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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)

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)

秘境ハンター: アマゾン 密
林の青い湖(字)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
機・離陸失敗(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1965年式
オースチン・ヒーレー(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 新コンビ舞台裏(二)

★カスタム・マスター シーズン
1: GMフューチャーライナー
後編(二)

蹴撃!キックボクサーへの
道: Ep.2 南アフリカ＆
キューバ武者修行(字)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走
する大型トラック(二)

☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン6:
Ep.11 冬の始まり
(新)(字)
☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター: Ep.6
警告(新)(二)

☆大解剖!世界歴史建築
ミステリー シーズン1: ス
トーンヘンジの霊(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグ
ラスDC７衝突テスト(二)

★戦火の軍用機大全: 偵
察機(二)

21:55 ★ミリタリー・モー
ターズ シーズン3: いざアメリ
カへ!(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3: VWトランスポルターT3 後
編(二)

★ミイラ・ミステリー: 雲上の
民のミイラ(字)

蹴撃!キックボクサーへの
道: Ep.1 日本武者修行
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フ
リーウェイ崩落(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
6: ブレディ家のプリムス(字)

☆ファスト＆ラウド シーズ
ン6: 1967年式ファイヤー
バード(新)(字)

蹴撃!キックボクサーへの
道: Ep.3 タイ武者修行
(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.3 金塊ハンター(新)(二)

戦火の軍用機大全: 爆撃
機(二)

★宇宙の解体新書: 地球
外生命体(二)

★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: 単発プロペラ機
(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★THE ISLAND シーズン
5: Ep.5 協力(字)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: 機転と発明
(新)(字)
☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: 救難救助

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: MGA(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: BMW2002tii(二)

三菱電機 presents ワールドテックア

ワー

★メガ・エアー: エアバス社貨
物機「ベルーガ」(字)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・太陽のすべて(二)
★発明家テスラ:謎の死と
殺人光線: 調査チーム(二)

★世界のハイエンドSUV: メ
ルセデス・ベンツ G65
AMG(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: 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: 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4: ポルシェ911 2.7Sタルガ
前編(二)

夢を叶える発明ショー: ５
秒でピザ配達(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.5 協力(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
戦争と市民(字)

★ザ・特殊部隊: CIA特殊
活動部(字)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.11 冬
の始まり(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 多次元
の世界(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
ブレディ家のプリムス(字)

★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1965年式
オースチン・ヒーレー(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
海戦(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
奇襲攻撃(字)

★ザ・特殊部隊: フォース・
リーコン(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: 起死回生
フォードF350 (新)(字)

★宇宙新時代: 月資源開
発レース(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: タフトラック対
決(新)(字)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン2: 時間の存
在(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火
から400軒の大火災(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
危険な発明(字)

★スペース・シャトル～最後
のミッション～(二)

★解剖!メガマシン シーズ
ン3: 高速カタマラン船(字)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: サイクロンの爪
痕(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.3 金塊ハンター
(二)
THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.6 警告
(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.5 協力(字)

インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー: 伝説的
海賊の財宝(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★蹴撃!キックボクサーへの
道: Ep.3 タイ武者修行(字)

★蹴撃!キックボクサーへの
道: Ep.2 南アフリカ＆キュー
バ武者修行(字)

メガ・エアー: エアバス社貨
物機「ベルーガ」(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: ストーン
ヘンジの霊(字)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空
母艦上の着陸事故(二)
インフォマーシャル(日)

★エクストリーム・サバイバル: スリ
ルの代償(字)
★エクストリーム・サバイバル: 仕
事中の災難(字)
★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
15: Ep.6 ヨネックス製バドミントンシャトル
(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: 新コンビ舞台裏(二)
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戦火の軍用機大全: 偵察
機(二)

★蹴撃!キックボクサーへの
道: Ep.1 日本武者修行
(字)

★秘境ハンター: ザンビア
奇妙な黒点模様(字)

★秘境ハンター: アマゾン
密林の青い湖(字)

世界のハイエンドSUV: メル
セデス・ベンツ G65
AMG(二)

★カスタム・マスター シーズン
1: GMフューチャーライナー
後編(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: ストーン
ヘンジの霊(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化
ガスタンク爆発(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: サイクロンの爪
痕(二)

★ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.22 勝負
の時(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃
ヘリ「Ka-52 アリゲーター」(二)

★潜入!ロシア軍のすべて: MiG-
31 宇宙に近づく戦闘機(二)

解明・太陽のすべて(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 時間の
存在(二)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タン
クローリー事故(二)
インフォマーシャル(日)

★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)
★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.5 ピサの斜塔
(字)インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1967年式ファイヤーバード
(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 曲芸
飛行チーム(二)
潜入!ロシア軍のすべて: ロシア
の鎧「パーンツィリS1」(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.11 冬
の始まり(字)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.6 警告
(二)

発明家テスラ:謎の死と殺
人光線: 調査チーム(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: シボ
レーGバン(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)★ファスト＆ラウド シーズン
2: フォード・ファルコン・レー
スカー(字)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大
雪崩(二)
☆おあそびマスターズ:
Ep.40(新)(日)

★陰謀の歴史: CIAの洗
脳実験(字)

★ミリタリー・モーターズ シー
ズン3: アントノフ2 旅立ち
(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: 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)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: ポンティアック・ファイヤー
バード2(字)

ファスト＆ラウド シーズン2:
ポンティアック・ファイヤーバー
ド2(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃
ヘリ「Ka-52 アリゲーター」(二)
潜入!ロシア軍のすべて: MiG-
31 宇宙に近づく戦闘機(二)

★ミイラ・ミステリー: UFOと
いけにえ(字)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: 単発プロペラ機
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.3 金塊ハンター(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1967年式ファイヤーバード
(字)

★世界のハイエンドSUV: メ
ルセデス・ベンツ G65
AMG(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ゴルフ
GTI(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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: 5台一挙放出(字)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊
りの窓拭きゴンドラ(二)
インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: ケネディ暗
殺事件(字)

★戦火の軍用機大全: 爆
撃機(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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: ポンティアック・ファイヤー
バード1(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: 北
極圏での任務 パート2(二)
★潜入!ロシア軍のすべて: 防
空ミサイルシステム「トール」(二)
インフォマーシャル(日)

★潜入!ロシア軍のすべて: 曲
芸飛行チーム(二)
★潜入!ロシア軍のすべて: ロシ
アの鎧「パーンツィリS1」(二)
インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン2:
ポンティアック・ファイヤーバー
ド1(字)

潜入!ロシア軍のすべて: ヤーセ
ンM型原子力潜水艦(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: サイクロンの爪
痕(二)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

☆解剖!メガマシン シーズン3:
巨大貨物列車(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.22 勝負
の時(新)(字)

★夢を叶える発明ショー:
５秒でピザ配達(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・フリートライン(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 北極
圏での任務 パート2(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 北極
圏での任務 パート1(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 防空ミ
サイルシステム「トール」(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: ランチア・デルタHFインテグ
ラーレ 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: レンジローバー・ヴォーグSE
後編(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: サイクロンの爪
痕(二)

★解剖!メガマシン シーズ
ン3: 巨大貨物列車(字)

★発明家テスラ:謎の死と
殺人光線: 調査チーム(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ヘミ載
せ替え2(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)★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)★ファスト＆ラウド シーズン
2: レンタル用シェルビー・マ
スタング2(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)

★陰謀の歴史: UFOロズ
ウェル事件(字)

★夢を叶える発明ショー:
消防ロボット(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: 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: 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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: シボレー・フリートライン
(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: ヤーセ
ンM型原子力潜水艦(二)

★潜入!ロシア軍のすべて: 北
極圏での任務 パート1(二)
インフォマーシャル(日)

★リアル・エクソシスト(字)

秘境ハンター: ザンビア 奇
妙な黒点模様(字)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バ
ルーン制御不能(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
ジープ・ラングラー(字)

ファスト＆ラウド シーズン2:
マスタング・ファストバック(字)

潜入!ロシア軍のすべて: デルタ
III型原子力潜水艦(二)
潜入!ロシア軍のすべて: 核ミサ
イルのボディーガード(二)
名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1965年式
オースチン・ヒーレー(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 新
コンビ舞台裏(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: アントノフ2 旅立ち
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: ヘミ載せ
替え1(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
レンタル用シェルビー・マスタ
ング1(字)

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)

追跡!コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.6 X地点(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: アーサー
王の城(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: 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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: ジープ・ラングラー(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: デル
タIII型原子力潜水艦(二)
★潜入!ロシア軍のすべて: 核ミ
サイルのボディーガード(二)
インフォマーシャル(日)

★イエス・キリスト　空白の年
月(字)

インフォマーシャル(日)

追跡!コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.5 グッド・ライフ
(二)

宇宙の解体新書: 地球外
生命体(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: 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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: マスタング・ファストバック
(字)
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サバイバルゲーム:生き残り
の秘訣(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.21 生か
死か(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 幻の
AMG Eクラス(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 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)ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・キングスウッド(字)

大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12

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 ミリタリー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 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
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

THE ISLAND シーズン5:
挑戦の舞台裏(字)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.7 衝突
(二)

THE ISLAND シーズン5:
挑戦の舞台裏(字)

MotorTrend
名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 新コンビ舞
台裏(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1967年式ファイヤーバード(字)

戦火の軍用機大全: 偵察
機(二)

戦火の軍用機大全: 空中
戦(二)

解明・太陽のすべて(二)

★ザ・特殊部隊: 国務省
外交保安局(字)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.12 冷
戦(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 第六感
の真偽(二)

★宇宙新時代: 小惑星を
回避せよ(字)

★宇宙ステーション(二)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: 精神力(新)(字)
☆サバイバルTOP 5 ～命を守る達人
技～: 衝撃サバイバル術(新)(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: AMCペーサー(二)

世界のハイエンドSUV: マセ
ラティ・レヴァンテ(二)

潜入!スバル ドリームチー
ム(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: タージマ
ハールの秘密(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍
司令部、大爆発(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編: Ep.1
出港の前に(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10: Ep.4
去り際の美学(二)

潜入!ロシア軍のすべて: シュ
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)

21:55 ★ミリタリー・モー
ターズ シーズン3: バージニ
アへの旅(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 戦
争と市民(字)

ザ・特殊部隊: CIA特殊活
動部(字)

潜入!世界の巨大建造
物: 世界最大の自動車工
場(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: タージマ
ハールの秘密(字)

大惨事の瞬間: Ep.26/花火か
ら400軒の大火災(二)
インフォマーシャル(日)

★エクストリーム・サバイバル: 雪
山の恐怖(字)

★エクストリーム・サバイバル: ハ
イウェイの罠(字)
★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.8 バイオリン(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ＴＶＲ・サーブラウへ
の道(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: 木材運搬トラッ
ク(新)(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: ジャンピング・ブ
ロドーザー(新)(字)

宇宙新時代: 月資源開発
レース(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(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)

★マスター・オブ・アームズ
シーズン1: クロスボウ(二)

解剖!メガマシン シーズン
3: 巨大貨物列車(字)

潜入!世界の巨大建造
物: 世界最大の自動車工
場(字)

夢を叶える発明ショー: 仮
想ダイビング(二)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ
大脱走(字)

★戦火の軍用機大全: 空
中戦(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)

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: 世
界最大の自動車工場(新)(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 危
険な発明(字)

三菱電機 presents スペースアワー

★ホーキングの好奇心: 宇
宙の創造主とは?(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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・カマロSS 1(字)

★スゴ腕!RC模型ビルダー シー
ズン1: レッカー車／破砕処理車
(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4: レクサスLS400 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
フォード・モデルA 2(字)

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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
フォード・モデルA 1(字)

★発明家テスラ:謎の死と
殺人光線: 失われた研究
所(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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
パンテーラ(字)

★世界のハイエンドSUV: マ
セラティ・レヴァンテ(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)

ファスト＆ラウド シーズン2:
未公開映像SP(字)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水
で家が流される(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: シュ
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)
インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー: リンドウ
マン(字)

ホーキングの好奇心: 宇宙
の創造主とは?(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン2: 多次元の
世界(二)

大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
スタンク爆発(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～: 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)
★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.7 米軍非常食
「MRE」(字)インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1951年式フォルクスワーゲ
ン・サンババス(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 上陸
用舟艇 02800型(二)
潜入!ロシア軍のすべて: ブーヤ
ンM型コルベット(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.12 冷
戦(字)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.7 衝突
(二)

発明家テスラ:謎の死と殺
人光線: 失われた研究所
(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: 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)ファスト＆ラウド シーズン2:
ポンティアック・ファイヤーバー
ド2(字)

大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス
DC７衝突テスト(二)
インフォマーシャル(日)

ミイラ・ミステリー: 伝説的海
賊の財宝(字)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: いざアメリカへ!(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: 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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: シボレー・カマロSS
1(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: 上
陸用舟艇 02800型(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: レッカー車／破
砕処理車(二)

ドライブ・インポッシブル S2:
Ep.5(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: ブー
ヤンM型コルベット(二)
インフォマーシャル(日)

☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン6:
Ep.12 冷戦(新)(字)

☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター: Ep.7
衝突(新)(二)

★夢を叶える発明ショー:
仮想ダイビング(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)

★ミイラ・ミステリー: モーセの
正体(字)

ドライブ・インポッシブル S2:
Ep.3(字)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米
最悪ガス管爆発事故(字)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1967年式ファイヤーバード
(字)

☆ファスト＆ラウド シーズ
ン6: 1951年式フォルクス
ワーゲン・サンババス
(新)(字)

★THE ISLAND シーズン
5: 挑戦の舞台裏(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)

☆大解剖!世界歴史建築ミス
テリー シーズン1: タージマハー
ルの秘密(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.4 去り際の美学(新)(二)

潜入!ロシア軍のすべて: レー
ダーシステム「Nebo-M」(二)
潜入!ロシア軍のすべて: クレム
リンの花火(二)
ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10: Ep.4
去り際の美学(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1951年式フォルクスワーゲ
ン・サンババス(字)

スペース・シャトル～最後の
ミッション～(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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
ポンティアック・ファイヤーバー
ド1(字)

大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す
る大型トラック(二)
インフォマーシャル(日)

ミイラ・ミステリー: UFOとい
けにえ(字)

戦火の軍用機大全: 偵察
機(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: 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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: フォード・モデルA 2(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: レー
ダーシステム「Nebo-M」(二)
★潜入!ロシア軍のすべて: クレ
ムリンの花火(二)
インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー: 炎に焼
かれたツタンカーメン(字)

ドライブ・インポッシブル S2:
Ep.4(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃
ヘリ「Mi-28UB」(二)
潜入!ロシア軍のすべて: 空中
給油機「IL-78」(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: ストーン
ヘンジの霊(字)

解剖!メガマシン シーズン
3: 史上最大級クルーズ船
(字)

宇宙新時代: 月資源開発
レース(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: 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: 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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・フリートライン(字)

大惨事の瞬間: Ep.22/フリー
ウェイ崩落(二)
インフォマーシャル(日)

ミイラ・ミステリー: 雲上の民
のミイラ(字)

夢を叶える発明ショー: ５
秒でピザ配達(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: 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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: フォード・モデルA 1(字)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: パンテーラ(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: 攻
撃ヘリ「Mi-28UB」(二)
★潜入!ロシア軍のすべて: 空
中給油機「IL-78」(二)
インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー: リンカー
ン暗殺者のミイラ(字)

ドライブ・インポッシブル S2:
Ep.2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅
街の大規模地滑り(字)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

☆解剖!メガマシン シーズン3:
史上最大級クルーズ船(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編:
Ep.1 出港の前に
(新)(字)

☆名車再生!ドリームカー
大作戦: ＴＶＲ・サーブラ
ウへの道(新)(二)

★潜入!ロシア軍のすべて: 地
雷除去ロボット(二)
インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー: マヤ文
明の共同墓地(字)

ドライブ・インポッシブル S2:
Ep.1(字)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソ
ユーズロケット大爆発(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 新
コンビ舞台裏(二)

★潜入!スバル ドリーム
チーム(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 歩兵
戦闘車「BMP-3」ロボット化(二)
潜入!ロシア軍のすべて: 地雷
除去ロボット(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 新
コンビ舞台裏(二)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ＴＶＲ・サーブラウへ
の道(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: いざアメリカへ!(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: 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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: ジープ・ラングラー(字)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バ
ルーン制御不能(二)
インフォマーシャル(日)

★リアル・エクソシスト(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: ストーン
ヘンジの霊(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: 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: 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)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: 未公開映像SP(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: 歩兵
戦闘車「BMP-3」ロボット化(二)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
機・離陸失敗(二)
インフォマーシャル(日)

★イエス・キリスト　空白の年
月(字)

解明・太陽のすべて(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: 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: 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)

Discovery Channel
2020年07月編成表

エクストリーム・サバイバル: スリル
の代償(字)
エクストリーム・サバイバル: 仕事
中の災難(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.22 勝負
の時(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: 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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: マスタング・ファストバック
(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ドライブ・インポッシブル
S2: Ep.5(字)

★ドライブ・インポッシブル
S2: Ep.4(字)

★ドライブ・インポッシブル
S2: Ep.3(字)

★ドライブ・インポッシブル
S2: Ep.2(字)

★ドライブ・インポッシブル
S2: Ep.1(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19

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 ミリタリー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 日曜宇宙シアター 20:00
☆CAR FIX シーズン7: 80年
代の名車再生(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

マスター・オブ・アームズ シー
ズン1: クロスボウ(二)

ザ・特殊部隊: 国務省外
交保安局(字)

解剖!メガマシン シーズン
3: 史上最大級クルーズ船
(字)

戦火の軍用機大全: 空中
戦(二)

ホーキングの好奇心: 宇宙
の創造主とは?(二)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.8 争奪
戦(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)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: 忍耐力(新)(字)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守る達人
技～: 自然の恵み(新)(字)

★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・タイプ181(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: デソー
ト・ファイアドーム(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: オーバーホール
(二)

夢を叶える発明ショー: ヤモ
リ人間(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)

★ザ・特殊部隊: 世界の精
鋭部隊(字)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.13 氷
のトンネル(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 並行宇
宙(二)

★宇宙新時代: 人類、火
星へ(字)

★ハッブル宇宙望遠鏡(二)

マスター・オブ・アームズ シー
ズン1: アックスピストル(二)

潜入!世界の巨大建造
物: 巨大輸送機スーパー
ギャラクシー(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: マチュピ
チュに眠る謎(字)

大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(字)
インフォマーシャル(日)

★エクストリーム・サバイバル: 動
物の襲撃(字)
★エクストリーム・サバイバル: 空
中の惨事(字)
★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.10 パルマハム
(字)インフォマーシャル(日)

名車再生!ドリームカー大
作戦: フォルクスワーゲン ゴ
ルフＧＴＩへの道(二)

名車再生!ドリームカー大作戦:
ＴＶＲ・サーブラウへの道(二)

MotorTrend
ファスト＆ラウド シーズン6:
1951年式フォルクスワーゲン・サ
ンババス(字)

戦火の軍用機大全: バト
ル・オブ・ブリテン(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: ディーゼル搭載
ヘリ part 1(新)(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: ディーゼル搭載
ヘリ part 2(新)(字)

宇宙新時代: 小惑星を回
避せよ(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関
フリースキー(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★ホーキングの好奇心: 宇
宙の謎を解く鍵とは?(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)

ドライブ・インポッシブル S2:
Ep.10(字)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カー
チェイスの結末(字)

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:
巨大輸送機スーパーギャラク

★マスター・オブ・アームズ
シーズン1: 騎兵刀(二)

★マスター・オブ・アームズ
シーズン1: ラッパ銃(二)

★戦火の軍用機大全: バ
トル・オブ・ブリテン(二)

21:55 ★ミリタリー・モー
ターズ シーズン3: 終着地
(二)

★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: 魚雷艇／消防
艇(二)

ファスト＆ラウド: 名場面トッ
プ50(字)

兵器のテクノロジー: ハイテ
ク・ヘリ(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: 魚雷艇／消防
艇(二)

ホーキングの好奇心: 宇宙
の謎を解く鍵とは?(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン2: 第六感の
真偽(二)

大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司
令部、大爆発(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～: 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)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.9 鰹節(字)
インフォマーシャル(日)

世界のハイエンドSUV: メル
セデス・ベンツ G65
AMG(二)

世界のハイエンドSUV: ベン
トレー・ベンテイガ(二)

CAR FIX シーズン7: 80年代
の名車再生(字)
CAR FIX シーズン7: バラクーダ
のブレーキ(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: マチュピ
チュに眠る謎(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦闘
機の空中爆発(字)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: オーバーホール
(二)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編: Ep.2
偽りの戦略(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.5 拡張の時(二)

★兵器のテクノロジー: ハイ
テク・ヘリ(二)

インフォマーシャル(日)

★機密事件ミステリー:
ニューオーリンズの斧男(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 後編(二)

ファスト＆ラウド: 衝撃動画
SP(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 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)

ファスト＆ラウド シーズン2:
パイクスピーク参戦 1(字)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: オーバーホール
(二)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

☆解剖!メガマシン シーズン3:
エアバス ベルーガST(新)(字)

★発明家テスラ:謎の死と
殺人光線: よみがえる殺人
光線(二)

☆名車再生!ドリームカー大作
戦: フォルクスワーゲン ゴルフＧ
ＴＩへの道(新)(二)

★世界のハイエンドSUV:
ベントレー・ベンテイガ(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)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・カマロSS 2(字)

兵器のテクノロジー: 戦闘機
(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
パイクスピーク参戦 2(字)

兵器のテクノロジー: 防衛技
術(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.5 拡張の時(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)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.13 氷
のトンネル(字)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.8 争奪
戦(二)

発明家テスラ:謎の死と殺
人光線: よみがえる殺人光
線(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: 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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・カマロSS 1(字)

大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)
インフォマーシャル(日)

ミイラ・ミステリー: リンドウマン
(字)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: バージニアへの旅(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: 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)
★ファスト＆ラウド: 名場面
トップ50(字)

★ファスト＆ラウド: 衝撃動
画SP(字)

★兵器のテクノロジー: 戦闘
機(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1968年式フォード・ギャラク
シーXL(字)

宇宙ステーション(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: 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)

ファスト＆ラウド シーズン2:
フォード・モデルA 2(字)

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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ドライブ・インポッシブル
S2: Ep.10(字)

★ドライブ・インポッシブル
S2: Ep.9(字)

★ドライブ・インポッシブル
S2: Ep.8(字)

★ドライブ・インポッシブル
S2: Ep.7(字)

★ドライブ・インポッシブル
S2: Ep.6(字)

ホーキングの好奇心: 宇宙
の創造主とは?(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: 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)

ミイラ・ミステリー: 炎に焼か
れたツタンカーメン(字)

戦火の軍用機大全: 空中
戦(二)

インフォマーシャル(日)

★機密事件ミステリー: 米
史上最大規模 美術品盗
難事件(字)

ドライブ・インポッシブル S2:
Ep.9(字)

★機密事件ミステリー: リン
ドバーグ愛児誘拐事件(字)

ドライブ・インポッシブル S2:
Ep.8(字)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨット
レース中の事故(字)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1951年式フォルクスワーゲ
ン・サンババス(字)

☆ファスト＆ラウド シーズ
ン6: 1968年式フォード・
ギャラクシーXL(新)(字)

★夢を叶える発明ショー: ヤ
モリ人間(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)

☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター: Ep.8
争奪戦(新)(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)

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)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.5 拡張の時(新)(二)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型
客船沈没(字)

☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン6:
Ep.13 氷のトンネル
(新)(字)

☆大解剖!世界歴史建築ミス
テリー シーズン1: マチュピチュに
眠る謎(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★機密事件ミステリー: アル
カトラズ刑務所脱獄(字)

ドライブ・インポッシブル S2:
Ep.6(字)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)

☆CAR FIX シーズン7: バラ
クーダのブレーキ(新)(字)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ＴＶＲ・サーブラウへ
の道(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編:
Ep.2 偽りの戦略
(新)(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)

兵器のテクノロジー: 軍用ロ
ボット(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: オーバーホール
(二)

解剖!メガマシン シーズン
3: エアバス ベルーガ
ST(字)

宇宙新時代: 小惑星を回
避せよ(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: 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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
フォード・モデルA 1(字)

大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(字)
インフォマーシャル(日)

ミイラ・ミステリー: モーセの正
体(字)

夢を叶える発明ショー: 仮
想ダイビング(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: 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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: パイクスピーク参戦
2(字)

★兵器のテクノロジー: 防衛
技術(二)

インフォマーシャル(日)

★兵器のテクノロジー: 軍用
ロボット(二)

インフォマーシャル(日)

★機密事件ミステリー:
D.B.クーパー事件(字)

ドライブ・インポッシブル S2:
Ep.7(字)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大
クレーン転倒(字)

兵器のテクノロジー: 爆撃機
(二)

名車再生!ドリームカー大
作戦: ＴＶＲ・サーブラウへ
の道(二)

名車再生!ドリームカー大
作戦: フォルクスワーゲン ゴ
ルフＧＴＩへの道(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: バージニアへの旅(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: 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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
パンテーラ(字)

大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)
インフォマーシャル(日)

ミイラ・ミステリー: リンカーン
暗殺者のミイラ(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: タージマ
ハールの秘密(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: 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: 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)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: パイクスピーク参戦
1(字)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: シボレー・カマロSS
2(字)

★兵器のテクノロジー: 爆撃
機(二)

インフォマーシャル(日)

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)

ミイラ・ミステリー: マヤ文明
の共同墓地(字)

★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: 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)

Discovery Channel
2020年07月編成表

エクストリーム・サバイバル: 雪山
の恐怖(字)
エクストリーム・サバイバル: ハイ
ウェイの罠(字)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.12 冷
戦(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: 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)

ファスト＆ラウド シーズン2:
未公開映像SP(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26

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 ミリタリー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 日曜宇宙シアター 20:00
☆CAR FIX シーズン7: モンテ
カルロ・エアロクーペ(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
23:53 明日への扉(日)

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
27:55 放送休止

★エイリアン大解剖:
Ep.1(字)

解剖!メガマシン シーズン
3: エアバス ベルーガ
ST(字)

カナダ鉄道24時: 雪崩・脱
線の危機(二)

夢を叶える発明ショー: 犬の
しつけロボット(二)

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)

戦火の軍用機大全: バト
ル・オブ・ブリテン(二)

ザ・特殊部隊: 世界の精鋭
部隊(字)

潜入!世界の巨大建造
物: オーストリアの超巨大ダ
ム(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)

大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)
インフォマーシャル(日)

★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)
★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
15: Ep.12 富士フイルムの4Kレンズ(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!ドリームカー大
作戦: デロリアンへの道(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: スイス製キャン
ピングカー(新)(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: リベンジ・マッチ
(新)(字)

宇宙新時代: 人類、火星
へ(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘
機飛行テスト(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)

世界のハイエンドSUV: シボ
レー・サバーバン(二)

CAR FIX シーズン7: モンテカル
ロ・エアロクーペ(字)
CAR FIX シーズン7: フェラーリ
575エンジン音改良(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)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層
ビル火災(二)

カナダ鉄道24時: 雪崩・脱
線の危機(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)

★好奇心の扉: 太陽の秘
密とは?(字)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.9 最終
関門(二)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: 危機一髪
(新)(字)
☆サバイバルTOP 5 ～命を守る達人
技～: 達人の極意(新)(字)

★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・USA(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ローバーP5B(二)

ホーキングの好奇心: 宇宙
の謎を解く鍵とは?(二)

★激動 日本の半世紀:
1904-1936年(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.14 眠
らない海(字)

戦火の軍用機大全: ジェッ
トエンジン(二)

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)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.6 巨大装置(二)

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)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン2: 並行宇宙
(二)

大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦
闘機の空中爆発(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～: 忍耐力(字)
サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 自然の恵み(字)
★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.11 ドライトマト
(字)インフォマーシャル(日)

カスタム・マスター シーズン
1: GMフューチャーライナー
後編(二)

MotorTrend
名車再生!ドリームカー大作戦:
フォルクスワーゲン ゴルフＧＴＩ
への道(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1968年式フォード・ギャラクシー
XL(字)

★大惨事の瞬間: Ep.46/スー
パーバイク(二)

★機密事件ミステリー: ブッ
チ・キャシディの秘密(字)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.4 パナマの
雲霧林(字)

マスター・オブ・アームズ シー
ズン1: ラッパ銃(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: 小惑星の脅威
(新)(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)

戦争秘話: バルジの戦いと
米軍工兵部隊(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: 装軌車両(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:
オーストリアの超巨大ダム
(新)(字)

マスター・オブ・アームズ シー
ズン1: 騎兵刀(二)

★戦火の軍用機大全:
ジェットエンジン(二)

★世界のハイエンドSUV:
シボレー・サバーバン(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)

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)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.14 眠
らない海(字)

夢を叶える発明ショー: 犬の
しつけロボット(二)

発明家テスラ:謎の死と殺
人光線: 消えた極秘資料
(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: 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)
ファスト＆ラウド: 名場面トッ
プ50(字)

大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ
イスの結末(字)
インフォマーシャル(日)

機密事件ミステリー: ニュー
オーリンズの斧男(字)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: 終着地(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: 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)

★戦争秘話: バルジの戦い
と米軍工兵部隊(二)

インフォマーシャル(日)

★徹底解明・ビンラディン追
跡の真相(字)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.5 ロッキー山
脈(字)

★夢を叶える発明ショー:
犬のしつけロボット(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)

兵器のテクノロジー: 爆薬
(二)

★カナダ鉄道24時: 雪崩・
脱線の危機(二)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

☆解剖!メガマシン シーズン3:
最強ヘリ:KMAX
1200(新)(字)★発明家テスラ:謎の死と
殺人光線: 消えた極秘資
料(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)

兵器のテクノロジー: 戦車
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.6 巨大装置(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1969年式カマロ(字)

ハッブル宇宙望遠鏡(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: 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)

ファスト＆ラウド: 衝撃動画
SP(字)

大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(字)
インフォマーシャル(日)

機密事件ミステリー: 米史
上最大規模 美術品盗難
事件(字)

戦火の軍用機大全: バト
ル・オブ・ブリテン(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: 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)

★兵器のテクノロジー: 特殊
部隊(二)

インフォマーシャル(日)

☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン6:
Ep.14 眠らない海
(新)(字)
☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター: Ep.9
最終関門(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)

ファスト＆ラウド シーズン3:
シボレーC10パート2(字)

兵器のテクノロジー: 特殊部
隊(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

カナダ鉄道24時: 雪崩・脱
線の危機(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: 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: 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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
パイクスピーク参戦 2(字)

大惨事の瞬間: Ep.36/ヨット
レース中の事故(字)
インフォマーシャル(日)

機密事件ミステリー: リンド
バーグ愛児誘拐事件(字)

夢を叶える発明ショー: ヤモ
リ人間(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: 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)

★兵器のテクノロジー: 爆薬
(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)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.3 離れ小島
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭
きゴンドラ(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1968年式フォード・ギャラク
シーXL(字)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.2 灼熱の砂
漠(字)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポ
ロ操縦訓練(二)

兵器のテクノロジー: 高性能
銃(二)

名車再生!ドリームカー大
作戦: フォルクスワーゲン ゴ
ルフＧＴＩへの道(二)

名車再生!ドリームカー大
作戦: デロリアンへの道(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: 終着地(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: 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: 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)

ファスト＆ラウド シーズン2:
パイクスピーク参戦 1(字)

大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)
インフォマーシャル(日)

機密事件ミステリー: D.B.
クーパー事件(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: マチュピ
チュに眠る謎(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)

★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)

★兵器のテクノロジー: 戦車
(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)

★兵器のテクノロジー: 高性
能銃(二)

インフォマーシャル(日)

★機密事件ミステリー:
UFOと政府の陰謀(字)

デイブとコディのサバイバル
シーズン2: Ep.1 フロリダの
大湿原(字)

名車再生!ドリームカー大
作戦: フォルクスワーゲン ゴ
ルフＧＴＩへの道(二)

☆名車再生!ドリームカー
大作戦: デロリアンへの道
(新)(二)

大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)
インフォマーシャル(日)

機密事件ミステリー: アルカ
トラズ刑務所脱獄(字)

ホーキングの好奇心: 宇宙
の謎を解く鍵とは?(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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.5 ロッキー山脈(字)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.4 パナマの雲霧林
(字)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.3 離れ小島(字)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.2 灼熱の砂漠(字)

★デイブとコディのサバイバル シー
ズン2: Ep.1 フロリダの大湿原
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ
着陸失敗(二)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面
電車(二)

☆CAR FIX シーズン7: フェラーリ
575エンジン音改良(新)(字)

★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: 装軌車両(二)

☆大解剖!世界歴史建築
ミステリー シーズン1: 兵馬
俑の怪(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.6 巨大装置(新)(二)

☆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(新)(字)

☆ファスト＆ラウド シーズ
ン6: 1969年式カマロ
(新)(字)

Discovery Channel
2020年07月編成表

エクストリーム・サバイバル: 動物
の襲撃(字)
エクストリーム・サバイバル: 空中
の惨事(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15 番外編: Ep.2
偽りの戦略(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)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・カマロSS 2(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00
☆CAR FIX シーズン7: シェル
ビーGT500 (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
27:55 放送休止

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン1: ヘリコプター(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)

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)

★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)

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)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アク
ロバット飛行(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)

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)

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)

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)

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)

徹底解明・ビンラディン追跡
の真相(字)

★不可思議体験の告白:
氷点下の奇跡(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)

機密事件ミステリー: ブッチ・
キャシディの秘密(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)

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)

★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)

戦争秘話: ベトナム戦争 フ
エの米海兵隊(二)

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)

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)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1969年式カマロ(字)

☆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)

☆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)

★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)

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)

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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★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)

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)
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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)

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)

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)


