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14:00 14:00
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15:00 ミリタリーSP 15:00
徹底検証!ロシア軍の秘密: 狙撃訓練
(二)

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 日曜宇宙シアター 20:00

20:30 20:30

21:00 ☆徹底検証!ロシア軍の秘密: 狙撃訓
練(新)(二) 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
徹底検証!ロシア軍の秘密: T-90SM戦車
(二)

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

☆カスタム・マスター シーズン
5: 同じ年生まれの愛車
(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 2004
年式 ミニ・クーパーS
MC40(二)

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

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

21:27 ☆徹底検証!ロシア軍の秘密:
攻撃ヘリコプター(新)(二)

21:55 ★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズン
2: 超静音潜水艦(二)

☆解明・宇宙の仕組み
シーズン8: 月の素顔
(新)(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

★宇宙から発見!海の財
宝を探せ: Ep.5 動く標的
(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1970
年式 スカウト800A(二)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン11: 1950年式オー
ルズモビル88(新)(字)

★徹底検証・もしもいま建
設したら: ローマ水道(字)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 宇宙ゴミの脅威
(二)

★解剖!メガマシン シーズ
ン2: 新幹線(二)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 装甲車リンクス
(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖!メガマシン シーズ
ン2: ホバークラフト(二)

★シフティング・ギア: ラリー
参戦2(字)

☆THE NAKED シーズ
ン5: ジャングルの刺客
(新)(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: サン
ビーム・アルパイン(二)

★NASA超常ファイル シーズン
1: 小惑星のUFO墜落現場
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ポル
シェ・ボクスターS(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: モーリ
ス・マイナー・トラベラー(二)

★イエス・キリストは、誰な
のか?: 幼少期(二)

★人工生命作成までの5
年間の記録(字)

★THE ISLAND シーズン
6: Ep.1 カネの降る島
(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: フォー
ド・エスコート・マーク1(二)

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

★驚異の軍事兵器: アメリ
カの地上兵力(二)

★石器時代の生活と
は?: Part2(二)

★好奇心の扉: イエロース
トーンの謎とは?(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大竜
巻(二)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビル
崩壊(二)

★米軍・エリートへの道
シーズン2: 陸軍工作兵
(二)

★米軍・エリートへの道
シーズン2: ナイト・ストー
カーズ(二)

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

☆トップギア シーズン3: ポル
シェ・カイエン/SLRマクラーレ
ン(新)(字)

☆トップギア シーズン3: アウ
ディ TT/アストン・マーティン・
ラゴンダ(新)(字)

☆トップギア シーズン3: クライ
スラー・クロスファイア/ホンダ
NSXタイプR(新)(字)

☆トップギア シーズン3: 傑作
総集編(新)(字)

★米軍・エリートへの道
シーズン2: 海軍特殊舟艇
チーム基礎編(二)

★米軍・エリートへの道
シーズン2: 海軍特殊舟艇
チーム上級編(二)

☆トップギア シーズン3: プ
ジョー・307CC VS ルノー・メ
ガーヌCC(新)(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: フォー
ド・エスコート・マーク1(二)

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

インフォマーシャル(日)

★石器時代の生活と
は?: Part1(二)

ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: 水恐怖症
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

放送休止 トップギア シーズン3: ポル
シェ・カイエン/SLRマクラー
レン(字)

トップギア シーズン3: アウ
ディ TT/アストン・マーティ
ン・ラゴンダ(字)

トップギア シーズン3: クライ
スラー・クロスファイア/ホンダ
NSXタイプR(字)

トップギア シーズン3: 傑作
総集編(字)

★歴史に残る空中戦:
F4Uと零戦(二)

徹底検証・もしもいま建設
したら: ローマ水道(字)

放送休止 究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: コンテナ船
OOCL(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.16 ハイリスク(二)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.5 動く標的
(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: 消防車(二)

★驚異の軍事兵器: アメリ
カの空軍力(二)

THE ISLAND シーズン
6: Ep.1 カネの降る島
(字)

放送休止 米軍・エリートへの道 シー
ズン2: 海軍特殊舟艇チー
ム基礎編(二)

米軍・エリートへの道 シー
ズン2: 陸軍工作兵(二)

米軍・エリートへの道 シー
ズン2: ナイト・ストーカーズ
(二)

米軍・エリートへの道 シー
ズン2: 海軍特殊舟艇チー
ム上級編(二)

★戦場の真実: カンダハル
の戦い(二)

★人工生命作成までの5
年間の記録(字)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 千
原ジュニアが選ぶ名車再生の神業トップ5
（後）(日)

★米軍・エリートへの道
シーズン2: 空軍潜水兵
(二)

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

★モーガン・フリーマン 時空の彼
方 シーズン3: 無の解明(二)

★ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.16 ハイリスク(二)

THE NAKED シーズン5:
ジャングルの刺客(二)

★戦場の真実: バグダッド
侵攻(二)

THE ISLAND シーズン
6: Ep.1 カネの降る島
(字)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.5 動く標的
(二)

フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン
2: 超静音潜水艦(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 惑星の成り立ち(二)

★好奇心の扉: 世界の終
わりとは?(二)

★好奇心の扉: 人体に棲
む微生物とは?(二)

ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: 血液恐怖症
／偏食(字)

ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: クモ恐怖症／
ネズミ恐怖症(字)

ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: 高所恐怖症
(字)

ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: 閉所恐怖症
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ
ケット発射(二)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロバッ
ト飛行(二)

☆ベーリング海の一攫千
金 シーズン16: Ep.8
メーデー(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.16 ハイリスク(新)(二)

☆究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: エアバス
A380(新)(字)

★スゴ腕!RC模型ビルダー シー
ズン3: 消防車(二)

シフティング・ギア: ラリー参
戦1(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)

★ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.8 メー
デー(字) 徹底検証!ロシア軍の秘密: 攻撃ヘリコプ

ター(二)

フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン
2: 超静音潜水艦(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ポル
シェ・ボクスターS(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: モーリ
ス・マイナー・トラベラー(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機離
陸訓練(二)

★好奇心の扉: 薬物が人
体におよぼす影響とは?
(二)

インフォマーシャル(日) ☆おあそびマスターズ:
Ep.43(新)(日)

シフティング・ギア: ラリー参
戦2(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1970
年式 スカウト800A(二)

★ベア・グリルスと挑む!極限サ
バイバル: 高所恐怖症(字)

★ベア・グリルスと挑む!極限サ
バイバル: 閉所恐怖症(字)

★徹底検証!ロシア軍の秘密: T-
90SM戦車(二)

★フューチャーウェポン・21
世紀 戦争の真実 シーズ
ン2: ⾧距離ミサイル(二)

★カスタム・マスター シーズ
ン5: 同じ年生まれの愛車
(二)

★オーバーホール 改造車
の世界 シーズン3: 父から
継いだシボレー・インパラ
(二)

★徹底検証!ロシア軍の秘密: 装甲
車リンクス(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) 究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: エアバス
A380(字)

★NASA超常ファイル シー
ズン1: 太陽に開いた穴
(二)★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:

理想のクルマ探し　釣りガール編(日)
★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:
釣りガール総集編（ジムニー）(日)

★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし: ド
レスアップ　釣りガール編(日)

★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:
完成・試乗　釣りガール編(日)

大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸失
敗(二)

大惨事の瞬間: Ep.46/スーパーバイ
ク(二)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル
火災(二)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機飛
行テスト(二)

MotorTrend

★シフティング・ギア: ラリー
参戦1(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 2004
年式 ミニ・クーパーS MC40(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

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)

★好奇心の扉: 火山の仕
組みとは?(二)

★クラシックカー・コレクショ
ン シーズン11: 1950年
式オールズモビル88(字)

★オーバーホール 改造車
の世界 シーズン3: 1970
年式シボレー・ノヴァ(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

★ベア・グリルスと挑む!極限サ
バイバル: 血液恐怖症／偏食
(字)

インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: スイス軍のバイ
ク(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ス
カイライン(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ト
ライアンフＴＲ６(二)

トップギア シーズン3:
フォード・GT/BMW5シリー
ズ/ポルシェ・911
GT3(字)

トップギア シーズン3:
BMW・M3 CSL(字)

トップギア シーズン3: サー
ブ95エアロ VS 英国海軍
シーハリアー(字)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: コンテナ船
OOCL(字)

バイオニック・ビルダー:驚
きの生体工学(二)

解明・地下世界ミステリー
シーズン2: Ep.8(二)

解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: 地球の軌道と生命
体(二)

インフォマーシャル(日)

放送休止 インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: スズキ・ハヤブサ
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9:
BMWイセッタ(二)

★ベア・グリルスと挑む!極限サ
バイバル: 水恐怖症(字)

★ベア・グリルスと挑む!極限サ
バイバル: クモ恐怖症／ネズミ
恐怖症(字)

好奇心の扉: バミューダトラ
イアングルの謎とは?(二)

好奇心の扉: 人は洗脳で
きるのか?(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.49/ロデオ大
会で(二)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケーン
中継(二)

インフォマーシャル(日)

★トップギア シーズン3: ラ
ンボルギーニ歴代の名車
(字)

★トップギア シーズン3:
フィアット・ニューパンダ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン16: Ep.11 ターボチャージャー
(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン16: Ep.12 レース用ヨットの帆
(字)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: 米海軍の潜水
服(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: フォード・マスタング(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: ベンツ ＳＬＫ(二)

THE NAKED シーズン5:
ジャングルの刺客(二)

★ザ・秘境生活 シーズン
1: ルワンダ(字)

★オークション・キング: ヴィンテージ・バ
イオリン(二)

インフォマーシャル(日)
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放送休止 解剖!メガマシン シーズン
2: ホバークラフト(二)

★シフティング・ギア: ラリー
参戦2(字)

THE NAKED シーズン5:
ジャングルの刺客(二)

解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: 月の素顔(二)

徹底検証・もしもいま建設
したら: ローマ水道(字)

ザ・秘境生活 シーズン1:
タイ(字)

放送休止 NASA超常ファイル シーズ
ン1: 太陽に開いた穴(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: 新たな推進
装置(二)

★イエス・キリストは、誰な
のか?: 幼少期(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン3: 魂と脳
とアイデンティティー(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: エアバス
A380(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.7 一線を
越えて(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
10/5 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10 10/11

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
徹底検証!ロシア軍の秘密: 橋の高速架
設(二)

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 日曜宇宙シアター 20:00

20:30 20:30

21:00 ☆徹底検証!ロシア軍の秘密: 橋の高
速架設(新)(二) 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
徹底検証!ロシア軍の秘密: 狙撃訓練(二)

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン3: 命の再
生(二)

21:27 ☆徹底検証!ロシア軍の秘密:
空挺部隊(新)(二)

21:55 ★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズン
2: V22オスプレイ(二)

ザ・爆破ショー!: 花火の
世界(字) 解明・宇宙の仕組み シー

ズン8: 月の素顔(二)

★解剖!メガマシン シーズ
ン2: ホバークラフト(二)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 攻撃ヘリコプター
(二)

トップギア シーズン4: 再
戦!三菱・EVO8 VS ス
バル・インプレッサ(字)

トップギア シーズン4: ２ド
アクーペ徹底比較:ＢＭ
Ｗ/ポルシェ/ジャガー(字)

フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン
2: 超静音潜水艦(二)

アラスカ鉄道24時 シーズ
ン1: 危険な氷(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: メルセ
デス・ベンツ500SEC(二)

★NASA超常ファイル シー
ズン1: 火星の衛星の謎
(二)

★徹底検証・もしもいま建
設したら: ノアの方舟(字)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: ブラックホー
ル(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.17 ダンカン・クリークの乱
(新)(二)

☆究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: 最強戦闘機／爆
撃機／輸送機(新)(字)

★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: プロペラ戦闘機(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1970
年式 スカウト800A(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(二)

★アラスカ鉄道24時 シー
ズン1: 危険な氷(二)

シフティング・ギア: ラリー参
戦2(字)

★宇宙から発見!海の財
宝を探せ: Ep.6 コロンブス
時代の宝(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 1992
年式ハンヴィー(二)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン11: 1955年式メル
セデス・ベンツ
300SL(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: TVR・
サーブラウ(二)

トップギア シーズン4: アス
トン・マーティンDB9 対 公
共交通機関!(字)

トップギア シーズン4: アル
ファロメオ166/キャデラック・
エスカレード(字)

トップギア シーズン4: ボル
ボ760/アウディ80/ロー
バー416(字)

ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: 樹木恐怖症
／昆虫恐怖症(字)

究極のサバイバルガイド:
Ep.1(字)

究極のサバイバルガイド:
Ep.2(字)

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10: ランボ
ルギーニ・ウラッコ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: フォー
ド・ポピュラー103E(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: シボ
レー・コルベットC2(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: FSM・
シレーナ105(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖!メガマシン シーズン2:
砕氷船ルイサンローラン(二)

★シフティング・ギア: ラリー
参戦3(字)

☆THE NAKED シーズ
ン5: 水中の脅威
(新)(二)

★イエス・キリストは、誰な
のか?: 伝道の日々(二)

☆ザ・爆破ショー!: 花火
の世界(新)(字)

★THE ISLAND シーズン
6: Ep.2 ためらい(字)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 謎の天体・オウムアム
ア(二)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球大
会で(二)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペンス
キー大会(二)

☆カスタム・マスター シーズン
5: 最強最大モパ―(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.9 激化する
衝突(新)(字)

驚異の軍事兵器: アメリカ
の地上兵力(二)

ザ・爆破ショー!: 花火の
世界(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1970
年式 スカウト800A(二)

アラスカ鉄道24時 シーズ
ン1: 危険な氷(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10:
Ep.17 ダンカン・クリークの乱
(二)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.6 コロンブス時
代の宝(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: プロペラ戦闘機
(二)

戦場の真実: バグダッド侵
攻(二)

THE ISLAND シーズン
6: Ep.2 ためらい(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン:
遠隔武器(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン:
空からの攻撃(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン:
接近戦(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン:
万人向けの武器(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: ス
ピード勝負(字)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10:
Ep.17 ダンカン・クリークの乱
(二)

★驚異の軍事兵器: アメリ
カの海軍力(二)

★ミッシング～迷宮事件の
謎～: 消えたマレーシア航
空370便(二)

★ミッシング～迷宮事件の
謎～: アトランティス消失
(二)

★ミッシング～迷宮事件の
謎～: 砂漠の幽霊船(二)

★ミッシング～迷宮事件の
謎～: 消えた黄金郷(二)

★ミッシング～迷宮事件の
謎～: バミューダトライアン
グル(二) THE NAKED シーズン5:

水中の脅威(二)
★戦場の真実: レイテ沖
海戦(二)

究極のサバイバルガイド:
Ep.3(字)

究極のサバイバルガイド:
Ep.4(字)

THE ISLAND シーズン
6: Ep.2 ためらい(字)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.6 コロンブス時
代の宝(二)

☆トップギア シーズン4: アスト
ン・マーティンDB9 対 公共交
通機関!(新)(字)

☆トップギア シーズン4: アル
ファロメオ166/キャデラック・エ
スカレード(新)(字)

☆トップギア シーズン4: ボル
ボ760/アウディ80/ローバー
416(新)(字)

☆トップギア シーズン4: 再
戦!三菱・EVO8 VS スバ
ル・インプレッサ(新)(字)

☆トップギア シーズン4: ２ド
アクーペ徹底比較:ＢＭＷ/
ポルシェ/ジャガー(新)(字)

イエス・キリストは、誰なの
か?: 伝道の日々(二)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 空挺部隊
(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
遠隔武器(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
空からの攻撃(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
接近戦(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
万人向けの武器(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
スピード勝負(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.9 激化す
る衝突(字)

フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン
2: V22オスプレイ(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.64/暴れ牛が
観客席に(二)

★マジック・オブ・サイエンス: Ep.1(字)

★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし: ド
レスアップ　キラキラOL編(ロードスター)(日)

★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:
完成・試乗　キラキラOL編(ロードスター)(日)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: TVR・
サーブラウ(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ランボ
ルギーニ・ウラッコ(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: フォー
ド・ポピュラー103E(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: シボ
レー・コルベットC2(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: FSM・
シレーナ105(二)

★石器時代の生活と
は?: Part1(二)

解明・宇宙の仕組み シー
ズン8: 月の素顔(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: エアバス
A380(字)

人工生命作成までの5年
間の記録(字)

フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン
2: 超静音潜水艦(二)

カスタム・マスター シーズン
5: 最強最大モパ―(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン3: 1971年式カマ
ロ(二)

★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし: キ
ラキラOLまとめ編(ロードスター)(日)

★工場密着!ベトナム期待の国産車(字)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) 究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: 最強戦闘機／
爆撃機／輸送機(字)

NASA超常ファイル シーズ
ン1: 小惑星のUFO墜落
現場(二)★CAR FIX シーズン7: 80年代の名車再生

(字)

MotorTrend

シフティング・ギア: ラリー参
戦2(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1970
年式 スカウト800A(二)

シフティング・ギア: ラリー参
戦3(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(二)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最大
級ハリケーン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水の
爪痕(二)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)

インフォマーシャル(日) 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
★究極のサバイバルガイド:
Ep.1(字)

★究極のサバイバルガイド:
Ep.2(字)

★究極のサバイバルガイド:
Ep.3(字)

★究極のサバイバルガイド:
Ep.4(字)

★ベア・グリルスと挑む!極限サ
バイバル: 樹木恐怖症／昆虫
恐怖症(字)

★石器時代の生活と
は?: Part2(二)

★好奇心の扉: 世界の終
わりとは?(二)

好奇心の扉: 人体に棲む
微生物とは?(二)

好奇心の扉: イエロース
トーンの謎とは?(字)

クラシックカー・コレクション シーズ
ン11: 1955年式メルセデス・ベ
ンツ 300SL(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン3: ダッジ・マグナム
(二)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 狙撃訓
練(二)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 攻撃ヘ
リコプター(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) 大惨事の瞬間: Ep.57/高級車レー
ス(二)

大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機離陸
訓練(二)

インフォマーシャル(日)

★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: 理想のクルマ探し　釣りガール編(日)

★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: ドレスアップ　釣りガール編(日)

野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:
完成・試乗　釣りガール編(日)

野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:
釣りガール総集編（ジムニー）(日)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)★オークション・キング: コンサートVIP
チケット(二)

Discovery Channel
2020年10月編成表

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(二)

解剖!メガマシン シーズン
2: 砕氷船ルイサンローラン
(二)

シフティング・ギア: ラリー参
戦3(字)

THE NAKED シーズン5:
水中の脅威(二)

宇宙の解体新書 シーズン
3: 謎の天体・オウムアムア
(二)

徹底検証・もしもいま建設
したら: ノアの方舟(字)

ザ・秘境生活 シーズン1:
ルワンダ(字)

フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン
2: 超静音潜水艦(二)

NASA超常ファイル シーズ
ン1: 小惑星のUFO墜落
現場(二)

スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 宇宙ゴミの脅
威(二)

イエス・キリストは、誰なの
か?: 伝道の日々(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン3: 無の解
明(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: 最強戦闘機／
爆撃機／輸送機(字)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.5 動く標的
(二)

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

★トップギア シーズン3: ポ
ルシェ・カイエン/SLRマク
ラーレン(字)

★トップギア シーズン3: ア
ウディ TT/アストン・マーティ
ン・ラゴンダ(字)

トップギア シーズン3: クライ
スラー・クロスファイア/ホンダ
NSXタイプR(字)

トップギア シーズン3: 傑作
総集編(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン16: Ep.14 ジグソーパズル(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)

★トップギア シーズン3: プ
ジョー・307CC VS ルノー・
メガーヌCC(字)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロバッ
ト飛行(二)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大竜
巻(二)

大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビル崩
壊(二)

大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロケッ
ト発射(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: フォー
ド・エスコート・マーク1(二)

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

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ポル
シェ・ボクスターS(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: モーリ
ス・マイナー・トラベラー(二)

THE NAKED シーズン5:
水中の脅威(二)

★ザ・秘境生活 シーズン
1: アリゾナ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン16: Ep.13 マーシャルアンプ(字)

インフォマーシャル(日)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18

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
徹底検証!ロシア軍の秘密: 戦車支援
戦闘車(二)

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 日曜宇宙シアター 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 ミリタリーSP 24:00
徹底検証!ロシア軍の秘密: 橋の高速架設
(二)

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

★徹底検証・もしもいま建
設したら: パンテオン神殿
(字)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: 宇宙ビジネ
ス(二)

☆マイクの深掘りクルマワールド: ローラ
イダー in イーストLA(新)(二)

☆マイクの深掘りクルマワールド: メルセ
デス・ベンツ in フレズノ(新)(二)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン11: ACエース・ブリス
トル／ジャガー・Eタイプ
(新)(字)

★イエス・キリストは、誰な
のか?: 最期の時(二)

☆ザ・爆破ショー!: 山の
爆破(新)(字)

★THE ISLAND シーズン
6: Ep.3 疑惑(字)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 続・超大質量ブラック
ホール(二)

★アラスカ鉄道24時 シー
ズン1: 巨大除雪車(二)

シフティング・ギア: ラリー参
戦3(字)

★宇宙から発見!海の財
宝を探せ: 撮影の舞台裏
(二)

☆徹底検証!ロシア軍の秘密: 戦車支
援戦闘車(新)(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: マセラ
ティ・ビトゥルボ(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン3: 悪の抹
消(二)☆徹底検証!ロシア軍の秘密: 近未来

兵士の装備(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖!メガマシン シーズ
ン2: 貨物列車(二)

★シフティング・ギア: レー
ス・オブ・ジェントルマン
1(字)

☆THE NAKED シーズ
ン5: フロリダの湿地
(新)(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 超強
力マシンガン(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ポル
シェ912E(二)

★NASA超常ファイル シー
ズン1: 土星の六角形の渦
(二)

サバイバルゲーム:グルメ
総集編(字)

サバイバルゲーム:生き残
りの秘訣(字)

THE ISLAND シーズン
6: Ep.3 疑惑(字)

☆台湾の今  2020: ス
マート農業(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム ザ・爆破ショー!: 山の爆
破(字) 宇宙の解体新書 シーズン

3: 謎の天体・オウムアムア
(二)

★世界のモノ作り シーズン15: 木製
腕時計 ほか(字)

☆明日への扉(新)(日)

☆カスタム・マスター シーズン
5: 1967年式ダッジ・コロネッ
ト(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.10 危機的
事態(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.18 凍てつく宝(新)(二)

☆究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: ブガッティ・シロン
(新)(字)

★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: 建設機械(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(二)

放送休止 ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10:
Ep.18 凍てつく宝(二)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: 撮影の舞台裏
(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: 建設機械(二)

戦場の真実: レイテ沖海
戦(二)

THE ISLAND シーズン
6: Ep.3 疑惑(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン:
破壊力(字)

放送休止 ヒストリー・オブ・ウェポン:
奇襲攻撃(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン:
危険な発明(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン:
戦争と市民(字)

驚異の軍事兵器: アメリカ
の海軍力(二)

ザ・爆破ショー!: 山の爆
破(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ロータ
ス・エリーゼS2(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: キャデ
ラック・クーペ・ドゥビル(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: ポルシェ924 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: サーブ900ターボ 前編(二)

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

解剖!メガマシン シーズン
2: 砕氷船ルイサンローラン
(二)名車再生!クラシックカー・ディーラーズ

シーズン1: ポルシェ924 後編(二)
徹底検証!ロシア軍の秘密: 空挺部隊(二)

フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン
2: V22オスプレイ(二)

アラスカ鉄道24時 シーズ
ン1: 巨大除雪車(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: サーブ900ターボ 後編(二)

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

トップギア シーズン4: 日産
キューブ/キャデラック
CTS(字)

放送休止 トップギア シーズン4:
ディーゼル車 VS ガソリン
車(字)

トップギア シーズン4: ジャ
ガー・Ｘタイプ・エステート
(字)

トップギア シーズン4:
BMW・X3/コルベット・
C6(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
破壊力(字)

★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)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
危険な発明(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
戦争と市民(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.10 危機
的事態(字)

フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン
2: 超強力マシンガン(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10:
Ep.18 凍てつく宝(二)

★歴史の分岐点: 太平洋
での戦い(字)

★ミッシング～迷宮事件の
謎～: ロアノーク植民地
(二)

★ミッシング～迷宮事件の
謎～: アルカトラズ脱走犯
(二)

★ミッシング～迷宮事件の
謎～: エールフランス447
便(二)

★ラムセス３世暗殺事件
の真相(字)

★発明家テスラ:謎の死
と殺人光線SP(二)

THE NAKED シーズン5:
フロリダの湿地(二)

★戦場の真実: ミッドウェー
海戦(二)

究極のサバイバルガイド:
Ep.5(字)

究極のサバイバルガイド:
Ep.6(字)

サバイバルゲーム:冒険の
日々(字)

THE NAKED シーズン5:
フロリダの湿地(二)

★ザ・秘境生活 シーズン
1: サバイバルの法則(字)

マイクの深掘りクルマワールド: ローライ
ダー in イーストLA(二)

マイクの深掘りクルマワールド: メルセデ
ス・ベンツ in フレズノ(二)

☆トップギア シーズン4: 日産
キューブ/キャデラック
CTS(新)(字)

☆トップギア シーズン4: メル
セデスCL65 AMG/スパイ
カー C8(新)(字)

☆トップギア シーズン4: ディー
ゼル車 VS ガソリン車
(新)(字)

☆トップギア シーズン4: ジャ
ガー・Ｘタイプ・エステート
(新)(字)

☆トップギア シーズン4:
BMW・X3/コルベット・
C6(新)(字)

イエス・キリストは、誰なの
か?: 最期の時(二)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 近未来兵
士の装備(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン16: Ep.16 最先端地図(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)

大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水の爪
痕(二)

大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球大会
で(二)

大惨事の瞬間: Ep.62/アルペンス
キー大会(二)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)

MotorTrend

シフティング・ギア: ラリー参
戦3(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

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

マジック・オブ・サイエンス: Ep.1(字)

Discovery Channel
2020年10月編成表

ザ・秘境生活 シーズン1:
アリゾナ(字)

放送休止 シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン1(字)

THE NAKED シーズン5:
フロリダの湿地(二)

宇宙の解体新書 シーズン
3: 続・超大質量ブラック
ホール(二)

徹底検証・もしもいま建設
したら: パンテオン神殿
(字)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン3: 命の再
生(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: ブガッティ・シロ
ン(字)

マイクの深掘りクルマワールド: ローライ
ダー in イーストLA(二)

マイクの深掘りクルマワールド: メルセデ
ス・ベンツ in フレズノ(二)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.9 激化す
る衝突(字)

フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン
2: V22オスプレイ(二)

放送休止 スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: ブラックホール
(二)

イエス・キリストは、誰なの
か?: 最期の時(二)

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

★タイムワープ　瞬間の世界: 格闘家
(字)

★マジック・オブ・サイエンス: Ep.2(字)

★世界のモノ作り シーズン15: スケ
ボーウィール ほか(字)

★世界のモノ作り シーズン15: 寄木
張 ほか(字)

★世界のモノ作り シーズン15: かご細
工 ほか(字)

工場密着!ベトナム期待の国産車
(字)

CAR FIX シーズン7: 80年代の名車
再生(字)

野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし: ドレ
スアップ　キラキラOL編(ロードスター)(日)

野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし: 完
成・試乗　キラキラOL編(ロードスター)(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: TVR・
サーブラウ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ランボ
ルギーニ・ウラッコ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: フォー
ド・ポピュラー103E(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: シボ
レー・コルベットC2(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: FSM・
シレーナ105(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

トップギア シーズン4: アストン・
マーティンDB9 対 公共交通機
関!(字)

トップギア シーズン4: アルファロ
メオ166/キャデラック・エスカレー
ド(字)

トップギア シーズン4: ボルボ
760/アウディ80/ローバー
416(字)

トップギア シーズン4: 再戦!
三菱・EVO8 VS スバル・インプ
レッサ(字)

トップギア シーズン4: ２ドアクー
ペ徹底比較:ＢＭＷ/ポルシェ
/ジャガー(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン16: Ep.15 モータホーム(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン3: ポンティアック・
GTO(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: ブガッティ・シロ
ン(字)

NASA超常ファイル シーズ
ン1: 火星の衛星の謎(二)

★サバイバルゲーム:冒険の
日々(字)

★サバイバルゲーム:グルメ総
集編(字)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えたマレーシア航空
370便(二)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: アトランティス消失(二)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: 砂漠の幽霊船(二)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えた黄金郷(二)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: バミューダトライアングル
(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: 最強戦闘機／
爆撃機／輸送機(字)

ザ・爆破ショー!: 花火の
世界(字)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 橋の高
速架設(二)

フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン
2: V22オスプレイ(二)

カスタム・マスター シーズン
5: 1967年式ダッジ・コロ
ネット(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン3: 普段使いのオー
プンカー(二)徹底検証!ロシア軍の秘密: 空挺部

隊(二)

★CAR FIX シーズン7: シェルビー
GT500 (字)

★CAR FIX シーズン7: カマロIROC
コンバーチブル(字)

★CAR FIX シーズン7: フェラーリ
575エンジン音改良(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ロータ
ス・エリーゼS2(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: キャデ
ラック・クーペ・ドゥビル(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: ポルシェ924 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: ポルシェ924 後編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: サーブ900ターボ 後編(二)

大惨事の瞬間: Ep.59/全米最大級
ハリケーン(二)

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 シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン1(字)★究極のサバイバルガイド:

Ep.5(字)
★究極のサバイバルガイド:
Ep.6(字)

★サバイバルゲーム:生き残り
の秘訣(字)

クラシックカー・コレクション シーズ
ン11: ACエース・ブリストル／
ジャガー・Eタイプ(字)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: サーブ900ターボ 前編(二)

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

インフォマーシャル(日)

宇宙の解体新書 シーズン
3: 謎の天体・オウムアムア
(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: バラクーダの
ブレーキ(字)

★CAR FIX シーズン7: モンテカルロ・
エアロクーペ(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
10/19 10/20 10/21 10/22 10/23 10/24 10/25

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00
マイクの深掘りクルマワールド: ローライダー
in イーストLA(二)

9:30 9:30
.

10:00 10:00
★まさかの時のサバイバル: 人命救助(字) ★まさかの時のサバイバル: 大地震　(字) ★まさかの時のサバイバル: ブレーキ故障

(字)
★まさかの時のサバイバル: 砂漠でエンスト
(字)

★まさかの時のサバイバル: 山で滑落(字)

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 ミリタリーSP 15:00
徹底検証!ロシア軍の秘密: 大陸間弾
道ミサイル(二)

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 日曜宇宙シアター 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 ミリタリーSP 24:00
徹底検証!ロシア軍の秘密: 戦車支援戦闘
車(二)

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

ウエポン・マスター: ギリシャ
の火(二)

アラスカ鉄道24時 シーズ
ン1: 交通事故発生(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10:
Ep.19 新天地を求めて(二)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: ゴードン・クーパー
の素顔(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: グライダー(二)

戦場の真実: ミッドウェー海
戦(二)

THE ISLAND シーズン
6: Ep.4 焦り(字)

マイクの深掘りクルマワールド: メルセデ
ス・ベンツ in フレズノ(二)

ウエポン・マスター: スコーピ
オン(二)

ウエポン・マスター: 決闘用
ピストル(二)

ウエポン・マスター: アトラト
ル(二)

ウエポン・マスター: 日本刀
(二)

歴史の分岐点: 太平洋で
の戦い(字)

ザ・爆破ショー!: FBI爆
発物処理班(字)

マイクの深掘りクルマワールド: ローライ
ダー in イーストLA(二)

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

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖!メガマシン シーズ
ン2: 貨物列車(二)

★シフティング・ギア: レー
ス・オブ・ジェントルマン
2(字)

☆THE NAKED シーズ
ン5: アフリカのプレデター
(新)(二)

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

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 2代
目シボレー・カマロ(二)

★NASA超常ファイル シー
ズン2: 水星の氷(二)

☆マイクの深掘りクルマワールド: コーチビ
ルダー in シカゴ(新)(二)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン11: 世界記録保持
車!1966年式ボルボ
(新)(字)

☆バミューダトライアングルの
呪い: 地球外生命体の痕跡
(新)(字)

☆ザ・爆破ショー!: FBI
爆発物処理班(新)(字)

★THE ISLAND シーズン
6: Ep.4 焦り(字)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 月の真実(二)

★徹底検証・もしもいま建
設したら: 万里の⾧城
(字)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン2: 宇宙飛行士
の生活(二)

★ボンネビル世界最高速
記録への挑戦(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.19 新天地を求めて
(新)(二)

☆究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: 世界の鉄道
(新)(字)

★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: グライダー(二)

マイクの深掘りクルマワールド: ローライダー
in イーストLA(二)

☆徹底検証!ロシア軍の秘密: 大陸間
弾道ミサイル(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.11 救助要
請(新)(字)

★アラスカ鉄道24時 シー
ズン1: 交通事故発生
(二)

シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン1(字)

★宇宙から発見!海の財
宝を探せ: ゴードン・クー
パーの素顔(二)マイクの深掘りクルマワールド: メルセデス・

ベンツ in フレズノ(二)
☆徹底検証!ロシア軍の秘密: 狙撃銃
／グレネードランチャー(新)(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 超強力マ
シンガン(二)

アラスカ鉄道24時 シーズ
ン1: 交通事故発生(二)

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

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: フォード・カプリ 後編(二)

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

トップギア シーズン5: フェ
ラーリ・エンツォ(字)

トップギア シーズン5: ラン
ドクルーザー・ディスカバリー
(字)

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

トップギア シーズン5: ワン
ボックスカー・レース選手権
(字)

THE NAKED シーズン5:
アフリカのプレデター(二)

★戦場の真実: 沖縄戦
(二)

まさかの時のサバイバル: 山で滑落
(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 後編(二)

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

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: 初代ミニ 前編(二)

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

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: フォード・カプリ 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 前編(二)

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

解剖!メガマシン シーズン
2: 貨物列車(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: 初代ミニ 後編(二)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 近未来兵士の
装備(二)

THE ISLAND シーズン
6: Ep.4 焦り(字)

ザ・爆破ショー!: FBI爆
発物処理班(字) 宇宙の解体新書 シーズン3:

続・超大質量ブラックホール(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 1970
年式フォード・ブロンコ(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン3: 潜在
意識(二)

まさかの時のサバイバル: ブレーキ故障
(字)

まさかの時のサバイバル: 砂漠でエンス
ト(字)

まさかの時のサバイバル: 冷凍倉庫
(字)

まさかの時のサバイバル: エレベーター
故障(字)

まさかの時のサバイバル: 火災現場
(字)

☆台湾の今 2020: 生体
医用テクノロジー
(新)(字)

まさかの時のサバイバル: 人命救助
(字)

まさかの時のサバイバル: 大地震
(字)

まさかの時のサバイバル: 野良犬襲撃
(字)

まさかの時のサバイバル: 毒ヘビ(字)

★世界のモノ作り シーズン15: 事務
椅子 ほか(字)

★世界のモノ作り シーズン15: カリソ
ン ほか(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★発明家テスラ:謎の死
と殺人光線: 調査チーム
(二)

★発明家テスラ:謎の死
と殺人光線: 失われた研
究所(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)

★発明家テスラ:謎の死
と殺人光線: 消えた極秘
資料(二)

★発明家テスラ:謎の死
と殺人光線: 死の真相
(二)

★世界のモノ作り シーズン15: 空飛
ぶ水上バイク ほか(字)

★世界のモノ作り シーズン15: 絵筆
ほか(字)

★世界のモノ作り シーズン15: フーズ
ボール ほか(字)

★ウエポン・マスター: スコー
ピオン(二)

★ウエポン・マスター: ギリ
シャの火(二)

★ウエポン・マスター: 決闘
用ピストル(二)

★ウエポン・マスター: アトラ
トル(二)

★ウエポン・マスター: 日本
刀(二)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.11 救助
要請(字)

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

インフォマーシャル(日) 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) ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10:
Ep.19 新天地を求めて(二)

★歴史の分岐点: 朝鮮戦
争(字)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: フォード・カプリ 後編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン2: トヨタ・初代MR2 後編(二)

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

★タイムワープ　瞬間の世界: ミキサー
(字)

★マジック・オブ・サイエンス: Ep.3(字)

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

☆トップギア シーズン5: フェ
ラーリ・エンツォ(新)(字)

☆トップギア シーズン5: ランド
クルーザー・ディスカバリー
(新)(字)

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

☆トップギア シーズン5: ワン
ボックスカー・レース選手権
(新)(字)

バミューダトライアングルの
呪い: 地球外生命体の痕
跡(字) 徹底検証!ロシア軍の秘密: 狙撃銃／グ

レネードランチャー(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: 初代ミニ 後編(二)

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

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン2: トヨタ・初代MR2 前編(二)

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

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

宇宙の解体新書 シーズン
3: 続・超大質量ブラック
ホール(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: 1948年式
カマロ プロツーリング(字)

★CAR FIX シーズン7: ホットロッドパ
ワーツアー(字)

★CAR FIX シーズン7: フォード427
エンジン(字)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: 初代ミニ 前編(二)

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

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: フォード・カプリ 前編(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: 世界の鉄道
(字)

NASA超常ファイル シーズ
ン1: 土星の六角形の渦
(二)

★まさかの時のサバイバル: エレベーター故
障(字)

★まさかの時のサバイバル: 火災現場(字)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: ロアノーク植民地(二)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: アルカトラズ脱走犯
(二)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: エールフランス447便
(二)

ラムセス３世暗殺事件の
真相(字)

発明家テスラ:謎の死と
殺人光線SP(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: ブガッティ・シロ
ン(字)

ザ・爆破ショー!: 山の爆
破(字)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 戦車支
援戦闘車(二)

台湾の今 2020: スマート
農業(字)

ボンネビル世界最高速記
録への挑戦(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン3: 1956年式ノマド
(二)徹底検証!ロシア軍の秘密: 近未来

兵士の装備(二)

★CAR FIX シーズン7: 1966年式
ポンティアックGTO(字)

★CAR FIX シーズン7: ポルシェ991
チャレンジ(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送 シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン2(字)

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

★まさかの時のサバイバル: 野良犬襲撃
(字)

★まさかの時のサバイバル: 毒ヘビ(字) ★まさかの時のサバイバル: 冷凍倉庫(字) マイクの深掘りクルマワールド: コーチビル
ダー in シカゴ(二)

クラシックカー・コレクション シーズ
ン11: 世界記録保持車!
1966年式ボルボ(字)

★オーバーホール 改造車
の世界 シーズン3: 40年
来の愛車(二)

MotorTrend

シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン1(字) マイクの深掘りクルマワールド: メルセデス・

ベンツ in フレズノ(二)
インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

世界のモノ作り シーズン15: スケボー
ウィール ほか(字)

世界のモノ作り シーズン15: 寄木張
ほか(字)

世界のモノ作り シーズン15: 木製腕
時計 ほか(字)

舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
16: Ep.16 最先端地図(字)

世界のモノ作り シーズン15: かご細工
ほか(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)

タイムワープ　瞬間の世界: 格闘家
(字)

マジック・オブ・サイエンス: Ep.2(字)

CAR FIX シーズン7: バラクーダのブ
レーキ(字)

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)

CAR FIX シーズン7: シェルビー
GT500 (字)

CAR FIX シーズン7: カマロIROCコ
ンバーチブル(字)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

宇宙の解体新書 シーズン
3: 月の真実(二)

徹底検証・もしもいま建設
したら: 万里の⾧城(字)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン3: 悪の抹
消(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: 世界の鉄道
(字)

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

マイクの深掘りクルマワールド: コーチビ
ルダー in シカゴ(二)

台湾の今 2020: スマート
農業(字)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 超強力マ
シンガン(二)

NASA超常ファイル シーズ
ン1: 土星の六角形の渦
(二)

スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 宇宙ビジネス
(二)

バミューダトライアングルの
呪い: 地球外生命体の痕
跡(字)

Discovery Channel
2020年10月編成表

ザ・秘境生活 シーズン1:
サバイバルの法則(字)

解剖!メガマシン シーズン
2: ロードトレイン(二)

シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン2(字)

THE NAKED シーズン5:
アフリカのプレデター(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン5:
アフリカのプレデター(二)

★ザ・秘境生活 シーズン
2: モンゴル(字)

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

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: ポルシェ924 後編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: サーブ900ターボ 後編(二)

トップギア シーズン4: 日産
キューブ/キャデラック CTS(字)

トップギア シーズン4: メルセデス
CL65 AMG/スパイカー
C8(字)

トップギア シーズン4: ディーゼル
車 VS ガソリン車(字)

トップギア シーズン4: ジャガー・
Ｘタイプ・エステート(字)

トップギア シーズン4: BMW・
X3/コルベット・C6(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ロータ
ス・エリーゼS2(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: キャデ
ラック・クーペ・ドゥビル(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: ポルシェ924 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: サーブ900ターボ 前編(二)

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

★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン16: Ep.17 メープルシロップ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン16: Ep.18 機械仕掛けの鳥
(字)

インフォマーシャル(日) 明日への扉(日)



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

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 MotorTrend 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00
★まさかの時のサバイバル: 有毒ガス発生
(字)

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 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

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

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

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

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

★アラスカ鉄道24時 シー
ズン1: 巨大なつらら(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖!メガマシン シーズ
ン2: 救難ヘリ(二)

★シフティング・ギア: レー
ス・オブ・ジェントルマン
3(字)

☆THE NAKED シーズ
ン5: 三人組チャレンジ
(新)(二)

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

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 振り
返りスペシャル2(二)☆マイクの深掘りクルマワールド: ストック

カー in シャーロット(新)(二)

☆究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: 戦闘車両
(新)(字)

★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: ヘリコプター(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム 台湾の今 2020: スマート
農業(字)★スタージス世界最大のバ

イクラリー(字)

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

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

☆徹底検証!ロシア軍の秘密: コルド重
機関銃(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.12 裏切り
(新)(字)

シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン2(字)

★密着!米大統領を守る
男たち(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 1916
年式キャデラック・タイプ53(二)マイクの深掘りクルマワールド: コーチビル

ダー in シカゴ(二)
☆徹底検証!ロシア軍の秘密: ジェット
練習機 Yak-130(新)(二)

まさかの時のサバイバル: 強盗の襲撃
(字)

THE ISLAND シーズン
6: Ep.5 最後のカネ(字)

★世界のモノ作り シーズン15: バス
ケットボール ほか(字)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン2: スズキ
SJ410 後編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン2: BMW 325i
ツーリング 後編(二)

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

★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)

★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)

★タイムワープ　瞬間の世界: ドライア
イス(字)

★ウエポン・マスター: 戦闘
馬車用の弓(二)

★ウエポン・マスター: 吹き
矢(二)

☆トップギア シーズン5: フォル
クスワーゲン・ゴルフＧＴＩ
(新)(字)

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

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

☆トップギア シーズン5: ＢＭ
Ｗ・１シリーズ/メルセデス・Ｇ
55 ＡＭＧ(新)(字)

★名車再生!エド大活躍
トップ10(二)

バミューダトライアングルの
呪い: 消えた古代都市
(字)

★ウエポン・マスター: 連射
式の弓(二)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.12 裏切
り(字)

★世界のモノ作り シーズン15: サイク
リングマシン ほか(字)

★世界のモノ作り シーズン15: バン
ブーライト ほか(字)

★世界のモノ作り シーズン15: 雨樋
ほか(字)

★世界のモノ作り シーズン15: ペタン
クボール ほか(字)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: 戦闘車両(字)

★CAR FIX シーズン7: GMCジミー
AWD(字)

★CAR FIX シーズン7: デトマソパン
テーラ(字)

★CAR FIX シーズン7: フォックスボ
ディ・マスタング(字)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン2: BMW 325i
ツーリング 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン2: 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: 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3: マツダMX-5
前編(二) インフォマーシャル(日)★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン2: スズキ

SJ410 前編(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン7: 1963年式
フォード・ギャラクシー(字)

★CAR FIX シーズン7: コルベット
Z06(字)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

発明家テスラ:謎の死と
殺人光線: 調査チーム
(二)

発明家テスラ:謎の死と
殺人光線: 失われた研究
所(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)

発明家テスラ:謎の死と
殺人光線: 消えた極秘資
料(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) インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン7: 1966年式ポンティ
アックGTO(字)

CAR FIX シーズン7: ポルシェ991チャレ
ンジ(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン2: トヨタ・初代MR2 前編(二)

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

THE NAKED シーズン5:
三人組チャレンジ(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン2: トヨタ・初代MR2 後編(二)

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

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) タイムワープ　瞬間の世界: ミキサー
(字)

CAR FIX シーズン7: 1948年式カマロ プ
ロツーリング(字)

インフォマーシャル(日)CAR FIX シーズン7: ホットロッドパワーツ
アー(字)

CAR FIX シーズン7: フォード427エンジ
ン(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン1: 初代ミニ 前編(二)

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

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン1: フォード・カプリ 前編(二)

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

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン1: フォード・カプリ 後編(二)
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ザ・秘境生活 シーズン2:
モンゴル(字)

放送休止 シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン3(字)

THE NAKED シーズン5:
三人組チャレンジ(二)

宇宙の解体新書 シーズン
3: 土星の輪の秘密(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン3: 潜在意
識(二)

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

マイクの深掘りクルマワールド: ストック
カー in シャーロット(二)

台湾の今 2020: 生体医
用テクノロジー(字)

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

放送休止 スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン2: 宇宙飛行士の
生活(二)

バミューダトライアングルの
呪い: 消えた古代都市
(字)

アラスカ鉄道24時 シーズ
ン1: 巨大なつらら(二)

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

密着!米大統領を守る男
たち(字)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: ヘリコプター
(二)

戦場の真実: 沖縄戦(二)

マイクの深掘りクルマワールド: コーチビ
ルダー in シカゴ(二)

ウエポン・マスター: 連射式
の弓(二)

ウエポン・マスター: ヘイル・
ロケット(二)

ウエポン・マスター: チャクラ
ム(二)

ウエポン・マスター: 戦闘馬
車用の弓(二)

ウエポン・マスター: 吹き矢
(二)

歴史の分岐点: 朝鮮戦争
(字)

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

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

宇宙の解体新書 シーズン
3: 月の真実(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: 世界の鉄道
(字)

ザ・爆破ショー!: FBI爆
発物処理班(字)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 大陸間
弾道ミサイル(二)

台湾の今 2020: 生体医
用テクノロジー(字)

スタージス世界最大のバイ
クラリー(字)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 狙撃銃
／グレネードランチャー(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン1: 初代ミニ 後編(二)

トップギア シーズン5: フェ
ラーリ・エンツォ(字)

トップギア シーズン5: ラン
ドクルーザー・ディスカバリー
(字)

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

トップギア シーズン5: ワン
ボックスカー・レース選手権
(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シー
ズン16: Ep.19 補聴器(字)

インフォマーシャル(日)

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

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

世界のモノ作り シーズン15: 事務椅
子 ほか(字)

世界のモノ作り シーズン15: カリソン
ほか(字)

世界のモノ作り シーズン15: 絵筆 ほ
か(字)

世界のモノ作り シーズン15: フーズ
ボール ほか(字)

世界のモノ作り シーズン15: 空飛ぶ
水上バイク ほか(字)

シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン2(字)

シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン3(字)★超危険!命がけ職業体験:

Ep.1 テストパイロット(字)
★超危険!命がけ職業体験:
Ep.2 闘牛士(字)

★超危険!命がけ職業体験:
Ep.3 ブッシュパイロット(字)

★超危険!命がけ職業体験:
Ep.4 雪崩救助隊(字)

★まさかの時のサバイバル: 強盗の襲撃
(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン2: BMW 325iツーリング 後編(二)

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

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)

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)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 狙撃銃／グレネードランチャー(二)名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン2: スズキSJ410 後編(二)

★ウエポン・マスター: ヘイ
ル・ロケット(二)

★ウエポン・マスター: チャク
ラム(二)

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日) ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10:
Ep.20 デスバレーの闘い(二)

インフォマーシャル(日)

★徹底調査!アメリカの極
秘施設(二)

★JFK暗殺のシナリオ(字) ★未解決の歴史 シーズン
2: マリリン・モンローの死
(字)

★未解決の歴史 シーズン
2: ロズウェル事件(字)

THE NAKED シーズン5:
三人組チャレンジ(二)

まさかの時のサバイバル: 有毒ガス発
生(字)

トップギア シーズン5: フォ
ルクスワーゲン・ゴルフＧＴ
Ｉ(字)

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

トップギア シーズン5: フェ
ラーリ・612 スカリエッティ
(字)

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

名車再生!エド大活躍
トップ10(二)

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

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3: マツダMX-5 前編(二)

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

☆バミューダトライアングルの
呪い: 消えた古代都市
(新)(字)

☆ザ・爆破ショー!: 黒色
火薬の威力(新)(字)

★THE ISLAND シーズン
6: Ep.5 最後のカネ(字)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン3: 土星の輪の秘密(二)

★徹底検証・もしもいま建
設したら: ベネチア(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン2: スズキSJ410 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン2: BMW 325iツーリング 前編(二)

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

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

超危険!命がけ職業体
験: Ep.1 テストパイロット
(字)

超危険!命がけ職業体
験: Ep.2 闘牛士(字)

超危険!命がけ職業体
験: Ep.3 ブッシュパイロッ
ト(字)

超危険!命がけ職業体
験: Ep.4 雪崩救助隊
(字)


