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☆ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヨーゼフ・ゲッベルス(新)(二)

☆ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヘルマン・ゲーリング(新)(二)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.4 冬編
過去の重荷(字)

★ザ・無人島生活: Ep.3 狩
り(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン5: 時間の起源
(二)
★宇宙で何が起こっているの
か?: 銀河系編(二)

HATE ～人はなぜ憎むのか
～: 憎しみ増幅の手段(字)

メガ・エアー: UPSワールドポー
ト(字)

★メガ輸送プロジェクト シーズ
ン1: 超巨大ダンプトラック(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.4 冬編 過去
の重荷(字)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: 水陸両用車ライン川下り
前編(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: 水陸両用車ライン川下り
後編(二)

アダムの怪しい実験: WWIの
戦闘機(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)

☆ヒトラー帝国の黒幕たち:
ハインリヒ・ヒムラー(新)(二)

★戦場の真実: ミッドウェー海
戦(二)

★アダムの怪しい実験: WWI
の戦闘機(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: ゴッタルドベーストン
ネル(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)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ア
リゾナ(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 旅するスクールバス(二)

インフォマーシャル(日)

解明・驚異の宇宙天気(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1970年式VWタイプ3ファスト
バック(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ベス
ト・オブ・USA(二)

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

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆大革新～世界を変えた発
明品～: 望遠鏡(新)(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 奇襲
攻撃(字)

★戦火の軍用機大全: 海軍
の航空機(二)

★戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン4: フォード級航空
母艦(二)

★メガ・エアー: UPSワールド
ポート(字)

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

THE NAKED シーズン2: ガ
イアナ 決意の再挑戦(二)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン9:
Ep.19 寒さとの闘い(二)

★ミスフィット・ガレージ シーズン
3: 1961年式モーリス・マイ
ナー 後編(字)

★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)★野性爆弾くっきーの中古車ハン
ターあらし: 総集編(日)

★カスタム・マスター シーズン2:
1967年式シボレー・ノヴァ(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン2: ゴッタルドベース
トンネル(二)
インフォマーシャル(日)

ミリタリー大百科 シーズン2: 究
極の特殊訓練(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 奇襲
攻撃(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 天の川の死(二)

★解明・驚異の宇宙天気
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス
DC７衝突テスト(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン2: ガ
イアナ 決意の再挑戦(二)

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

インフォマーシャル(日)

☆HATE ～人はなぜ憎むの
か～: 憎しみ増幅の手段
(新)(字)

★完全マニュアル: クルーズ船の作り
方(字)

☆ヒストリー・オブ・ウェポン:
奇襲攻撃(新)(字)

21:55 ☆兵器革命: ステル
ス性(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 天の川の死(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)

カスタム・マスター シーズン4:
1958年式リンカーン・コンチネ
ンタル 前編(二)

★ミリタリー大百科 シーズン2:
究極の特殊訓練(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 土星を巡るデススター(二)

THE ISLAND シーズン3: 挑
戦の舞台裏(字)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪
水で家が流される(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(新)(字)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 太陽の双子星(二)

★アダムの怪しい実験: ホット
ドッグ銃(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
BMW i8(字)

★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)

★カスタム・マスター シーズン4:
1958年式リンカーン・コンチネ
ンタル 前編(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: 英
海兵隊コマンド部隊(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.4 冬編 過去
の重荷(字)

★THE NAKED シーズン2:
ガイアナ 決意の再挑戦(二)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ロケット開発秘話
(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: ベンツ
Gクラス(二)

★ミリタリー大百科 シーズン2:
アメリカ空挺部隊(二)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す
る大型トラック(二)

☆おあそびマスターズ:
Ep.32(新)(日)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン2: ゴッタルドベース
トンネル(二)
☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.4 冬編
過去の重荷(新)(字)

★THE NAKED シーズン2:
ガイアナ 決意の再挑戦(二)

★ザ・無人島生活: Ep.3 狩
り(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ウィリス
ジープ(二)

カスタム・マスター シーズン4:
1927年式シャドウ・ロッド(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1927年式シャドウ・ロッド(二)

★ミリタリー大百科 シーズン2:
英海兵隊コマンド部隊(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 月の奇妙な秘密(二)

THE ISLAND シーズン3:
Ep.6 最後の追い込み(字)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全
米最悪ガス管爆発事故(字)

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
1961年式モーリス・マイナー
前編(字)

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
1961年式モーリス・マイナー
後編(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)

ドリームカー誕生 シーズン2: ルクラ
LC470(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ポル
シェ 914(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: ナ
チス武装親衛隊(二)

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 シーズン3:
木星の呪い(二)

★ミスフィット・ガレージ シーズン
3: 1961年式モーリス・マイ
ナー 前編(字)

★ミスフィット・ガレージ シーズン
3: 1961年式モーリス・マイ
ナー 後編(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.18 最後の働き(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ジャ
ガーマーク２(二)

カスタム・マスター シーズン4:
シボレー・ノマド風ゴルフカート
(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: Ｓ
ＡＳ(二)

★ミリタリー大百科 シーズン2:
ＳＡＳ(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: CIAの秘密復讐計画(二)

THE ISLAND シーズン3:
Ep.5 狩りの成果(字)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住
宅街の大規模地滑り(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 破壊
力(字)

NASA超常ファイル シーズン3:
火星・謎のメッセージ(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.19 寒さとの闘い(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: ジャ
ガーマーク２(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
シボレー・ノマド風ゴルフカート
(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: グ
リーン・ベレー(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.19 寒さとの闘い(二)

メガ・エアー: UPSワールドポー
ト(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: フォード級航空母
艦(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: ジネッ
タG40(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ルノー・
アルピーヌ(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: ア
メリカ海兵隊(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)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン9:
Ep.19 寒さとの闘い
(新)(二)
★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン4: フォード級航空
母艦(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆メガ・エアー: UPSワールド
ポート(新)(字)

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

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: コブラ
(二)

カスタム・マスター シーズン4:
1967年式シボレー・ノヴァ(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: コブラ
(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1967年式シボレー・ノヴァ(二)

★ミリタリー大百科 シーズン2:
グリーン・ベレー(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15:
2000年式ポルシェ996(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1970年式VWタイプ3ファスト
バック(二)
アダムの怪しい実験: ホットドッ
グ銃(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: ＢＭ
Ｗ Ｍ５(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: ア
メリカ海軍特殊部隊(二)

大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・
離陸失敗(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン3:
ISS・非常警報発令(二)

☆名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1970年式VWタイプ3ファス
トバック(新)(二)
★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: アル
ファロメオ1750スパイダーベローチェ 2(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 超貴
重【ハコスカ】を大解体!GTR仕様に!(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ジャ
ガーＸＫ８(二)

カスタム・マスター シーズン4:
緑色の1969年式カマロ(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: ア
メリカ陸軍レンジャー(二)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 地球上のエイリアン(二)

THE ISLAND シーズン3:
Ep.3 崖っぷちの漁(字)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花
火から400軒の大火災(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)(新)(日)

☆野性爆弾くっきーの中古車ハン
ターあらし: 総集編(新)(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2000年式ポルシェ996(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★NASA超常ファイル シーズン
3: 火星のストーンヘンジ(二)

THE ISLAND シーズン3:
Ep.4 遠征(字)

★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)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
KTM X-BOW(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ジャ
ガーＸＫ８(二)
14:55 ★カスタム・マスター
シーズン4: 緑色の1969年式
カマロ(二)

★ミリタリー大百科 シーズン2:
アメリカ陸軍レンジャー(二)

インフォマーシャル(日)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 無人
ヘリ(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)

NASA超常ファイル シーズン3:
砂漠地帯・謎の宇宙船(二)

解明・驚異の宇宙天気(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE ISLAND シーズン3:
Ep.3 崖っぷちの漁(字)

★THE ISLAND シーズン3:
Ep.4 遠征(字)

★THE ISLAND シーズン3:
Ep.5 狩りの成果(字)

THE NAKED シーズン2: メキ
シコ 人間を蝕む密林(二)

Discovery Channel
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ザ・秘境生活 シーズン1: ルワ
ンダ(字)

THE NAKED シーズン2: メキ
シコ 人間を蝕む密林(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: モーガ
ン(二)

★THE ISLAND シーズン3:
Ep.6 最後の追い込み(字)

★THE ISLAND シーズン3:
挑戦の舞台裏(字)

★ミスフィット・ガレージ シーズン
3: 1961年式モーリス・マイ
ナー 前編(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2000年式ポルシェ996(二)

MOTORアワー

☆アドルフ・ヒトラー年代記:
パート1 1889-1929年
(新)(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 海戦
(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: ウィリス
ジープ(二)
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アドルフ・ヒトラー年代記: パー
ト1 1889-1929年(二)

☆ヒトラー帝国の黒幕たち:
アルベルト・シュペーア
(新)(二)

☆ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヨーゼフ・メンゲレ(新)(二)

☆アドルフ・ヒトラー年代記:
パート2 1929-1938年
(新)(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.20 大移動(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フィ
アット・パンダ4x4(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: アル
ファロメオ・アルファスッド(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆大革新～世界を変えた発
明品～: 航空機(新)(字)

☆HATE ～人はなぜ憎むの
か～: 過激思想(新)(字)

★メガ輸送プロジェクト シーズ
ン1: 風力タービン(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.5 冬編 ブリ
ザード(字)

ザ・無人島生活: Ep.4 サバイ
バルの舞台裏(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.5 冬編 ブリ
ザード(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン5: 重力の正体
(二)
★NASA超常ファイル シーズン
3: 白鳥座の異変(二)

HATE ～人はなぜ憎むのか
～: 過激思想(字)

メガ・エアー: F1マシン(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 天の川の死(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: AMゼネラル M923トラック
(二)

大革新～世界を変えた発明
品～: 航空機(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1970年式VWタイプ3ファスト

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦
闘機の空中爆発(字)

☆ヒトラー帝国の黒幕たち:
アドルフ・アイヒマン(新)(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ハイ
ンリヒ・ヒムラー(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヨー
ゼフ・ゲッベルス(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヘル
マン・ゲーリング(二)

大革新～世界を変えた発明
品～: 航空機(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: 宇宙船「オリオン」
(二)

大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司令
部、大爆発(字)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン1: サ
バイバルの法則(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: アウトドア基地(二)

THE NAKED シーズン2: メキ
シコ 地獄の園(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: 宇宙船「オリオン」
(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ
イスの結末(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: M1エイブラムス戦
車(二)

メガ・エアー: F1マシン(字)

ミステリー・ミュージアム シーズン
11: アポロ誘導コンピュータ
(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 17世紀の船(二)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
1964年式GMCピックアップト
ラック 後編(字)

★JDM!日本車カスタム in
US: ダットサン240Z／トヨタ・
レビン(二)

★カスタム・マスター シーズン2:
1968年式シボレー・シェベル
(二)

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
1964年式GMCピックアップト
ラック 前編(字)

MOTORアワー

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15:
1985年式メルセデス・ベンツ
300TD(二)
★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: フォードM151の行方(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 小惑星衝突(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)

カスタム・マスター シーズン4:
1957年式フェアレーン＆
1955年式ノマド(二)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 危険
な発明(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 小惑星衝突(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 天の川の死(二)

大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大脱
走(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン2: メキ
シコ 地獄の園(二)

サバイバル・男気クッキング: フィ
ンランド-北極圏(字)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(字)

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

★完全マニュアル: アメフト競技場の
作り方(字)

☆ヒストリー・オブ・ウェポン:
危険な発明(新)(字)

21:55 ☆兵器革命: 防御
(新)(二)

★ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン10: アス
トンマーチン・DB7(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1957年式フェアレーン＆
1955年式ノマド(二)

★戦火の軍用機大全: 爆撃
機(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
UFOの集まる町(字)

大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で家
が流される(字)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン3:
土星を巡るデススター(二)

アダムの怪しい実験: WWIの
戦闘機(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:
フィンランド-北極圏(字)

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)

カスタム・マスター シーズン4:
1957年式シボレー・コルベット
(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: イ
スラエル軍特殊部隊(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.5 冬編 ブリ
ザード(字)

THE NAKED シーズン2: メキ
シコ 地獄の園(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン
11: アポロ誘導コンピュータ
(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: BMW
i8(字)

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)

カスタム・マスター シーズン4:
1958年式リンカーン・コンチネ
ンタル 前編(二)

サバイバル・男気クッキング: メ
キシコ-雲霧林(字)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー
ス中の事故(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン2: 宇宙船「オリオ
ン」(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.5 冬編
ブリザード(新)(字)

★THE NAKED シーズン2:
メキシコ 地獄の園(二)

★ザ・無人島生活: Ep.4 サ
バイバルの舞台裏(字)

★ドリームカー誕生 シーズン2: ゼン
ヴォST1(字)

★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)

★カスタム・マスター シーズン4:
1957年式シボレー・コルベット
(二)

★ミリタリー大百科 シーズン2:
イスラエル軍特殊部隊(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
人体自然発火(字)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 月の奇妙な秘密(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 奇襲
攻撃(字)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-雲霧林(字)

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
1964年式GMCピックアップト
ラック 後編(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 破
壊力(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: ウィリス
ジープ(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1927年式シャドウ・ロッド(二)

★ミスフィット・ガレージ シーズン
3: 1964年式GMCピックアップ
トラック 後編(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.19 寒さとの闘い(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)

カスタム・マスター シーズン4:
1967年式シボレー・シェベル
(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: ロ
シア軍スペツナズ(二)

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
1964年式GMCピックアップト
ラック 前編(字)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
ミイラの呪い(字)

サバイバル・男気クッキング: ボ
ルネオ-湿地(字)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 海
戦(字)

★ミスフィット・ガレージ シーズン
3: 1964年式GMCピックアップ
トラック 前編(字)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:
ボルネオ-湿地(字)

★ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: フォー
ド・マスタング(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1967年式シボレー・シェベル
(二)

★ミリタリー大百科 シーズン2:
ロシア軍スペツナズ(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: 仏
陸軍外人部隊(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.20 大移動(二)

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 シーズン2: 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 シーズン9: ジャ
ガーマーク２(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
シボレー・ノマド風ゴルフカート
(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)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン9:
Ep.20 大移動(新)(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン4: M1エイブラムス
戦車(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆メガ・エアー: F1マシン
(新)(字)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: アポロ誘導コンピュータ
(字)

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)

カスタム・マスター シーズン4:
1929年式フォード・ロードス
ター抽選会(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: BMW
イセッタ(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1929年式フォード・ロードス
ター抽選会(二)

★ミリタリー大百科 シーズン2:
仏陸軍外人部隊(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9: コブラ
(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1967年式シボレー・ノヴァ(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 シーズン
3: 火星のストーンヘンジ(二)

★サバイバル・男気クッキング:
ブルガリア-山脈(字)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 【ハコ
スカ2】３人の匠による神の技大公開(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 【ハコ
スカ3】いよいよ完結!お披露目なるか?(日)

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)

カスタム・マスター シーズン4:
1958年式リンカーン・コンチネ
ンタル 後編(二)

ミリタリー大百科 シーズン2: 米
軍工兵(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1970年式VWタイプ3ファスト
バック(二)

★怪事件ファイル シーズン1:
謎の飛行物体(字)

サバイバル・男気クッキング: メ
キシコ-峡谷(字)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(字)

★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 シーズン15:
1970年式VWタイプ3ファスト
バック(二)
☆名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式メルセデス・ベンツ
300TD(新)(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★怪事件ファイル シーズン1:
幽霊船(字)

サバイバル・男気クッキング: ブ
ルガリア-山脈(字)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: トライ
アンフＴＲ６(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1958年式リンカーン・コンチネ
ンタル 後編(二)

★ミリタリー大百科 シーズン2:
米軍工兵(二)

インフォマーシャル(日)

★カスタム・マスター シーズン4:
緑色の1969年式カマロ(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)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 地球上のエイリアン(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 天の川の死(二)

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-峡谷(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

THE NAKED シーズン2: タイ
豪雨の脅威(二)

★NASA超常ファイル シーズン
3: CIAの秘密復讐計画(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.20 大移動(二)

Discovery Channel
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ザ・秘境生活 シーズン1: アリ
ゾナ(字)

★THE NAKED シーズン2:
タイ 豪雨の脅威(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
KTM X-BOW(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ジャ
ガーＸＫ８(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式メルセデス・ベンツ
300TD(二)
アダムの怪しい実験: WWIの
戦闘機(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: テス
ラ・モデルS(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
11/11 11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17

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 特集:ヒトラーの帝国 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
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 特集:ヒトラーの帝国 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 小惑星衝突(二)☆ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ シーズン9:
Ep.21 炎と氷(新)(二)

★ワールド・トップ5 シーズン2:
鉄道(二)

メガ・エアー: がん治療薬(字)

怪事件ファイル シーズン1: ミイ
ラの呪い(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.21 炎と氷(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.21 炎と氷(二)

THE NAKED シーズン2: タイ
ネズミの島(二)

★ナチス オカルト思想の帝国:
ヒトラーのゾンビ部隊(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.6 冬編 デッド
ライン(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.6 冬編 デッド
ライン(字)

秘境ハンター: 制作舞台裏
(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン5: 運とは何
か?(二)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 火星ミッション・科学者失踪
事件(二)

HATE ～人はなぜ憎むのか
～: 人道に対する罪(字)

メガ・エアー: がん治療薬(字)

ワールド・トップ5 シーズン2: 鉄
道(二)

インフォマーシャル(日)

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15:
1985年式メルセデス・ベンツ

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビ
ル火災(二)

☆ヒトラー帝国の黒幕たち:
カール・デーニッツ(新)(二)

☆ヒトラー帝国の黒幕たち:
ハンス・フランク(新)(二)

☆アドルフ・ヒトラー年代記:
パート3 1938-1943年
(新)(二)

アドルフ・ヒトラー年代記: パー
ト2 1929-1938年(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: アド
ルフ・アイヒマン(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: アル
ベルト・シュペーア(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヨー
ゼフ・メンゲレ(二)

大革新～世界を変えた発明
品～: ロボット(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: ミヨー橋(二)

大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦闘
機の空中爆発(字)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン2: モ
ンゴル(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 冒険のできる家(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ケー
タハム・セブン(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォー
ド・エスコート RS2000(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆大革新～世界を変えた発
明品～: ロボット(新)(字)

☆HATE ～人はなぜ憎むの
か～: 人道に対する罪
(新)(字)

大革新～世界を変えた発明
品～: ロボット(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパー
バイク(二)

ワールド・トップ5 シーズン2: 鉄
道(二)

メガ・エアー: がん治療薬(字)

ミイラ・ミステリー: 雲上の民のミ
イラ(字)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
1927年式モデルT ホットロッド
後編(字)

★JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X ブ
ルーライトSP(二)

★カスタム・マスター シーズン2:
1960年式キャデラック(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: ミヨー橋(二)

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
1927年式モデルT ホットロッド
前編(字)

MOTORアワー

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1971年式シボレーC10(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: HU-16 購入準備(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: VL100ヴィスタライナー
(二)

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)

カスタム・マスター シーズン1:
フォード・ピックアップトラック(二)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 戦争
と市民(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 水星の秘密(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 小惑星衝突(二)

大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェイス
の結末(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン2: タイ
ネズミの島(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 湖畔の奇抜ハウス(二)

デジタル・サバイバル: アラスカ
凍てつく森(字)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸
失敗(二)

★完全マニュアル: ジェットパックの作
り方(字)

★完全マニュアル: 戦車の作り方
(字)

☆ヒストリー・オブ・ウェポン:
戦争と市民(新)(字)

21:55 ☆兵器革命: 兵站
(新)(二)

★ドリームカー誕生 S3: ポルシェ・パ
ナメーラ(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)

★カスタム・マスター シーズン1:
フォード・ピックアップトラック(二)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
実録「エクソシスト」(字)

大惨事の瞬間: Ep.37/大型客船
沈没(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン1:
UFOの集まる町(字)

兵器革命: 防御(二)

★デジタル・サバイバル: アラス
カ 凍てつく森(字)

インフォマーシャル(日)

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

カスタム・マスター シーズン1:
1934年式ダッジ(二)

戦火の軍用機大全: ジェットエ
ンジン(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.6 冬編 デッド
ライン(字)

THE NAKED シーズン2: タイ
ネズミの島(二)

ミイラ・ミステリー: 雲上の民のミ
イラ(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン10: アス
トンマーチン・DB7(二)

カスタム・マスター シーズン4:
1957年式フェアレーン＆
1955年式ノマド(二)

デジタル・サバイバル: 無限の
湿地帯(字)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭き
ゴンドラ(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン2: ミヨー橋(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.6 冬編
デッドライン(新)(字)

★THE NAKED シーズン2:
タイ　ネズミの島(二)

★秘境ハンター: 制作舞台裏
(字)

★ドリームカー誕生 S3: シボレー・カ
マロ（第6世代）(字)

★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)

★カスタム・マスター シーズン1:
1934年式ダッジ(二)

★戦火の軍用機大全: ジェッ
トエンジン(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
空から落ちてきた男(字)

大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレース
中の事故(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン1: 人
体自然発火(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 危険
な発明(字)

★デジタル・サバイバル: 無限
の湿地帯(字)

インフォマーシャル(日)

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

カスタム・マスター シーズン4:
1967年式ポンティアックGTO
後編(二)

戦火の軍用機大全: バトル・
オブ・ブリテン(二)

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
1927年式モデルT ホットロッド
前編(字)

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
1927年式モデルT ホットロッド
後編(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 海戦
(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: ゼン
ヴォST1(字)

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)

カスタム・マスター シーズン4:
1957年式シボレー・コルベット
(二)

★怪事件ファイル シーズン2:
北緯37度線のUFO(字)

デジタル・サバイバル: 無人島
生活(字)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操
縦訓練(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 奇襲
攻撃(字)

★ミスフィット・ガレージ シーズン
3: 1927年式モデルT ホット
ロッド 前編(字)

★ミスフィット・ガレージ シーズン
3: 1927年式モデルT ホット
ロッド 後編(字)

インフォマーシャル(日)

★デジタル・サバイバル: 無人
島生活(字)

インフォマーシャル(日)

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

カスタム・マスター シーズン4:
1967年式ポンティアックGTO
前編(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)

★ドリームカー誕生 S3: ベントレー・
ミュルザンヌ(字)

★カスタム・マスター シーズン4:
1967年式ポンティアックGTO
後編(二)

★戦火の軍用機大全: バト
ル・オブ・ブリテン(二)

インフォマーシャル(日)

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.21 炎と氷(二)

ザ・無人島生活: Ep.4 サバイ
バルの舞台裏(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: フォー
ド・マスタング(二)

デジタル・サバイバル: 密林の
呪い(字)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆メガ・エアー: がん治療薬
(新)(字)

★ミイラ・ミステリー: 雲上の民
のミイラ(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)

カスタム・マスター シーズン4:
1932年式フォード・ロードス
ター(二)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式メルセデス・ベンツ
300TD(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)

カスタム・マスター シーズン4:
1929年式フォード・ロードス
ター抽選会(二)

大惨事の瞬間: Ep.34/サーファー
が巨大波に…(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン1: 幽
霊船(字)

★デジタル・サバイバル: 密林
の呪い(字)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1957年式フォード・フェアレーン
前編(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式メルセデス・ベンツ
300TD(二)
☆名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1971年式シボレー
C10(新)(二)
★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト:
ベンツ190SLとトヨタ2000GT(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 創業
100年越えの内装!特殊車両を支える職人
(日)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.20 大移動(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 水星の秘密(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1932年式フォード・ロードス
ター(二)

★戦火の軍用機大全: 偵察
機(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
赤い雨(字)

サバイバル・男気クッキング: マ
レーシア-島(字)

★カスタム・マスター シーズン4:
1967年式ポンティアックGTO
前編(二)

★戦火の軍用機大全: 空中
戦(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
ロシアのイエティ(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: ファ
ルコンF7(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)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: ロー
タス・エヴォーラ(字)

★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)

カスタム・マスター シーズン4:
1958年式リンカーン・コンチネ
ンタル 後編(二)

大惨事の瞬間: Ep.33/エアショーの
戦闘機事故(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン1: 謎
の飛行物体(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 小惑星衝突(二)

★サバイバル・男気クッキング:
マレーシア-島(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

THE NAKED シーズン2: ガ
イアナ 決意の再挑戦(二)

カスタム・マスター シーズン4:
1967年式シボレー・シェベル
(二)

大惨事の瞬間: Ep.35/巨大クレー
ン転倒(字)

Discovery Channel
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ザ・秘境生活 シーズン1: サバ
イバルの法則(字)

THE NAKED シーズン2: メキ
シコ 地獄の園(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: 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 シーズン9: トライ
アンフＴＲ６(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1971年式シボレーC10(二)

兵器革命: 防御(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: ポル
シェ918スパイダー(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
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8:00 8:00
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9:30 9:30
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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 特集:ヒトラーの帝国 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
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 特集:ヒトラーの帝国 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

★ナチス オカルト思想の帝国:
死を招く神秘主義(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
嵐との闘い(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5 特別編: 過去深掘
り(字)

秘境ハンター: ニューギニア島
謎の白線地帯(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5 特別編: 過去深掘
り(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン5: 海は思考す
るのか?(二)
★NASA超常ファイル シーズン
3: 米大統領のUFO機密情
報(二)

HATE ～人はなぜ憎むのか
～: 希望(字)

メガ・エアー: エアバス社貨物機
「ベルーガ」(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ
前編(二)
★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: 希少アメ車発掘(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: 航空機衝動買い(二)

大革新～世界を変えた発明
品～: 車(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 水星の秘密(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

☆ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヴィルヘルム・カナリス
(新)(二)

☆ヒトラー帝国の黒幕たち:
ベニート・ムッソリーニ
(新)(二)

大革新～世界を変えた発明
品～: 車(字)

★怪しい伝説: 爆発スペシャル
(二)

大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル
火災(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン2: グ
アテマラ(字)

福島スタートライン(日)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆大革新～世界を変えた発
明品～: 車(新)(字)

☆HATE ～人はなぜ憎むの
か～: 希望(新)(字)

ヒトラー帝国の黒幕たち: カー
ル・デーニッツ(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ハン
ス・フランク(二)

ナチス オカルト思想の帝国: ヒ
トラーのゾンビ部隊(二)

アドルフ・ヒトラー年代記: パー
ト3 1938-1943年(二)

メガ・エアー: エアバス社貨物機
「ベルーガ」(字)

ミイラ・ミステリー: UFOといけに
え(字)

THE NAKED シーズン4 特
別編: サバイバル不能(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9 特別
編: Ep.4 三者三様(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: メッ
サーシュミットKR200(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: シト
ロエンHYバン(二)

★JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
GT-R仕様(二)

★カスタム・マスター シーズン2:
カッパー・キャディー(二)

☆アドルフ・ヒトラー年代記:
パート4 1939-1945年
(新)(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: AT&Tスタジアム
(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
バット飛行(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
嵐との闘い(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠隔
武器(字)

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 太陽系 闇の歴史(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 水星の秘密(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)

THE NAKED シーズン4 特
別編: サバイバル不能(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 職人流 小さな豪邸(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン4: ポ
ルシェ996 パート2(字)

☆福島スタートライン
(新)(日)
★戦火の鉄道大全: 第一次
世界大戦下の鉄道(二)

21:55 ☆兵器革命: 機動
性(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 太陽系 闇の歴史(二)

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)

カスタム・マスター シーズン1:
ファントム・フリートサイド(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠
隔武器(字)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
巨人の谷(字)

大脱出!サバイバルレース: モ
ンゴル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

★完全マニュアル: 対爆スーツの作り
方(字)

兵器革命: 兵站(二)

インフォマーシャル(日)

★大脱出!サバイバルレース:
モンゴル(字)

★ドリームカー誕生 S3: フェラーリ・
カリフォルニアT(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)

★カスタム・マスター シーズン1:
ファントム・フリートサイド(二)

カスタム・マスター シーズン1:
フォード・チューダー(二)

戦火の軍用機大全: 最強の
戦闘機＆対地攻撃機(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5 特別編: 過去深掘
り(字)

THE NAKED シーズン4 特
別編: サバイバル不能(二)

ミイラ・ミステリー: UFOといけに
え(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: ポルシェ・パナ
メーラ(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)

カスタム・マスター シーズン1:
フォード・ピックアップトラック(二)

大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸失
敗(二)

★大惨事の瞬間: Ep.11戦車!
市街地暴走(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン2: AT&Tスタジア
ム(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5 特別編: 過去
深掘り(新)(字)

☆THE NAKED シーズン4
特別編: サバイバル不能
(新)(二)

★秘境ハンター: ニューギニア
島 謎の白線地帯(字)

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)

★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)

★カスタム・マスター シーズン1:
フォード・チューダー(二)

★戦火の軍用機大全: 最強
の戦闘機＆対地攻撃機(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
核兵器を攻撃するUFO?
(字)

大脱出!サバイバルレース: カ
ザフスタン(字)

ファスト＆ラウド シーズン3: ポ
ルシェ996 パート1(字)

ファスト＆ラウド シーズン4: ポ
ルシェ996 パート2(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 奇襲
攻撃(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: シボレー・カマ
ロ（第6世代）(字)

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)

カスタム・マスター シーズン1:
1934年式ダッジ(二)

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)

怪事件ファイル シーズン2: 空
から落ちてきた男(字)

★ファスト＆ラウド シーズン3:
ポルシェ996 パート1(字)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
ポルシェ996 パート2(字)

カスタム・マスター シーズン1:
シボレー・ピックアップ(二)

戦火の軍用機大全: ヘリコプ
ター(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.21 炎と氷(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)

★戦火の軍用機大全: ヘリコ
プター(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
ボスニアの巨大ピラミッド(字)

大脱出!サバイバルレース: ボ
ルネオ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケー
ン中継(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 危険
な発明(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9 特別
編: Ep.4 三者三様(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15:
1971年式シボレーC10(二)

★ドリームカー誕生 S3: アウディ
S8(字)

★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)

★カスタム・マスター シーズン1:
シボレー・ピックアップ(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 戦争
と市民(字)

インフォマーシャル(日)

★大脱出!サバイバルレース:
カザフスタン(字)

★ドリームカー誕生 S3: ウルティマ・
エボリューション(字)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
嵐との闘い(二)

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 S3: ベントレー・
ミュルザンヌ(字)

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)

カスタム・マスター シーズン4:
1967年式ポンティアックGTO
後編(二)

大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操縦
訓練(二)

インフォマーシャル(日)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン9
特別編: Ep.4 三者三様
(新)(二)
★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 嵐との闘い(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆メガ・エアー: エアバス社貨
物機「ベルーガ」(新)(字)

★ミイラ・ミステリー: UFOといけ
にえ(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・ポピュラー103E(二)

カスタム・マスター シーズン1:
フォード・ロードスター・ピックアッ
プ(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: アリエル・ア
トム3S(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・ポピュラー103E(二)

★カスタム・マスター シーズン1:
フォード・ロードスター・ピックアッ
プ(二)

★戦火の軍用機大全: 極秘
任務(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: 3代
目レンジローバー(二)

カスタム・マスター シーズン4:
1967年式ポンティアックGTO
前編(二)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン1: ロ
シアのイエティ(字)

ファスト＆ラウド シーズン3: ポ
ルシェ996 パート1(字)

MOTORアワー

怪事件ファイル シーズン2: 北
緯37度線のUFO(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 実
録「エクソシスト」(字)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 日本
最大級のクラッシックカーショーに潜入(日)

★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（前）
(日)

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)

カスタム・マスター シーズン1: ア
ウディR8スパイダー(二)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1971年式シボレーC10(二)

★怪事件ファイル シーズン2:
謎の人型ミイラ(字)

デジタル・サバイバル: アラスカ
危険な氷河(字)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機
飛行テスト(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1957年式フォード・フェアレーン
後編(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1971年式シボレーC10(二)

☆名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1965年式プリムス・バラクー
ダ 前編(新)(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★怪事件ファイル シーズン2:
海底の巨大UFO(字)

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.49/ロデオ大
会で(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: プジョー
RCZ R(字)

★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)

★カスタム・マスター シーズン1:
アウディR8スパイダー(二)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

インフォマーシャル(日)

カスタム・マスター シーズン4:
1932年式フォード・ロードス
ター(二)

大惨事の瞬間: Ep.41/難関フリー
スキー(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン1: 赤
い雨(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 水星の秘密(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★デジタル・サバイバル: アラス
カ 危険な氷河(字)

★デジタル・サバイバル: デスバ
レーからの脱出(字)

★大脱出!サバイバルレース:
ボルネオ(字)

THE NAKED シーズン2: メキ
シコ 地獄の園(二)
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ザ・秘境生活 シーズン2: モン
ゴル(字)

THE NAKED シーズン2: タイ
ネズミの島(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: ファルコ
ンF7(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15:
1965年式プリムス・バラクーダ
前編(二)
兵器革命: 兵站(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: ロータ
ス・エヴォーラ(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1

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 MOTORアワー 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 特集:ヒトラーの帝国 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヴィル
ヘルム・カナリス(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ベニー
ト・ムッソリーニ(二)

ナチス オカルト思想の帝国: 死
を招く神秘主義(二)

秘境ハンター: シベリア 森の中
の巨大クレーター(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォル
クスワーゲン・コラードVR6(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ホンダ
S2000(二)

三菱電機 presents ワールドテックア
ワー

☆大革新～世界を変えた発
明品～: ロケット(新)(字)

アドルフ・ヒトラー年代記: パー
ト4 1939-1945年(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1952年式ポンティアック 前編
(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングア

ワー

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: オアシス級クルーズ
客船(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: シボ
レー3100 ピックアップトラック
パート1(字)

インフォマーシャル(日)

福島スタートライン(日)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
雪山の試練(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン1:
超巨大ダンプトラック(二)

ミイラ・ミステリー: 伝説的海賊
の財宝(字)

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ 夜の盗難事件(二)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 時空の神秘(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 太陽系 闇の歴史(二)

大惨事の瞬間: Ep.53/アクロバット
飛行(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ 夜の盗難事件(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 大家族の団らんハウス(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン4: シボ
レー3100 ピックアップトラック
パート2(字)

★JDM!日本車カスタム in
US: ダットサン510／1989年
式日産パオ(二)

★戦火の鉄道大全: 第二次
世界大戦下の鉄道(二)

21:55 ☆兵器革命: 破壊力
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 時空の神秘(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1955年式
インパラワゴン(二)

★ザ・遭難サバイバル: ブルガリ
ア(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2002年式シボレー・コルベット
Z06(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 破壊
力(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 北
緯37度線のUFO(字)

ザ・遭難サバイバル: ブルガリア
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(二)

★完全マニュアル: オクトコプターの
作り方(字)

★完全マニュアル: 宇宙服の作り方
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.7 夏編 ギャン
ブル(字)

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ 夜の盗難事件(二)

ミイラ・ミステリー: 伝説的海賊
の財宝(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: フェラーリ・カリ
フォルニアT(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)

カスタム・マスター シーズン1:
ファントム・フリートサイド(二)

大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2002年式シボレー・コルベット
Z06(二)
カスタム・マスター シーズン2:
1970年式マスタング(二)

☆THE NAKED シーズン4:
メキシコ 夜の盗難事件
(新)(二)

★秘境ハンター: シベリア 森の
中の巨大クレーター(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: トヨタ
MR2 ターボ(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)

★CAR FIX シーズン4: カマロ
Z28(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2: ミ
ステリー総集編(字)

ザ・遭難サバイバル: マダガスカ
ル(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 巨
人の谷(字)

★ザ・遭難サバイバル: マダガス
カル(字)

★カスタム・マスター シーズン2:
1970年式マスタング(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 破壊
力(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.7 夏編
ギャンブル(新)(字)

ファスト＆ラウド シーズン4: シボ
レー3100 ピックアップトラック
パート1(字)

ファスト＆ラウド シーズン4: シボ
レー3100 ピックアップトラック
パート2(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 危険
な発明(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: ウルティマ・エ
ボリューション(字)

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)

カスタム・マスター シーズン1:
フォード・チューダー(二)

大惨事の瞬間: Ep.11戦車!市
街地暴走(二)

カスタム・マスター シーズン2:
1959年式ビュイック・インヴィク
タ(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: スピー
ド勝負(字)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
シボレー3100 ピックアップトラッ
ク パート1(字)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
シボレー3100 ピックアップトラッ
ク パート2(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9 特別
編: Ep.4 三者三様(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1995年式ボルボ850T-
5R(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
雪山の試練(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ロールス・ロ
イス ドーン(字)

★怪事件ファイル シーズン2:
影人間／太陽の奇跡(字)

大脱出!サバイバルレース: ヒ
マラヤ山脈(字)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 戦争と
市民(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 核
兵器を攻撃するUFO?(字)

★大脱出!サバイバルレース:
ヒマラヤ山脈(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: トヨタ
MR2 ターボ(二)

★カスタム・マスター シーズン2:
1959年式ビュイック・インヴィク
タ(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: ス
ピード勝負(字)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
離陸訓練(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングア

ワー★メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン2: オアシス級ク
ルーズ客船(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 接近
戦(字)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
雪山の試練(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン1:
超巨大ダンプトラック(二)

秘境ハンター: ニューギニア島
謎の白線地帯(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: アウディ
S8(字)

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)

カスタム・マスター シーズン1: シ
ボレー・ピックアップ(二)

カスタム・マスター シーズン1:
GMフューチャーライナー 後編
(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 万人
向けの武器(字)

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)

THE NAKED シーズン4 特別
編: サバイバル不能(二)

★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 雪山の試練(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

メガ輸送プロジェクト シーズン1:
超巨大ダンプトラック(二)

★ミイラ・ミステリー: 伝説的海
賊の財宝(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1995年式ボルボ850T-
5R(二)
★カスタム・マスター シーズン1:
GMフューチャーライナー 後編
(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 万
人向けの武器(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1976年式フォード・カプリ
Mk2(二)
カスタム・マスター シーズン1:
GMフューチャーライナー 前編
(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: BMW
M6(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1976年式フォード・カプリ
Mk2(二)
★カスタム・マスター シーズン1:
GMフューチャーライナー 前編
(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 接
近戦(字)

インフォマーシャル(日)

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

カスタム・マスター シーズン1:
フォード・ロードスター・ピックアッ
プ(二)

大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大会
で(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 海
底の巨大UFO(字)

★大脱出!サバイバルレース:
パラオ(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)
★クラシックカー・コレクション シーズン9:
1990年式マツダ・ロードスター(二)

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

カスタム・マスター シーズン1:
オートラマ・カーショー(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 空から
の攻撃(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ
前編(二)

★怪事件ファイル シーズン2:
日航機UFO遭遇事件(字)

大脱出!サバイバルレース: タ
イ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
ル崩壊(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1952年式ポンティアック(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ
前編(二)
☆名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1965年式プリムス・バラクー
ダ 後編(新)(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★怪事件ファイル シーズン2:
ハイチのゾンビ／臓器の記憶
(字)

大脱出!サバイバルレース: パ
ラオ(字)

★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)

★ドリームカー誕生 S3: ジャガー
XF(字)

★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)

★カスタム・マスター シーズン1:
オートラマ・カーショー(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 空
からの攻撃(字)

インフォマーシャル(日)

カスタム・マスター シーズン1: ア
ウディR8スパイダー(二)

大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機飛
行テスト(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 謎
の人型ミイラ(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 太陽系 闇の歴史(二)

★大脱出!サバイバルレース:
タイ(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

兵器革命: 機動性(二)THE NAKED シーズン4 特別
編: サバイバル不能(二)

怪事件ファイル シーズン2: ボス
ニアの巨大ピラミッド(字)
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ザ・秘境生活 シーズン2: グア
テマラ(字)

THE NAKED シーズン4 特別
編: サバイバル不能(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: プジョーRCZ
R(字)

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15:
1965年式プリムス・バラクーダ
後編(二)
兵器革命: 機動性(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: アリエル・アト
ム3S(字)


