
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1

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
★マイクの深掘りクルマワールド:
NHRAレーサー in インディアナポリス
(二)

9:30 9:30

10:00 10:00
★まさかの時のサバイバル: 有毒ガス
発生(字)

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 ミリタリーSP 15:00
★徹底検証！ロシア軍の秘密: コ
ルド重機関銃(二)

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 日曜宇宙シアター 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 ミリタリーSP 24:00
徹底検証！ロシア軍の秘密: 大陸間弾道
ミサイル(二)

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

★アラスカ鉄道24時
シーズン1: 巨大なつら
ら(二)

★ザ・爆破ショー！: 黒
色火薬の威力(字)

★THE ISLAND シーズン
6: Ep.5 最後のカネ(字)

★フューチャーウェポ
ン・21世紀 戦争の真実
シーズン2: 自動式散弾
銃(二)

★歴史の分岐点: 中東戦
争(字)

★戦場の真実: 長津湖の
戦い(二)

★密着！米大統領を守る
男たち(字)

★モーガン・フリーマン
時空の彼方 シーズン3:
神と人類(二)

★宇宙の解体新書 シー
ズン3: 月の真実(二)

★NASA超常ファイル
シーズン2: 月面着陸の
真相(二)

★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(二)

★解剖！メガマシン
シーズン2: ロードトレ
イン(二)

台湾の今 2020: スマー
ト農業(字)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン13: 1916年式キャデラッ
ク・タイプ53(二)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン13: 振り返りスペシャル
2(二)

★徹底検証・もしもいま
建設したら: ベネチア
(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 狙撃銃／グ
レネードランチャー(二)

フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シー
ズン2: アーチャー榴弾
砲(二)

歴史の分岐点: 朝鮮戦争
(字)

戦場の真実: 沖縄戦(二)

★徹底検証・もしもいま
建設したら: ベネチア
(字)

★究極の乗り物～陸・
海・空の王者～: 戦闘車
両(字)

★マジック・オブ・サイエンス:
Ep.3(字)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズ
ン2: グアテマラ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン16: Ep.20 テディベア
(字)

インフォマーシャル(日)

★マイクの深掘りクルマワールド:
コーチビルダー in シカゴ(二)

★マイクの深掘りクルマワールド: マ
スタング GT350 in デトロイト(二)

★マイクの深掘りクルマワールド: ス
トックカー in シャーロット(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン3: 1967年式
ダッジ・チャージャー(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン3: フォー
ド・モデルA(二)

★NASA超常ファイル
シーズン2: 水星の氷
(二)

インフォマーシャル(日)

★マジック・オブ・サイエンス:
Ep.4(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密:
ジェット練習機 Yak-130(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！エド大活躍
トップ10(二)

ウエポン・マスター: 吹
き矢(二)

スゴ腕！RC模型ビルダー
シーズン3: ヘリコプ
ター(二)

宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 土星の輪の秘密
(二)

モーガン・フリーマン
時空の彼方 シーズン3:
潜在意識(二)

タイムワープ　瞬間の世界: ミキ
サー(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン5:
三人組チャレンジ(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン16: Ep.19 補聴器(字)

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)

クラシックカー・コレク
ション シーズン11: フォー
ド・モデルA／フォード・
ヴィッキー(字)

スタージス世界最大のバ
イクラリー(字)

究極の乗り物～陸・海・
空の王者～: 戦闘車両
(字)

MotorTrend

シフティング・ギア:
レース・オブ・ジェント
ルマン2(字)

インフォマーシャル(日)

★タイムワープ　瞬間の世界: ド
ライアイス(字)

バミューダトライアング
ルの呪い: 消えた古代都
市(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.12 裏切
り(字)

ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.20 デスバレーの闘
い(二)

THE NAKED シーズン5:
三人組チャレンジ(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.5 最後のカネ(字)

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)

トップギア シーズン5:
ＢＭＷ・１シリーズ/メ
ルセデス・Ｇ55 ＡＭＧ
(字)

ウエポン・マスター: 戦
闘馬車用の弓(二)

密着！米大統領を守る男
たち(字)

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！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)

トップギア シーズン5:
ワンボックスカー・レー
ス選手権(字)

世界のモノ作り シーズン15: 空飛
ぶ水上バイク ほか(字)

インフォマーシャル(日)

★超危険！命がけ職業体験:
Ep.4 雪崩救助隊(字)

発明家テスラ：謎の死と
殺人光線: 死の真相(二)

台湾の今 2020: 生体医
用テクノロジー(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: コルベット
Z06(字)

★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: マツダMX-5 後編(二)

★名車再生！エド大活躍
トップ10(二)

★ウエポン・マスター:
吹き矢(二)

インフォマーシャル(日)

★未解決の歴史 シーズ
ン2: ロズウェル事件
(字)

超危険！命がけ職業体
験: Ep.4 雪崩救助隊
(字)

★世界のモノ作り シーズン15: バ
スケットボール ほか(字)

☆徹底検証！ロシア軍の秘密: コル
ド重機関銃(新)(二)

☆徹底検証！ロシア軍の秘密:
ジェット練習機 Yak-130(新)(二)

ウエポン・マスター:
チャクラム(二)

ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.20 デスバレーの闘
い(二)

シフティング・ギア:
レース・オブ・ジェント
ルマン3(字)

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(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン7: 1966年式ポンティ
アックGTO(字)

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2: トヨタ・初代MR2
後編(二)

トップギア シーズン5:
アストン・マーティン・
ヴァンキッシュＳ/フェ
ラーリ575(字)

世界のモノ作り シーズン15: フー
ズボール ほか(字)

インフォマーシャル(日)

発明家テスラ：謎の死と
殺人光線: 消えた極秘資
料(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 大陸
間弾道ミサイル(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 狙撃
銃／グレネードランチャー(二)

インフォマーシャル(日)

★超危険！命がけ職業体験:
Ep.3 ブッシュパイロット
(字)

★CAR FIX シーズン7: 1963年式
フォード・ギャラクシー(字)

★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)

☆トップギア シーズン5:
ＢＭＷ・１シリーズ/メル
セデス・Ｇ55 ＡＭＧ
(新)(字)

★ウエポン・マスター:
戦闘馬車用の弓(二)

インフォマーシャル(日)

★未解決の歴史 シーズ
ン2: マリリン・モン
ローの死(字)

超危険！命がけ職業体
験: Ep.3 ブッシュパイ
ロット(字)

超危険！命がけ職業体
験: Ep.2 闘牛士(字)

★世界のモノ作り シーズン15: 雨
樋 ほか(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人
生最後の一攫千金～ シー
ズン10: Ep.20 デスバレー
の闘い(新)(二)

シフティング・ギア:
レース・オブ・ジェント
ルマン2(字)

★シフティング・ギア:
レース・オブ・ジェント
ルマン3(字)

☆ザ・爆破ショー！:
黒色火薬の威力
(新)(字)

名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン2: MGB GT 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: MGB GT 後編(二)

トップギア シーズン5:
フェラーリ・612 スカリ
エッティ(字)

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)

トップギア シーズン5: 三
菱・ランサー EVO8 対 ラン
ボルギーニ・ムルシエラゴ
(字)

ウエポン・マスター: ヘ
イル・ロケット(二)

アラスカ鉄道24時 シー
ズン1: 巨大なつらら
(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン7: フォード427エン
ジン(字)

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1: フォード・カプリ
後編(二)

トップギア シーズン5:
ランドクルーザー・ディ
スカバリー(字)

世界のモノ作り シーズン15: 絵筆
ほか(字)

インフォマーシャル(日)

発明家テスラ：謎の死と
殺人光線: よみがえる殺
人光線(二)

★超危険！命がけ職業体験:
Ep.2 闘牛士(字)

ザ・爆破ショー！: FBI
爆発物処理班(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: フォックス
ボディ・マスタング(字)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン2: MGB GT 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: MGB GT 後編(二)

☆トップギア シーズン5:
フェラーリ・612 スカリ
エッティ(新)(字)

★ウエポン・マスター:
チャクラム(二)

インフォマーシャル(日)

★JFK暗殺のシナリオ
(字)

インフォマーシャル(日)

★新説！ケネディ大統領暗
殺犯は誰だ: 新説！ケネ
ディ大統領暗殺犯は誰だ？
(字)

超危険！命がけ職業体
験: Ep.1 テストパイ
ロット(字)

★世界のモノ作り シーズン15: バ
ンブーライト ほか(字)

★アラスカ鉄道24時
シーズン1: 巨大なつら
ら(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖！メガマシン
シーズン2: 救難ヘリ
(二)

☆バミューダトライア
ングルの呪い: 消えた
古代都市(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.12 裏切り
(新)(字)

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 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)

トップギア シーズン5:
フォルクスワーゲン・ゴ
ルフＧＴＩ(字)

ウエポン・マスター: 連
射式の弓(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
NHRAレーサー in インディアナポ
リス(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
コーチビルダー in シカゴ(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
マスタング GT350 in デトロイト
(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
ストックカー in シャーロット
(二)

フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シー
ズン2: アーチャー榴弾
砲(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン7: ホットロッドパ
ワーツアー(字)

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(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)

トップギア シーズン5:
フェラーリ・エンツォ
(字)

世界のモノ作り シーズン15: カリ
ソン ほか(字)

インフォマーシャル(日)

発明家テスラ：謎の死と
殺人光線: 失われた研究
所(二)

究極の乗り物～陸・海・
空の王者～: 世界の鉄道
(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: デトマソパ
ンテーラ(字)

★超危険！命がけ職業体験:
Ep.1 テストパイロット(字)

★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
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: BMW 325iツーリング
後編(二)

☆トップギア シーズン5:
三菱・ランサー EVO8 対
ランボルギーニ・ムルシエ
ラゴ(新)(字)

★ウエポン・マスター:
ヘイル・ロケット(二)

★世界のモノ作り シーズン15: サ
イクリングマシン ほか(字)

マイクの深掘りクルマワールド: NHRA
レーサー in インディアナポリス(二)

マイクの深掘りクルマワールド: コー
チビルダー in シカゴ(二)

☆マイクの深掘りクルマワールド:
マスタング GT350 in デトロイト
(新)(二)

☆マイクの深掘りクルマワールド:
ストックカー in シャーロット
(新)(二)

★スタージス世界最大の
バイクラリー(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

☆クラシックカー・コレク
ション シーズン11:
フォード・モデルA／
フォード・ヴィッキー
(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)

★世界のモノ作り シーズン15: ペ
タンクボール ほか(字)

★密着！米大統領を守る
男たち(字)

☆THE NAKED シーズン
5: 三人組チャレンジ
(新)(二)

☆究極の乗り物～陸・海・
空の王者～: 戦闘車両
(新)(字)

★THE ISLAND シーズン
6: Ep.5 最後のカネ(字)

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)

★フューチャーウェポ
ン・21世紀 戦争の真実
シーズン2: 自動式散弾
銃(二)

★宇宙の解体新書 シー
ズン3: 土星の輪の秘密
(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)

★スゴ腕！RC模型ビルダー
シーズン3: ヘリコプター
(二)

★CAR FIX シーズン7: GMCジミー
AWD(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)

☆トップギア シーズン5:
フォルクスワーゲン・ゴル
フＧＴＩ(新)(字)

★ウエポン・マスター:
連射式の弓(二)

インフォマーシャル(日)

★徹底調査！アメリカの
極秘施設(二)

まさかの時のサバイバル: 有毒ガ
ス発生(字)

まさかの時のサバイバル: 強盗の
襲撃(字)

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)

トップギア シーズン5:
ジャガーＳタイプＲ/
ヴォクスホール・モナー
ロＶＸＲ(字)

世界のモノ作り シーズン15: 事務
椅子 ほか(字)

インフォマーシャル(日)

★まさかの時のサバイバル: 強盗の襲
撃(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

発明家テスラ：謎の死と
殺人光線: 調査チーム
(二)

宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 月の真実(二)

インフォマーシャル(日)

Discovery Channel
2020年11月編成表

ザ・秘境生活 シーズン
2: モンゴル(字)

台湾の今 2020: 生体医
用テクノロジー(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン7: 1948年式カマロ
プロツーリング(字)

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 前編(二)

THE NAKED シーズン5:
三人組チャレンジ(二)

バミューダトライアング
ルの呪い: 消えた古代都
市(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン7: ポルシェ991チャ
レンジ(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 11/7 11/8

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
☆KODAWARI工房「フレームビルダー
ズ」: Vol.1 ケルビム～前編～
(新)(日)

8:00
08:15 ☆KODAWARI工房「フレームビル
ダーズ」: Vol.2 ケルビム～後編～
(新)(日)

8:30 8:30

9:00 9:00
マイクの深掘りクルマワールド: マス
タング GT350 in デトロイト(二)

9:30 9:30
09:54 Wings: EP1: 共感(日)

10:00 10:00

10:30 10:30
10:54 Wings: EP2: 革新(日)

11:00 11:00

11:30 11:30
11:54 Wings: EP3: 覚醒(日)

12:00 12:00

12:30 12:30
12:54 Wings: EP4: 融合(日)

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 ミリタリーSP 15:00
徹底検証！ロシア軍の秘密: 装甲兵員輸
送車BTR-80(二)

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 日曜宇宙シアター 20:00
☆匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
禅と唐詩(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
23:54 ☆Wings: EP1: 共感(新)(日) 23:54 ☆Wings: EP2: 革新(新)(日) 23:54 ☆Wings: EP3: 覚醒(新)(日) 23:54 ☆Wings: EP4: 融合(新)(日)

24:00 ミリタリーSP 24:00
徹底検証！ロシア軍の秘密: コル
ド重機関銃(二)

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

アラスカ鉄道24時 シー
ズン1: 春の到来(二)

ザ・爆破ショー！: 究極
の消火術(字)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.6 挑戦の舞台裏(字)

★戦場の真実: バルジの
戦い(二)

米連邦議会議事堂が狙わ
れる日(二)

★モーガン・フリーマン 時
空の彼方 シーズン3: 永遠
が終わるとき(二)

★NASA超常ファイル シーズ
ン2: 分裂する小惑星(二)

★スペースタイム・宇宙ガ
イド シーズン2: 月に暮ら
す未来(二)

★名車再生！TOP5: アメ
車(二)

★奇跡を起こせ！建築革
命: MSCメラビリア(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密:
ジェット練習機 Yak-130(二)

フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズン
2: 自動式散弾銃(二)

歴史の分岐点: 中東戦争
(字)

戦場の真実: 長津湖の戦
い(二)

奇跡を起こせ！建築革
命: MSCメラビリア(字)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: インカ
帝国の都クスコ(字)

マジック・オブ・サイエンス:
Ep.4(字)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズ
ン2: ナミビア(字)

インフォマーシャル(日)

マイクの深掘りクルマワールド: ス
トックカー in シャーロット(二)

マイクの深掘りクルマワールド: ラッ
トロッド in レイクタホ(二)

マイクの深掘りクルマワールド: マッ
ドボッギング in ヒューストン(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン3: 1972年式
カトラス(二)

★オーバーホール 改造
車の世界 シーズン3: 復
活！GTO(二)

NASA超常ファイル シー
ズン2: 月面着陸の真相
(二)

インフォマーシャル(日)

★マジック・オブ・サイエンス:
Ep.5(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 第201軍事基
地(二)

フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズン
2: 近未来兵器(二)

★歴史の分岐点: ベトナ
ム戦争(字)

★解剖！メガマシン
シーズン2: 救難ヘリ
(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
土星の輪の秘密(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 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)

トップギア シーズン6: ア
ストン・マーティンＤＢ５/
ジャガーＥタイプ(字)

マスター・オブ・アーム
ズ シーズン1: ロングラ
イフル(二)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: インカ
帝国の都クスコ(字)

宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 太陽系誕生の謎
(二)

モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン3: 神と人
類(二)

★タイムワープ　瞬間の世界: ド
ライアイス(字)

インフォマーシャル(日)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～: 禅と唐
詩(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～: カン
フーとストリートダンス(字)

★NOBU'S JAPAN: 北海道の味覚
(字)

インフォマーシャル(日)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: インカ
帝国の都クスコ(字)

インフォマーシャル(日)

MotorTrend

★タイムワープ　瞬間の世界: ス
ケボー(字)

バミューダトライアング
ルの呪い: 洞窟に棲む魔
物(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.13 爆弾低
気圧(字)

ゴールド・ラッシュ～人
生最後の一攫千金～
シーズン10: Ep.21 終幕
(二)

シリーズ工場見学 シーズン2: 風
船/ホイール/封筒/ホイッスル(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.6 挑戦の舞台裏(字)

★台湾の今 2020: 生体
医用テクノロジー(字)

★名車再生！TOP5: 80年
代の車(二)

★マスター・オブ・アー
ムズ シーズン1: ロング
ライフル(二)

インフォマーシャル(日)

★ナチ、悪魔教の秘密結
社(二)

サメvsベア・グリルス
(字)

☆クリエイターとその愉快な仲間
たち: エピソード１(新)(日)

☆匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
カンフーとストリートダンス
(新)(字)
☆徹底検証！ロシア軍の秘密: 装甲
兵員輸送車BTR-80(新)(二)

☆徹底検証！ロシア軍の秘密: 第201
軍事基地(新)(二)

★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズ
ン2: 近未来兵器(二)

★BigドリームSmallハウス
シーズン5: ハウスボート改造
(二)

★米連邦議会議事堂が狙
われる日(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)

トップギア シーズン6:
キャデラックCTS-V(字)

マスター・オブ・アーム
ズ シーズン1: ラッパ銃
(二)

米連邦議会議事堂が狙われ
る日(二)

THE NAKED シーズン5:
極寒の森林(二)

バミューダトライアングル
の呪い: 洞窟に棲む魔物
(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: コルベット
Z06(字)

★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: マツダMX-5 後編(二)

★名車再生！エド大活躍
トップ10(二)

★世界のモノ作り シーズン15: バ
スケットボール ほか(字)

☆おあそびマスターズ:
Ep.44(新)(日)

★未解決の歴史 シーズ
ン2: ロズウェル事件
(字)

台湾の今 2020: スマー
ト農業(字)

インフォマーシャル(日)

★サメvsベア・グリルス(字)

★クラシックカー・コレクション シーズ
ン8: フォード・モデルT ハウスカー(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 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)

☆トップギア シーズン6:
アストン・マーティンＤＢ
５/ジャガーＥタイプ
(新)(字)

世界のモノ作り シーズン15: パ
ワーステアリングポンプ ほか(字)

★バッド・チャド・カス
タム: 1939年式スチュー
ドベーカー・コマンダー
(字)

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)

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)

トップギア シーズン6:
マセラティ・ボーラ(字)

マスター・オブ・アーム
ズ シーズン1: 騎兵刀
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.21 終幕(二)

☆ザ・爆破ショー！:
究極の消火術(新)(字)

★トップギア シーズン5:
ＢＭＷ・１シリーズ/メルセ
デス・Ｇ55 ＡＭＧ(字)

★世界のモノ作り シーズン15: ペ
タンクボール ほか(字)

インフォマーシャル(日)

★未解決の歴史 シーズ
ン2: マリリン・モン
ローの死(字)

★サバイバルゲーム：モディ・
インド首相SP(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: コル
ド重機関銃(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密:
ジェット練習機 Yak-130(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: キッセル・カー／ビュイック・モデ
ル16(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)

☆トップギア シーズン6:
キャデラックCTS-
V(新)(字)

★マスター・オブ・アー
ムズ シーズン1: ラッパ
銃(二)

インフォマーシャル(日)

★超能力者は存在するか
(字)

サバイバルゲーム：モ
ディ・インド首相SP(字)

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)

トップギア シーズン6:
マセラティ・ＭＣ12(字)

マスター・オブ・アーム
ズ シーズン1: クロスボ
ウ(二)

アラスカ鉄道24時 シー
ズン1: 春の到来(二)

解剖！メガマシン シー
ズン2: ジェットコース
ター(二)

NASA超常ファイル シーズン
2: 月面着陸の真相(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: フォックス
ボディ・マスタング(字)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン2: MGB GT 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: MGB GT 後編(二)

★トップギア シーズン5:
フェラーリ・612 スカリ
エッティ(字)

★世界のモノ作り シーズン15: 雨
樋 ほか(字)

インフォマーシャル(日)

★JFK暗殺のシナリオ
(字)

ザ・爆破ショー！: 黒色
火薬の威力(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: ダットサン280Z（日産フェアレディ
Z）(二)

★サバイバルゲーム: 名場面集
(字)

★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)

★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)

☆トップギア シーズン6:
マセラティ・ボーラ
(新)(字)

★マスター・オブ・アー
ムズ シーズン1: 騎兵刀
(二)

インフォマーシャル(日)

★超常現象Xファイル:
Ep.3/人体自然発火(字)

★マスター・オブ・アー
ムズ シーズン1: クロス
ボウ(二)

インフォマーシャル(日)

★超常現象Xファイル:
Ep.2/ツングースカ大爆
発(字)

超危険！命がけ職業体
験: Ep.6 漁師(字)

★シリーズ工場見学 シーズン
2: 風船/ホイール/封筒/ホイッ
スル(二)

★アラスカ鉄道24時
シーズン1: 春の到来
(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖！メガマシン
シーズン2: ジェット
コースター(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)

☆バミューダトライアング
ルの呪い: 洞窟に棲む魔物
(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★エクストリーム・ライ
ド～究極の乗り物～(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.13 爆弾低
気圧(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.21 終幕
(新)(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン2: イン
カ帝国の都クスコ(新)(字)

マイクの深掘りクルマワールド: ス
トックカー in シャーロット(二)

☆マイクの深掘りクルマワールド:
ラットロッド in レイクタホ
(新)(二)

☆THE NAKED シーズン
5: 極寒の森林(新)(二)

☆マイクの深掘りクルマワールド:
マッドボッギング in ヒューストン
(新)(二)

★THE ISLAND シーズン
6: Ep.6 挑戦の舞台裏
(字)

★宇宙の解体新書 シー
ズン3: 太陽系誕生の謎
(二)

★世界のモノ作り シーズン15:
パワーステアリングポンプ ほ
か(字)

マイクの深掘りクルマワールド: マス
タング GT350 in デトロイト(二)

サバイバルゲーム: 名場
面集(字)

★完全マニュアル: クルーズ船
の作り方(字)

☆クラシックカー・コレク
ション シーズン11: ペブ
ルビーチ・コンクール・デ
レガンス(新)(字)

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: メルセデス・ベンツ190E
後編(二)

トップギア シーズン6:
覆面ドライバー“スティ
グ”(字)

マスター・オブ・アーム
ズ シーズン1: アックス
ピストル(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
マスタング GT350 in デトロイト
(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
ストックカー in シャーロット
(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
ラットロッド in レイクタホ(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
マッドボッギング in ヒュースト
ン(二)

フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズン
2: 自動式散弾銃(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: デトマソパ
ンテーラ(字)

★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)

★トップギア シーズン5:
三菱・ランサー EVO8 対 ラ
ンボルギーニ・ムルシエラ
ゴ(字)

★世界のモノ作り シーズン15: バ
ンブーライト ほか(字)

インフォマーシャル(日)

★新説！ケネディ大統領暗
殺犯は誰だ: 新説！ケネ
ディ大統領暗殺犯は誰だ？
(字)

★超危険！命がけ職業体験:
Ep.6 漁師(字)

究極の乗り物～陸・海・
空の王者～: 戦闘車両
(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: ACブリストル／ポルシェ・スピード
スター(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)

★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)

☆トップギア シーズン6:
マセラティ・ＭＣ
12(新)(字)
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ザ・秘境生活 シーズン
2: グアテマラ(字)

★台湾の今 2020: ス
マート農業(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: GMCジミー
AWD(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: BMW 325iツーリング
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 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)

↑

世界のモノ作り シーズン15: パ
ワーステアリングポンプ ほか(字)

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(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: 1963年式
フォード・ギャラクシー(字)

★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)

★シフティング・ギア:
レース・オブ・ジェント
ルマン3(字)

バッド・チャド・カスタ
ム: 1939年式スチュード
ベーカー・コマンダー
(字)

クラシックカー・コレク
ション シーズン11: ペブル
ビーチ・コンクール・デレ
ガンス(字)

エクストリーム・ライド
～究極の乗り物～(字)

★トップギア シーズン5:
フォルクスワーゲン・ゴル
フＧＴＩ(字)

★世界のモノ作り シーズン15: サ
イクリングマシン ほか(字)

インフォマーシャル(日)

★徹底調査！アメリカの
極秘施設(二)

★超危険！命がけ職業体験:
Ep.5 爆発物処理班(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★宇宙の解体新書 シー
ズン3: 土星の輪の秘密
(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: ビートル・マニア(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: メルセデス・ベンツ
190E 後編(二)

☆トップギア シーズン6:
覆面ドライバー“スティ
グ”(新)(字)

★マスター・オブ・アー
ムズ シーズン1: アック
スピストル(二)

インフォマーシャル(日)

★超常現象Xファイル:
Ep.1/UFO多発地帯(字)

超危険！命がけ職業体
験: Ep.5 爆発物処理班
(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00
KODAWARI工房「フレームビルダーズ」:
Vol.1 ケルビム～前編～(日) 6:00
06:15 KODAWARI工房「フレームビルダー
ズ」: Vol.2 ケルビム～後編～(日)

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00
☆KODAWARI工房「フレームビルダーズ」: Vol.3
Rew10Works(新)(日) 8:00
08:15 ☆KODAWARI工房「フレームビル
ダーズ」: Vol.6 LEVEL(新)(日)

8:30 8:30

9:00 9:00
マイクの深掘りクルマワールド: ラッ
トロッド in レイクタホ(二)

9:30 9:30
09:54 Wings: EP1: 共感(日)

10:00 10:00
★サバイバルTOP 5 ～命を守る達人技
～: 食糧確保(字)

★サバイバルTOP 5 ～命を守る達人技
～: シェルター(字)

★サバイバルTOP 5 ～命を守る達人技
～: 火おこし(字)

★サバイバルTOP 5 ～命を守る達人技
～: 機転と発明(字)

★サバイバルTOP 5 ～命を守る達人技
～: 精神力(字)

10:30 10:30
10:54 Wings: EP2: 革新(日)

11:00 11:00

11:30 11:30
11:54 Wings: EP3: 覚醒(日)

12:00 12:00

12:30 12:30
12:54 Wings: EP4: 融合(日)

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 ミリタリーSP 15:00
徹底検証！ロシア軍の秘密: 訓練セン
ター(二)

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 日曜宇宙シアター 20:00
☆匠の眼 ～中国文化の伝統と今
～: 伝統と効率(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
23:54 Wings: EP1: 共感(日) 23:54 Wings: EP2: 革新(日) 23:54 Wings: EP3: 覚醒(日) 23:54 Wings: EP4: 融合(日)

24:00 ミリタリーSP 24:00
徹底検証！ロシア軍の秘密: 装甲兵員輸
送車BTR-80(二)

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

ザ・爆破ショー！: ハリ
ウッド特殊効果の技術
(字)

THE NAKED アローン: 孤
独な21日間(二)

★戦闘艦大全: 世界大戦
時代の戦闘艦(二)

尋問テクニックの秘密
(字)

★モーガン・フリーマン 時
空の彼方 シーズン4: 地球
外生命体の思考(二)

★NASA超常ファイル シーズ
ン2: 宇宙からの破壊兵器
(二)

★スペースタイム・宇宙ガ
イド シーズン2: 地球のよ
うな惑星(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン3: 1964年式
インパラ(二)

NASA超常ファイル シーズン
2: 分裂する小惑星(二)

インフォマーシャル(日)

★マジック・オブ・サイエンス:
Ep.6(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 宇宙軍宇
宙監視施設(二)

フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズン
2: コンバットシステム(二)

★歴史の分岐点: 湾岸戦
争(字)

解剖！メガマシン シー
ズン2: ジェットコース
ター(二)

歴史を変えたテクノロ
ジー: 高層ビル(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
太陽系誕生の謎(二)

奇跡を起こせ！建築革命:
デンマーク地下鉄環状線
(字)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 海賊た
ちの要塞(字)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズ
ン2: パタゴニア(字)

インフォマーシャル(日)

マイクの深掘りクルマワールド: マッ
ドボッギング in ヒューストン(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
カスタム界の巨匠(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
EV車の世界(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン3: 妻に捧げ
るエルカミーノ(二)

THE NAKED アローン: 孤
独な21日間(二)

ザ・爆破ショー！: ハリ
ウッド特殊効果の技術
(字)

★名車再生！TOP5: マイ
クロカー(二)

★名車再生！TOP5: パ
フォーマンスカー(二)

★奇跡を起こせ！建築革命:
デンマーク地下鉄環状線
(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 第201軍事基
地(二)

フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シー
ズン2: 近未来兵器(二)

歴史の分岐点: ベトナム
戦争(字)

戦場の真実: バルジの戦
い(二)

☆徹底検証！ロシア軍の秘密: 宇
宙軍宇宙監視施設(新)(二)

★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズ
ン2: コンバットシステム
(二)

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)

★宇宙の解体新書 シーズン
3: 超巨大嵐(二)

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)

トップギア シーズン6: Ｂ
ＭＷ・535d/ベントレー・フ
ライングスパー(字)

密着！台湾軍エリート部隊:
選ばれし猛者たち(二)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 海賊た
ちの要塞(字)

宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 超巨大嵐(二)

モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン3: 永遠が
終わるとき(二)

タイムワープ　瞬間の世界: スケ
ボー(字)

インフォマーシャル(日)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
伝統と効率(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
風景画と写真(字)

★NOBU'S JAPAN: 長崎の味覚(字)

インフォマーシャル(日)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 海賊た
ちの要塞(字)

MotorTrend

インフォマーシャル(日)

★タイムワープ　瞬間の世界:
テーザー銃(字)

バミューダトライアング
ルの呪い: 消えた海軍艦
艇(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.14 労働の
対価(字)

ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
10 特別編: 大惨事SP(二)

THE NAKED シーズン5:
ホンジュラスの熱帯雨林
(二)

☆THE NAKED シーズン5:
ホンジュラスの熱帯雨林
(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: BMW E24 635CSi 前編(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン2: 海賊
たちの要塞(新)(字)

☆THE NAKED アローン: 孤
独な21日間(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: BMW E24 635CSi 後編(二)

トップギア シーズン6: ア
ストラVXR/ルノー・メガー
ヌ(字)

密着！台湾軍エリート部隊:
先鋭部隊・フロッグマン
(二)

尋問テクニックの秘密
(字)

THE NAKED シーズン5:
ホンジュラスの熱帯雨林
(二)

バミューダトライアング
ルの呪い: 消えた海軍艦
艇(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: フォード・モデルT ハウスカー
(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 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)

トップギア シーズン6: ア
ストン・マーティンＤＢ５/
ジャガーＥタイプ(字)

クリエイターとその愉快な仲間
たち: エピソード１(日)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルTOP 5 ～命を守る達人技
～: 衝撃サバイバル術(字)

ナチ、悪魔教の秘密結社
(二)

台湾の今 2020: 生体医
用テクノロジー(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: クライスラー300B(二)

★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: 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: BMW E24 635CSi 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: BMW E24 635CSi 後
編(二)

☆トップギア シーズン6:
アストラVXR/ルノー・メ
ガーヌ(新)(字)

★密着！台湾軍エリート部
隊: 先鋭部隊・フロッグマ
ン(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージア
ム シーズン11: ジョージ・
ワシントン暗殺計画(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 機転と発明(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 救難救助(字)

★BigドリームSmallハウス
シーズン5: 海辺の小さな贅沢
ハウス(二)

★バッド・チャド・カス
タム: 1934年式デソー
ト・エアフロー(字)

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 前編(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人
生最後の一攫千金～ シー
ズン10 特別編: 大惨事
SP(新)(二)

☆ザ・爆破ショー！: ハリ
ウッド特殊効果の技術
(新)(字)

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 後編(二)

トップギア シーズン6:
フェラーリF430(字)

放送休止

放送休止

バッド・チャド・カスタ
ム: 1934年式デソート・
エアフロー(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
禅と唐詩(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
カンフーとストリートダンス(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: キッセル・カー／ビュイック・モ
デル16(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)

トップギア シーズン6:
キャデラックCTS-V(字)

BigドリームSmallハウス シー
ズン5: ハウスボート改造(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
～: 救難救助(字)

超能力者は存在するか
(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 装甲
兵員輸送車BTR-80(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 第201
軍事基地(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: ポルシェ356SCカブリ
オレ(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 後編(二)

☆トップギア シーズン6:
フェラーリF430(新)(字)

★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)

インフォマーシャル(日)

★都市伝説‐ネット画像の
ウソ・ホント: 未確認生物
(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 火おこし(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 逃避と脱出(字)

★完全マニュアル: アメフト競
技場の作り方(字)

バッド・チャド・カスタ
ム: 1939年式スチュード
ベーカー・コマンダー
(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★大革新～世界を変えた
発明品～: 望遠鏡(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.14 労働の
対価(新)(字)

☆バミューダトライアング
ルの呪い: 消えた海軍艦艇
(新)(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 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: ジープCJ7 後編(二)

トップギア シーズン6:
フィアット・パンダ VS マ
ラソンランナー(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)

歴史を変えたテクノロ
ジー: 高層ビル(二)

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3: VWトランスポルターT3 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: VWトランスポルターT3 後
編(二)

トップギア シーズン6:
マセラティ・ボーラ(字)

完全マニュアル: クルーズ船の
作り方(字)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルTOP 5 ～命を守る達人技
～: 逃避と脱出(字)

超常現象Xファイル:
Ep.3/人体自然発火(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
禅と唐詩(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
カンフーとストリートダンス(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: 古き良き自動車レース
(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 前編(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: ナッシュ・ランブラー
(二)
★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 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: ジープCJ7 後編
(二)

☆トップギア シーズン6:
フィアット・パンダ VS マ
ラソンランナー(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)

インフォマーシャル(日)

★都市伝説‐ネット画像の
ウソ・ホント: サメの襲撃
(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: シェルター(字)

☆マイクの深掘りクルマワールド:
カスタム界の巨匠(新)(二)

☆マイクの深掘りクルマワールド:
EV車の世界(新)(二)

☆クラシックカー・コレク
ション シーズン11: イン
ディアンスカウト
101(新)(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)

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)

トップギア シーズン6: メ
ルセデス・ベンツ・SLRマク
ラーレン(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)

マイクの深掘りクルマワールド:
ラットロッド in レイクタホ(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
マッドボッギング in ヒュースト
ン(二)

☆トップギア シーズン6:
メルセデス・ベンツ・SLR
マクラーレン(新)(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)

インフォマーシャル(日)

★都市伝説‐ネット画像の
ウソ・ホント: 幽霊列車
(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 食糧確保(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 毒ヘビ(字)

★世界のモノ作り シーズン15:
シャンデリア ほか(字)

マイクの深掘りクルマワールド: ラッ
トロッド in レイクタホ(二)

マイクの深掘りクルマワールド: マッ
ドボッギング in ヒューストン(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン9: マスタン
グとジョニー・デップ(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 水分補給(字)

★シリーズ工場見学 シーズン
2: ビール/鍋/レンガ/グローブ
(二)

★歴史を変えたテクノロ
ジー: 高層ビル(二)

★尋問テクニックの秘密
(字)

☆トップギア シーズン6:
ＢＭＷ・535d/ベント
レー・フライングスパー
(新)(字)

★密着！台湾軍エリート部
隊: 選ばれし猛者たち(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージア
ム シーズン11: ハドソン川
の奇跡(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 精神力(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 衝撃サバイバル術(字)

☆クリエイターとその愉快な
仲間たち: エピソード２
(新)(日)

☆匠の眼 ～中国文化の伝統と今
～: 風景画と写真(新)(字)

☆徹底検証！ロシア軍の秘密: 訓
練センター(新)(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: ルノー・ジョリー(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)

★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)

Discovery Channel
2020年11月編成表

ザ・秘境生活 シーズン
2: ナミビア(字)

台湾の今 2020: 生体医
用テクノロジー(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: ビートル・マニア(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: メルセデス・ベンツ190E
後編(二)

トップギア シーズン6:
覆面ドライバー“スティ
グ”(字)

世界のモノ作り シーズン15:
パワーステアリングポンプ ほ
か(字)

マイクの深掘りクルマワールド:
カスタム界の巨匠(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
EV車の世界(二)

フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズン
2: 近未来兵器(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: ACブリストル／ポルシェ・スピー
ドスター(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)

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)

トップギア シーズン6:
マセラティ・ＭＣ12(字)

シリーズ工場見学 シーズン2:
風船/ホイール/封筒/ホイッス
ル(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
～: 水分補給(字)

バッド・チャド・カスタム:
1939年式スチュードベー
カー・コマンダー(字)

バッド・チャド・カスタ
ム: 1934年式デソート・
エアフロー(字)

クラシックカー・コレク
ション シーズン11: イン
ディアンスカウト101(字)

オーバーホール 改造車の世
界 シーズン9: マスタング
とジョニー・デップ(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
～: 毒ヘビ(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

超常現象Xファイル:
Ep.1/UFO多発地帯(字)

宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 太陽系誕生の謎
(二)

超常現象Xファイル:
Ep.2/ツングースカ大爆
発(字)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: インカ
帝国の都クスコ(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00
KODAWARI工房「フレームビルダーズ」:
Vol.3 Rew10Works(日) 6:00
06:15 KODAWARI工房「フレームビルダー
ズ」: Vol.6 LEVEL(日)

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30
07:55 Extreme Dream: 地の探求者(日)

8:00
☆KODAWARI工房「フレームビルダーズ」: Vol.4 東叡
社～前編～(新)(日) 8:00
08:15 ☆KODAWARI工房「フレームビルダーズ」:
Vol.5 東叡社～後編～(新)(日)

8:30 8:30

9:00 9:00
マイクの深掘りクルマワールド: カス
タム界の巨匠(二)

9:30 9:30
09:54 Wings: EP1: 共感(日)

10:00 10:00
★サバイバルTOP 5 ～命を守る達人技～:
忍耐力(字)

★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～:
過酷な現実(字)

★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～:
失敗から成功へ(字)

10:30 10:30
10:54 Wings: EP2: 革新(日)

11:00 11:00

11:30 11:30
11:54 Wings: EP3: 覚醒(日)

12:00 12:00

12:30 12:30
12:54 Wings: EP4: 融合(日)

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 ミリタリーSP 15:00
徹底検証！ロシア軍の秘密: 戦闘爆撃
機(二)

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
サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 失敗から成功へ(字) 18:30

19:00 19:00
19:25 ☆Extreme Dream: 地の探求者
(新)(日)

19:30 19:30

20:00 日曜宇宙シアター 20:00
☆匠の眼 ～中国文化の伝統と今
～: 食文化と天文学(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
23:54 Wings: EP1: 共感(日) 23:54 Wings: EP2: 革新(日) 23:54 Wings: EP3: 覚醒(日) 23:54 Wings: EP4: 融合(日)

24:00 ミリタリーSP 24:00
徹底検証！ロシア軍の秘密: 訓練セン
ター(二)

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！TOP5: 視聴
者投票(二)

名車再生！エド大活躍
トップ10(二)

★奇跡を起こせ！建築革命:
メルセデス・ベンツ・スタ
ジアム(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 宇宙軍宇宙
監視施設(二)

フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズン
2: コンバットシステム(二)

バッド・チャド・カスタ
ム: 1934年式デソート・
エアフロー(字)

バッド・チャド・カスタ
ム: ロカビリー・ウィー
クエンド(字)

クラシックカー・コレク
ション シーズン11: 1969年
式デ・トマソ・マングスタ
(字)

オーバーホール 改造車の世
界 シーズン9: シボレー・
エルカミーノ(二)

インフォマーシャル(日)

★マジック・オブ・サイエンス:
Ep.7(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 低高度防
空システム(二)

フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズン
3: 爆弾分解装置(二)

★戦火の軍用機大全: 爆
撃機(二)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 南米ペ
ルーのピラミッド(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

マイクの深掘りクルマワールド: EV車
の世界(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
古き良きイギリス車(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
クラシックカーの救世主(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン3: 1968年式
ブロンコ(二)

SF界の巨匠たち: メア
リー・シェリー(字)

THE NAKED アローン: 危
険な作戦(二)

★戦闘艦大全: 潜水艦
(二)

スティーブ・ジョブズの
軌跡(二)

★モーガン・フリーマン
時空の彼方 シーズン4:
太陽の死(二)

★NASA超常ファイル
シーズン2: 宇宙ホタル
(二)

★スペースタイム・宇宙ガ
イド シーズン2: 宇宙から
見る地球(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン3: 1968年式
ファイヤーバード(二)

NASA超常ファイル シー
ズン2: 宇宙からの破壊
兵器(二)

★ザ・秘境生活 シーズ
ン2: フィリピン(字)

大革新～世界を変えた発
明品～: 望遠鏡(字)

歴史を変えたテクノロ
ジー: 車(二)

宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 超巨大嵐(二)

トップギア シーズン7: パ
ガーニ・ゾンダＦ(字)

体験！メガマシーン: 戦
車(字)

大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン2: 南
米ペルーのピラミッド
(字)

宇宙の解体新書 シーズ
ン3: エイリアンの巨大
建造物(二)

モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン4: 地球外
生命体の思考(二)

タイムワープ　瞬間の世界: テー
ザー銃(字)

インフォマーシャル(日)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
食文化と天文学(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
ブロック玩具とインテリアデザイ
ン(字)

★NOBU'S JAPAN: 山口の味覚(字)

インフォマーシャル(日)

大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン2: 南
米ペルーのピラミッド
(字)

MotorTrend

インフォマーシャル(日)

★タイムワープ　瞬間の世界: 衝
突実験(字)

バミューダトライアング
ルの呪い: フライト19消
失事件(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン16: Ep.15 船長の苦悩(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10 特別
編: ベーツ一家回想録(二)

THE NAKED シーズン5:
カップルの挑戦(二)

THE NAKED アローン: 危
険な作戦(二)

SF界の巨匠たち: メア
リー・シェリー(字)

歴史の分岐点: 湾岸戦争
(字)

戦闘艦大全: 世界大戦時
代の戦闘艦(二)

奇跡を起こせ！建築革
命: メルセデス・ベン
ツ・スタジアム(字)

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

トップギア シーズン7:
フォード・フォーカスST/パ
ガーニ・ゾンダ(字)

実録・スパイの世界:
Ep.3(二)

スティーブ・ジョブズの
軌跡(二)

THE NAKED シーズン5:
カップルの挑戦(二)

バミューダトライアングル
の呪い: フライト19消失事
件(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: クライスラー300B(二)

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: シボレー・コルベットC4
後編(二)

トップギア シーズン6:
ＢＭＷ・535d/ベント
レー・フライングスパー
(字)

クリエイターとその愉快な仲間
たち: エピソード２(日)

インフォマーシャル(日)

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

ミステリー・ミュージアム
シーズン11: ハドソン川の
奇跡(字)

フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シー
ズン2: コンバットシス
テム(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: 弾痕付きポルシェ
356(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: ランドローバー・シ
リーズIIIステージ1 後編(二)

☆徹底検証！ロシア軍の秘密: 低
高度防空システム(新)(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)

★宇宙の解体新書 シーズン
3: エイリアンの巨大建造物
(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)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージ
アム シーズン11: ホワ
イトハウス怪死事件(字)

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)

☆明日への扉(新)(日)

☆THE NAKED シーズン
5: カップルの挑戦
(新)(二)

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

☆大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 南米ペ
ルーのピラミッド(新)(字)

☆THE NAKED アローン: 危
険な作戦(新)(二)

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)

トップギア シーズン7: ア
ウディ・RS4 山登りレース
(字)

実録・スパイの世界:
Ep.2(二)

ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
10 特別編: ベーツ一家回想
録(二)

バッド・チャド・カスタ
ム: ロカビリー・ウィー
クエンド(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
伝統と効率(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
風景画と写真(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: ポルシェ356SCカブリ
オレ(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: BMW E24 635CSi 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: BMW E24 635CSi 後編(二)

トップギア シーズン6:
アストラVXR/ルノー・メ
ガーヌ(字)

BigドリームSmallハウス シー
ズン5: 海辺の小さな贅沢ハウ
ス(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～:
達人の発想力(字)

ミステリー・ミュージアム
シーズン11: ジョージ・ワ
シントン暗殺計画(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 訓練
センター(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 宇宙
軍宇宙監視施設(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: 元祖マイクロカー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: フィアット500 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: フィアット500 後編
(二)

☆トップギア シーズン7:
フォード・フォーカスST/パ
ガーニ・ゾンダ(新)(字)

★実録・スパイの世界:
Ep.3(二)

☆トップギア シーズン7: ア
ウディ・RS4 山登りレース
(新)(字)

★実録・スパイの世界:
Ep.2(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージ
アム シーズン11: トイ
レットペーパー発明(字)

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)

★完全マニュアル: ジェット
パックの作り方(字)

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)

☆ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズン10
特別編: ベーツ一家回想録
(新)(二)

★SF界の巨匠たち: メア
リー・シェリー(字)

トップギア シーズン6:
フェラーリF430(字)

完全マニュアル: アメフト競技
場の作り方(字)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルTOP 5 ～命を守る達人技～:
サバイバルグルメ(字)

都市伝説‐ネット画像のウ
ソ・ホント: 未確認生物
(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
伝統と効率(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
風景画と写真(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: 原石の山(二)

☆クラシックカー・コレク
ション シーズン11: 1969
年式デ・トマソ・マングス
タ(新)(字)

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4: レクサスLS400 後編(二)

トップギア シーズン6:
ヴォクスホール・モナーロ
VXR/ランボルギーニ・ムル
シエラゴ(字)

密着！台湾軍エリート部
隊: 究極の選抜試験(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
カスタム界の巨匠(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
EV車の世界(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: ザ・コレクション(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 シーズン5: メルセデス・ベンツ
280SL 後編(二)

☆トップギア シーズン7: ア
スカリ・KZ1/アストン・マー
ティン V8 ヴァンテージ
(新)(字)

★実録・スパイの世界:
Ep.1(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージ
アム シーズン11: ツイ
ンタワー 伝説の綱渡り
(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 危機一髪(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★大革新～世界を変えた
発明品～: 航空機(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.15 船長の苦
悩(新)(字)

☆バミューダトライアング
ルの呪い: フライト19消失
事件(新)(字)

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 シーズン5: メルセデス・ベンツ280SL
後編(二)

トップギア シーズン7: ア
スカリ・KZ1/アストン・
マーティン V8 ヴァンテー
ジ(字)

実録・スパイの世界:
Ep.1(二)

歴史を変えたテクノロ
ジー: 車(二)

☆クリエイターとその愉快な
仲間たち: エピソード３
(新)(日)

☆匠の眼 ～中国文化の伝統と今
～: ブロック玩具とインテリアデ
ザイン(新)(字)

☆徹底検証！ロシア軍の秘密: 戦
闘爆撃機(新)(二)

☆マイクの深掘りクルマワールド:
古き良きイギリス車(新)(二)

☆マイクの深掘りクルマワールド:
クラシックカーの救世主(新)(二)

バッド・チャド・カスタ
ム: 1934年式デソート・
エアフロー(字)

★バッド・チャド・カス
タム: ロカビリー・
ウィークエンド(字)

★フューチャーウェポ
ン・21世紀 戦争の真実
シーズン3: 爆弾分解装
置(二)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 自然の恵み(字)

★世界のモノ作り シーズン15:
高圧洗浄機 ほか(字)

マイクの深掘りクルマワールド: カス
タム界の巨匠(二)

マイクの深掘りクルマワールド: EV車
の世界(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン9: シボレー・エル
カミーノ(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 達人の極意(字)

★シリーズ工場見学 シーズン
2: ロッカー/ピザ/枕木/ティッ
シュ箱(二)

★歴史を変えたテクノロ
ジー: 車(二)

★スティーブ・ジョブズ
の軌跡(二)

18:57 サバイバルTOP 5 ～命を
守る達人技～: ベスト・オブ・
TOP 5(字)

Discovery Channel
2020年11月編成表

ザ・秘境生活 シーズン
2: パタゴニア(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.14 労働の
対価(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: ルノー・ジョリー(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)

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)

トップギア シーズン6:
メルセデス・ベンツ・
SLRマクラーレン(字)

世界のモノ作り シーズン15:
シャンデリア ほか(字)

マイクの深掘りクルマワールド:
古き良きイギリス車(二)

マイクの深掘りクルマワールド:
クラシックカーの救世主(二)

フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズン
2: コンバットシステム(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: ナッシュ・ランブラー
(二)
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 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: ジープCJ7 後編(二)

トップギア シーズン6:
フィアット・パンダ VS
マラソンランナー(字)

シリーズ工場見学 シーズン2:
ビール/鍋/レンガ/グローブ
(二)

大革新～世界を変えた発
明品～: 航空機(字)

NASA超常ファイル シーズン
2: 宇宙からの破壊兵器(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: 古き良き自動車レース
(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 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 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 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 後編
(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～:
達人の極意(字)

☆トップギア シーズン6:
ヴォクスホール・モナーロ
VXR/ランボルギーニ・ムルシ
エラゴ(新)(字)

★密着！台湾軍エリート
部隊: 究極の選抜試験
(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージ
アム シーズン11: 疑惑
のマラソンランナー(字)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 忍耐力(字)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルTOP 5 ～命を守る達人技～:
自然の恵み(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

都市伝説‐ネット画像のウ
ソ・ホント: 幽霊列車(字)

宇宙の解体新書 シーズン3:
超巨大嵐(二)

都市伝説‐ネット画像のウ
ソ・ホント: サメの襲撃
(字)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 海賊た
ちの要塞(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: アメチョのクルマ(二)

☆トップギア シーズン7: パ
ガーニ・ゾンダＦ(新)(字)

★体験！メガマシーン:
戦車(字)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージ
アム シーズン11: ト
ム・ソーヤー誕生秘話
(字)

★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
ラーズ シーズン5: ロータス・エスプリ
後編(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00
KODAWARI工房「フレームビルダーズ」:
Vol.4 東叡社～前編～(日) 6:00
06:15 KODAWARI工房「フレームビルダー
ズ」: Vol.5 東叡社～後編～(日)

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30
07:55 Extreme Dream: 地の探求者(日)

8:00
☆KODAWARI工房「フレームビルダーズ」: Vol.7
macchi cycles～前編～(新)(日) 8:00
08:15 ☆KODAWARI工房「フレームビル
ダーズ」: Vol.8 macchi cycles～後編
～(新)(日)

8:30 8:30

9:00 9:00
マイクの深掘りクルマワールド: 古き
良きイギリス車(二)

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 ミリタリーSP 15:00
徹底検証！ロシア軍の秘密: 潜水艦救
難艦(二)

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
19:25 Extreme Dream: 地の探求者(日)

19:30 19:30

20:00 日曜宇宙シアター 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
23:54 Wings: EP1: 共感(日) 23:54 Wings: EP2: 革新(日) 23:54 Wings: EP3: 覚醒(日) 23:54 Wings: EP4: 融合(日)

24:00 ミリタリーSP 24:00
徹底検証！ロシア軍の秘密: 戦闘爆撃機
(二)

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

徹底検証！ロシア軍の秘密: 低高度防空
システム(二)

大革新～世界を変えた発
明品～: 航空機(字)

宇宙の解体新書 シーズン3:
エイリアンの巨大建造物
(二)

戦闘艦大全: 潜水艦(二)

奇跡を起こせ！建築革命:
ベネチア・モーゼ計画(字)

大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン2: 自
由の女神(字)

インフォマーシャル(日)

明日への扉(日)

マイクの深掘りクルマワールド: クラ
シックカーの救世主(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1972年式フィアット・124スパ
イダー(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン3: チップへのサプ
ライズ(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン4: オールズモビル
442 コンバーチブル(二)

NASA超常ファイル シー
ズン2: 宇宙ホタル(二)

インフォマーシャル(日)

★マジック・オブ・サイエンス:
Ep.8(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 多連装ロ
ケット砲(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 非致死
性兵器(二)

★戦火の軍用機大全: 偵
察機(二)

★戦闘艦大全: 上陸用舟
艇(二)

歴史を変えたテクノロジー:
航空機(二)

SF界の巨匠たち: フィ
リップ・K・ディック
(字)

THE NAKED アローン: 危
うい心(二)

インド2050：未来社会か
らの警鐘(字)

ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
10 特別編: 勝利への道(二)

★NASA超常ファイル シーズ
ン2: 宇宙遊泳の罠(二)

★スペースタイム・宇宙ガ
イド シーズン2: ヨーロッ
パ宇宙開発事情(二)

THE NAKED シーズン5:
視聴者の挑戦 2(二)

THE NAKED アローン: 危
うい心(二)

SF界の巨匠たち: フィ
リップ・K・ディック
(字)

★名車再生！あの車は
今: ジープCJ7(二)

★名車再生！あの車は今:
アルファロメオ・スパイ
ダー(二)

★奇跡を起こせ！建築革命:
ベネチア・モーゼ計画(字)

★モーガン・フリーマン 時
空の彼方 シーズン4: 進化
とロボット(二)

★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズ
ン3: 非致死性兵器(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)

トップギア シーズン7:
トップ・ギア舞台裏SP(字)

ダビンチに挑戦: Ep.3 戦闘
型荷馬車(字)

密着！RC模型ビルダー シー
ズン1: エンブラエル145旅
客機(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
太陽系外衛星を探して(二)

モーガン・フリーマン
時空の彼方 シーズン4:
太陽の死(二)

タイムワープ　瞬間の世界: 衝突
実験(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン5:
視聴者の挑戦 2(二)

★NOBU'S JAPAN: 佐渡島の味覚
(字)

インフォマーシャル(日)

バッド・チャド・カスタム:
未来の宇宙船カー 前編(字)

クラシックカー・コレク
ション シーズン11: ウェイ
ンの掘出し物(字)

フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズン
3: 爆弾分解装置(二)

戦火の軍用機大全: 爆撃
機(二)

オーバーホール 改造車の世
界 シーズン9: ポンティ
アック・トランザム(二)

大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン2: 自
由の女神(字)

バッド・チャド・カスタム:
ロカビリー・ウィークエン
ド(字)

MotorTrend

インフォマーシャル(日)

★タイムワープ　瞬間の世界: 日
本刀(字)

バミューダトライアングル
の呪い: テレポーテーショ
ン(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン16: Ep.16 酷使された装備
(字)

☆THE NAKED シーズン
5: 視聴者の挑戦
2(新)(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 自由の女
神(新)(字)

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)

トップギア シーズン7: 厳
選スーパーカー総集編(字)

ダビンチに挑戦: Ep.2 包囲
攻撃用ハシゴ(字)

インド2050：未来社会から
の警鐘(字)

THE NAKED シーズン5:
視聴者の挑戦 2(二)

バミューダトライアング
ルの呪い: テレポーテー
ション(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: 弾痕付きポルシェ
356(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: ランドローバー・シリー
ズIIIステージ1 後編(二)

トップギア シーズン7:
パガーニ・ゾンダＦ(字)

クリエイターとその愉快な仲間
たち: エピソード３(日)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム
シーズン11: トム・ソー
ヤー誕生秘話(字)

フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズン
3: 爆弾分解装置(二)

★THE NAKED シーズン1: ボル
ネオの試練(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: VWタイプ2パネルバン
(二)

☆トップギア シーズン7:
トップ・ギア舞台裏
SP(新)(字)

★ダビンチに挑戦: Ep.3 戦闘
型荷馬車(字)

インフォマーシャル(日)

ダビンチに挑戦: Ep.1 機関
砲付き戦車(字)

ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズン
10 特別編: 勝利への道(二)

バッド・チャド・カスタ
ム: 未来の宇宙船カー
前編(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
食文化と天文学(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
ブロック玩具とインテリアデザイ
ン(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: 元祖マイクロカー(二)

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

トップギア シーズン7:
フォード・フォーカス
ST/パガーニ・ゾンダ
(字)

NOBU'S JAPAN: 山口の味覚(字)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム
シーズン11: ホワイトハウ
ス怪死事件(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 戦闘
爆撃機(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 低高
度防空システム(二)

インフォマーシャル(日)

★THE NAKED シーズン1: 密林
の呪い(二)

★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: フォード・シエラ・コ
スワース(二)

☆トップギア シーズン7:
厳選スーパーカー総集編
(新)(字)

インフォマーシャル(日)

★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)

THE NAKED シーズン1: 密林
の呪い(二)

★BigドリームSmallハウス
シーズン5: アイデア満載エコ
ハウス(二)

名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: ベントレー・ミュ
ルザンヌ・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5: ベントレー・ミュ
ルザンヌ・ターボ 後編(二)

トップギア シーズン7:
BMW・131i/ゴルフR32 徹底
比較(字)

体験！メガマシーン: 巨
大トラック(字)

歴史を変えたテクノロ
ジー: 航空機(二)

大革新～世界を変えた発
明品～: ロボット(字)

NASA超常ファイル シー
ズン2: 宇宙ホタル(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: 原石の山(二)

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
ズ シーズン5: ロータス・エスプリ 後編
(二)

トップギア シーズン7:
アウディ・RS4 山登り
レース(字)

完全マニュアル: ジェットパッ
クの作り方(字)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム
シーズン11: トイレット
ペーパー発明(字)

★THE NAKED シーズン1: 地獄
の島(二)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
食文化と天文学(字)

匠の眼 ～中国文化の伝統と今～:
ブロック玩具とインテリアデザイ
ン(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: 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: ジェンセン・インター
セプター(二)

★バッド・チャド・カス
タム: 未来の宇宙船カー
前編(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)

トップギア シーズン7: 名
物企画総集編(字)

☆名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー
ズン15: 1972年式フィアッ
ト・124スパイダー
(新)(二)

☆クラシックカー・コレク
ション シーズン11: ウェ
インの掘出し物(新)(字)

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)

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)

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

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 シーズン5: メルセデス・ベンツ280SL
後編(二)

トップギア シーズン7: ア
スカリ・KZ1/アストン・
マーティン V8 ヴァンテー
ジ(字)

シリーズ工場見学 シーズン2:
ロッカー/ピザ/枕木/ティッ
シュ箱(二)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム
シーズン11: ツインタワー
伝説の綱渡り(字)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 南米ペ
ルーのピラミッド(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: 61年式ジュリエッタ・スパイダー
(二)

★THE NAKED シーズン1: パナ
マの罠(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: ベントレー・ミュル
ザンヌ・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5: ベントレー・ミュル
ザンヌ・ターボ 後編(二)

☆トップギア シーズン7:
BMW・131i/ゴルフR32 徹底
比較(新)(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★大革新～世界を変えた
発明品～: ロボット(字)

☆トップギア シーズン7:
名物企画総集編(新)(字)

★ダビンチに挑戦: Ep.1 機関
砲付き戦車(字)

インフォマーシャル(日)

★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)

THE NAKED シーズン1: 地獄
の島(二)

★完全マニュアル: 戦車の作り
方(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズン10
特別編: 勝利への道(新)(二)

バッド・チャド・カスタ
ム: ロカビリー・ウィー
クエンド(字)

★ダビンチに挑戦: Ep.2 包囲
攻撃用ハシゴ(字)

★インド2050：未来社会
からの警鐘(字)

★体験！メガマシーン: ヘリコ
プター(字)

インフォマーシャル(日)

★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)

THE NAKED シーズン1: タン
ザニアの恐怖(二)

★世界のモノ作り シーズン15:
ハーディガーディ ほか(字)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン9: ポンティ
アック・トランザム(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

マイクの深掘りクルマワールド: 古き
良きイギリス車(二)

★体験！メガマシーン: 巨大ト
ラック(字)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージア
ム シーズン11: 電話発明の
真相(字)

THE NAKED シーズン1: パナ
マの罠(二)

★シリーズ工場見学 シーズン
2: 管楽器/窓/ペットボトル/
バット(二)

★歴史を変えたテクノロ
ジー: 航空機(二)

マイクの深掘りクルマワールド: クラ
シックカーの救世主(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.16 酷使され
た装備(新)(字)

★ミステリー・ミュージア
ム シーズン11: タイタニッ
ク号のバイオリン(字)

☆クリエイターとその愉快な
仲間たち: エピソード４
(新)(日)

☆徹底検証！ロシア軍の秘密: 潜水
艦救難艦(新)(二)

☆徹底検証！ロシア軍の秘密: 多連
装ロケット砲(新)(二)

★密着！RC模型ビルダー
シーズン1: エンブラエル
145旅客機(二)

THE NAKED シーズン1: ボル
ネオの試練(二)

★ザ・秘境生活 シーズ
ン2: ノルウェー(字)

☆バミューダトライア
ングルの呪い: テレ
ポーテーション
(新)(字)

★SF界の巨匠たち: フィ
リップ・K・ディック
(字)

☆THE NAKED アローン:
危うい心(新)(二)

★宇宙の解体新書 シーズン
3: 太陽系外衛星を探して
(二)
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ザ・秘境生活 シーズン
2: フィリピン(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.15 船長
の苦悩(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: アメチョのクルマ(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4: レクサスLS400 後編(二)

トップギア シーズン6:
ヴォクスホール・モナーロ
VXR/ランボルギーニ・ムル
シエラゴ(字)

世界のモノ作り シーズン15:
高圧洗浄機 ほか(字)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム
シーズン11: 疑惑のマラソ
ンランナー(字)

★THE NAKED シーズン1: タン
ザニアの恐怖(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

宇宙の解体新書 シーズ
ン3: エイリアンの巨大
建造物(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: 「レインマン」のロードマスター
(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)

★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)

☆トップギア シーズン7:
ブガッティ・ヴェイロン/
マーコス TSO(新)(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6

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

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

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

クラシックカー・コレク
ション シーズン11:
ウェインの掘出し物(字)

ダビンチに挑戦: Ep.4
マシンガン(字)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン15: 1972年式フィアッ
ト・124スパイダー(二)

THE NAKED シーズン1:
危険な沼地(二)

★世界のモノ作り シーズン15: ピ
タパン ほか(字)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン15: 1972年式フィアッ
ト・124スパイダー(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン9: 「ロー
ン・サバイバー」のための
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15: 1973年式トヨタ・
セリカ(新)(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)

クラシックカー・コレク
ション シーズン11:
ウェインの掘出し物(字)

★ダビンチに挑戦: Ep.4
マシンガン(字)

インフォマーシャル(日)

★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(字)

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)

★THE NAKED シーズン1: 危
険な沼地(二)

宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 太陽系外衛星を探
して(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5: シトロ
エンDS 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 後編(二)

トップギア シーズン7: ブ
ガッティ・ヴェイロン/マー
コス TSO(字)

世界のモノ作り シーズン15: ハー
ディガーディ ほか(字)

インフォマーシャル(日)
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ザ・秘境生活 シーズン
2: ノルウェー(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.16 酷使さ
れた装備(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)


