
Page 1 of 5

(ET) 月曜日 2021/11/01 火曜日 2021/11/02 水曜日 2021/11/03 木曜日 2021/11/04 金曜日 2021/11/05 土曜日 2021/11/06 日曜日 2021/11/07 (ET)

※最新の番組表はこちら
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04:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「まぼろしの超兵器（HD）」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「コスワースの危機（HD）」(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（HD）」

(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（HD）」(二)

08:00 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（HD）」

(二)

09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「ジーナ･カラーノとドロミーティ山地

へ（HD）」(字)

10:00 謎めいたナマケグマの生態
(HD)(二)

11:00 世界の奇妙な生き物たち 3「暴走
動物(HD)」(二)

12:00 バ科学6「空間記憶の法則（HD）」
(二)

12:30 バ科学6「ジェットスキーの法則
（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間２「ドイツ・高速列車
事故」(二)

14:00 仰天！世界の呪い伝説「アトラン
ティスの呪い（HD）」(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（HD）」(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（HD）」(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（HD）」(二)

18:00 世界の巨大工場７「レクサスLFA
（HD)」(二)

19:00 天才？ワンちゃん性格診断「愛犬
とのコミュニケーション（HD）」(二)

20:00 天才？ワンちゃん性格診断「愛犬
の記憶力（HD）」(二)

21:00 天才？ワンちゃん性格診断「愛犬
の忠誠心（HD）」(二)

22:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「ダニー･トレホとモアブ砂漠へ

（HD）」(二)

23:00 アドベンチャーレース！100万ドル
争奪戦「100万ドル争奪戦（HD）」(字)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「機長の活躍（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「コロンビア号、最後
の飛行（HD）」(二)

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#1 米軍の
指揮系統（HD）」(二)

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#2 過激主
義との戦い（HD）」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ビートル・マニア（HD）」(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（HD）」(二)

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（HD）」(二)

08:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「トリガナ航空267便（HD）」(二)

09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「ダニー･トレホとモアブ砂漠へ

（HD）」(字)

10:00 アラスカに生きる捕食者たち「生き
るための闘い（HD）」(二)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「ブタvs極悪犬（HD）」(字)

12:00 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（HD）」

(二)

13:00 衝撃の瞬間２「アムトラック列車事
故」(二)

14:00 アジア 恐怖伝説「マレーシア編
（HD）」(字)

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（HD）」(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（HD）」

(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

（HD）」(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（HD）」(二)

19:00 ナチス・ドイツの巨大建造物 2「ヒト
ラーのジークフリート線（HD）」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
スクープ！ドラッグと欲望の世界「4（HD）」

声：大塚明夫(二)

21:00 ナルコス：麻薬戦争「ゴッティ:テフロ
ン･ドンとFBIの攻防（HD）」(二)

22:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「ビジネスクラスの運び屋（HD）」(二)

23:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国
際空港「驚くべき隠し場所(HD)」(二)

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（HD）」(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(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「アルプスの大雪崩」
(二)

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激化す
る戦いの裏で（HD）」(二)

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦地に
漂う悲壮感（HD）」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フェニックス・ジープ（HD）」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「悩めるエスコートRS（HD）」(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

（HD）」(二)

08:00 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

（HD）」(二)

09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「プレッパーの婚活事情（HD）」

(二)

10:00 アラスカに生きる捕食者たち「海の
中の狩り（HD）」(二)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「戦地生まれの問題犬（HD）」(字)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界「3
（HD）」声：大塚明夫(二)

13:00 衝撃の瞬間２「チェルノブイリ原発
事故」(二)

14:00 アジア 恐怖伝説「タイ編（HD）」
(字)

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（HD）」

(二)

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（HD）」(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（HD）」

(二)

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（HD）」(二)

19:00 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（HD）」(二)

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「Uボー
ト基地（HD）」(二)

21:00 チェーン・オブ・コマンド「#3 激化す
る戦いの裏で（HD）」(二)

22:00 第二次世界大戦の潜水艦２「U
ボート：終わりなき追跡（HD）」(二)

23:00 第二次世界大戦の潜水艦２「アプ
ホルダー：枢軸国の輸送路を断て（HD）」

(二)

24:00 メーデー！１４：航空機事故の真
実と真相「9.11:ペンタゴンへの攻撃

（HD）」(二)

25:00 メーデー！７：航空機事故の真実
と真相「大韓航空007便 (HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「高速道路への墜
落」(二)

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次世代
の為に（HD）」(二)

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交差す
る想い（HD）」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フィアットの失策（HD）」(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（HD）」

(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（HD）」(二)

08:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ケニア航空507便（HD）」(二)

09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「地の利を生かして生き残れ

（HD）」(二)

10:00 アメリカ～国立公園を巡る旅「北
極圏の扉（HD）」(二)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「家畜荒らしの牧場犬（HD）」(字)

12:00 ナルコス：麻薬戦争「ヘンリー･ヒル:
マフィアを売った男（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間２「北海油田爆発事
故」(二)

14:00 朝鮮王朝の王墓群（HD）(字)

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（HD）」(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（HD）」(二)

17:00 【新】ドッグ：インポッシブル「飼い主
を悩ます凶暴犬（HD）」(字)

18:00 ドッグ：インポッシブル「首輪が怖い
犬（HD）」(字)

19:00 ドッグ：インポッシブル「危険な関係
（HD）」(字)

20:00 ドッグ：インポッシブル「大惨事の瀬
戸際（HD）」(字)

21:00 ドッグ：インポッシブル「危険度最高
レベルの犬（HD）」(字)

22:00 ドッグ：インポッシブル「恐怖を打ち
破れ（HD）」(字)

23:00 【ワイルド ネイチャー】
【新】ドッグ：インポッシブル 2「孤独なブル

ドッグ（HD）」(字)

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

（HD）」(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（ＨＤ）」

(二)

26:00 衝撃の瞬間３「セントヘレンズ山の
猛威」(二)

27:00 チェーン・オブ・コマンド「#7 国境な
き戦い（HD）」(二)

04:00 チェーン・オブ・コマンド「#8 なぜ戦う
のか？（HD）」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フォード・マニア（HD）」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」(二)

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（HD）」(二)

08:00 【中国を知る】
泉州市への帰還[トレーディング・ハブ

（HD）](字)

09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「我慢は大事（HD）」(二)

10:00 獣医ミシェルの日常「トナカイの悩
み（HD）」(字)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「船の上に暮らす犬（HD）」(字)

12:00 仰天！世界の呪い伝説「アトラン
ティスの呪い（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間２「オーストリア・ケーブ
ル鉄道火災」(二)

14:00 チンギス・ハーンの墓を求めて（HD）
(二)

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

（HD）」(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

（HD）」(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（HD）」

(二)

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（HD）」(二)

19:00 元素の掟：ヒンデンブルク号と水素
の罠（HD）(二)

20:00 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（HD）」(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ロータス・エランの大変身（HD）」(二)

22:00 【新】カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「ラリー界の暴れ馬 メトロ6R4

（HD）」(二)

23:00 名車対決！夢のスーパーカー「伝
説のフォードGT（HD）」(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（HD）」(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（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「スーシティー空港へ
の不時着」(二)

27:00 密着！大統領警護の最前線
（HD）(二)

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「空中衝突（HD）」(二)

04:00 ドッグ：インポッシブル「飼い主を悩
ます凶暴犬（HD）」(字)

05:00 ドッグ：インポッシブル「首輪が怖い
犬（HD）」(字)

06:00 ドッグ：インポッシブル「危険な関係
（HD）」(字)

07:00 ドッグ：インポッシブル「大惨事の瀬
戸際（HD）」(字)

08:00 ドッグ：インポッシブル「危険度最高
レベルの犬（HD）」(字)

09:00 ドッグ：インポッシブル「恐怖を打ち
破れ（HD）」(字)

17:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「燃料トラブル（HD）」(二)

18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「ラリー界の暴れ馬 メトロ6R4（HD）」(二)

19:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実「受け継がれる伝

統（HD）」(字)

20:00 【土曜 ミステリーファイル】仰天！
世界の呪い伝説「モスマンの呪い（HD）」

(二)

21:00 アジア 恐怖伝説「ベトナム編
（HD）」(字)

10:00 ドッグ：インポッシブル 2「孤独なブル
ドッグ（HD）」(字)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編「ドク
ター・ポールのびっくりランキング（HD）」(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編「型
破りなケース大集合（HD）」(二)

13:00 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（HD）」

(二)

14:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「稚拙なミス（HD）」(二)

22:00 アジア 恐怖伝説「インド編（HD）」
(字)

25:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界「4
（HD）」声：大塚明夫(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（HD）」(二)

27:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「ビジネスクラスの運び屋（HD）」(二)

04:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦＫ国
際空港「驚くべき隠し場所(HD)」(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港 3「ドローン
侵入（HD）」(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（HD）」

(二)

07:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「ナ
チスの要塞（HD）」(字)

08:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「ダニー･トレホとモアブ砂漠へ

（HD）」(二)

16:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「エンジン停止（HD）」(二)

09:00 アドベンチャーレース！100万ドル
争奪戦「100万ドル争奪戦（HD）」(字)

11:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局３「#5 公海上の麻薬(HD)」(字)

12:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局３「#6 海上での取り締まり(HD)」(字)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「ラリー界の暴れ馬 メトロ6R4（HD）」(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「夫婦の絆 日産スカイライン（HD）」(二)

15:00 名車対決！夢のスーパーカー「EV
ラリークロスに挑戦（HD）」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フェニックス・ジープ（HD）」(二)

17:00 【新】アニマル・レスキューin アラスカ
「ハクトウワシ救出作戦（HD）」(二)

18:00 アニマル・レスキューin アラスカ「ゼニ
ガタアザラシの旅立ち（HD）」(二)

19:00 アニマル・レスキューin アラスカ「赤
ちゃんラッコの冒険と旅立ち（HD）」(二)

20:00 【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（HD）」(二)

21:00 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（HD）」(二)

22:00 衝撃の瞬間 巨大災害「土石流の
恐怖 米カリフォルニア（HD）」(字)

23:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ケニア航空507便（HD）」(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（HD）」

(二)

25:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)

26:00 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

（HD）」(二)

27:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「整備不良（HD）」(二)
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1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2600-2630

2630-2700

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

23:00 解明！聖書に秘められた太古の
謎「出エジプト記：割れた海（HD）」(二)

24:00 解明！聖書に秘められた太古の
謎「創世記：滅びの街ソドムとゴモラ

（HD）」(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 11月

2500-2530

2530-2600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

ドッグ：インポッシブル 一挙放送

特集：ワンワンワン！犬の日

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2021/11/08 火曜日 2021/11/09 水曜日 2021/11/10 木曜日 2021/11/11 金曜日 2021/11/12 土曜日 2021/11/13 日曜日 2021/11/14 (ET)

※最新の番組表はこちら

19:55 【新】どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩
史(日)

19:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「ナチスの島から生還（HD）」(二)

16:55 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史
(日)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フィアットの失策（HD）」(二)

06:55 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史
(日)

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（HD）」(二)

19:00 アニマル・レスキューin アラスカ「くさ
いカラスにご用心（HD）」(二)

15:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「危険な積み荷（HD）」(二)

16:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「設計ミス（HD）」(二)

17:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「無線沈黙（HD）」(二)

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2500-2530

2130-2200

2200-2230

1630-1700

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 11月

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

25:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー
マーケット崩壊」(二)

26:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「デルタ航空1141便（HD）」(二)

27:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 3
「離陸失敗（HD）」(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

20:00 【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（HD）」(二)

21:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ユニー航空８７３便（HD）」(二)

22:00 衝撃の瞬間 巨大災害「最悪の山
火事 ポルトガル（HD）」(字)

23:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「奇跡の大脱出（HD）」(二)

24:00 レスキュー！海難救助隊２「台風
の恐怖(HD)」(二)

14:00 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（HD）」

(二)

15:00 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（HD）」(二)

17:00 アニマル・レスキューin アラスカ「バイ
ソンとの再会（HD）」(二)

18:00 アニマル・レスキューin アラスカ「オオ
カミの謎の傷と飼育員の推理（HD）」(二)

27:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「意外な容疑者（HD）」(二)

04:00 密着！空港警察：南アメリカ「大
量のコカイン（HD）」(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港 3「71人の
怒れる乗客（HD）」(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（HD）」

(二)

07:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「死
の森（HD）」(字)

08:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「ボビー･ボーンズとシエラネバダへ

（HD）」(二)

09:00 地下6400キロの旅 特別版
(HD)(日)

11:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局４「#1 カルテルの取り締まり(HD)」(字)

12:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局４「#2 ハイスピード(HD)」(字)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「ジャガーXJ-Sに新たな命を（HD）」(二)

21:00 失われた文明！アトランティスの謎
（HD）声：釘宮理恵(二)

22:00 世界最古の巨石遺跡 ギョベック
リ・テペの謎（HD）声：鳥海浩輔(二)

23:00 絶海！謎と神秘のイースター島
（HD）声：釘宮理恵(二)

24:00 蘇るタイタニック号！謎に包まれた
悲劇（HD）声：松田洋治(二)

25:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界「5
（HD）」声：大塚明夫(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（HD）」(二)

18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「ジャガーXJ-Sに新たな命を（HD）」(二)

19:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実「巨大国家の急

成長を追う（HD）」(字)

20:00 【土曜 ミステリーファイル 3周年記
念! 35個の謎に迫る】

解明！ベスビオ火山大噴火の悲劇
（HD）声：石川界人(二)

09:00 世界大自然紀行：南アフリカ「海
流の衝突する岬（HD）」(二)

10:00 ドッグ：インポッシブル 2「パグ・ライフ
（HD）」(字)

11:00 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（HD）」(二)

12:00 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（HD）」(二)

13:00 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（HD）」

(二)

14:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「滑走路視認（HD）」(二)

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（HD）」(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（HD）」

(二)

26:00 衝撃の瞬間３「プエルトリコのガス
爆発（HD）」(二)

27:00 潜入！アフガンの米海兵隊基地
（HD）(字)

04:00 アメリカ～国立公園を巡る旅「オリ
ンピック国立公園（HD）」(二)

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅「ヨセ
ミテ国立公園（HD）」(二)

07:00 アフリカ 野生の掟「灼熱のナミブ砂
漠（HD）」(二)

08:00 アフリカ 野生の掟「海と陸の境界
（HD）」(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

（HD）」(二)

19:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「死のアウトバック（HD）」(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「フォード・コルチナの抜け殻（HD）」(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「愛され続けたMG・ミジェット（HD）」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「ジャガーXJ-Sに新たな命を（HD）」(二)

23:00 名車対決！夢のスーパーカー「至
高のスポーツカー（HD）」(二)

12:00 仰天！世界の呪い伝説「モスマン
の呪い（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間 巨大災害「巨大竜
巻 米国を襲う（HD）」(字)

14:00 解明！聖書に秘められた太古の
謎「創世記：滅びの街ソドムとゴモラ

（HD）」(二)

15:00 仰天！海の底まる見え検証 3「終
戦の年、1945年の真実（HD）」(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（HD）」(二)

17:00 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（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「パリの列車事故」
(二)

27:00 ロング・ロード・ホーム「#7 消え行く
希望（HD）」(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム「#8 夢を見て
（HD）」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ロータス・エランの大変身（HD）」(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（HD）」(二)

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（HD）」

(二)

08:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実「受け継がれる伝

統（HD）」(字)

09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「経済崩壊に備えよ！（HD）」

(二)

10:00 獣医ミシェルの日常「娘の職場体
験（HD）」(字)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「凶暴で危険なジャーマン･シェパード

（HD）」(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー：アフリカに生き
る】【新】アフリカ 野生の掟「灼熱のナミブ

砂漠（HD）」(二)

21:00 アフリカ 野生の掟「海と陸の境界
（HD）」(二)

22:00 世界大自然紀行：南アフリカ「海
流の衝突する岬（HD）」(二)

23:00 【ワイルド ネイチャー】
ドッグ：インポッシブル 2「パグ・ライフ（HD）」

(字)

24:00 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（HD）」(二)

25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「カンタス航空７２便（HD）」(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（HD）」(二)

16:00 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

（HD）」(二)

17:00 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（HD）」(二)

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（HD）」(二)

09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「サバイバーの血は先祖ゆずり

（HD）」(二)

10:00 ドッグ：インポッシブル「飼い主を悩
ます凶暴犬（HD）」(字)

11:00 ドッグ：インポッシブル 2「孤独なブル
ドッグ（HD）」(字)

12:00 ナルコス：麻薬戦争「ゴッティ:テフロ
ン･ドンとFBIの攻防（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間２「ペンタゴン９・１１」
(二)

14:00 解明！聖書に秘められた太古の
謎「出エジプト記：割れた海（HD）」(二)

23:00 第二次世界大戦の潜水艦２「ソ
連潜水艦：冷戦最大の危機（HD）」(二)

24:00 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（HD）」

(二)

25:00 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 (HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「バリ島の爆破テロ」
(二)

27:00 ロング・ロード・ホーム「#5 選択
（HD）」(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム「#6 天国と呼
ばれた場所（HD）」(二)

05:00 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（HD）」(二)

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（HD）」(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

（HD）」(二)

08:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「中国国際航空129便（HD）」

(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（HD）」

(二)

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（HD）」

(二)

19:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「死の鉄道からの逃走（HD）」(二)

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「V2ロ
ケット発射基地（HD）」(二)

21:00 チェーン・オブ・コマンド「#4 戦地に
漂う悲壮感（HD）」(二)

22:00 第二次世界大戦の潜水艦２「ヴェ
ンチャラー：カエサル作戦を阻止せよ

（HD）」(二)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「ピットブルは更生中（HD）」(字)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界「4
（HD）」声：大塚明夫(二)

13:00 衝撃の瞬間２「スペイン・航空機衝
突事故」(二)

14:00 アジア 恐怖伝説「インド編（HD）」
(字)

15:00 仰天！海の底まる見え検証 3「カ
リブ海 消えた海賊船（HD）」(二)

16:00 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（HD）」

(二)

25:00 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(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「シンガポールのホテ
ル倒壊事故」(二)

27:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知の領
域（HD）」(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の谷
（HD）」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「ビンテージカーを走らせろ！（HD）」(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（HD）」

(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

（HD）」(二)

08:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「コムエアー3272便（HD）」(二)

09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「海上の要塞（HD）」(二)

10:00 アニマル・レスキューin アラスカ「赤
ちゃんラッコの冒険と旅立ち（HD）」(二)

19:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「極寒からの脱出（HD）」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
スクープ！ドラッグと欲望の世界「5（HD）」

声：大塚明夫(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（HD）」(二)

22:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「意外な容疑者（HD）」(二)

23:00 密着！空港警察：南アメリカ「大
量のコカイン（HD）」(二)

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

（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間２「メキシコ・グアダラハ
ラの悲劇」(二)

14:00 アジア 恐怖伝説「ベトナム編
（HD）」(字)

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（HD）」(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（HD）」

(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（HD）」(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（HD）」(二)

27:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争へ
（HD）」(二)

04:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌
（HD）」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「００７ボンドカー（HD）」(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（HD）」(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（HD）」

(二)

08:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「ノースウエスト・エアリンク5719

便（HD）」(二)

09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「ボビー･ボーンズとシエラネバダへ

（HD）」(字)

10:00 アニマル・レスキューin アラスカ「ゼニ
ガタアザラシの旅立ち（HD）」(二)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「犬の殺処分を減らすため（HD）」(字)

12:00 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（HD）」

(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「母の形見のランドローバー（HD）」(二)

22:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「ボビー･ボーンズとシエラネバダへ

（HD）」(二)

23:00 生き抜け！原始生活:サバイバルガ
イド（HD）(二)

24:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ユニー航空８７３便（HD）」(二)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「操縦不能（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間３「TWA800便の事故
原因」(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（HD）」(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（HD）」

(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！

（HD）」(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

（HD）」(二)

19:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「捕虜収容所からの逃走（HD）」

(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「ラリー界の暴れ馬 メトロ6R4（HD）」(二)

10:00 アニマル・レスキューin アラスカ「ハク
トウワシ救出作戦（HD）」(二)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「音を怖がる逃走犬（HD）」(字)

12:00 バ科学6「氷上歩行の法則（HD）」
(二)

12:30 バ科学6「ゴムボートの法則（HD）」
(二)

13:00 衝撃の瞬間２「イタリア・ダム崩壊
事故」(二)

14:00 仰天！世界の呪い伝説「モスマン
の呪い（HD）」(二)

04:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ドラッグ・妄想・終焉（HD）」(二)

05:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「帰ってきたローバー（HD）」(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（HD）」(二)

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（HD）」

(二)

08:00 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（HD）」

(二)

09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「ダニー･トレホとモアブ砂漠へ

（HD）」(字)

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

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

09:55 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史
(日)

09:00 ランニング・ワイルド WITH ベア・グリ
ルス 2「ボビー･ボーンズとシエラネバダへ

（HD）」(字)

09:00 実録：自然災害(HD)(字) 09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「攻撃は最大の防御（HD）」

(二)

09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「プレッパーの英才教育（HD）」

(二)

9:55 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史(日)

09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「文明社会が崩壊する！

（HD）」(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 11月

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

22:00 衝撃の瞬間 巨大災害「大雪崩
発生 その時エベレストでは（HD）」(字)

23:00 メーデー！４：航空機事故の真実
と真相「謎の白い光（HD）」(二)

24:00 レスキュー！海難救助隊２「惨劇
ゾーン(HD)」(二)

25:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津波
（HD）」(二)

26:00 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（HD）」(二)

27:00 レスキュー！衝撃の救出映像「牙
をむく自然（HD）」(字)

17:00 ビッグ５～北米を代表する動物た
ち(HD)(二)

19:00 魅惑のハワイ！サメの世界（HD）
(二)

20:00 【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（HD）」(二)

21:00 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（HD）」(二)

16:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫
(日)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「フォード・マニア（HD）」(二)

10:00 サバイバルの極限！過激な原始
生活「過酷なジャングル（HD）」(二)

11:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局４「#3 麻薬倉庫(HD)」(字)

12:00 ザ・ボーダーライン　税関国境警備
局４「#4 押し寄せるドラッグ(HD)」(字)

13:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「父と息子のフィアットX1/9（HD）」(二)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車７
「約束のロータス・エリーゼ（HD）」(二)

15:00 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（HD）」

(二)

24:00 探求！キング・ソロモンの秘宝
（HD）声：三瓶 由布子(二)

25:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界「6
（HD）」声：大塚明夫(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（HD）」(二)

27:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「高齢の運び屋（HD）」(二)

04:00 密着！空港警察：南アメリカ「水
際作戦（HD）」(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港 3「クリスマ
ス直前のエンジントラブル（HD）」(二)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車8
「母へ贈る ヒルマン･インプ（HD）」(二)

07:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍「若
きナチスの猛攻（HD）」(字)

08:00 ロング・ロード・ホーム「#1 戦争へ
（HD）」(二)

09:00 ロング・ロード・ホーム「#2 混沌
（HD）」(二)

18:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「父と息子のフィアットX1/9（HD）」(二)

19:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実 2「中国沿岸部

の発展（HD）」(字)

20:00 【土曜 ミステリーファイル 3周年記
念! 35個の謎に迫る】

古代遺跡と太陽の神秘（HD）声：榎木
淳弥(二)

21:00 ウルフバート：バイキングの刀剣
（HD）声：武内駿輔(二)

22:00 UFOと宇宙人：エリア51機密解除
（HD）声：若本規夫(二)

23:00 ナスカの地上絵：古代の秘密
（HD）声：白石涼子(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編２
「にゃんこを救え!（HD）」(二)

13:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「コムエアー5191便（HD）」(二)

14:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌 2
「空間識失調（HD）」(二)

15:00 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

（HD）」(二)

16:00 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（HD）」(二)

17:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「ユニー航空８７３便（HD）」(二)

27:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「体
の秘密（HD）」(二)

04:00 アメリカ～国立公園を巡る旅「エ
ヴァグレーズ国立公園（HD）」(二)

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅「北
極圏の扉（HD）」(二)

07:00 アフリカ 野生の掟「サンゴ礁のハン
ター（HD）」(二)

08:00 アフリカ 野生の掟「草原に生きる
（HD）」(二)

09:00 世界大自然紀行：南アフリカ「沼
地と草原（HD）」(二)

10:00 ドッグ：インポッシブル 2「ママが大好
きなノーフォークテリア（HD）」(字)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編「獣
医はつらいよ（HD）」(二)

21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ヘラルドを一から組み直せ！（HD）」(二)

22:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「父と息子のフィアットX1/9（HD）」(二)

23:00 名車対決！夢のスーパーカー「EV
ラリークロスに挑戦（HD）」(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

（HD）」(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（HD）」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４「空母爆発事故
（HD）」(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#5 ピ
ラミッドから岩窟墓へ（HD）」(二)

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（HD）」(二)

17:00 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

（HD）」(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（HD）」(二)

19:00 ヒトラーを欺いた英国王（HD）(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「ポルシェ911、奇跡のレストア（HD）」(二)

10:00 アフリカ 野生の掟「灼熱のナミブ砂
漠（HD）」(二)

11:00 アフリカ 野生の掟「海と陸の境界
（HD）」(二)

12:00 タイ王国 大自然に生きる「食料を
求めて（HD）」(二)

13:00 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（HD）」(字)

14:00 蘇るタイタニック号！謎に包まれた
悲劇（HD）声：松田洋治(二)

04:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ
「エピソード２（HD）」(字)

05:00 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（HD）」(二)

06:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「ティムの悪知恵特集（HD）」(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

（HD）」(二)

08:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実「巨大国家の急

成長を追う（HD）」(字)

22:00 世界大自然紀行：南アフリカ「沼
地と草原（HD）」(二)

23:00 【ワイルド ネイチャー】
ドッグ：インポッシブル 2「ママが大好きな

ノーフォークテリア（HD）」(字)

24:00 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

（HD）」(二)

25:00 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（HD）」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４「ミュンヘンオリンピッ
ク事件（HD）」(二)

27:00 ナチス第2SS装甲師団 ダス・ライヒ
「エピソード１（HD）」(字)

17:00 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（HD）」(二)

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（HD）」(二)

20:00【ワイルド ネイチャー：アフリカに生き
る】アフリカ 野生の掟「サンゴ礁のハンター

（HD）」(二)

21:00 アフリカ 野生の掟「草原に生きる
（HD）」(二)

19:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫
(日)

19:00 第二次世界大戦：欧州フロントラ
インの実録（HD）(字)

11:00 ドッグ：インポッシブル 2「パグ・ライフ
（HD）」(字)

12:00 ナルコス：麻薬戦争「グラヴァーノ:エ
クスタシーの罠（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間 巨大災害「大雪崩
発生 その時エベレストでは（HD）」(字)

14:00 絶海！謎と神秘のイースター島
（HD）声：釘宮理恵(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#4 来
世への祈り（HD）」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「歴史を変えたBMW2002ターボ（HD）」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４「タイタニック沈没事
故（HD）」(二)

27:00 黙示録：カラーで見る第一次世界
大戦「悪夢からの解放（HD）」(二)

04:00 第一次世界大戦 アメリカ参戦の
真実（HD）(二)

05:00 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

（HD）」(二)

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（HD）」

(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（HD）」(二)

08:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「USエアー1016便（HD）」(二)

10:00 ドッグ：インポッシブル「首輪が怖い
犬（HD）」(字)

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「超重
戦車 マウス（HD）」(二)

21:00 チェーン・オブ・コマンド「#5 次世代
の為に（HD）」(二)

22:00 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

（HD）」(二)

23:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「体
の秘密（HD）」(二)

24:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「コムエアー5191便（HD）」(二)

25:00 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 (HD)」

(二)

14:00  世界最古の巨石遺跡 ギョベック
リ・テペの謎（HD）声：鳥海浩輔(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#3 墓
泥棒との戦い（HD）」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「日本の名車、ダットサン240Z（HD）」(二)

17:00 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

（HD）」(二)

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（HD）」(二)

19:00 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（HD）」(字)

10:00 アニマル・レスキューin アラスカ「くさ
いカラスにご用心（HD）」(二)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「無駄吠えの原因（HD）」(字)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界「5
（HD）」声：大塚明夫(二)

13:00 衝撃の瞬間 巨大災害「最悪の山
火事 ポルトガル（HD）」(字)

09:55 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史
(日)

23:00 密着！空港警察：南アメリカ「水
際作戦（HD）」(二)

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（HD）」(二)

19:00 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（HD）」(字)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
スクープ！ドラッグと欲望の世界「6（HD）」

声：大塚明夫(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（HD）」(二)

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

（HD）」(二)

25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「ミュンヘンの悲劇(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「クイーンズ墜落事
故（HD）」(二)

27:00 黙示録：カラーで見る第一次世界
大戦「終わりなき地獄（HD）」(二)

04:00 黙示録：カラーで見る第一次世界
大戦「募る怒り（HD）」(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（HD）」(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（HD）」

(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（HD）」(二)

08:00 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（HD）」(二)

17:00 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

（HD）」(二)

22:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「高齢の運び屋（HD）」(二)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「チワワたちの大騒動（HD）」(字)

12:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「コムエアー5191便（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間 巨大災害「土石流の
恐怖 米カリフォルニア（HD）」(字)

14:00 失われた文明！アトランティスの謎
（HD）声：釘宮理恵(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#2 ハ
トシェプスト女王の素顔（HD）」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「幻の美しきACアシーカ（HD）」(二)

04:00 休止

07:00 メーデー！１７：航空機事故の真
実と真相「AIA808便（HD）」(二)

08:00 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

（HD）」(二)

10:00 アニマル・レスキューin アラスカ「オオ
カミの謎の傷と飼育員の推理（HD）」(二)

09:55 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史
(日)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「ジャガーXJ-Sに新たな命を（HD）」(二)

19:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「無人島からの生還（HD）」(二)

10:00 アニマル・レスキューin アラスカ「バイ
ソンとの再会（HD）」(二)

11:00 シーザー・ミランの愛犬レスキュー３
「最強の頑固者（HD）」(字)

12:00 バ科学6「ターザンジャンプの法則
（HD）」(二)

21:00 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（HD）」

(二)

22:00 【新】サバイバルの極限！過激な
原始生活「過酷なジャングル（HD）」(二)

23:00 生き抜け！原始生活２「襲いかか
る海（HD）」(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（HD）」(二)

25:00 休止

14:00 解明！ベスビオ火山大噴火の悲
劇（HD）声：石川界人(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#1 ツ
タンカーメンの秘宝（HD）」(二)

16:00 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

（HD）」(二)

17:00 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

（HD）」(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（HD）」(二)

12:30 バ科学6「砂丘でアクティビティの法
則（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間 巨大災害「チリ鉱山
落盤事故 33人の救出劇（HD）」(字)

09:55 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史
(日)

04:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「嫉妬と確執（HD）」(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（HD）」

(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

（HD）」(二)

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

（HD）」(二)

08:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「コムエアー5191便（HD）」(二)

06:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫
(日)

06:00 スーパーカー大改造「レンジロー
バー・イヴォーク（HD）」(二)

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

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

19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「まぼろしの超兵器（HD）」(二)

19:50 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史
(日)19:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明

夫(日)

19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ドラッグ・妄想・終焉（HD）」(二)

19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「嫉妬と確執（HD）」(二)

6:50 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史(日)
6:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫(日)

09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「宇宙からの災害（HD）」(二)

19:55 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史
(日)

09:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫
(日)

09:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫
(日)

09:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫
(日)

09:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫
(日)

09:00 捜索！嵐に挑むテキサス救助隊
（HD）(二)

2630-2700

2700-2730

2730-2800

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 11月

2600-2630

2230-2300

2300-2330

1730-1800

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2030-2100

2100-2130

2130-2200

2200-2230

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

27:00 レスキュー！衝撃の救出映像「失
血死の恐怖（HD）」(字)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

700-730

730-800

800-830

20:00 【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（HD）」

(二)

21:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「アイレス航空8250便（HD）」

(二)

22:00 【新】火星：遙かなる赤い惑星へ
（HD）(二)

24:00 潜入！スペースX（HD）(字)

25:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜落事
故」(二)

26:00 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

（HD）」(二)

17:00 ペンギン・ライフ（HD）(二)

18:00 ホッキョクグマと白銀の世界「親子
の旅立ち（HD）」(二)

19:00 ホッキョクグマと白銀の世界「子グマ
の成長（HD）」(二)

16:50 どうぶつの先輩「カラカル（HD）」声:神谷浩史
(日) 16:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明

夫(日)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車
「帰ってきたローバー（HD）」(二)

06:00 スーパーカー大改造「ロールス・ロイ
ス・シルバーシャドー（HD）」(二)

10:00 サバイバルの極限！過激な原始
生活「過酷な森（HD）」(二)

11:00 密着！国境警備の戦い:番外編
「国境警備犬Ｋ９（HD）」(字)

12:00 密着！国境警備の戦い:番外編
「密入国者の大追跡（HD）」(字)

13:00 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（HD）」(二)

14:00 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（HD）」(二)

15:00 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（HD）」(二)

04:00 密着！空港警察：南アメリカ「親
子を引き裂く麻薬取引（HD）」(二)

05:00 密着！ドバイ国際空港 3「生か死
か（HD）」(二)

06:00 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

（HD）」(二)

07:00 窮地のヒトラー：進撃の連合軍
「イッター城の戦い（HD）」(字)

08:00 ロング・ロード・ホーム「#3 未知の領
域（HD）」(二)

09:00 ロング・ロード・ホーム「#4 死の谷
（HD）」(二)

22:00 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（HD）」

声：木村 昴(二)

23:00 仰天！世界の遺跡まる見え検証
「古代都市ペトラの起源（HD）」声：木村

昴(二)

24:00 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

（HD）」声：木村 昴(二)

25:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界「7
（HD）」声：大塚明夫(二)

26:00 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（HD）」

(二)

27:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「電光石火の自白（HD）」(二)

16:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「SOL(ソル)航空5428便（HD）」

(二)

17:00 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

（HD）」(二)

18:00 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（HD）」(二)

19:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実 2「中国の山河

（HD）」(字)

20:00 【土曜 ミステリーファイル 3周年記
念! 35個の謎に迫る】

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（HD）」声：木

村 昴(二)

21:00 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（HD）」声：

木村 昴(二)

10:00 ドッグ：インポッシブル 2「えこひいき
は禁物（HD）」(字)

11:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編２
「愛しのわんこ（HD）」(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集編２
「動物は奇想天外（HD）」(二)

13:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「ライオン・エア610便（HD）」(二)

14:00 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（HD）」(二)

15:00 メーデー！１８：航空機事故の真
実と真相「アイレス航空8250便（HD）」

(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７１００便

（HD）」(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（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「シカゴ航空機事
故」(二)

27:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「
異常な愛情（HD）」(二)

04:00 アメリカ～国立公園を巡る旅「イエ
ローストーン国立公園（HD）」(二)

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅「サワ
ロ国立公園（HD）」(二)

07:00 アフリカ 野生の掟「渇きの大地 カ
ラハリ（HD）」(二)

08:00 アフリカ 野生の掟「肉食獣の子育
て（HD）」(二)

09:00 世界大自然紀行：南アフリカ「カラ
ハリ砂漠の捕食者（HD）」(二)

18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「型破りな車対決（HD）」(二)

19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ホロコースト（HD）」(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車２
「母の形見のランドローバー（HD）」(二)

21:00 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（HD）」

(二)

22:00 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（HD）」(二)

23:00 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（HD）」(二)

12:00 タイ王国 大自然に生きる「命のバ
トン（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間６「日本航空123便墜
落事故（HD)」(二)

14:00 探求！キング・ソロモンの秘宝
（HD）声：三瓶 由布子(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「
クレオパトラの消息（HD）」(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（HD）」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「革命児アウディUr-クワトロ（HD）」(二)

27:00 第二次世界大戦：欧州フロントラ
インの実録（HD）(字)

04:00 ギャラクシーＣ-５：アメリカ空軍巨
大輸送機（HD）(字)

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（HD）」(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（HD）」(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「人的要因（HD）」(二)

08:00 【中国を知る】
中国 巨大国家の真実 2「中国沿岸部

の発展（HD）」(字)

10:00 アフリカ 野生の掟「サンゴ礁のハン
ター（HD）」(二)

11:00 アフリカ 野生の掟「草原に生きる
（HD）」(二)

21:00 アフリカ 野生の掟「肉食獣の子育
て（HD）」(二)

22:00 世界大自然紀行：南アフリカ「カラ
ハリ砂漠の捕食者（HD）」(二)

23:00 【ワイルド ネイチャー】
ドッグ：インポッシブル 2「えこひいきは禁物

（HD）」(字)

24:00 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

（HD）」(二)

25:00 メーデー！１６：航空機事故の真
実と真相「名古屋空港の悲劇（HD）」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４「コメット墜落の謎
（HD）」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「幻のジャガー･Eタイプ（HD）」(二)

18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「ファーストカー対決（HD）」(二)

20:00 【ワイルド ネイチャー：アフリカに生き
る】アフリカ 野生の掟「渇きの大地 カラハ

リ（HD）」(二)

09:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫
(日)

09:00 サバイバルの極限！過激な原始
生活「過酷なジャングル（HD）」(二)

11:00 ドッグ：インポッシブル 2「ママが大好
きなノーフォークテリア（HD）」(字)

12:00 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（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間６「エベレスト大量遭
難事故（HD)」(二)

14:00 ナスカの地上絵：古代の秘密
（HD）声：白石涼子(二)

14:00 UFOと宇宙人：エリア51機密解除
（HD）声：若本規夫(二)

14:00 古代遺跡と太陽の神秘（HD）声：
榎木淳弥(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ス
フィンクスと動物信仰（HD）」(二)

16:00 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（HD）」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４「ポトマック川墜落事
故」(二)

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「リビア砂漠のSAS英軍特殊部隊（HD）」

(二)

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

05:00 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

（HD）」(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

（HD）」(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「誤解の悲劇（HD）」(二)

08:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「ラパ航空3142便（HD）」(二)

10:00 ドッグ：インポッシブル「危険な関係
（HD）」(字)

20:00 ナチス・ドイツの巨大建造物「ジェッ
ト戦闘機地下工場（HD）」(二)

21:00 チェーン・オブ・コマンド「#6 交差す
る想い（HD）」(二)

22:00 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

（HD）」(二)

23:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ「
異常な愛情（HD）」(二)

24:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「ライオン・エア610便（HD）」(二)

25:00 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 (HD)」(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ネ
フェルティティを探して（HD）」(二)

16:00 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（HD）」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車５
「走り屋の夢 マツダRX-7（HD）」(二)

18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「栄光の60年代クラシックカー対決（HD）」

(二)

09:00 地球最後の日を生きる「ゾンビと化
した人類（HD）」(字)

09:00 プレッパーズ～世界滅亡に備える
人々～２「最後に勝つのは孤独か愛か？

（HD）」(二)

10:00 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（HD）」

(字)

11:00 シーザー・ミラン横断記：犬との絆
「#3 シカゴを訪れて（HD）」(字)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世界「6
（HD）」声：大塚明夫(二)

13:00 衝撃の瞬間６「ブラックホーク･ダウ
ン（HD)」(二)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「英軍精鋭部隊　空からの強襲（HD）」

(二)

05:00 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（HD）」(二)

06:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「究極のクセモノ特集（HD）」(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（HD）」(二)

08:00 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

（HD）」(二)

22:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「電光石火の自白（HD）」(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（HD）」(字)

12:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「ライオン・エア610便（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間６「炎に包まれたコック
ピット（HD)」(二)

14:00 ウルフバート：バイキングの刀剣
（HD）声：武内駿輔(二)

23:00 密着！空港警察：南アメリカ「親
子を引き裂く麻薬取引（HD）」(二)

24:00 メーデー！５：航空機事故の真実
と真相「キャビンの穴（ＨＤ）」(二)

25:00 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(HD)」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４「スマトラ沖大津波
（HD）」(二)

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「ルーデンドルフ橋奪取作戦（HD）」(二)

17:00 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（HD）」(二)

18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「働く車対決（HD）」(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
スクープ！ドラッグと欲望の世界「7（HD）」

声：大塚明夫(二)

21:00 【新】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

（HD）」(二)

19:55 どうぶつの先輩「ライオン（HD）」声:大塚明夫
(日)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ツタ
ンカーメンの謎（HD）」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「復活のロードスター（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「ソウル・スーパー
マーケット崩壊」(二)

27:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「ノルマンディー上陸作戦: レンジャー部隊

（HD）」(二)

04:00 大戦を左右した伝説の奇襲作戦
「特殊山岳部隊ブラックデビル（HD）」(二)

05:00 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（HD）」

(二)

06:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「奇跡の復活劇特集（HD）」(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（HD）」(二)

08:00 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

（HD）」(二)

10:00 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（HD）」

(字)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車9
「父と息子のフィアットX1/9（HD）」(二)

21:00 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（HD）」

(二)

22:00 サバイバルの極限！過激な原始
生活「過酷な森（HD）」(二)

23:00 生き抜け！原始生活２「灼熱のア
ウトバック（HD）」(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（HD）」

(二)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「コックピットの殺人者（HD）」(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝「#6 ク
レオパトラの墓を探して（HD）」(二)

16:00 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（HD）」(二)

17:00 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

（HD）」(二)

18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「掘り出し物対決（HD）」(二)

19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「奇妙な同盟関係（HD）」(二)

10:00 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（HD）」

(字)

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

（HD）」(字)

12:00 バ科学6「氷山の法則（HD）」(二)

12:30 バ科学6「はしごの法則（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間６「集団自殺とカルト
教団（HD)」(二)

04:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ホロコースト（HD）」(二)

05:00 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

（HD）」(二)

06:00 特選！カー・SOS 思い出の名車
「愛車と感動の再会特集（HD）」(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

（HD）」(二)

08:00 メーデー！１９：航空機事故の真
実と真相「ライオン・エア610便（HD）」(二)

2500-2530

2430-2500

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

特集：マーズ

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

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2500-2530

2130-2200

2200-2230

1630-1700
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2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1600-1630

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

1300-1330

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

25:00 メーデー！９：航空機事故の真実
と真相「大韓航空8509便(HD)」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「モントセラト島の大
噴火」(二)

27:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「死の鉄道からの逃走（HD）」(二)

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700

19:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密（HD）
(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
スクープ！ドラッグと欲望の世界「8（HD）」

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（HD）」

(二)

22:00 密着！マドリード・バラハス空港警
察「下着に隠されたコカイン（HD）」(二)

23:00 密着！空港警察：南アメリカ「抵
抗する容疑者たち（HD）」(二)

24:00 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（HD）」(二)

13:00 衝撃の瞬間６「ノルウェー連続テロ
事件（HD)」(二)

14:00 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（HD）」声：

木村 昴(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「ピラ
ミッドと古代思想（HD）」(二)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車４
「名車を訪ね、イギリス縦断（HD）」(二)

17:00 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（HD）」

(二)

18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「リムジン対タクシー（HD）」(二)

27:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「捕虜収容所からの逃走（HD）」

(二)

04:00 決死のサバイバル術 第二次世界
大戦「極寒からの脱出（HD）」(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

（HD）」(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（HD）」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「操縦不能（HD）」(二)

08:00 メーデー！１５：航空機事故の真
実と真相「タイ国際航空311便（HD）」

(二)

09:00 地球最後の日を生きる「ナノ・テク
ノロジーの反乱（HD）」(字)

10:00 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

（HD）」(字)

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（HD）」(字)

12:00 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

（HD）」(二)

21:00 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（HD）」(二)

22:00 サバイバルの極限！過激な原始
生活「過酷な島（HD）」(二)

23:00 生き抜け！原始生活２「断崖絶
壁の長距離走（HD）」(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（HD）」

(二)

25:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「見えない手がかり（HD）」(二)

26:00 衝撃の瞬間４「合衆国を襲った大
竜巻」(二)

15:00 甦る！エジプトに眠る財宝 2「偉
大な建築王 ラムセス2世（HD）」(二)

16:00 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（HD）」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の名車３
「スターリング･モス現る（HD）」(二)

18:00 一攫千金！カー・ストリッパーズ２
「BMW対ベンツ（HD）」(二)

19:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ヒトラーの失策（HD）」(二)

20:00 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（HD）」(二)

10:00 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

（HD）」(字)

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（HD）」(字)

12:00 バ科学6「パーティークラッカーの法
則（HD）」(二)

12:30 バ科学6「雪かきの法則（HD）」
(二)

13:00 衝撃の瞬間６「福知山線脱線事
故（HD)」(二)

14:00 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（HD）」

声：木村 昴(二)

04:00 第二次世界大戦：ナチス敗北の
全貌「ヒトラーの失策（HD）」(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（HD）」(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（HD）」(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全貌
「機長の活躍（HD）」(二)

08:00 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

（HD）」(二)

09:00 サバイバルの極限！過激な原始
生活「過酷な森（HD）」(二)

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

700-730

730-800

800-830

830-900

900-930

930-1000

400-430

430-500

500-530

530-600

600-630

630-700
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