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★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 雪山の試練(二)

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)

★秘境ハンター: シベリア 森の
中の巨大クレーター(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)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 太陽系 闇の歴史(二)

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: 人類は神に
なるのか?(二)
★NASA超常ファイル シーズン
3: すぐ近くの地球型惑星(二)

★宇宙ミッション・危機一髪!:
ミール火災事故(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)アドルフ・ヒトラー年代記: パー

ト4 1939-1945年(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)

★戦闘艦大全: 世界大戦時
代の戦闘艦(二)

★戦闘艦大全: 潜水艦(二)

★戦場の真実: ファルージャの
戦闘(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)

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ 夜の盗難事件(二)

秘境ハンター: シベリア 森の中
の巨大クレーター(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 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 シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ
後編(二)
★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: スクールバス輸送作戦(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
1: 世界一短いハマー(二)

大革新～世界を変えた発明
品～: ロケット(字)

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)

★大革新～世界を変えた発
明品～: ロケット(字)

★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)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン2: ナ
ミビア(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)

ミイラ・ミステリー: 伝説的海賊
の財宝(字)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

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

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

★兵器革命: 巨大兵器(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)

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)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
雪山の試練(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 破壊
力(字)

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)

★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)

★完全マニュアル: オクトコプターの
作り方(字)

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)

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)

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: 宇宙服の作り方
(字)

兵器革命: 機動性(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・遭難サバイバル: ブルガリ
ア(字)

★CAR FIX シーズン4: 1955年
式インパラワゴン(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)

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)

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)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
離陸訓練(二)

☆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)

☆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)

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)

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)

★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)

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)

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)

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)

★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)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 戦争
と市民(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)

★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)

★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)

★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)

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)

★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

★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 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)

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)

★ザ・遭難サバイバル: マダガ
スカル(字)

★CAR FIX シーズン4: カマロ
Z28(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)

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)

★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 雪山の試練(二)

THE NAKED シーズン4 特
別編: サバイバル不能(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:
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)

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)

MOTORアワー

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)

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)

★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)

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)

★カスタム・マスター シーズン4:
1952年式ポンティアック(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)

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:
タイ(字)

★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:
ヒマラヤ山脈(字)

THE NAKED シーズン4 特
別編: サバイバル不能(二)
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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)
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24:00 ミリタリーSP 24:00
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25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.8 夏編 重圧
(字)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.1 カネの降る島(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 時空の神秘(二)

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: 影の宇宙
(二)
★NASA超常ファイル シーズン
3: ヒンデンブルク号とナチス
(二)

★宇宙ミッション・危機一髪!:
宇宙の難破船(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン
1: 風力タービン(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
軍用車両を運搬せよ(二)

大惨事の瞬間: Ep.62/アルペンス
キー大会(二)

★戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

★戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

★戦場の真実: ベトナム・フエ
攻防戦(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.8 夏編 重圧
(字)

★兵器革命: ステルス性(二)

戦場の真実: ファルージャの戦
闘(二)

大革新～世界を変えた発明
品～: スマートフォン(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: 超高層ビル「ザ・
シャード」(二)

大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球大
会で(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン2: パ
タゴニア(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 俳句ハウス(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 シーズン15: アン
トの1965年式マスタング(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
1: エアストリーム／シボレー
K30(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ノー
ブル M12 GTO(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・UK(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～: スマートフォン
(新)(字)

兵器革命: 巨大兵器(二)

戦闘艦大全: 世界大戦時代
の戦闘艦(二)

戦闘艦大全: 潜水艦(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
軍用車両を運搬せよ(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン
1: 風力タービン(二)

ミイラ・ミステリー: マヤ文明の共
同墓地(字)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 灼熱地獄(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.1 カネの降る島(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
5: センチュリオン(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1952年式ポンティアック 後編
(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: 超高層ビル「ザ・
シャード」(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: パ
ンテーラ大改造 パート1(字)

MOTORアワー

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球大
会で(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
1: REO社 巨大トラック(二)

大革新～世界を変えた発明
品～: スマートフォン(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 後編(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: バージニア級原子
力潜水艦(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
謎の天体・オウムアムア(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 時空の神秘(二)

大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水の
爪痕(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 灼熱地獄(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 旅芸人の小さなトラック(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン4: パ
ンテーラ大改造 パート2(字)

★JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X エ
ンジン交換(二)

21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン5: センチュリオン(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 シーズン
3: 謎の天体・オウムアムア
(二)

★組立再生!リアセンブラー
シーズン1: 芝刈り機(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: 名場
面振り返りSP(二)

カスタム・マスター シーズン2:
2013年式ダッジチャレンジャー
(二)

ナチス オカルト思想の帝国: ヒ
トラーのゾンビ部隊(二)

★ナチス オカルト思想の帝国:
ヒトラーのゾンビ部隊(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)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.1 バハ・カリフォルニア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
の爪痕(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン2: バージニア級原
子力潜水艦(二)

兵器革命: 破壊力(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.1 バハ・カリフォルニア(字)

★CAR FIX シーズン4: 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 シーズン15: 名場
面振り返りSP(二)

★カスタム・マスター シーズン2:
2013年式ダッジチャレンジャー
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.8 夏編 重圧
(字)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.1 カネの降る島(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 シーズン4: 1955年
式インパラワゴン(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)

大惨事の瞬間: Ep.59/全米最大
級ハリケーン(二)

☆おあそびマスターズ:
Ep.33(新)(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
北緯37度線のUFO(字)

☆THE NAKED シーズン4:
ニカラグア 灼熱地獄
(新)(二)

☆THE ISLAND シーズン
6: Ep.1 カネの降る島
(新)(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: 超高層ビル
「ザ・シャード」(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2004年式ダッジラム
SRT10(二)
カスタム・マスター シーズン2:
1964年式マリブ(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 戦争
と市民(字)

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:
海底の巨大UFO(字)

ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.8 夏編
重圧(新)(字)

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)

★ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)

★CAR FIX シーズン4: ポンティアッ
ク・トランザム(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2004年式ダッジラム
SRT10(二)
★カスタム・マスター シーズン2:
1964年式マリブ(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: パ
ンテーラ大改造 パート1(字)

ファスト＆ラウド シーズン4: パ
ンテーラ大改造 パート2(字)

★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)

★CAR FIX シーズン4: カマロ
Z28(二)

★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)

★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)

★怪事件ファイル シーズン2:
ミステリー総集編(字)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
パンテーラ大改造 パート2(字)

★戦火の鉄道大全: 第二次
世界大戦下の鉄道(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)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1991年式ロータス・エラン
M100(二)
カスタム・マスター シーズン2:
1954年式フォード(二)

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: 危
険な発明(字)

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)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛
が観客席に(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
パンテーラ大改造 パート1(字)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
軍用車両を運搬せよ(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・遭難サバイバル: ボリビア
(字)

★CAR FIX シーズン4: 1998年
式３５５Ｆ１スパイダー(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1991年式ロータス・エラン
M100(二)
★カスタム・マスター シーズン2:
1954年式フォード(二)

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 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 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)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)

★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 軍用車両を運搬せよ(二)

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ 夜の盗難事件(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: 風力タービン(二)

★ミイラ・ミステリー: マヤ文明の
共同墓地(字)

放送休止

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ 夜の盗難事件(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: ルマン
GTO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 シーズン15: フォル
クスワーゲン・ラビットGTI(二)

★カスタム・マスター シーズン2:
1942年式インパラ(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 奇
襲攻撃(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
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)

★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)

★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)

★ザ・遭難サバイバル: ラオス
(字)

☆名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: ア
ントの1965年式マスタング
(新)(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)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1991年式アルファロメオ
164L(二)
カスタム・マスター シーズン2:
1932年式ロードスター(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 海戦
(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
後編(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)

ザ・遭難サバイバル: モンゴル
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン
スキー大会(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)

★カスタム・マスター シーズン4:
緑色の1969年式カマロ(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)

★怪事件ファイル シーズン2:
実録「エクソシスト」(字)

ザ・遭難サバイバル: ラオス
(字)

★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: トヨタ・
フォーランナー(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1991年式アルファロメオ
164L(二)
★カスタム・マスター シーズン2:
1932年式ロードスター(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 海
戦(字)

★カスタム・マスター シーズン1:
オートラマ・カーショー(二)

★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)

インフォマーシャル(日)

★ダーク・シークレット: 人をのみ込む
家(二)

★ザ・遭難サバイバル: モンゴ
ル(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)

★怪事件ファイル シーズン2:
影人間／太陽の奇跡(字)
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ザ・秘境生活 シーズン2: ナミ
ビア(字)

★THE NAKED シーズン4:
メキシコ 夜の盗難事件(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)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: アン
トの1965年式マスタング(二)

★兵器革命: 破壊力(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: BMW
M6(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
12/9 12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15

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

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 ☆潜入!ロシア軍のすべて: デルタ
III型原子力潜水艦(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

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: ギザの大ピラミッド(字)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
暗闇の悪夢(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.9 夏編 黄金
の夢(字)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.2 ためらい(字)

★戦場の真実: ベトナム・ケサ
ンの戦い(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.9 夏編 黄金
の夢(字)

宇宙の解体新書 シーズン3:
謎の天体・オウムアムア(二)

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: 超大国崩壊
の危機(二)
★NASA超常ファイル シーズン
3: 金星・生命体の存在(二)

★宇宙ミッション・危機一髪!:
漏れた有毒物質(字)

★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)

組立再生!リアセンブラー シー
ズン1: 芝刈り機(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社
の爆発火災(二)

★戦闘艦大全: 装甲艦(二)

★戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

★兵器革命: 防御(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

海洋メガマシン: 巨大消防艇
(字)

戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

戦場の真実: ベトナム・フエ攻
防戦(二)

海洋メガマシン: 巨大消防艇
(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: パナマ運河オー
バーホール(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)

★ザ・秘境生活 シーズン2:
フィリピン(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 湖畔の移動式温室(二)

★ダーク・シークレット: ゾンビに
なった女性(二)
THE NAKED シーズン4: ブラ
ジル 禁断の果実(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.2 ためらい(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
5: 高機動車「ジャッカル2」
(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 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 シーズン13: メル
セデス・ベンツ560SL(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3: パナマ運河オー
バーホール(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事
故(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
暗闇の悪夢(二)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: ギザの大ピラミッド(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン4: 四
駆のシボレー・カマロ(字)

★JDM!日本車カスタム in
US: 1972年式日産スカイラ
インGT-R(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1969年式カマロ(二)

ファスト＆ラウド シーズン4:
ハーレーダビッドソンWLA(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14: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
1: BTR-50装甲兵員輸送車
(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
2: シボレー・コルベット ペース
カー(二)

カスタム・マスター シーズン2:
カッパー・キャディー(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヘル
マン・ゲーリング(二)

潜入!ロシア軍のすべて: デルタIII
型原子力潜水艦(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 核ミサイル
のボディーガード(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)

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)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: ブラ
ジル 禁断の果実(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 走る小さな消防署(二)

★大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス
墜落(二)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべて:
核ミサイルのボディーガード(新)(二)

21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン5: 高機動車「ジャッカ
ル2」(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★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)

★組立再生!リアセンブラー
シーズン1: レトロな黒電話
(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:
1985年式メルセデス・ベンツ
300TD(二)
★カスタム・マスター シーズン2:
カッパー・キャディー(二)

★ヒトラー帝国の黒幕たち: ヘ
ルマン・ゲーリング(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 影
人間／太陽の奇跡(字)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.6 トランシルバニアの森
(字)

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)

ミリタリー・モーターズ シーズン
5: センチュリオン(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.6 トランシルバニアの森
(字)

★CAR FIX シーズン4: プリムス・ダ
スター大改造(二)

カスタム・マスター シーズン2:
1960年式キャデラック(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヨー
ゼフ・ゲッベルス(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.9 夏編 黄金
の夢(字)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.2 ためらい(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 シーズン4: 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 シーズン15: 名場
面振り返りSP(二)

カスタム・マスター シーズン2:
2013年式ダッジチャレンジャー
(二)

大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水の
爪痕(二)

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.9 夏編
黄金の夢(新)(字)

☆THE NAKED シーズン4:
ブラジル 禁断の果実
(新)(二)

☆THE ISLAND シーズン
6: Ep.2 ためらい(新)(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3: パナマ運河オー
バーホール(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:
1970年式VWタイプ3ファスト
バック(二)
★カスタム・マスター シーズン2:
1960年式キャデラック(二)

★ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヨーゼフ・ゲッベルス(二)

インフォマーシャル(日)

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)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.5 アラスカ・ユーコン(字)

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)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: バージニア級原子
力潜水艦(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.5 アラスカ・ユーコン(字)

★CAR FIX シーズン4: 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 シーズン15:
2000年式ポルシェ996(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)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ハイ
ンリヒ・ヒムラー(二)

ファスト＆ラウド シーズン4:
ハーレーダビッドソンWLA(字)

ファスト＆ラウド シーズン4: 四
駆のシボレー・カマロ(字)

★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: ポンティアッ
ク・トランザム(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2004年式ダッジラム
SRT10(二)
カスタム・マスター シーズン2:
1964年式マリブ(二)

★ヒトラー帝国の黒幕たち: ハ
インリヒ・ヒムラー(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
日航機UFO遭遇事件(字)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.4 サウスダコタ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット
脱出(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
ハーレーダビッドソンWLA(字)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
暗闇の悪夢(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.4 サウスダコタ(字)

★CAR FIX シーズン4: 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 シーズン15:
2000年式ポルシェ996(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)

カスタム・マスター シーズン2:
1967年式シボレー・ノヴァ(二)

ナチス オカルト思想の帝国: ヒ
トラーの宗教政策(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
暗闇の悪夢(二)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: ギザの大ピラミッド(字)

組立再生!リアセンブラー シー
ズン1: 芝刈り機(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1998年式
３５５Ｆ１スパイダー(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1991年式ロータス・エラン
M100(二)
カスタム・マスター シーズン2:
1954年式フォード(二)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)

★怪事件ファイル シーズン2:
巨人の谷(字)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.3 アイルランド(字)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)

★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 暗闇の悪夢(二)

兵器革命: ステルス性(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆徹底検証・もしもいま建設
したら: ギザの大ピラミッド
(新)(字)

★ミイラ・ミステリー: リンカーン
暗殺者のミイラ(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式マツダRX-7(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
四駆のシボレー・カマロ(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: バージニア級原子
力潜水艦(二)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 灼熱地獄(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 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 シーズン15:
1985年式マツダRX-7(二)

★カスタム・マスター シーズン2:
1967年式シボレー・ノヴァ(二)

★ナチス オカルト思想の帝国:
ヒトラーの宗教政策(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: フォル
クスワーゲン・ラビットGTI(二)

カスタム・マスター シーズン2:
1942年式インパラ(二)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 実
録「エクソシスト」(字)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.3 アイルランド(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)

★バッド・チャド・カスタム:
1934年式デソート・エアフロー
(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1974年式ジェンセン・ヒーレー
(二)
カスタム・マスター シーズン2:
1969年式カマロ(二)

ナチス オカルト思想の帝国:
死を招く神秘主義(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: アン
トの1965年式マスタング(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)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.2 米南部・大湿地帯(字)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: アン
トの1965年式マスタング(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★カスタム・マスター シーズン4:
1967年式シボレー・ノヴァ(二)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 灼熱地獄(二)

バッド・チャド・カスタム: 1934
年式デソート・エアフロー(字)

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)

★CAR FIX シーズン4: 1967年
式カマロ(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1974年式ジェンセン・ヒーレー
(二)
★カスタム・マスター シーズン2:
1969年式カマロ(二)

★ナチス オカルト思想の帝国:
死を招く神秘主義(二)

カスタム・マスター シーズン2:
1932年式ロードスター(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)

インフォマーシャル(日)

★ダーク・シークレット: 別人になった
帰還兵(二)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.2 米南部・大湿地帯(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)

怪事件ファイル シーズン2: 謎
の人型ミイラ(字)

大惨事の瞬間: Ep.59/全米最大
級ハリケーン(二)
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ザ・秘境生活 シーズン2: パタ
ゴニア(字)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 灼熱地獄(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: トヨタ・フォー
ランナー(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1991年式アルファロメオ
164L(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)

大革新～世界を変えた発明
品～: スマートフォン(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: ルマンGTOコ
ンバーチブル(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
12/16 12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22

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

15:30 15:30

16:00 ★戦闘艦大全: 冷戦時代 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 ☆潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏で
の任務 パート1(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

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

THE ISLAND シーズン6:
Ep.3 疑惑(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.10 夏編 父の
日(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)

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: 地球外生命
体の宗教(二)
★NASA超常ファイル シーズン
3: 砂漠地帯・謎の宇宙船
(二)

★宇宙ミッション・危機一髪!:
秘密任務からのSOS(字)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: コロッセオ(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)

★戦闘艦大全: 水雷艇(二)

★戦場の真実: カンダハルの
戦い(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
氷の罠(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.10 夏編 父の
日(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 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 シーズン14:
1973年式マスタング・マッハ１
(二)
★ミリタリー・モーターズ シーズン
2: アントノフ2 飛行計画(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
2: フォードM151(二)

組立再生!リアセンブラー シー
ズン1: レトロな黒電話(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ランド
ローバー・シリーズIIA(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★海洋メガマシン: 世界最大
級クルーズ客船(字)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

戦場の真実: ベトナム・ケサン
の戦い(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～
シーズン3: 世界最大級の船
(二)

大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社の
爆発火災(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン2: ノ
ルウェー(字)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: コロッセオ(字)

ミイラ・ミステリー: モーセの正体
(字)

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ マヤの亡霊(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.3 疑惑(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
5: ハマー輸入(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ホン
ダ・シビックCVCC(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: SFベイエリアの小さな豪邸(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン4:
1980年式シボレー・エルカミー
ノ パート2(字)

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 シーズン3:
1957年式シボレー ガッサース
タイル(二)

★兵器革命: 兵站(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3: 世界最大級の船
(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
氷の罠(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)

カスタム・マスター シーズン3:
1972年式 シボレー・ブレイ
ザー(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ハン
ス・フランク(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏で
の任務 パート1(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏で
の任務 パート2(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
月の真実(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)

大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事故
(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ マヤの亡霊(二)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.11 サバイバル術１(字)

☆中国・貴州省の今: Ep.2 夢の
実現(新)(字)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべて:
北極圏での任務 パート2(新)(二)

21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン5: ハマー輸入(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 シーズン
3: 月の真実(二)

★組立再生!リアセンブラー
シーズン1: エレキギター(二)

★CAR FIX シーズン5: 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 シーズン14: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1972年式 シボレー・ブレイ
ザー(二)

★ヒトラー帝国の黒幕たち: ハ
ンス・フランク(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
2: 宇宙からの破壊兵器(二)

大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス墜
落(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 影
人間／太陽の奇跡(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
5: 高機動車「ジャッカル2」
(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.11 サバイバル術１(字)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.3 疑惑(字)

ミイラ・ミステリー: モーセの正体
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 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 シーズン15:
1985年式メルセデス・ベンツ
300TD(二)
カスタム・マスター シーズン2:
カッパー・キャディー(二)

☆THE NAKED シーズン4:
メキシコ マヤの亡霊(新)(二)

☆THE ISLAND シーズン
6: Ep.3 疑惑(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: アン
トの1965年式マスタング(二)

カスタム・マスター シーズン3:
1957年式シボレー ガッサース
タイル(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: カー
ル・デーニッツ(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.10 夏編 父の
日(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
2: 分裂する小惑星(二)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.10 ヘルズ峡谷(字)

☆中国・貴州省の今: Ep.1 自然
の恵み(新)(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.10 夏編
父の日(新)(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3: 世界最大級の
船(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 核ミサイル
のボディーガード(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 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 シーズン15: アン
トの1965年式マスタング(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1957年式シボレー ガッサース
タイル(二)

★ヒトラー帝国の黒幕たち:
カール・デーニッツ(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 核ミサイル
のボディーガード(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)

カスタム・マスター シーズン3:
1969年式カマロ(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヨー
ゼフ・メンゲレ(二)

ファスト＆ラウド シーズン4:
1980年式シボレー・エルカミー
ノ パート1(字)

ファスト＆ラウド シーズン4:
1980年式シボレー・エルカミー
ノ パート2(字)

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)

CAR FIX シーズン4: 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 シーズン15:
1970年式VWタイプ3ファスト
バック(二)

★ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヨーゼフ・メンゲレ(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
2: 月面着陸の真相(二)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.9 ドミニカの無人島(字)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
1980年式シボレー・エルカミー
ノ パート1(字)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
氷の罠(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14:

1982年式トヨタ・スープラ(二)

★CAR FIX シーズン5: 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 シーズン15:
1971年式シボレーC10(二)

カスタム・マスター シーズン3:
1969年式カマロ(二)

大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊(二)

インフォマーシャル(日)

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)

潜入!ロシア軍のすべて: デルタIII
型原子力潜水艦(二)

カスタム・マスター シーズン3:
1952年式ポンティアック 後編
(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: アル
ベルト・シュペーア(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
氷の罠(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 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 シーズン15:
2000年式ポルシェ996(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)

大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット脱
出(二)

★NASA超常ファイル シーズン
2: 水星の氷(二)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.8 ベリーズのジャングル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース
事故(二)

★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 氷の罠(二)

兵器革命: 防御(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆徹底検証・もしもいま建設
したら: コロッセオ(新)(字)

★ミイラ・ミステリー: モーセの正
体(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
後編(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
1980年式シボレー・エルカミー
ノ パート2(字)

潜入!ロシア軍のすべて: デルタIII
型原子力潜水艦(二)

THE NAKED シーズン4: ブラ
ジル 禁断の果実(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 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 シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ
後編(二)
カスタム・マスター シーズン3:
1952年式ポンティアック 後編
(二)

★ヒトラー帝国の黒幕たち: ア
ルベルト・シュペーア(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式マツダRX-7(二)

カスタム・マスター シーズン2:
1967年式シボレー・ノヴァ(二)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 巨
人の谷(字)

ファスト＆ラウド シーズン4:
1980年式シボレー・エルカミー

ノ パート1(字)

MOTORアワー

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2: 日
航機UFO遭遇事件(字)

カスタム・マスター シーズン2:
1960年式キャデラック(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式マスタング・マッハ１
(二)
★バッド・チャド・カスタム: 未来
の宇宙船カー 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:
1965年式プリムス・バラクーダ
前編(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)

ヒトラー帝国の黒幕たち: アド
ルフ・アイヒマン(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1982年式トヨタ・スープラ(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)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.7 トルコ・アナトリア高原
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火
災(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1982年式トヨタ・スープラ(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★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)

THE NAKED シーズン4: ブラ
ジル 禁断の果実(二)

★バッド・チャド・カスタム: ロカ
ビリー・ウィークエンド(字)

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)

★CAR FIX シーズン4: 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 シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ
前編(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)

★ヒトラー帝国の黒幕たち: ア
ドルフ・アイヒマン(二)

カスタム・マスター シーズン2:
1969年式カマロ(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)

★ダーク・シークレット: 謎の巨大海
洋生物(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.7 トルコ・アナトリア高原
(字)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.8 ベリーズのジャングル(字)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.9 ドミニカの無人島(字)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.10 ヘルズ峡谷(字)
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ザ・秘境生活 シーズン2: フィリ
ピン(字)

THE NAKED シーズン4: ブラ
ジル 禁断の果実(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1967年式カ
マロ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1974年式ジェンセン・ヒーレー
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式マスタング・マッハ１
(二)
ミリタリー・モーターズ シーズン
5: センチュリオン(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: ジープ・ラング
ラーJK　パート1(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
12/23 12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29

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 ☆潜入!ロシア軍のすべて: ヤーセン
M型原子力潜水艦(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 日本車SP 23:00

23:30 23:30

24:00 ミリタリーSP 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

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: レクサスLS400 前編
(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: レクサスLS400 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: トヨタ・初代MR2 後編
(二)
THE ISLAND シーズン6:
Ep.4 焦り(字)

☆スペースタイム・宇宙ガイド:
火星への旅(新)(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
月の真実(二)

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: 貧富と遺伝
(二)
★NASA超常ファイル シーズン
1: 謎の光の群れ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1982年式トヨタ・スープラ(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン4: 月の秘密(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14:
1994年式三菱GTO(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
2: フレイトライナー ステップバン
(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
2: アントノフ2 テスト飛行(二)

組立再生!リアセンブラー シー
ズン1: エレキギター(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★海洋メガマシン: 最強バケッ
ト浚渫船(字)

戦闘艦大全: 冷戦時代(二)

戦闘艦大全: 水雷艇(二)

戦場の真実: カンダハルの戦い
(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～
シーズン3: 巨大電波望遠鏡
(二)

☆現代中国の発想力: チャイニー
ズ・ドリーム(新)(字)

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)

インフォマーシャル(日)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: バリスタとシェフの家(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン3: もうひとつの地球(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン4: 車の材料の起源(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン4: 太陽系の果て(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式サーブ・96(二)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン4: 超大質量ブラックホール
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン4: 宇宙形成の原動力(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 夢の多機能バン(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン4: 地球の未来と金星(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: バ
レットジャクソンと1955年式シ
ボレー パート2(字)

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 シーズン3:
1972年式 シボレー・ブレイ
ザー(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: バ
レットジャクソンと1955年式シ
ボレー パート1(字)

MOTORアワー

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3: 巨大電波望遠鏡
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン4: 生命の起源(二)

潜入!ロシア軍のすべて: ヤーセン
M型原子力潜水艦(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 防空ミサ
イルシステム「トール」(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
月の真実(二)

☆現代中国の発想力: 高齢化社
会(新)(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: ミシ
シッピ 湿地帯の女王(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1964年式フォード・ランチェロ
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン3: 宇宙の最初の1秒間
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン3: 土星(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン3: 大量絶滅(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン3: 天の川銀河の誕生(二)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべて:
防空ミサイルシステム「トール」

☆現代中国の発想力: 食糧難対
策(新)(字)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン2:
宇宙からの破壊兵器(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
5: ハマー輸入(二)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.4 テキサスの砂漠(字)

インフォマーシャル(日)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.4 焦り(字)

ミイラ・ミステリー: 炎に焼かれた
ツタンカーメン(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: 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 シーズン14: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)

カスタム・マスター シーズン3:
1972年式 シボレー・ブレイ
ザー(二)

☆THE ISLAND シーズン
6: Ep.4 焦り(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1965年式ワーゲンバス 21ウ
インドウ(二)

★アドルフ・ヒトラー年代記:
パート2 1929-1938年(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.11 夏編 海底
にて(字)

21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン5: アントノフ2との再会
(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 シーズン
3: 土星の輪の秘密(二)

☆THE NAKED シーズン4:
ミシシッピ 湿地帯の女王
(新)(二)

★アドルフ・ヒトラー年代記:
パート3 1938-1943年(二)

★アドルフ・ヒトラー年代記:
パート4 1939-1945年(二)

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)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1964年式フォード・ランチェロ
(二)

★CAR FIX シーズン5: 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 シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン2: 小惑星(二)

兵器革命: 兵站(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン2: 地球の誕生(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン3: 太陽(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン3: 宇宙の終わり(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.11 夏編
海底にて(新)(字)

★CAR FIX シーズン5: シェルビー・
コブラ(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン2:
分裂する小惑星(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏で
の任務 パート1(二)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.3 ベトナム(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏で
の任務 パート2(二)

インフォマーシャル(日)

★アドルフ・ヒトラー年代記:
パート1 1889-1929年(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: バ
レットジャクソンと1955年式シ
ボレー パート1(字)

ファスト＆ラウド シーズン4: バ
レットジャクソンと1955年式シ
ボレー パート2(字)

潜入!ロシア軍のすべて: デルタIII
型原子力潜水艦(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 核ミサイル
のボディーガード(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: 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 シーズン15: アン
トの1965年式マスタング(二)

カスタム・マスター シーズン3:
1957年式シボレー ガッサース
タイル(二)

★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工
場爆発(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
バレットジャクソンと1955年式
シボレー パート2(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏で
の任務 パート1(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏で
の任務 パート2(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン3: 宇宙移民(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式サーブ・96(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1929年式フォード・ロードス
ター(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
2014年式ジャガーXJL(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.4 焦り(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ボル
ボPV544(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: シボ
レーLUV(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
レスキュー大作戦(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.2 北極圏(字)

★CAR FIX シーズン5: 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 シーズン14:
1973年式サーブ・96(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン2: メガストーム(二)

宇宙メガ特集
★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン2: 火山(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン2: 彗星(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン3: 木星(二)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: ブルックリン橋(字)

組立再生!リアセンブラー シー
ズン1: エレキギター(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: 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 シーズン15:
1971年式シボレーC10(二)

カスタム・マスター シーズン3:
1969年式カマロ(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆徹底検証・もしもいま建設
したら: ブルックリン橋
(新)(字)
★ミイラ・ミステリー: 炎に焼か
れたツタンカーメン(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式マスタング・マッハ１
(二)
カスタム・マスター シーズン3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 後編(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ベ
ニート・ムッソリーニ(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
レスキュー大作戦(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
2: 宇宙遊泳の罠(二)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.1 アラバマ(字)

☆中国・貴州省の今: Ep.4 次世
代の飛躍(新)(字)

★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: レスキュー大作戦(二)

★組立再生!リアセンブラー
シーズン2: おもちゃの鉄道
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン2: 太陽系外惑星(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン2: メガフレア(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン2: 星の軌道(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
バレットジャクソンと1955年式
シボレー パート1(字)

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ マヤの亡霊(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 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 シーズン14:
1973年式マスタング・マッハ１
(二)
★カスタム・マスター シーズン3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 後編(二)

★ヒトラー帝国の黒幕たち: ベ
ニート・ムッソリーニ(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)
カスタム・マスター シーズン3:
1952年式ポンティアック 後編
(二)

大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース事
故(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン2:
水星の氷(二)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.1 アラバマ(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(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 シーズン14:
1982年式トヨタ・スープラ(二)

カスタム・マスター シーズン3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 前編(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヴィル
ヘルム・カナリス(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式サーブ・96(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
2: 宇宙ホタル(二)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.12 サバイバル術2(字)

☆中国・貴州省の今: Ep.3 伝統
の継承(新)(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式サーブ・96(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★カスタム・マスター シーズン4:
1927年式シャドウ・ロッド(二)

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ マヤの亡霊(二)

バッド・チャド・カスタム: 未来の
宇宙船カー 前編(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3: 巨大電波望遠
鏡(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
月の真実(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 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 シーズン14:
1982年式トヨタ・スープラ(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 前編(二)

★ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヴィルヘルム・カナリス(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)

大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火災
(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★ダーク・シークレット: ニカラグアの
怪物(二)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.12 サバイバル術2(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン2:
月面着陸の真相(二)
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ザ・秘境生活 シーズン2: ノル
ウェー(字)

THE NAKED シーズン4: メキ
シコ マヤの亡霊(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 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14:
1994年式三菱GTO(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
5: 高機動車「ジャッカル2」
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: 1979年式ポ
ルシェ911(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5

4:00 日本車SP 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

23:00 23:00
★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)

23:30 23:30

24:00 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7: 暗黒宇宙の戦い(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: カッシーニ最後の功績
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 地球外生命体を探して
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 第二の地球は見つかるの
か?(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: 時空の神秘(二)

★もっと解明・宇宙の仕組み
2時間SP(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 超新星の恵み(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: ブラックホール 宇宙の設
計者(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 星雲の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 星間空間の謎(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 天王星と海王星(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 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: スズキSJ410 後編(二)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェ
クト: いすゞベレット1600GTR 1(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェ
クト: いすゞベレット1600GTR 2(日)

★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7: 中性子星の悪夢(二)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェ
クト: いすゞベレット1600GTR 3(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)★クラシックカー・コレクション シーズン
8: ダットサン280Z（日産フェアレ
ディZ）(二)★ファスト＆ラウド シーズン5:
75年式ダットサン280Z(字)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
続・75年式ダットサン
280Z(字)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 謎の天体・クエーサー
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 天の川の死(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 小惑星衝突(二)

★人類は火星に行くべきか
(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)

★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)

★JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X エ
ンジン交換(二)

★JDM!日本車カスタム in
US: 1972年式日産スカイラ
インGT-R(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: ブラックホールは実在する
のか?(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 準惑星の奇妙な世界
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 連星の秘密(二)

★火星への旅 完全ガイド(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)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 世にも奇妙な惑星群
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 不可解な暗黒物質(二)

☆スペースタイム・宇宙ガイド:
人類 再び月へ(新)(二)

★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 通信不能(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆徹底検証・もしもいま建設
したら: ローマ水道(新)(字)

THE NAKED シーズン4: ミシ
シッピ 湿地帯の女王(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: 日産
フェアレディZの海外モデル(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 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 シーズン14:
1965年式オースチン・ヒーレー
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 死をもたらす星(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 冥王星の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 火星 生命誕生と絶滅
(二)

★名車再生!あの車は今: マ
ツダMX-5(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
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 シーズン14:
1965年式ダッジA100(二)

☆密着12年!中国こども成
⾧記: 成⾧と変貌(新)(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: 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 シーズン14:
1973年式マスタング・マッハ１
(二)
カスタム・マスター シーズン3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 後編(二)

☆現代中国の発想力: 運命共同
体(新)(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.6 撮影秘話1(字)

★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)

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11: マツ
ダRX-7(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)

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

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 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 シーズン14:
1965年式ダッジA100(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 太陽系第9惑星の謎
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 宇宙の超危険エリア(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン4: 海の誕生(二)

カスタム・マスター シーズン3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 前編(二)

☆現代中国の発想力: 伝統の継
承(新)(字)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン2:
宇宙ホタル(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
土星の輪の秘密(二)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.5 アラスカ・チュガッチ山地

(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)

NASA超常ファイル シーズン2:
宇宙遊泳の罠(二)

THE NAKED シーズン4: ミシ
シッピ 湿地帯の女王(二)

Discovery Channel
2019年12月編成表

大脱出!サバイバルレース: ボ
ルネオ(字)

☆密着12年!中国こども成
⾧記: 環境と人格形成
(新)(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: 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 シーズン14:
1982年式トヨタ・スープラ(二)

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

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: ビッグバンは本当に起きた
のか?(二)

宇宙メガ特集

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式マツダRX-7(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式 日産・510型系

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

日本車SP

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: ブラックホール成⾧の秘密
(二)

☆スペースタイム・宇宙ガイド:
宇宙飛行士の生活(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
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 シーズン14:
1965年式ダッジA100(二)


