月曜日
火曜日
5/28
5/29
CAR
FIX:
1981年式デロリアン
4:00 THE ISLAND S4: Ep.1 最
(二)
悪の始まり(字)
CAR FIX: カマロZ28(二)
4:30
5:00 ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)
5:30

放送休止

水曜日
5/30
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解剖！メガマシン S2: 空飛ぶ 放送休止
船(二)

6:00 NASA超常ファイル: 小惑星の 密着！世界の巨大船: 探検
UFO墜落現場(二)
船フラム(字)
6:30

木曜日
5/31
TOP3カウントダウンSP:
ファスト＆ラウド: 第1位 後編
(字)

↑

☆エクストリーム・ボディ S5:
Ep.5(新)(字)

★解明・地下世界ミステリー
S2: ニコラ・テスラの秘密(二)

ヒトラー完全ガイド: 勝利の陰 THE ISLAND S2 男子禁
で(二)
制: Ep.6 リーダー選び(字)

金曜日
6/1

4:00
4:30

解明・宇宙の仕組み: 星の軌 ザ・海洋メガビルダー: Ep.5 進
道(二)
水(二)

5:00

★モーガン・フリーマンが語る宇 ★大惨事の瞬間: Ep.25 液化ガス ★大惨事の瞬間: Ep.26 花火から
タンク爆発(二)
400軒の大火災(二)
宙 S6: なぜ人は嘘をつくの
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
か？(二)

6:00

★名車再生！クラシックカー・ ★アラスカ・メガマシン: 空飛ぶ ★THE ISLAND S4:
ディーラーズ: シトロエンHYバン ICU／鉄道連絡船ほか(二) Ep.2(字)
(二)

7:00

7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: アルファロメオ・ア
7:30 ルファスッド(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ケータハム・セブン ディーラーズ: フォード・エスコー
(二)
ト RS2000(二)

8:00 ザ・特殊部隊: フォース・リーコ
ン(字)
8:30

ザ・特殊部隊: CIA特殊活動 ザ・特殊部隊: 国務省外交保 ザ・特殊部隊: 世界の精鋭部 ★戦争秘話: バルジの戦いと
部(字)
安局(字)
隊(字)
米軍工兵部隊(二)

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

土曜日
日曜日
6/2
6/3
モーガン・フリーマンが語る宇宙 解剖！メガマシン S2: 貨物列
S6: なぜ人は嘘をつくのか？ 車(二)
(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

デジタル・サバイバル: 無人島
生活(字)

5:30

6:30

7:30
8:00
8:30

Discovery MOTOR アワー

9:00 大惨事の瞬間: Ep.20 新型機・離 大惨事の瞬間: Ep.21 バルーン制 大惨事の瞬間: Ep.22 フリーウェイ 大惨事の瞬間: Ep.23 逃走する

★大惨事の瞬間: Ep.24 ダグラス
DC７衝突テスト(二)

9:30 インフォマーシャル(日)

陸失敗(二)

御不能(二)

崩落(二)

大型トラック(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)

☆おあそびマスターズ:
Ep.15(新)(日)

10:00 ★サバイバルゲーム S1:
Ep.10 大湿地帯(字)
10:30

★サバイバルゲーム S1:
Ep.11 アンデス山脈(字)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.12 オーストラリア(字)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.13メキシコ(字)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.14 アイスランド(字)

11:00 密着！RC模型ビルダー:
Ep.5(二)
11:30

密着！RC模型ビルダー:
Ep.6(二)

スゴ腕！RC模型ビルダー S3: スゴ腕！RC模型ビルダー S3: ★スゴ腕！RC模型ビルダー:
グライダー(二)
ヘリコプター(二)
単発プロペラ機(二)

TOP3カウントダウンSP:
ファスト＆ラウド: 第1位 前編
(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フロッグアイ・スプラ
イト(二)

9:00

TOP3カウントダウンSP:
ファスト＆ラウド: 第1位 後編
(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: サーブ・9-3(二)

10:00

クラシックカー・コレクション: シェルビー ★CAR FIX: 1981年式デロリアン
マスタングGT350(二)
(二)

11:00

クラシックカー・コレクション: ヒルクライ ★CAR FIX: カマロZ28(二)
ム(二)

11:30
12:00

9:30

10:30

12:00 解明・宇宙の仕組み: メガフレ デジタル・サバイバル: 密林の
ア(二)
呪い(字)
12:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ヒトラー完全ガイド: 挫折と堕
一攫千金～ S6 特別編: 密 落(二)
着！トニーの素顔(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 大自然と鉄道(二)

カスタム・マスター S2: 1942
年式インパラ(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)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: AMAレーサーのバイク ★CAR FIX: 幻のAMG Eクラス
(二)
(二)

★CAR FIX: ヘミ載せ替え1(二)

★CAR FIX: ヘミ載せ替え2(二)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォルクスワーゲ
14:30 ン・コラードVR6(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ホンダ
S2000(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベスト・オブ・
UK(二)

ミツトヨ presents エンジニアリ ★解剖！メガマシン S2: ロー
ングアワー
ドトレイン(二)
★ザ・海洋メガビルダー: Ep.5
進水(二)

13:00

13:30 ★CAR FIX: レース仕様カマロ

★名車再生！エド大活躍トッ インフォマーシャル(日)
プ10(二)

インフォマーシャル(日)

14:00

★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
令部、大爆発(字)

14:30

15:00 ★ファスト＆ラウド: 思い出の
マーキュリー・コメット(字)
15:30

★ファスト＆ラウド: さらばアーロ ★ファスト＆ラウド: レース対決 ★ファスト＆ラウド: 旅立ち
(字)
ン／レース対決 パート1(字) パート2(字)

★ファスト＆ラウド: 1973年式 ★ヒトラー完全ガイド: 挫折と
シボレー P30(字)
堕落(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 危
険な橋渡り(二)

15:00

16:00 ★戦争秘話: タラワの戦いと米 ★戦争秘話: ベトナム戦争 フ ★戦争秘話: 朝鮮戦争 長津 ★戦争秘話: 沖縄戦 シュ
ガーローフの戦い(二)
海兵隊(二)
エの米海兵隊(二)
湖の伝説の中隊(二)
16:30

★戦争秘話: ラマディの戦いと 解明・地下世界ミステリー S2: ★アラスカ鉄道24時 S2: 地
米陸軍の戦略(二)
ニコラ・テスラの秘密(二)
震発生(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)

17:00

Z28(二)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★スゴ腕！RC模型ビルダー: ★スゴ腕！RC模型ビルダー:
レッカー車／破砕処理車(二) 魚雷艇／消防艇(二)
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

20:30

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

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★スゴ腕！RC模型ビルダー:
装軌車両(二)

スゴ腕！RC模型ビルダー: ヘリ ★スゴ腕！RC模型ビルダー:
コプター(二)
トラクター／サイドローダー(二)

TOP3カウントダウンSP:
ファスト＆ラウド: 第1位 前編
(字)

★ベーリング海の一攫千金
S11: 総集編（2時間）(字)

★デジタル・サバイバル: 無人
島生活(字)

ミリタリー・モーターズ S4:
Episode 5(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 氷
の襲撃(二)

12:30

13:30

15:30

16:30

17:30

18:00
★ゴールド・ラッシュ～人生最 ★ベーリング海の一攫千金
後の一攫千金～ S6 特別編: S11: 総集編（2時間）(字)
18:30
サバイバルゲーム S1: Ep.10 サバイバルゲーム S1: Ep.11 サバイバルゲーム S1: Ep.12 サバイバルゲーム S1: Ep.13 サバイバルゲーム S1: Ep.14 密着！トニーの素顔(二)
大湿地帯(字)
アンデス山脈(字)
オーストラリア(字)
メキシコ(字)
アイスランド(字)
19:00
★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 都市と鉄道(二)
★大惨事の瞬間: Ep.27 ソユーズ ★大惨事の瞬間: Ep.28 住宅街 ★大惨事の瞬間: Ep.29 全米最 ★大惨事の瞬間: Ep.30 洪水で ★大惨事の瞬間: Ep.30 洪
19:30
ロケット大爆発(字)
の大規模地滑り(字)
悪ガス管爆発事故(字)
家が流される(字)
19:55 ☆ミリタリー・モーター
水で家が流される(字)
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★解明・宇宙の仕組み: メガフ 20:00
ズ S4: Episode
★CAR FIX: 1981年式デロリアン ☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★ヒトラー完全ガイド: 挫折と ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
☆世界のモノ作り: 事務椅子 ほか 5(新)(二)
レア(二)
(二)
一攫千金～ S6 特別編: 密着！ 堕落(二)
★ザ・海洋メガビルダー: Ep.5 進水 (新)(字)
トニーの素顔(新)(二)
(二)
★CAR FIX: カマロZ28(二)
☆舞台裏のスーパーテクノロジー
20:30

★名車再生！クラシックカー・ディー
21:00 ラーズ: フロッグアイ・スプライト(二)

S14: Ep.17 レースカー(新)(字)

★アラスカ・メガマシン: レーダーシス
テム／水上機ほか(二)

21:30
22:00 ★名車再生！クラシックカー・
テクノロジーアワー
ディーラーズ: サーブ・9-3(二)
☆驚異の鉄道～不可能への挑戦
22:30
DISCO presents

～: 大自然と鉄道(新)(二)

21:00

21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
ヒルクライム(新)(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: メルセデス・ベンツW123 後編(二)

21:30

編(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S2: 1942年式インパラ
(新)(二)

TOP3カウントダウンSP:
ファスト＆ラウド: 第1位 後編
(字)

22:53 ★明日への扉(日)

23:00 ミリタリー・モーターズ S4: 水陸 ★デジタル・サバイバル: 無人 ゴールド・ラッシュ～人生最後の ☆解明・地下世界ミステリー
S2: ニコラ・テスラの秘密
両用飛行艇(二)
島生活(字)
一攫千金～ S6 特別編:
23:30
(新)(二)
パーカー成長記(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 星の軌道
(二)

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！エド大活躍トップ
ズ: フォルクスワーゲン・コラード
ズ: ホンダS2000(二)
ズ: ノーブル M12 GTO(二)
ズ: ベスト・オブ・UK(二)
10(二)
24:30 VR6(二)
25:00 ファスト＆ラウド: 思い出のマー ファスト＆ラウド: さらばアーロン ファスト＆ラウド: レース対決
キュリー・コメット(字)
／レース対決 パート1(字)
パート2(字)
25:30

ファスト＆ラウド: 旅立ち(字)

26:00 戦争秘話: タラワの戦いと米海 放送休止
兵隊(二)
26:30

戦争秘話: 朝鮮戦争 長津湖 戦争秘話: 沖縄戦 シュガー
の伝説の中隊(二)
ローフの戦い(二)

27:00 名車再生！クラシックカー・
放送休止
ディーラーズ: サーブ・9-3(二)
27:30

TOP3カウントダウンSP:
ファスト＆ラウド: 第1位 前編
(字)

20:53 ★Beyond Future: 脳損傷治療に夢の新薬！(日)

★クラシックカー・コレクション: シェルビー ★名車再生！クラシックカー・ディー プラネットグリーン
マスタングGT350(二)
ラーズ: メルセデス・ベンツW123 前 ★モーガン・フリーマンが語る宇宙

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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: フォード・カプリ 後編(二)
三菱電機 presents
ワールドテックアワー

S6: 時間は逆行するのか？(二)

★NASA超常ファイル: 火星の 22:00
衛星の謎(二)
22:30
解明・地下世界ミステリー S2: 23:00

☆解剖！メガマシン S2: 貨物列車 ニコラ・テスラの秘密(二)
(新)(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

ヒトラー完全ガイド: 挫折と堕
落(二)

23:30
24:00
24:30

ファスト＆ラウド: 1973年式シ ★アラスカ鉄道24時 S2: クマ ベーリング海の一攫千金 S11: 25:00
ボレー P30(字)
襲撃(二)
総集編（2時間）(字)
25:30
26:00

戦争秘話: ラマディの戦いと米 ★アラスカ鉄道24時 S2: 魔
陸軍の戦略(二)
の山岳地帯(二)

ベーリング海の一攫千金 S11: カスタム・マスター S2: 1942
総集編（2時間）(字)
年式インパラ(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 衝
突への秒読み(二)

26:30
デジタル・サバイバル: 無人島
生活(字)

27:00
27:30

月曜日
6/4
4:00 THE ISLAND S4:
Ep.2(字)
4:30
5:00 ★デジタル・サバイバル: 密林
の呪い(字)
5:30

火曜日
6/5
CAR FIX: 1955年式インパ
ラワゴン(二)
CAR FIX: トヨタ・フォーラン
ナー(二)
★解剖！メガマシン S2: 巨大
輸送機(二)
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水曜日
6/6
驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 橋と鉄道(二)

↑

木曜日
6/7

↑

金曜日
6/8

土曜日
日曜日
6/9
6/10
モーガン・フリーマンが語る宇宙 解剖！メガマシン S2: 新幹線
(二)
S6: 時間は逆行するのか？
(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

☆エクストリーム・ボディ S5:
Ep.6(新)(字)

6:00 NASA超常ファイル: 火星の衛 驚異の鉄道～不可能への挑
星の謎(二)
戦～: 都市と鉄道(二)
6:30

ヒトラー完全ガイド: 挫折と堕
落(二)

★THE ISLAND S2 男子禁 モーガン・フリーマンが語る宇宙 大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ
大脱走(字)
制: Ep.6 リーダー選び(字)
S6: 時間は逆行するのか？
インフォマーシャル(日)
(二)

7:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォルクスワーゲ
7:30 ン・コラードVR6(二)

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

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベスト・オブ・
UK(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ホンダ
S2000(二)

8:00 ★戦争秘話: タラワの戦いと米 ★戦争秘話: ベトナム戦争 フ ★戦争秘話: 朝鮮戦争 長津 ★戦争秘話: 沖縄戦 シュ
海兵隊(二)
エの米海兵隊(二)
湖の伝説の中隊(二)
ガーローフの戦い(二)
8:30

解明・地下世界ミステリー S2: 解明・宇宙の仕組み: 彗星
(二)
火山大噴火の脅威(二)

名車再生！エド大活躍トップ
10(二)

4:30

ザ・海洋メガビルダー: Ep.6 初
航海(二)

5:00

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)

6:00

★アラスカ・メガマシン: レーダー ★THE ISLAND S4:
システム／水上機ほか(二)
Ep.3(字)

戦争秘話: ラマディの戦いと米 驚異の鉄道～不可能への挑
陸軍の戦略(二)
戦～: 橋と鉄道(二)

4:00

デジタル・サバイバル: 無限の
湿地帯(字)

5:30

6:30
7:00
7:30
8:00
8:30

Discovery MOTOR アワー

9:00 ★大惨事の瞬間: Ep.27 ソ
ユーズロケット大爆発(字)
9:30 インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.28 住 ★大惨事の瞬間: Ep.29 全 大惨事の瞬間: Ep.30 洪水 大惨事の瞬間: Ep.30 洪水 ★ファスト＆ラウド: 旅立ち
(字)
宅街の大規模地滑り(字)
米最悪ガス管爆発事故(字) で家が流される(字)
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)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)

10:00 THE NAKED XL 一挙放送 THE NAKED XL 一挙放送 THE NAKED XL 一挙放送 THE NAKED XL 一挙放送 THE NAKED XL 一挙放送 シフティング・ギア: 新たなる挑
★THE NAKED XL 12人の ★THE NAKED XL 12人の ★THE NAKED XL 12人の ★THE NAKED XL 12人の ★THE NAKED XL 12人の 戦(字)
10:30 挑戦 放送直前SP(二)
挑戦: Ep.1 合流(二)
挑戦: Ep.2 飢え(二)
挑戦: Ep.3 衝突(二)
挑戦: Ep.4 協力(二)
11:00 ★スゴ腕！RC模型ビルダー: ★スゴ腕！RC模型ビルダー:
レッカー車／破砕処理車(二) 魚雷艇／消防艇(二)
11:30

★スゴ腕！RC模型ビルダー:
装軌車両(二)

12:00 解明・宇宙の仕組み: 星の軌 デジタル・サバイバル: 無人島
道(二)
生活(字)
12:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S6 特別編: 秘
話特集(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

10:30

CAR FIX: トヨタ・フォーランナー
(二)

11:30

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 橋と鉄道(二)

カスタム・マスター S2: 1954
年式フォード(二)

ミリタリー・モーターズ S4:
Episode 6(二)

12:00

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

12:30

解剖！メガマシン S2: 貨物列 13:00
ザ・海洋メガビルダー: Ep.6 初 車(二)
13:30
航海(二)

インフォマーシャル(日)
★クラシックカー・コレクション: フォー
ド・モデルT ハウスカー(二)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・エスコー
14:30 トRSコスワース(二)

★名車再生！クラシックカー・ インフォマーシャル(日)
ディーラーズ: 1994年式三菱
★大惨事の瞬間:
GTO(二)
Ep.38/NYヘリ墜落(字)
★ファスト＆ラウド: 75年式ダッ ★ファスト＆ラウド: 続・75年 ★ヒトラー完全ガイド: 破滅へ
トサン280Z(字)
式ダットサン280Z(字)
のカウントダウン(二)

★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式マスタ ディーラーズ: 1973年式サー
ング・マッハ１(二)
ブ・96(二)

15:00 ★ファスト＆ラウド: 1965年式 ★ファスト＆ラウド: 1934年式 ★ファスト＆ラウド: 続・1934
マスタングGT(字)
フォード・クーペ(字)
年式フォード・クーペ(字)
15:30

10:00

クラシックカー・コレクション: マッスル
カー(二)

★クラシックカー・コレクション: 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: 1982年式トヨ
タ・スープラ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: デロリアン(二)

9:30

11:00

インフォマーシャル(日)

ストル／ポルシェ・スピードスター(二) サン280Z（日産フェアレディZ）
( )

9:00

スゴ腕！RC模型ビルダー: トラ クラシックカー・コレクション: ヒルクライ CAR FIX: 1955年式インパラワゴ
ム(二)
ン(二)
クター／サイドローダー(二)

13:30 ★クラシックカー・コレクション: ビート ★クラシックカー・コレクション: ACブリ ★クラシックカー・コレクション: ダット
ル・マニア(二)

インフォマーシャル(日)

ノルマンディー上陸作戦のすべ
て（2時間）(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダッジ・チャー
ジャー(二)

インフォマーシャル(日)

14:00

★大惨事の瞬間: Ep.39/
カーチェイスの結末(字)
★アラスカ鉄道24時 S2: 森
林火災の脅威(二)

14:30
15:00
15:30

16:00 ★戦闘艦大全: 世界大戦時 ★戦闘艦大全: 潜水艦(二) ★戦闘艦大全: 上陸用舟艇 ★戦闘艦大全: 木造戦闘艦 ★戦闘艦大全: 装甲艦(二) 解明・地下世界ミステリー S2: ★メガ建造～不可能への挑戦 16:00
～: 関西国際空港(二)
代の戦闘艦(二)
(二)
(二)
火山大噴火の脅威(二)
16:30
16:30
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)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★スゴ腕！RC模型ビルダー
S2: 軍用ジェット機(二)
18:00

★スゴ腕！RC模型ビルダー
S2: トラクター／オフロードト
ラック(二)

★スゴ腕！RC模型ビルダー
S2: 歴史に残る飛行機(二)

★スゴ腕！RC模型ビルダー
S2: 飛行船(二)

★スゴ腕！RC模型ビルダー
S2: カーゴローダー／モーター
ホーム(二)

18:30

デジタル・サバイバル: 無限の
湿地帯(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ベーリング海の一攫千金 S12
一攫千金～ S6 特別編: 秘 総集編(2時間)(字)
話特集(二)

THE NAKED XL 一挙放送
THE NAKED XL 12人の挑 THE NAKED XL 12人の挑 THE NAKED XL 12人の挑 THE NAKED XL 12人の挑 THE NAKED XL 12人の挑
19:00 戦 放送直前SP(二)
驚異の鉄道～不可能への挑
戦: Ep.1 合流(二)
戦: Ep.2 飢え(二)
戦: Ep.3 衝突(二)
戦: Ep.4 協力(二)
戦～: 大自然と鉄道(二)
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.33/エ ★大惨事の瞬間: Ep.34/
★大惨事の瞬間: Ep.35/巨 ★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨッ ★大惨事の瞬間: Ep.37/大
19:55 ☆ミリタリー・モーター
アショーの戦闘機事故(字)
サーファーが巨大波に…(字) 大クレーン転倒(字)
トレース中の事故(字)
型客船沈没(字)
20:00
★CAR FIX: 1955年式インパラワゴン(二)
ズ S4: Episode
★CAR FIX: 1955年式インパラワ ☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★ノルマンディー上陸作戦のす ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
☆世界のモノ作り: カリソン ほか
6(新)(二)
ゴン(二)
一攫千金～ S6 特別編: 秘話特 べて（2時間）(二)
★ザ・海洋メガビルダー: Ep.6 初航 (新)(字)
海(二)
☆舞台裏のスーパーテクノロジー
20:30 ★CAR FIX: トヨタ・フォーラン 集(二)
20:53 ★Beyond Future: 暮らしを支える"超"精度技術(日)
S14: Ep.18 蒸気船(新)(字)
ナー(二)
クラシックカー・コレクション: ヒルクライ ★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・ ★メガ建造～不可能への挑戦
☆ベーリング海の一攫千金
21:00
ズ: トヨタ・初代MR2 前編(二)
ム(二)
ディーラーズ: ダッジ・チャー
～: 空母「クイーン・エリザベス」
S12 総集編(2時
21:27 ☆クラシックカー・コレクショ
ジャー(二)
(二)
間)(新)(字)
ン: マッスルカー(新)(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
21:30
トヨタ・初代MR2 後編(二)
21:55 ☆カスタム・マスター
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
22:00 ★名車再生！クラシックカー・ DISCO presents テクノロジーアワー
☆シフティング・ギア: 新たなる
S2: 1954年式フォード
プジョー205GTi 前編(二)
☆驚異の鉄道～不可能への挑戦 挑戦(新)(字)
ディーラーズ: デロリアン(二)
(新)(二)
～: 橋と鉄道(新)(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
22:30
22:53 明日への扉(日)

★メガ建造～不可能への挑戦 17:00
～: エアバスA380(二)
17:30

プジョー205GTi 後編(二)

23:00 ミリタリー・モーターズ S4:
Episode 5(二)
23:30

★デジタル・サバイバル: 無限
の湿地帯(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ☆解明・地下世界ミステリー
一攫千金～ S6 特別編: 密 S2: 火山大噴火の脅威
着！トニーの素顔(二)
(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・
ディーラーズ: フォード・エスコー
24:30 トRSコスワース(二)

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

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式マスタ ディーラーズ: 1973年式サー
ング・マッハ１(二)
ブ・96(二)

名車再生！クラシックカー・
驚異の鉄道～不可能への挑
ディーラーズ: 1994年式三菱 戦～: 橋と鉄道(二)
GTO(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★解明・宇宙の仕組み: 彗星(二) ☆解剖！メガマシン S2: 新幹線
(新)(二)

18:00
18:30
19:00
19:30

解明・宇宙の仕組み: 星の軌
道(二)

20:00

20:30
プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇宙
S6: 生きることの意味(二)

21:00
21:30

★NASA超常ファイル: 土星の 22:00
六角形の渦(二)
22:30
解明・地下世界ミステリー S2: 23:00
火山大噴火の脅威(二)
23:30
ヒトラー完全ガイド: 破滅への
カウントダウン(二)

24:00

ベーリング海の一攫千金 S12
総集編(2時間)(字)

25:00

24:30

25:00 ファスト＆ラウド: 1965年式マ ファスト＆ラウド: 1934年式
スタングGT(字)
フォード・クーペ(字)
25:30

ファスト＆ラウド: 続・1934年
式フォード・クーペ(字)

ファスト＆ラウド: 75年式ダット ファスト＆ラウド: 続・75年式
サン280Z(字)
ダットサン280Z(字)

★アラスカ鉄道24時 S2: 雪
崩頻発地帯(二)

26:00 戦闘艦大全: 世界大戦時代 戦闘艦大全: 潜水艦(二)
の戦闘艦(二)
26:30

戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 吹
雪の爪痕(二)

26:00

★アラスカ鉄道24時 S2: 凍っ デジタル・サバイバル: 無限の
湿地帯(字)
た線路(二)

27:00

27:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: デロリアン(二)
27:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ノルマンディー上陸作戦のすべ
一攫千金～ S6 特別編: 秘 て（2時間）(二)
話特集(二)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

ベーリング海の一攫千金 S12 カスタム・マスター S2: 1954
総集編(2時間)(字)
年式フォード(二)

25:30

26:30

27:30

月曜日
6/11
4:00 THE ISLAND S4:
Ep.3(字)
4:30
5:00 デジタル・サバイバル: 無人島
生活(字)
5:30

火曜日
6/12

CAR FIX: ルマンGTOコンバーチブ
ル(二)

放送休止

水曜日
6/13

Discovery Channel
2018年06月編成表

CAR FIX: 1998年式３５５Ｆ１
スパイダー(二)

★解剖！メガマシン S2: ジェッ 放送休止
トコースター(二)

木曜日
6/14
シフティング・ギア: キングオブハ ↑
マー1(字)

☆エクストリーム・ボディ S5:
Ep.7(新)(字)

金曜日
6/15

土曜日
日曜日
6/16
6/17
モーガン・フリーマンが語る宇宙 メガ建造～不可能への挑戦～
S6: 生きることの意味(二)
S3: パナマ運河オーバーホール
(二)

解明・地下世界ミステリー S2: 解明・宇宙の仕組み: 小惑星 メガ輸送プロジェクト: スーパー
ヨット(二)
(二)
アトランティスの謎(二)

4:00
4:30
5:00
5:30

6:00 NASA超常ファイル: 土星の六 驚異の鉄道～不可能への挑
角形の渦(二)
戦～: 大自然と鉄道(二)
6:30

ヒトラー完全ガイド: 破滅への
カウントダウン(二)

7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・エスコー
7:30 トRSコスワース(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式マスタ ディーラーズ: 1973年式サー
ング・マッハ１(二)
ブ・96(二)

名車再生！クラシックカー・
メガ建造～不可能への挑戦
★THE ISLAND S4:
ディーラーズ: 1994年式三菱 ～: 空母「クイーン・エリザベス」 Ep.4(字)
GTO(二)
(二)

7:00

戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

8:00

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

8:00 戦闘艦大全: 世界大戦時代 戦闘艦大全: 潜水艦(二)
の戦闘艦(二)
8:30

★THE ISLAND S2 男子禁 モーガン・フリーマンが語る宇宙 大惨事の瞬間: Ep.38/NYヘリ墜
落(字)
制: 挑戦の舞台裏(字)
S6: 生きることの意味(二)
インフォマーシャル(日)

戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 技術開発と鉄道(二)

大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェイス
の結末(字)

6:00

インフォマーシャル(日)

6:30

デジタル・サバイバル: アラスカ
凍てつく森(字)

7:30

8:30

Discovery MOTOR アワー

9:00 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
が巨大波に…(字)

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 大惨事の瞬間: Ep.37/大型客船
ン転倒(字)
中の事故(字)
沈没(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・ステップ
サイド(二)

9:00

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)

THE NAKED XL 一挙放送
シフティング・ギア: キングオブハ 名車再生！クラシックカー・
★THE NAKED XL 12人の ★THE NAKED XL 12人の ★THE NAKED XL 12人の ★THE NAKED XL 12人の ★THE NAKED XL 12人の マー1(字)
ディーラーズ: カルマンギア(二)
10:30 挑戦: Ep.5 遠征(二)
挑戦: Ep.6 犠牲(二)
挑戦: Ep.7 孤立(二)
挑戦: Ep.8 脱出(二)
挑戦 振り返りSP(二)

10:00

11:00 スゴ腕！RC模型ビルダー S2: スゴ腕！RC模型ビルダー S2: スゴ腕！RC模型ビルダー S2: スゴ腕！RC模型ビルダー S2: スゴ腕！RC模型ビルダー S2: クラシックカー・コレクション: マッスル
トラクター／オフロードトラック
軍用ジェット機(二)
歴史に残る飛行機(二)
飛行船(二)
カーゴローダー／モーターホーム カー(二)
クラシックカー・コレクション: ホット
11:30
(二)
(二)

CAR FIX: ルマンGTOコンバーチブ
ル(二)

11:00

ウィール(二)

CAR FIX: 1998年式３５５Ｆ１ 11:30
スパイダー(二)

12:00 解明・宇宙の仕組み: 彗星
(二)
12:30

デジタル・サバイバル: 無限の
湿地帯(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ナチスの暗号(二)
一攫千金～ S7 特別編: S6
振り返りSP(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 技術開発と鉄道(二)

カスタム・マスター S2: 1964
年式マリブ(二)

ミリタリー・モーターズ S4:
Episode 7(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)

インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

戦闘機事故(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

シフティング・ギア: 新たなる挑
戦(字)

10:00

13:30 ★クラシックカー・コレクション: ルノー・ ★クラシックカー・コレクション: ナッ

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 古き良 ★クラシックカー・コレクション: ポル
き自動車レース(二)
シェ356SCカブリオレ(二)

★クラシックカー・コレクション: クライ
スラー300B(二)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1964年式フォー ディーラーズ: 1965年式ダッジ ディーラーズ: 1965年式オース ディーラーズ: 新コンビ舞台裏
14:30 ド・ランチェロ(二)
A100(二)
チン・ヒーレー(二)
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・マスタン
グ5.0(二)

ジョリー(二)

15:00 ★SUPERCAR: アストンマー
ティンV12ヴァンテージS(二)
15:30

シュ・ランブラー(二)

★SUPERCAR: ベントレー・コ ★SUPERCAR: ダッジ・バイ
ンチネンタルGT V8 S(二)
パー(二)

9:30

10:30

12:00
12:30

解剖！メガマシン S2: 新幹線 13:00
メガ輸送プロジェクト: スーパー (二)
13:30
ヨット(二)
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.45/ヘリ着陸 ★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパー
失敗(二)
バイク(二)

★SUPERCAR: ポルシェ918 ★SUPERCAR: マセラティ・ギ ナチスの暗号(二)
スパイダー(二)
ブリ(二)

14:00
14:30

★アラスカ鉄道24時 S3: 嵐と 15:00
の闘い(二)
15:30

16:00 ★戦闘艦大全: 小型戦闘艦 ★戦闘艦大全: 冷戦時代
(二)
(二)
16:30

★戦闘艦大全: 水雷艇(二) ★戦闘艦大全: 救助活動
(二)

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

解明・地下世界ミステリー S2: ★アラスカ鉄道24時 S3: 雪
アトランティスの謎(二)
山の試練(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)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:00

17:30 ★スゴ腕！RC模型ビルダー
S2: ヘリコプター(二)
18:00

★スゴ腕！RC模型ビルダー
S3: ジェット機(二)

★スゴ腕！RC模型ビルダー
S3: 消防車(二)

★スゴ腕！RC模型ビルダー
S3: プロペラ戦闘機(二)

★スゴ腕！RC模型ビルダー
S3: 建設機械(二)

デジタル・サバイバル: アラスカ
凍てつく森(字)

18:30

★アラスカ鉄道24時 S3: 軍
用車両を運搬せよ(二)

１スパイダー(二)

★メガ輸送プロジェクト: スーパーヨッ (新)(字)
ト(二)
☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S14: Ep.19 舗装工事(新)(字)

★名車再生！クラシックカー・ ★メガ建造～不可能への挑戦 シフティング・ギア: 新たなる挑
ディーラーズ: シボレー・ステップ ～ S2: バージニア級原子力 戦(字)
潜水艦(二)
サイド(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: 未知なる海へ(2時
間)(新)(字)

ブル(二)

一攫千金～ S7 特別編: S6振り

21:00
21:30

22:00 ★名車再生！クラシックカー・ DISCO presents テクノロジーアワー
ディーラーズ: カルマンギア(二) ☆驚異の鉄道～不可能への挑戦
～: 技術開発と鉄道(新)(二)
22:30
23:00 ミリタリー・モーターズ S4:
Episode 6(二)
23:30

★デジタル・サバイバル: アラス
カ 凍てつく森(字)

☆シフティング・ギア: キングオ
ブハマー1(新)(字)

クラシックカー・コレクション: マッスル
カー(二)

22:53 明日への扉(日)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ☆解明・地下世界ミステリー
S2: アトランティスの謎
一攫千金～ S6 特別編:
(新)(二)
Ep.4(二)

24:00 名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1964年式フォー ディーラーズ: 1965年式ダッジ ディーラーズ: 1965年式オース ディーラーズ: 新コンビ舞台裏
24:30 ド・ランチェロ(二)
(二)
A100(二)
チン・ヒーレー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: スズキSJ410 前編(二)

三菱電機 presents スペースア
ワー
★解明・宇宙の仕組み: 小惑星
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・マスタン
グ5.0(二)

☆メガ建造～不可能への挑戦～
S3: パナマ運河オーバーホール
(新)(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 技術開発と鉄道(二)

25:00 SUPERCAR: アストンマーティ SUPERCAR: ベントレー・コン SUPERCAR: ダッジ・バイパー SUPERCAR: ポルシェ918ス SUPERCAR: マセラティ・ギブ アラスカ鉄道24時 S2: 危険
ンV12ヴァンテージS(二)
チネンタルGT V8 S(二)
(二)
パイダー(二)
リ(二)
な橋渡り(二)
25:30
26:00 戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)
26:30

放送休止

27:00 名車再生！クラシックカー・
放送休止
ディーラーズ: カルマンギア(二)
27:30

戦闘艦大全: 水雷艇(二)

シフティング・ギア: 新たなる挑
戦(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇宙
S1: 誕生(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 氷の
襲撃(二)

20:00

21:00

22:00
22:30

解明・地下世界ミステリー S2: 23:00
アトランティスの謎(二)
23:30
ナチスの暗号(二)

24:00
24:30

ベーリング海の一攫千金 S13: 25:00
未知なる海へ(2時間)(字)
25:30
26:00

戦闘艦大全: 救助活動(二) 戦闘艦大全: 偽装工作(二) アラスカ鉄道24時 S2: 地震
発生(二)

ベーリング海の一攫千金 S13: カスタム・マスター S2: 1964
年式マリブ(二)
未知なる海へ(2時間)(字)

19:30

21:30

★名車再生！クラシックカー・ディー ★NASA超常ファイル S2: 水
ラーズ: BMW 325iツーリング 前編 星の氷(二)
(★名車再生！クラシックカー・ディー
)
ラーズ: BMW 325iツーリング 後編
( )
三菱電機 presents ワールドテックアワー

19:00

20:30

20:53 ★RALLY NIPPON 名車録: Ep.1オスカ１６００GTザガート
(日)

21:27 ☆クラシックカー・コレクショ
ン: ホットウィール(新)(二)
★名車再生！クラシックカー・ディー
21:55 ☆カスタム・マスター ラーズ: スズキSJ410 後編(二)

S2: 1964年式マリブ
(新)(二)

17:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ベーリング海の一攫千金 S13: 18:00
一攫千金～ S7 特別編: S6 未知なる海へ(2時間)(字)
18:30
振り返りSP(二)

THE NAKED XL 一挙放送
THE NAKED XL 12人の挑 THE NAKED XL 12人の挑 THE NAKED XL 12人の挑 THE NAKED XL 12人の挑 THE NAKED XL 12人の挑
19:00 戦: Ep.5 遠征(二)
驚異の鉄道～不可能への挑
戦: Ep.6 犠牲(二)
戦: Ep.7 孤立(二)
戦: Ep.8 脱出(二)
戦 振り返りSP(二)
戦～: 橋と鉄道(二)
19:30 ★大惨事の瞬間:
★大惨事の瞬間: Ep.41/難 ★大惨事の瞬間: Ep.42/路 ★大惨事の瞬間: Ep.43/ア ★大惨事の瞬間: Ep.44/窓
19:55 ☆ミリタリー・モーター
Ep.40/F14戦闘機の空中爆 関フリースキー(二)
面電車(二)
ポロ操縦訓練(二)
拭きゴンドラ(二)
20:00
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
解明・宇宙の仕組み: 彗星
ズ S4: Episode
★CAR FIX: ルマンGTOコンバーチ ☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★ナチスの暗号(二)
ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
☆世界のモノ作り: 絵筆 ほか
(二)
7(新)(二)
20:30 ★CAR FIX: 1998年式３５５Ｆ 返りSP(新)(二)

16:30

26:30
デジタル・サバイバル: アラスカ
凍てつく森(字)

27:00
27:30

月曜日
6/18
4:00 THE ISLAND S4:
Ep.4(字)
4:30
5:00 デジタル・サバイバル: 無限の
湿地帯(字)
5:30

Discovery Channel
2018年06月編成表

火曜日
水曜日
6/19
6/20
CAR FIX: ポンティアック・トラ ↑
ンザム(二)
CAR FIX: 1966年式フォード
F-100(二)
★解剖！メガマシン S2: 砕氷 メガ建造～不可能への挑戦～
船ルイサンローラン(二)
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

6:00 NASA超常ファイル S2: 水星 驚異の鉄道～不可能への挑
の氷(二)
戦～: 橋と鉄道(二)
6:30

ナチスの暗号(二)

木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
6/21
6/22
6/23
6/24
シフティング・ギア: キングオブハ ベーリング海の一攫千金 S13: モーガン・フリーマンが語る宇宙 メガ建造～不可能への挑戦～
Ep.3(字)
S1: 誕生(二)
マー2(字)
S3: 世界最大級の船(二)

☆エクストリーム・ボディ S5:
Ep.8(新)(字)

★THE ISLAND S4: Ep.1 モーガン・フリーマンが語る宇宙 大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ
着陸失敗(二)
最悪の始まり(字)
S1: 誕生(二)
インフォマーシャル(日)

7:00 名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1964年式フォー ディーラーズ: 1965年式ダッジ ディーラーズ: 1965年式オース ディーラーズ: 新コンビ舞台裏
7:30 ド・ランチェロ(二)
A100(二)
チン・ヒーレー(二)
(二)
8:00 戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)
8:30

戦闘艦大全: 冷戦時代(二) 戦闘艦大全: 水雷艇(二)

解明・地下世界ミステリー S2: 解明・宇宙の仕組み: 地球の メガ輸送プロジェクト: 超巨大
不可思議な洞くつ(二)
誕生(二)
コンテナ船(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・マスタン
グ5.0(二)

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)

メガ建造～不可能への挑戦～ ★THE ISLAND S4:
S2: バージニア級原子力潜水 Ep.5(字)
艦(二)

戦闘艦大全: 救助活動(二) 戦闘艦大全: 偽装工作(二) 驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 水域と鉄道(二)

デジタル・サバイバル: アラスカ
危険な氷河(字)

4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30

Discovery MOTOR アワー

9:00 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 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 シフティング・ギア: キングオブハ 名車再生！クラシックカー・
機の空中爆発(字)
スキー(二)
(二)
訓練(二)
ドラ(二)
マー1(字)
ディーラーズ: シボレー・ベルエ
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)
9:30 インフォマーシャル(日)
アー(二)
10:00

9:00
9:30

THE NAKED 一挙放送
シフティング・ギア: キングオブハ 名車再生！エド大活躍トップ
★THE NAKED: ガイアナ 灼 ★THE NAKED: メキシコ 人 ☆THE NAKED: タイ 豪雨 ★THE NAKED: ガイアナ 決 ★THE NAKED: メキシコ 地 マー2(字)
10(二)
10:30 熱のサバンナ(二)
間を蝕む密林(二)
の脅威(新)(二)
意の再挑戦(二)
獄の園(二)

10:00

11:00 スゴ腕！RC模型ビルダー S2: スゴ腕！RC模型ビルダー S3: ゴールド・ラッシュ～人生最後の スゴ腕！RC模型ビルダー S3: スゴ腕！RC模型ビルダー S3: クラシックカー・コレクション: ホット
ウィール(二)
ヘリコプター(二)
ジェット機(二)
一攫千金～ S7: 一大勝負 プロペラ戦闘機(二)
建設機械(二)
クラシックカー・コレクション: 父の
11:30
(二)

CAR FIX: ポンティアック・トランザム
(二)

11:00

フォード・モデルA(二)

CAR FIX: 1966年式フォードF100(二)

11:30

12:00 解明・宇宙の仕組み: 小惑星 デジタル・サバイバル: アラスカ
(二)
凍てつく森(字)
12:30

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)

13:30 ★クラシックカー・コレクション: アメチョ ★クラシックカー・コレクション: ザ・コレ ★クラシックカー・コレクション: 原石
のクルマ(二)

クション(二)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: メルセデス・ベンツ ディーラーズ: ホンダ・シビック
14:30 560SL(二)
CVCC(二)

の山(二)

台湾・先住民の今 S2:
Ep.1(字)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 水域と鉄道(二)

カスタム・マスター S2: 2013
年式ダッジチャレンジャー(二)

SUPERCAR 2: ジャガー Fタ
イプ SVR(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

メガ輸送プロジェクト: 超巨大コンテナ
船(二)

メガ建造～不可能への挑戦～ 13:00
S3: パナマ運河オーバーホール
13:30
(二)

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: 元祖マ ★クラシックカー・コレクション: 弾痕
イクロカー(二)
付きポルシェ356(二)

★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランドローバー・シ ディーラーズ: ボルボ
リーズIIA(二)
PV544(二)

15:00 ★SUPERCAR: ランボルギー ★SUPERCAR: フォード・マス ★SUPERCAR: パガーニ・ウ
ニ・ウラカン(二)
タング(二)
アイラ(二)
15:30

10:30

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

★SUPERCAR 2: メルセデス ★SUPERCAR 2: アルファロ
AMG GT(二)
メオ4C(二)

12:30

14:00

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム ★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
チェイス(二)
バット飛行(二)

14:30

戦争史に残るリーダーたち: ヒト ★アラスカ鉄道24時 S3: 暗
ラー(二)
闇の悪夢(二)

15:00

16:00

15:30

16:00 ★ミリタリー大百科: 狙撃銃
(二)
16:30

★ミリタリー大百科: ボディアー ★ミリタリー大百科: 速射(二) ★ミリタリー大百科: 大砲(二) ★ミリタリー大百科: 潜水艦
マー(二)
(二)

解明・地下世界ミステリー S2: ★アラスカ鉄道24時 S3: 氷
不可思議な洞くつ(二)
の罠(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)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★スゴ腕！RC模型ビルダー
S3: グライダー(二)
18:00

★スゴ腕！RC模型ビルダー
S3: ヘリコプター(二)

★組立再生！リアセンブラー:
芝刈り機(二)

★組立再生！リアセンブラー:
レトロな黒電話(二)

★組立再生！リアセンブラー:
エレキギター(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★アラスカ鉄道24時 S3: レス 17:00
一攫千金～ S7: 一大勝負 キュー大作戦(二)
17:30
(二)

18:30

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦
THE NAKED: ガイアナ 灼熱 闘機飛行テスト(二)
19:00 のサバンナ(二)
☆ゴールド・ラッシュ～人生最
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.47/高 後の一攫千金～ S7: 一大
層ビル火災(二)
勝負(新)(二)
20:00
★CAR FIX: ポンティアック・トランザ
ム(二)

THE NAKED 一挙放送
THE NAKED: タイ 豪雨の脅 THE NAKED: ガイアナ 決意 THE NAKED: メキシコ 地獄
驚異の鉄道～不可能への挑
威(二)
の再挑戦(二)
の園(二)
戦～: 技術開発と鉄道(二)
★大惨事の瞬間: Ep.49/ロ ★大惨事の瞬間: Ep.50/ハ ★大惨事の瞬間: Ep.51/堤
19:55 ★SUPERCAR 2:
デオ大会で(二)
リケーン中継(二)
防崩壊(二)
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
ジャガー Fタイプ SVR(二)
ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
☆世界のモノ作り: フーズボール ほ
☆台湾・先住民の今 S2:
★メガ輸送プロジェクト: 超巨大コン か(新)(字)
Ep.1(新)(字)
テナ船(二)

20:30 ★CAR FIX: 1966年式フォードF100(二)

21:00
21:30

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・ベルエ
アー(二)

★解剖！メガマシン S2: スー シフティング・ギア: キングオブハ ☆ベーリング海の一攫千金
パー・バイク(二)
マー1(字)
S13: Ep.2(新)(字)

22:00 名車再生！エド大活躍トップ
10(二)
22:30

DISCO presents テクノロジーアワー

23:00 ミリタリー・モーターズ S4:
Episode 7(二)
23:30

★デジタル・サバイバル: アラス
カ 危険な氷河(字)

☆驚異の鉄道～不可能への挑戦
～: 水域と鉄道(新)(二)

☆シフティング・ギア: キングオ ☆ベーリング海の一攫千金
ブハマー2(新)(字)
S13: Ep.3(新)(字)

ベーリング海の一攫千金 S13: 18:00
Ep.2(字)
18:30
ベーリング海の一攫千金 S13: 19:00
Ep.3(字)
19:30
解明・宇宙の仕組み: 小惑星 20:00
(二)
20:30

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S14: Ep.20 ザリガニ漁(新)(字)

20:53 ★RALLY NIPPON 名車録: Ep.2ロールス・ロイス・ファントムⅡ
(日)

クラシックカー・コレクション: ホット
ウィール(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー プラネットグリーン
★モーガン・フリーマンが語る宇宙
ズ: MGB GT 前編(二)

21:27 ☆クラシックカー・コレクショ
ン: 父のフォード・モデルA(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S2: 2013年式ダッジチャレン
ジャー(新)(二)
22:53 明日への扉(日)

S1: 地球外生命体(二)

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

21:00
21:30

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

16:30

★NASA超常ファイル S2: 月
面着陸の真相(二)

22:00
22:30

解明・地下世界ミステリー S2: 23:00
不可思議な洞くつ(二)
23:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ☆解明・地下世界ミステリー
一攫千金～ S7 特別編: S6 S2: 不可思議な洞くつ
振り返りSP(二)
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★解明・宇宙の仕組み: 地球の誕
生(二)

☆メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の船(新)(二)

24:00 名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: メルセデス・ベンツ ディーラーズ: ホンダ・シビック
24:30 560SL(二)
CVCC(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランドローバー・シ ディーラーズ: ボルボ
PV544(二)
リーズIIA(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 水域と鉄道(二)

戦争史に残るリーダーたち: ヒト 24:00
ラー(二)
24:30

25:00 SUPERCAR: ランボルギーニ・ SUPERCAR: フォード・マスタ
ウラカン(二)
ング(二)
25:30

SUPERCAR: パガーニ・ウアイ SUPERCAR 2: メルセデス
ラ(二)
AMG GT(二)

SUPERCAR 2: アルファロメオ アラスカ鉄道24時 S2: 森林
4C(二)
火災の脅威(二)

ベーリング海の一攫千金 S13: 25:00
Ep.2(字)
25:30

26:00 ミリタリー大百科: 狙撃銃(二) ミリタリー大百科: ボディアー
マー(二)
26:30

ミリタリー大百科: 速射(二)

ミリタリー大百科: 潜水艦(二) アラスカ鉄道24時 S3: 嵐との ベーリング海の一攫千金 S13: 26:00
闘い(二)
Ep.3(字)
26:30

27:00 名車再生！エド大活躍トップ
10(二)
27:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★戦争史に残るリーダーたち:
一攫千金～ S7: 一大勝負 ヒトラー(二)
(二)

ミリタリー大百科: 大砲(二)

ベーリング海の一攫千金 S13: カスタム・マスター S2: 2013
Ep.2(字)
年式ダッジチャレンジャー(二)

アラスカ鉄道24時 S3: 雪山
の試練(二)

デジタル・サバイバル: アラスカ
危険な氷河(字)

27:00
27:30

月曜日
6/25
4:00 THE ISLAND S4:
Ep.5(字)
4:30
5:00 デジタル・サバイバル: アラスカ
凍てつく森(字)
5:30

火曜日
6/26

CAR FIX: 1967年式カマロ(二)

放送休止

水曜日
6/27

Discovery Channel
2018年06月編成表

CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート1(二)

解剖！メガマシン S2: ロードト 放送休止
レイン(二)

木曜日
6/28
シフティング・ギア: トレーラー・
レース１(字)

金曜日
土曜日
6/29
6/30
ベーリング海の一攫千金 S13: モーガン・フリーマンが語る宇宙
S1: 地球外生命体(二)
Ep.5(字)

☆エクストリーム・ボディ S5:
Ep.9(新)(字)

解明・地下世界ミステリー S2: 宇宙の解体新書: ブラックホー
ルの秘密(二)
海賊の宝(二)

5:00

日曜日
7/1

4:00
4:30

5:30

6:00 NASA超常ファイル S2: 月面 驚異の鉄道～不可能への挑
着陸の真相(二)
戦～: 技術開発と鉄道(二)
6:30

戦争史に残るリーダーたち: ヒト THE ISLAND S4:
ラー(二)
Ep.2(字)

モーガン・フリーマンが語る宇宙 大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)
S1: 地球外生命体(二)

6:00

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・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: メルセデス・ベンツ ディーラーズ: ホンダ・シビック
7:30 560SL(二)
CVCC(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランドローバー・シ ディーラーズ: ボルボ
リーズIIA(二)
PV544(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

解剖！メガマシン S2: スー
パー・バイク(二)

7:00

8:00 ミリタリー大百科: 狙撃銃(二) ミリタリー大百科: ボディアー
マー(二)
8:30

ミリタリー大百科: 速射(二)

台湾・先住民の今 S2:
Ep.1(字)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 次世代の鉄道(二)

8:00

ミリタリー大百科: 大砲(二)

7:30

8:30

Discovery MOTOR アワー

9:00 大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル

大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機飛 大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大会 大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケーン
行テスト(二)
で(二)
中継(二)

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

火災(二)

インフォマーシャル(日)

10:00

THE NAKED 一挙放送
★THE NAKED: タイ ネズミ ★THE NAKED: ガイアナ 苦 ★THE NAKED: 視聴者参
10:30 の島(二)
難の湿地帯(二)
加SP(二)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩壊 シフティング・ギア: キングオブハ
(二)
マー2(字)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: ベリーズ 闇 ★THE NAKED: パナマ 脅
の恐怖(二)
威の大群(二)

シフティング・ギア: トレーラー・
レース１(字)

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

11:00 スゴ腕！RC模型ビルダー S3: スゴ腕！RC模型ビルダー S3: 組立再生！リアセンブラー: 芝 組立再生！リアセンブラー: レ 組立再生！リアセンブラー: エ クラシックカー・コレクション:
グライダー(二)
ヘリコプター(二)
刈り機(二)
トロな黒電話(二)
レキギター(二)
1930年式ミネルバ(二)
11:30

11:00

12:00 解明・宇宙の仕組み: 地球の デジタル・サバイバル: アラスカ
誕生(二)
危険な氷河(字)
12:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の 台湾・先住民の今 S2:
一攫千金～ S7: 窮地(二) Ep.2(字)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 次世代の鉄道(二)

カスタム・マスター S2: 1969
年式カマロ(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)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

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: 「レイン ★クラシックカー・コレクション: 61年 クラシックカー・コレクション: シェルビー クラシックカー・コレクション: ヒルクライ クラシックカー・コレクション: マッスル
マン」のロードマスター(二)

式ジュリエッタ・スパイダー(二)

マスタングGT350(二)

ム(二)

カー(二)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・コルベア ディーラーズ: シボレー・コルベッ ディーラーズ: 振り返りスペシャ
14:30 (二)
トC3(二)
ル(二)

★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: サンビーム・アルパ ディーラーズ: 1992年式ハン
イン(二)
ヴィー(二)

15:00 ★SUPERCAR 2: ロールス・
ロイス・レイス(二)
15:30

★SUPERCAR 2: ポルシェ
911(二)

SUPERCAR 2: ジャガー Fタ ★SUPERCAR 2: 6代目シ
ボレー・カマロ(二)
イプ SVR(二)

★SUPERCAR 2: アウディ
R8 V10プラス(二)

メガ輸送プロジェクト: 自動車
運搬船(二)

11:30

12:30
13:00
13:30

インフォマーシャル(日)

14:00

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(二)

14:30

戦争史に残るリーダーたち: マッ
カーサー(二)

15:00
15:30

16:00 ★ミリタリー大百科: 垂直離着 ★ミリタリー大百科: 爆撃機
陸機(二)
(二)
16:30

★ミリタリー大百科: 戦闘機
(二)

★ミリタリー大百科: ブービート ★ミリタリー大百科: 携帯兵器 解明・地下世界ミステリー S2:
ラップ(二)
(二)
海賊の宝(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)

インフォマーシャル(日)

17:00

17:30 ★組立再生！リアセンブラー:
おもちゃの鉄道(二)
18:00

★組立再生！リアセンブラー:
フードミキサー(二)

★組立再生！リアセンブラー:
ホンダ・モンキー(二)

★組立再生！リアセンブラー: ★夢のおもちゃプロジェクト: ス
ポータブル・レコード・プレイヤー ピットファイア巨大プラモデル
ゴールド・ラッシュ～人生最後の
(二)
(二)
一攫千金～ S7: 窮地(二)

18:30

THE NAKED 一挙放送
THE NAKED: タイ ネズミの THE NAKED: ガイアナ 苦難 THE NAKED: 視聴者参加
19:00 島(二)
の湿地帯(二)
SP(二)
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大 ★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
竜巻(二)
ル崩壊(二)
20:00

★CAR FIX: 1967年式カマロ
(二)

20:30 ★CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート1(二)

21:00

★名車再生！TOP5: 80年
代の車(二)

THE NAKED: ベリーズ 闇の THE NAKED: パナマ 脅威の
驚異の鉄道～不可能への挑戦～:
恐怖(二)
大群(二)
水域と鉄道(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ☆台湾・先住民の今 S2:
★メガ輸送プロジェクト: 自動車運
後の一攫千金～ S7: 窮地 Ep.2(新)(字)
搬船(二)
(新)(二)

☆世界のモノ作り: 空飛ぶ水上バ
イク ほか(新)(字)
★舞台裏のスーパーテクノロジー
S13: Ep.1 ウクレレ(字)

★解剖！メガマシン S2: 救難 シフティング・ギア: キングオブハ ☆ベーリング海の一攫千金 S13: ☆クラシックカー・コレクション:
Ep.4(新)(字)
ヘリ(二)
マー2(字)
1930年式ミネルバ(新)(二)

22:00 ★名車再生！TOP5: アメ車 DISCO presents テクノロジーアワー
☆驚異の鉄道～不可能への挑戦
(二)
～: 次世代の鉄道(新)(二)
22:30

デジタル・サバイバル: デスバ
レーからの脱出(字)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ ★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車 ★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
ケット発射(二)
レース(二)
離陸訓練(二)
19:55 SUPERCAR 2: ポル

21:30

23:00 シフティング・ギア: 新たなる挑
戦(字)
23:30

インフォマーシャル(日)

☆シフティング・ギア: トレー
ラー・レース１(新)(字)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: マツダMX-5 前編(二)

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

20:30
21:00

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: マツダMX-5 後編(二)

21:30
22:00

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ190E 後編(二)

22:30

三菱電機 presents スペースアワー

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★宇宙の解体新書: ブラックホール
の秘密(二)

☆メガ建造～不可能への挑戦～
S3: ロンドン・クロスレール
(新)(二)

23:00

22:53 明日への扉(日)

(二)

20:53 ★RALLY NIPPON 名車録: Ep.3メルセデス・ベンツ・300SL
ロードスター(日)

17:30

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ190E 前編(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
☆ベーリング海の一攫千金 S13: S2: 1969年式カマロ
Ep.5(新)(字)
(新)(二)

★デジタル・サバイバル: デスバ ゴールド・ラッシュ～人生最後の ☆解明・地下世界ミステリー S2:
レーからの脱出(字)
一攫千金～ S7: 一大勝負 海賊の宝(新)(二)

シェ911(二)

16:30

23:30

24:00 名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・コルベア ディーラーズ: シボレー・コルベッ
24:30 (二)
トC3(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: サンビーム・アルパ ディーラーズ: 1992年式ハン
イン(二)
ヴィー(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 次世代の鉄道(二)

24:00

25:00 SUPERCAR 2: ロールス・ロイ SUPERCAR 2: ジャガー Fタ SUPERCAR 2: 6代目シボ
ス・レイス(二)
イプ SVR(二)
レー・カマロ(二)
25:30

SUPERCAR 2: ポルシェ
911(二)

SUPERCAR 2: アウディR8
V10プラス(二)

アラスカ鉄道24時 S3: 軍用
車両を運搬せよ(二)

25:00

26:00 ミリタリー大百科: 垂直離着陸 放送休止
機(二)
26:30

ミリタリー大百科: 戦闘機(二) ミリタリー大百科: ブービートラッ ミリタリー大百科: 携帯兵器
プ(二)
(二)

アラスカ鉄道24時 S3: 暗闇
の悪夢(二)

26:00

27:00 名車再生！TOP5: アメ車
(二)
27:30

★戦争史に残るリーダーたち:
マッカーサー(二)

アラスカ鉄道24時 S3: 氷の
罠(二)

27:00

放送休止

ベーリング海の一攫千金 S13: カスタム・マスター S2: 1969
年式カマロ(二)
Ep.4(字)

24:30

25:30

26:30

27:30

