Discovery Channel
2020年03月編成表
月曜日
火曜日
2/24
2/25
4:00 秘境ハンター: シベリア 森の中 名車再生!クラシックカー・
の巨大クレーター(字)
ディーラーズ シーズン15:
4:30
1991年式アルファロメオ
164L(二)
5:00 ベーリング海の一攫千金 シーズ ミリタリー・モーターズ シーズン6:
ン15: Ep.3 ライバル対決(字) KME社製はしご車(二)
5:30

水曜日
2/26
奇跡を起こせ!建築革命: ベ
ネチア・モーゼ計画(字)

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30 クラシックカー・コレクション シーズン8:

クラシックカー・コレクション シーズン8: クラシックカー・コレクション シーズン8: クラシックカー・コレクション シーズン8: クラシックカー・コレクション シーズン8: インフォマーシャル(日)
シェルビーマスタングGT350(二)
ヒルクライム(二)
マッスルカー(二)
ホットウィール(二)

7:00 名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: アメリカ(二)
7:30

名車再生!マイクのワールドツ 名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: ポーランド(二) アー シーズン2: イタリア(二)

8:00 オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: シボレー・ベルエア
8:30 (二)

オーバーホール 改造車の世界 オーバーホール 改造車の世界 オーバーホール 改造車の世界 オーバーホール 改造車の世界 ★BigドリームSmallハウス シーズン ★BigドリームSmallハウス シーズン
7: 田舎のお洒落ハウス(二)
7: アスリートハウス(二)
シーズン9: マスタングとジョニー・ シーズン9: シボレー・エルカミー シーズン9: ポンティアック・トラン シーズン9: 「ローン・サバイ
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
デップ(二)
ノ(二)
ザム(二)
バー」のためのマスタング(二)

8:00

9:00 大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火

大惨事の瞬間: Ep.10/花火工場 大惨事の瞬間: Ep.11戦車!市
爆発(二)
街地暴走(二)

9:00

61年式ジュリエッタ・スパイダー(二)

(二)

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

木曜日
2/27
放送休止

金曜日
土曜日
日曜日
2/28
2/29
3/1
THE NAKED シーズン4: ニカ スペースタイム・宇宙ガイド シー ★メガ・エアポート: ミスは許され
ラグア 視聴者もサバイバル(二) ズン2: 宇宙飛行士の生活
ず(二)
(二)

夢のおもちゃプロジェクト: 鉄道 潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー 機密事件ミステリー: ダッチ・シュ スペースタイム・宇宙ガイド シー ★エジソンの卵: ドリフト三輪車
カB型原潜 パート1(二)
模型用線路(二)
ルツの財宝(字)
ズン1: 宇宙ビジネス(二)
／ARデバイスほか(二)

インフォマーシャル(日)

4:30
5:00
5:30

潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート2(二)
インフォマーシャル(日)

4:00

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1: 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
シーズン1: 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
シーズン1: 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
シーズン1: サーブ900ターボ 後編(二)

大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー90 ★大惨事の瞬間: Ep.15/インドで
ｍ滑落(二)
ビル倒壊(二)
インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: ニカ ★秘境ハンター: エチオピア 砂
ラグア 視聴者もサバイバル(二) 漠の幾何学模様(字)

6:00
6:30
7:00
7:30

大惨事の瞬間: Ep.12/墜落5000 大惨事の瞬間: Ep.13/高速道路
MotorTrend
ｍ(二)
の大クラッシュ(二)
ファスト＆ラウド シーズン6: 1968年 ★名車再生!クラシックカー・ディー
式マスタング(字)
ラーズ シーズン15: 2002年式シボ
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
09:55 RALLY NIPPON 名車録 レー・コルベットZ06(二)

8:30

9:30

2019 決定版(日)

10:00

人気サバイバルシリーズ一挙放送
ファスト＆ラウド シーズン6: イン ★名車再生!クラシックカー・
★サバイバルゲーム シーズン1: ★サバイバルゲーム シーズン1: ★サバイバルゲーム シーズン1: ★サバイバルゲーム シーズン1: ★サバイバルゲーム:モディ・イ ターナショナルスカウトII(字)
ディーラーズ シーズン15:
10:30 Ep.12 オーストラリア(字)
Ep.13メキシコ(字)
Ep.14 アイスランド(字)
Ep.15 スコットランド(字)
ンド首相SP(字)
1991年式アルファロメオ
164L(二)
11:00 徹底調査!アメリカの極秘施 新説!ケネディ大統領暗殺犯 JFK暗殺のシナリオ(字)
未解決の歴史 シーズン2: マリ 未解決の歴史 シーズン2: ロズ SUPERCAR: アストンマーティ ★シフティング・ギア: ラリー参戦
設(二)
は誰だ: 新説!ケネディ大統領
リン・モンローの死(字)
ウェル事件(字)
ンV12ヴァンテージS(二)
3(字)
11:30
暗殺犯は誰だ?(字)

10:00

12:00 スペースタイム・宇宙ガイド シー THE NAKED シーズン4: 南
ズン1: 宇宙ビジネス(二)
アフリカ リベンジ・サバイバル
12:30
(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 凍った 兵器のテクノロジー: 爆撃機
線路(二)
(二)

12:00

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ミリタリー・モーターズ シーズン6: カスタム・マスター シーズン4:
KME社製はしご車(二)
1967年式ポンティアックGTO
後編(二)
インフォマーシャル(日)

★シフティング・ギア: レース・オ
ブ・ジェントルマン1(字)

11:00
11:30

12:30

エジソンの卵: ドリフト三輪車／ ★夢のおもちゃプロジェクト: 鉄
ARデバイスほか(二)
道模型用線路(二)

13:30 ★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン

13:00
13:30

8: 父のフォード・モデルA(二)

1958年式BMWイセッタ300(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: 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 ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: メルセデス・ベンツW123 前編
ズ シーズン1: 初代ミニ 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
ズ シーズン1: フォード・カプリ 前編(二) シーズン2: トヨタ・初代MR2 前編(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1: 初代ミニ 後編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: フォード・カプリ 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)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン ★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ 14:30
制御不能(二)
イ崩落(二)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 4(二)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 5(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 凍った
ミリタリーSP
★潜入!ロシア軍のすべて: シュ
線路(二)

16:00 ★驚異の軍事兵器: アメリカの ★驚異の軍事兵器: アメリカの ★未来の戦争: ならずもの国
地上兵力(二)
海軍力(二)
家(字)
16:30

★未来の戦争: 超大国(字)

★未来の戦争: 非対称戦争
(字)

ベーリング海の一攫千金 シーズ ★潜入!ロイヤル・ネイビー: ヘ 16:00
ン15: Ep.4 負傷事故(字)
リコプター揚陸艦「オーシャン」
16:30
(二)

17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

機密事件ミステリー: ダッチ・シュ ★潜入!ロイヤル・ネイビー: フ
ルツの財宝(字)
リゲート「サザランド」(二)

17:30 ★超常現象Xファイル:
Ep.1/UFO多発地帯(字)
18:00

★超常現象Xファイル: Ep.2/ ★超常現象Xファイル: Ep.3/
ツングースカ大爆発(字)
人体自然発火(字)

18:30 サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.12 オーストラリア(字)
19:00

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.13メキシコ(字)

14:00
14:30

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: VW初代ゴルフGTI 後編(二)

15:00 ★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 1(二)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 2(二)

1921年式スタッツ・エアキャット(二)

10:30

(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: メルセデス・ベンツW123 後編
(二)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 3(二)

9: 1958年式サーブGT750(二)

9: フォードG40対フェラーリ(二)

チューカB型原潜 パート1(二)
★潜入!ロシア軍のすべて: シュ
チューカB型原潜 パート2(二)

15:30

インフォマーシャル(日)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.14 アイスランド(字)

20:00
★カスタム・マスター シーズン4:
20:30 1967年式ポンティアックGTO
後編(二)
21:00 ★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
21:30 2002年式シボレー・コルベット
Z06(二)
22:00 ★名車再生!クラシックカー・ディー

崩(二)

23:00 ★SUPERCAR: アストンマー
ティンV12ヴァンテージS(二)
23:30

ローリー事故(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

ベネチア・モーゼ計画(字)

☆機密事件ミステリー: ダッ
チ・シュルツの財宝(新)(字)

☆ファスト＆ラウド シーズン6: イン ☆THE NAKED シーズン4:
ターナショナルスカウトII(新)(字) ニカラグア 視聴者もサバイバ
22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

兵器のテクノロジー: 爆撃機
(二)

ル(新)(二)

ズ シーズン1: 初代ミニ 前編(二)

ズ シーズン1: メルセデス・ベンツ
W123 前編(二)

20:00

★兵器のテクノロジー: 軍用ロ
ボット(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: M942トラック ★名車再生!エド大活躍トッ
プ10(二)
(新)(二)

20:30

☆NASA超常ファイル シーズ
ン4: 冥王星の双子天体
(新)(二)

22:00

★徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.5 ロケット開発者の証言
★メガ・エアポート: ミスは許され (字)
ず(二)

23:00

22:53 明日への扉(日)

ズ シーズン2: トヨタ・初代MR2 前
編(二)

19:30

★名車再生!TOP5: 視聴者 ★モーガン・フリーマン 時空の彼 21:00
投票(二)
方 シーズン7: 死は欺けるの
21:30
か?(二)

三菱電機 presents ワールドテックア

22:30

ワー

ミリタリーSP

★奇跡を起こせ!建築革命:

潜入!ロシア軍のすべて: 上陸用舟 メルセデス・ベンツ・スタジアム
艇 02800型(二)
(字)
24:30 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 潜入!ロシア軍のすべて: ブーヤンM
ズン1: VW初代ゴルフGTI 後編(二)
ズン1:
メルセデス・ベンツW123
後編(二)
ズン1:
フォード・カプリ
後編(二)
ズン2:
トヨタ・初代MR2
後編(二)
ズ シーズン1: 初代ミニ 後編(二)
型コルベット(二)

25:00 豪快!トラック・ドライバー シー 豪快!トラック・ドライバー シー 放送休止
ズン3: Episode 1(二)
ズン3: Episode 2(二)
25:30

豪快!トラック・ドライバー シー 豪快!トラック・ドライバー シー 戦火の鉄道大全: 第一次世
ズン3: Episode 4(二)
ズン3: Episode 5(二)
界大戦下の鉄道(二)

26:00 驚異の軍事兵器: アメリカの地 驚異の軍事兵器: アメリカの海 放送休止
上兵力(二)
軍力(二)
26:30

未来の戦争: 超大国(字)

27:00 名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
27:30 2002年式シボレー・コルベット
Z06(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ 兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ 毛沢東と冷戦時代:
シーズン5: Ep.19 冬編 ウィル ト(二)
Ep.2(二)
スの猛威(字)

アラスカ鉄道24時 S2: 凍った 放送休止
線路(二)

18:00

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
日曜宇宙シアター
★夢のおもちゃプロジェクト: 即 M942トラック(二)
★スペースタイム・宇宙ガイド
入居可?レゴ製ハウス(二)
シーズン1: 宇宙ビジネス(二)

☆超危険!命がけ職業体験: 三菱電機 presents スペースアワー
Ep.3 ブッシュパイロット
☆スペースタイム・宇宙ガイド
(新)(字)
シーズン2: 宇宙飛行士の生
活(新)(二)

ズ シーズン1: フォード・カプリ 前編
(二)

17:00

19:00

24:00 名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: VW初代ゴルフGTI
前編(二)

15:30

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.19 冬編
ウィルスの猛威(字)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母 ★大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・
艦上の着陸事故(二)
離陸失敗(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆ベーリング海の一攫千金
☆起業チャンス!中国武者修 ★エジソンの卵: ドリフト三輪車
シーズン15: Ep.4 負傷事故 行の旅: Ep.1 ロジスティクス ／ARデバイスほか(二)
(新)(字)
(新)(字)
★アラスカ鉄道24時 S2: 凍っ ファスト＆ラウド シーズン6:
☆ベーリング海のゴールドラッ
た線路(二)
1968年式マスタング(字)
シュ シーズン5: Ep.19 冬編
ウィルスの猛威(新)(字)

15:00

18:30

サバイバルゲーム:モディ・インド
首相SP(字)
超危険!命がけ職業体験:
Ep.3 ブッシュパイロット(字)

ラーズ シーズン15: 1991年式アル ★奇跡を起こせ!建築革命:
22:30 ファロメオ164L(二)
22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.15 スコットランド(字)

14:00

17:30

★超能力者は存在するか(字) ★ナチ、悪魔教の秘密結社
(二)
THE NAKED シーズン4: ニカ ★毛沢東と冷戦時代:
ラグア 視聴者もサバイバル(二) Ep.3(二)

19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの ★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪 ★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
窓拭きゴンドラ(二)

インフォマーシャル(日)

★アラスカ鉄道24時 S2: 凍っ
た線路(二)

23:30
24:00
24:30
25:00
25:30

未来の戦争: 非対称戦争
(字)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.19 冬編 ウィル
スの猛威(字)

26:00

★超危険!命がけ職業体験:
Ep.3 ブッシュパイロット(字)

27:00

26:30

27:30

Discovery Channel
2020年03月編成表
月曜日
火曜日
3/2
3/3
4:00 秘境ハンター: エチオピア 砂漠 名車再生!クラシックカー・
の幾何学模様(字)
ディーラーズ シーズン15:
4:30
1991年式ロータス・エラン
M100(二)
5:00 ★ベーリング海の一攫千金
★ミリタリー・モーターズ シーズン
シーズン15: Ep.4 負傷事故 6: M942トラック(二)
5:30 (字)

水曜日
木曜日
3/4
3/5
奇跡を起こせ!建築革命: サ 放送休止
グラダ・ファミリア(字)

金曜日
土曜日
日曜日
3/6
3/7
3/8
THE NAKED シーズン4: コロ スペースタイム・宇宙ガイド シー 世界の建築SOS: 関西国際
ンビア 心のサバイバル(二)
ズン2: 宇宙飛行士になる方 空港(字)
法(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: 即 放送休止
入居可?レゴ製ハウス(二)

機密事件ミステリー: ブッチ・
キャシディの秘密(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー エジソンの卵: 超速グリル／壊
ズン2: 宇宙飛行士の生活
れないコーヒーメーカーほか(二)
(二)

5:00

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン 大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェイ
制御不能(二)
崩落(二)

6:00

インフォマーシャル(日)

6:30

★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン9:
1958年式BMWイセッタ300(二)
1921年式スタッツ・エアキャット(二)
8: 父のフォード・モデルA(二)

7:00

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: VW初代ゴルフGTI 前編(二)

7:30

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: VW初代ゴルフGTI 後編(二)

8:00 ★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 1(二)
8:30

★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: メルセデス・ベンツW123 前編
ズ シーズン1: 初代ミニ 前編(二)
(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: メルセデス・ベンツW123 後編
ズ シーズン1: 初代ミニ 後編(二)
(二)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 2(二)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 3(二)

放送休止

★クラシックカー・コレクション シーズン インフォマーシャル(日)
9: フォードG40対フェラーリ(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: フォード・カプリ 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: 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1: フォード・カプリ 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)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 4(二)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 5(二)

9:00 ★中国・貴州省の今: Ep.1 自然
の恵み(字)

★中国・貴州省の今: Ep.2 夢の
実現(字)

★中国・貴州省の今: Ep.3 伝統
の継承(字)

★中国・貴州省の今: Ep.4 次世
代の飛躍(字)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
機・離陸失敗(二)

9:30

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

☆おあそびマスターズ:
Ep.36(新)(日)

インフォマーシャル(日)

4:00
4:30

5:30

6:30

THE NAKED シーズン4: コロ ★秘境ハンター: アマゾン 密
ンビア 心のサバイバル(二)
林の青い湖(字)

7:00

★BigドリームSmallハウス シーズン ★BigドリームSmallハウス シーズン
7: シューズクローゼット付きの家(二) 7: 古都の夢ハウス(二)

8:00

インフォマーシャル(日)

8:30

インフォマーシャル(日)
MotorTrend

ファスト＆ラウド シーズン6: イ
ンターナショナルスカウトII(字)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン15: フォルクスワー
ゲン・ラビットGTI(二)

10:00

7:30

9:00
9:30

人気サバイバルシリーズ一挙放送
ファスト＆ラウド シーズン6: 63 名車再生!クラシックカー・
★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン2: 年式コルベット・スティングレイ ディーラーズ シーズン15:
10:30 Ep.1 サハラ砂漠1(字)
Ep.2 サハラ砂漠2(字)
Ep.3 パナマ1(字)
Ep.4 パナマ2(字)
Ep.5 パタゴニア1(字)
(字)
1991年式ロータス・エラン
M100(二)
11:00 ★超常現象Xファイル:
★超常現象Xファイル: Ep.2/ ★超常現象Xファイル: Ep.3/ ★超能力者は存在するか(字) ★ナチ、悪魔教の秘密結社
SUPERCAR: ベントレー・コン ★シフティング・ギア: レース・オ
Ep.1/UFO多発地帯(字)
ツングースカ大爆発(字)
人体自然発火(字)
(二)
チネンタルGT V8 S(二)
ブ・ジェントルマン2(字)
11:30

10:00

12:00 ★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン2: 宇宙飛行士の生
12:30 活(二)

★THE NAKED シーズン4: ★起業チャンス!中国武者修 兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ ミリタリー・モーターズ シーズン
ニカラグア 視聴者もサバイバル 行の旅: Ep.1 ロジスティクス ト(二)
6: M942トラック(二)
(二)
(字)

カスタム・マスター シーズン5:
1964年式ランチェロ１ 前編
(二)

12:00

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

13:30 ★クラシックカー・コレクション シーズン

★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン9:
フォルクスワーゲン・カルマンギア(二)
1920年式リヴィア・デューセンバーグ
9: アルファロメオ 6C2500(二)
(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
シーズン2:
BMW
325iツーリング
前編(二)
ズ シーズン2: スズキSJ410 前編(二)
ズ シーズン2: MGB GT 前編(二)

エジソンの卵: 超速グリル／壊 NASA超常ファイル シーズン4: 13:00
れないコーヒーメーカーほか(二) 冥王星の双子天体(二)
13:30

9: スタンゲリーニ(二)

14:00

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: プジョー205GTi 前編(二)

14:30

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: プジョー205GTi 後編(二)

15:00 ★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 6(二)
15:30

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

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:
1987年式BMW・M6クーペ(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: VWビートルベースのバギー 前編
(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: VWビートルベースのバギー 後編
ズ シーズン2: スズキSJ410 後編(二) シーズン2: BMW 325iツーリング 後編(二) ズ シーズン2: MGB GT 後編(二)
(二)

インフォマーシャル(日)

★シフティング・ギア: レース・オ
ブ・ジェントルマン3(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街 ★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
の大規模地滑り(字)
悪ガス管爆発事故(字)

11:00
11:30

12:30

14:00
14:30

15:00
ミリタリーSP
★兵器のテクノロジー: 爆撃機
15:30
(二)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 7(二)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 8(二)

16:00 ★体験!メガマシーン: 戦車
(字)
16:30

★体験!メガマシーン: ヘリコ
プター(字)

★体験!メガマシーン: 巨大ト ★ダビンチに挑戦: Ep.1 機関 ★ダビンチに挑戦: Ep.2 包囲 ベーリング海の一攫千金 シー
ラック(字)
砲付き戦車(字)
攻撃用ハシゴ(字)
ズン15: Ep.5 単一故障点
(字)

★潜入!ロイヤル・ネイビー:
砕氷型巡視船「プロテクター」
(二)

17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★都市伝説-ネット画像のウ
ソ・ホント: 幽霊列車(字)
18:00

★都市伝説-ネット画像のウ
ソ・ホント: サメの襲撃(字)

★都市伝説-ネット画像のウ
ソ・ホント: 未確認生物(字)

★ミステリー・ミュージアム シー ★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ジョージ・ワシントン暗 ズン11: ハドソン川の奇跡
殺計画(字)
(字)

★潜入!ロイヤル・ネイビー: エ 17:00
リザベス女王の訪問(二)
17:30

18:30 サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.1 サハラ砂漠1(字)
19:00

サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.2 サハラ砂漠2(字)

サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.3 パナマ1(字)

19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す ★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス ★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
る大型トラック(二)

DC７衝突テスト(二)

スタンク爆発(二)

★ボンネビル世界最高速記録 ★スタージス世界最大のバイク アラスカ鉄道24時 S2: 危険
への挑戦: ボンネビル世界最 ラリー(字)
な橋渡り(二)
高速記録への挑戦(字)

10:30

インフォマーシャル(日)

サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.4 パナマ2(字)

サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.5 パタゴニア1(字)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火か
ら400軒の大火災(二)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ
ロケット大爆発(字)

機密事件ミステリー: ブッチ・
キャシディの秘密(字)

16:00
16:30

THE NAKED シーズン4: コロ ★密着!米軍演習: 海兵隊
ンビア 心のサバイバル(二)
歩兵学校(字)

18:00

超危険!命がけ職業体験:
Ep.4 雪崩救助隊(字)

19:00

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.20 冬編 セカ
ンド・チャンス(字)

18:30

19:30

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
ミリタリー・モーターズ シーズン
☆カスタム・マスター シーズン ☆ベーリング海の一攫千金
☆起業チャンス!中国武者修 ★エジソンの卵: 超速グリル／ ★夢のおもちゃプロジェクト: 雄 6: 改造キャンピングカー(二)
5: 1964年式ランチェロ１
シーズン15: Ep.5 単一故障 行の旅: Ep.2 砂漠化対策 壊れないコーヒーメーカーほか 飛!模型グライダー(二)
20:30 前編(新)(二)
点(新)(字)
(新)(字)
(二)

20:00
日曜宇宙シアター
スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: 宇宙飛行士の生活
20:30
(二)

21:00 ★名車再生!クラシックカー・ ★アラスカ鉄道24時 S2: 危
ディーラーズ シーズン15: フォル 険な橋渡り(二)
21:30 クスワーゲン・ラビットGTI(二)

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン7: ジェンダーの
境界線(二)

20:00

★ファスト＆ラウド シーズン6:
インターナショナルスカウト
II(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ ★兵器のテクノロジー: 防衛技
シュ シーズン5: Ep.20 冬編 術(二)
セカンド・チャンス(新)(字)
21:55 ☆ミリタリー・モーター
DISCO presents テクノロジーアワー
☆ファスト＆ラウド シーズン6: ☆THE NAKED シーズン4: ズ シーズン6: 改造キャンピン
★奇跡を起こせ!建築革命: 63年式コルベット・スティング コロンビア 心のサバイバル
グカー(新)(二)
サグラダ・ファミリア(字)
レイ(新)(字)
(新)(二)

22:00 ★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
22:30 1991年式ロータス・エラン
M100(二)
23:00 ★SUPERCAR: ベントレー・コ ☆機密事件ミステリー: ブッ ★兵器のテクノロジー: 軍用ロ ☆超危険!命がけ職業体
ンチネンタルGT V8 S(二)
チ・キャシディの秘密(新)(字) ボット(二)
験: Ep.4 雪崩救助隊
23:30
(新)(字)

22:53 ★明日への扉(日)

ズ シーズン2: スズキSJ410 前編
(二)

★徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.6 月着陸船の奇跡(字)

23:00

★奇跡を起こせ!建築革命:

24:00

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★世界の建築SOS: 関西国
際空港(字)

ズ シーズン2: MGB GT 前編(二) ズ シーズン2: VWビートルベースの
バギー 前編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シー
名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
24:30 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
ズン2: BMW 325iツーリング 後編(二)
シーズン2: プジョー205GTi 後編(二) シーズン2: スズキSJ410 後編(二)
ズ シーズン2: MGB GT 後編(二) ズン2: VWビートルベースのバギー 後編

21:30
22:00

☆スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン2: 宇宙飛行士にな
る方法(新)(二)

ズ シーズン2: BMW 325iツーリン
グ 前編(二)

21:00

★名車再生!あの車は今: ア ☆NASA超常ファイル シーズ
ルファロメオ・スパイダー(二)
ン4: ブラックホールの脅威
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

24:00 名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: プジョー205GTi 前
編(二)

★名車再生!あの車は今:
ジープCJ7(二)

ミリタリーSP

潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー ベネチア・モーゼ計画(字)
カB型原潜 パート1(二)
潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート2(二)

22:30

23:30

24:30

25:00 豪快!トラック・ドライバー シー 豪快!トラック・ドライバー シー 放送休止
ズン3: Episode 6(二)
ズン3: Episode 7(二)
25:30

ボンネビル世界最高速記録へ スタージス世界最大のバイクラ
の挑戦: ボンネビル世界最高 リー(字)
速記録への挑戦(字)

26:00 体験!メガマシーン: 戦車
(字)
26:30

ダビンチに挑戦: Ep.1 機関砲 ダビンチに挑戦: Ep.2 包囲攻 潜入!ロイヤル・ネイビー: フリ
付き戦車(字)
撃用ハシゴ(字)
ゲート「サザランド」(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.20 冬編 セカ
ンド・チャンス(字)

26:00

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.20 冬編 セカ
ンド・チャンス(字)

超危険!命がけ職業体験:
Ep.4 雪崩救助隊(字)

27:00

体験!メガマシーン: ヘリコプ
ター(字)

27:00 名車再生!クラシックカー・
アラスカ鉄道24時 S2: 危険
ディーラーズ シーズン15: フォル な橋渡り(二)
27:30 クスワーゲン・ラビットGTI(二)

放送休止

放送休止

潜入!ロイヤル・ネイビー: ヘリ アラスカ鉄道24時 S2: 危険
コプター揚陸艦「オーシャン」
な橋渡り(二)
(二)

兵器のテクノロジー: 防衛技術 毛沢東と冷戦時代:
(二)
Ep.3(二)

25:00
25:30

26:30

27:30

Discovery Channel
2020年03月編成表
月曜日
火曜日
3/9
3/10
4:00 秘境ハンター: アマゾン 密林の 放送休止
青い湖(字)
4:30

水曜日
3/11
奇跡を起こせ!建築革命:
MoMAタワー(字)

木曜日
3/12

5:00 ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.5 単一故障点
5:30 (字)

放送休止

夢のおもちゃプロジェクト: 雄
飛!模型グライダー(二)

NASA超常ファイル シーズン4: 不可思議体験の告白: 奇跡
ブラックホールの脅威(二)
の生還(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー エジソンの卵: 速く走れるブーツ
ズン2: 宇宙飛行士になる方 ／モジュール型ロボットほか
法(二)
(二)

5:00

6:00 インフォマーシャル(日)

放送休止

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

↑

6:30

クラシックカー・コレクション シーズン
9: スタンゲリーニ(二)

7:00

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: プジョー205GTi 前編(二) シーズン2: スズキSJ410 前編(二)

クラシックカー・コレクション シーズン9: ア クラシックカー・コレクション シーズン9:
ルファロメオ 6C2500(二)
1920年式リヴィア・デューセンバーグ
(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
ズン2: BMW 325iツーリング 前編(二)
シーズン2: MGB GT 前編(二)

7:30

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: プジョー205GTi 後編(二) シーズン2: スズキSJ410 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: BMW 325iツーリング 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: MGB GT 後編(二)

金曜日
土曜日
日曜日
3/13
3/14
3/15
THE NAKED シーズン4: 南 スペースタイム・宇宙ガイド シー 世界の建築SOS: ドーム球場
アフリカ サバンナでサバイバル ズン2: 月に暮らす未来(二)
／チリの跳ね橋(字)
(二)

4:30

5:30

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街の
大規模地滑り(字)

大惨事の瞬間: Ep.29/全米最悪
ガス管爆発事故(字)

6:00

クラシックカー・コレクション シーズン9:
1987年式BMW・M6クーペ(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン2: VWビートルベースのバギー 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: VWビートルベースのバギー 後編
(二)

THE NAKED シーズン4: 南 ★秘境ハンター: ザンビア 奇妙
アフリカ サバンナでサバイバル な黒点模様(字)
(二)

7:00

★BigドリームSmallハウス シーズン ★BigドリームSmallハウス シーズン
7: 自給自足の家(二)
7: リサイクルハウス(二)

8:00

インフォマーシャル(日)

8:30

8:00 豪快!トラック・ドライバー シー 豪快!トラック・ドライバー シー 豪快!トラック・ドライバー シー ボンネビル世界最高速記録へ スタージス世界最大のバイクラ
ズン3: Episode 6(二)
ズン3: Episode 7(二)
ズン3: Episode 8(二)
の挑戦: ボンネビル世界最高 リー(字)
8:30
速記録への挑戦(字)
9:00 大惨事の瞬間: Ep.23/逃走する

4:00

インフォマーシャル(日)

7:30

MotorTrend
9:00
名車再生!クラシックカー・ディー
ファスト＆ラウド（2時間）:
ラーズ
シーズン15:
2004年式
9:30
9:30
実物大ホットウィールSP（2時
ダッジラムSRT10(二)
間）(字)
10:00
10:00
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・
★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン2:
ディーラーズ シーズン15: 名場
10:30 Ep.6 パタゴニア2(字)
10:30
Ep.7 グルメ(字)
Ep.8 シベリア1(字)
Ep.9 シベリア2(字)
Ep.10 ナミビア(字)
面振り返りSP(二)
大型トラック(二)

大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラスDC 大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガスタ 大惨事の瞬間: Ep.26/花火から
７衝突テスト(二)
ンク爆発(二)
400軒の大火災(二)

大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズロ
ケット大爆発(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

11:00 都市伝説-ネット画像のウソ・ホ 都市伝説-ネット画像のウソ・ホ 都市伝説-ネット画像のウソ・ホ ミステリー・ミュージアム シーズン ミステリー・ミュージアム シーズン ★ファスト＆ラウド シーズン4:
ント: 幽霊列車(字)
ント: サメの襲撃(字)
ント: 未確認生物(字)
11: ジョージ・ワシントン暗殺 11: ハドソン川の奇跡(字)
ハーレーダビッドソンWLA(字)
11:30
計画(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ: シ
ボレー・エルカミーノ大改造
(新)(字)

11:00

12:00 スペースタイム・宇宙ガイド シー THE NAKED シーズン4: コロ 起業チャンス!中国武者修行 兵器のテクノロジー: 防衛技術 ミリタリー・モーターズ シーズン
ズン2: 宇宙飛行士になる方 ンビア 心のサバイバル(二)
の旅: Ep.2 砂漠化対策(字) (二)
6: 改造キャンピングカー(二)
12:30 法(二)

カスタム・マスター シーズン5:
1964年式ランチェロ１ 後編
(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ:
フォードF650巨大化計画
(新)(字)

12:00

13:00 インフォマーシャル(日)

エジソンの卵: 速く走れるブーツ NASA超常ファイル シーズン4: 13:00
／モジュール型ロボットほか
ブラックホールの脅威(二)
13:30
(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

13:30

★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン9: オー
1990年式マツダ・ロードスター(二)
1929年式スタッツ・ロードスター(二)
ヴィンテージバイク3台 一挙放出(二) バーン・ボートテール・スピードスター(二)
9: 旧車ヒルクライム(二)

14:00

★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
ズ シーズン3: マツダMX-5 前編(二) シーズン3: メルセデス・ベンツ190E 前編

14:30

(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
ズ シーズン3: マツダMX-5 後編(二) シーズン3: メルセデス・ベンツ190E 後編
(二)

15:00 ★復元!クラシックカー: サン
ダーバード(二)
15:30

★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
ズ シーズン3: ポルシェ928 前編(二) シーズン3: VWトランスポルターT3 前編

12:30

14:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー 14:30
ス中の事故(字)

★復元!クラシックカー: オール ★復元!クラシックカー: フォー アラスカ鉄道24時 S2: 地震
ズモービル４４２(二)
ドＦ１００(二)
発生(二)

15:00
ミリタリーSP
兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ
15:30
ト(二)

(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
ズ シーズン3: ポルシェ928 後編(二) シーズン3: VWトランスポルターT3 後編
(二)

★復元!クラシックカー: フォー ★復元!クラシックカー: ス
ド・ギャラクシー(二)
チュードベーカー・チャンピオン
(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: ランチア・デルタHFインテグラーレ
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: ランチア・デルタHFインテグラーレ
後編(二)

11:30

16:00 ★ダビンチに挑戦: Ep.3 戦闘 ★ダビンチに挑戦: Ep.4 マシ
型荷馬車(字)
ンガン(字)
16:30

★ダビンチに挑戦: Ep.5 ぜん ★ダビンチに挑戦: Ep.6 投石 ★ダビンチに挑戦: Ep.7 エア
まい動力車(字)
兵器(字)
スクリュー(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.6 大時化の海
(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)

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー ★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ツインタワー 伝説の綱 ズン11: トイレットペーパー発
渡り(字)
明(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)

17:00

17:30 ★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: 疑惑のマラソンラン
18:00 ナー(字)

不可思議体験の告白: 奇跡
の生還(二)

18:00

18:30 サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.6 パタゴニア2(字)
19:00

★密着!米軍演習: 陸軍国
立訓練センター(字)

サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.7 グルメ(字)

サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.8 シベリア1(字)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司 ★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
令部、大爆発(字)
ショーの戦闘機事故(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.21 冬編 降り
かかる災難(字)

19:00

19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で
家が流される(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー ★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ホワイトハウス怪死事 ズン11: トム・ソーヤー誕生秘
THE NAKED シーズン4: 南
件(字)
話(字)
アフリカ サバンナでサバイバル
サバイバルゲーム シーズン2:
サバイバルゲーム シーズン2:
(二)
Ep.9 シベリア2(字)
Ep.10 ナミビア(字)
超危険!命がけ職業体験:
Ep.5 爆発物処理班(字)
★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
ミリタリー・モーターズ シーズン
☆カスタム・マスター シーズン ☆ベーリング海の一攫千金
☆起業チャンス!中国武者修 ★エジソンの卵: 速く走れる
★夢のおもちゃプロジェクト: 再 6: ロシア製水陸両用車(二)
5: 1964年式ランチェロ１
シーズン15: Ep.6 大時化の 行の旅: Ep.3 発明と伝統文 ブーツ／モジュール型ロボットほ 挑戦!鉄道模型用線路(二)
20:30 後編(新)(二)
海(新)(字)
化(新)(字)
か(二)
20:00

16:30

17:30

18:30

19:30

20:00
日曜宇宙シアター
スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: 宇宙飛行士になる方
20:30
法(二)

21:00 ★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
21:30 2004年式ダッジラム
SRT10(二)
22:00 ★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: 名場
22:30 面振り返りSP(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 地
震発生(二)

★ファスト＆ラウド（2時間）: ☆ベーリング海のゴールドラッ ★兵器のテクノロジー: 戦闘機
実物大ホットウィールSP（2時 シュ シーズン5: Ep.21 冬編 (二)
間）(字)
降りかかる災難(新)(字)
21:55 ☆ミリタリー・モーター
DISCO presents テクノロジーアワー
☆THE NAKED シーズン4: ズ シーズン6: ロシア製水陸
★奇跡を起こせ!建築革命:
南アフリカ サバンナでサバイバ 両用車(新)(二)
MoMAタワー(字)
ル(新)(二)

★名車再生!あの車は今: ポ ★モーガン・フリーマン 時空の
ルシェ911Sタルガ(二)
彼方 シーズン7: 害心の連鎖
(二)

21:00

★名車再生!あの車は今:
BMW635CSi(二)

22:00

23:00 ★SUPERCAR: ダッジ・バイ
パー(二)
23:30

★不可思議体験の告白: 奇
跡の生還(二)

兵器のテクノロジー: 防衛技術 ☆超危険!命がけ職業体
(二)
験: Ep.5 爆発物処理班
(新)(字)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

24:00

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3: メルセデス・ベンツ190E 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: ポルシェ928 前編(二)

24:30

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3: メルセデス・ベンツ190E 後編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: ポルシェ928 後編(二)

25:00 放送休止
25:30
26:00 放送休止
26:30
27:00 放送休止
27:30

22:53 明日への扉(日)

三菱電機 presents スペースアワー

☆スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン2: 月に暮らす未来
(新)(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: VWトランスポルターT3 前編(二)
ズン3: ランチア・デルタHFインテグラーレ 前
編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: VWトランスポルターT3 後編(二)
ズン3: ランチア・デルタHFインテグラーレ 後
編(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 地震
発生(二)

22:30

★好奇心の扉: 太陽の秘密と 23:00
★世界の建築SOS: ドーム球 は?(字)
23:30
場／チリの跳ね橋(字)
24:00

ミリタリーSP
兵器のテクノロジー: 爆撃機
(二)

奇跡を起こせ!建築革命: サ
グラダ・ファミリア(字)

潜入!ロイヤル・ネイビー: 砕
氷型巡視船「プロテクター」
(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 地震
発生(二)

25:00

ダビンチに挑戦: Ep.6 投石兵 ダビンチに挑戦: Ep.7 エアスク 潜入!ロイヤル・ネイビー: エリ ベーリング海のゴールドラッシュ
器(字)
リュー(字)
ザベス女王の訪問(二)
シーズン5: Ep.21 冬編 降り
かかる災難(字)

26:00

復元!クラシックカー: フォード・ 復元!クラシックカー: スチュー 復元!クラシックカー: オールズ 復元!クラシックカー: フォード
ギャラクシー(二)
ドベーカー・チャンピオン(二)
モービル４４２(二)
Ｆ１００(二)

ダビンチに挑戦: Ep.4 マシンガ ダビンチに挑戦: Ep.5 ぜんま
ン(字)
い動力車(字)

☆NASA超常ファイル シーズ
ン4: ロズウェル陰謀説
(新)(二)

21:30

ファスト＆ラウド（2時間）:
ベーリング海のゴールドラッシュ 兵器のテクノロジー: 戦闘機
実物大ホットウィールSP（2時 シーズン5: Ep.21 冬編 降り (二)
間）(字)
かかる災難(字)

24:30

密着!米軍演習: 海兵隊歩 超危険!命がけ職業体験:
兵学校(字)
Ep.5 爆発物処理班(字)

25:30

26:30
27:00
27:30

Discovery Channel
2020年03月編成表
月曜日
火曜日
3/16
3/17
4:00 秘境ハンター: ザンビア 奇妙な 名車再生!クラシックカー・
黒点模様(字)
ディーラーズ シーズン15:
4:30
1985年式マツダRX-7(二)

水曜日
木曜日
3/18
3/19
奇跡を起こせ!建築革命: ホ 放送休止
ロガランド橋(字)

金曜日
土曜日
日曜日
3/20
3/21
3/22
THE NAKED: 全部見せます スペースタイム・宇宙ガイド シー 世界の建築SOS: スキージャ
SP(二)
ズン2: 地球のような惑星(二) ンプ台／ジブラルタル国際空港
(字)

5:00 ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.6 大時化の海
5:30 (字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: ロシア製水陸両用車(二)

夢のおもちゃプロジェクト: 再挑 NASA超常ファイル シーズン4: 不可思議体験の告白: 幽霊
戦!鉄道模型用線路(二)
ロズウェル陰謀説(二)
船(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー エジソンの卵: 秒速ノコギリ／ス
ズン2: 月に暮らす未来(二)
マホ用プリンターほか(二)

5:00

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.35/巨大クレー 大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレース
ン転倒(字)
中の事故(字)

6:00

6:30

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)

クラシックカー・コレクション シーズン9:
1929年式スタッツ・ロードスター(二)

クラシックカー・コレクション シーズン
9: 旧車ヒルクライム(二)

クラシックカー・コレクション シーズン9:
ヴィンテージバイク3台 一挙放出(二)

クラシックカー・コレクション シーズン9: オー
バーン・ボートテール・スピードスター(二)

インフォマーシャル(日)

6:30

7:00

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3: メルセデス・ベンツ190E 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: ポルシェ928 前編(二)

7:30

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3: メルセデス・ベンツ190E 後編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: ポルシェ928 後編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: VWトランスポルターT3 前編(二)
ズン3: ランチア・デルタHFインテグラーレ 前
編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: VWトランスポルターT3 後編(二)
ズン3: ランチア・デルタHFインテグラーレ 後
編(二)

8:00 復元!クラシックカー: サンダー 復元!クラシックカー: フォード・ 復元!クラシックカー: スチュー 復元!クラシックカー: オールズ 復元!クラシックカー: フォード
バード(二)
ギャラクシー(二)
ドベーカー・チャンピオン(二)
モービル４４２(二)
Ｆ１００(二)
8:30
9:00 大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で家 大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大脱
が流される(字)

9:30 インフォマーシャル(日)

走(字)

大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司令 大惨事の瞬間: Ep.33/エアショーの 大惨事の瞬間: Ep.34/サーファー
部、大爆発(字)
戦闘機事故(字)
が巨大波に…(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

4:00
4:30

5:30

THE NAKED: 全部見せます ★ベア・グリルスと挑む!極限
SP(二)
サバイバル: 水恐怖症(字)

7:00

★３．１１からの出発: 未来への
挑戦 ～蘇る陸前高田～(二)

★３．１１からの出発: 海に沈ん
だ写真の記憶(二)

8:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

8:30

MotorTrend

ファスト＆ラウド シーズン5:
1959年式フォードF100(字)

10:00

人気サバイバルシリーズ一挙放送
ファスト＆ラウド シーズン5:
★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン2: ★サバイバルゲーム シーズン3: ★サバイバルゲーム シーズン3: 続・1959年式フォード
10:30 Ep.11 ザンビア(字)
Ep.12 無人島1(字)
Ep.13 無人島2(字)
Ep.1 バハ・カリフォルニア(字) Ep.2 米南部・大湿地帯(字) F100(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1974年式ジェンセン・ヒーレー
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)

7:30

9:00
9:30
10:00
10:30

11:00 ミステリー・ミュージアム シーズン ミステリー・ミュージアム シーズン ミステリー・ミュージアム シーズン ミステリー・ミュージアム シーズン ミステリー・ミュージアム シーズン SUPERCAR: ポルシェ918ス ☆ディーゼル・ブラザーズ:
11: 疑惑のマラソンランナー
11: ツインタワー 伝説の綱渡 11: トイレットペーパー発明
11: ホワイトハウス怪死事件 11: トム・ソーヤー誕生秘話 パイダー(二)
1948年式ウィリス・ジープ
11:30 (字)
り(字)
(字)
(字)
(字)
(新)(字)

11:00

12:00 スペースタイム・宇宙ガイド シー THE NAKED シーズン4: 南 起業チャンス!中国武者修行 兵器のテクノロジー: 戦闘機
ズン2: 月に暮らす未来(二)
アフリカ サバンナでサバイバル の旅: Ep.3 発明と伝統文化 (二)
12:30
(二)
(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: ロシア製水陸両用車(二)

カスタム・マスター シーズン5:
キャデラック CTS-V(二)

12:00

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

エジソンの卵: 秒速ノコギリ／ス NASA超常ファイル シーズン4: 13:00
マホ用プリンターほか(二)
ロズウェル陰謀説(二)
13:30

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

13:30

★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン9: フィ
1932年式パッカード・ツインシックス(二) V8 60 ミジェット・レースカー(二)
1970年式プリムス・スーパーバード(二) アット・アバルト750 3台一挙発掘(二)

14:00

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 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: レンジローバー・ヴォーグSE 後編
(二)

14:30

★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 2.7Sタルガ 前編
(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 2.7Sタルガ 後編
(二)

★CAR FIX シーズン2: ベガス・タイ
ヤショー(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
インフォマーシャル(日)
シーズン4: アルファロメオ スパイダー・ヴェロー シーズン4: BMW E24 635CSi 前編(二)
ズ シーズン4: ジープCJ7 前編(二)
チェ 前編(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: アルファロメオ スパイダー・ヴェロー シーズン4: BMW E24 635CSi 後編(二)
ズ シーズン4: ジープCJ7 後編(二)
チェ 後編(二)

15:00 ★復元!クラシックカー: 大破 ★復元!クラシックカー: シェベ ★復元!クラシックカー: ５０ ★復元!クラシックカー: ポン
壊レース(二)
ルSS(二)
年型キャデラック(二)
ティアックGTO(二)
15:30

★復元!クラシックカー: ダッ
ジ・チャージャー(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ: シ
ボレー・デュラマックス
(新)(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操 ★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭き
縦訓練(二)
ゴンドラ(二)

不可思議体験の告白: 幽霊
船(二)

11:30

12:30

14:00
14:30

15:00
ミリタリーSP
兵器のテクノロジー: 防衛技術
15:30
(二)

16:00 ★ダビンチに挑戦: Ep.8 クロ
スボウ(字)
16:30

★ダビンチに挑戦: Ep.9 二連 ★ダビンチに挑戦: Ep.10 スプ ★マスター・オブ・アームズ シー ★マスター・オブ・アームズ シー ベーリング海の一攫千金 シー
式カタパルト(字)
リンガルド砲(字)
ズン1: アックスピストル(二)
ズン1: クロスボウ(二)
ズン15: Ep.7 海に滴る血
(字)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 陸軍レンジャー(二)

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 空軍パラレスキュー(二)

17:00

★密着!米軍演習: 陸軍予
備部隊(字)

18:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★ミステリー・ミュージアム シー ★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ヴァンパイアの墓(字) ズン11: 電話発明の真相
18:00
(字)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: 石のペットで荒稼ぎ
(字)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ロケット開発秘話
(字)

18:30 サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.11 ザンビア(字)
19:00

サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.13 無人島2(字)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.1 バハ・カリフォルニア(字)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: タイタニック号のバイオ
THE NAKED: 全部見せます
リン(字)
SP(二)
サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.2 米南部・大湿地帯(字)
超危険!命がけ職業体験:
Ep.6 漁師(字)

サバイバルゲーム シーズン2:
Ep.12 無人島1(字)

16:30

17:30

18:30

19:00
ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.22 冬編 幸運
19:30
の女神(字)

19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客 ★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ ★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦 ★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆カスタム・マスター シーズン ☆ベーリング海の一攫千金
☆起業チャンス!中国武者修 ★エジソンの卵: 秒速ノコギリ
5: キャデラック CTSシーズン15: Ep.7 海に滴る 行の旅: Ep.4 AI技術
／スマホ用プリンターほか(二)
20:30 V(新)(二)
血(新)(字)
(新)(字)

20:00
ミリタリー・モーターズ シーズン
日曜宇宙シアター
★夢のおもちゃプロジェクト: サ 6: アメリカ買い付け旅行 前編 スペースタイム・宇宙ガイド シー
イドカー付きバイク(二)
ズン2: 月に暮らす未来(二)
(二)
20:30

船沈没(字)

イスの結末(字)

闘機の空中爆発(字)

リースキー(二)

20:00

21:00 ★名車再生!クラシックカー・
★ファスト＆ラウド シーズン5:
ディーラーズ シーズン15:
1959年式フォードF100(字)
21:30 1974年式ジェンセン・ヒーレー
(二)
22:00 ★名車再生!クラシックカー・ DISCO presents テクノロジーアワー ★ファスト＆ラウド シーズン5:
ディーラーズ シーズン15:
★奇跡を起こせ!建築革命: 続・1959年式フォード
22:30 1985年式マツダRX-7(二)
ホロガランド橋(字)
F100(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ ★兵器のテクノロジー: ハイテ
シュ シーズン5: Ep.22 冬編 ク・ヘリ(二)
幸運の女神(新)(字)
21:55 ☆ミリタリー・モーター
★THE NAKED: 全部見せま ズ シーズン6: アメリカ買い付
すSP(二)
け旅行 前編(新)(二)

★名車再生!あの車は今: マ ★モーガン・フリーマン 時空の
ツダMX-5(二)
彼方 シーズン7: 天才の種
(二)

21:00

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: アス
トンマーチン・DB7(二)

☆NASA超常ファイル シーズ
ン4: 衛星タイタンの謎
(新)(二)

22:00

23:00 ★SUPERCAR: ポルシェ918 ★不可思議体験の告白: 幽
スパイダー(二)
霊船(二)
23:30

兵器のテクノロジー: 戦闘機
(二)

☆超危険!命がけ職業体
験: Ep.6 漁師(新)(字)

三菱電機 presents ワールドテックアワー ★火星探査 生命の痕跡を求
☆スペースタイム・宇宙ガイド ★世界の建築SOS: スキー
めて(字)
シーズン2: 地球のような惑星 ジャンプ台／ジブラルタル国際
(新)(二)
空港(字)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ミリタリーSP
奇跡を起こせ!建築革命:
ズン4: BMW E24 635CSi 前編(二)
兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ MoMAタワー(字)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ト(二)

23:00

24:00

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 前編(二) ズン4: ポルシェ911 2.7Sタルガ 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズ シーズン4: ジープCJ7 前編(二) ズン4: アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ

24:30

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 後編(二) ズン4: ポルシェ911 2.7Sタルガ 後編(二)

復元!クラシックカー: ポンティ
アックGTO(二)

復元!クラシックカー: ダッジ・
チャージャー(二)

潜入!ロイヤル・ネイビー: ドッ 不可思議体験の告白: 幽霊
ク型輸送揚陸艦「アルビオン」 船(二)
(二)

25:00

26:00 ダビンチに挑戦: Ep.8 クロスボ ダビンチに挑戦: Ep.9 二連式 放送休止
ウ(字)
カタパルト(字)
26:30

マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: アックスピストル(二)

マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: クロスボウ(二)

26:00
潜入!ロイヤル・ネイビー: ドッ ベーリング海のゴールドラッシュ
ク型輸送揚陸艦「ブルワーク」 シーズン5: Ep.22 冬編 幸運
26:30
(二)
の女神(字)

27:00 名車再生!クラシックカー・
不可思議体験の告白: 幽霊
ディーラーズ シーズン15:
船(二)
27:30 1974年式ジェンセン・ヒーレー
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ 兵器のテクノロジー: ハイテク・
シーズン5: Ep.22 冬編 幸運 ヘリ(二)
の女神(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: ジープCJ7 後編(二)

25:00 復元!クラシックカー: 大破壊 復元!クラシックカー: シェベル 放送休止
レース(二)
SS(二)
25:30

放送休止

22:53 明日への扉(日)
三菱電機 presents スペースアワー

前編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ ズン4: BMW E24 635CSi 後編(二)
後編(二)

密着!米軍演習: 陸軍国立 超危険!命がけ職業体験:
訓練センター(字)
Ep.6 漁師(字)

21:30

22:30

23:30
24:00
24:30

25:30

27:00
27:30

Discovery Channel
2020年03月編成表
月曜日
火曜日
3/23
3/24
4:00 ベア・グリルスと挑む!極限サバ 名車再生!クラシックカー・
イバル: 水恐怖症(字)
ディーラーズ シーズン15:
4:30
1970年式VWタイプ3ファスト
バック(二)
5:00 超危険!命がけ職業体験:
ミリタリー・モーターズ シーズン
Ep.6 漁師(字)
6: アメリカ買い付け旅行 前編
5:30
(二)
6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

クラシックカー・コレクション シーズン9:
クラシックカー・コレクション シーズン9:
1932年式パッカード・ツインシックス(二) V8 60 ミジェット・レースカー(二)

7:00

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 前編(二) ズン4: ポルシェ911 2.7Sタルガ 前編(二)

7:30

水曜日
3/25
驚異の建造～不可能に挑む
～: ドバイ・高級リゾート(字)

木曜日
3/26
ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1964年式フォード・ギャラ
クシー(字)

金曜日
3/27
↑

土曜日
日曜日
3/28
3/29
スペースタイム・宇宙ガイド シー 世界の建築SOS: 車を溶かす
ズン2: 宇宙から見る地球(二) ビル／ベルリンの未完成空港
(字)

5:00

インフォマーシャル(日)

6:00

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:
クラシックカー・コレクション シーズン9:
1970年式プリムス・スーパーバード(二) フィアット・アバルト750 3台一挙発掘
(二)

後編(二)

8:00 復元!クラシックカー: 大破壊 復元!クラシックカー: シェベル 復元!クラシックカー: ５０年 復元!クラシックカー: ポンティ
レース(二)
SS(二)
型キャデラック(二)
アックGTO(二)
8:30

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操縦 大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴン
訓練(二)
ドラ(二)

CAR FIX シーズン2: ベガス・タイヤ インフォマーシャル(日)
ショー(二)

復元!クラシックカー: ダッジ・
チャージャー(二)

9:30
10:00
10:30
11:00
11:30

インフォマーシャル(日)

機の空中爆発(字)

スキー(二)

5:30

6:30
7:00
7:30

★３．１１からの出発: 巨大地震 ★３．１１からの出発: 復活!東
を“早期検知” 新幹線の奇跡(二) 北 魂の酒(二)

8:00

インフォマーシャル(日)

8:30

9:00 大惨事の瞬間: Ep.37/大型客船 大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェイス 大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦闘 大惨事の瞬間: Ep.41/難関フリー 大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
の結末(字)

4:30

夢のおもちゃプロジェクト: サイド NASA超常ファイル シーズン4: 不可思議体験の告白: コカイ スペースタイム・宇宙ガイド シー エジソンの卵: スマホアプリ操縦
カー付きバイク(二)
衛星タイタンの謎(二)
ン漬けのミイラ(二)
ズン2: 地球のような惑星(二) 飛行機／追跡デバイスほか
(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 兵器のテクノロジー: 高性能銃 ★ベア・グリルスと挑む!極限
ズ シーズン4: ジープCJ7 前編(二) ズン4: アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ ズン4: BMW E24 635CSi 前編(二)
(二)
サバイバル: 血液恐怖症／偏
前編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
食(字)
ズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 後編(二) ズン4: ポルシェ911 2.7Sタルガ 後編(二) ズ シーズン4: ジープCJ7 後編(二) ズン4: アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ ズン4: BMW E24 635CSi 後編(二)

沈没(字)

4:00

インフォマーシャル(日)

9:00
名車再生!クラシックカー・
9:30
ディーラーズ シーズン15:
2000年式ポルシェ996(二)
10:00
名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1970年式VWタイプ3ファスト 10:30
バック(二)
☆ディーゼル・ブラザーズ: タッ 11:00
カー・スノーキャット(新)(字)
11:30

MotorTrend

(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
1964年式フォード・ギャラク
シー(字)
人気サバイバルシリーズ一挙放送
ファスト＆ラウド シーズン5:
★サバイバルゲーム シーズン3: ★サバイバルゲーム シーズン3: ★サバイバルゲーム シーズン3: ★サバイバルゲーム シーズン3: ★サバイバルゲーム シーズン3: 続・1964年式フォード・ギャラ
Ep.3 アイルランド(字)
Ep.4 サウスダコタ(字)
Ep.5 アラスカ・ユーコン(字)
Ep.6 トランシルバニアの森
Ep.7 トルコ・アナトリア高原
クシー(字)
(字)
(字)
ミステリー・ミュージアム シーズン ミステリー・ミュージアム シーズン ミステリー・ミュージアム シーズン ミステリー・ミュージアム シーズン ミステリー・ミュージアム シーズン SUPERCAR: マセラティ・ギブ
11: ヴァンパイアの墓(字)
11: 電話発明の真相(字)
11: 石のペットで荒稼ぎ(字) 11: ロケット開発秘話(字)
11: タイタニック号のバイオリン リ(二)
(字)

12:00 スペースタイム・宇宙ガイド シー THE NAKED: 全部見せます 起業チャンス!中国武者修行 兵器のテクノロジー: ハイテク・
ズン2: 地球のような惑星(二) SP(二)
の旅: Ep.4 AI技術(字)
ヘリ(二)
12:30

ミリタリー・モーターズ シーズン カスタム・マスター シーズン5:
6: アメリカ買い付け旅行 前編 デイブの極秘プロジェクト(二)
(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

13:30 ★CAR FIX シーズン2: レアなキャ ★CAR FIX シーズン2: リドラー賞 ★CAR FIX シーズン2: 1987年

★CAR FIX シーズン2: 1970年
式クーダ・コンバーチブル(二)

★CAR FIX シーズン2: Cノッチ加
工(二)

14:00

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: ロータス・エスプリ 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー インフォマーシャル(日)
ズ シーズン5: フィアット500 前編(二)

インフォマーシャル(日)

14:00

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: ロータス・エスプリ 後編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケー
ズ シーズン5: フィアット500 後編(二) ン中継(二)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

14:30

★ガレージ・リハブ シーズン1:
時代遅れの設備(字)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
巨大ガレージ大改造 パート
1(字)

ミリタリーSP
兵器のテクノロジー: 戦闘機
(二)

15:00

ディ(二)

14:30

インフォマーシャル(日)

(二)

インフォマーシャル(日)

式コルベット(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: シボレー・コルベットC4 前編(二) ズ シーズン4: レクサスLS400 前編
シーズン5: メルセデス・ベンツ280SL 前編
(二)
(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
★名車再生!クラシックカー・ディーラー ★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: シボレー・コルベットC4 後編(二) ズ シーズン4: レクサスLS400 後編
シーズン5: メルセデス・ベンツ280SL 後編
(二)
(二)

15:00 ★ガレージ・リハブ シーズン1:
散らかし放題の店(字)
15:30

★ガレージ・リハブ シーズン1:
脱・廃品置き場(字)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
埋もれたホットロッド(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ: 6
輪駆動 F-550(新)(字)

12:00
12:30

エジソンの卵: スマホアプリ操縦 NASA超常ファイル シーズン4: 13:00
飛行機／追跡デバイスほか
衛星タイタンの謎(二)
13:30
(二)

兵器のテクノロジー: ハイテク・
ヘリ(二)

15:30

16:00 ★マスター・オブ・アームズ シー ★マスター・オブ・アームズ シー ★マスター・オブ・アームズ シー ★マスター・オブ・アームズ シー ★マスター・オブ・アームズ シー ベーリング海の一攫千金 シー ★米軍・エリートへの道 シーズ
ズン1: 騎兵刀(二)
ズン1: ラッパ銃(二)
ズン1: ロングライフル(二)
ズン1: ジャンヌ・ダルクの剣
ズン1: グレネードランチャー
ズン15: Ep.8 冬の到来(字) ン1: 特殊部隊潜水兵(二)
16:30
(二)
(二)

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

17:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★ミステリー・ミュージアム シー ★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: アポロ誘導コンピュータ ズン12: 北朝鮮映画の怪獣
18:00 (字)
フィギュア(字)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 勘違いされたハイ
ジャック(字)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: ネッシー捜索隊の新
発見(字)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 恐怖のランタン(字)

18:30 サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.3 アイルランド(字)
19:00

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.5 アラスカ・ユーコン(字)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.6 トランシルバニアの森
(字)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.7 トルコ・アナトリア高原
(字)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.4 サウスダコタ(字)

19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸 ★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパー ★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビ
失敗(二)

バイク(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 海兵隊武装偵察部隊
フォースリーコン(二)
兵器のテクノロジー: 高性能銃 ★潜入・これが米軍だ!: 超
(二)
巨大(字)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機
飛行テスト(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオネ
ア: Ep.1 億万⾧者の挑戦
(二)

16:30

17:30
18:00
18:30

19:00
ミリタリー・モーターズ シーズン
6: アメリカ買い付け旅行 後編
19:30
(二)

ル火災(二)
★夢のおもちゃプロジェクト: 音
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
20:00
日曜宇宙シアター
速!ヒーロー・フィギュア(二) ミリタリー・モーターズ シーズン
☆カスタム・マスター シーズン ☆ベーリング海の一攫千金
☆起業チャンス!中国武者修 ★エジソンの卵: スマホアプリ操
6: アメリカ買い付け旅行 後編 スペースタイム・宇宙ガイド シー
5: デイブの極秘プロジェクト シーズン15: Ep.8 冬の到来 行の旅: Ep.5 進化する交通 縦飛行機／追跡デバイスほか
ズン2: 地球のような惑星(二)
(二)
☆工場密着!ベトナム期待の国産
20:30 (新)(二)
20:30
(新)(字)
手段(新)(字)
(二)

20:00

車(新)(字)

21:00 ★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
21:30 2000年式ポルシェ996(二)
22:00 ★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
22:30 1970年式VWタイプ3ファスト
バック(二)
23:00 ★SUPERCAR: マセラティ・ギ
ブリ(二)
23:30

★ファスト＆ラウド シーズン5:
1964年式フォード・ギャラク
シー(字)
★ファスト＆ラウド シーズン5:
★驚異の建造～不可能に挑 続・1964年式フォード・ギャラ
む～: ドバイ・高級リゾート(字) クシー(字)
DISCO presents テクノロジーアワー

★不可思議体験の告白: コカ 兵器のテクノロジー: ハイテク・
イン漬けのミイラ(二)
ヘリ(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ ★兵器のテクノロジー: 高性能
シュ シーズン5: Ep.23 冬編 銃(二)
最後の戦い(新)(字)
21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: アメリカ買い付
け旅行 後編(新)(二)
22:53 明日への扉(日)

☆起業チャレンジ!覆面ビリオ 三菱電機 presents スペースアワー
ネア: Ep.1 億万⾧者の挑戦 ☆スペースタイム・宇宙ガイド
(新)(二)
シーズン2: 宇宙から見る地
球(新)(二)

24:00

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: シボレー・コルベットC4 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: レクサスLS400 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン5: メルセデス・ベンツ280SL 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: ロータス・エスプリ 前編(二) シーズン5: フィアット500 前編(二)

24:30

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: シボレー・コルベットC4 後編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: レクサスLS400 後編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン5: メルセデス・ベンツ280SL 後編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ 名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: ロータス・エスプリ 後編(二) シーズン5: フィアット500 後編(二)

★名車再生!クラシックカー・ ★モーガン・フリーマン 時空の
ディーラーズ シーズン10: フォー 彼方 シーズン7: 宇宙のフォー
ド・エスコート・マーク1(二)
ス(二)

21:00

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: 3代
目レンジローバー(二)

☆NASA超常ファイル シーズ
ン4: 金属生命体(新)(二)

22:00

★宇宙の天気予報(二)
★世界の建築SOS: 車を溶か
すビル／ベルリンの未完成空港
(字)
ミリタリーSP
奇跡を起こせ!建築革命: ホ
兵器のテクノロジー: 防衛技術 ロガランド橋(字)
(二)

23:00

三菱電機 presents ワールドテックアワー

21:30

22:30

23:30
24:00
24:30

25:00 ガレージ・リハブ シーズン1: 散 ガレージ・リハブ シーズン1:
らかし放題の店(字)
脱・廃品置き場(字)
25:30

ガレージ・リハブ シーズン1: 埋 ガレージ・リハブ シーズン1: 時 ガレージ・リハブ シーズン1: 巨 米軍・エリートへの道 シーズン
もれたホットロッド(字)
代遅れの設備(字)
大ガレージ大改造 パート
1: 陸軍レンジャー(二)
1(字)

兵器のテクノロジー: ハイテク・
ヘリ(二)

26:00 マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: 騎兵刀(二)
26:30

マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: ラッパ銃(二)

マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: ロングライフル(二)

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)

26:00
ミリタリー・モーターズ シーズン
6: アメリカ買い付け旅行 後編
26:30
(二)

27:00 名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
27:30 2000年式ポルシェ996(二)

カスタム・マスター シーズン5:
デイブの極秘プロジェクト(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:
1964年式フォード・ギャラク
シー(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ 兵器のテクノロジー: 高性能銃 密着!米軍演習: 陸軍予備 起業チャレンジ!覆面ビリオネ
シーズン5: Ep.23 冬編 最後 (二)
部隊(字)
ア: Ep.1 億万⾧者の挑戦
の戦い(字)
(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)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 空軍パラレスキュー(二)

25:00
25:30

27:00
27:30

Discovery Channel
2020年03月編成表
月曜日
火曜日
3/30
3/31
4:00 ベア・グリルスと挑む!極限サバ 名車再生!クラシックカー・
イバル: 血液恐怖症／偏食
ディーラーズ シーズン15:
4:30 (字)
1965年式プリムス・バラクーダ
後編(二)
5:00 不可思議体験の告白: コカイ ミリタリー・モーターズ シーズン
ン漬けのミイラ(二)
6: アメリカ買い付け旅行 後編
5:30
(二)
6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

水曜日
4/1

木曜日
4/2

金曜日
4/3

土曜日
4/4

日曜日
4/5
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

6:30

CAR FIX シーズン2: レアなキャディ CAR FIX シーズン2: リドラー賞
(二)
(二)

7:00

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: シボレー・コルベットC4 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: レクサスLS400 前編(二)

6:30
7:00

7:30

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: シボレー・コルベットC4 後編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: レクサスLS400 後編(二)

7:30

8:00 ガレージ・リハブ シーズン1: 散 ガレージ・リハブ シーズン1:
らかし放題の店(字)
脱・廃品置き場(字)
8:30

8:00

9:00 大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸失 大惨事の瞬間: Ep.46/スーパーバ

9:00

敗(二)

9:30 インフォマーシャル(日)

イク(二)

インフォマーシャル(日)

10:00

8:30

9:30

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム シーズン3: ★サバイバルゲーム シーズン3:
10:30 Ep.8 ベリーズのジャングル(字) Ep.9 ドミニカの無人島(字)

10:00

11:00 ミステリー・ミュージアム シーズン ミステリー・ミュージアム シーズン
11: アポロ誘導コンピュータ
12: 北朝鮮映画の怪獣フィ
11:30 (字)
ギュア(字)

11:00

12:00 スペースタイム・宇宙ガイド シー 兵器のテクノロジー: 高性能銃
ズン2: 宇宙から見る地球(二) (二)
12:30

12:00

13:00 インフォマーシャル(日)

13:00

インフォマーシャル(日)

10:30

11:30

12:30

13:30 ★CAR FIX シーズン2: オフロード ★CAR FIX シーズン2: シボレー・

13:30

14:00
14:30

仕様ジープ(二)

モンテカルロ(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: ランドローバー・シリーズIIIステー
ジ1 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン5: シトロエンDS 前編(二)

14:00

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン5: シトロエンDS 後編(二)

14:30

★ガレージ・リハブ シーズン1:
廃れた四駆ショップ(字)

15:00

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン5: ランドローバー・シリーズIIIステージ1 後編
(二)

15:00 ★ガレージ・リハブ シーズン1:
巨大ガレージ大改造 パート
15:30 2(字)

15:30

16:00 ★マスター・オブ・アームズ シー ★ビンラディン殺害計画のすべ
ズン1: カトラス付きピストル
て(二)
16:30 (二)

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

17:00

インフォマーシャル(日)

16:30

17:30 ★ミステリー・ミュージアム シー ★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 磁力を持つ少女(字) ズン12: トーニャvsナンシー
18:00
(字)

17:30

18:30 サバイバルゲーム シーズン3:
サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.8 ベリーズのジャングル(字) Ep.9 ドミニカの無人島(字)
19:00

18:30

19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ

19:30

バット飛行(二)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

18:00

19:00

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆カスタム・マスター シーズン ☆ベーリング海の一攫千金
5: 近未来ハマー
シーズン15: Ep.9 後発の思
20:30 H2(新)(二)
惑(新)(字)

20:00

21:00 ★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
21:30 1965年式プリムス・バラクーダ
前編(二)
22:00 ★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
22:30 1965年式プリムス・バラクーダ
後編(二)
23:00 ★SUPERCAR: ランボルギー
ニ・ウラカン(二)
23:30

★アラスカ鉄道24時 S2: 氷
の襲撃(二)

21:00

24:00

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: シトロエンDS 前編(二)

24:00

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: シトロエンDS 後編(二)

24:30

25:00 ガレージ・リハブ シーズン1: 巨 ガレージ・リハブ シーズン1: 廃
大ガレージ大改造 パート
れた四駆ショップ(字)
25:30 2(字)

25:00

26:00 マスター・オブ・アームズ シーズ ビンラディン殺害計画のすべて
ン1: カトラス付きピストル(二) (二)
26:30

26:00

27:00 名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
27:30 1965年式プリムス・バラクーダ
前編(二)

27:00

20:00

24:30

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン
5: ランドローバー・シリーズIIIステージ1 前編
(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン
5: ランドローバー・シリーズIIIステージ1 後編
(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★驚異の建造～不可能に挑
む～: マイアミ・超高層ビル
(字)
★不可思議体験の告白: イル
カの本能(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 氷の
襲撃(二)

20:30

21:30
22:00
22:30
23:00
23:30

25:30

26:30

27:30

