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★秘境ハンター: エチオピア 砂
漠の幾何学模様(字)

★戦火の軍用機大全: 爆撃
機(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S16: Ep.2 トロンボーン(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン S2: 空飛
ぶ船(二)

★マスター・オブ・アームズ: 騎
兵刀(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S9: Ep.3
モンスター始動(新)(二)

★クラシックカー・コレクション: 1929
年式スタッツ・ロードスター(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート2(二)
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★ザ・無人島生活: Ep.2 シェ
ルター作り(字)

★ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1998年式３５５Ｆ
１スパイダー(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 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: 1991年式ロータ
ス・エランM100(二)

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.4
スーパー・タグボート(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ポンティアック・トランザ
ム(二)

★戦火の鉄道大全: 鉄道破
壊工作(二)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス
DC７衝突テスト(二)
インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 土
星を巡るデススター(二)

★宇宙の解体新書 S2: 木星
の秘密(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・秘境生活 S2: グアテマ
ラ(字)

★ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)

★秘境ハンター: ザンビア 奇妙
な黒点模様(字)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火か
ら400軒の大火災(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)

★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)

★戦争秘話: ベトナム戦争 フ
エの米海兵隊(二)

インフォマーシャル(日)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: バミューダトライアングル
(二)

秘境ハンター: エチオピア 砂漠
の幾何学模様(字)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)

★クラシックカー・コレクション: 旧車ヒ
ルクライム(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォルクスワーゲ
ン・ラビットGTI(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式ロータ
ス・エランM100(二)

★バッド・チャド・カスタム: 未来
の宇宙船カー 後編(字)

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)

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)

戦争秘話: ベトナム戦争 フエ
の米海兵隊(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォルクスワーゲ
ン・ラビットGTI(二)

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

★戦火の鉄道大全: 第一次
世界大戦下の鉄道(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)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えたマレーシア航空370
便(二)

★秘境ハンター: アマゾン 密
林の青い湖(字)

★ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1987年式オールズモ
ビル・カトラス(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)

★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)

★戦争秘話: 朝鮮戦争 長津
湖の伝説の中隊(二)

インフォマーシャル(日)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: ロアノーク植民地(二)

秘境ハンター: アマゾン 密林の
青い湖(字)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司
令部、大爆発(字)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 大自然と鉄道(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 巨大石油プラット
フォーム(二)
☆ミステリー・ミュージアム: 恐
怖の未確認モンスター
(新)(字)

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)

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)

戦争秘話: 朝鮮戦争 長津湖
の伝説の中隊(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.3 モンス
ター始動(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 超高速ジェットコース
ター(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1966年式フォードF-
100(二)

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

★戦火の鉄道大全: 第二次
世界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: アトランティス消失(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.3 モンス
ター始動(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: プリムス・ダスター大改
造(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダRX-7(二)

★カスタム・マスター S4:
1967年式シボレー・シェベル
(二)

★戦争秘話: 沖縄戦 シュ
ガーローフの戦い(二)

インフォマーシャル(日)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: アルカトラズ脱走犯(二)

秘境ハンター: ザンビア 奇妙な
黒点模様(字)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(字)

☆ガレージ・リハブ: 退役軍人
支援の店 パート2(新)(字)

☆ガレージ・リハブ: ハリケーン
被害からの復興(新)(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S9: Ep.1
独立宣言(二)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S9: Ep.2
一大決心(二)

戦争秘話: 沖縄戦 シュガー
ローフの戦い(二)

★ガレージ・リハブ: 退役軍人
支援の店 パート1(字)

ガレージ・リハブ: 退役軍人支
援の店 パート2(字)

マスター・オブ・アームズ: 騎兵
刀(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1967年式カマロ
(二)

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

★戦争秘話: バルジの戦いと
米軍工兵部隊(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)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 砂漠の幽霊船(二)

★マスター・オブ・アームズ: ラッ
パ銃(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1965年式シボレー・
インパラ(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)

★カスタム・マスター S4:
1957年式シボレー・コルベット
(二)

★戦争秘話: ラマディの戦いと
米陸軍の戦略(二)

インフォマーシャル(日)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: エールフランス447便(二)

ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S4: Ep.5 冬編 仲間割
れ(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: ポー
ル・リビア 真夜中の騎行
(新)(字)

★ザ・秘境生活: ベネズエラ
(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シトロエン
2CV(二)

カスタム・マスター S4: 1957
年式シボレー・コルベット(二)

戦争秘話: ラマディの戦いと米
陸軍の戦略(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.5 冬編 仲間割れ
(字)

世界ビックリ珍料理: ポール・リ
ビア 真夜中の騎行(字)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
生還への分岐点(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート1(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)

★戦争秘話: タラワの戦いと米
海兵隊(二)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)
★おあそびマスターズ: Ep.27(日)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えた黄金郷(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1979年式ポルシェ
911(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)

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

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
ヘリコプター揚陸艦「オーシャン」
(二)

インフォマーシャル(日)

★バミューダ・トライアングルの謎
に迫る(二)

ザ・秘境生活 S2: グアテマラ
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.1ハリスツイード(字)

★戦闘艦大全: 水雷艇(二)

21:55 ☆マスター・オブ・
アームズ: ロングライフル
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み: 中性
子星の悪夢(新)(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)

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

潜入！ロイヤル・ネイビー: ヘリ
コプター揚陸艦「オーシャン」
(二)

マスター・オブ・アームズ: ロング
ライフル(二)

解明・宇宙の仕組み: 中性子
星の悪夢(二)

宇宙の解体新書 S2: 木星の
秘密(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)

★世界ビックリ珍料理: コンキ
スタドールの足跡(字)

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

ガレージ・リハブ: ハリケーン被
害からの復興(字)

★クラシックカー・コレクション:
ベテランカーの祭典(二)

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

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン S2: 空飛ぶ
船(二)

MOTORアワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォルクスワーゲ
ン・ラビットGTI(二)

ガレージ・リハブ: 退役軍人支
援の店 パート2(字)

インフォマーシャル(日)

★ミリタリー・モーターズ S2: フ
レイトライナー ステップバン(二)

★SUPERCAR 2: ジャガー F
タイプ SVR(二)

★出動！消防士密着24時:
緊迫場面SP(二)

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)

マスター・オブ・アームズ: ロング
ライフル(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 巨大石油プラットフォーム
(二)

★NASA超常ファイル S3: 氷
の世界の生命体(二)

ザ・秘境生活: ベネズエラ(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.3 モンス
ター始動(二)

マスター・オブ・アームズ: ロング
ライフル(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: MGA(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ:
BMW2002tii(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.5
進水(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

★戦場の真実: 長津湖の戦
い(二)

★戦場の真実: バルジの戦い
(二)

★戦火の兵器大全: 情報分
析(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.5 進
水(二)

解剖！メガマシン S2: 空飛ぶ
船(二)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で
家が流される(字)
インフォマーシャル(日)

★ザ・無人島生活: Ep.3 狩
り(字)

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

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式ロータ
ス・エランM100(二)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(字)

★戦火の軍用機大全: 偵察
機(二)

★戦火の兵器大全: 全面戦
争(二)

戦闘艦大全: 水雷艇(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.5 冬編 仲間割れ
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.5 冬編 仲間割れ
(字)

ザ・秘境生活: ベネズエラ(字)

宇宙の解体新書 S2: 木星の
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: 超大国崩壊の危機
(二)
★NASA超常ファイル S3: 彗
星の歌(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
太陽電池パネルの災い(字)

マスター・オブ・アームズ: ロング
ライフル(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 巨大石油プラットフォーム
(二)
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★ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)

★戦火の軍用機大全: 空中
戦(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S16: Ep.3 サーフボード(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン S2: スー
パー・バイク(二)

マスター・オブ・アームズ: ラッパ
銃(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: オフロード仕様トラック
(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)

★カスタム・マスター S4:
1932年式フォード・ロードス
ター(二)
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ザ・無人島生活: Ep.3 狩り
(字)

ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート2(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)

世界ビックリ珍料理: アパラチア
料理(字)

宇宙ミッション・危機一髪！:
太陽電池パネルの災い(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1979年式ポルシェ
911(二)

戦争秘話: ベトナム戦争 フエ
の米海兵隊(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)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
バミューダトライアングル(二)

解明・宇宙の仕組み: 中性子
星の悪夢(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-峡谷(字)

★ザ・秘境生活 S2: ノル
ウェー(字)

★ザ・秘境生活 S2: フィリピン
(字)

ザ・秘境生活: ベネズエラ(字)

潜入！ロイヤル・ネイビー: フリ
ゲート「サザランド」(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー: フ
リゲート「サザランド」(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー:
水中のストーンヘンジ(二)

ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ
イスの結末(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2004年式ダッジ
ラムSRT10(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 名場面振り返り
SP(二)

☆クラシックカー・コレクション:
スティーブ・ジョブズのBMW
Z8(新)(二)

★バッド・チャド・カスタム:
1935年式ハップモービル(字)

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)

カスタム・マスター S4: 1932
年式フォード・ロードスター(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
砕氷型巡視船「プロテクター」
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦
闘機の空中爆発(字)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 橋と鉄道(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S4: ロンドン・アレイ(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S9: Ep.4
ダート・レイノルズ(新)(二)

☆ミステリー・ミュージアム: 生
きたユニコーンの正体
(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: アンフィカー(二)

放送休止

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2004年式ダッジ
ラムSRT10(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 名場面振り返り
SP(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.5 進
水(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1987年式オールズモビ
ル・カトラス(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)

戦争秘話: 朝鮮戦争 長津湖
の伝説の中隊(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 S2: パタゴニア
(字)

★ザ・秘境生活 S2: パタゴニ
ア(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式ファイヤー
バード・フォーミュラ(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)

★カスタム・マスター S4:
1967年式ポンティアックGTO
前編(二)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
ロアノーク植民地(二)

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダRX-7(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー:
サーペント・マウンドの謎(二)

★解明・地下世界ミステリー:
カポネの脱出トンネル(二)

戦争秘話: 沖縄戦 シュガー
ローフの戦い(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)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
アルカトラズ脱走犯(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.4 ダー
ト・レイノルズ(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)

☆ガレージ・リハブ: 崖っぷち
のバイクショップ(新)(字)

☆ガレージ・リハブ: 家族経営
の巨大ガレージ(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.3 モンス
ター始動(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・サンダー
バード(二)

★CAR FIX: ファイヤーバード
Y88(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・サンダー
バード(二)

★カスタム・マスター S4:
1967年式ポンティアックGTO
後編(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー: エ
リザベス女王の訪問(二)

インフォマーシャル(日)

カスタム・マスター S4: 1967
年式ポンティアックGTO 前編
(二)

カスタム・マスター S4: 1967
年式ポンティアックGTO 後編
(二)

ガレージ・リハブ: 崖っぷちのバ
イクショップ(字)

ガレージ・リハブ: 家族経営の
巨大ガレージ(字)

マスター・オブ・アームズ: ラッパ
銃(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)

戦争秘話: ラマディの戦いと米
陸軍の戦略(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)

ザ・秘境生活 S2: フィリピン
(字)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
エールフランス447便(二)

マスター・オブ・アームズ: ロング
ライフル(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ビッグブロックの修理
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガー・XJ-
C(二)

★ミリタリー・モーターズ S5: セ
ンチュリオン(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
ドック型輸送揚陸艦「アルビオ
ン」(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー:
歴史に埋もれた共同墓地(二)

ザ・秘境生活 S2: ノルウェー
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S4: Ep.6 冬編 過熱
(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: アパラ
チア料理(新)(字)

☆ミイラ・ミステリー: マヤ文明
の共同墓地(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガー・XJ-
C(二)

ミリタリー・モーターズ S5: セン
チュリオン(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ドッ
ク型輸送揚陸艦「アルビオン」
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.6 冬編 過熱(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マセラティ
3200GT(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ヘリ
コプター揚陸艦「オーシャン」
(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)

バミューダ・トライアングルの謎に
迫る(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 橋と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: オクテインVSマスタン
グGT(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: アウディ・TT(二)

★ミリタリー・モーターズ S5: 高
機動車「ジャッカル2」(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
ドック型輸送揚陸艦「ブルワー
ク」(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー:
恐竜の引っかき傷(二)

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.43/アポロ操
縦訓練(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S15:
Ep.2 ヘステンス製高級寝具(字)

★戦闘艦大全: 救助活動
(二)

21:55 ☆マスター・オブ・
アームズ: ジャンヌ・ダルクの剣
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み: 超新
星の恵み(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: アウディ・TT(二)

ミリタリー・モーターズ S5: 高機
動車「ジャッカル2」(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ドッ
ク型輸送揚陸艦「ブルワーク」
(二)

マスター・オブ・アームズ: ジャン
ヌ・ダルクの剣(二)

解明・宇宙の仕組み: 超新星
の恵み(二)

解明・宇宙の仕組み: 中性子
星の悪夢(二)

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)

★世界ビックリ珍料理: コロン
ブスの足跡(字)

★BigドリームSmallハウス: 旅芸人
の小さなトラック(二)

インフォマーシャル(日)

ガレージ・リハブ: 家族経営の
巨大ガレージ(字)

クラシックカー・コレクション: ス
ティーブ・ジョブズのBMW
Z8(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 父と息子のシボレー・ノヴァ
(二)

MOTORアワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2004年式ダッジ
ラムSRT10(二)

ガレージ・リハブ: 崖っぷちのバ
イクショップ(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: 名場面振り返り
SP(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 日産フェアレディZ
の海外モデル(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.6
初航海(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン S2: スー
パー・バイク(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)

マスター・オブ・アームズ: ジャン
ヌ・ダルクの剣(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ロンドン・アレイ(二)

NASA超常ファイル S3: 彗星
の歌(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.6 初
航海(二)

解剖！メガマシン S2: スー
パー・バイク(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)

★ザ・無人島生活: Ep.4 サ
バイバルの舞台裏(字)

★BigドリームSmallハウス: 俳句ハ
ウス(二)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸
失敗(二)

★戦火の兵器大全: ベトナム
戦争(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 橋と鉄道(二)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(二)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

ミイラ・ミステリー: マヤ文明の共
同墓地(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.4 ダー
ト・レイノルズ(二)

マスター・オブ・アームズ: ジャン
ヌ・ダルクの剣(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: AMCペーサー
(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ロンドン・アレイ(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.6 冬編 過熱(字)

ミイラ・ミステリー: マヤ文明の共
同墓地(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.6 冬編 過熱(字)

解明・宇宙の仕組み: 中性子
星の悪夢(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: 地球外生命体の宗教
(二)
★NASA超常ファイル S3: 消
える衛星(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
立ち往生(字)

放送休止 インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1965年式シボレー・イ
ンパラ(二)

マスター・オブ・アームズ: ジャン
ヌ・ダルクの剣(二)

★戦火の兵器大全: 冷戦時
代の核開発(二)

戦闘艦大全: 救助活動(二)

★ミリタリー・モーターズ S2: ア
ントノフ2 テスト飛行(二)

★SUPERCAR 2: 6代目シ
ボレー・カマロ(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 都市と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)
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☆クラシックカー・コレクション:
フィアット・アバルト レコード・
モンツァ(新)(二)

 特集：宇宙への挑戦

Discovery Channel
2019年07月編成表

ザ・無人島生活: Ep.4 サバイ
バルの舞台裏(字)

ザ・秘境生活: ベネズエラ(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: オフロード仕様トラック
(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)

潜入！ロイヤル・ネイビー: フリ
ゲート「サザランド」(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)

解明・地下世界ミステリー: 水
中のストーンヘンジ(二)

解明・宇宙の仕組み: 超新星
の恵み(二)

★サバイバル・男気クッキング:
ブルガリア-山脈(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー: カ
ポネの脱出トンネル(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.5 頼れ
る助っ人(二)

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-雲霧林(字)

★CAR FIX: 1969年式ポンティ
アック・GTO(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: VWタイプ2スプ
リットスクリーン(二)

★ミリタリー・モーターズ S5: ハ
マー輸入(二)

★ザ・特殊部隊: ネイビーシー
ルズ(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー:
カリフォルニア最後の日(二)

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.46/スーパー
バイク(二)

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

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: メルセデス・ベンツ
560SL(二)

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
S16: Ep.4 チェスセット(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン S2: 巨大
輸送機(二)

☆ガレージ・リハブ: 時代遅れ
の修理工場(新)(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.47/高層ビ
ル火災(二)

★ガレージ・リハブ: 発明家の
店(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: VWタイプ2スプ
リットスクリーン(二)

ミリタリー・モーターズ S5: ハ
マー輸入(二)

ザ・特殊部隊: ネイビーシール
ズ(字)

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

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

ザ・海洋メガビルダー: Ep.6 初
航海(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1971年式ファイヤー
バード・フォーミュラ(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)

潜入！ロイヤル・ネイビー: 砕
氷型巡視船「プロテクター」
(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)

解明・地下世界ミステリー:
サーペント・マウンドの謎(二)

ミイラ・ミステリー: マヤ文明の共
同墓地(字)

★サバイバル・男気クッキング:
ボルネオ-湿地(字)

★CAR FIX: ダッジ・スーパー・ビー
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMW Z1(二)

★ミリタリー・モーターズ S5: ア
ントノフ2との再会(二)

★ザ・特殊部隊: 米陸軍レン
ジャー(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー:
「新天地到達」秘史(二)

☆海洋メガマシン: 巨大消防
艇(新)(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S4: ハドソンヤード(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S9: Ep.5
頼れる助っ人(新)(二)

☆ミステリー・ミュージアム: 危
険コブラの襲撃(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMW Z1(二)

ミリタリー・モーターズ S5: アン
トノフ2との再会(二)

ザ・特殊部隊: 米陸軍レン
ジャー(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.4 ダー
ト・レイノルズ(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.5 頼れ
る助っ人(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ロンドン・アレイ(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ファイヤーバード
Y88(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・サンダー
バード(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: エリ
ザベス女王の訪問(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)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: シェルビー・コブラ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダラック・タイプ
L(二)

★ミリタリー・モーターズ S5: ハ
マー輸出と夜間飛行(二)

★ザ・特殊部隊: 民間軍事会
社(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー:
ミシガン湖 魔の三角域(二)

サバイバル・男気クッキング: メ
キシコ-雲霧林(字)

☆おあそびマスターズ:
Ep.28(新)(日)

☆ガレージ・リハブ: バイクレー
ス聖地の店(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.4 ダー
ト・レイノルズ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダラック・タイプ
L(二)

ミリタリー・モーターズ S5: ハ
マー輸出と夜間飛行(二)

ザ・特殊部隊: 民間軍事会社
(字)

ガレージ・リハブ: バイクレース
聖地の店(字)

↑

マスター・オブ・アームズ: ロング
ライフル(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ビッグブロックの修理(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガー・XJ-
C(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ドッ
ク型輸送揚陸艦「アルビオン」
(二)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
(二)
インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー: 歴
史に埋もれた共同墓地(二)

マスター・オブ・アームズ: ジャン
ヌ・ダルクの剣(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)

★CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: リンカーン・コンチ
ネンタル(二)

★ミリタリー・モーターズ S5: 水
陸両用飛行艇「HU-16」(二)

★ザ・特殊部隊: デルタフォー
ス(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
S2: ナチスの金塊(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.49/ロデオ大
会で(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S4: Ep.7 冬編 一攫千
金の夢(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: エリー
運河の旅(新)(字)

☆ミイラ・ミステリー: リンカー
ン暗殺者のミイラ(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: リンカーン・コンチ
ネンタル(二)

ミリタリー・モーターズ S5: 水陸
両用飛行艇「HU-16」(二)

ザ・特殊部隊: デルタフォース
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.7 冬編 一攫千金の
夢(字)

世界ビックリ珍料理: エリー運
河の旅(字)

宇宙ミッション・危機一髪！:
立ち往生(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: オクテインVSマスタング
GT(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: アウディ・TT(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ドッ
ク型輸送揚陸艦「ブルワーク」
(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)

解明・地下世界ミステリー: 恐
竜の引っかき傷(二)

海洋メガマシン: 巨大消防艇
(字)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:
マレーシア-島(字)

★CAR FIX: ポンティアック・フィエロ
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 名場面SP(二)

★ミリタリー・モーターズ S5: ス
クールバス改造(二)

★ザ・特殊部隊: フォース・リー
コン(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
S2: ソロモンの財宝(二)

サバイバル・男気クッキング: マ
レーシア-島(字)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケー
ン中継(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.3 折り畳み自転車(字)

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

21:55 ☆マスター・オブ・
アームズ: グレネードランチャー
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み: ブ
ラックホール 宇宙の設計者
(新)(二)
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 名場面SP(二)

ミリタリー・モーターズ S5: ス
クールバス改造(二)

ザ・特殊部隊: フォース・リーコ
ン(字)

マスター・オブ・アームズ: グレ
ネードランチャー(二)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホール 宇宙の設計者(二)

解明・宇宙の仕組み: 超新星
の恵み(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)

世界ビックリ珍料理: ポール・リ
ビア 真夜中の騎行(字)

★BigドリームSmallハウス: 走る小
さな消防署(二)
インフォマーシャル(日)

ガレージ・リハブ: バイクレース
聖地の店(字)

クラシックカー・コレクション: フィ
アット・アバルト レコード・モン
ツァ(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン S2: 巨大輸
送機(二)

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

ガレージ・リハブ: 時代遅れの
修理工場(字)

インフォマーシャル(日)

★ミリタリー・モーターズ S2: シ
ボレー・バン(二)

★SUPERCAR 2: ポルシェ
911(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩
壊(二)

☆月へ！米ソ開発競争の舞
台裏: ジェミニ計画／アポロ
計画(新)(字)

☆徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.1 アポロ1号の悲劇
(新)(字)

☆徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.2 着陸映像の真相
(新)(字)

☆月へ！米ソ開発競争の舞
台裏: マーキュリー計画
(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.5 頼れ
る助っ人(二)

マスター・オブ・アームズ: 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: フォルクスワーゲ
ン・タイプ181(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: デソート・ファイア
ドーム(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★スーパー！メカニズム: ニュー
ヨークのタクシー(二)

海洋メガマシン: 巨大消防艇
(字)

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

戦火の兵器大全: 冷戦時代
の核開発(二)

スーパー！メカニズム: ニュー
ヨークのタクシー(二)

解剖！メガマシン S2: 巨大輸
送機(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)

★大脱出！サバイバルレース:
ボルネオ(字)

★BigドリームSmallハウス: 湖畔の
移動式温室(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: メルセデス・ベンツ
560SL(二)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

☆徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.3 着陸の形跡(新)(字)

☆徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.4 危険な放射線帯
(新)(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.7 冬編 一攫千金の
夢(字)

解明・宇宙の仕組み: 超新星
の恵み(二)

☆イスラエル 月面着陸への挑
戦(新)(字)

☆月面探査レース：インドの
挑戦(新)(字)

ミイラ・ミステリー: リンカーン暗
殺者のミイラ(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S5: 貧富と遺伝(二)

★NASA超常ファイル S3: 火
星の呪い(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
空気を求めて(字)

マスター・オブ・アームズ: グレ
ネードランチャー(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ハドソンヤード(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.7 冬編 一攫千金の
夢(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28

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 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 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00
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★THE NAKED: 見どころ丸
出しSP(二)

☆火星への旅 完全ガイド
(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
S16: Ep.5 ダイヤル錠(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン S2: 新幹
線(二)

マスター・オブ・アームズ: ジャン
ヌ・ダルクの剣(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S9: Ep.6
ホフマンの亡霊(新)(二)

☆クラシックカー・コレクション:
1967年式ランボルギーニ
400GT(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: フォード フラットヘッド
(二)
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大脱出！サバイバルレース: ボ
ルネオ(字)

ミイラ・ミステリー: マヤ文明の共
同墓地(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1969年式ポンティアッ
ク・GTO(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: VWタイプ2スプ
リットスクリーン(二)

ザ・特殊部隊: ネイビーシール
ズ(字)

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)

解明・地下世界ミステリー: カリ
フォルニア最後の日(二)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホール 宇宙の設計者(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE NAKED: モントセラト
火山島(二)

★THE NAKED: 南ア 視聴
者の挑戦(二)

★THE NAKED: ベリーズ 嵐
のジャングル(二)

大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル
火災(二)

★名車再生！TOP5: 80年
代の車(二)

★宇宙の解体新書 S3: 謎の
天体・オウムアムア(二)

★宇宙の解体新書 S3: 続・
超大質量ブラックホール(二)

 特集：宇宙への挑戦
★NASA60年 栄光の軌跡と
未来(二)

★もっと解明・宇宙の仕組み
2時間SP(二)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: ハッブル宇宙望遠鏡(二)

★名車再生！TOP5: アメ車
(二)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: 宇宙ステーション(二)

★宇宙の解体新書 S3: 太陽
系誕生の謎(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)

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

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

★ガレージ・リハブ: 廃れたオフ
ロード専門店(字)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: スペースシャトル(二)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: サターンV(二)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: アポロ月着陸船(二)

★宇宙の解体新書 S3: 月の
真実(二)

★宇宙の解体新書 S3: 土星
の輪の秘密(二)

名車再生！TOP5: 80年代
の車(二)

★ミリタリー・モーターズ S5: A
型フォード(二)

★ザ・特殊部隊: CIA特殊活
動部(字)

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

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

スーパー！メカニズム: ニュー
ヨークのタクシー(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ダッジ・スーパー・ビー
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMW Z1(二)

ザ・特殊部隊: 米陸軍レン
ジャー(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー:
「新天地到達」秘史(二)

ミイラ・ミステリー: リンカーン暗
殺者のミイラ(字)

インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: 西インド諸
島 孤独の海(二)

★CAR FIX: GMC サイクロン(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)

☆海洋メガマシン: 世界最大
級クルーズ客船(新)(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S4: 上海ワンダーランド
(二)
☆ミステリー・ミュージアム:
ノーベル賞メダルの行方
(新)(字)

名車再生！TOP5: アメ車
(二)

★ミリタリー・モーターズ S5:
DC-3 航空機ビジネス(二)

★ザ・特殊部隊: 国務省外交
保安局(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.6 ホフマ
ンの亡霊(二)

海洋メガマシン: 世界最大級
クルーズ客船(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ハドソンヤード(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: シェルビー・コブラ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダラック・タイプ
L(二)

ザ・特殊部隊: 民間軍事会社
(字)

★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)

解明・地下世界ミステリー: ミ
シガン湖 魔の三角域(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.6 ホフマ
ンの亡霊(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: シボレー・カマロ
ZL1(二)

★名車再生！TOP5: マイク
ロカー(二)

★宇宙の解体新書 S3: 超巨
大嵐(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
ル崩壊(二)

☆ガレージ・リハブ 再訪
SP2(新)(字)

★ガレージ・リハブ: 散らかし放
題の店(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.5 頼れ
る助っ人(二)

名車再生！TOP5: マイクロ
カー(二)

★ミリタリー・モーターズ S5: 水
陸両用車ライン川下り 前編
(二)

★ザ・特殊部隊: 世界の精鋭
部隊(字)

ガレージ・リハブ 再訪SP2(字)

ガレージ・リハブ: 散らかし放題
の店(字)

マスター・オブ・アームズ: ジャン
ヌ・ダルクの剣(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: リンカーン・コンチ
ネンタル(二)

ザ・特殊部隊: デルタフォース
(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)

解明・地下世界ミステリー S2:
ナチスの金塊(二)

マスター・オブ・アームズ: グレ
ネードランチャー(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ランボルギーニ・ウラカ
ン(二)

★名車再生！TOP5: パ
フォーマンスカー(二)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: 火星探査計画(二)

★宇宙の解体新書 S3: エイ
リアンの巨大建造物(二)

★宇宙の解体新書 S3: 太陽
系外衛星を探して(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)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S4: Ep.8 冬編 沈みゆ
く宝(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: ゴール
ドラッシュの面影(新)(字)

☆ミイラ・ミステリー: 雲上の
民のミイラ(新)(字)

名車再生！TOP5: パフォーマ
ンスカー(二)

★ミリタリー・モーターズ S5: 水
陸両用車ライン川下り 後編
(二)

★密着！台湾軍エリート部
隊: 先鋭部隊・フロッグマン
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.8 冬編 沈みゆく宝
(字)

世界ビックリ珍料理: ゴールド
ラッシュの面影(字)

宇宙ミッション・危機一髪！:
空気を求めて(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ポンティアック・フィエロ
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 名場面SP(二)

ザ・特殊部隊: フォース・リーコ
ン(字)

おあそびマスターズ: Ep.28(日)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー S2:
ソロモンの財宝(二)

海洋メガマシン: 世界最大級
クルーズ客船(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ポンティアック･トランザ
ム(二)

★名車再生！TOP5: 視聴
者投票(二)

★宇宙の解体新書 S3: 冥王
星の秘密(二)

★宇宙の解体新書 S3: 宇宙
ホログラム説(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)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.4 ストラトキャスター(字)

★戦火の鉄道大全: ナチスの
巨大列車砲(二)

21:55 ☆マスター・オブ・
アームズ: カトラス付きピスト
ル(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み: 星雲
の秘密(新)(二)

名車再生！TOP5: 視聴者
投票(二)

★ミリタリー・モーターズ S5:
フォードM151の行方(二)

★密着！台湾軍エリート部
隊: 選ばれし猛者たち(二)

マスター・オブ・アームズ: カトラ
ス付きピストル(二)

解明・宇宙の仕組み: 星雲の
秘密(二)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホール 宇宙の設計者(二)

大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩壊
(二)
インフォマーシャル(日)

世界ビックリ珍料理: アパラチア
料理(字)

★BigドリームSmallハウス: SFベイ
エリアの小さな豪邸(二)
インフォマーシャル(日)

ガレージ・リハブ: 散らかし放題
の店(字)

クラシックカー・コレクション:
1967年式ランボルギーニ
400GT(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ナンバーワン・カマロ(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン S2: 新幹線
(二)

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

ガレージ・リハブ 再訪SP2(字)

★SUPERCAR 2: アウディ
R8 V10プラス(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 橋と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
離陸訓練(二)

☆人類は火星に行くべきか
(新)(字)

☆徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.5 ロケット開発者の証言
(新)(字)

☆徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.6 月着陸船の奇跡
(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.6 ホフマ
ンの亡霊(二)

マスター・オブ・アームズ: カトラ
ス付きピストル(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベスト・オブ・
USA(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ローバー
P5B(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★スーパー！メカニズム: グラン
ドセントラル駅(二)

海洋メガマシン: 世界最大級
クルーズ客船(字)

★ノルマンディー上陸作戦のす
べて（2時間）(二)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

スーパー！メカニズム: グランド
セントラル駅(二)

解剖！メガマシン S2: 新幹線
(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)

★大脱出！サバイバルレース:
カザフスタン(字)

★BigドリームSmallハウス: ミッドセ
ンチュリーモダンの家(二)
インフォマーシャル(日)

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

★ミリタリー・モーターズ S3: ア
ントノフ2 旅立ち(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(二)

☆ムーン・ウォーズ(新)(字)

もっと解明・宇宙の仕組み 2
時間SP(二)

☆アポロ計画 失われた映像
(新)(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.8 冬編 沈みゆく宝
(字)

ミイラ・ミステリー: 雲上の民のミ
イラ(字)

月へ！米ソ開発競争の舞台
裏: マーキュリー計画(字)

プラネットグリーン

月へ！米ソ開発競争の舞台
裏: ジェミニ計画／アポロ計画
(字)
★NASA超常ファイル S3: 謎
の放射線(二)

★宇宙新時代: 月資源開発
レース(字)

マスター・オブ・アームズ: カトラ
ス付きピストル(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 上海ワンダーランド(二)
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大脱出！サバイバルレース: カ
ザフスタン(字)

ミイラ・ミステリー: リンカーン暗
殺者のミイラ(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: フォード フラットヘッド
(二)

名車再生！TOP5: 80年代
の車(二)

海洋メガマシン: 最強バケット
浚渫船(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 上海ワンダーランド(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: シボレー・カマロ
ZL1(二)

ザ・特殊部隊: CIA特殊活動
部(字)

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)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.1 アポロ1号の悲劇(字)

解明・宇宙の仕組み: 星雲の
秘密(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE NAKED: アマゾン 衝
突する世界(二)

★THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼2(二)

★THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼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)

★CAR FIX: ダッジ・バイパー(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: インド(二)

★ミリタリー・モーターズ S5:
AMゼネラル M923トラック
(二)

★密着！台湾軍エリート部
隊: 究極の選抜試験(二)

インフォマーシャル(日)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.1 アポロ1号の悲劇(字)

THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼1(二)

おあそびマスターズ: Ep.28(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
PV544(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
マスター・オブ・アームズ: グレ
ネードランチャー(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S9: Ep.7
支払いの行方(新)(二)

☆クラシックカー・コレクション:
100年前のハーレーダビッドソ
ン(新)(二)

☆海洋メガマシン: 最強バケッ
ト浚渫船(新)(字)

★ガレージ・リハブ: ゴルフカート
専門店の挑戦(字)

名車再生！マイクのワールドツ
アー: インド(二)

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

名車再生！TOP5: アメ車
(二)

ザ・特殊部隊: 国務省外交保
安局(字)

インフォマーシャル(日)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.2 着陸映像の真相(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)

★CAR FIX: リンカーン・コンチネン
タル(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: イギリス(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.7 支払
いの行方(二)

★ミリタリー・モーターズ S5:
HU-16 購入準備(二)

★米軍・エリートへの道: 陸軍
レンジャー(二)

インフォマーシャル(日)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.2 着陸映像の真相(字)

THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼2(二)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S4: ジェットスーツ(二)

☆ミステリー・ミュージアム: ミ
ケランジェロの贋作(新)(字)

名車再生！マイクのワールドツ
アー: イギリス(二)

ミリタリー・モーターズ S5: HU-
16 購入準備(二)

米軍・エリートへの道: 陸軍レ
ンジャー(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: スウェーデン(二)

★ミリタリー・モーターズ S5:
VL100ヴィスタライナー(二)

★米軍・エリートへの道: 空軍
パラレスキュー(二)

インフォマーシャル(日)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.3 着陸の形跡(字)

ミリタリー・モーターズ S5:
VL100ヴィスタライナー(二)

米軍・エリートへの道: 空軍パ
ラレスキュー(二)

名車再生！TOP5: マイクロ
カー(二)

ザ・特殊部隊: 世界の精鋭部
隊(字)

大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビル
崩壊(二)
インフォマーシャル(日)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.3 着陸の形跡(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.7 支払
いの行方(二)

ファスト＆ラウド（2時間）:
実物大ホットウィールSP（2時
間）(字)

THE NAKED: アマゾン 衝突
する世界(二)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン
スキー大会(二)

インフォマーシャル(日)

★ファスト＆ラウド（2時間）:
実物大ホットウィールSP（2時
間）(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.6 ホフマ
ンの亡霊(二)

名車再生！マイクのワールドツ
アー: スウェーデン(二)

★CAR FIX: 1400馬力 スープラ
(二)
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