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27:55 放送休止

★激動 日本の半世紀:
1904-1936年(二)

潜入!世界の巨大建造
物: 巨大コンテナ船(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: 死と栄
光のコロッセオ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘
機飛行テスト(二)
インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム: 名場
面集(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン15: Ep.14 読売新聞の配達(字)

インフォマーシャル(日)

★名車再生!ドリームカー
大作戦: ポルシェ・カイエンへ
の道(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: おんぼろブロン
コの変身(新)(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: 世界一危険な
ミニバイク(新)(字)

★好奇心の扉: 太陽の秘
密とは?(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間:
Ep.56/NASAロケット発射(二)

★マスター・オブ・アームズ
シーズン1: グレネードラン
チャー(二)

★ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズ
ン10: Ep.7 大鉱脈(二)

★THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター 特別編:
闘いの始まり(二)

★起業チャレンジ!覆面ビリ
オネア: Ep.2 限界を超えろ
(二)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守る
達人技～: 過酷な現実(新)(字)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守る達人
技～: サバイバルグルメ(新)(字)

★ファスト＆ラウド シーズン6
特別編: トム・スミスSP(字)

★世界のハイエンドSUV: ア
ルファロメオ・ステルヴィオ(二)

★CAR FIX シーズン7: シェル
ビーGT500 (字)

★マスター・オブ・アームズ
シーズン1: ジャンヌ・ダルク
の剣(二)

★CAR FIX シーズン7: カマロ
IROCコンバーチブル(字)

★大解剖!世界歴史建築
ミステリー シーズン1: 死と栄
光のコロッセオ(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽
ビル崩壊(二)

★カナダ鉄道24時: ロッ
キー山脈・冬の嵐(二)

★ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編: Ep.4
消えた船の行方(字)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン8: NASA有人火
星探査(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 宇宙の
謎解き(二)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層
ビル火災(二)
インフォマーシャル(日)

★サバイバルTOP 5 ～命を守る
達人技～: 危機一髪(字)
★サバイバルTOP 5 ～命を守る
達人技～: 達人の極意(字)
★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン15: Ep.13 車の環境試験(字)

インフォマーシャル(日)

MotorTrend
★名車再生!ドリームカー大作
戦: デロリアンへの道(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
6: 1969年式カマロ(字)

★戦火の軍用機大全: 海
軍の航空機(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★マスター・オブ・アームズ
シーズン1: カトラス付きピス
トル(二)

★激動 日本の半世紀:
1937-1945年(二)

★アダムの怪しい実験: アイ
アンマンスーツ(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.2 限界を超えろ
(二)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.15 ひ
び割れた氷(字)

★不可思議体験の告白:
氷点下の奇跡(二)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.10 オカバン
ゴ湿地(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨
大竜巻(二)

★戦火の軍用機大全: 海
軍の航空機(二)

21:55 ★ミリタリー・モー
ターズ シーズン3: 寄せ集め
ハマー(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: NASA有人火星探査
(新)(二)
名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: スバ
ル・インプレッサWRX(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
「ナイトライダー」の車 パート
2(字)

戦争秘話: ラマディの戦いと
米陸軍の戦略(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フィアッ
ト・パンダ4x4(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: アルファ
ロメオ・アルファスッド(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆潜入!世界の巨大建造物:
巨大コンテナ船(新)(字)

★火星探査 生命の痕跡を
求めて(字)

★エイリアン大解剖:
Ep.2(字)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: ヘリコプター(二)

★解剖!メガマシン シーズ
ン3: 最強ヘリ:K-MAX
K1200(字)

カナダ鉄道24時: ロッキー
山脈・冬の嵐(二)

★マスター・オブ・アームズ
シーズン1: ロングライフル
(二)

☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン6:
Ep.15 ひび割れた氷
(新)(字)
☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター 特別
編: 闘いの始まり(新)(二)

★起業チャレンジ!覆面ビリ
オネア: Ep.2 限界を超えろ
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボ
ルボP1800(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
「ナイトライダー」の車 パート
1(字)

戦争秘話: 沖縄戦 シュ
ガーローフの戦い(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.15 ひ
び割れた氷(字)

徹底解明・ビンラディン追跡
の真相(字)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: 装軌車両(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
ケータハム・セブン(字)
★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: スバル・
インプレッサWRX(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: 「ナイトライダー」の車
パート2(字)

★戦争秘話: ラマディの戦
いと米陸軍の戦略(二)

インフォマーシャル(日)

☆ファスト＆ラウド シーズ
ン6 特別編: トム・スミス
SP(新)(字)

★アダムの怪しい実験: アイ
アンマンスーツ(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン7: ランドロー
バー・ディフェンダー(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
ダッジ・チャレンジャーR/T
2(字)

戦争秘話: 朝鮮戦争 ⾧
津湖の伝説の中隊(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.7 大鉱脈(二)

エイリアン大解剖:
Ep.1(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズ
ン8: ヒルクライム(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7:
BMW840(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
シボレーC10パート2(字)

大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着
陸失敗(二)
インフォマーシャル(日)

機密事件ミステリー: ブッチ・
キャシディの秘密(字)

戦火の軍用機大全: ジェッ
トエンジン(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
パガーニ・ウアイラ(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
7: ボルボP1800(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: 「ナイトライダー」の車
パート1(字)

★戦争秘話: 沖縄戦 シュ
ガーローフの戦い(二)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白:
イルカの本能(二)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.9 南アフリカ
の野生動物(字)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アク
ロバット飛行(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボン
ド・バグ(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
ダッジ・チャレンジャーR/T
1(字)

戦争秘話: ベトナム戦争 フ
エの米海兵隊(二)

カナダ鉄道24時: ロッキー
山脈・冬の嵐(二)

↑

放送休止

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン
8: シェルビーマスタング
GT350(二)名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7:
VWタイプ2パネルバン(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
シボレーC10パート1(字)

大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭き
ゴンドラ(二)
インフォマーシャル(日)

機密事件ミステリー: ダッチ・
シュルツの財宝(字)

夢を叶える発明ショー: 犬の
しつけロボット(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
アルファロメオ4C(字)
★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ランド
ローバー・ディフェンダー(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: ダッジ・チャレンジャーR/T
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)

★不可思議体験の告白:
コカイン漬けのミイラ(二)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.8 タイのジャ
ングル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ス
トームチェイス(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1969年式カマロ(字)

☆名車再生!ドリームカー
大作戦: ポルシェ・カイエン
への道(新)(二)

★世界のハイエンドSUV: ア
ルファロメオ・ステルヴィオ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ロー
タス・エラン(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
ピンクのキャデラック 2(字)

戦争秘話: タラワの戦いと
米海兵隊(二)

名車再生!ドリームカー大
作戦: デロリアンへの道(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン7: フォード・シエ
ラ・コスワース(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
クールなインパラ(字)

大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ
操縦訓練(二)
インフォマーシャル(日)

機密事件ミステリー: ブラッ
ク・ダリア事件(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: 兵馬俑
の怪(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズ
ン8: 父のフォード・モデルA(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
7: ボンド・バグ(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: ダッジ・チャレンジャーR/T
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)

★不可思議体験の告白:
幽霊船(二)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.7 南太平
洋の無人島(字)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリ
ケーン中継(二)

★カナダ鉄道24時: ロッ
キー山脈・冬の嵐(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆解剖!メガマシン シーズン3:
EVスーパーカー:マヒンドラ
M6(新)(字)

★発明家テスラ:謎の死と
殺人光線: 死の真相(二)
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エクストリーム・サバイバル: 水の
事故(字)
エクストリーム・サバイバル: 自然
の猛威(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編: Ep.3
グリーンホーンの育て方(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン
8: 「レインマン」のロードマスター
(二)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ポルシェ・カイエンへの
道(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: 装軌車両(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン8:
61年式ジュリエッタ・スパイダー(二)

ファスト＆ラウド シーズン6
特別編: トム・スミスSP(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ジェ
ンセン・インターセプター(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
フォルクスワーゲン・マイクロバ
ス(字)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)
インフォマーシャル(日)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター 特別編: 闘
いの始まり(二)

発明家テスラ:謎の死と殺
人光線: 死の真相(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズ
ン8: マッスルカー(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: トラ
イアンフ・スタッグ(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
ピンクのキャデラック 1(字)

大惨事の瞬間: Ep.46/スー
パーバイク(二)
インフォマーシャル(日)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン8: 小惑星の脅威
(二)

★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: ヘリコプター(二)

☆大解剖!世界歴史建築
ミステリー シーズン1: 死と
栄光のコロッセオ(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.7 大鉱脈(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編: Ep.4 消
えた船の行方(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★戦火の軍用機大全:
ジェットエンジン(二)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.10 オカバンゴ湿地
(字)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.9 南アフリカの野生
動物(字)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.8 タイのジャングル
(字)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.7 南太平洋の無人
島(字)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.6 凍てつく大平原
(字)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 小惑星の脅威(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シー
ズン8: ホットウィール(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
7: ロータス・エラン(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: ピンクのキャデラック
2(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)

★不可思議体験の告白:
奇跡の生還(二)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.6 凍てつく
大平原(字)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデ
オ大会で(二)

☆CAR FIX シーズン7: カマロ
IROCコンバーチブル(新)(字)

名車再生!ドリームカー大
作戦: デロリアンへの道(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9

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
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: マツダMX-5 前編(二)

14:30 14:30

15:00 日曜宇宙シアター拡大SP 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
☆CAR FIX シーズン7: 1948年式
カマロ プロツーリング(新)(字)

20:30 20:30

21:00 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 ミリタリーSP 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

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: SEMAに向け
て(新)(字)

火星探査 生命の痕跡を求
めて(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻
発生(二)

★NASA宇宙開発・栄光の
軌跡: アポロ月着陸船(二)

★NASA宇宙開発・栄光の
軌跡: スペースシャトル(二)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン2: 超大質量ブラックホー
ル(二)

カナダ鉄道24時: 山岳地
帯の試練(二)

潜入!世界の巨大建造
物: ブレンナーベーストンネ
ル(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: 砂漠に
消えた古代都市(字)

大惨事の瞬間: Ep.56/NASA
ロケット発射(二)
インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム:モ
ディ・インド首相SP(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン15: Ep.16 日本そば(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ドリームカー獲得の近
道(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: エルカミーノ復
活(新)(字)

名車再生!ドリームカー大作戦:
ポルシェ・カイエンへの道(二)

★NASA宇宙開発・栄光の
軌跡: サターンV(二)

アダムの怪しい実験: パン
ジャンドラム(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.3 敢然と困難に
挑め(二)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン2: 究極の恒星(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: NASA有人火星探査
(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.3 敢然と困難に
挑め(二)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: 悪天候(新)(字)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守る達人
技～: 達人の発想力(新)(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ケータハム・セブン(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォー
ド・エスコート RS2000(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆潜入!世界の巨大建造物:
ブレンナーベーストンネル
(新)(字)

マスター・オブ・アームズ シー
ズン1: グレネードランチャー
(二)

マスター・オブ・アームズ シー
ズン1: カトラス付きピストル
(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 超光速
(二)

☆地球叙事詩 宇宙からの
調べ: 前編 地球誕生～哺
乳類の繁栄(新)(字)

★月へ!米ソ開発競争の
舞台裏: マーキュリー計画
(字)

★解剖!メガマシン シーズ
ン3: EVスーパーカー:マヒ
ンドラM6(字)

激動 日本の半世紀:
1937-1945年(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: トラクター／サイ
ドローダー(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: エイリアンの痕跡(二)

アダムの怪しい実験: パン
ジャンドラム(二)

大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
ル崩壊(二)
インフォマーシャル(日)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 過酷な現実(字)
サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: サバイバルグルメ(字)
★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン15: Ep.15 越前和紙(字)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6
特別編: ファン投票(字)

世界のハイエンドSUV: フォ
ルクスワーゲン・アトラス(二)

CAR FIX シーズン7: 1948年
式カマロ プロツーリング(字)
CAR FIX シーズン7: ホットロッ
ドパワーツアー(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: 砂漠に
消えた古代都市(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アル
ペンスキー大会(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: 砂漠の難破船(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編: Ep.5
再生コーネリア・マリー(字)

クルマSP:日本の名車

ファスト＆ラウド シーズン6
特別編: トム・スミスSP(字)

☆ファスト＆ラウド シーズ
ン6 特別編: ファン投票
(新)(字)

★アダムの怪しい実験: パン
ジャンドラム(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.16 命
の限り(字)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター 特別編: 過
酷な旅(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: 砂漠の難破船(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
ケータハム・セブン(字)
★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: スバル・
インプレッサWRX(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: 「ナイトライダー」の車
パート2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨
大竜巻(二)
☆おあそびマスターズ:
Ep.41(新)(日)

★不可思議体験の告白:
氷点下の奇跡(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: 寄せ集めハマー(二)

★デジタル・サバイバル: 無
限の湿地帯(字)

名車再生!あの車は今: マ
ツダMX-5(二)

JDM!日本車カスタム in
US: ダットサン510／1989
年式日産パオ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
ブルーライトSP(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.8 最後の砦(二)

ファスト＆ラウド シーズン6
特別編: ファン投票(字)

エイリアン大解剖:
Ep.2(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
パガーニ・ウアイラ(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
7: ボルボP1800(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: 「ナイトライダー」の車
パート1(字)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アク
ロバット飛行(二)
インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白:
イルカの本能(二)

戦火の軍用機大全: 海軍
の航空機(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
ルクラLC470(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: 1985
年式マツダRX-7(二)

★JDM!日本車カスタム
in US: 日産スカイライン
GT-X GT-R仕様(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン1: 売春宿(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
11: マツダRX-7(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: シボ
レー・コルベットC7（第7世代）(字)

ファスト＆ラウド シーズン6
特別編: トム・スミスSP(字)
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サバイバルゲーム: 名場面
集(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編: Ep.4
消えた船の行方(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シー
ズン8: ホットウィール(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
7: ロータス・エラン(二)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ドリームカー獲得の近
道(二)

★ミリタリー・モーターズ シー
ズン3: 寄せ集めハマー(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズ
ン8: 父のフォード・モデルA(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: ピンクのキャデラック
2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデ
オ大会で(二)
インフォマーシャル(日)

解剖!メガマシン シーズン
3: トランスポーター 移動台
車(字)

火星探査 生命の痕跡を求
めて(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
アルファロメオ4C(字)
★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: 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 シーズン
7: ボンド・バグ(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: ダッジ・チャレンジャーR/T
1(字)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリ
ケーン中継(二)
インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: ト
ヨタMR2 ターボ(二)

JDM!日本車カスタム in
US: ダットサン240Z／トヨ
タ・レビン(二)

カナダ鉄道24時: 山岳地
帯の試練(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マ
ツダRX-7(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 前編(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式マツダRX-7(二)

JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
GT-R仕様(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ホ
ンダ・シビックCVCC(二)

オーバーホール 改造車の世
界 シーズン3: 1995年式
ホンダ・シビック(二)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ポルシェ・カイエンへの
道(二)

アダムの怪しい実験: アイア
ンマンスーツ(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
ジネッタG40(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1982
年式トヨタ・スープラ(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ホンダS2000(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 後編(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: ダッジ・チャレンジャーR/T
2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ス
トームチェイス(二)
インフォマーシャル(日)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: マツダMX-5 後編(二)

★デジタル・サバイバル: 無
人島生活(字)

★デジタル・サバイバル: 密
林の呪い(字)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.12 荒涼たる森林
(字)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.11 アパラチア山脈
(字)

★不可思議体験の告白:
奇跡の生還(二)

★不可思議体験の告白:
幽霊船(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: 死と栄
光のコロッセオ(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
モーガン・スリーホイラー(字)

★不可思議体験の告白:
コカイン漬けのミイラ(二)

★世界のハイエンドSUV:
フォルクスワーゲン・アトラス
(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1994
年式三菱GTO(二)

★JDM!日本車カスタム
in US: 日産スカイライン
GT-X ブルーライトSP(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1982年式
トヨタ・スープラ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ホ
ンダS2000(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.8 最後の砦(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: NASA有人火星探査
(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
ブガッティ・ヴェイロン(字)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.12 荒涼た
る森林(字)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘
機離陸訓練(二)

★カナダ鉄道24時: 山岳
地帯の試練(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆解剖!メガマシン シーズン3:
トランスポーター 移動台車
(新)(字)
☆歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: 砂漠の難破
船(新)(字)

21:55 ★ミリタリー・モー
ターズ シーズン3: ジェットエ
ンジン搭載 BTR-50(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: エイリアンの痕跡
(新)(二)

★名車再生!あの車は今:
マツダMX-5(二)

★JDM!日本車カスタム
in US: ダットサン510／
1989年式日産パオ(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン1: 地下壕(二)

デジタル・サバイバル: 無限
の湿地帯(字)

★戦火の軍用機大全: 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 シーズン13: ホンダ・
シビックCVCC(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン3: 1995年
式ホンダ・シビック(二)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白:
新大陸の発見者(二)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.11 アパラチ
ア山脈(字)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級
車レース(二)

☆CAR FIX シーズン7: ホット
ロッドパワーツアー(新)(字)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ポルシェ・カイエンへの
道(二)

☆名車再生!ドリームカー
大作戦: ドリームカー獲得
の近道(新)(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
15: トヨタMR2 ターボ(二)

★JDM!日本車カスタム
in US: ダットサン240Z／
トヨタ・レビン(二)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白:
マインドコントロール(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 後編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 後編(二)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター 特別編: 過
酷な旅(二)

★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: トラクター／サイ
ドローダー(二)

☆大解剖!世界歴史建築ミス
テリー シーズン1: 砂漠に消え
た古代都市(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.8 最後の砦(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編: Ep.5 再
生コーネリア・マリー(新)(字)

デジタル・サバイバル: 無人
島生活(字)

☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン6:
Ep.16 命の限り(新)(字)

☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター 特別
編: 過酷な旅(新)(二)

★起業チャレンジ!覆面ビリ
オネア: Ep.3 敢然と困難に
挑め(二)

★深層解明Xファイル シー
ズン1: フリーメイソン(二)

デジタル・サバイバル: 密林
の呪い(字)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米
最大級ハリケーン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪
水の爪痕(二)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気
球大会で(二)

戦火の軍用機大全: 海軍
の航空機(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/10 8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16

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
★クラシックカー・コレクション シーズン8: ダッ
トサン280Z（日産フェアレディZ）(二)

14:30 14:30

15:00 日曜宇宙シアター拡大SP 15:00

15:30 15:30

16:00 クルマSP:スーパーカー 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
☆CAR FIX シーズン7: フォー
ド427エンジン(新)(字)

20:30 20:30

21:00 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

☆地球叙事詩 宇宙からの
調べ: 後編 人類の時代
(新)(字)

★月へ!米ソ開発競争の
舞台裏: ジェミニ計画／ア
ポロ計画(字)

NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: スペースシャトル(二)

潜入!世界の巨大建造
物: トッテナム・スタジアム
(字)

アラスカ・メガマシン: 巨大ダ
ム／CH-47チヌークほか
(二)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)
インフォマーシャル(日)

★サメvsベア・グリルス(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.18 風船(字)
インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1988年式
ジープ・グランドワゴニア(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: エクスカ―ジョ
ン探し(新)(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: ディーゼル式
ボート(新)(字)

地球叙事詩 宇宙からの調
べ: 前編 地球誕生～哺乳
類の繁栄(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タン
カー火災(二)

★NASA宇宙開発・栄光の
軌跡: ハッブル宇宙望遠鏡
(二)

★NASA宇宙開発・栄光の
軌跡: 火星探査計画(二)

解剖!メガマシン シーズン
3: トランスポーター 移動台
車(字)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: 砂漠の難破船(字)

アダムの怪しい実験: マッド
マックス風の車(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.4 砂上の楼閣
(二)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン2: ビッグバンへの旅(二)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン2: 木星の秘密(二)

世界のハイエンドSUV: ポル
シェ・カイエン(二)

CAR FIX シーズン7: フォード
427エンジン(字)
CAR FIX シーズン7: 1966年
式ポンティアックGTO(字)

アラスカ・メガマシン: 巨大ダ
ム／CH-47チヌークほか
(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)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.1 ベーリン
グ海の冷戦(字)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: エイリアンの痕跡(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 永遠の
命(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.4 砂上の楼閣
(二)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守る達人
技～: 失敗から成功へ(新)(字)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守る達人
技～: ベスト・オブ・TOP 5(新)(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: メッ
サーシュミットKR200(二)

★NASA宇宙開発・栄光の
軌跡: 宇宙ステーション(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 星が消える時(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン2: 超光速
(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)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 悪天候(字)
サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 達人の発想力(字)
★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン15: Ep.17 真珠養殖(字)

インフォマーシャル(日)

シフティング・ギア: 新たなる
挑戦(字)

★SUPERCAR: ランボル
ギーニ・ウラカン(二)

★SUPERCAR: フォード・
マスタング(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン2: アメリカのナチス(二)

サバイバル・男気クッキング:
ブルガリア-山脈(字)

NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: サターンV(二)

NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: アポロ月着陸船(二)

21:55 ☆ミリタリー・モー
ターズ シーズン6: 1946
年式ビュイック(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 星が消える時(新)(二)

SUPERCAR: ランボルギー
ニ・ウラカン(二)

SUPERCAR: フォード・マス
タング(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: シトロエンHYバン(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆潜入!世界の巨大建造物:
トッテナム・スタジアム(新)(字)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10: Ep.9
無謀な作戦(二)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター 特別編: 絶
体絶命の瞬間トップ10(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 後編(二)

名車再生!あの車は今: マ
ツダMX-5(二)

JDM!日本車カスタム in
US: ダットサン510／1989
年式日産パオ(二)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル シーズン
1: 地下壕(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: 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
シーズン3: マツダMX-5 前編(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
BMW i8(字)

★サバイバル・男気クッキン
グ: ブルガリア-山脈(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.17 闘争か
逃走か(新)(字)

☆THE NAKED XL シーズン
3 オールスター 特別編: 絶体
絶命の瞬間トップ10(新)(二)

★起業チャレンジ!覆面ビリ
オネア: Ep.4 砂上の楼閣
(二)

SUPERCAR: ダッジ・バイ
パー(二)

SUPERCAR: ポルシェ918
スパイダー(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.17 闘
争か逃走か(字)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: 軍用ジェット機
(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: 軍用ジェット機
(二)

★アラスカ・メガマシン: 巨大
ダム／CH-47チヌークほか
(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.9 無謀な作戦(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.1 ベーリ
ング海の冷戦(新)(字)

JDM!日本車カスタム in
US: 1972年式日産スカイ
ラインGT-R(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: 砂漠に
消えた古代都市(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10: Ep.9
無謀な作戦(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1972年式
日産・510型系ダットサン(二)

JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
エンジン交換(二)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ドリームカー獲得の近
道(二)

☆歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: ロストダッチマ
ン鉱山(新)(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: スズキSJ410 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: スズキSJ410 後編(二)

JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
ブルーライトSP(二)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル シーズン
1: フリーメイソン(二)

アダムの怪しい実験: パン
ジャンドラム(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
スーパーフォーマンスMKIII(字)

★クラシックカー・コレクション シーズン9:
1990年式マツダ・ロードスター(二)

★潜入!名車ガレージ・日
本のカリスマたち(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン1: アウトロー・バイカー
(二)

デジタル・サバイバル: デスバ
レーからの脱出(字)

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩
壊(二)

ファスト＆ラウド シーズン6
特別編: ファン投票(字)

★シフティング・ギア: 新たな
る挑戦(字)

★アダムの怪しい実験: マッ
ドマックス風の車(二)

クラシックカー・コレクション シーズン9:
1990年式マツダ・ロードスター(二)

潜入!名車ガレージ・日本
のカリスマたち(二)

SUPERCAR: アストンマー
ティンV12ヴァンテージS(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: スズキSJ410 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: スズキSJ410 後編(二)

★JDM!日本車カスタム
in US: 1972年式日産ス
カイラインGT-R(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン1: UFO隠蔽工作(二)

デジタル・サバイバル: アラス
カ 危険な氷河(字)

★大惨事の瞬間: Ep.1/パイ
ロット脱出(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆解剖!メガマシン シーズン3:
パワーボート(新)(字)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1988年式
ジープ・グランドワゴニア(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: ジェットエンジン搭載
BTR-50(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: ト
ヨタMR2 ターボ(二)

JDM!日本車カスタム in
US: ダットサン240Z／トヨ
タ・レビン(二)

インフォマーシャル(日)

不可思議体験の告白: マイ
ンドコントロール(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: 砂漠に
消えた古代都市(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!ドリームカー大作戦:
ドリームカー獲得の近道(二)

ファスト＆ラウド シーズン6
特別編: ファン投票(字)

MotorTrend

Discovery Channel
2020年08月編成表

サバイバルゲーム:モディ・イ
ンド首相SP(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編: Ep.5
再生コーネリア・マリー(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ホ
ンダ・シビックCVCC(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

シフティング・ギア: 新たなる
挑戦(字)

月へ!米ソ開発競争の舞
台裏: マーキュリー計画
(字)

インフォマーシャル(日)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界 シーズン3: 1995年式
ホンダ・シビック(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式マツダRX-7(二)

JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
GT-R仕様(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター 特別編: 絶
体絶命の瞬間トップ10(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: ロストダッチマン鉱山
(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)

★デジタル・サバイバル: デス
バレーからの脱出(字)

★デジタル・サバイバル: アラ
スカ 危険な氷河(字)

★デジタル・サバイバル: アラ
スカ 凍てつく森(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1988
年式ジープ・グランドワゴニア(二)

★世界のハイエンドSUV:
ポルシェ・カイエン(二)

不可思議体験の告白: 新
大陸の発見者(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: エイリアンの痕跡(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
KTM X-BOW(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1972
年式 日産・510型系ダットサン
(二)

★SUPERCAR: マセラ
ティ・ギブリ(二)

★SUPERCAR: ベント
レー・コンチネンタルGT V8
S(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: スカイライン(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: 日産
フェアレディZの海外モデル(二)

深層解明Xファイル シーズン
1: 売春宿(二)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
ケーニッグゼグOne:1(字)

★SUPERCAR: ダッジ・バ
イパー(二)

★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケッ
ト事故(二)

★戦火の軍用機大全: 極
秘任務(二)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
テスラ・モデルS(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マ
ツダRX-7(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1982年式
トヨタ・スープラ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ホ
ンダS2000(二)

SUPERCAR: マセラティ・ギ
ブリ(二)

SUPERCAR: ベントレー・
コンチネンタルGT V8
S(二)

クラシックカー・コレクション シーズン8: ダットサ
ン280Z（日産フェアレディZ）(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: スカ
イライン(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン12: 日産フェアレ
ディZの海外モデル(二)

クルマSP:日本の名車 クルマSP:スーパーカー

★SUPERCAR: アストン
マーティンV12ヴァンテージ
S(二)

★JDM!日本車カスタム
in US: 日産スカイライン
GT-X エンジン交換(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン1: アルカトラズ(二)

デジタル・サバイバル: アラス
カ 凍てつく森(字)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ
牛が観客席に(二)

☆CAR FIX シーズン7: 1966
年式ポンティアックGTO(新)(字)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ドリームカー獲得の近
道(二)

★SUPERCAR: ポルシェ
918スパイダー(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン2: ラスベガス(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.3/ステル
ス墜落(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23

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
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン4: ポルシェ911 S 2.7 タルガ 前編(二)

14:30 14:30

15:00 日曜宇宙シアター拡大SP 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
☆CAR FIX シーズン7: ポル
シェ991チャレンジ(新)(字)

20:30 20:30

21:00 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

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.2 台風ハ
ギビス(字)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 星が消える時(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: ロストダッチマン鉱山
(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 地球外
生命体の姿(二)

☆アポロ宇宙飛行士の告
白(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10:
Ep.10 不確かな時(二)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター 特別編: 再
会(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン6:  巨大SUV対決(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォルク
スワーゲン・コラードVR6(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ホ
ンダS2000(二)

三菱電機 presents ワールドテックア

ワー

☆潜入!世界の巨大建造物:
ブルジュ・ハリファ(新)(字)

戦火の軍用機大全: 極秘
任務(二)

NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: 宇宙ステーション(二)

NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: ハッブル宇宙望遠鏡
(二)

★人類は火星に行くべきか
(字)

解剖!メガマシン シーズン
3: パワーボート(字)

カナダ鉄道24時: 気温上
昇警報発令(二)

アダムの怪しい実験: アー
サー王の剣(二)

NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: 火星探査計画(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: 小惑星の脅
威(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: 新たな推進
装置(二)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン2: 見えざる宇宙(二)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン2: 太陽系第9惑星を探
せ(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: タイムトラベルの秘密
(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン2: 永遠の命
(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)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 失敗から成功へ(字)
サバイバルTOP 5 ～命を守る達人
技～: ベスト・オブ・TOP 5(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.19 鉛筆(字)
インフォマーシャル(日)

シフティング・ギア: キングオブ
ハマー1(字)

シフティング・ギア: 新たなる
挑戦(字)

MotorTrend

潜入!世界の巨大建造
物: ブルジュ・ハリファ(字)

アラスカ・メガマシン: フェリー
／風力タービンほか(二)

大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー
火災(二)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン1:
ボルネオ島(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
15: Ep.20 真島ヒロのマンガ制作(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1987年式
アルファロメオ・スパイダー クワドリ
フォリオ(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1988年式
ジープ・グランドワゴニア(二)

CAR FIX シーズン3: フェラーリ
F355 F1スパイダー(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.18 ラス
ト・ダイバー(字)

★アラスカ・メガマシン: フェ
リー／風力タービンほか(二)

SUPERCAR: フォード・マス
タング(二)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル シーズン
2: アメリカのナチス(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン6: 1946年式ビュイック
(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
マクラーレン650S(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マセラ
ティ3200GT(二)

★CAR FIX シーズン6: フェラー
リF430(二)
★CAR FIX シーズン5: ランボ
ルギーニ・ウラカン(二)
インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン3: 金をめぐる謎(二)

☆香港の今～揺れる社会
と飛躍への道～: 後編
(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

★戦火の軍用機大全: ヘリ
コプター(二)

21:55 ☆ミリタリー・モー
ターズ シーズン6:  巨大
SUV対決(新)(二)

★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: トラクター／オフ
ロードトラック(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: タイムトラベルの秘密
(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マ
セラティ3200GT(二)

CAR FIX シーズン6: フェラーリ
F430(二)
CAR FIX シーズン5: ランボル
ギーニ・ウラカン(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: トラクター／オフ
ロードトラック(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10:
Ep.10 不確かな時(二)

シフティング・ギア: キングオブ
ハマー1(字)

月へ!米ソ開発競争の舞
台裏: ジェミニ計画／アポロ
計画(字)

インフォマーシャル(日)

SUPERCAR: ダッジ・バイ
パー(二)

SUPERCAR: ポルシェ918
スパイダー(二)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル シーズン
2: ラスベガス(二)

戦火の軍用機大全: 極秘
任務(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
ゼンヴォST1(字)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン4: ポルシェ911 S 2.7 タルガ 後編(二)

★名車再生!あの車は今:
ポルシェ911Sタルガ(二)

★クラシックカー・コレクション シーズ
ン9: フォードG40対フェラーリ(二)

★CAR FIX シーズン3: フェラー
リ F355 F1スパイダー(二)
インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン2: スーパー兵士(二)

☆香港の今～揺れる社会
と飛躍への道～: 前編
(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.11戦
車!市街地暴走(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.18 ラスト・
ダイバー(新)(字)

☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター 特別
編: 再会(新)(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: ポルシェ911 S 2.7 タルガ 後編
(二)

名車再生!あの車は今: ポ
ルシェ911Sタルガ(二)

クラシックカー・コレクション シーズン
9: フォードG40対フェラーリ(二)

放送休止

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン9:
1990年式マツダ・ロードスター(二)

潜入!名車ガレージ・日本
のカリスマたち(二)

SUPERCAR: アストンマー
ティンV12ヴァンテージS(二)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル シーズン
1: アウトロー・バイカー(二)

アダムの怪しい実験: マッド
マックス風の車(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: ア
ストンマーチン・ヴァンキッシュ(字)

★SUPERCAR シーズン2:
アウディR8 V10プラス(二)

★SUPERCAR シーズン2:
ミニクーパー(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン2: カルト集団(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)

シフティング・ギア: 新たなる
挑戦(字)

★シフティング・ギア: キング
オブハマー1(字)

★アダムの怪しい実験: アー
サー王の剣(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.10 不確かな時(新)(二)

SUPERCAR シーズン2: ア
ウディR8 V10プラス(二)

SUPERCAR シーズン2: ミ
ニクーパー(二)

SUPERCAR シーズン2: メ
ルセデスAMG GT(二)

SUPERCAR シーズン2: ア
ルファロメオ4C(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1988年式
ジープ・グランドワゴニア(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1987年式
アルファロメオ・スパイダー クワドリ
フォリオ(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン6: 1946年式ビュイック
(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: スズキSJ410 前編(二)

JDM!日本車カスタム in
US: 1972年式日産スカイ
ラインGT-R(二)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル シーズン
1: UFO隠蔽工作(二)

アラスカ・メガマシン: 巨大ダ
ム／CH-47チヌークほか
(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
ポルシェ918スパイダー(字)

★SUPERCAR シーズン2:
ジャガー Fタイプ SVR(二)

★SUPERCAR シーズン2:
6代目シボレー・カマロ(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン2: アメリカ建国の父
(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)

★カナダ鉄道24時: 気温
上昇警報発令(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆解剖!メガマシン シーズン3:
オイルタンカー(新)(字)

☆歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: 米国のテンプ
ル騎士団(新)(字)

放送休止

放送休止

Discovery Channel
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サメvsベア・グリルス(字)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター 特別編: 絶
体絶命の瞬間トップ10(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1972年式
日産・510型系ダットサン(二) 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ

シーズン2: スズキSJ410 後編(二)

アダムの怪しい実験: アー
サー王の剣(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: 米国のテンプル騎
士団(字)

インフォマーシャル(日)

SUPERCAR: ランボルギー
ニ・ウラカン(二)

SUPERCAR: マセラティ・ギ
ブリ(二)

SUPERCAR: ベントレー・
コンチネンタルGT V8
S(二)

クラシックカー・コレクション シーズン8: ダットサ
ン280Z（日産フェアレディZ）(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: スカ
イライン(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン12: 日産フェアレ
ディZの海外モデル(二)

★SUPERCAR シーズン2:
ロールス・ロイス・レイス(二)

★SUPERCAR: パガーニ・
ウアイラ(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 火星への旅(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
エンジン交換(二)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル シーズン
1: アルカトラズ(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 星が消える時(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
スーパーフォーマンスGT40(字)

★SUPERCAR シーズン2:
メルセデスAMG GT(二)

世界のハイエンドSUV: ラン
ボルギーニ・ウルス(二)

CAR FIX シーズン7: ポルシェ
991チャレンジ(字)
CAR FIX シーズン7: GMCジ
ミーAWD(字)

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)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速
道路の大クラッシュ(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: 米国のテンプル騎
士団(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2 特別編: モンス
ター級大波乱(新)(字)

地球叙事詩 宇宙からの調
べ: 後編 人類の時代(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.14/ボー
ダー90ｍ滑落(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ シーズ
ン2 特別編: 1984年式AMC
イーグル(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ラ
ンボルギーニ・ウラッコ(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: ポルシェ911 S 2.7 タルガ 前編
(二)

SUPERCAR シーズン2: ポ
ルシェ911(二)

SUPERCAR シーズン2:
ロールス・ロイス・レイス(二)

SUPERCAR: パガーニ・ウ
アイラ(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.2 台風ハ
ギビス(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★大脱出!サバイバルレー
ス: ボルネオ(字)

★サバイバル・男気クッキン
グ: マレーシア-島(字)

★サバイバル・男気クッキン
グ: フィンランド-北極圏(字)

★サバイバル・男気クッキン
グ: メキシコ-雲霧林(字)

★サバイバル・男気クッキン
グ: ボルネオ-湿地(字)

★SUPERCAR シーズン2:
アルファロメオ4C(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン2: 古代の宇宙飛行士
(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)

☆CAR FIX シーズン7: GMC
ジミーAWD(新)(字)
名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1988年式
ジープ・グランドワゴニア(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1987
年式アルファロメオ・スパイダー ク
ワドリフォリオ(二)

★世界のハイエンドSUV: ラ
ンボルギーニ・ウルス(二)

クルマSP:スーパーカー
★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ランボ
ルギーニ・ウラッコ(二)

★SUPERCAR シーズン2:
ポルシェ911(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/24 8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30

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 日曜宇宙シアター拡大SP 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
☆CAR FIX シーズン7: デトマ
ソパンテーラ(新)(字)

20:30 20:30

21:00 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

スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 小惑星の脅威
(二)

スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 新たな推進装
置(二)

カナダ鉄道24時: 岩盤すべ
りの脅威(二)

アダムの怪しい実験: ニトロ
グリセリン(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.5 痛みなくして成
⾧なし(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.5 痛みなくして成
⾧なし(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン1: 究
極の狙撃(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ノーブ
ル M12 GTO(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ベスト・オブ・UK(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆潜入!世界の巨大建造物:
石油プラットフォーム(新)(字)

戦火の軍用機大全: ヘリコ
プター(二)

★火星への旅 完全ガイド
(字)

解剖!メガマシン シーズン
3: オイルタンカー(字)

☆解明・太陽の脅威
(新)(字)

CAR FIX シーズン7: フォックス
ボディ・マスタング(字)

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)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
機・離陸失敗(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: メリウェザー・ルイス
の死(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.3 限界点
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.11 秘密兵器(二)

THE NAKED シーズン4
特別編: サバイバル不能
(二)

スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 火星への旅
(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 宇宙ゴミの脅威(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バ
ルーン制御不能(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: ブラックホール
(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: 宇宙ビジネス
(二)

★解明・驚異の宇宙天気
(字)

★解明・宇宙デブリの脅威
(字)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: タイムトラベルの秘密
(二)

★太陽系最後の時(字)

オーバーホール 改造車の世
界 シーズン3: 1995年式
ホンダ・シビック(二)

アポロ宇宙飛行士の告白
(字)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: Ep.1 木星探査機
ジュノー(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン2: 地球外生
命体の姿(二)

大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)
インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4
特別編: サバイバル不能
(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
16: Ep.1 ヨネックス製テニスラケット(字)

インフォマーシャル(日)

シフティング・ギア: キングオブ
ハマー2(字)

フューチャーカー: 2030年の
デザイン(字)

シフティング・ギア: キングオブ
ハマー1(字)

MotorTrend

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2 特別編: 真夜
中のミッション(新)(字)

潜入!世界の巨大建造
物: 石油プラットフォーム
(字)

アラスカ・メガマシン: タグ
ボート／砕氷マシンほか
(二)

大惨事の瞬間: Ep.14/ボー
ダー90ｍ滑落(二)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン1:
ルーマニア(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン16: Ep.2 トロンボーン(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1977年式
ポルシェ924(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1987年式
アルファロメオ・スパイダー クワドリ
フォリオ(二)

CAR FIX シーズン7: デトマソパ
ンテーラ(字)

大脱出!サバイバルレース:
ヒマラヤ山脈(字)

★現代中国の発想力: 運命共
同体(字)

★戦火の軍用機大全: 最強の
戦闘機＆対地攻撃機(二)

21:55 ★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズン
1: 究極の狙撃(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: Ep.1 木星探査機ジュ
ノー(新)(二)
名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8:
サーブ・9-3(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
オールズモビル・カトラス パー
ト1(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)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: 歴史に残る飛
行機(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: 300ドルのシボレーG10
バン(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)

★深層解明Xファイル シー
ズン3: 暗号の行方(二)

大脱出!サバイバルレース:
パラオ(字)

★現代中国の発想力: 伝統の
継承(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6 特別編: Ep.4
秘蔵映像(新)(字)

THE NAKED シーズン4
特別編: サバイバル不能
(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: メリウェザー・ルイス
の死(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マ
セラティ3200GT(二)

CAR FIX シーズン6: フェラーリ
F430(二)
CAR FIX シーズン5: ランボル
ギーニ・ウラカン(二)
インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル シーズン
3: 金をめぐる謎(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン6:  巨大SUV対決(二)

★大脱出!サバイバルレー
ス: ヒマラヤ山脈(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ラ
ンボルギーニ・ウラッコ(二)

★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 シーズン
8: サーブ・9-3(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: オールズモビル・カトラス
パート1(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)

★深層解明Xファイル シー
ズン3: 南北戦争の女スパイ
(二)

名車再生!あの車は今: ポ
ルシェ911Sタルガ(二)

クラシックカー・コレクション シーズン
9: フォードG40対フェラーリ(二)

CAR FIX シーズン3: フェラーリ
F355 F1スパイダー(二)
インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル シーズン
2: スーパー兵士(二)

★大脱出!サバイバルレー
ス: パラオ(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: ポルシェ911 S 2.7 タルガ 前編
(二)

★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 シーズン8: フロッグア
イ・スプライト(二)

★ドリームカー誕生 S3: ベント
レー・ミュルザンヌ(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: レンジローバーP38(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: バレットジャクソンへの道
パート2(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)

★深層解明Xファイル シー
ズン3: 真珠湾攻撃(二)

大脱出!サバイバルレース:
タイ(字)

★現代中国の発想力: チャイ
ニーズ・ドリーム(字)

シフティング・ギア: キングオブ
ハマー1(字)

★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)

★深層解明Xファイル シー
ズン3: バチカン帝国(二)

大脱出!サバイバルレース:
モンゴル(字)

★現代中国の発想力: 高齢化
社会(字)

★カナダ鉄道24時: 岩盤す
べりの脅威(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆解剖!メガマシン シーズ
ン3: 空飛ぶ車(新)(字)

☆歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: メリウェザー・
ルイスの死(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ミ
ニ・モーク(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ジャ
ガー・Ｅタイプ(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
ダッジ・コロネット(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: 歴史に残る飛
行機(二)

★アラスカ・メガマシン: タグ
ボート／砕氷マシンほか
(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.11 秘密兵器(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.3 限界
点(新)(字)

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 シーズン14: 1987年式
アルファロメオ・スパイダー クワドリ
フォリオ(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
バレットジャクソンへの道
パート1(字)

潜入!ロイヤル・ネイビー: フ
リゲート「サザランド」(二)

カナダ鉄道24時: 岩盤すべ
りの脅威(二)

★シフティング・ギア: キング
オブハマー2(字)

★アダムの怪しい実験: ニト
ログリセリン(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: レン
ジローバーP38(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
バレットジャクソンへの道
パート2(字)

潜入!ロイヤル・ネイビー:
砕氷型巡視船「プロテク
ター」(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.11 秘密兵器(二)

★THE NAKED シーズン4
特別編: サバイバル不能
(二)

☆起業チャレンジ!覆面ビ
リオネア: Ep.5 痛みなくし
て成⾧なし(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: フ
ロッグアイ・スプライト(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
300ドルのシボレーG10バン
(字)

潜入!ロイヤル・ネイビー:
エリザベス女王の訪問(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6 特別編:
Ep.4 秘蔵映像(字)

★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)

★深層解明Xファイル シー
ズン3: 極秘刑務所(二)

大脱出!サバイバルレース:
カザフスタン(字)

★現代中国の発想力: 食糧難
対策(字)

☆CAR FIX シーズン7: フォッ
クスボディ・マスタング(新)(字)
名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1987年式
アルファロメオ・スパイダー クワドリ
フォリオ(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1977
年式ポルシェ924(二)

★フューチャーカー: 2030
年のデザイン(字)

インフォマーシャル(日)

Discovery Channel
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ザ・秘境生活 シーズン1: ボ
ルネオ島(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.2 台風ハ
ギビス(字)

インフォマーシャル(日)

SUPERCAR シーズン2: メ
ルセデスAMG GT(二)

SUPERCAR シーズン2: ア
ルファロメオ4C(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1977年式
ポルシェ924(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン6:  巨大SUV対決(二)

インフォマーシャル(日)

SUPERCAR シーズン2:
ジャガー Fタイプ SVR(二)

SUPERCAR シーズン2: 6
代目シボレー・カマロ(二)

インフォマーシャル(日)

解剖!メガマシン シーズン
3: 空飛ぶ車(字)

アポロ宇宙飛行士の告白
(字)

インフォマーシャル(日)

SUPERCAR シーズン2: ア
ウディR8 V10プラス(二)

SUPERCAR シーズン2: ミ
ニクーパー(二)

インフォマーシャル(日)

シフティング・ギア: キングオブ
ハマー2(字)

人類は火星に行くべきか
(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: ポルシェ911 S 2.7 タルガ 後編
(二)

SUPERCAR シーズン2: ポ
ルシェ911(二)

SUPERCAR シーズン2:
ロールス・ロイス・レイス(二)

SUPERCAR: パガーニ・ウ
アイラ(二)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
ファルコンF7(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: ジャガー・Ｅタイプ(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: ダッジ・コロネット(字)

深層解明Xファイル シーズン
2: アメリカ建国の父(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 シーズン2:
ロータス・エヴォーラ(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: ミニ・モーク(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: バレットジャクソンへの道
パート1(字)

★大脱出!サバイバルレー
ス: タイ(字)

★大脱出!サバイバルレー
ス: モンゴル(字)

★大脱出!サバイバルレー
ス: カザフスタン(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

深層解明Xファイル シーズン
2: 古代の宇宙飛行士(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: タイムトラベルの秘密
(二)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル シーズン
2: カルト集団(二)

アダムの怪しい実験: アー
サー王の剣(二)

インフォマーシャル(日)

戦火の軍用機大全: ヘリコ
プター(二)

インフォマーシャル(日)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/31 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6

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 人気サバイバルシリーズ一挙放送 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 ディスカバリーチャンネルのプライムタイム 20:00
☆CAR FIX シーズン7: 1963
年式フォード・ギャラクシー
(新)(字)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

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ダッ
ジ・チャージャー(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
オールズモビル・カトラス 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 シーズン14: 1977年式
ポルシェ924(二)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フ
リーウェイ崩落(二)

☆CAR FIX シーズン7: コル
ベットZ06(新)(字)
名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1977年式
ポルシェ924(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1969
年式オペルGT(二)

★フューチャーカー: 2030
年のテクノロジー(字)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: オールズモビル・カトラス
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)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 水中のストーン
ヘンジ(二)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 師弟対決(字)

深層解明Xファイル シーズン
3: 極秘刑務所(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: Ep.1 木星探査機
ジュノー(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 シーズン
8: ダッジ・チャージャー(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ジャ
ガー・Ｅタイプ(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
ダッジ・コロネット(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)

★大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 師弟対決(字)

Discovery Channel
2020年08月編成表

ザ・秘境生活 シーズン1:
ルーマニア(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.3 限界点
(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: ファ
ルコンF7(字)


