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Discovery Channel
2019年05月編成表

THE NAKED: ベリーズ 闇の
恐怖(二)

THE ISLAND S5: Ep.1 冒
険の始まり(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 1932年式パッ
カード・ツインシックス(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IIIステージ1 前編(二)

世界ビックリ珍料理: 南北戦争
中の食料(字)

★ミステリー・ミュージアム: タイ
タニック号のバイオリン(字)

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: ラン
ドローバー・シリーズIIIステージ1 後編(二)

兵器のテクノロジー: 戦車(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)

深層解明Xファイル S3: 真珠
湾攻撃(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: デスバ
レーからの脱出(字)

★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: アラス
カ 凍てつく森(字)

深層解明Xファイル S3: 暗号
の行方(二)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホール成長の秘密(二)

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: VWタイプ2パネル
バン(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ビュイック・スカイラーク(二)

★未来の戦争: 非対称戦争
(字)

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.30/洪水で
家が流される(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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
デジタル・サバイバル: デスバ
レーからの脱出(字)

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: アラスカ
凍てつく森(字)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エアショー
の戦闘機事故(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.12 夏編 古びた
牙(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)

☆BigドリームSmallハウス: 大男
の小さな家(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: アー
トな別荘(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: VWタイプ2パネル
バン(二)

オーバーホール 改造車の世界:
ビュイック・スカイラーク(二)

未来の戦争: 非対称戦争
(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)

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)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: チェルノブイリ原子力発電
所(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: V8 60 ミジェッ
ト・レースカー(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: シト
ロエンDS 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: シト
ロエンDS 後編(二)

兵器のテクノロジー: 爆薬(二)

大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラスDC
７衝突テスト(二)
インフォマーシャル(日)

THE ISLAND S5: Ep.2 対
立(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: BMW840(二)

★デジタル・サバイバル: 無限の
湿地帯(字)

★オーバーホール 改造車の世
界: フォード・マスタング・ファスト
バック(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★驚異の建造～不可能に挑
む～: マイアミ・超高層ビル(字)

★戦火の軍用機大全: 極秘
任務(二)

★ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ S8: Ep.18 手
付かずの地(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: トライアンフ・スタッ
グ(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の狙撃(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)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大脱
走(字)

デジタル・サバイバル: 無限の湿
地帯(字)

☆出動！消防士密着24時:
連続火災(新)(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.19 キン
グコング(二)

★出動！消防士密着24時:
連続火災(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 世界最大級の船(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 1970年式プリ
ムス・スーパーバード(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後編(二)

★兵器のテクノロジー: 特殊部
隊(二)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガス
タンク爆発(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 世界最大級の船(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: トライアンフ・スタッ
グ(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)

インフォマーシャル(日)

★エイリアン大解剖:
Ep.1(字)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の狙撃(二)

☆ミステリー・ミュージアム: タ
イタニック号のバイオリン
(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMW840(二)

オーバーホール 改造車の世界:
フォード・マスタング・ファストバッ
ク(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

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)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司
令部、大爆発(字)

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

☆ミスフィット・ガレージ:
1964年式GMCピックアップト
ラック 後編(新)(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)

★ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ S8: Ep.19 キ
ングコング(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)

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)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 恐怖の大規模
爆弾(二)

ミスフィット・ガレージ: 1964年
式GMCピックアップトラック 前編
(字)

ミスフィット・ガレージ: 1964年
式GMCピックアップトラック 後編
(字)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: フィアッ
ト・アバルト750 3台一挙発掘(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジェンセン・イン
ターセプター(二)

★未来の戦争: ならずもの国
家(字)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火から
400軒の大火災(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)

★ドリームカー誕生 S3: アリエル・ア
トム3S(字)

デジタル・サバイバル: 無人島
生活(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ロータス・エラン
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: フォード・ブロンコ(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(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)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 恐怖の大規模
爆弾(二)

☆世界ビックリ珍料理: 南北
戦争中の食料(新)(字)

☆THE ISLAND S5: Ep.3
空腹(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ロータス・エラン
(二)

オーバーホール 改造車の世界:
フォード・ブロンコ(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.12 夏編 古びた牙
(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・シエラ・コ
スワース(二)

★未来の戦争: 超大国(字)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ
ロケット大爆発(字)
☆おあそびマスターズ:
Ep.26(新)(日)

★エイリアン大解剖:
Ep.2(字)

出動！消防士密着24時: 連
続火災(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)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 携帯型ロケット
砲(二)

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)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.19
キングコング(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボンド・バグ(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)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 携帯型ロケット
砲(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)

★カスタム・マスター S4: 1958
年式リンカーン・コンチネンタル
後編(二)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
航空機衝動買い(新)(二)

21:55 ☆戦火の軍用機大
全: 最強の戦闘機＆対地攻
撃機(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 火星
生命誕生と絶滅(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボンド・バグ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サーファー
が巨大波に…(字)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S15:
Ep.12 富士フイルムの4Kレンズ(新)(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S11: Ep.18 口紅(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.19 キン
グコング(二)

★出動！消防士密着24時:
アパート火災(二)

戦火の軍用機大全: 最強の
戦闘機＆対地攻撃機(二)

解明・宇宙の仕組み: 火星 生
命誕生と絶滅(二)

★解明・宇宙の仕組み: ブラッ
クホール成長の秘密(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)

★世界ビックリ珍料理: アッパー
半島(字)

★BigドリームSmallハウス: 大男の
小さな家(二)
インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1964年
式GMCピックアップトラック 後編
(字)

BigドリームSmallハウス: 大男の小
さな家(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: フォード・サンダーバード
(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

驚異の建造～不可能に挑む
～: マイアミ・超高層ビル(字)

Discovery MOTOR アワー
★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)

ミスフィット・ガレージ: 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)

★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)

ミリタリー・モーターズ S5: 航空
機衝動買い(二)

★世界のハイエンドSUV: ベン
トレー・ベンテイガ(二)

★BigドリームSmallハウス: アートな
別荘(二)

ミリタリー・モーターズ S5: 航空
機衝動買い(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 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: フォード・フィエスタ
XR2(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆メガ輸送プロジェクト S2:
クラシックカー(新)(二)

☆メガ建造～不可能への挑戦
～ S4: フォード級航空母艦
(新)(二)

★戦火の軍用機大全: ジェット
エンジン(二)

★戦火の軍用機大全: 海軍
の航空機(二)

★歴史に残る空中戦: 零戦と
P-38(二)

メガ輸送プロジェクト S2: クラ
シックカー(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: フォード級航空母艦(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)

★THE NAKED: パナマ 脅威
の大群(二)

BigドリームSmallハウス: アートな別
荘(二)
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)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー
ス中の事故(字)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(二)

★歴史に残る空中戦: F4Fと
零戦(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.12 夏編 古びた牙
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

戦火の軍用機大全: 最強の
戦闘機＆対地攻撃機(二)

★NASA超常ファイル S2: 月
面着陸の真相(二)

THE ISLAND S5: Ep.3 空
腹(字)

☆カスタム・マスター S4:
1958年式リンカーン・コンチネ
ンタル 後編(新)(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.12 夏編 古びた牙
(字)

世界ビックリ珍料理: 南北戦争
中の食料(字)

THE ISLAND S5: Ep.3 空
腹(字)

世界ビックリ珍料理: 南北戦争
中の食料(字)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホール成長の秘密(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S4: ヒッグス粒子(二)

★NASA超常ファイル S2: 分
裂する小惑星(二)

★宇宙で何が起こっているの
か？: 太陽系編(二)

戦火の軍用機大全: 最強の
戦闘機＆対地攻撃機(二)
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Discovery Channel
2019年05月編成表

THE NAKED: パナマ 脅威の
大群(二)

★THE ISLAND S5: Ep.2
対立(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: VWタイプ2パネル
バン(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)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 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 S3: ポルシェ・パ
ナメーラ(字)

★未来の戦争: 非対称戦争
(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: 謎の光
の群れ(二)

解明・宇宙の仕組み: 火星 生
命誕生と絶滅(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★大脱出！サバイバルレース:
パラオ(字)

★大脱出！サバイバルレース:
タイ(字)

★大脱出！サバイバルレース:
モンゴル(字)

THE ISLAND S5: Ep.3 空
腹(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: ランドローバー・
ディフェンダー(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: オールズモビル442(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 防衛システム
(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)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(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)

★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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
大脱出！サバイバルレース: パ
ラオ(字)

大脱出！サバイバルレース: タ
イ(字)

大脱出！サバイバルレース: モ
ンゴル(字)

★NASA超常ファイル S2: 水
星の氷(二)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェイ
スの結末(字)

☆BigドリームSmallハウス: ワイナ
リー住居(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 広が
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・
ディフェンダー(二)

オーバーホール 改造車の世界:
オールズモビル442(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 防衛システム
(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)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMW840(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の狙撃(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)

★NASA超常ファイル: X字型
の天体(二)

★大脱出！サバイバルレース:
カザフスタン(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: ボルボ
P1800(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: フォード・フェアレーン
GTA(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 長距離ミサイル
(二)

インフォマーシャル(日)

☆出動！消防士密着24時:
病院危機一髪(新)(二)

大脱出！サバイバルレース: カ
ザフスタン(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★驚異の建造～不可能に挑
む～: ドバイ・海に浮かぶ家
(字)

戦火の軍用機大全: ヘリコプ
ター(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 巨大電波望遠鏡(二)

☆ミステリー・ミュージアム: ア
ポロ誘導コンピュータ(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.19 キン
グコング(二)

☆世界ビックリ珍料理: ルート
66(新)(字)

☆THE ISLAND S5: Ep.4
狩り(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
P1800(二)

オーバーホール 改造車の世界:
フォード・フェアレーンGTA(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 長距離ミサイル
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.20 自
立の日(二)

出動！消防士密着24時: 病
院危機一髪(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: パナマ運河オーバー
ホール(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: トライアンフ・スタッ
グ(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 恐怖の大規模
爆弾(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)

NASA超常ファイル: 太陽に開
いた穴(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.20 自
立の日(二)

インフォマーシャル(日)

☆潜入！ポーランド航空 S2:
ボーイング737改修
1(新)(二)

★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: スバル・インプレッ
サWRX(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・インパラ(二)

大惨事の瞬間: Ep.33/エアショーの
戦闘機事故(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超静音潜水艦
(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)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦
闘機の空中爆発(字)

☆ミスフィット・ガレージ:
1927年式モデルT ホットロッ
ド 前編(新)(字)

☆ミスフィット・ガレージ:
1927年式モデルT ホットロッ
ド 後編(新)(字)

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 S2: 分裂
する小惑星(二)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.13 夏編 カネの
ために(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スバル・インプレッ
サWRX(二)

オーバーホール 改造車の世界:
シボレー・インパラ(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超静音潜水艦
(二)

ミスフィット・ガレージ: 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: 1927年
式モデルT ホットロッド 後編
(字)

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)

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: ロータス・エラン
(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(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)

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)

大脱出！サバイバルレース: ボ
ルネオ(字)

★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: ジャガー・Ｅタイプ
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・ノヴァ(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: V22オスプレイ
(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: ジャガー・Ｅタイプ
(二)

オーバーホール 改造車の世界:
シボレー・ノヴァ(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: V22オスプレイ
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.13 夏編 カネのために
(字)

世界ビックリ珍料理: ルート
66(字)

ミステリー・ミュージアム: 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 S3: アウディ
S8(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボンド・バグ(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 携帯型ロケット
砲(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)

NASA超常ファイル: 火星の衛
星の謎(二)

出動！消防士密着24時: 病
院危機一髪(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～ S8: Ep.20
自立の日(新)(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S11:
Ep.19 アップルブランデー(字)

★ドリームカー誕生 S3: ロールス・ロ
イス ドーン(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ミニ・モーク(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ポルシェ356(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超強力マシンガ
ン(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.42/路面電
車(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S15:
Ep.13 車の環境試験(新)(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
スクールバス輸送作戦
(新)(二)
21:55 メガ建造～不可能へ
の挑戦～: 空母「クイーン・エリ
ザベス」(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 死を
もたらす星(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ミニ・モーク(二)

オーバーホール 改造車の世界:
ポルシェ356(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超強力マシンガ
ン(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(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)

ミスフィット・ガレージ: 1927年
式モデルT ホットロッド 前編
(字)

解明・宇宙の仕組み: 死をもた
らす星(二)

解明・宇宙の仕組み: 火星 生
命誕生と絶滅(二)

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

★世界ビックリ珍料理: サザン
BBQトレイル(字)

BigドリームSmallハウス: ワイナリー
住居(二)

BigドリームSmallハウス: 広がる家
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ993タル
ガ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダRX-7(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

驚異の建造～不可能に挑む
～: ドバイ・海に浮かぶ家(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操
縦訓練(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

NASA超常ファイル S2: 分裂
する小惑星(二)

THE ISLAND S5: Ep.4 狩
り(字)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆メガ輸送プロジェクト S2:
風力タービン(新)(二)

☆メガ建造～不可能への挑戦
～ S4: M1エイブラムス戦車
(新)(二)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(二)

歴史に残る空中戦: F4Fと零
戦(二)

メガ輸送プロジェクト S2: 風力
タービン(二)

驚異の建造～不可能に挑む
～: ドバイ・海に浮かぶ家(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)

★THE NAKED: フィリピン 命
の水(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: 新コンビ舞台裏
(二)

ミリタリー・モーターズ S5: スクー
ルバス輸送作戦(二)

★世界のハイエンドSUV: シボ
レー・サバーバン(二)

★大脱出！サバイバルレース:
ボルネオ(字)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1927年
式モデルT ホットロッド 後編
(字)

カスタム・マスター S4: 1929年
式フォード・ロードスター抽選会
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: プリムス・バラクーダ(二)

Discovery MOTOR アワー

★出動！消防士密着24時:
スタジアム高所訓練(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴ
ンドラ(二)

☆潜入！ポーランド航空 S2:
ボーイング737改修
2(新)(二)

★メガ・エアポート: 時間との闘
い(二)

☆カスタム・マスター S4:
1929年式フォード・ロードス
ター抽選会(新)(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.20 自
立の日(二)

BigドリームSmallハウス: ワイナリー
住居(二)
BigドリームSmallハウス: 広がる家
(二)

ミリタリー・モーターズ S5: スクー
ルバス輸送作戦(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.13 夏編 カネのために
(字)

世界ビックリ珍料理: ルート
66(字)

THE ISLAND S5: Ep.4 狩
り(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.13 夏編 カネのために
(字)

世界ビックリ珍料理: ルート
66(字)

解明・宇宙の仕組み: 火星 生
命誕生と絶滅(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S4: 生物の進化と神(二)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
からの破壊兵器(二)

★宇宙で何が起こっているの
か？: 銀河系編(二)
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Discovery Channel
2019年05月編成表

THE NAKED: フィリピン 命の
水(二)

THE ISLAND S5: Ep.3 空
腹(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: ランドローバー・
ディフェンダー(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)
メガ建造～不可能への挑戦～
S4: M1エイブラムス戦車(二)

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)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 防衛システム
(二)

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)

NASA超常ファイル: 土星の六
角形の渦(二)

解明・宇宙の仕組み: 死をもた
らす星(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム S1: Ep.4
砂漠(字)

★サバイバルゲーム S1: Ep.3
ジャングル(字)

★サバイバルゲーム S1: Ep.2
アルプス(字)

THE ISLAND S5: Ep.4 狩
り(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ベガス・タイヤショー
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: レンジローバー
P38(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: サンビーム・タイガー(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アーチャー榴弾
砲(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.45/ヘリ着陸
失敗(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)

★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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
サバイバルゲーム S1: Ep.4
砂漠(字)

サバイバルゲーム S1: Ep.3
ジャングル(字)

サバイバルゲーム S1: Ep.2 ア
ルプス(字)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙遊泳の罠(二)

☆出動！消防士密着24時:
真夜中の消火活動(新)(二)

☆BigドリームSmallハウス: 田舎
のお洒落ハウス(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: アス
リートハウス(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: レンジローバー
P38(二)

オーバーホール 改造車の世界:
サンビーム・タイガー(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 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: 1988年式ジー
プ・グランドワゴニア(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
P1800(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 長距離ミサイル
(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)

NASA超常ファイル S2: 水星
の氷(二)

★サバイバルゲーム S1: Ep.1
ロッキー山脈(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: レアなキャディ(二)

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

★オーバーホール 改造車の世
界: 100台目記念 ダッジ
A100(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 自動式散弾銃
(二)

インフォマーシャル(日)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: ロンドン・クロスレール
(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.1
ロッキー山脈(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.21
戦利品(新)(二)

☆ミステリー・ミュージアム: 北
朝鮮映画の怪獣フィギュア
(新)(字)

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

オーバーホール 改造車の世界:
100台目記念 ダッジ
A100(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 自動式散弾銃
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.21 戦
利品(二)

↑

★エクストリーム・サバイバル: スリルの
代償(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 巨大電波望遠鏡(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: スバル・インプレッ
サWRX(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超静音潜水艦
(二)

大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦闘
機の空中爆発(字)

☆潜入！ポーランド航空 S2:
パイロット訓練 1(新)(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.21 戦
利品(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: リドラー賞(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: サーブ・9-3(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: AMC・AMX(二)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
からの破壊兵器(二)

出動！消防士密着24時: 真
夜中の消火活動(二)

ミスフィット・ガレージ: 振り返り
SP(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 近未来兵器
(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 木
星で核爆発？(二)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル
火災(二)

☆ミスフィット・ガレージ: 振り
返りSP(新)(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.20 タピオカティー(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: ナ
チスと月探査(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: V22オスプレイ
(二)

☆バッド・チャド・カスタム:
1939年式スチュードベー
カー・コマンダー(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.20 自
立の日(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: サーブ・9-3(二)

オーバーホール 改造車の世界:
AMC・AMX(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 近未来兵器
(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)

エクストリーム・サバイバル: スリルの代
償(字)

大脱出！サバイバルレース: ヒ
マラヤ山脈(字)

★CAR FIX: 1987年式コルベット
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダッジ・チャー
ジャー(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ポンティアック・ファイヤー
バード(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: コンバットシステム
(二)

バッド・チャド・カスタム: 1939
年式スチュードベーカー・コマン
ダー(字)

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)

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: ジャガー・Ｅタイプ
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダッジ・チャー
ジャー(二)

オーバーホール 改造車の世界:
ポンティアック・ファイヤーバード
(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)

NASA超常ファイル S2: 分裂
する小惑星(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
(二)
インフォマーシャル(日)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.14 夏編 大詰
め(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: アメリ
カ西海岸(新)(字)

☆THE ISLAND S5: Ep.5
協力(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★驚異の建造～不可能に挑
む～: ニューヨーク・超高層ビル
(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 爆弾分解装置
(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: コンバットシステム
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.14 夏編 大詰め(字)

世界ビックリ珍料理: アメリカ西
海岸(字)

ミステリー・ミュージアム: 北朝鮮
映画の怪獣フィギュア(字)

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)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ミニ・モーク(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超強力マシンガ
ン(二)

THE ISLAND S5: Ep.5 協
力(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.21 戦
利品(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: デロリアン(二)

オーバーホール 改造車の世界:
キャデラック・エルドラド(二)

インフォマーシャル(日)

☆カスタム・マスター S4:
1967年式シボレー・シェベル
(新)(二)

戦火の軍用機大全: 最強の
戦闘機＆対地攻撃機(二)

★CAR FIX: 1970年式クーダ・コン
バーチブル(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: デロリアン(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: キャデラック・エルドラド(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.14 読売新聞の配達
(新)(字)

★戦闘艦大全: 世界大戦時
代の戦闘艦(二)

21:55 ★メガ建造～不可能
への挑戦～ S2: バージニア級
原子力潜水艦(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 冥王
星の秘密(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.49/ロデオ大
会で(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 爆弾分解装置
(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

解明・宇宙の仕組み: 冥王星
の秘密(二)

解明・宇宙の仕組み: 死をもた
らす星(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)

世界ビックリ珍料理: 南北戦争
中の食料(字)

BigドリームSmallハウス: 田舎のお
洒落ハウス(二)
インフォマーシャル(日)

バッド・チャド・カスタム: 1939
年式スチュードベーカー・コマン
ダー(字)

カスタム・マスター S4: 1967年
式シボレー・シェベル(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: マーキュリー・クーガー(二)

Discovery MOTOR アワー
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)

ミスフィット・ガレージ: 振り返り
SP(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

驚異の建造～不可能に挑む
～: ニューヨーク・超高層ビル
(字)

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)
★ミリタリー・モーターズ: 世界
一短いハマー(二)

★世界のハイエンドSUV: アル
ファロメオ・ステルヴィオ(二)

出動！消防士密着24時: 連
続火災(二)

BigドリームSmallハウス: アスリート
ハウス(二)

戦闘艦大全: 世界大戦時代
の戦闘艦(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シトロエン
2CV(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マセラティ
3200GT(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆メガ輸送プロジェクト S2:
高級クルーザー(新)(二)

出動！消防士密着24時: 真
夜中の消火活動(二)

戦火の軍用機大全: ヘリコプ
ター(二)

戦火の軍用機大全: 最強の
戦闘機＆対地攻撃機(二)

★歴史に残る空中戦: P-47と
Fw-190(二)

メガ輸送プロジェクト S2: 高級
クルーザー(二)

驚異の建造～不可能に挑む
～: ニューヨーク・超高層ビル
(字)

大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴン
ドラ(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: ナミビア 23
日間の挑戦(二)

BigドリームSmallハウス: アスリート
ハウス(二)
インフォマーシャル(日)

★大脱出！サバイバルレース:
ヒマラヤ山脈(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩
壊(二)

☆潜入！ポーランド航空 S2:
パイロット訓練 2(新)(二)

★メガ・エアポート: 眠らない空
港(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.14 夏編 大詰め(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケー
ン中継(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
からの破壊兵器(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.14 夏編 大詰め(字)

世界ビックリ珍料理: アメリカ西
海岸(字)

THE ISLAND S5: Ep.5 協
力(字)

世界ビックリ珍料理: アメリカ西
海岸(字)

解明・宇宙の仕組み: 死をもた
らす星(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S4: 男女の未来(二)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
ホタル(二)

★バミューダ・トライアングルの謎
に迫る(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)
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Discovery Channel
2019年05月編成表

THE NAKED: ナミビア 23日
間の挑戦(二)

THE ISLAND S5: Ep.4 狩
り(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ベガス・タイヤショー(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: レンジローバー
P38(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)

メガ輸送プロジェクト S2: 高級
クルーザー(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: レアなキャディ(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アーチャー榴弾
砲(二)

大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸失
敗(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
ホタル(二)

解明・宇宙の仕組み: 冥王星
の秘密(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム S1: Ep.9
サバンナ(字)

★サバイバルゲーム S1: Ep.8
太平洋(字)

★サバイバルゲーム S1: Ep.7
ハワイの火山(字)

THE ISLAND S5: Ep.5 協
力(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: Cノッチ加工(二)

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

オーバーホール 改造車の世界:
フォード・サンダーバード(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 非致死性兵器
(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)

★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: 1977年式ポル
シェ924(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)

サバイバルゲーム S1: Ep.5 ネ
バダ山脈(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

★NASA超常ファイル S3: 氷
の世界の生命体(二)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロバッ
ト飛行(二)

☆出動！消防士密着24時:
民家を襲う猛火(新)(二)

☆BigドリームSmallハウス: シュー
ズクローゼット付きの家(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 古都
の夢ハウス(新)(二)

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

オーバーホール 改造車の世界:
フォード・サンダーバード(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 非致死性兵器
(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)

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

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 自動式散弾銃
(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)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
遊泳の罠(二)

★サバイバルゲーム S1: Ep.6
アラスカ(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: オフロード仕様ジープ
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: カルマンギア(二)

オーバーホール 改造車の世界:
プリムス・バラクーダ(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 身辺警護用兵
器(二)

インフォマーシャル(日)

サバイバルゲーム S1: Ep.6 ア
ラスカ(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8 特別編:
夢追い人(新)(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 東京スカイツリー(二)

☆ミステリー・ミュージアム: 勘
違いされたハイジャック
(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: カルマンギア(二)

オーバーホール 改造車の世界:
プリムス・バラクーダ(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 身辺警護用兵
器(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: 夢
追い人(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: リドラー賞(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: サーブ・9-3(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 近未来兵器
(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)

NASA超常ファイル S2: 木星
で核爆発？(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: 夢
追い人(二)

インフォマーシャル(日)

☆潜入！ポーランド航空 S2:
パイロット訓練 3(新)(二)

★CAR FIX: シボレー・モンテカルロ
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・ベルエ
アー(二)

オーバーホール 改造車の世界:
マーキュリー・クーガー(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

インフォマーシャル(日) ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

先進医療の現場Building
10: Ep. 1(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: イスラエル軍の最
新兵器1(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 彗
星の歌(二)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

バッド・チャド・カスタム: 1939
年式スチュードベーカー・コマン
ダー(字)

☆バッド・チャド・カスタム:
1934年式デソート・エアフ
ロー(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.21 戦
利品(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.7 ハ
ワイの火山(字)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

エクストリーム・サバイバル: スリルの代
償(字)

オーバーホール 改造車の世界:
マーキュリー・クーガー(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: イスラエル軍の最
新兵器1(二)

バッド・チャド・カスタム: 1939
年式スチュードベーカー・コマン
ダー(字)

バッド・チャド・カスタム: 1934
年式デソート・エアフロー(字)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1987年式コルベット
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダッジ・チャー
ジャー(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: コンバットシステム
(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)

NASA超常ファイル S2: ナチス
と月探査(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フィアット・ディーノ
(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.9 サ
バンナ(字)

サバイバルゲーム S1: Ep.8
太平洋(字)

★CAR FIX: 溶接ABC(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フィアット・ディーノ
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・ベルエア(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 最新式ガトリング
ガン(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 消
える衛星(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: 最新式ガトリング
ガン(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.15 夏編 回収(字)

世界ビックリ珍料理: ミシシッピ
川(字)

ミステリー・ミュージアム: 勘違い
されたハイジャック(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1970年式クーダ・コン
バーチブル(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: デロリアン(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 爆弾分解装置
(二)

大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大会
で(二)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビル
崩壊(二)

☆カスタム・マスター S4:
1957年式シボレー・コルベット
(新)(二)

★CAR FIX: 続・オフロード仕様
ジープ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーガン(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: マスタングとジョニー・デップ
(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人戦闘車両
(二)

オーバーホール 改造車の世界:
シボレー・ベルエア(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.15 夏編 回収
(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: ミシ
シッピ川(新)(字)

☆THE ISLAND S5: 挑戦
の舞台裏(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★先進医療の現場Building
10: Ep. 1(字)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 不可
解な暗黒物質(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーガン(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 冥王
星探査の危機(二)

出動！消防士密着24時: 民
家を襲う猛火(二)

インフォマーシャル(日)

★世界のモノ作り: スケボーウィール
ほか(字)

★NASA超常ファイル S3: 火
星の呪い(二)

BigドリームSmallハウス: シューズク
ローゼット付きの家(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ
ケット発射(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.15 越前和紙(新)(字)

★戦闘艦大全: 潜水艦(二)

21:55 ★メガ建造～不可能
への挑戦～ S3: 米海軍・沿
海域戦闘艦(二)

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)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 米海軍・沿海域戦闘艦
(二)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
ホタル(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)

バッド・チャド・カスタム: 1939
年式スチュードベーカー・コマン
ダー(字)

オーバーホール 改造車の世界:
マスタングとジョニー・デップ(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人戦闘車両
(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 米海軍・沿海域戦闘艦
(二)

解明・宇宙の仕組み: 不可解
な暗黒物質(二)

解明・宇宙の仕組み: 冥王星
の秘密(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)

世界ビックリ珍料理: ルート
66(字)

THE ISLAND S5: 挑戦の舞
台裏(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: 夢
追い人(二)

BigドリームSmallハウス: シューズク
ローゼット付きの家(二)
BigドリームSmallハウス: 古都の夢
ハウス(二)

戦闘艦大全: 潜水艦(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 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: アンフィカー(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆メガ輸送プロジェクト S2:
ミニ大量輸送(新)(二)

出動！消防士密着24時: 民
家を襲う猛火(二)

★戦場の真実: ファルージャの
戦闘(二)

★戦場の真実: ベトナム・フエ
攻防戦(二)

★歴史に残る空中戦: F4Uと
零戦(二)

メガ輸送プロジェクト S2: ミニ
大量輸送(二)

先進医療の現場Building
10: Ep. 1(字)

大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩壊
(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: パナマ 取り
残されて(二)

BigドリームSmallハウス: 古都の夢
ハウス(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: 1969年式オペル
GT(二)

★ミリタリー・モーターズ: エアス
トリーム／シボレーK30(二)

★世界のハイエンドSUV: フォ
ルクスワーゲン・アトラス(二)

★サバイバルゲーム S1: Ep.5
ネバダ山脈(字)

出動！消防士密着24時: 病
院危機一髪(二)

バッド・チャド・カスタム: 1934
年式デソート・エアフロー(字)

カスタム・マスター S4: 1957年
式シボレー・コルベット(二)

オーバーホール 改造車の世界:
シボレー・ベルエア(二)

Discovery MOTOR アワー

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)

☆潜入！ポーランド航空 S2:
改修作業 総仕上げ(新)(二)

★メガ・エアポート: ミスは許さ
れず(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 米海軍・沿海域戦闘艦
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.15 夏編 回収(字)

世界ビックリ珍料理: ミシシッピ
川(字)

THE ISLAND S5: 挑戦の舞
台裏(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.15 夏編 回収(字)

世界ビックリ珍料理: ミシシッピ
川(字)

解明・宇宙の仕組み: 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 S5: 時間の起源(二)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
遊泳の罠(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)
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サバイバルゲーム：生き残りの
秘訣(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の一攫千
金～ S8 特別編: 挑戦の舞台裏(二)

完全マニュアル: 航空母艦の作り方
(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の一
攫千金～ S8 特別編: 挑戦の舞台
裏(新)(二)
★完全マニュアル: 航空母艦の作り
方(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.16 夏編 最終
決戦(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: カルマンギア(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 身辺警護用兵
器(二)

Discovery Channel
2019年05月編成表

THE NAKED: パナマ 取り残
されて(二)

THE ISLAND S5: Ep.5 協
力(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: Cノッチ加工(二)

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

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)

メガ輸送プロジェクト S2: ミニ
大量輸送(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: オフロード仕様ジープ
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 非致死性兵器
(二)

大惨事の瞬間: Ep.52/ストームチェ
イス(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)

解明・宇宙の仕組み: 不可解
な暗黒物質(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム S1:
Ep.14 アイスランド(字)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.13メキシコ(字)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.12 オーストラリア(字)

THE ISLAND S5: 挑戦の舞
台裏(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: コブラでドリフト(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ＢＭＷ Ｍ５
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・エルカミーノ(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アラスカのストライ
カー装甲車(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: 1972年式ランチ
ア・フルヴィア(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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
サバイバルゲーム S1: Ep.14
アイスランド(字)

サバイバルゲーム S1: Ep.13
メキシコ(字)

サバイバルゲーム S1: Ep.12
オーストラリア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
の爪痕(二)

☆BigドリームSmallハウス: 自給
自足の家(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: リサイ
クルハウス(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ＢＭＷ Ｍ５
(二)

オーバーホール 改造車の世界:
シボレー・エルカミーノ(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アラスカのストライ
カー装甲車(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)

サバイバルゲーム S1: Ep.10
大湿地帯(字)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 「ローン・サバイバー」のため
のマスタング(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: イスラエル軍の最
新兵器2(二)

インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: UFOロズウェル
事件(字)

★NASA超常ファイル S3: 謎
の放射線(二)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(二)

★NASA超常ファイル S3: 奇
妙な光の球(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: A-10サンダーボ
ルト(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ パー
ト1(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
914(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)

NASA超常ファイル S3: 氷の
世界の生命体(二)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.11 アンデス山脈(字)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: シボレー・モンテカルロ
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・ベルエ
アー(二)

☆出動！消防士密着24時:
エンジン出火(新)(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.11
アンデス山脈(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★世界のモノ作り: 寄木張 ほか(字)

インフォマーシャル(日)

☆ミステリー・ミュージアム:
ネッシー捜索隊の新発見
(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ルノー・アルピーヌ
(二)

オーバーホール 改造車の世界:
ポンティアック・トランザム(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: A-10サンダーボ
ルト(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 移動型南極大陸研究
所(二)

バッド・チャド・カスタム: 1934
年式デソート・エアフロー(字)

☆バッド・チャド・カスタム: ロカ
ビリー・ウィークエンド
(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の一攫千
金～ S8 特別編: 挑戦の舞台裏(二)

完全マニュアル: 航空母艦の作り方
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: 夢
追い人(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
914(二)

オーバーホール 改造車の世界:
「ローン・サバイバー」のためのマ
スタング(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: イスラエル軍の最
新兵器2(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: イスラエル軍の最
新兵器1(二)

大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大竜
巻(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 彗星
の歌(二)

バッド・チャド・カスタム: 1934
年式デソート・エアフロー(字)

バッド・チャド・カスタム: ロカビ
リー・ウィークエンド(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 溶接ABC(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フィアット・ディーノ
(二)

大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビル崩
壊(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 最新式ガトリング
ガン(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 消え
る衛星(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 米海軍・沿海域戦闘艦
(二)

インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★先進医療の現場Building
10: Ep. 2(字)

☆世界ビックリ珍料理: ケイ
ジャン料理(新)(字)

★CAR FIX: 1971年式カマロ パー
ト2(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツGクラス(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1978
年式シボレー・ブレイザー 前編
(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人ヘリ(二)

★サバイバルゲーム：生き残り
の秘訣(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.16 夏編 最終決戦
(字)

ミステリー・ミュージアム: ネッシー
捜索隊の新発見(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 続・オフロード仕様ジープ
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーガン(二)

インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: ケネディ暗殺
事件(字)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン
スキー大会(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人戦闘車両
(二)

☆カスタム・マスター S4:
1957年式フェアレーン＆
1955年式ノマド(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ パー
ト3(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーＸＫ８
(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1978
年式シボレー・ブレイザー 後編
(字)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.10 大湿地帯(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: スーパーチャージャー
搭載(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ルノー・アルピーヌ
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ポンティアック・トランザム
(二)

21:55 メガ建造～不可能へ
の挑戦～ S4: フォード級航空
母艦(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 世に
も奇妙な惑星群(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーＸＫ８
(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)

NASA超常ファイル S3: 火星
の呪い(二)

出動！消防士密着24時: エ
ンジン出火(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)

★陰謀の歴史: CIAの洗脳実
験(字)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.16 日本そば(新)(字)

★戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

ミスフィット・ガレージ: 1978年
式シボレー・ブレイザー 後編
(字)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツGクラス(二)

ミスフィット・ガレージ: 1978年
式シボレー・ブレイザー 前編
(字)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人ヘリ(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: フォード級航空母艦(二)
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