
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
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19:00 19:00
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20:30 20:30
20:53 ★Beyond Future: リサイクルで作る夢の燃料(日)

21:00
★クラシックカー・コレクション: 元祖マイ

クロカー(二)
21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 ★明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

密着！世界の巨大船: 運搬

船ハッピー・スター(字)

ザ・遭難サバイバル: ラオス

(字)

Discovery MOTOR アワー

★CAR FIX: EFIの秘密(二) ☆世界のモノ作り: スケボーウィール ほか

(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

☆ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ S6:

Ep.17 追い込み(新)(二)

★ヒトラー完全ガイド: イメージ

戦略の秘密(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.1 メガ

造船所(二)

大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ

ケット発射(二)

Discovery Channel

2018年05月編成表

THE ISLAND S2 男子禁

制: Ep.4 執念の狩り(字)

ザ・遭難サバイバル: ブルガリア

(字)

スゴ腕！RC模型ビルダー S2:

軍用ジェット機(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: アンフィカー(二)

戦場の真実: ベトナム・フエ攻

防戦(二)

★戦場の真実: ベトナム・ケサ

ンの戦い(二)

インフォマーシャル(日)

エドの冒険・サバイバルSP

★秘境ハンター: シベリア 森の

中の巨大クレーター(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.12 仲

間の反乱(二)

モーガン・フリーマンが語る宇宙

S7: Ep.8(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: シボレー・カ

マロ（第6世代）(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: BMW Z1(二)

★オーバーホール 改造車の世

界: プリムス・バラクーダ(二)

★戦場の真実: ミッドウェー海

戦(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発

生(二)

★怪事件ファイル S2: ボスニ

アの巨大ピラミッド(字)

★バミューダ・トライアングルの謎

に迫る(二)

★CAR FIX: フェラーリ F355 F1ス

パイダー(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ロータス・エラン

(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ボンド・バグ(二)

ミリタリー・モーターズ S3: ジェッ

トエンジン搭載 BTR-50(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: BMW Z1(二)

オーバーホール 改造車の世

界: プリムス・バラクーダ(二)

戦場の真実: ミッドウェー海戦

(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ボンド・バグ(二)

★CAR FIX: EFIの秘密(二)

★CAR FIX: フェラーリ F355 F1ス

パイダー(二)

★スゴ腕！RC模型ビルダー:

トラクター／サイドローダー(二)

★密着！世界の巨大船: 豪

華客船クァンタム・オブ・ザ・シー

ズ(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: フォード・サンダー

バード(二)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車

レース(二)

★インフォマーシャル(日)

★秘境ハンター: シベリア 森の

中の巨大クレーター(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ S6: Ep.13

悪循環(二)

★ザ・遭難サバイバル: モンゴ

ル(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ポルシェ・パ

ナメーラ(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ダラック・タイプ

L(二)

★オーバーホール 改造車の世

界: マーキュリー・クーガー(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超

巨大(字)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.12(二)

秘境ハンター: シベリア 森の中

の巨大クレーター(字)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛

が観客席に(二)

★アラスカ・メガマシン: フェリー

／風力タービンほか(二)

DISCO presents

テクノロジーアワー

★密着！世界の巨大船: 運搬船

ハッピー・スター(字)

☆ザ・遭難サバイバル: ラオス

(新)(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ダラック・タイプ

L(二)

オーバーホール 改造車の世

界: マーキュリー・クーガー(二)

潜入・これが米軍だ！: 超巨

大(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.17 追

い込み(二)

密着！世界の巨大船: 運搬

船ハッピー・スター(字)

★アラスカ・メガマシン: 巨大ダ

ム／CH-47チヌークほか(二)

★ヒトラーの帝国: 終焉への道

(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ジャガー・XJ-

C(二)

★戦場の真実: カンダハルの

戦い(二)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機

離陸訓練(二)

インフォマーシャル(日)

★秘境ハンター: エチオピア 砂

漠の幾何学模様(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ S6: Ep.14

一大投資(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.17 追

い込み(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: プジョー

RCZ R(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: リンカーン・コンチ

ネンタル(二)

★オーバーホール 改造車の世

界: シボレー・ベルエア(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超

汚い(字)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.13(二)

秘境ハンター: エチオピア 砂漠

の幾何学模様(字)

★大惨事の瞬間: Ep.1 パイロット

脱出(二)

★ファスト＆ラウド: 続・1934

年式フォード・クーペ(字)

☆ファスト＆ラウド: 75年式

ダットサン280Z(新)(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ S6: Ep.16

暗雲(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: リンカーン・コンチ

ネンタル(二)

オーバーホール 改造車の世

界: シボレー・ベルエア(二)

潜入・これが米軍だ！: 超汚

い(字)

ヒトラー完全ガイド: イメージ戦

略の秘密(二)

ファスト＆ラウド: 75年式ダット

サン280Z(字)

☆エクストリーム・ボディ S5:

Ep.1(新)(字)

★THE ISLAND S2 男子禁

制: Ep.2 迷走(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: アウディ・TT(二)

★戦場の真実: バグダッド侵

攻(二)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最

大級ハリケーン(二)

インフォマーシャル(日)

★秘境ハンター: アマゾン 密

林の青い湖(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ S6: Ep.15

熾烈な戦い(二)

ヒトラー完全ガイド: イメージ戦

略の秘密(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: アリエル・ア

トム3S(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: 名場面SP(二)

★オーバーホール 改造車の世

界: マスタングとジョニー・デップ

(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超

危険(字)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.14(二)

秘境ハンター: アマゾン 密林の

青い湖(字)

★大惨事の瞬間: Ep.2 橋崩壊

(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: 鉄

道模型用線路(二)

★スゴ腕！RC模型ビルダー

S2: トラクター／オフロードト

ラック(二)

★解明・地下世界ミステリー:

歴史に埋もれた共同墓地(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: 名場面SP(二)

オーバーホール 改造車の世

界: マスタングとジョニー・デップ

(二)

潜入・これが米軍だ！: 超危

険(字)

スゴ腕！RC模型ビルダー S2:

トラクター／オフロードトラック

(二)

夢のおもちゃプロジェクト: 鉄道

模型用線路(二)

解明・地下世界ミステリー: 歴

史に埋もれた共同墓地(二)

★モーガン・フリーマンが語る宇

宙 S7: Ep.8(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: VWタイプ2スプ

リットスクリーン(二)

★戦場の真実: レイテ沖海戦

(二)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水

の爪痕(二)

☆おあそびマスターズ:

Ep.14(新)(日)

★秘境ハンター: ザンビア 奇妙

な黒点模様(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.16 暗

雲(二)

アラスカ・メガマシン: フェリー／

風力タービンほか(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: アウディ

S8(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ポンティアック

GTO(二)

★オーバーホール 改造車の世

界: シボレー・エルカミーノ(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超

きつい(字)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.15(二)

秘境ハンター: ザンビア 奇妙な

黒点模様(字)

★大惨事の瞬間: Ep.3 ステルス墜

落(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S14:

Ep.13 風力タービン(新)(字)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション: 弾

痕付きポルシェ356(新)(二)

21:55 ★カスタム・マスター:

フォード・チューダー(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 火山(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ポンティアック

GTO(二)

オーバーホール 改造車の世

界: シボレー・エルカミーノ(二)

潜入・これが米軍だ！: 超きつ

い(字)

クラシックカー・コレクション: 元祖マイ

クロカー(二)

クラシックカー・コレクション: 弾痕付き

ポルシェ356(二)

モーガン・フリーマンが語る宇宙

S7: Ep.8(二)

解明・宇宙の仕組み: 火山

(二)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球

大会で(二)

インフォマーシャル(日)

アラスカ・メガマシン: 巨大ダム

／CH-47チヌークほか(二)

ファスト＆ラウド: 続・1934年

式フォード・クーペ(字)

ファスト＆ラウド: 75年式ダット

サン280Z(字)

クラシックカー・コレクション: 元祖マイ

クロカー(二)

クラシックカー・コレクション: 弾痕付き

ポルシェ356(二)

カスタム・マスター: フォード・

チューダー(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

ザ・海洋メガビルダー: Ep.1 メガ造船

所(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.4 ロケット事

故(二)

ヒトラー完全ガイド: イメージ戦

略の秘密(二)

解明・地下世界ミステリー: 歴

史に埋もれた共同墓地(二)

ザ・遭難サバイバル: ラオス

(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.17 追

い込み(二)

★密着！世界の巨大船: 海洋掘

削装置インターセプター(字)

19:55 ☆ミリタリー・モーター

ズ S4: アントノフ再び

(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: 1964年式フォー

ド・ランチェロ(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: 1965年式ダッジ

A100(二)

三菱電機 presents

ワールドテックアワー

☆解剖！メガマシン S2: 巨大輸

送機(新)(二)

アラスカ・メガマシン: フェリー／

風力タービンほか(二)

★オーストラリア鉄道24時

S2: 新車両テスト(二)

★オーストラリア鉄道24時

S2: 眠らない列車(二)

★オーストラリア鉄道24時

S2: 新米運転士の試練(二)

解剖！メガマシン S2: 巨大輸

送機(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.1 メ

ガ造船所(二)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン

スキー大会(二)

インフォマーシャル(日)

★THE ISLAND S2 男子禁

制: Ep.5 残るか去るか(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ロータス・エラン

(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ボンド・バグ(二)

CAR FIX: EFIの秘密(二)

CAR FIX: フェラーリ F355 F1スパ

イダー(二)

★スゴ腕！RC模型ビルダー:

ヘリコプター(二)

ミリタリー・モーターズ S4: アン

トノフ再び(二)

★解剖！メガマシン S2: 空飛

ぶ船(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.5 ガス会社

の爆発火災(二)

★アラスカ鉄道24時: 雪崩と

の格闘(二)

★アラスカ鉄道24時: 危険な

氷(二)

スゴ腕！RC模型ビルダー: トラ

クター／サイドローダー(二)

★アラスカ鉄道24時: 巨大除

雪車(二)

夢のおもちゃプロジェクト: 鉄道

模型用線路(二)

スゴ腕！RC模型ビルダー S2:

トラクター／オフロードトラック

(二)

★解明・宇宙の仕組み: 海の

誕生(二)

ザ・遭難サバイバル: ラオス

(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇宙 S6: 私た

ちの中のエイリアン(二)

★NASA超常ファイル: 謎の光

の群れ(二)

解明・地下世界ミステリー: 歴

史に埋もれた共同墓地(二)

ヒトラー完全ガイド: イメージ戦

略の秘密(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30
20:53 ★Beyond Future: 科学で美しい水を(日)

21:00
クラシックカー・コレクション: 弾痕付きポ

ルシェ356(二)
21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

密着！世界の巨大船: エキ

ノックス号(字)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア

(字)

Discovery MOTOR アワー

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★CAR FIX: 1970年式ビュイック・

スカイラーク パート1(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.18 凍てつく

大地(新)(二)

★ヒトラー完全ガイド: 「救世

主」の誕生(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.2 巨大

船体(二)

☆世界のモノ作り: 寄木張 ほか(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発

生(二)

Discovery Channel

2018年05月編成表

THE ISLAND S2 男子禁

制: Ep.5 残るか去るか(字)

ザ・遭難サバイバル: モンゴル

(字)

★愛という名の凶器: 無鉄砲

な情事(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: BMW Z1(二)

★戦場の真実: ミッドウェー海

戦(二)

潜入・これが米軍だ！: 超巨

大(字)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:

メキシコ-峡谷(字)

★バミューダ・トライアングルの謎

に迫る(二)

解明・宇宙の仕組み: 火山

(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ウルティマ・

エボリューション(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: フォードF-1(二)

★オーバーホール 改造車の世

界: ポンティアック・トランザム

(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:

ヘリコプター揚陸艦「オーシャン」

(二)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.16(二)

サバイバル・男気クッキング: メ

キシコ-峡谷(字)

★大惨事の瞬間: Ep.6 タンカー火

災(二)

★CAR FIX: 1970年式ビュイック・

スカイラーク パート2(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ランドローバー・

ディフェンダー(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ボルボ

P1800(二)

ミリタリー・モーターズ S4: アン

トノフ再び(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: フォードF-1(二)

オーバーホール 改造車の世

界: ポンティアック・トランザム

(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ヘリ

コプター揚陸艦「オーシャン」

(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ボルボ

P1800(二)

CAR FIX: 1970年式ビュイック・ス

カイラーク パート1(二)

CAR FIX: 1970年式ビュイック・ス

カイラーク パート2(二)

★解剖！メガマシン S2: スー

パー・バイク(二)

密着！世界の巨大船: 海洋

掘削装置インターセプター(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ダラック・タイプ

L(二)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が

観客席に(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:

ブルガリア-山脈(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.12(二)

ザ・遭難サバイバル: ラオス

(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: フェラーリ・

カリフォルニアT(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: MGA(二)

★オーバーホール 改造車の世

界: 「ローン・サバイバー」のため

のマスタング(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー: フ

リゲート「サザランド」(二)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.7(二)

サバイバル・男気クッキング: ブ

ルガリア-山脈(字)

★大惨事の瞬間: Ep.7 戦闘機空

中衝突(二)

★アラスカ・メガマシン: タグボー

ト／砕氷マシンほか(二)

DISCO presents

テクノロジーアワー

★密着！世界の巨大船: エキノック

ス号(字)

☆ザ・遭難サバイバル: ボリビ

ア(新)(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: MGA(二)

オーバーホール 改造車の世

界: 「ローン・サバイバー」のため

のマスタング(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: フリ

ゲート「サザランド」(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.18 凍

てつく大地(二)

★調整用カラーバー(日)

アラスカ・メガマシン: フェリー／

風力タービンほか(二)

ヒトラー完全ガイド: イメージ戦

略の秘密(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: リンカーン・コンチ

ネンタル(二)

潜入・これが米軍だ！: 超汚

い(字)

大惨事の瞬間: Ep.1 パイロット脱

出(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:

ボルネオ-湿地(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.13(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.18 凍

てつく大地(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ジャガー

XF(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ:

BMW2002tii(二)

★ファスト＆ラウド: ポルシェ

996 パート1(字)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:

砕氷型巡視船「プロテクター」

(二)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.8(二)

サバイバル・男気クッキング: ボ

ルネオ-湿地(字)

★大惨事の瞬間: Ep.8 カーレース

事故(二)

ファスト＆ラウド: 75年式ダット

サン280Z(字)

☆ファスト＆ラウド: 続・75年

式ダットサン280Z(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.17 追

い込み(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ:

BMW2002tii(二)

ファスト＆ラウド: ポルシェ996

パート1(字)

潜入！ロイヤル・ネイビー: 砕

氷型巡視船「プロテクター」

(二)

★ヒトラー完全ガイド: 「救世

主」の誕生(二)

ファスト＆ラウド: 続・75年式

ダットサン280Z(字)

☆エクストリーム・ボディ S5:

Ep.2(新)(字)

★THE ISLAND S2 男子禁

制: Ep.3 子ブタ発見(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: 名場面SP(二)

潜入・これが米軍だ！: 超危

険(字)

大惨事の瞬間: Ep.2 橋崩壊(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:

メキシコ-雲霧林(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.14(二)

ヒトラー完全ガイド: 「救世主」

の誕生(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: BMW

M6(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: AMCペーサー

(二)

★ファスト＆ラウド: ポルシェ

996 パート2(字)

★潜入！ロイヤル・ネイビー: エ

リザベス女王の訪問(二)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.9(二)

サバイバル・男気クッキング: メ

キシコ-雲霧林(字)

★大惨事の瞬間: Ep.9 火山噴火

(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: 即

入居可？レゴ製ハウス(二)

★スゴ腕！RC模型ビルダー

S2: 歴史に残る飛行機(二)

★解明・地下世界ミステリー:

恐竜の引っかき傷(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: AMCペーサー

(二)

ファスト＆ラウド: ポルシェ996

パート2(字)

潜入！ロイヤル・ネイビー: エリ

ザベス女王の訪問(二)

スゴ腕！RC模型ビルダー S2:

歴史に残る飛行機(二)

夢のおもちゃプロジェクト: 即入

居可？レゴ製ハウス(二)

解明・地下世界ミステリー: 恐

竜の引っかき傷(二)

モーガン・フリーマンが語る宇宙

S6: 私たちの中のエイリアン

(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ポンティアック

GTO(二)

潜入・これが米軍だ！: 超きつ

い(字)

大惨事の瞬間: Ep.3 ステルス墜落

(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:

フィンランド-北極圏(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.15(二)

アラスカ・メガマシン: タグボート

／砕氷マシンほか(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ロールス・ロ

イス ドーン(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: 日産フェアレディZ

の海外モデル(二)

★ファスト＆ラウド: シボレー

3100 ピックアップトラック パー

ト(字)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:

ドック型輸送揚陸艦「アルビオ

ン」(二)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.10(二)

サバイバル・男気クッキング: フィ

ンランド-北極圏(字)

★大惨事の瞬間: Ep.10 花火工

場爆発(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S14:

Ep.14 歯科ドリル(新)(字)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション: 「レ

インマン」のロードマスター(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター S2:

1959年式ビュイック・インヴィクタ

(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: メガストー

ム(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: 日産フェアレディZ

の海外モデル(二)

ファスト＆ラウド: シボレー

3100 ピックアップトラック パー

ト(字)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ドッ

ク型輸送揚陸艦「アルビオン」

(二)

カスタム・マスター S2: 1959

年式ビュイック・インヴィクタ(二)

モーガン・フリーマンが語る宇宙

S6: 私たちの中のエイリアン

(二)

解明・宇宙の仕組み: メガス

トーム(二)

大惨事の瞬間: Ep.4 ロケット事故

(二)

インフォマーシャル(日)

アラスカ・メガマシン: フェリー／

風力タービンほか(二)

ファスト＆ラウド: 75年式ダット

サン280Z(字)

ファスト＆ラウド: 続・75年式

ダットサン280Z(字)

クラシックカー・コレクション: 弾痕付き

ポルシェ356(二)

クラシックカー・コレクション: 「レインマ

ン」のロードマスター(二)

カスタム・マスター S2: 1959

年式ビュイック・インヴィクタ(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

ザ・海洋メガビルダー: Ep.2 巨大船体

(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.11 戦車！

市街地暴走(二)

ヒトラー完全ガイド: 「救世主」

の誕生(二)

解明・地下世界ミステリー: 恐

竜の引っかき傷(二)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア

(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.18 凍

てつく大地(二)

密着！世界の巨大船: 運搬

船ハッピー・スター(字)

19:55 ☆ミリタリー・モーター

ズ S4: ＧＭＣバンデューラ

(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: 1965年式オース

チン・ヒーレー(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: 新コンビ舞台裏

(二)

三菱電機 presents

ワールドテックアワー

☆解剖！メガマシン S2: ジェット

コースター(新)(二)

アラスカ・メガマシン: タグボート

／砕氷マシンほか(二)

★オーストラリア鉄道24時

S2: サイクロンの爪痕(二)

★オーストラリア鉄道24時

S2: オーバーホール(二)

★ワールド・トップ5: 鉄道(二)

解剖！メガマシン S2: ジェット

コースター(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.2 巨

大船体(二)

大惨事の瞬間: Ep.5 ガス会社の

爆発火災(二)

インフォマーシャル(日)

★THE ISLAND S2 男子禁

制: Ep.6 リーダー選び(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ランドローバー・

ディフェンダー(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ボルボ

P1800(二)

CAR FIX: 1970年式ビュイック・ス

カイラーク パート1(二)

CAR FIX: 1970年式ビュイック・ス

カイラーク パート2(二)

ミリタリー・モーターズ S4: ＧＭ

Ｃバンデューラ(二)

解剖！メガマシン S2: 巨大輸

送機(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.12 墜落

5000ｍ(二)

★アラスカ鉄道24時: 交通事

故発生(二)

★アラスカ鉄道24時: 巨大な

つらら(二)

★アラスカ鉄道24時: 春の到

来(二)

夢のおもちゃプロジェクト: 即入

居可？レゴ製ハウス(二)

スゴ腕！RC模型ビルダー S2:

歴史に残る飛行機(二)

スゴ腕！RC模型ビルダー S2:

トラクター／オフロードトラック

(二)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア

(字)

解明・宇宙の仕組み: 火山

(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇宙 S6:

「マトリックス」的世界(二)

★NASA超常ファイル: X字型

の天体(二)

解明・地下世界ミステリー: 恐

竜の引っかき傷(二)

ヒトラー完全ガイド: 「救世主」

の誕生(二)

スゴ腕！RC模型ビルダー: トラ

クター／サイドローダー(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30
20:53 ★Beyond Future: 下町ガレージから世界へ(日)

21:00
クラシックカー・コレクション: 「レインマン」

のロードマスター(二)
21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

密着！世界の巨大船: 探検

船フラム(字)

ザ・遭難サバイバル: パナマ

(字)

Discovery MOTOR アワー

★CAR FIX: BMW M3/BMW

335i(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.19 祖父の

眼(新)(二)

★ヒトラー完全ガイド: 人種差

別への道(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.3 避難

訓練(二)

☆世界のモノ作り: 木製腕時計 ほか

(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

大惨事の瞬間: Ep.6 タンカー火災

(二)

Discovery Channel

2018年05月編成表

THE ISLAND S2 男子禁

制: Ep.6 リーダー選び(字)

ザ・遭難サバイバル: ラオス

(字)

★怪しい伝説: ダクトテープ再

び(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: フォードF-1(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ヘリ

コプター揚陸艦「オーシャン」

(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: フリ

ゲート「サザランド」(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:

マレーシア-島(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.16(二)

解明・宇宙の仕組み: メガス

トーム(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ダッジ・バイパー(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: フォルクスワーゲ

ン・タイプ181(二)

★ファスト＆ラウド: シボレー

3100 ピックアップトラック パー

ト2(字)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:

ドック型輸送揚陸艦「ブルワー

ク」(二)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.11(二)

サバイバル・男気クッキング: マ

レーシア-島(字)

★大惨事の瞬間: Ep.13 高速道

路の大クラッシュ(二)

★CAR FIX: シェルビー・

GT500(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: スバル・インプレッ

サWRX(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー

ラーズ: ジャガー・Ｅタイプ(二)

ミリタリー・モーターズ S4: ＧＭ

Ｃバンデューラ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: フォルクスワーゲン・タイプ

181(二)

ファスト＆ラウド: シボレー3100 ピッ

クアップトラック パート2(字)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ドッ

ク型輸送揚陸艦「ブルワーク」

(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ジャガー・Ｅタイプ

(二)

CAR FIX: BMW M3/BMW

335i(二)

CAR FIX: シェルビー・GT500(二)

★解剖！メガマシン S2: 救難

ヘリ(二)

密着！世界の巨大船: 運搬

船ハッピー・スター(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: MGA(二)

大惨事の瞬間: Ep.7 戦闘機空中

衝突(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1: Ep.1

ロッキー山脈(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.7(二)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア

(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: リンカーン・コンチネン

タル(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: デソート・ファイア

ドーム(二)

★ファスト＆ラウド: パンテーラ

大改造 パート1(字)

★ザ・特殊部隊: ネイビーシー

ルズ(字)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.1(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.1

ロッキー山脈(字)

★大惨事の瞬間: Ep.14 ボーダー

90ｍ滑落(二)

★アラスカ・メガマシン: 巨大ブ

イ／掘削機ほか(二)

DISCO presents

テクノロジーアワー

★密着！世界の巨大船: 探検船フ

ラム(字)

☆ザ・遭難サバイバル: パナマ

(新)(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: デソート・ファイアドーム(二)

ファスト＆ラウド: パンテーラ大

改造 パート1(字)

ザ・特殊部隊: ネイビーシール

ズ(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.19 祖

父の眼(二)

密着！世界の巨大船: 探検

船フラム(字)

アラスカ・メガマシン: タグボート

／砕氷マシンほか(二)

ヒトラー完全ガイド: 「救世主」

の誕生(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ:

BMW2002tii(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: 砕

氷型巡視船「プロテクター」

(二)

大惨事の瞬間: Ep.8 カーレース事

故(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1: Ep.2

アルプス(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.8(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.19 祖

父の眼(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1400馬力 スープラ

(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ベスト・オブ・

USA(二)

★ファスト＆ラウド: パンテーラ

大改造 パート2(字)

★ザ・特殊部隊: 米陸軍レン

ジャー(字)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.2(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.2 ア

ルプス(字)

★大惨事の瞬間: Ep.15 インドで

ビル倒壊(二)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第3位 前編

(字)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第3位 後編

(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.18 凍

てつく大地(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: ベスト・オブ・USA(二)

ファスト＆ラウド: パンテーラ大

改造 パート2(字)

ザ・特殊部隊: 米陸軍レン

ジャー(字)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第3位 前編

(字)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第3位 後編

(字)

☆エクストリーム・ボディ S5:

Ep.3(新)(字)

★THE ISLAND S2 男子禁

制: Ep.4 執念の狩り(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: AMCペーサー

(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: エリ

ザベス女王の訪問(二)

大惨事の瞬間: Ep.9 火山噴火

(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1: Ep.3

ジャングル(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.9(二)

★ヒトラー完全ガイド: 人種差

別への道(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: グランドナショナル(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ローバー

P5B(二)

★ファスト＆ラウド: バレットジャ

クソンと1955年式シボレー

パート1(字)

★ザ・特殊部隊: 民間軍事会

社(字)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.3(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.3

ジャングル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.16 宙吊りの

窓拭きゴンドラ(二)

★ベーリング海の一攫千金-新

人編-(二)

★ベーリング海の一攫千金 番

外編: 甲板クルー特集(字)

☆解明・地下世界ミステリー

S2: ナチスの金塊(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: ローバーP5B(二)

ファスト＆ラウド: バレットジャクソンと

1955年式シボレー パート1(字)

ザ・特殊部隊: 民間軍事会社

(字)

ベーリング海の一攫千金-新人

編-(二)

ベーリング海の一攫千金 番外

編: 甲板クルー特集(字)

解明・地下世界ミステリー S2:

ナチスの金塊(二)

モーガン・フリーマンが語る宇宙

S6: 「マトリックス」的世界(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: 日産フェアレディZ

の海外モデル(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ドッ

ク型輸送揚陸艦「アルビオン」

(二)

大惨事の瞬間: Ep.10 花火工場

爆発(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1: Ep.4

砂漠(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.10(二)

アラスカ・メガマシン: 巨大ブイ

／掘削機ほか(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ベンツ300D(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: フィアット・パンダ

4x4(二)

★ファスト＆ラウド: バレットジャ

クソンと1955年式シボレー

パート2(字)

★ザ・特殊部隊: デルタフォー

ス(字)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.4(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.4

砂漠(字)

★大惨事の瞬間: Ep.17 巨大雪

崩(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S14:

Ep.15 パラモーター(新)(字)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション: 61

年式ジュリエッタ・スパイダー(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター S2:

1970年式マスタング(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 太陽系外

惑星(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: フィアット・パンダ4x4(二)

ファスト＆ラウド: バレットジャクソンと

1955年式シボレー パート2(字)

ザ・特殊部隊: デルタフォース

(字)

カスタム・マスター S2: 1970

年式マスタング(二)

モーガン・フリーマンが語る宇宙

S6: 「マトリックス」的世界(二)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系

外惑星(二)

大惨事の瞬間: Ep.11 戦車！市

街地暴走(二)

インフォマーシャル(日)

アラスカ・メガマシン: タグボート

／砕氷マシンほか(二)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第3位 前編

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第3位 後編

クラシックカー・コレクション: 「レインマ

ン」のロードマスター(二)

クラシックカー・コレクション: 61年式

ジュリエッタ・スパイダー(二)

カスタム・マスター S2: 1970

年式マスタング(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

ザ・海洋メガビルダー: Ep.3 避難訓練

(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.18 タンク

ローリー事故(二)

ヒトラー完全ガイド: 人種差別

への道(二)

解明・地下世界ミステリー S2:

ナチスの金塊(二)

ザ・遭難サバイバル: パナマ

(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.19 祖

父の眼(二)

密着！世界の巨大船: エキ

ノックス号(字)

19:55 ☆ミリタリー・モーター

ズ S4: ミヒャエルの試験

(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: ポルシェ924 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:

ポルシェ924 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:

サーブ900ターボ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:

サーブ900ターボ 後編(二)

三菱電機 presents

ワールドテックアワー

☆解剖！メガマシン S2: 砕氷船ル

イサンローラン(新)(二)

アラスカ・メガマシン: 巨大ブイ

／掘削機ほか(二)

アラスカ鉄道24時: 雪崩との

格闘(二)

アラスカ鉄道24時: 危険な氷

(二)

アラスカ鉄道24時: 巨大除雪

車(二)

解剖！メガマシン S2: 砕氷船

ルイサンローラン(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.3 避

難訓練(二)

大惨事の瞬間: Ep.12 墜落5000

ｍ(二)

インフォマーシャル(日)

★THE ISLAND S2 男子禁

制: 挑戦の舞台裏(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: スバル・インプレッ

サWRX(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ジャガー・Ｅタイプ

(二)

CAR FIX: BMW M3/BMW

335i(二)

ヒトラー完全ガイド: 人種差別

への道(二)

ベーリング海の一攫千金-新人

編-(二)

CAR FIX: シェルビー・GT500(二)

ミリタリー・モーターズ S4: ミヒャ

エルの試験(二)

解剖！メガマシン S2: ジェット

コースター(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.19 航空母

艦上の着陸事故(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: クマ

襲撃(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 魔

の山岳地帯(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 衝

突への秒読み(二)

ベーリング海の一攫千金-新人

編-(二)

ベーリング海の一攫千金 番外

編: 甲板クルー特集(字)

ベーリング海の一攫千金 番外

編: 甲板クルー特集(字)

ザ・遭難サバイバル: パナマ

(字)

解明・宇宙の仕組み: メガス

トーム(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇宙 S6:

偏見との闘い(二)

★NASA超常ファイル: 太陽に

開いた穴(二)

解明・地下世界ミステリー S2:

ナチスの金塊(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

5/21 5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30
20:53 ★Beyond Future: 世界へ！日本のロボット(日)

21:00
クラシックカー・コレクション: 61年式ジュ

リエッタ・スパイダー(二)
21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

驚異の鉄道～不可能への挑

戦～: 都市と鉄道(二)

デジタル・サバイバル: 密林の

呪い(字)

Discovery MOTOR アワー

★CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー

(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6 特別編: パーカー

成長記(新)(二)

★ヒトラー完全ガイド: 勝利の

陰で(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.4 スー

パー・タグボート(二)

☆世界のモノ作り: かご細工 ほか

(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

大惨事の瞬間: Ep.13 高速道路

の大クラッシュ(二)

Discovery Channel

2018年05月編成表

THE ISLAND S2 男子禁

制: 挑戦の舞台裏(字)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア

(字)

NASA超常ファイル: 太陽に開

いた穴(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: フォルクスワーゲン・タイプ

181(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ドッ

ク型輸送揚陸艦「ブルワーク」

(二)

ザ・特殊部隊: ネイビーシール

ズ(字)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1: Ep.5

ネバダ山脈(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.11(二)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系

外惑星(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: カマロ50年史(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー

ラーズ: アルファロメオ・アルファスッド

(二)

★ファスト＆ラウド: ハーレーダ

ビッドソンWLA(字)

★ザ・特殊部隊: フォース・リー

コン(字)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.5(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.5 ネ

バダ山脈(字)

★大惨事の瞬間: Ep.20 新型機・

離陸失敗(二)

★CAR FIX: フォード・ライトニング

(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ミニ・モーク(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: レンジローバー

P38(二)

ミリタリー・モーターズ S4: ミヒャ

エルの試験(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: アルファロメオ・アルファスッド(二)

ファスト＆ラウド: ハーレーダビッ

ドソンWLA(字)

ザ・特殊部隊: フォース・リーコ

ン(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: レンジローバーP38(二)

CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー

(二)

CAR FIX: フォード・ライトニング

(二)

★解剖！メガマシン S2: ホ

バークラフト(二)

★密着！世界の巨大船: 軍

艦 ペートー・ヴィルモエス(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: デソート・ファイアドーム(二)

大惨事の瞬間: Ep.14 ボーダー90

ｍ滑落(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1: Ep.6

アラスカ(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.1(二)

ザ・遭難サバイバル: パナマ

(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: フェラーリF430(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー

ラーズ: ケータハム・セブン(二)

★ファスト＆ラウド: 四駆のシボ

レー・カマロ(字)

★ザ・特殊部隊: CIA特殊活

動部(字)

インフォマーシャル(日)

★密着！RC模型ビルダー:

Ep.6(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.6 ア

ラスカ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.21 バルーン

制御不能(二)

★アラスカ・メガマシン: 空飛ぶ

ICU／鉄道連絡船ほか(二)

DISCO presents

テクノロジーアワー

☆驚異の鉄道～不可能への挑戦

～: 都市と鉄道(新)(二)

★デジタル・サバイバル: 密林

の呪い(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: ケータハム・セブン(二)

ファスト＆ラウド: 四駆のシボ

レー・カマロ(字)

ザ・特殊部隊: CIA特殊活動

部(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の一攫

千金～ S6 特別編: パーカー成長

記(二)

調整用カラーバー(日)

調整用カラーバー(日)

ヒトラー完全ガイド: 人種差別

への道(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: ベスト・オブ・USA(二)

ザ・特殊部隊: 米陸軍レン

ジャー(字)

大惨事の瞬間: Ep.15 インドでビル

倒壊(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1: Ep.7

ハワイの火山(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.2(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6 特別編:

パーカー成長記(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: バーンナウト仕様(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー

ラーズ: フォード・エスコート

RS2000(二)

★ファスト＆ラウド: 1980年式

シボレー・エルカミーノ パート

1(字)

★ザ・特殊部隊: 国務省外交

保安局(字)

インフォマーシャル(日)

★スゴ腕！RC模型ビルダー

S3: グライダー(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.7 ハ

ワイの火山(字)

★大惨事の瞬間: Ep.22 フリーウェ

イ崩落(二)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第2位 前編

(字)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第2位 後編

(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6: Ep.19 祖

父の眼(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: フォード・エスコート

RS2000(二)

ファスト＆ラウド: 1980年式シ

ボレー・エルカミーノ パート

1(字)

ザ・特殊部隊: 国務省外交保

安局(字)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第2位 前編

(字)

TOP3カウントダウンSP:ファスト

＆ラウド: 第2位 後編(字)

☆エクストリーム・ボディ S5:

Ep.4(新)(字)

THE ISLAND S2 男子禁

制: Ep.5 残るか去るか(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: ローバーP5B(二)

ザ・特殊部隊: 民間軍事会社

(字)

大惨事の瞬間: Ep.16 宙吊りの窓

拭きゴンドラ(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1: Ep.8

太平洋(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.3(二)

★ヒトラー完全ガイド: 勝利の

陰で(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: マスタング・エコブース

ト(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー

ラーズ: メッサーシュミット

KR200(二)

★ファスト＆ラウド: 1980年式

シボレー・エルカミーノ パート

2(字)

★ザ・特殊部隊: 世界の精鋭

部隊(字)

インフォマーシャル(日)

★スゴ腕！RC模型ビルダー

S3: ヘリコプター(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.8

太平洋(字)

★大惨事の瞬間: Ep.23 逃走す

る大型トラック(二)

★ベーリング海の一攫千金 番

外編: 九死に一生特集(字)

★ベーリング海の一攫千金 番

外編: 気の荒い男特集(字)

☆解明・地下世界ミステリー

S2: ソロモンの財宝(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: メッサーシュミットKR200(二)

ファスト＆ラウド: 1980年式シ

ボレー・エルカミーノ パート

2(字)

ザ・特殊部隊: 世界の精鋭部

隊(字)

ベーリング海の一攫千金 番外

編: 九死に一生特集(字)

ベーリング海の一攫千金 番外

編: 気の荒い男特集(字)

解明・地下世界ミステリー S2:

ソロモンの財宝(二)

モーガン・フリーマンが語る宇宙

S6: 偏見との闘い(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: フィアット・パンダ4x4(二)

ザ・特殊部隊: デルタフォース

(字)

大惨事の瞬間: Ep.17 巨大雪崩

(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1: Ep.9

サバンナ(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.4(二)

驚異の鉄道～不可能への挑

戦～: 都市と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 第三世代マスタング

(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー

ラーズ: シトロエンHYバン(二)

★ファスト＆ラウド: フォルクス

ワーゲン・ビートル(字)

★戦争秘話: バルジの戦いと

米軍工兵部隊(二)

インフォマーシャル(日)

★スゴ腕！RC模型ビルダー:

単発プロペラ機(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.9 サ

バンナ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.24 ダグラス

DC７衝突テスト(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S14:

Ep.16 シャフトドライブ自転車(新)(字)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション: シェ

ルビーマスタングGT350(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター S2:

1932年式ロードスター(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: メガフレア

(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: シトロエンHYバン(二)

ファスト＆ラウド: フォルクスワー

ゲン・ビートル(字)

戦争秘話: バルジの戦いと米

軍工兵部隊(二)

カスタム・マスター S2: 1932

年式ロードスター(二)

モーガン・フリーマンが語る宇宙

S6: 偏見との闘い(二)

解明・宇宙の仕組み: メガフレ

ア(二)

大惨事の瞬間: Ep.18 タンクロー

リー事故(二)

インフォマーシャル(日)

アラスカ・メガマシン: 巨大ブイ

／掘削機ほか(二)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第2位 前編

(字)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第2位 後編

(字)

クラシックカー・コレクション: 61年式

ジュリエッタ・スパイダー(二)

クラシックカー・コレクション: シェルビー

マスタングGT350(二)

カスタム・マスター S2: 1932

年式ロードスター(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

ザ・海洋メガビルダー: Ep.4 スーパー・

タグボート(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.25 液化ガス

タンク爆発(二)

ヒトラー完全ガイド: 勝利の陰

で(二)

解明・地下世界ミステリー S2:

ソロモンの財宝(二)

デジタル・サバイバル: 密林の

呪い(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の一攫

千金～ S6 特別編: パーカー成長

記(二)

密着！世界の巨大船: 探検

船フラム(字)

19:55 ☆ミリタリー・モーター

ズ S4: 水陸両用飛行艇

(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: VW初代ゴルフGTI 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:

VW初代ゴルフGTI 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:

初代ミニ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:

初代ミニ 後編(二)

三菱電機 presents

ワールドテックアワー

☆解剖！メガマシン S2: ロードトレ

イン(新)(二)

驚異の鉄道～不可能への挑

戦～: 都市と鉄道(二)

アラスカ鉄道24時: 交通事故

発生(二)

アラスカ鉄道24時: 巨大なつ

らら(二)

アラスカ鉄道24時: 春の到来

(二)

解剖！メガマシン S2: ロードト

レイン(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.4

スーパー・タグボート(二)

大惨事の瞬間: Ep.19 航空母艦

上の着陸事故(二)

インフォマーシャル(日)

★THE ISLAND S4: Ep.1

最悪の始まり(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ミニ・モーク(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: レンジローバー

P38(二)

CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー

(二)

ヒトラー完全ガイド: 勝利の陰

で(二)

ベーリング海の一攫千金 番外

編: 九死に一生特集(字)

CAR FIX: フォード・ライトニング

(二)

ミリタリー・モーターズ S4: 水陸

両用飛行艇(二)

解剖！メガマシン S2: 砕氷船

ルイサンローラン(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.26 花火から

400軒の大火災(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 雪

崩頻発地帯(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 吹

雪の爪痕(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 凍っ

た線路(二)

ベーリング海の一攫千金 番外

編: 九死に一生特集(字)

ベーリング海の一攫千金 番外

編: 気の荒い男特集(字)

ベーリング海の一攫千金 番外

編: 気の荒い男特集(字)

デジタル・サバイバル: 密林の

呪い(字)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系

外惑星(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇宙

S6: なぜ人は嘘をつくのか？(二)

★NASA超常ファイル: 小惑

星のUFO墜落現場(二)

解明・地下世界ミステリー S2:

ソロモンの財宝(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

5/28 5/29 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.5 進水

(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

Discovery Channel

2018年05月編成表

THE ISLAND S4: Ep.1 最

悪の始まり(字)

ザ・遭難サバイバル: パナマ

(字)

NASA超常ファイル: 小惑星の

UFO墜落現場(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: アルファロメオ・ア

ルファスッド(二)

ザ・特殊部隊: フォース・リーコ

ン(字)

ザ・特殊部隊: CIA特殊活動

部(字)

大惨事の瞬間: Ep.20 新型機・離

陸失敗(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1:

Ep.10 大湿地帯(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.5(二)

解明・宇宙の仕組み: メガフレ

ア(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: レース仕様カマロ

Z28(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: フォルクスワーゲ

ン・コラードVR6(二)

★ファスト＆ラウド: 思い出の

マーキュリー・コメット(字)

★戦争秘話: タラワの戦いと米

海兵隊(二)

インフォマーシャル(日)

★スゴ腕！RC模型ビルダー:

レッカー車／破砕処理車(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.10

大湿地帯(字)

★大惨事の瞬間: Ep.27 ソユーズ

ロケット大爆発(字)

★CAR FIX: カマロZ28(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー

ラーズ: フロッグアイ・スプライト(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: サーブ・9-3(二)

★CAR FIX: 1981年式デロリアン

(二)

ミリタリー・モーターズ S4: 水陸

両用飛行艇(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: フォルクスワーゲン・コラード

VR6(二)

ファスト＆ラウド: 思い出のマー

キュリー・コメット(字)

戦争秘話: タラワの戦いと米海

兵隊(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: サーブ・9-3(二)

CAR FIX: 1981年式デロリアン

(二)

CAR FIX: カマロZ28(二)

解剖！メガマシン S2: 空飛ぶ

船(二)

密着！世界の巨大船: 探検

船フラム(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ケータハム・セブン

(二)

大惨事の瞬間: Ep.21 バルーン制

御不能(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1:

Ep.11 アンデス山脈(字)

密着！RC模型ビルダー:

Ep.6(二)

デジタル・サバイバル: 密林の

呪い(字)

インフォマーシャル(日)

DISCO presents

テクノロジーアワー

☆驚異の鉄道～不可能への挑戦

～: 大自然と鉄道(新)(二)

★CAR FIX: AMAレーサーのバイク

(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ホンダ

S2000(二)

★ファスト＆ラウド: さらばアーロ

ン／レース対決 パート1(字)

★戦争秘話: ベトナム戦争 フ

エの米海兵隊(二)

インフォマーシャル(日)

★スゴ腕！RC模型ビルダー:

魚雷艇／消防艇(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: ノーブル M12 GTO(二)

放送休止

放送休止

ヒトラー完全ガイド: 勝利の陰

で(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: フォード・エスコー

ト RS2000(二)

ザ・特殊部隊: 国務省外交保

安局(字)

大惨事の瞬間: Ep.22 フリーウェイ

崩落(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: ホンダS2000(二)

ファスト＆ラウド: さらばアーロン

／レース対決 パート1(字)

放送休止

放送休止

サバイバルゲーム S1: Ep.11

アンデス山脈(字)

★大惨事の瞬間: Ep.28 住宅街

の大規模地滑り(字)

★アラスカ・メガマシン: レーダーシス

テム／水上機ほか(二)

★デジタル・サバイバル: 無人

島生活(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6 特別編: 密着！

トニーの素顔(新)(二)

★ファスト＆ラウド: レース対決

パート2(字)

★戦争秘話: 朝鮮戦争 長津

湖の伝説の中隊(二)

インフォマーシャル(日)

★スゴ腕！RC模型ビルダー:

装軌車両(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.12

オーストラリア(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 幻のAMG Eクラス

(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.29 全米最

悪ガス管爆発事故(字)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第1位 前編

(字)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第1位 後編

(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6 特別編:

パーカー成長記(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S1:

Ep.12 オーストラリア(字)

スゴ腕！RC模型ビルダー S3:

グライダー(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ S6 特別編: 密

着！トニーの素顔(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ノーブル M12

GTO(二)

ファスト＆ラウド: レース対決

パート2(字)

戦争秘話: 朝鮮戦争 長津湖

の伝説の中隊(二)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第1位 前編

(字)

TOP3カウントダウンSP:

ファスト＆ラウド: 第1位 後編

(字)

☆エクストリーム・ボディ S5:

Ep.5(新)(字)

THE ISLAND S2 男子禁

制: Ep.6 リーダー選び(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: メッサーシュミット

KR200(二)

ザ・特殊部隊: 世界の精鋭部

隊(字)

大惨事の瞬間: Ep.23 逃走する

大型トラック(二)

★ヒトラー完全ガイド: 挫折と

堕落(二)

インフォマーシャル(日)

スゴ腕！RC模型ビルダー: ヘリ

コプター(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.13

メキシコ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.30 洪水で

家が流される(字)

★サバイバルゲーム S1:

Ep.13メキシコ(字)

スゴ腕！RC模型ビルダー S3:

ヘリコプター(二)

ヒトラー完全ガイド: 挫折と堕

落(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ヘミ載せ替え1(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ: ベスト・オブ・

UK(二)

ベーリング海の一攫千金 S11:

総集編（2時間）(字)

★ベーリング海の一攫千金

S11: 総集編（2時間）(字)

☆解明・地下世界ミステリー

S2: ニコラ・テスラの秘密

(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ: ベスト・オブ・UK(二)

ファスト＆ラウド: 旅立ち(字)

戦争秘話: 沖縄戦 シュガー

ローフの戦い(二)

★ファスト＆ラウド: 旅立ち

(字)

★戦争秘話: 沖縄戦 シュ

ガーローフの戦い(二)


