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(ET) 月曜日 2022/09/26 火曜日 2022/09/27 水曜日 2022/09/28 木曜日 2022/09/29 金曜日 2022/09/30 土曜日 2022/10/01 日曜日 2022/10/02 (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

1600-1630

1630-1700

1700-1730

830-900

900-930

930-1000

1000-1030

1030-1100

1100-1130

1130-1200

1200-1230

1230-1300

2700-2730

2730-2800

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「一筋の希望! 赤ちゃんウサギを救

え」(字)

13:00 ボンダイビーチ動物病院
「生きる意志」(字)

13:30 ボンダイビーチ動物病院
「謎の病に冒された猫」(字)

14:00 【最新シーズン開始直前！】
潜入！ブラックマーケットの実態

「国際詐欺」(字)

15:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「危険な鎮痛剤」

(字)

16:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「トラの密売」

(字)

17:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「ステロイドの闇取引」

(字)

18:00 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)

2630-2700

1730-1800

1800-1830

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

2100-2130

2130-2200

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

1530-1600

04:00 世界大自然紀行：赤道
「エクアドルとアンデス山脈」

声：田村睦心(二)

05:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「氷海からカリブ海」

(字)

06:00 アメリカ！社会科ケンガク
「宇宙ロケット」(字)

06:30 アメリカ！社会科ケンガク
「激辛ソース」(字)

07:00 プレデター・ランド「クルーガー
国立公園のブチハイエナとリカオン」

声：神谷浩史(二)

08:00 プレデター in パラダイス
「シーサイド･ファイト」
声：石川由依(二)

09:00 サベージ・キングダム 3：戦乱
の幕開け「#2 恐怖支配」

声：諏訪部順一(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「むずかしいラクダ」

(二)

11:00 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)

19:00 【中国を知る】
検証！中国の歴史ミステリー「巨大

都市の謎」(字)

20:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「テキサスに蔓延するメス」

声：大塚明夫(二)

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「大量のコカイン」

(二)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
発掘！マヤの失われた秘宝「太陽

神の謎」声：福山潤(二)

23:00 検証：UFO事件の新事実
「ロズウェル事件」

(二)

24:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「テンプル騎士団の隠された財

宝」声：木村 昴(二)

25:00 仰天！海の底まる見え検証
「ナチスの秘密兵器」

(二)

26:00 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)

27:00 驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「大麻密輸犯のボリビア逃亡劇」

(二)

13:00 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)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「日本の名車、ダットサン

240Z」(二)

15:00 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 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９
「運を味方に」(二)

18:00 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)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ネグレクトの果てに! コンゴウインコ

を救え」(字)

20:00 アフリカの大地に生まれて
「生き残りをかけて」
声：花江夏樹(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「コカインの密輸」

(字)

05:00 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)

06:00 スーパーカー大改造
「ジープ・ラングラー」

(二)

07:00 ヒトラー・ユーゲント：ティーン・
キラーズ

声：銀河万丈(二)

08:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「奇妙な同盟関係」

(二)

09:00 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)

10:00 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)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「ヘロイン オーバードーズの闇」

声：大塚明夫(二)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「モリーブームの光と影」

声：大塚明夫(二)

21:00 アフリカ 野生の掟
「灼熱のナミブ砂漠」
声：上坂すみれ(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
【新】メーデー！番外編：惨劇の全

貌 4
「死の夜間飛行」(二)

23:00 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)

24:00 新　衝撃の瞬間
「アムステルダム航空機事故」(字)

24:30 新　衝撃の瞬間
「フロリダ湿地帯墜落事故」(字)

25:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「スパンエア5022便」

(二)

26:00 衝撃の瞬間２
「北海油田爆発事故」

(二)

27:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「サウジアラビア航空763

便」(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

1230-1300

1300-1330

1330-1400

1400-1430

1430-1500

1500-1530

2100-2130

1530-1600

1600-1630

1630-1700

1700-1730

1730-1800

1800-1830

2730-2800
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2430-2500

2500-2530

2530-2600

2600-2630

2630-2700

2700-2730

2130-2200

16:00 世界の巨大工場７
「レクサスLFA」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「ペンギン」声：緒方恵美(日)

2200-2230

2230-2300

2300-2330

2330-2400

2400-2430

1830-1900

1900-1930

1930-2000

2000-2030

2030-2100

1200-1230

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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(ET) 月曜日 2022/10/03 火曜日 2022/10/04 水曜日 2022/10/05 木曜日 2022/10/06 金曜日 2022/10/07 土曜日 2022/10/08 日曜日 2022/10/09 (ET)

※最新の番組表はこちら

27:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「U-110：暗号機エニグマ」

(二)

27:00 驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「運び屋の母親」

(二)

27:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「米空軍C-5Aギャラク

シー」(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

04:00 THE SS：ナチス親衛隊
「#1 罪深きエリートたち」

(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」(二)

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)

14:00 密着！シークレットサービスの
極秘戦略

(二)

18:00 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)

26:00 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)

26:00 衝撃の瞬間２
「オーストリア・ケーブル鉄道火災」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2700-2730 27:00 第二次世界大戦の潜水艦３
「U-862：極東へ物資を輸送せよ」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
2「総統大本営」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
2「ヒトラーの巨大戦艦」

(二)

27:00 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)

25:00 仰天！海の底まる見え検証
「沈んだ財宝」

(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「ガルーダ・インドネシア

航空200便」(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間４
「空母爆発事故」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「ソウル・スーパーマーケット崩壊」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「スマトラ沖大津波」

(二)

2500-2530 25:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「ヴァリグ・ブラジル航

空２５４便」(二)

25:00 メーデー！１９：航空機事故
の真実と真相「UPS航空1354便」

(二)

25:00 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)

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！１６：航空機事故
の真実と真相「アリタリア航空４０４

便」(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「ミュンヘンオリンピック事件」

(二)

26:00 【新】バ科学8
「アイスクライミングの法則」(二)

26:30 バ科学8
「レーシングバイクの法則」(二)

24:00 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)

24:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「黄金郷伝説と失われた都市」

声：木村 昴(二)

24:00 新　衝撃の瞬間
「高速道路への墜落」(字)

2400-2430

2430-2500
24:30 新　衝撃の瞬間

「ロシア原子力潜水艦の悪夢」(字)
2430-2500

23:00 検証：UFO事件の新事実
「テキサスUFO目撃事件」

(二)

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 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)

24:00 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)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「パイロットの勇気」

(二)

24:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「エル・アル航空1862

便」(二)

2300-2330 23:00 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)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「銃の密輸」

(字)

23:00 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)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「運を味方に」

(二)

23:00 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)

22:00 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)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
発掘！マヤの失われた秘宝「生贄の

謎」声：福山潤(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！番外編：惨劇の全貌 4

「エンジン落下」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「水際作戦」

(二)

21:00 アフリカ 野生の掟
「海と陸の境界」

声：上坂すみれ(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 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)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ヘロイン　侵されたピッツバー

グ」声：大塚明夫(二)

22:00 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)

22:00 【ワイルド ネイチャー】
サベージ・キングダム 3：戦乱の幕開

け「#3 放浪者の出現」
声：諏訪部順一(二)

2100-2130 21:00 名車対決！夢のスーパーカー
「天才デザイナーのロードカー」

(二)

21:00 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)

21:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「まぼろしの超兵器」

(二)

21:00 プレデター in パラダイス
「ジャングルのざわめき」

声：石川由依(二)

21:00 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)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「コスワースの危機」

(二)

20:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ヘロイン　侵されたピッツバー

グ」声：大塚明夫(二)

20:00 アフリカの大地に生まれて
「危険な遊び場」
声：花江夏樹(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

19:00 【中国を知る】
検証！中国の歴史ミステリー「伝説

の都市 上都の謎」(字)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ペットの主張! スカンクを救え」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 世界の巨大工場７
「フェラーリFF」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル 2

「運び屋の母親」(二)

20:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「金王朝」

(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー：プレデ
ター・スペシャル】

ビッグ・キャット：華麗なるハンター
声：神谷浩史(二)

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ジェラルドさんとヤギ」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ドクターも命がけ」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「むずかしい決断」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「野良猫との出会い」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「ジャニスさんと子ネコ」

(二)

18:00 スーパーカー大改造
「ジープ・ラングラー」

(二)

18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「死の夜間飛行」

(二)

18:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「食べ過ぎに注意！」

(字)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

17:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「銃の密輸」

(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９
「この猫、狂暴につき」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 スーパーカー大改造
「ロールス・ロイス・シルバーシャドー」

(二)

18:00 スーパーカー大改造
「ポルシェ・パナメーラ」

(二)

18:00 スーパーカー大改造
「ベントレー・ミュルザンヌ」

(二)

1700-1730 17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

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

(二)

16:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「コカインの密輸」

(字)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1600-1630 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)

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」(二)

16:00 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)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

16:00 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)

15:00 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)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

14:00 【最新シーズン開始直前！】
潜入！ブラックマーケットの実態

「世界一の偽札」(字)

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「歴史を変えたBMW2002ター

ボ」(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 コスモス:いくつもの世界
「宇宙の星への足がかり」

(字)

15:00 コスモス:いくつもの世界
「ハビタブルゾーンのはかない恩寵」

(字)

15:00 コスモス:いくつもの世界
「失われた都市」

(字)

1400-1430 14:00 発掘！マヤの失われた秘宝
「太陽神の謎」
声：福山潤(二)

14:00 検証：UFO事件の新事実
「ロズウェル事件」

(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」声：木村 昴(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
「ナチスの秘密兵器」

(二)

1300-1330

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院
「受刑者を癒やす犬たち」(字)

1330-1400

1300-1330 13:00 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)

13:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「ハリケーン フンベルトの直撃」

(二)

13:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「日本を襲った台風 ハギビス」

(二)

13:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「メキシコ湾に迫る嵐」

(二)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「九死に一生」

(字)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

11:00 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)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「死のドラッグ クロコディル」

声：大塚明夫(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青
空キッチン「アラスカ：山海の幸」

(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「不自然なガードル」

(二)

12:00 仰天！メガマシン
「モンスターを生みだすメガマシン」

声：関智一(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ドクター・ポールの１日」

(二)

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「むずかしいラクダ」

(二)

11:00 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)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「一筋の希望! 赤ちゃんウサギを救

え」(字)

11:00 プレデター・ランド「クルーガー
国立公園のブチハイエナとリカオン」

声：神谷浩史(二)

11:00 プレデター in パラダイス
「ビーチ･サバイバル」
声：石川由依(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

09:00 サベージ・キングダム 3：戦乱
の幕開け「#3 放浪者の出現」

声：諏訪部順一(二)

09:00 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)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 6
「子馬は金なり」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「寝たヤマアラシを起こすな」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「悲劇からの生還」

(字)

10:00 シーザー・ミランの愛犬レス
キュー３「音を怖がる逃走犬」

(字)

900-930 09:00 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)

09:00 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)

09:00 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)

09:00 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)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「CTスキャンで一騒動！ マーモ

セットを救え」(字)

800-830

830-900 830-900

07:00 ビッグ・キャット：華麗なるハン
ター

声：神谷浩史(二)

07:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「金王朝」

(字)

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 GIIS～最先端を行く未来の
学校
(字)

08:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「大地への激突」

(二)

08:00 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)

08:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「キャビンの穴」

(二)

700-730 07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「一瞬の決断」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「計器故障」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「要人墜落」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「空港セキュリティの欠陥」

(二)

07:00 GIIS～最先端を行く未来の
学校
(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 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」(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」(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」(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」(二)

06:00 アメリカ！社会科ケンガク
「トラクター」(字) 06:00 スーパーカー大改造

「シボレー・カマロ」
(二)

600-630

630-700
06:30 アメリカ！社会科ケンガク

「ジープ･ラングラー」(字)
630-700

05:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「砂漠に生きる」

(字)

05:00 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)

500-530

530-600 530-600

600-630 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)

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)
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400-430 04:00 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)

04:00 THE SS：ナチス親衛隊
「#2 構築された死のシステム」

(字)

04:00 宇宙の奇石
「#1 息吹」

(二)

04:00 宇宙の奇石
「#2 狂騒」

(二)

16:00 世界の巨大工場７
「グンペルト・アポロ」

(二)

16:55 どうぶつの先輩「カメ」声：山口由里子(日)

04:00 世界大自然紀行：赤道
「アマゾンの氾濫原」
声：田村睦心(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「銃の密輸」

(字)

08:00 【中国を知る】
検証！中国の歴史ミステリー「巨大

都市の謎」(字)

08:00 プレデター in パラダイス
「ジャングルのざわめき」

声：石川由依(二)

08:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「まぼろしの超兵器」

(二)

10:00 アフリカの大地に生まれて
「生き残りをかけて」
声：花江夏樹(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「運を味方に」

(二)

10:00 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)

12:00 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)

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ネグレクトの果てに! コンゴウインコ

を救え」(字)

12:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 4「独立記念日の秘策」

声：大塚明夫(二)

13:00 ボンダイビーチ動物病院
「小さな命の闘い」(字) 13:00 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)

15:00 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)

15:00 潜入！ブラックマーケットの実
態「売春ビジネス」

(字)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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27:00 驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「コカインを腹に詰めた男」

(二)

27:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「チュニインター1153便」

(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

14:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「タスマニアデビルの危機」(二)

14:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「コアラの眼科手術」(二)

15:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「エミューを捕まえろ」(二)

15:30 ボンダイビーチ動物病院 4
「屋根裏のニシキヘビ」(二)

17:00 【ボンダイビーチ・オージーアニマルSP】
ボンダイビーチ動物病院「小さな命の闘い」(字)

2700-2730 27:00 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)

27:00 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)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
2「巨大組織:親衛隊」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
2「報復兵器:Ｖ１飛行爆弾」

(二)

27:00 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 バ科学8
「ブランコ･バーピーの法則」(二) 26:00 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)

26:00 衝撃の瞬間２
「イタリア・ダム崩壊事故」

(二)

2600-2630

2630-2700
26:30 バ科学8

「炭酸の法則」(二)
2630-2700

25:00 仰天！海の底まる見え検証
「古代エジプトの謎」

(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「アトランティック・サウ

スイースト航空2311便」(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間４
「ポトマック川墜落事故」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「コメット墜落の謎」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「シカゴ航空機事故」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「合衆国を襲った大竜巻」

(二)

2500-2530 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」(二)

25:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「コパ航空２０１便」

(二)

25:00 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)

25:00 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)

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)

24:00 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)

24:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「太平洋に浮かぶ石の古代都

市」声：木村 昴(二)

24:00 新　衝撃の瞬間
「クイーンズ墜落事故」(字)

2400-2430

2430-2500
24:30 新　衝撃の瞬間

「タイタニック沈没事故」(字)
2430-2500

23:00 検証：UFO事件の新事実
「三角形の飛行物体」

(二)

23:00 メーデー！１５：航空機事故
の真実と真相「USエアー1016便」

(二)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 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！１６：航空機事故
の真実と真相「デルタ航空1141便」

(二)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「整備不良」

(二)

24:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「UPS航空6便」

(二)

2300-2330 23:00 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)

23:00 【新】潜入！ブラックマーケッ
トの実態 2

「大麻の闇市場」(字)

23:00 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)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「この猫、狂暴につき」

(二)

23:00 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)

22:00 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)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
発掘！マヤの失われた秘宝「蛇王

朝の謎」声：福山潤(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！番外編：惨劇の全貌 4

「生死を分ける決断」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「親子を引き裂く麻薬取引」

(二)

21:00 アフリカ 野生の掟
「サンゴ礁のハンター」
声：上坂すみれ(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 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)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「コカイン　南米からヨーロッパ

へ」声：大塚明夫(二)

22:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「ヒムラーのオカルト古城」

(二)

22:00 サベージ・キングダム 3：戦乱
の幕開け「#4 戦争ゲーム」

声：諏訪部順一(二)

2100-2130 21:00 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)

21:00 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)

21:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「ドラッグ・妄想・終焉」

(二)

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ヒョウ: 若き女王」

(字)

21:00 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)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「ビートル・マニア」

(二)

20:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「コカイン　南米からヨーロッパ

へ」声：大塚明夫(二)

20:00 アフリカの大地に生まれて
「狩りのレッスン」

声：花江夏樹(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

19:00 【中国を知る】
文化遺産を訪ねて

「未知への探求」(字)

19:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「救世主 現る! フクロモモンガを救

え」(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 世界の巨大工場７
「レクサスLFA」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
驚愕体験！悪夢のトラベル 2
「コカインを腹に詰めた男」(二)

20:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「神の子」

(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：アジアの秘境

「モンスーンと生きる」
声：徳井青空(二)

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「頂点を目指して」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「青い鳥作戦」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「グレート・デーンのいる人生」

(二)

19:00 スゴ腕どうぶつドクター８
「愛馬エリセット」

(二)

19:00 ボンダイビーチ動物病院 4
「エミューを捕まえろ」(二)

19:30 ボンダイビーチ動物病院 4
「屋根裏のニシキヘビ」(二)

18:00 名車対決！夢のスーパーカー
「伝説のフォードGT」

(二)

18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「エンジン落下」

(二)

18:00 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)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

18:00 ボンダイビーチ動物病院 3
「タスマニアデビルの危機」(二)

18:30 ボンダイビーチ動物病院 3
「コアラの眼科手術」(二)

17:00 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)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドク
ター】

スゴ腕どうぶつドクター９
「巨大豚を捕まえろ」(二)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 スーパーカー大改造
「シボレー・カマロ」

(二)

18:00 スーパーカー大改造
「日産・GT-R」

(二)

18:00 スーパーカー大改造
「アウディ・A8」

(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「運に見放されたダイムラー・

ダート」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「息子に贈るモーリス・トラベ

ラー」(二)

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

ン」(二)

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「悩めるエスコートRS」

(二)17:30 ボンダイビーチ動物病院
「薬に潜む危険」(字)

16:00 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)

16:00 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)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

15:00 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)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630 16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)

16:00 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)
16:55 どうぶつの先輩「ライオン」声:大塚明夫(日)

14:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 コスモス:いくつもの世界
「バビロフ」

(字)

15:00 コスモス:いくつもの世界
「宇宙のコネクトーム」

(字)

15:00 コスモス:いくつもの世界
「1兆個の世界を持つ男」

(字)

15:00 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)

1400-1430

14:00 フリーソロ
(二)

14:00 発掘！マヤの失われた秘宝
「生贄の謎」

声：福山潤(二)

14:00 検証：UFO事件の新事実
「テキサスUFO目撃事件」

(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」

声：木村 昴(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
「沈んだ財宝」

(二)

13:00 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)

1300-1330

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院

「薬に潜む危険」(字)
1330-1400

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「死の夜間飛行」

(二)

13:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「台風街道の脅威」

(二)

13:00 衝撃！カメラが捉えた海の巨
大嵐「迫りくる温帯低気圧」

(二)

13:00 レスキュー！海難救助隊２
「台風の恐怖」

(二)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「海からのSOS」

(字)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「食べ過ぎに注意！」

(字)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「デトロイト　ハロウィーンの夜」

声：大塚明夫(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青
空キッチン 2「タスマニア：ワラビー肉と

極上のハチミツ」(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「イルカ印のコカイン」

(二)

12:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「空の女王 ボーイング747」

(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ウシを襲った一大事」

(二)

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「運を味方に」

(二)

11:00 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)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ネグレクトの果てに! コンゴウインコ

を救え」(字)

11:00 ビッグ・キャット：華麗なるハン
ター

声：神谷浩史(二)

11:00 プレデター in パラダイス
「シーサイド･ファイト」
声：石川由依(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

09:00 サベージ・キングダム 3：戦乱
の幕開け「#4 戦争ゲーム」

声：諏訪部順一(二)

09:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「ヒムラーのオカルト古城」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 6
「子犬狂騒曲」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「トナカイと走ろう」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「奇跡の犬」

(字)

10:00 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」

(字)

900-930 09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「構ってちゃん！ ルリコンゴウイン

コを救え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ふらつき症候群！ ハリネズミを

救え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
2.5「ベジタリアン大トカゲ！ トゲオア

ガマを救え」(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
5「うきうきベビーカー! ヤギを救え」

(字)

09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
5「ピンチを救う友!? ミニブタを救え」

(字)

800-830

830-900 830-900

07:00 世界大自然紀行：アジアの秘
境「モンスーンと生きる」

声：徳井青空(二)

07:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「神の子」

(字)

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「謎の炎」

(二)

08:00 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)

08:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「暴風雨の中へ」

(二)

08:00 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)

700-730 07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「山腹衝突」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「生存の条件」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「降り注ぐ死」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「パイロットの勇気」

(二)

07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「整備不良」

(二)

600-630

630-700
06:30 アメリカ！社会科ケンガク

「人工衛星」(字)
630-700

600-630 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)

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)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「オオカミ王国」

(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「大麻の闇市場」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 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」(二)

05:00 スーパーカー大改造
「アストンマーティン・ヴァンテージ」

(二)

05:00 スーパーカー大改造
「レンジローバー・イヴォーク」

(二)

05:00 スーパーカー大改造
「ロールス・ロイス・シルバーシャドー」

(二)
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400-430 04:00 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)

04:00 ヒトラーの極秘米軍収容所
(字)

04:00 薬物に溺れたヒトラーの秘密
(二)

04:00 宇宙の奇石
「#3 防護」

(二)

04:00 宇宙の奇石
「#4 創始」

(二)

16:00 世界の巨大工場７
「テスラ・モデルS」

(二)

05:00 スーパーカー大改造
「ポルシェ・パナメーラ」

(二)

05:00 アメリカ大陸～大自然と野生
動物～「森林に暮らす」

(字)

05:00 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)

06:00 アメリカ！社会科ケンガク
「機内食」(字) 06:00 スーパーカー大改造

「日産・GT-R」
(二)

08:00 【中国を知る】
検証！中国の歴史ミステリー「伝説

の都市 上都の謎」(字)

08:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ヒョウ: 若き女王」

(字)

08:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「ドラッグ・妄想・終焉」

(二)

10:00 アフリカの大地に生まれて
「危険な遊び場」
声：花江夏樹(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「この猫、狂暴につき」

(二)

10:00 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)

12:00 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)

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ペットの主張! スカンクを救え」

(字)

12:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「捜査と押収」

(二)

13:00 ボンダイビーチ動物病院
「小さな命の闘い」(字)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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27:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「密輸トリックを見抜け」

(二)

27:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「アダム航空574便」

(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

06:00 仰天！メガマシン
「宇宙へいざなうメガマシン」

声：関智一(二)

14:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「大麻の闇市場」

(字)

14:00 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)

15:00 仰天！海の底まる見え検証
4「ヴェネツィア 失われた都市国家」

声：小野賢章(二)

15:00 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)

2700-2730 27:00 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)

27:00 海底に沈む第二次世界大戦
の真実
(字)

27:00 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」

(二)

27:00 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)

27:00 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)

26:00 バ科学8
「シャンパンタワーの法則」(二) 26:00 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)

26:00 衝撃の瞬間２
「メキシコ・グアダラハラの悲劇」

(二)

2600-2630

2630-2700
26:30 バ科学8

「腹筋ローラーの法則」(二)
2630-2700

25:00 仰天！海の底まる見え検証
「メキシコ湾に眠る遺物」

(二)

25:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「TAM航空402便」

(二)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間４
「モントセラト島の大噴火」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４
「テキサス石油工場爆発事故」

(二)

26:00 衝撃の瞬間４「スペースシャト
ル・チャレンジャー爆発事故」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「9.11」
(二)

2500-2530 25:00 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)

25:00 メーデー！１２：航空機事故
の真実と真相「フェデラルエクスプレス

８０便」(二)

25:00 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)

25:00 メーデー！９：航空機事故の
真実と真相「タカ航空110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)

24:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「古代都市ペトラの起源」

声：木村 昴(二)

24:00 新　衝撃の瞬間
「ミュンヘンオリンピック事件」(字)

2400-2430

2430-2500
24:30 新　衝撃の瞬間
「空母爆発事故」(字)

2430-2500

2400-2430 24:00 メーデー！１４：航空機事故
の真実と真相「自家用ジェットの悲

劇」(二)

24:00 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)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「離陸失敗」

(二)

24:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「国連チャーター機

DC-6」(二)

24:00 メーデー！１１：航空機事故
の真実と真相「クロスエア498便」

(二)

23:00 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)

23:00 検証：UFO事件の新事実
「家畜の変死と宇宙人」

(二)

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
発掘！マヤの失われた秘宝「古代

都市の謎」声：福山潤(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！番外編：惨劇の全貌 4

「危険な滑走路」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2300-2330 23:00 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)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「モーターサイクルクラブの実態」

(字)

23:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「バルジの戦い 進撃せよ」

(字)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「巨大豚を捕まえろ」

(二)

2200-2230 22:00 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 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ヘロインの餌食になった島」

声：大塚明夫(二)

22:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「超人的軍隊と危険薬物」

(二)

22:00 サベージ・キングダム 3：戦乱
の幕開け「#5 歩く亡霊」

声：諏訪部順一(二)

22:00 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)

21:00 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)

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「抵抗する容疑者たち」

(二)

21:00 アフリカ 野生の掟
「草原に生きる」

声：上坂すみれ(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

20:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ヘロインの餌食になった島」

声：大塚明夫(二)

20:00 神秘のアフリカ大陸
「ルワンダの野生動物」

声：三森すずこ(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「幻の美しきACアシーカ」

(二)

21:00 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)

21:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「嫉妬と確執」

(二)

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命」

(字)

2000-2030 20:00 世界の巨大工場７
「グンペルト・アポロ」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ペルー＆ブラジル

「密輸トリックを見抜け」(二)

20:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「核家族」

(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：アジアの秘境
「山の住民」声：徳井青空(二)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フェニックス・ジープ」

(二)

19:00 【中国を知る】
文化遺産を訪ねて

「見知らぬ場所」(字)

19:00 【新】ローン・スター動物病院
「元気をなくしたエミュー」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

19:00 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)

1900-1930 19:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「接着剤にご用心！」

(字)

19:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「謎のイボ」

(字)

19:00 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)

19:00 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)

18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「生死を分ける決断」

(二)

18:00 【新】大草原のアニマル・ドク
ター

「大切な家族」(字)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

18:00 名車対決！夢のスーパーカー
「至高のスポーツカー」

(二)

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

(二)

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

(二)

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

ク」(二)

18:00 名車対決！夢のスーパーカー
「天才デザイナーのロードカー」

(二)

17:00 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)

17:00 【あふれるどうぶつ愛！スゴ腕アニマ
ルドクター大集合】

【新】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)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車２「愛する祖父のVWキャンピン

グカー」(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「幻のジャガー･Eタイプ」

(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」

(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」

(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」(二)

16:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相「タンス航空204便」

(二)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1600-1630 16:00 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)

16:00 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)

16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「ラリー界の暴れ馬 メトロ

6R4」(二)

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

(二)

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

(二)
16:55 どうぶつの先輩「パンダ」声：福山潤(日)

15:00 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)

15:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「改造ビートル"ウィザード"に

魔法をかけろ」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

14:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「復活のロードスター」

(二)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1400-1430 14:00 発掘！マヤの失われた秘宝
「蛇王朝の謎」
声：福山潤(二)

14:00 検証：UFO事件の新事実
「三角形の飛行物体」

(二)

14:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「太平洋に浮かぶ石の古代都

市」声：木村 昴(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
「古代エジプトの謎」

(二)

1500-1530 15:00 コスモス:いくつもの世界
「地球の知的生命体を探して」

(字)

15:00 コスモス:いくつもの世界
「土星探査機カッシーニの犠牲」

(字)

15:00 コスモス:いくつもの世界
「正真正銘の魔法」

(字)

1300-1330

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院

「薬に潜む危険」(字)
1330-1400

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「エンジン落下」

(二)

13:00 レスキュー！海難救助隊２
「惨劇ゾーン」

(二)

13:00 レスキュー！海難救助隊２
「有毒物質の脅威」

(二)

13:00 レスキュー！海難救助隊２
「海岸線の危機」

(二)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「沈没船からの生還」

(字)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

11:00 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)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「ポルノとドラッグの闇」

声：大塚明夫(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青
空キッチン 2「南アフリカ：戦士たちの

バーベキュー」(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「帰国した妊婦の謎」

(二)

12:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「石炭火力発電所の解体」

(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ヒツジと格闘」

(二)

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「この猫、狂暴につき」

(二)

11:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「食べ過ぎに注意！」

(字)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「ペットの主張! スカンクを救え」

(字)

11:00 シーザーが説く！あなたと犬の
快適ライフ「上手なエネルギーの使い

方」声：堀内賢雄(二)

11:00 プレデター in パラダイス
「ジャングルのざわめき」

声：石川由依(二)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

09:00 サベージ・キングダム 3：戦乱
の幕開け「#5 歩く亡霊」

声：諏訪部順一(二)

09:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「超人的軍隊と危険薬物」

(二)

900-930

930-1000 930-1000

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 6
「うなるヤマアラシ」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「クジャクの鳴き声対決!」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「洗牛場で」

(字)

10:00 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」

(字)

900-930 09:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
5「いざ旅立ちの時！キンカジューを

救え」(字)

09:00 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)

09:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「接着剤にご用心！」

(字)

09:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「謎のイボ」

(字)

09:00 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)

800-830

830-900 830-900

07:00 世界大自然紀行：アジアの秘
境「山の住民」

声：徳井青空(二)

07:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「核家族」

(字)

700-730

730-800 730-800

800-830 08:00 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)

08:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「注意散漫」

(二)

08:00 メーデー！５：航空機事故の
真実と真相「無線沈黙」

(二)

08:00 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)

700-730 07:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 3「離陸失敗」

(二)

07:00 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」(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)

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)

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)

600-630

630-700 630-700

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)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「吸血コウモリの襲来」

(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「モーターサイクルクラブの実態」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 スーパーカー大改造
「ベントレー・ミュルザンヌ」

(二)

05:00 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)

05:00 スーパーカー大改造
「ジープ・ラングラー」

(二)

05:00 スーパーカー大改造
「シボレー・カマロ」

(二)
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400-430 04:00 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)

04:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「体の秘密」

(二)

04:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「異常な愛情」

(二)

04:00 宇宙の奇石
「#5 生存」

(二)

04:00 宇宙の奇石
「#6 移住」

(二)

16:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「ティムの悪知恵特集」

(二)

05:00 スーパーカー大改造
「日産・GT-R」

(二)

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「オリンピック国立公園」

(二)

05:00 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)

06:00 スーパーカー大改造
「アウディ・A8」

(二)

08:00 【中国を知る】
文化遺産を訪ねて

「未知への探求」(字)

08:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン: 寄り添う命」

(字)

08:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「嫉妬と確執」

(二)

10:00 アフリカの大地に生まれて
「狩りのレッスン」

声：花江夏樹(二)

10:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「巨大豚を捕まえろ」

(二)

10:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「バルジの戦い 進撃せよ」

(字)

12:00 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)

12:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「救世主 現る! フクロモモンガを救

え」(字)

12:00 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)

13:00 ボンダイビーチ動物病院
「犬のリフトアップ手術」(字) 13:00 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)

https://natgeotv.jp/tv/timetable/#pdf
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27:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「コカインに溺れて」

(二)

27:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「アメリカン･イーグル航空

4184便」(二)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

2700-2730 27:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「立ち込める暗雲」

(二)

27:00 黙示録：カラーで見る第一次
世界大戦「戦火の拡大」

(二)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
3「ヒトラーの要塞島」

(字)

27:00 ナチス・ドイツの巨大建造物
3「装甲部隊と急降下爆撃機」

(字)

27:00 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 バ科学8
「VRゲームの法則」(二) 26:00 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)

26:00 衝撃の瞬間２
「スペイン・航空機衝突事故」

(二)

2600-2630

2630-2700
26:30 バ科学8

「クモへの恐怖心の法則」(二)
2630-2700

25:00 仰天！海の底まる見え検証
「失われた軍艦」

(二)

25:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「牙をむく自然」

(字)

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間５
「真珠湾攻撃」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「アルプスでの衝突」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「パディントン駅の列車事故」

(二)

26:00 衝撃の瞬間５
「上空での大惨事」

(二)

2500-2530 25:00 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)

25:00 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 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)

25:00 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)

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)

24:00 【ディズニープラス ナショジオ プ
レミアム】

【新】マーキュリー・セブン
「シエラ・ホテル」(字)

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」声：木村 昴(二)

24:00 新　衝撃の瞬間
「ポトマック川墜落事故」(字)

2400-2430

2430-2500
24:30 新　衝撃の瞬間
「コメット墜落の謎」(字)

2430-2500

23:00 検証：UFO事件の新事実
「アリゾナUFO誘拐事件」

(二)

23:00 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)

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 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」(二)

24:00 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)

24:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「死の夜間飛行」

(二)

24:00 メーデー！１３：航空機事故
の真実と真相「アトランティック・エア

ウェイズ670便」(二)

2300-2330 23:00 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)

23:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「格安美容整形の闇」

(字)

23:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「コルマールを制圧せよ」

(字)

23:00 スゴ腕どうぶつドクター 総集
編２「にゃんこを救え!」

(二)

23:00 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)

22:00 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)

22:00 【土曜 ミステリーファイル】
解明！蛇の王と古代マヤの巨大都

市
声：早見沙織(二)

22:00 【日曜 大惨事検証ファイル】
メーデー！番外編：惨劇の全貌 4

「無謀な着陸」(二)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

21:00 密着！空港警察：南アメリカ
「逮捕と裏切り」

(二)

21:00 アフリカ 野生の掟
「渇きの大地 カラハリ」
声：上坂すみれ(二)

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 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)

22:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「オージーのアイス戦争」

声：大塚明夫(二)

22:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「美しき絵画の数奇な運命」

(二)

22:00 サベージ・キングダム 3：戦乱
の幕開け「#6 王座の一手」

声：諏訪部順一(二)

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「日本の名車、ダットサン

240Z」(二)

21:00 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)

21:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「ホロコースト」

(二)

21:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王」

(字)

21:00 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)

20:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車「フィアットの失策」

(二)

20:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「オージーのアイス戦争」

声：大塚明夫(二)

20:00 神秘のアフリカ大陸
「エチオピアの野生動物」

声：三森すずこ(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

19:00 【中国を知る】
文化遺産を訪ねて 2
「川沿いの生活」(字)

19:00 ローン・スター動物病院
「ウサギ119番」

(字)

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 20:00 世界の巨大工場７
「テスラ・モデルS」

(二)

20:00 【潜入！クリミナル・リポート】
密着！空港警察：ペルー＆ブラジル

「コカインに溺れて」(二)

20:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「ロケットマン」

(字)

20:00 【ワイルド ネイチャー】
世界大自然紀行：アジアの秘境

「ワイルドな生き物たち」
声：徳井青空(二)

1900-1930 19:00 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)

19:00 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)

19:00 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)

19:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「食べ過ぎに注意！」

(字)

19:00 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)

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

(二)

18:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「危険な滑走路」

(二)

18:00 大草原のアニマル・ドクター
「子犬たちの誕生」

(字)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

17:00 メーデー！１０：航空機事故
の真実と真相「大統領の死」

(二)

17:00 【集まれ！スゴ腕アニマルドクター】
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)

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「ベントレー･ベンテイガと対

決」(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」(二)

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

リーと対決」(二)

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

(二)

1700-1730 17:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車３「夫婦の絆 日産スカイライン」

(二)

17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

17:00 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)

16:00 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)

1600-1630

1630-1700 1630-1700

1600-1630 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)

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)
16:55 どうぶつの先輩「クジラ」声：石田彰(日)

15:00 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)

15:00 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)

15:00 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)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

14:00 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)

14:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証
4「アメリカ 西部開拓時代」

声：小野賢章(二)

15:00 コスモス:いくつもの世界
「2個の原子の物語」

(字)

15:00 コスモス:いくつもの世界
「おお無敵の王よ」

(字)

15:00 コスモス:いくつもの世界
「人新世の成熟期」

(字)

1400-1430 14:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「モーターサイクルクラブの実態」

(字)

14:00 発掘！マヤの失われた秘宝
「古代都市の謎」
声：福山潤(二)

14:00 検証：UFO事件の新事実
「家畜の変死と宇宙人」

(二)

14:00 仰天！世界の遺跡まる見え
検証「古代都市ペトラの起源」

声：木村 昴(二)

14:00 仰天！海の底まる見え検証
「メキシコ湾に眠る遺物」

(二)

1300-1330

1330-1400
13:30 ボンダイビーチ動物病院

「ハヤブサ一家」(字)
1330-1400

12:00 ローン・スター動物病院
「元気をなくしたエミュー」

(字)

12:00 密着！密輸阻止の現場：ＪＦ
Ｋ国際空港「一貫しない供述」

(二)

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「生死を分ける決断」

(二)

13:00 レスキュー！海難救助隊２
「座礁船救出プロジェクト」

(二)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「ブリティッシュ･エアツアー

ズ28便 」(二)

13:00 メーデー！７：航空機事故の
真実と真相「ノースウエスト航空255

便 」(二)

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青
空キッチン 2「ルイジアナ：香辛料が

決め手のケイジャン料理」(二)

12:00 密着！空港警察：ペルー＆
ブラジル「ハネムーン密輸」

(二)

12:00 潜入！超ド級マシンのリサイク
ル退職「巨大ホバークラフトの解体」

(二)

12:00 スゴ腕どうぶつドクター
「ヤギを救え」

(二)

12:00 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)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

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 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「コルマールを制圧せよ」

(字)

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「巨大豚を捕まえろ」

(二)

11:00 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)

11:00 Dr.K エキゾチック動物専門医
6「救世主 現る! フクロモモンガを救

え」(字)

11:00 シーザーが説く！あなたと犬の
快適ライフ「群れに欠かせない秩序」

声：堀内賢雄(二)

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 6
「オオカミなんて怖くない？」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「翼のあるトラ」

(字)

10:00 獣医ミシェルの日常 6
「子馬の再出発」

(字)

10:00 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」(字)

10:00 神秘のアフリカ大陸
「ルワンダの野生動物」

声：三森すずこ(二)

900-930

930-1000 930-1000

08:00 アフリカの獣達～壮絶な人生
2「ライオン：ンセフの王」

(字)

08:00 第二次世界大戦：ナチス敗
北の全貌「ホロコースト」

(二)

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 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)

09:00 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)

09:00 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)

09:00 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)

800-830 08:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「パンナム103便」

(二)

08:00 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)

08:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「サウジアラビア航空763

便」(二)

08:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「米空軍C-5Aギャラク

シー」(二)

08:00 【中国を知る】
文化遺産を訪ねて

「見知らぬ場所」(字)

700-730

730-800 730-800

06:00 仰天！メガマシン
「海のモンスター」
声：関智一(二)

06:00 スーパーカー大改造 2
「アウディ・R8 」

(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５「走り屋の夢 マツダRX-7」

(二)

06:00 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)

06:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車６「カルマンギアと妻の愛」

(二)

06:00 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)

06:00 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)

500-530

530-600 530-600

04:00 世界大自然紀行：北アメリカ
「ヘラジカの秘密」

(二)

04:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「格安美容整形の闇」

(字)

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 スーパーカー大改造
「アウディ・A8」

(二)

05:00 スーパーカー大改造 2
「アウディ・R8 」

(二)

05:00 スーパーカー大改造 2
「ル・マン マセラティ」

(二)

05:00 スーパーカー大改造 2
「ジャガー・ドラッグスター」

(二)
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400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「バルジの戦い 進撃せよ」

(字)

04:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「女性関係」

(二)

04:00 暴露！ヒトラーのセックスライフ
「独裁者の性と秘密」

(二)

04:00 宇宙の奇石
「#7 変化」

(二)

04:00 宇宙の奇石
「#8 生命」

(二)

16:00 特選！カー・SOS 思い出の
名車「愛車と感動の再会特集」

(二)

05:00 スーパーカー大改造 2
「ラグジュアリーなキャリアカー」

(二)

05:00 アメリカ～国立公園を巡る旅
「ヨセミテ国立公園」

(二)

05:00 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)

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 世界大自然紀行：アジアの秘
境「ワイルドな生き物たち」

声：徳井青空(二)

07:00 潜入！北朝鮮：3代の独裁
王朝「ロケットマン」

(字)

09:00 ボンダイビーチ・アニマルドク
ターズ「食べ過ぎに注意！」

(字)

09:00 サベージ・キングダム 3：戦乱
の幕開け「#6 王座の一手」

声：諏訪部順一(二)

09:00 ナチスに残る都市伝説の真
相「美しき絵画の数奇な運命」

(二)

11:00 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)

11:00 大草原のアニマル・ドクター
「大切な家族」

(字)

11:00 スクープ！ドラッグと欲望の世
界 5「恍惚とヒップホップ」

声：大塚明夫(二)

13:00 レスキュー！衝撃の救出映像
「上空からの救助」

(字)

13:00 ボンダイビーチ動物病院
「動物病院のアイドル」(字) 13:00 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)
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(ET) 月曜日 2022/10/31 火曜日 2022/11/01 水曜日 2022/11/02 木曜日 2022/11/03 金曜日 2022/11/04 土曜日 2022/11/05 日曜日 2022/11/06 (ET)

※最新の番組表はこちら

2500-2530

2530-2600 2530-2600

2600-2630 26:00 衝撃の瞬間５
「ボパールの化学工場事故」

(二)

2500-2530 25:00 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)

2700-2730

2730-2800 2730-2800

2700-2730 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」

(二)

2600-2630

2630-2700 2630-2700

2400-2430

2430-2500 2430-2500

2300-2330

2330-2400 2330-2400

2400-2430 24:00 メーデー！１４：航空機事故
の真実と真相「ボーイング747の衝突

事故」(二)

2300-2330 23:00 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)

2200-2230

2230-2300 2230-2300

2100-2130

2130-2200 2130-2200

2200-2230 22:00 密着！マドリード・バラハス空
港警察 2「運び屋は老紳士」

(二)

2100-2130 21:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車４「歴史を変えたBMW2002ター

ボ」(二)

2000-2030

2030-2100 2030-2100

1900-1930

1930-2000 1930-2000

2000-2030 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」

(二)

1900-1930 19:00 スゴ腕どうぶつドクター９
「ドクター・ポールおじいちゃんになる」

(二)

1800-1830

1830-1900 1830-1900

1700-1730

1730-1800 1730-1800

1800-1830 18:00 廃車復活！ジャンクヤード・
チャレンジ「メルセデスＸクラスと対決」

(二)

1700-1730 17:00 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)

1400-1430

1430-1500 1430-1500

1500-1530 15:00 仰天！海の底まる見え検証
4「ハリウッド 激動の時代」

声：小野賢章(二)

1400-1430 14:00 潜入！ブラックマーケットの実
態 2「格安美容整形の闇」

(字)

1630-1700

1600-1630 16:00 カー・SOS 蘇れ！思い出の
名車9「アイスクリームを売るベッド

フォード・HA」(二)

1500-1530

1530-1600 1530-1600

1600-1630

1630-1700

1300-1330

1330-1400 1330-1400

1200-1230

1230-1300 1230-1300

1300-1330 13:00 メーデー！番外編：惨劇の全
貌 4「危険な滑走路」

(二)

1200-1230 12:00 ゴードン・ラムゼイ：秘境の青
空キッチン 2「スマトラ島：郷土料理

ルンダンに挑戦」(二)

1100-1130

1130-1200 1130-1200

1000-1030

1030-1100 1030-1100

1100-1130 11:00 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)

1000-1030 10:00 獣医ミシェルの日常 6
「深夜の闘い」

(字)

930-1000 930-1000

800-830

830-900 830-900

900-930 09:00 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)

800-830 08:00 メーデー！６：航空機事故の
真実と真相「チュニインター1153便」

(二)

NATIONAL GEOGRAPHIC 番組表 10月

400-430 04:00 窮地のヒトラー：進撃の連合
軍 2「コルマールを制圧せよ」

(字)

500-530

530-600 530-600

400-430

430-500 430-500

500-530 05:00 スーパーカー大改造 2
「マクラーレン・P1」

(二)

700-730

730-800 730-800

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)

600-630 06:00 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)

900-930
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