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クラシックカー・コレクション: ランボルギーニ・ミ
ウラ(二)
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★カスタム・マスター S3:
1957年式シボレー ガッサース
タイル(二)

Discovery MOTOR アワー
★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: イタリア(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1932
年式フォード・チューダー 前編
(字)

★戦火の鉄道大全: ナチスの
巨大列車砲(二)

サバイバルゲーム S6: Ep.1 ア
リゾナのスカイアイランド(字)

サバイバルゲーム：冒険の
日々(字)

サバイバルゲーム S5: Ep.8
撮影秘話3(字)

サバイバルゲーム S5: Ep.7
ファンも一緒に(字)

インフォマーシャル(日)
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THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼1(二)

THE NAKED: ボリビアの灼
熱地獄(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ゴルフGTI(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)

BigドリームSmallハウス: 湖畔の奇
抜ハウス(二)
BigドリームSmallハウス: 冒険ので
きる家(二)

ワールド・トップ5: モンスタート
ラック(二)

インフォマーシャル(日)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)
インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル S2: ボスニアの
巨大ピラミッド(字)

宇宙の解体新書 S3: 太陽系
外衛星を探して(二)

★サバイバルゲーム：冒険の
日々(字)

★サバイバルゲーム S5: Ep.8
撮影秘話3(字)

★サバイバルゲーム S5: Ep.7
ファンも一緒に(字)

戦闘艦大全: 冷戦時代(二)

怪事件ファイル S2: 巨人の谷
(字)

★クラシックカー・コレクション: フォー
ドG40対フェラーリ(二)

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

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

インフォマーシャル(日)

世界のクルマ：ランボルギーニ
★SUPERCAR: ランボルギー
ニ・ウラカン(二)

世界のハイエンドSUV: ランボ
ルギーニ・ウルス(二)

カスタムカー: ランボルギーニ
(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
PV544(二)

CAR FIX: ランボルギーニ・ウラカン
(二)

★怪事件ファイル S2: 影人間
／太陽の奇跡(字)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火
災(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: イタリア(二)

★名車再生！エド大活躍トッ
プ10(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★舞台裏のスーパーテクノロジー
S11: Ep.5 レース用自転車(字)

★解剖！メガマシン S2: 新幹
線(二)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～: リオン・アンティリオン橋(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1932
年式フォード・チューダー 前編
(字)

☆BigドリームSmallハウス: 湖畔
の奇抜ハウス(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 冒険
のできる家(新)(二)

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
リーズIIA(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

戦闘艦大全: 偽装工作(二)

名車再生！エド大活躍トップ
10(二)

CAR FIX: 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: ベスト・オブ・
UK(二)

戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)
インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

怪事件ファイル S2: 核兵器を
攻撃するUFO？(字)

THE NAKED: 無情の熱帯
雨林(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: スタン
ゲリーニ(二)

カスタムカー: ランボルギーニ
(字)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.7 山火
事(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: リオン・アンティリオン橋
(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 橋と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 1958年
式BMWイセッタ300(二)

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

★戦火の鉄道大全: ナチスの
巨大列車砲(二)

インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: 密林の冷た
い夜(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
PV544(二)

★怪事件ファイル S2: ミステ
リー総集編(字)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.7
山火事(新)(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.8/カーレース
事故(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1932
年式フォード・チューダー 後編
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.6 賭け
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.7 山火
事(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: フォル
クスワーゲン・カルマンギア(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

クラシックカー・コレクション: ランボル
ギーニ・ミウラ(二)
CAR FIX: ランボルギーニ・ウラカン
(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(二)

★戦火の鉄道大全: 救急列
車(二)

ミスフィット・ガレージ: 1932年
式フォード・チューダー 前編
(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.10 重圧
(新)(字)

★戦火の鉄道大全: 泰緬鉄
道(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 金
をめぐる謎(二)

ミスフィット・ガレージ: 1932年
式フォード・チューダー 後編
(字)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 1921年
式スタッツ・エアキャット(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
560SL(二)

戦闘艦大全: 水雷艇(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 極
秘刑務所(二)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.9 限界
(新)(字)

怪事件ファイル S2: 日航機
UFO遭遇事件(字)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: アル
ファロメオ 6C2500(二)

★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
(二)

NASA超常ファイル S4: 火星
のストーンヘンジ(二)

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
(二)

世界のハイエンドSUV: ランボ
ルギーニ・ウルス(二)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.9 限界(字)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.10 重圧(字)

★本当は怖い童話の真実:
白雪姫／ねずの木(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 1958
年式サーブGT750(二)

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

★大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス
墜落(二)
★おあそびマスターズ: Ep.22(日)

★怪事件ファイル S2: ハイチ
のゾンビ／臓器の記憶(字)

★BigドリームSmallハウス: 17世
紀の船(二)
★BigドリームSmallハウス: アウトド
ア基地(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム：グルメ総
集編(字)

大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット脱
出(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.2/橋崩壊(二)

21:55 ☆戦火の兵器大全:
ベトナム戦争(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆宇宙の解体新書 S3: 冥
王星の秘密(新)(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
サバイバルゲーム：グルメ総集
編(字)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S6: Ep.1
アリゾナのスカイアイランド(字)

★クラシックカー・コレクション: 1920
年式リヴィア・デューセンバーグ(二)

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

★戦火の鉄道大全: 南北戦
争時代の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

宇宙の解体新書 S3: 冥王星
の秘密(二)

★宇宙の解体新書 S3: 太陽
系外衛星を探して(二)

★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事
故(二)
インフォマーシャル(日)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 橋と鉄道(二)

★BigドリームSmallハウス: 湖畔の
奇抜ハウス(二)

★解剖！メガマシン S2: 新幹
線(二)

インフォマーシャル(日)

★戦闘艦大全: 救助活動
(二)

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

SUPERCAR: ランボルギーニ・
ウラカン(二)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

★深層解明Xファイル S3: バ
チカン帝国(二)

★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工
場爆発(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.14 フライパン(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
アントノフ2との再会(新)(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ワールド・トップ5: 巨大ク
レーン(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.11戦車！
市街地暴走(二)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

★NASA超常ファイル S4: 火
星のストーンヘンジ(二)

★THE NAKED: 密林の冷た
い夜(二)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.7
山火事(二)

BigドリームSmallハウス: 湖畔の奇
抜ハウス(二)

BigドリームSmallハウス: 冒険ので
きる家(二)
インフォマーシャル(日)

★BigドリームSmallハウス: 冒険の
できる家(二)

ミリタリー・モーターズ S5: アン
トノフ2との再会(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 新コンビ舞台裏
(二)

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

インフォマーシャル(日)

★ミスフィット・ガレージ: 1932
年式フォード・チューダー 後編
(字)

★カスタム・マスター S3:
1957年式シボレー ガッサース
タイル(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレーC10ピックアップト
ラック(二)

★戦火の鉄道大全: 泰緬鉄
道(二)

★戦火の鉄道大全: 救急列
車(二)

★戦場の真実: 沖縄戦(二)

★戦場の真実: 長津湖の戦
い(二)

★戦場の真実: バルジの戦い
(二)

ワールド・トップ5: 巨大クレーン
(二)

解剖！メガマシン S2: 新幹線
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社
の爆発火災(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼2(二)

★名車再生！エド大活躍トッ
プ10(二)

ミリタリー・モーターズ S5: アン
トノフ2との再会(二)

★復元！クラシックカー: フォー
ド・ギャラクシー(二)

★ワールド・トップ5: モンスター
トラック(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.9 限界(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.10 重圧(字)

THE NAKED: 密林の冷たい
夜(二)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.9 限界(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.10 重圧(字)

宇宙の解体新書 S3: 太陽系
外衛星を探して(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S3: 無の解明(二)

☆NASA超常ファイル S4:
CIAの秘密復讐計画
(新)(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
ミール火災事故(字)
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ワールド・トップ5: 巨大クレーン
(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S6: Ep.2
ボルネオのジャングル(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★舞台裏のスーパーテクノロジー
S11: Ep.6 F1カーのタイヤ(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン S2: ホ
バークラフト(二)

★戦火の兵器大全: 全面戦
争(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.8
強力マシン(新)(二)

★カスタム・マスター S3:
1972年式 シボレー・ブレイ
ザー(二)

★サバイバルゲーム S6: Ep.3
マレーシア(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.8 強力
マシン(二)
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THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼2(二)

★THE NAKED: 無情の熱
帯雨林(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G40対フェラーリ(二)

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

BigドリームSmallハウス: 職人流
小さな豪邸(二)
BigドリームSmallハウス: アラスカ式
ユルト(二)

★クラシックカー・コレクション: スタン
ゲリーニ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 振り返りスペシャ
ル(二)

★カスタム・マスター S2:
1959年式ビュイック・インヴィク
タ(二)

★戦火の鉄道大全: 歴史を
変えた鉄道秘話(二)

インフォマーシャル(日)

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火
災(二)
インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル S2: 影人間
／太陽の奇跡(字)

宇宙の解体新書 S3: 冥王星
の秘密(二)

名車再生！エド大活躍トップ
10(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: トヨタMR2
ターボ(新)(二)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！エド大活躍トップ
10(二)

ミスフィット・ガレージ: 1955年
式シボレー・ベルエア 前編(字)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

サバイバルゲーム S6: Ep.4 サ
バイバル術復習編(字)

★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
イン(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: アルファロメ
オ4C(字)

☆BigドリームSmallハウス: 職人
流 小さな豪邸(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: アラ
スカ式ユルト(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 振り返りスペシャ
ル(二)

カスタム・マスター S2: 1959
年式ビュイック・インヴィクタ(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: トヨタMR2 ターボ
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
PV544(二)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛
が観客席に(二)
インフォマーシャル(日)

サバイバルゲーム S6: Ep.3 マ
レーシア(字)

★怪事件ファイル S2: ミステ
リー総集編(字)

THE NAKED: 密林の冷たい
夜(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: パガーニ・ウ
アイラ(字)

★カスタム・マスター S2:
1970年式マスタング(二)

★戦火の鉄道大全: 鉄道破
壊工作(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 暗
号の行方(二)

★大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー
90ｍ滑落(二)

サバイバルゲーム S6: Ep.2 ボ
ルネオのジャングル(字)

★深層解明Xファイル S3: 真
珠湾攻撃(二)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
サバイバルゲーム S6: Ep.6
ニュージーランド北島(字)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 水域と鉄道(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 上海タワー(二)

★THE NAKED: 青い誘惑
(二)

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
イン(二)

カスタム・マスター S2: 1970
年式マスタング(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.8 強力
マシン(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 上海タワー(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 技術開発と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: フォル
クスワーゲン・カルマンギア(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース
事故(二)
インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 金
をめぐる謎(二)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

★深層解明Xファイル S3: 南
北戦争の女スパイ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.15/インドで
ビル倒壊(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1955
年式シボレー・ベルエア 前編
(字)

★ミスフィット・ガレージ: 1955
年式シボレー・ベルエア 後編
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.7 山火
事(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: 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: 1992年式ハン
ヴィー(二)

★カスタム・マスター S2:
1932年式ロードスター(二)

ミスフィット・ガレージ: 1955年
式シボレー・ベルエア 後編(字)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: アル
ファロメオ 6C2500(二)

★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
(二)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

★ドリームカー誕生 S2: ブガッティ・
ヴェイロン(字)

★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
500SEC(二)

★サバイバルゲーム S6: Ep.5
ニュージーランド南島(字)

カスタム・マスター S2: 1932
年式ロードスター(二)

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

ミスフィット・ガレージ: 1955年
式シボレー・ベルエア 前編(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1992年式ハン
ヴィー(二)

★戦火の鉄道大全: 第一次
世界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S6: Ep.4
サバイバル術復習編(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.11 永遠に共に(字)

★カスタム・マスター S2:
1942年式インパラ(二)

★戦火の鉄道大全: 第二次
世界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル: 謎の光
の群れ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.11 永遠に共に
(新)(字)

サバイバルゲーム S6: Ep.5
ニュージーランド南島(字)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.12 アメリカンド
リーム(新)(字)

NASA超常ファイル S4: CIA
の秘密復讐計画(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
500SEC(二)

カスタム・マスター S2: 1942
年式インパラ(二)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 極
秘刑務所(二)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.10/花火工場
爆発(二)
インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル S3: バチ
カン帝国(二)

BigドリームSmallハウス: 湖畔の奇
抜ハウス(二)
BigドリームSmallハウス: 冒険ので
きる家(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.12 アメリカンドリーム
(字)

★本当は怖い童話の真実:
ハーメルンの笛吹き男／ラプン
ツェル(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 1920年
式リヴィア・デューセンバーグ(二)

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

21:55 ☆戦火の兵器大全:
冷戦時代の核開発(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆宇宙の解体新書 S3: 宇
宙ホログラム説(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: モーガン・ス
リーホイラー(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マセラティ・ビトゥル
ボ(二)

★カスタム・マスター S2:
1954年式フォード(二)

★戦火の兵器大全: 第一次
世界大戦(二)

インフォマーシャル(日)

宇宙の解体新書 S3: 宇宙ホ
ログラム説(二)

宇宙の解体新書 S3: 冥王星
の秘密(二)

大惨事の瞬間: Ep.11戦車！市
街地暴走(二)
インフォマーシャル(日)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 技術開発と鉄道(二)

BigドリームSmallハウス: 職人流
小さな豪邸(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン S2: ホバー
クラフト(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マセラティ・ビトゥル
ボ(二)

カスタム・マスター S2: 1954
年式フォード(二)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

戦火の兵器大全: 冷戦時代
の核開発(二)

★NASA超常ファイル: X字型
の天体(二)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.15 ブルドーザー(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
ハマー輸出と夜間飛行
(新)(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ワールド・トップ5: 究極のヘ
リコプター(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 水域と鉄道(二)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
ローリー事故(二)

戦火の兵器大全: 冷戦時代
の核開発(二)

NASA超常ファイル S4: CIA
の秘密復讐計画(二)

THE NAKED: 青い誘惑
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.8 強力
マシン(二)

BigドリームSmallハウス: 職人流
小さな豪邸(二)

BigドリームSmallハウス: アラスカ式
ユルト(二)
インフォマーシャル(日)

BigドリームSmallハウス: アラスカ式
ユルト(二)

ミリタリー・モーターズ S5: ハ
マー輸出と夜間飛行(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1987年式アル
ファロメオ・スパイダー クワドリ
フォリオ(二)
★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1977年式ポル
シェ924(二)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1955年
式シボレー・ベルエア 後編(字)

カスタム・マスター S3: 1972
年式 シボレー・ブレイザー(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: フォード・ブロンコ(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母
艦上の着陸事故(二)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(二)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

ワールド・トップ5: 究極のヘリコ
プター(二)

解剖！メガマシン S2: ホバー
クラフト(二)

大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: アマゾン 衝
突する世界(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.12 アメリカンドリーム
(字)

THE NAKED: 青い誘惑
(二)

宇宙の解体新書 S3: 冥王星
の秘密(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S3: 命の再生(二)

☆NASA超常ファイル S4:
月の奇妙な秘密(新)(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
宇宙の難破船(字)

戦火の兵器大全: 冷戦時代
の核開発(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.11 永遠に共に(字)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.11 永遠に共に(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.12 アメリカンドリーム
(字)

★サバイバルゲーム S6: Ep.6
ニュージーランド北島(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: トヨタMR2 ターボ
(二)

ミリタリー・モーターズ S5: ハ
マー輸出と夜間飛行(二)

★復元！クラシックカー: ス
チュードベーカー・チャンピオン
(二)

ワールド・トップ5: 巨大クレーン
(二)
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22:53 明日への扉(日)
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23:30 23:30
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25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

★サバイバルゲーム S6: Ep.7
ギレンホールもサバイバル(字)

★ザ・マンハント: 制作舞台裏
(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★舞台裏のスーパーテクノロジー
S11: Ep.7 ベネチアのゴミ回収シス
テム(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン S2: 砕氷
船ルイサンローラン(二)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.9
一か八か(新)(二)

★カスタム・マスター S3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 前編(二)

サバイバルゲーム S6: Ep.10
シーズン６撮影秘話(字)

Discovery Channel
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THE NAKED: アマゾン 衝突
する世界(二)

THE NAKED: 密林の冷たい
夜(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: 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: 振り返りスペシャ
ル(二)

BigドリームSmallハウス: 大家族の
団らんハウス(二)
BigドリームSmallハウス: ティアドロッ
プ型の家(二)

ワールド・トップ5: 究極のヘリコ
プター(二)

インフォマーシャル(日)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

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

深層解明Xファイル S3: 真珠
湾攻撃(二)

宇宙の解体新書 S3: 宇宙ホ
ログラム説(二)

★サバイバルゲーム S6:
Ep.10 シーズン６撮影秘話
(字)

★サバイバルゲーム S6: Ep.9
ワイルド・ウエスト(字)

★サバイバルゲーム S6: Ep.8
アイスランドの氷河(字)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル S3: 南北
戦争の女スパイ(二)

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

ザ・マンハント: 制作舞台裏
(字)

インフォマーシャル(日)インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ジネッタ
G40(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
912E(二)

★カスタム・マスター S2:
1964年式マリブ(二)

★戦火の兵器大全: 第二次
世界大戦(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ルクラ
LC470(字)

戦火の兵器大全: 第二次世
界大戦(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1976年式フォー
ド・カプリ Mk2(二)

★NASA超常ファイル: 太陽に
開いた穴(二)

★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: トヨタMR2 ターボ
(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1976年式
フォード・カプリ
Mk2(新)(二)

★怪事件ファイル: 謎の飛行
物体(字)

☆BigドリームSmallハウス: 大家
族の団らんハウス(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: ティア
ドロップ型の家(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
912E(二)

大惨事の瞬間: Ep.15/インドでビ
ル倒壊(二)

深層解明Xファイル S3: 暗号
の行方(二)

THE NAKED: 青い誘惑
(二)

カスタム・マスター S2: 1964
年式マリブ(二)

★戦火の兵器大全: 勝利を
呼ぶ乗り物(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル: 小惑
星のUFO墜落現場(二)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン
制御不能(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 次世代の鉄道(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 関西国際空港(二)

カスタム・マスター S2: 2013
年式ダッジチャレンジャー(二)

放送休止

放送休止

☆ミステリー・ミュージアム:
ジョージ・ワシントン暗殺計画
(新)(字)

ドリームカー誕生 S2: 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: サンビーム・アルパ
イン(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

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

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1970年式フォー
ド・ブロンコ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ
イ崩落(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1960
年式フォード・サンライナー 前
編(字)

★ミスフィット・ガレージ: 1960
年式フォード・サンライナー 後
編(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.8 強力
マシン(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2代目シボレー・
カマロ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1970年式フォー
ド・ブロンコ(二)

★カスタム・マスター S2:
2013年式ダッジチャレンジャー
(二)

サバイバルゲーム S6: Ep.8 ア
イスランドの氷河(字)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: 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: 1992年式ハン
ヴィー(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2004年式 ミニ・
クーパーS MC40(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.9 一か
八か(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: シボレー・コ
ルベットC7（第7世代）(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2代目シボレー・
カマロ(二)

★カスタム・マスター S2:
1969年式カマロ(二)

サバイバルゲーム S6: Ep.9 ワ
イルド・ウエスト(字)

★戦火の兵器大全: イギリス
陸軍工兵隊(二)

★NASA超常ファイル: 火星の
衛星の謎(二)

カスタム・マスター S2: 1969
年式カマロ(二)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

ミスフィット・ガレージ: 1960年
式フォード・サンライナー 前編
(字)

ミスフィット・ガレージ: 1960年
式フォード・サンライナー 後編
(字)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: ブガッティ・ヴェ
イロン(字)

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
500SEC(二)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

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)

NASA超常ファイル: 謎の光の
群れ(二)

戦火の兵器大全: 冷戦時代
の核開発(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: KTM X-
BOW(字)

☆世界ビックリ珍料理: 沖縄
(新)(字)

★ザ・無人島生活: Ep.1 火
おこし(字)

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

カスタム・マスター S2: 1967
年式シボレー・ノヴァ(二)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

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

★カスタム・マスター S2:
1967年式シボレー・ノヴァ(二)

★戦火の兵器大全: 情報分
析(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル: 土星の
六角形の渦(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.1 冬編 始動(字)

世界ビックリ珍料理: 沖縄
(字)

ミステリー・ミュージアム: ジョー
ジ・ワシントン暗殺計画(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: モーガン・ス
リーホイラー(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マセラティ・ビトゥル
ボ(二)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪崩
(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル: X字型の
天体(二)

BigドリームSmallハウス: 職人流
小さな豪邸(二)
BigドリームSmallハウス: アラスカ式
ユルト(二)
インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: テスラ・モデ
ルS(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 振り返りスペシャ
ル2(二)

★カスタム・マスター S2:
1968年式シボレー・シェベル
(二)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 水
星の氷(二)

☆おあそびマスターズ:
Ep.23(新)(日)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.1ハリスツイード
(新)(字)☆ミリタリー・モーターズ S5:
水陸両用飛行艇「HU-16」
(新)(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.1 冬編 始動
(新)(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)

21:55 ★歴史に残る空中
戦: ミグ15とF-86(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 火山
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 振り返りスペシャ
ル2(二)

カスタム・マスター S2: 1968
年式シボレー・シェベル(二)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

歴史に残る空中戦: ミグ15と
F-86(二)

解明・宇宙の仕組み: 火山
(二)

宇宙の解体新書 S3: 宇宙ホ
ログラム説(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)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 水域と鉄道(二)

BigドリームSmallハウス: 大家族の
団らんハウス(二)
インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1960年
式フォード・サンライナー 後編
(字)

カスタム・マスター S3: 1955
年式フォード・ピックアップトラック
前編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 新型シボレー・インパラ
(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン S2: 砕氷船
ルイサンローラン(二)

インフォマーシャル(日)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: トヨタMR2 ターボ
(二)

ミスフィット・ガレージ: 1960年
式フォード・サンライナー 前編
(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1976年式フォー
ド・カプリ Mk2(二)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
スタンク爆発(二)

歴史に残る空中戦: ミグ15と
F-86(二)

NASA超常ファイル S4: 月の
奇妙な秘密(二)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.9 一か
八か(二)

BigドリームSmallハウス: 大家族の
団らんハウス(二)
BigドリームSmallハウス: ティアドロッ
プ型の家(二)

ミリタリー・モーターズ S5: 水陸
両用飛行艇「HU-16」(二)

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

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1972年式ランチ
ア・フルヴィア(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ワールド・トップ5: 海を制す
るマシン(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 次世代の鉄道(二)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

ワールド・トップ5: 海を制するマ
シン(二)

解剖！メガマシン S2: 砕氷船
ルイサンローラン(二)

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)

★THE NAKED: ベリーズ 狙
われたハンター(二)

BigドリームSmallハウス: ティアドロッ
プ型の家(二)
インフォマーシャル(日)

ミリタリー・モーターズ S5: 水陸
両用飛行艇「HU-16」(二)

★復元！クラシックカー: オール
ズモービル４４２(二)

ワールド・トップ5: 究極のヘリコ
プター(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)

世界ビックリ珍料理: 沖縄
(字)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

★戦闘艦大全: 世界大戦時
代の戦闘艦(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.1 冬編 始動(字)

世界ビックリ珍料理: 沖縄
(字)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

宇宙の解体新書 S3: 宇宙ホ
ログラム説(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S3: 悪の抹消(二)

☆NASA超常ファイル S4:
土星を巡るデススター
(新)(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
漏れた有毒物質(字)

歴史に残る空中戦: ミグ15と
F-86(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.1 冬編 始動(字)
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★カスタム・マスター S3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 後編(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

ザ・マンハント: フィリピン(字)★ザ・マンハント: アリゾナ州
(字)

Discovery Channel
2019年02月編成表

THE NAKED: ベリーズ 狙わ
れたハンター(二)

THE NAKED: 青い誘惑
(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: ジネッタ
G40(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
912E(二)

BigドリームSmallハウス: 旅芸人の
小さなトラック(二)
BigドリームSmallハウス: 俳句ハウ
ス(二)

ワールド・トップ5: 海を制するマ
シン(二)

インフォマーシャル(日)

戦火の兵器大全: 第二次世
界大戦(二)

大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・
離陸失敗(二)

ドリームカー誕生 S2: ルクラ
LC470(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1970年式フォー
ド・ブロンコ(二)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)

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)

NASA超常ファイル: 太陽に開
いた穴(二)

解明・宇宙の仕組み: 火山
(二)

★ザ・マンハント: フィリピン(字)★ザ・マンハント: パナマ(字)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

★ザ・マンハント: 南アフリカ
(字)

インフォマーシャル(日)

★ザ・マンハント: ポーランド
(字)

NASA超常ファイル: 土星の六
角形の渦(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: スーパー
フォーマンスMKIII(字)

★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
トRSコスワース(二)

★カスタム・マスター S2:
1960年式キャデラック(二)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 月
面着陸の真相(二)

おあそびマスターズ: Ep.23(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1976年式フォー
ド・カプリ Mk2(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1995年式ボル
ボ850T-5R(新)(二)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1976年式フォー
ド・カプリ Mk2(二)

ミスフィット・ガレージ: 1967年
式フォード・フェアレーンGTA 前
編(字)

★戦闘艦大全: 潜水艦(二)

ザ・マンハント: パナマ(字)

NASA超常ファイル: 小惑星の
UFO墜落現場(二)

☆BigドリームSmallハウス: 旅芸
人の小さなトラック(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 俳句
ハウス(新)(二)

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
トRSコスワース(二)

カスタム・マスター S2: 1960
年式キャデラック(二)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1995年式ボルボ
850T-5R(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ケーニッグ
ゼグOne：1(字)

★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)

★カスタム・マスター S2: カッ
パー・キャディー(二)

戦火の兵器大全: 冷戦時代
の核開発(二)

インフォマーシャル(日)

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: シボレー・コル
ベットC7（第7世代）(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2代目シボレー・
カマロ(二)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

★NASA超常ファイル S2: 分
裂する小惑星(二)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)

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

NASA超常ファイル: 火星の衛
星の謎(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.10 悪
魔の指(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: BMW
i8(字)

ザ・マンハント: ポーランド(字)

★アラスカ鉄道24時: 雪崩と
の格闘(二)

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

★カスタム・マスター: 1934年
式ダッジ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2004年式 ミニ・
クーパーS MC40(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙からの破壊兵器(二)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(字)

戦火の兵器大全: 冷戦時代
の核開発(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8:
Ep.10 悪魔の指(新)(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1967
年式フォード・フェアレーンGTA
前編(字)

★ミスフィット・ガレージ: 1967
年式フォード・フェアレーンGTA
後編(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.9 一か
八か(二)

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

カスタム・マスター: 1934年式
ダッジ(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)

カスタム・マスター S2: カッ
パー・キャディー(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 上海トランスラピッド(二)

☆ミステリー・ミュージアム: ハ
ドソン川の奇跡(新)(字)

★世紀の戦車対決 S2: アメ
リカ機甲部隊-朝鮮戦争-(二)

ミスフィット・ガレージ: 1967年
式フォード・フェアレーンGTA 前
編(字)

ミスフィット・ガレージ: 1967年
式フォード・フェアレーンGTA 後
編(字)

戦火の兵器大全: 冷戦時代
の核開発(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: KTM X-
BOW(字)

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

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

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)

歴史に残る空中戦: ミグ15と
F-86(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: スーパー
フォーマンスGT40(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式サー
ブ・96(二)

★カスタム・マスター: フォード・
ピックアップトラック(二)

★世紀の戦車対決 S2: 史上
初の戦車-第一次世界大戦-
(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙ホタル(二)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で
家が流される(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.2 冬編 ブル
ドーザー出動(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: マド
リード(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン S2: 貨物
列車(二)

★ザ・無人島生活: Ep.2 シェ
ルター作り(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式サー
ブ・96(二)

カスタム・マスター: フォード・ピッ
クアップトラック(二)

世紀の戦車対決 S2: 史上初
の戦車-第一次世界大戦-
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.2 冬編 ブルドーザー
出動(字)

世界ビックリ珍料理: マドリード
(字)

ミステリー・ミュージアム: ハドソ
ン川の奇跡(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: テスラ・モデル
S(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 振り返りスペシャ
ル2(二)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

★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)

NASA超常ファイル S2: 水星
の氷(二)

BigドリームSmallハウス: 大家族の
団らんハウス(二)
BigドリームSmallハウス: ティアドロッ
プ型の家(二)
インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ポルシェ
918スパイダー(字)

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

★カスタム・マスター: アウディ
R8スパイダー(二)

★世紀の戦車対決 S2: ドイ
ツの戦車-第二次世界大戦-
(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙遊泳の罠(二)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.2 ヘステンス製高級寝
具(新)(字)☆ミリタリー・モーターズ S5:
スクールバス改造(新)(二)

21:55 ★歴史に残る空中
戦: 零戦とF4F(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: メガ
ストーム(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S11: Ep.8 日焼け止め(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1994年式三菱
GTO(二)

カスタム・マスター: アウディR8
スパイダー(二)

世紀の戦車対決 S2: ドイツの
戦車-第二次世界大戦-(二)

歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

解明・宇宙の仕組み: メガス
トーム(二)

解明・宇宙の仕組み: 火山
(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)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 次世代の鉄道(二)

BigドリームSmallハウス: 旅芸人の
小さなトラック(二)
インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1967年
式フォード・フェアレーンGTA 後
編(字)

カスタム・マスター S3: 1955
年式フォード・ピックアップトラック
後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: オールズモビル442(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン S2: 貨物列
車(二)

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)

歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

NASA超常ファイル S4: 土星
を巡るデススター(二)

ザ・無人島生活: Ep.2 シェル
ター作り(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.10 悪
魔の指(二)

BigドリームSmallハウス: 旅芸人の
小さなトラック(二)

戦闘艦大全: 世界大戦時代
の戦闘艦(二)

ワールド・トップ5: パワフルな航
空機(二)

解剖！メガマシン S2: 貨物列
車(二)

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)

★THE NAKED: ベリーズ 番
組ファンの挑戦(二)

BigドリームSmallハウス: 俳句ハウ
ス(二)
インフォマーシャル(日)

BigドリームSmallハウス: 俳句ハウ
ス(二)

ミリタリー・モーターズ S5: ス
クールバス改造(二)

★復元！クラシックカー: フォー
ドＦ１００(二)

ワールド・トップ5: 海を制するマ
シン(二)

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)

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

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

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2004年式 ミニ・
クーパーS MC40(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ワールド・トップ5: パワフルな
航空機(二)

アラスカ鉄道24時: 雪崩との
格闘(二)

世界ビックリ珍料理: マドリード
(字)

ザ・無人島生活: Ep.2 シェル
ター作り(字)

解明・宇宙の仕組み: 火山
(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S3: 潜在意識(二)

★NASA超常ファイル S3: 冥
王星探査の危機(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
秘密任務からのSOS(字)

歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.2 冬編 ブルドーザー
出動(字)

★戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

★戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.2 冬編 ブルドーザー
出動(字)

世界ビックリ珍料理: マドリード
(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送 怪事件ファイル: 幽霊船(字)

★怪事件ファイル: 幽霊船
(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1995年式ボルボ
850T-5R(二)

ミリタリー・モーターズ S5: ス
クールバス改造(二)
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★カスタム・マスター S3:
1929年式フォード・ロードス
ター(二)

ザ・マンハント S2: モンゴル
(字)

ザ・マンハント S2: ニュージーラ
ンド(字)

Discovery Channel
2019年02月編成表

THE NAKED: ベリーズ 番組
ファンの挑戦(二)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: スーパーフォー
マンスMKIII(字)

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
トRSコスワース(二)

BigドリームSmallハウス: 走る
小さな消防署(二)
BigドリームSmallハウス: 湖
畔の移動式温室(二)
ワールド・トップ5: パワフルな航
空機(二)

インフォマーシャル(日)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

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

NASA超常ファイル S2: 月面
着陸の真相(二)

解明・宇宙の仕組み: メガス
トーム(二)

★ザ・マンハント S2: モンゴル
(字)

★ザ・マンハント S2: ニュー
ジーランド(字)

ザ・無人島生活: Ep.2 シェル
ター作り(字)

★ザ・マンハント: 韓国(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: アストン
マーチン・ヴァンキッシュ(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1964年式フォー
ド・ランチェロ(二)

★カスタム・マスター: フォード・
ロードスター・ピックアップ(二)

★世紀の戦車対決 S2: カナ
ダ機甲部隊-第二次世界大戦
-(二)

インフォマーシャル(日)

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

ドリームカー誕生 S2: ケーニッグゼグ
One：1(字)

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)

戦火の兵器大全: 冷戦時代
の核開発(二)

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)

NASA超常ファイル S2: 分裂
する小惑星(二)

★NASA超常ファイル S2: 木
星で核爆発？(二)

おあそびマスターズ: Ep.23(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1995年式ボルボ
850T-5R(二)

★カスタム・マスター: シボレー・
ピックアップ(二)

★世紀の戦車対決 S2: 北ア
フリカ戦線の戦車戦(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1964年式フォー
ド・ランチェロ(二)

カスタム・マスター: フォード・ロー
ドスター・ピックアップ(二)

世紀の戦車対決 S2: カナダ
機甲部隊-第二次世界大戦-
(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2002年式シボ
レー・コルベットZ06(新)(二)

☆BigドリームSmallハウス: 走る
小さな消防署(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 湖畔
の移動式温室(新)(二)

★怪事件ファイル: ミイラの呪
い(字)

★NASA超常ファイル S2: ナ
チスと月探査(二)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

★アラスカ鉄道24時: 危険な
氷(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～: エアバスA380(二)

☆ミステリー・ミュージアム: 疑
惑のマラソンランナー
(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1965年式ダッジ
A100(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8:
Ep.11 希望の地(新)(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

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

★解剖！メガマシン S2: ロー
ドトレイン(二)

カスタム・マスター: シボレー・
ピックアップ(二)

世紀の戦車対決 S2: 北アフ
リカ戦線の戦車戦(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.11 希
望の地(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: エアバスA380(二)

アラスカ鉄道24時: 雪崩との
格闘(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: BMW
i8(字)

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

★SUPERCAR 2: ミニクー
パー(二)

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)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
からの破壊兵器(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.11 希
望の地(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: マクラーレン
650S(字)

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

人気サバイバルシリーズ一挙放送

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ゼンヴォ
ST1(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1965年式ダッジ
A100(二)

世紀の戦車対決 S2: ドイツ
機甲部隊の電撃戦(二)

ファスト＆ラウド（2時間）:
実物大ホットウィールSP（2時
間）(字)

↑

歴史に残る空中戦: ミグ15と
F-86(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: スーパーフォー
マンスGT40(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式サー
ブ・96(二)

NASA超常ファイル S3: 冥王
星探査の危機(二)

★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（2時間）:
実物大ホットウィールSP（2時
間）(字)

世紀の戦車対決 S2: 史上初
の戦車-第一次世界大戦-
(二)

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)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
ホタル(二)

歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル: ミイラの呪い
(字)

★ドリームカー誕生 S2: ファルコン
F7(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 新コンビ舞台裏
(二)

★カスタム・マスター: ファント
ム・フリートサイド(二)

★世紀の戦車対決 S2: イス
ラエルの戦車戦-第三次中東
戦争-(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 月
の有機体(二)

★カスタム・マスター: フォード・
チューダー(二)

★世紀の戦車対決 S2: ドイ
ツ機甲部隊の電撃戦(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・マンハント S2: フロリダ
(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 新コンビ舞台裏
(二)

カスタム・マスター: ファントム・フ
リートサイド(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.10 悪
魔の指(二)

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

カスタム・マスター: フォード・
チューダー(二)

歴史に残る空中戦: ミグ15と
F-86(二)

世紀の戦車対決 S2: イスラエ
ルの戦車戦-第三次中東戦争
-(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.3 冬編 燃料不足
(字)

★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 S3: Ep.3 冬編 燃料不
足(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: セネガ
ル(新)(字)

★ザ・無人島生活: Ep.3 狩
り(字)
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