 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)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「ピストンに隠されたコカイン」(二)

21:00 決死のサバイバル：アマゾンか
らの脱出「危険の極み！マクシ族の

助言」声：黒田崇矢(二)

20:00 潜入！超ド級構造物のエン
ジニアリング

「ブルジュ・ハリファ」(二)

20:00 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)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ヤギのフィービー」

(二)

19:10 スゴ腕どうぶつドクター４
「クリニック改造計画！」

(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「サン・マロの港を奪還せよ」

(字)

20:05 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム:残酷の王国

「#2 地獄の楽園」
声：諏訪部順一(二)

19:00 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)

19:00 【中国を知る】
リサイクル大作戦：砂漠への挑戦

(字)

19:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「ミストのプールデビュー」

(二)1930-2000

2000-2030 20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「日本の名車、ダットサン

240Z」(二)

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「運び屋は老紳士」(二)

18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「ステライル・コックピット・ルール」

(二)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

18:00 獣医ミシェルの日常 7
「ヤマアラシの主張」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 7
「凶暴なミンク」

(字)

18:00 【新】ようこそ！クリッター・フィ
クサー動物病院へ 2

「変貌を遂げた子ウサギ」
声：小山力也、高木渉(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「動物病院はモー大変」

(二)

1800-1830 18:00 獣医ミシェルの日常 7
「愛犬のキス」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 7
「泣かないで、オオカミ」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 7
「アルパカの洗礼」

(字)

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「さまざまな愛の形」

(二)

19:00 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)

2030-2100 2030-2100

2000-2030

1900-1930

1930-2000

17:00 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)

17:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「事故か陰謀か」

(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
「ゲップが出ない子牛」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

16:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「見えない手がかり」

(二)

16:00 スーパーカー大改造
「日産・GT-R」

(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 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8「美しきイタリア車 ランチア･フ

ルヴィア」(二)

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ロータス・エランの大変身」

(二)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「クリニックの看板猫」

(二)

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「コックピットの殺人者」

(二)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「悩めるエスコートRS」

(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

14:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「撃墜」

(二)

14:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「クリニックの新人ドクター」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「特別な絆」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ドクター・ポールの誕生日」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ポール家のオランダ旅行」

(二)

1400-1430 14:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「食べ過ぎに注意！」

(字)

14:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「モルモットの赤ちゃん」

(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「腐った卵？ケヅメリクガメを救え」

(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「お鼻の整形手術？ウサギを救え」

(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「ポットベリーは太鼓腹？ミニブタを救

え」(字)

13:00 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)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「子犬の心音異常」(二) 13:00 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)

1300-1330

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「悲しい再会」(二)
1330-1400

12:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「フクロウの赤ちゃんのすくすく日記」

(二)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「ダークウェブと液体薬物」(二)

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

「ノースロップ・グラマンB2」(二)

13:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎 特別版「古代の埋葬習慣とミイ

ラ製作」声：山寺宏一(二)

13:00 CSI：恐竜科学捜査班
「超大型恐竜を探せ」

(二)

13:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「時が止まった都市 ポンペイ」

声：前野智昭(二)

1200-1230 12:00 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)

12:00 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)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「獣医師のたまご」

(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル

「密輸トリックを見抜け」(二)

11:00 ベンガルトラ：宿命の姉妹
(字)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「兄弟犬の飼い主募集」(二) 11:00 ヨーロッパ空中散歩 3

「天空の技術大国 スイス」
(二)

1100-1130

1130-1200
11:30 ボンダイビーチ動物病院 3

「タスマニアデビルの危機」(二)
11:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「小さな馬の大きな挑戦」(二)

1130-1200

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「モルモットのブーブー」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「ワンワン119」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「モルモットのブーブー」

(二)

11:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「子犬の心臓手術」(二) 11:00 アニマル・レスキューin アラスカ

2「フクロウの赤ちゃんのすくすく日記」
(二)

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬と
の絆「#2 ワシントンD.C.を訪れて」

(字)

1000-1030 10:00 大草原のアニマル・ドクター
「暴れ馬にご用心」

(字)

10:00 大草原のアニマル・ドクター
「目の前にある命」

(字)

10:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「カメと毛がない猫」

声：小山力也、高木渉(二)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２

「里子の運命」(字)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「吹雪いても積もっても」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「クリニック改造計画！」

(二)

09:00 イベリア半島：命をつなぐ物語
「命を育む春の雨」

声：古川慎(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「子馬の誕生」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

08:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「イエローストーン国立公園」

(二)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「シトロエンＨＹバンに亡き母

の夢を乗せて」(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「ドクター・ブレンダ大活躍」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「さまざまな愛の形」

(二)

09:00 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)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「動物病院はモー大変」

(二)

800-830 08:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相

「ユナイテッド航空232便」(二)

08:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「リーブ・アリューシャン航空8便」(二)

08:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「バリュージェット航空592便」(二)

08:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「シンガポール航空006便」(二)

08:00 【中国を知る】
スノーワンダー

(字)

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)

07:00 サベージ・キングダム:残酷の
王国「#2 地獄の楽園」
声：諏訪部順一(二)

07:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精
神「独裁者のジレンマ」

声：大塚明夫(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 世界大自然紀行：オーストラ
リア「世界最古の熱帯雨林」

(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)

600-630

630-700 630-700

700-730 07:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相

「KLMシティホッパー433便」(二)

07:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相

「AIA808便」(二)

07:00 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)

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)

600-630 06:00 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)

06:00 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)

06:00 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４「歴史を変えたBMW2002ター

ボ」(二)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「地中海の秘境 クロアチア」

(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港 2
「大量のヘロイン押収」

(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
「ステロイドの闇取引」(字)

04:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「靴底に隠されたコカイン」(二)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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)

05:00 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)

05:00 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)

05:00 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)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月

400-430 04:00 スーパーカー大改造
「日産・GT-R」

(二)

04:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ピラミッドと古代思想」

声：内山昂輝(二)

04:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「消えゆくピラミッド」
声：瀬戸麻沙美(二)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 2「フィラデルフィア ヘロインと

PCP」
声：大塚明夫(二)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 2「ナッシュビル 音楽とマリファナ」

声：大塚明夫(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「インプレッサよ、不死鳥のごと

く蘇れ！」(二)

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

2730-2800
27:30 バ科学8

「クモへの恐怖心の法則」(二)
2730-2800

2700-2730 27:00 密着！空港警察：ローマ
「DJの裏ビジネス」

(二)

27:00 密着！空港警察：ローマ
「隠されたヘロイン」

(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「靴底に隠されたコカイン」(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「摘発、毒入りチョリソー?」(二)

27:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「ボビー･ボーンズとノル

ウェーのフィヨルドへ」(二)

27:00 密着！空港警察：ローマ
「麻薬密輸を阻止せよ」

(二)

27:00 バ科学8
「VRゲームの法則」(二)

2700-2730

2630-2700 2630-2700

25:00 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)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「設計ミス」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 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)

26:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「ティムの悪知恵特集」

(二)

26:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「愛車と感動の再会特集」

(二)

26:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「奇跡の復活劇特集」

(二)

2500-2530 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！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)

25:00 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)

25:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相

「カンタス航空32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
「メイド･イン･アラスカ」(二)

26:00 決死のサバイバル：アマゾンか
らの脱出「危険の極み！マクシ族の

助言」声：黒田崇矢(二)

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「ダークネットの向こう側」(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「カルト集団の悲劇」

(二)

2600-2630

2430-2500 2430-2500

23:00 謎の巨大肉食恐竜
声：森川智之

(二)

23:00 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)

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

「KLMシティホッパー433便」(二)

24:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相

「エア・イリノイ710便」(二)

24:00 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)

24:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「リーブ・アリューシャン航空8便」(二)

2300-2330 23:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港

「驚くべき隠し場所」(二)

23:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「靴底に隠されたコカイン」(二)

23:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精
神「駆け引きの激化」

声：大塚明夫(二)

23:00 プレデター：血の継承
「ライオンの遺産」
声：細谷佳正(二)

23:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎 特別版「銀のミイラマスクの謎」

声：山寺宏一(二)

24:00 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)

24:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「巨大な長城に眠る秘密」

声：花澤香菜(二)

24:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相

「チャイナエアライン611便」(二)

2400-2430

2230-2300 2230-2300

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「パタゴニア･エクスプレス作戦」(二)

21:00 決死のサバイバル：アマゾンか
らの脱出「立ちはだかる巨大な滝」

声：黒田崇矢(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル

「謎の食品パッケージ」(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「ハワイ メスに溺れる楽園」

声：大塚明夫(二)

22:00 第二次世界大戦：欧州フロン
トラインの実録

(字)

22:00 イベリア半島：命をつなぐ物語
「夏の訪れと生存競争」

声：古川慎(二)

2100-2130 21:00 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)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「ダークネットの向こう側」(二)

21:00 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)

21:00 【新】比類なき大自然：アメリ
カ国立公園

「グランド･キャニオン国立公園」
声：小林親弘(二)

21:00 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)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「助手席で夢叶うボクスホー

ル･キャバリア･ターボ」(二)

22:00 【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)

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「アンセット・ニュージーランド

航空703便」(二)

2200-2230

2000-2030

2030-2100 2030-2100

19:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「飛べない謎の鳥ミスティーク」

(二)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 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)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ローマ

「麻薬密輸を阻止せよ」(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「アントワープを制圧せよ」

(字)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「狙われたチャールズ！」

(二)

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)

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

「#3 失脚の恐怖」
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

「史上最大 ドーム型競技場」(二)

20:00 特選：スクープ！ドラッグと欲
望の世界「オピオイドの流行」

声：大塚明夫(二)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「対決！人間vs馬」

(二)

18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「エンジン停止」

(二)

18:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「仲間はライバル」

声：小山力也、高木渉(二)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「血まみれのハロウィーン」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「クリスマスがやって来る！」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「鋼の神経ドクター・ポール」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「最強寒波襲来」

(二)

1800-1830 18:00 獣医ミシェルの日常 7
「3頭の巨大クマたち」

(字)

18:00 獣医ミシェルの日常 7
「オオヤマネコの性別診断」

(字)

18:00 ボンダイビーチ動物病院
「獣医師の仕事」(字)

18:00 ボンダイビーチ動物病院
「犬の美容整形」(字)

18:00 ボンダイビーチ動物病院
「生きる意志」(字)

18:30 ボンダイビーチ動物病院
「生死をさまよう猫」(字)

18:30 ボンダイビーチ動物病院
「勇敢な犬」(字)

18:30 ボンダイビーチ動物病院
「謎の病に冒された猫」(字)

17:00 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 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「空中衝突」

(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
「プードルの大家族」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

16:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「稚拙なミス」

(二)

16:00 スーパーカー大改造
「アウディ・A8」

(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 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)

17:00 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)

17:00 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8「名もなき名車キャノン・ゴール

ドフィンガー」(二)

1600-1630 16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「悩めるエスコートRS」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ワンちゃん大集合！」

(二)

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「マスコミの圧力」

(二)

15:00 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)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

14:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌「火炎地獄」

(二)

14:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ハロウィーンの夜」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「獣医師のたまご」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「シンバの大脱走」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ママは大変！」

(二)

1400-1430 14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「珍獣が風邪ひいた？キンカジューを

救え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「びっくり落とし穴？フェネックギツネを

救え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
「留守番で大パニック？キツネザルを

救え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「過剰なお手入れ！オオヤマネコを

救え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「緊迫の救急治療！チンチラを救

え」(字)

13:00 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)

13:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「屋根裏のニシキヘビ」(二) 13:00 特選！カー・SOS 思い出の

名車 2「究極のホットハッチ」
(二)

1300-1330

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院 4

「子犬の飼い主は誰？」(二)
1330-1400

12:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「ミストのプールデビュー」

(二)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「靴底に隠されたコカイン」(二)

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

「トランスエア・サービス671便」(二)

13:00 発掘！忘却の財宝とミイラの
謎 特別版「銀のミイラマスクの謎」

声：山寺宏一(二)

13:00 CSI：恐竜科学捜査班
「恐竜を再現せよ」

(二)

13:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「皇帝ネロの黄金宮殿」

声：花澤香菜(二)

1200-1230 12:00 ヨーロッパ空中散歩 2
「神々の集う国 ギリシャ」

(二)

12:00 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)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「シンバの大脱走」

(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル

「コカインに溺れて」(二)

11:00 ベンガルトラ:王者が巡る旅
(二)

11:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「伝統と大自然の孤島 アイルランド」

(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「変貌を遂げた子ウサ

ギ」声：小山力也、高木渉(二)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「変貌を遂げた子ウサ

ギ」声：小山力也、高木渉(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「ゲップが出ない子牛」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「特別な絆」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「ゲップが出ない子牛」

(二)

11:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「ミストのプールデビュー」

(二)

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬と
の絆「#3 シカゴを訪れて」

(字)

1000-1030 10:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ガンの捕獲大作戦」

声：小山力也、高木渉(二)

10:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「アルパカのおめでた」

声：小山力也、高木渉(二)

10:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「コブの日」

声：小山力也、高木渉(二)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２

「近隣住民の不安の種」(字)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ヤギのフィービー」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「狙われたチャールズ！」

(二)

09:00 イベリア半島：命をつなぐ物語
「夏の訪れと生存競争」

声：古川慎(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター５
「クリニックの新人ドクター」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

08:00 比類なき大自然：アメリカ国
立公園「グランド･キャニオン国立公

園」声：小林親弘(二)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「助手席で夢叶うボクスホー

ル･キャバリア･ターボ」(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 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)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「血まみれのハロウィーン」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「クリスマスがやって来る！」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「鋼の神経ドクター・ポール」

(二)

800-830 08:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「シルクエアー185便」(二)

08:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「タンス航空204便」(二)

08:00 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)

08:00 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)

08:00 【中国を知る】
リサイクル大作戦：砂漠への挑戦

(字)

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 サベージ・キングダム:残酷の
王国「#3 失脚の恐怖」
声：諏訪部順一(二)

07:00 潜入！北朝鮮：独裁者の精
神「駆け引きの激化」

声：大塚明夫(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 世界大自然紀行：オーストラ
リア「ウォンバットの王国」

(二)

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)

600-630

630-700 630-700

700-730 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)

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)

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)

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)

600-630 06:00 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)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「復活のロードスター」

(二)

06:00 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)

06:00 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)

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)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「魔法の色彩 ポルトガル」

(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港 2
「乗り継ぎパニック」

(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
「世界一の偽札」(字)

04:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「ダークウェブと液体薬物」(二)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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)

05:00 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)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「約束のロータス・エリーゼ」

(二)

05:00 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)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月

400-430 04:00 スーパーカー大改造
「アウディ・A8」

(二)

04:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2
「ミイラの呪い」

声：瀬戸麻沙美(二)

04:00 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)

04:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 2「フェニックス カルテルが巣食う

街」声：大塚明夫(二)

04:00 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)

05:00 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)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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27:00 ランニング・ワイルド WITH ベ
ア・グリルス「アレックス･オノルドとスイ

スアルプスへ」(二)

27:00 密着！空港警察：ローマ
「神学生が運ぶ白い包み」

(二)

27:00 バ科学8
「サーフカヤックの法則」(二)

2700-2730

2730-2800
27:30 バ科学8

「ドーナツターンの法則」(二)
2730-2800

26:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「事故車からポロリ」(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「石油掘削基地の爆発炎上」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2700-2730 27:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2

「警察官の不法入国」(二)

27:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2

「不審なコーヒー」(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「エクスタシーの流通を追え」(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「国境を渡る麻薬」(二)

2600-2630 26:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「究極のクセモノ特集」

(二)

26:00 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)

26:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車 2「究極のホットハッチ」

(二)

26:00 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)

26:00 決死のサバイバル：アマゾンか
らの脱出「立ちはだかる巨大な滝」

声：黒田崇矢(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
「氷との闘い」(二)

25:00 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)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「無線沈黙」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

24:00 【土曜 ミステリーファイル】
ローマ帝国の失われた秘宝
「ポンペイとともに消えた街」

声：花澤香菜(二)

24:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！６：航空機事故の真実と

真相「パンナム103便」(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2500-2530 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)

25:00 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)

25:00 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)

25:00 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)

2400-2430 24:00 メーデー！１７：航空機事故
の真実と真相

「AIA808便」(二)

24:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「アメリカン・イーグル航

空3379便」(二)

24:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相

「タン航空3054便」(二)

24:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「バリュージェット航空592便」(二)

24:00 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)

23:00 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)

23:00  神秘なるゾウの愛と知性の
物語「マルミミゾウ」

(字)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 地球が壊れる前に
声：加瀬康之

(二)

22:00 神秘なるゾウの愛と知性の物
語「アジアゾウ」

(字)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 密着！ドバイ国際空港
「世界ナンバーワン空港を目指

せ！」(二)

23:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「摘発、毒入りチョリソー?」(二)

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 プレデター：血の継承
「サバンナの姉妹」
声：細谷佳正(二)

2200-2230 22:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル

「不自然なガードル」(二)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界「アラスカ ヘロイン天国」

声：大塚明夫(二)

22:00 THE SS：ナチス親衛隊
「#1 罪深きエリートたち」

(字)

22:00 【新】神秘のヨーロッパ
「ドイツ」

声：緒方恵美(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「100台目の挑戦：EV化

MGB」(二)

21:00 神秘なるゾウの愛と知性の物
語「サバンナゾウ」

(字)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

20:00 【アースデイ WITH ナショナル
ジオグラフィック OCEANS

TOMORROW】
地球が壊れる前に

声：加瀬康之
(二)

20:00 【新】海洋探検家クストーの
遺産
(二)

20:00 【新】神秘なるゾウの愛と知
性の物語

「砂漠ゾウ」(字)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 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)

21:00 【潜入！クリミナル・リポート】
仰天！運び屋vs取締屋in全米エア

ポート 4「事故車からポロリ」(二)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「イタリア防衛線」

(二)

21:00 【ワイルド ネイチャー】
比類なき大自然：アメリカ国立公園

「ヨセミテ国立公園」
声：小林親弘(二)

2000-2030 20:00 【アースデイ WITH ナショナル ジオグラ
フィック OCEANS TOMORROW】

ワンダー・オブ・オーシャン：不思議な世界
「生きるか死ぬか」声：竹達彩奈(二)

20:00 【アースデイ WITH ナショナル ジオグラ
フィック OCEANS TOMORROW】

ホスタイル・プラネット 非情の惑星「海」
声：小野大輔(二)

20:00 【アースデイ WITH ナショナル ジオグラ
フィック OCEANS TOMORROW】

カリフォルニア　～大地と海が出会う場所
～(二)

20:00 【アースデイ WITH ナショナル ジオグラ
フィック OCEANS TOMORROW】

光で照らす深海世界
(二)

19:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「かわいいラッコの子」

(二)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

19:00 【新】クジラと海洋生物たちの
社会

「海の支配者 シャチ」(二)

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「跳べないウサギ」

(二)

19:00 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)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「早食い競争」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「オークションの行方」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「満月の夜に」

(二)

18:00 ジャイアンツ・オブ・ディープ・ブ
ルー
(二)

18:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「タイタンのヒーロー」

声：小山力也、高木渉(二)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院

「ハヤブサ一家」(字)
18:30 ボンダイビーチ動物病院

「家族の愛」(字)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「手ごわさとかわいさと」(二)
1830-1900

18:00 ボンダイビーチ動物病院
「小さな命の闘い」(字)

18:00 ボンダイビーチ動物病院
「犬のリフトアップ手術」(字)

1800-1830
18:00 ボンダイビーチ動物病院

「動物病院のアイドル」(字)
18:00 ボンダイビーチ動物病院

「警官の相棒」(字)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 2

「新たな命を救え」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院
「受刑者を癒やす犬たち」(字)

18:30 ボンダイビーチ動物病院
「薬に潜む危険」(字)

17:00 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)

17:00 美しき海：破壊にピリオドを
(字)

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
「子牛の特製ギプス」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

16:00 願いの海：水中に広がる美し
き宝
(二)

16:00 海の奇妙な動物大集合！
「進化が招く珍事件」

声：千葉繁(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1700-1730 17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

1600-1630 16:00 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)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(二)

16:00 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)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「スターリング･モス現る」

(二)

16:00 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)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「気の抜けない往診」

(二)

15:00 魅惑のハワイ！サメの世界
声：三宅健太

(二)

15:00 海の奇妙な動物大集合！
「奇策で勝負！海のハンターたち」

声：千葉繁(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

14:00 クリス・ヘムズワースinシャーク・
ビーチ

声：三宅健太(二)

14:00 海の奇妙な動物大集合！
「海には愛がいっぱい」

声：千葉繁(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「クリスマスの奇跡」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「酪農家だより」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「春の珍事」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「エミュー救出大作戦」

(二)

1400-1430 14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「恋の病！ケヅメリクガメを救え」

(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「舞え、漆黒の鳥！コクチョウを救

え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「喧嘩の果てに！フクロモモンガを

救え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「食べ過ぎ注意！オキナインコを救

え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「水がたまってひと悶着！ウサギを

救え」(字)

13:00 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)

13:00 世界のアブナイ動物たち３
「海に潜む12の恐怖」

(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

13:00 密着！イルカの家族
声：梶裕貴

(二)

12:00 ワイルド・ドルフィンズ
声：堀江由衣

(二)

12:00 世界大自然紀行：南アフリカ
「海流の衝突する岬」

声：柿原徹也(二)

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

「アラスカ航空261便」(二)

13:00 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)

13:00 謎の巨大肉食恐竜
声：森川智之

(二)

13:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「巨大な長城に眠る秘密」

声：花澤香菜(二)

1200-1230 12:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「大自然とテクノロジーの国 ノル

ウェー」(二)

12:00 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)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ママは大変！」

(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル

「離婚夫婦の末路」(二)

11:00 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)

11:00 魅惑のピトケアン諸島
(二)

11:00 世界大自然紀行：アルゼンチ
ン「荒波のパタゴニア沿岸部」

声：白石涼子(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

10:00 【アースデイ WITH ナショナル ジオグラ
フィック OCEANS TOMORROW】

世界遺産
「グレート・バリア・リーフ」(字)

10:00 【アースデイ WITH ナショナル ジオグラ
フィック OCEANS TOMORROW】

世界大自然紀行：ハワイ
「波の下の世界」声：板倉光隆(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「プードルの大家族」

(二)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「仲間はライバル」

声：小山力也、高木渉(二)

11:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「飛べない謎の鳥ミスティーク」

(二)

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬と
の絆「#4 セントルイスを訪れて」

(字)

1000-1030 10:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ネイルマン」

声：小山力也、高木渉(二)

10:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ「ホッジスの覚悟」
声：小山力也、高木渉(二)

10:00 獣医ミシェルの日常
「ワシを大空へ」

(字)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２

「2度の襲撃」(字)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「対決！人間vs馬」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「オークションの行方」

(二)

09:00 神秘のヨーロッパ
「ドイツ」

声：緒方恵美(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「プードルの大家族」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

08:00 比類なき大自然：アメリカ国
立公園「ヨセミテ国立公園」

声：小林親弘(二)

08:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車 10「100台目の挑戦：EV化

MGB」(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「最強寒波襲来」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「跳べないウサギ」

(二)

09:00 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)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「早食い競争」

(二)

800-830 08:00 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)

08:00 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)

08:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「大統領の死」(二)

08:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「エチオピア航空409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)

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 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)

07:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「仲間はライバル」

声：小山力也、高木渉(二)

700-730

730-800 730-800

06:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「飛べない謎の鳥ミスティーク」

(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)

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

「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)

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 メーデー！１８：航空機事故
の真実と真相

「SOL(ソル)航空5428便」(二)

600-630 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 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 ヨーロッパ空中散歩 3
「天空の技術大国 スイス」

(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港 2
「１時間で修理せよ」

(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
「売春ビジネス」(字)

04:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「摘発、毒入りチョリソー?」(二)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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)

05:00 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)

05:00 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)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車７「T4に乗って旅に出よう」

(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 4月

400-430 04:00 スーパーカー大改造 2
「アウディ・R8 」

(二)

04:00 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)

04:00 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)

04:00 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)

04:00 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)

05:00 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)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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19:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「タスマニアデビルの危機」(二)

20:00 潜入！超ド級構造物のエン
ジニアリング

「ヴォルフスブルク 自動車工場」(二) 20:25 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)
21:00 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)
21:20 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)

24:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相

「オスロ発　チャーター機」(二)

27:00 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)

27:00 バ科学8
「水生動物の法則」(二)

2700-2730

2600-2630

2730-2800
27:30 バ科学8

「マルチタスクの法則」(二)
2730-2800

2700-2730 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)

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 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2「コロナ禍で激増する

薬物密輸」(二)

27:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「室外機にメタンフェタミン」(二)

27:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青
空キッチン 3「フィンランド：白夜の地

で夏の料理対決」(二)

2630-2700 2630-2700

25:00 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)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 2「空間識失調」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 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)

26:00 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)

26:00 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)

26:00 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)

2500-2530 25:00 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)

25:00 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)

25:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相

「注意散漫」(二)

25:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相

「ラウダ航空００４便」(二)

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
「危険な挑戦」(二)

26:00 決死のサバイバル：アマゾンか
らの脱出「マングローブの迷路」

声：黒田崇矢(二)

26:00 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)

26:00 衝撃の瞬間５
「ムンバイの同時多発テロ」

(二)

2400-2430 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)

24:00 メーデー！２０：航空機事故
の真実と真相「カラバサス ヘリコプ

ター墜落事故」(二)

24:00 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)

24:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「シンガポール航空006便」(二)

24:00 【ディズニープラス ナショジオ プ
レミアム】

クジラと海洋生物たちの社会
「海の支配者 シャチ」(二)

2400-2430

2430-2500 2430-2500

23:10 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)

24:05 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)

2300-2330 23:00 密着！ドバイ国際空港
「第一関門：運用テスト」

(二)

23:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「エクスタシーの流通を追え」(二)

23:00 ナチス・ドイツ　最後の一年
「1944年12月から1945年5月まで」

(二)

23:00 プレデター：血の継承
「ハイエナの一族」
声：細谷佳正(二)

23:00 仰天！海の底まる見え検証
4「黒海 秘密の露呈」

声：上田麗奈(二)

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:15 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)

2200-2230 22:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル

「イルカ印のコカイン」(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)

22:00 ナチス・ドイツ　最後の一年
「1944年6月から1944年12月まで」

(二)

22:00 神秘のヨーロッパ
「イベリア半島」

声：緒方恵美(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「コスワースの危機」

(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「UPS航空1354便」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2100-2130 21:00 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)

21:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「スペシャルデリバリー」(二)

21:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
4「ルフトバッフェ」

(二)

21:00 比類なき大自然：アメリカ国
立公園「ビッグ・ベンド国立公園」

声：小林親弘(二)

21:00 生き抜け！原始生活:サバイ
バルガイド

(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「復活のロードスター」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ローマ

「神学生が運ぶ白い包み」(二)

20:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「マーケット・ガーデン作戦を強

行せよ」(字)

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

「#4 女王の苦悩」
声：諏訪部順一(二)

20:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「グレート・デーンを救え」

(二)

1830-1900

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「出産シーズンは大忙し」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「ジャイアントバニー」

(二)

19:00 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)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「結婚50周年のサプライズ」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「子犬のトラブル」

(二)

1900-1930

2000-2030

2030-2100 2030-2100

17:40 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)

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
「ボーンズの骨」(二)

18:35 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)
19:00 ボンダイビーチ動物病院 3

「子犬の心臓手術」(二)

19:30 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)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830
18:00 ボンダイビーチ動物病院 2

「家族の絆」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 2

「今を生きる」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 2

「ペットの見ている風景」(二)
18:00 ボンダイビーチ動物病院 2

「ビーチに潜む危険」(二)

1700-1730 17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

18:00 ボンダイビーチ動物病院 2
「それぞれの運命」(二) 18:00 ようこそ！クリッター・フィクサー

動物病院へ 2「獣医を目指す娘と
共に」声：小山力也、高木渉(二)

1800-1830

1830-1900
18:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「牧場で往診」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「見てない所で一大事」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「大ケガからの復活」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「フィジーで奉仕活動」(二)
18:30 ボンダイビーチ動物病院 2

「長い夜の闘い」(二)

16:45 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「パタゴニア･エクスプレス作戦」(二)

16:00 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

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 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)

16:00 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)

16:00 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３「イタリアの名車ランチア･フラ

ヴィア」(二)

1500-1530 15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「春たけなわ！」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「待望の赤ちゃん」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「赤ちゃんの季節」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「救世主ドクター・エミリー」

(二)

15:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「エミリーさんの子ヤギ」

(二)

14:55 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「絵画に隠されたコカイン」(二)
15:10 仰天！運び屋vs取締屋in全

米エアポート 4
「事故車からポロリ」(二)

15:50 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート

「ピストンに隠されたコカイン」(二)
16:05 仰天！運び屋vs取締屋in全

米エアポート 4
「スペシャルデリバリー」(二)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「犬にかまれた甲羅！ケヅメリクガ

メを救え」(字)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

13:20 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4「メキシコからの地下

密輸トンネル」(二)

13:30 ボンダイビーチ動物病院 4
「ゾウガメの恋人探し」(二)

14:00 【GWマラソン放送】
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)

14:15 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 4

「ダークネットの向こう側」(二)

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1400-1430 14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2「排尿トラブル！ヤギを救え」

(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「痩せすぎ注意！フェレットを救

え」(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「心肺停止！マーモセットを救え」

(字)

14:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「気管に異変！ボールニシキヘビ

を救え」(字)

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 仰天！海の底まる見え検証
4「黒海 秘密の露呈」

声：上田麗奈(二)

13:00 恐竜デスマッチ：新種の殺し
屋

声：森川智之(二)

13:00 ローマ帝国の失われた秘宝
「ポンペイとともに消えた街」

声：花澤香菜(二)

13:00 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)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル

「謎の食品パッケージ」(二)

12:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「かわいいラッコの子」

(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

11:30 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)

12:25 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)13:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「オットセイの目に光を」(二)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「タイタンのヒーロー」

声：小山力也、高木渉(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「地中海の秘境 クロアチア」

(二)

12:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「ダークウェブと液体薬物」(二)

12:00 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)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター６
「ワンちゃん大集合！」

(二)

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「子牛の特製ギプス」

(二)

11:00 ようこそ！クリッター・フィクサー
動物病院へ 2「タイタンのヒーロー」

声：小山力也、高木渉(二)

11:00 アニマル・レスキューin アラスカ
2「かわいいラッコの子」

(二)

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬と
の絆「#5 サンディエゴを訪れて」

(字)

11:00 アニマル・オブ・アフリカ：サバイ
バルの秘訣「海のハンター」

声：小野大輔(二)

10:35 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「麻薬精製工場を突き止めろ」(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「冬将軍到来！」

(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター 10
「子牛の特製ギプス」

(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

09:00 神秘のヨーロッパ
「イベリア半島」

声：緒方恵美(二)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常
「怒れるジャコウウシ」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常
「カリブー 診察中」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常
「トナカイの悩み」

(字)

10:00 シーザー・ミランの 愛犬レス
キュー２

「社交的な犬を目指して」(字)

900-930 09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「満月の夜に」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「出産シーズンは大忙し」

(二)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター４
「ジャイアントバニー」

(二)

09:00 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)

09:00 スゴ腕どうぶつドクター７
「結婚50周年のサプライズ」

(二)

08:45 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2「コロナ禍で激増する

薬物密輸」(二)

09:40 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「室外機にメタンフェタミン」(二)

08:00 比類なき大自然：アメリカ国
立公園「ビッグ・ベンド国立公園」

声：小林親弘(二)

800-830

830-900
08:30 中国の伝統と技術

「おもちゃ」(字)
830-900

800-830 08:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「サンタバーバラ航空518便」(二)

08:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相

「エール・フランス447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 【中国を知る】 中国の伝統と
技術「水路」(字)

07:50 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「国境を渡る麻薬」(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 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)

700-730

730-800 730-800

06:00 世界大自然紀行：オーストラ
リア「コアラの棲む森」

(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

「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)

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)

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)

600-630 06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 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)

06:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「摘発、毒入りチョリソー?」(二)

06:55 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「エクスタシーの流通を追え」(二)

05:00 ヨーロッパ空中散歩 3
「伝統と大自然の孤島 アイルランド」

(二)

05:00 仰天！運び屋vs取締屋in全
米エアポート 2

「靴底に隠されたコカイン」(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
「コカインの密輸」(字)

04:00 【GWマラソン放送】
仰天！運び屋vs取締屋in全米エア
ポート 2「ダークウェブと液体薬物」

(二)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 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)

05:00 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)

05:00 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)

05:00 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)
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400-430 04:00 スーパーカー大改造 2
「ル・マン マセラティ」

(二)

04:00 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)

04:00 甦る！エジプトに眠る財宝 3
「ピラミッド王たちの伝説」

声：林原めぐみ(二)

04:00 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)

04:00 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)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車8「母へ贈る ヒルマン･インプ」

(二)

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



