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★メガ輸送プロジェクト シーズ

ン2: ミニ大量輸送(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.13 夏編 秘密

兵器(字)

★ミイラ・ミステリー: 炎に焼か

れたツタンカーメン(字)

★ベーリング海のゴールドラッ

シュ シーズン4: Ep.13 夏編

秘密兵器(字)

★解明・宇宙の仕組み シーズ

ン7: カッシーニ最後の功績

(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6: 時間は逆行

するのか？(二)

★NASA超常ファイル シーズン

3: すぐ近くの地球型惑星(二)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大脱

走(字)

★戦火の鉄道大全: 鉄道破

壊工作(二)

★戦火の兵器大全: 第一次

世界大戦(二)

★海洋メガマシン: 潮力発電

タービン(字)

★戦火の兵器大全: 第二次

世界大戦(二)

★歴史の分岐点: 太平洋での

戦い(字)

★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: F4Uと

零戦(二)

★スーパー！メカニズム シーズ

ン2: 未来の地下鉄(二)

★解剖！メガマシン シーズン

2: 救難ヘリ(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)

★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: 豪華ハウスボート(二)

★宇宙から発見！海の財宝を

探せ: Ep.3 コロンブスとの接

点(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.11 復活(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え

た鉄道秘話(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)

★スーパー！メカニズム シーズ

ン2: 未来の地下鉄(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 戦車(二)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で

家が流される(字)

海洋メガマシン: 潮力発電ター

ビン(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: ミニ大量輸送(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)

ミイラ・ミステリー: 炎に焼かれた

ツタンカーメン(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン シーズン2:

救難ヘリ(二)

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13: ポル

シェ912E(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン

3: 寄せ集めハマー(二)

インフォマーシャル(日)

★ミリタリー・モーターズ シーズン

3: ジェットエンジン搭載 BTR-

50(二)

★海洋メガマシン: ミシシッピ川

のモンスター(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13: マセ

ラティ・ビトゥルボ(二)

インフォマーシャル(日)

★BigドリームSmallハウス シーズン

6: アラスカの自然満喫ロッジ(二)

インフォマーシャル(日)

野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:

釣りガール総集編（ジムニー）(日)

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)

★カスタムカー シーズン2: レク

サスIS300(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: ジープCJ7 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: ジープCJ7 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界

シーズン8: ポルシェ356(二)

潜入・これが米軍だ！: 超汚

い(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 戦車(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: カッシーニ最後の功績(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)

ダーク・ウォーターズ: Ep.3 巨

大ノーザンパイクを探せ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最

悪ガス管爆発事故(字)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン

16: Ep.10 カスタネット(新)(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン

15: Ep.9 鰹節(字)

★戦火の鉄道大全: 鉄道破

壊工作(二)

21:55 ★メガ輸送プロジェクト

シーズン2: 戦車(二)

☆解明・宇宙の仕組み シーズ

ン7: 地球外生命体を探して

(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: ジープCJ7 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世

界 シーズン8: ポルシェ

356(二)

潜入・これが米軍だ！: 超汚

い(字)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: 空から降ってきた魚

(字)

サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.6 ニュージーランド北島

(字)

★サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.6 ニュージーランド北島

(字)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: 勘違いされたハイ

ジャック(字)

海洋メガマシン: 潮力発電ター

ビン(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 古き良

き自動車レース(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: ジープCJ7 前編(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.13 夏編 秘密

兵器(字)

ダーク・ウォーターズ: Ep.1 キン

グサーモンの行方(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン

11: ハドソン川の奇跡(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: ダットサン

280Z（日産フェアレディZ）(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: ポルシェ928 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: ポルシェ928 後編(二)

★ミリタリー大百科 シーズン1:

速射(二)

大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェイ

崩落(二)

インフォマーシャル(日)

☆ダーク・ウォーターズ: Ep.3

巨大ノーザンパイクを探せ

(新)(二)

☆ミイラ・ミステリー: 炎に焼か

れたツタンカーメン(新)(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: ポルシェ911 2.7Sタルガ 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: ポルシェ911 2.7Sタルガ 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界

シーズン7: シボレー・ノヴァ(二)

潜入・これが米軍だ！: 超巨

大(字)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: トーニャvsナンシー

(字)

サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.5 ニュージーランド南島

(字)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街

の大規模地滑り(字)

★解剖！メガマシン シーズン

2: 救難ヘリ(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ

シュ シーズン4: Ep.13 夏編

秘密兵器(新)(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ナッ

シュ・ランブラー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン4: ポルシェ911 2.7Sタルガ 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: ポルシェ911 2.7Sタルガ 後編

(二)

★オーバーホール 改造車の世

界 シーズン7: シボレー・ノヴァ

(二)

潜入・これが米軍だ！: 超巨

大(字)

★ミリタリー大百科 シーズン1:

ボディアーマー(二)

大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン制

御不能(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.5 ニュージーランド南島

(字)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: 北朝鮮映画の怪獣

フィギュア(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)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 後編

(二)

オーバーホール 改造車の世界

シーズン7: シボレー・インパラ

(二)

米軍・エリートへの道 シーズン

2: 海軍特殊舟艇チーム上級

編(二)

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)

メガ建造～不可能への挑戦～

シーズン3: 米海軍・沿海域戦

闘艦(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ACブリ

ストル／ポルシェ・スピードスター(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: メルセデス・ベンツ190E 前編

(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: メルセデス・ベンツ190E 後編

(二)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ

ロケット大爆発(字)

メガ建造～不可能への挑戦～

シーズン3: 米海軍・沿海域戦

闘艦(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)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.10 父子鷹(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 前編

(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 後編

(二)

★オーバーホール 改造車の世

界 シーズン7: シボレー・インパ

ラ(二)

米軍・エリートへの道 シーズン

2: 海軍特殊舟艇チーム上級

編(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: 磁力を持つ少女(字)

サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.4 サバイバル術復習編

(字)

★サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.4 サバイバル術復習編

(字)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン11: アポロ誘導コンピュータ

(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.11 復活(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ルノー・

ジョリー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 前編

(二)

名車再生！あの車は今: ジー

プCJ7(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.10 父子鷹(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: ミニ大量輸送(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ビート

ル・マニア(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)

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)

★ミリタリー大百科 シーズン1:

狙撃銃(二)

大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・離

陸失敗(二)

インフォマーシャル(日)

★メガ輸送プロジェクト シーズ

ン2: ミニ大量輸送(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン

11: 疑惑のマラソンランナー

(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン14:

1988年式ジープ・グランドワゴ

24:55 名車再生！クラシック

カー・ディーラーズ シーズン9:

ウィリスジープ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー

ズ シーズン4: ジープCJ7 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: ジープCJ7 後編(二)

★CAR FIX シーズン4: ジープ・ラン

グラーJK　パート2(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火から

400軒の大火災(二)

野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:

釣りガール総集編（ジムニー）(日)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ シーズン9:

Ep.11 復活(新)(二)

☆海洋メガマシン: 潮力発電

タービン(新)(字)

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら

し: 釣りガール総集編（ジムニー）

(新)(日)

★名車再生！クラシックカー・ディー

ラーズ シーズン14: 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 シーズン9: ウィリス

ジープ(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン4: ジープCJ7 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: ジープCJ7 後編(二)

★名車再生！あの車は今:

ジープCJ7(二)

大惨事の瞬間: Ep.19/航空母艦

上の着陸事故(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.3 マレーシア(字)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン11: タイタニック号のバイオ

リン(字)

ミイラ・ミステリー: UFOといけに

え(字)

インフォマーシャル(日)

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)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン12: フォル

クスワーゲン・コラードVR6(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン12: 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 シーズン11: VW

タイプ2スプリットスクリーン(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13: ポル

シェ912E(二)

スーパー！メカニズム シーズン

2: ロサンゼルス港(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: シボレーG

バン(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン2: VWビートルベースのバギー 前

編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン2: VWビートルベースのバギー 後

編(二)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガス

タンク爆発(二)

野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:

完成・試乗　釣りガール編(日)

☆クラシックカー・コレクション

シーズン10: マイク・ブルー

ワー参戦(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13: マセ

ラティ・ビトゥルボ(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13: ポル

シェ912E(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:

崖っぷちのバイクショップ(字)

★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)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン12: フォル

クスワーゲン・コラードVR6(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン12: 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 シーズン11: VW

タイプ2スプリットスクリーン(二)

★CAR FIX シーズン4: ジープ・ラン

グラーJK　パート1(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.2 ボルネオのジャングル

(字)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン11: ロケット開発秘話

(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン

7: カッシーニ最後の功績(二)

インフォマーシャル(日)

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら

し: 完成・試乗　釣りガール編(新)(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン2: MGB GT 後編(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超

危険(字)

大惨事の瞬間: Ep.18/タンクロー

リー事故(二)

Discovery Channel

2019年09月編成表

ザ・秘境生活 シーズン2: パタ

ゴニア(字)

ミイラ・ミステリー: リンドウマン

(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ゴルフ

GTI(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン2: MGB GT 前編(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超き

つい(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8

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 ミリタリーSP 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

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4: Ep.14 夏編 破壊

の町(字)

大脱出！サバイバルレース: ボ

ルネオ(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン

7: 地球外生命体を探して

(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6: 生きることの

意味(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)

★宇宙から発見！海の財宝を

探せ: Ep.4 照準(二)

海洋メガマシン: コンテナ輸送

(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: ガスタービン(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13:

1970年式フォード・ブロンコ

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ

イスの結末(字)

戦火の鉄道大全: 第一次世

界大戦下の鉄道(二)

★戦火の兵器大全: イギリス

陸軍工兵隊(二)

★歴史の分岐点: 朝鮮戦争

(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.14 夏編 破壊

の町(字)

★戦火の兵器大全: 勝利を

呼ぶ乗り物(二)

戦火の兵器大全: 第二次世

界大戦(二)

歴史の分岐点: 太平洋での

戦い(字)

スーパー！メカニズム シーズン

2: 石炭火力発電(二)

解剖！メガマシン シーズン2:

ジェットコースター(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)

★ザ・秘境生活 シーズン2: ノ

ルウェー(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン

7: 楽しいヨガハウス(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13: 2代

目シボレー・カマロ(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊

工作(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)

★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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★スーパー！メカニズム シーズ

ン2: 石炭火力発電(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 空母「プリンス・オブ・ウェー

ルズ」(二)

戦火の兵器大全: 第一次世

界大戦(二)

海洋メガマシン: コンテナ輸送

(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: ガスタービン(二)

インフォマーシャル(日)

★エクストリーム・サバイバル: 仕事

中の災難(字)

大脱出！サバイバルレース: ボ

ルネオ(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.12 悪魔の期限(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)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン シーズン2:

ジェットコースター(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン5:

1959年式フォードF100(字)

MOTORアワー

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客

船沈没(字)

★ミリタリー・モーターズ シーズン

4: アントノフ再び(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン

4: ＧＭＣバンデューラ(二)

★海洋メガマシン: 水深増加

プロジェクト(字)

インフォマーシャル(日)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 空母「プリンス・オブ・ウェー

ルズ」(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

7: 地球外生命体を探して

(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)

ダーク・ウォーターズ: Ep.4 ガル

ダ湖 伝説の怪物(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン

7: 南部の魅力満載ハウス(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1959年式フォード

F100(字)

クラシックカー・コレクション シー

ズン10: 1962年式ジャガー・

Eタイプ シリーズ1(二)

21:55 ★メガ輸送プロジェクト

シーズン2: 空母「プリンス・オ

ブ・ウェールズ」(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シー

ズン7: 第二の地球は見つか

るのか？(新)(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: メルセデス・ベンツ280SL 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: メルセデス・ベンツ280SL 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界

シーズン8: キャデラック・エルド

ラド(二)

兵器のテクノロジー: ハイテク・

ヘリ(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: ミケランジェロの贋作

(字)

サバイバルゲーム：グルメ総集

編(字)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー

ス中の事故(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン

15: Ep.10 パルマハム(字)

★戦火の鉄道大全: 第一次

世界大戦下の鉄道(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン

16: Ep.11 ターボチャージャー(新)(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン

8: 原石の山(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン5: メルセデス・ベンツ280SL 前編

(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン5: メルセデス・ベンツ280SL 後編

(二)

★オーバーホール 改造車の世

界 シーズン8: キャデラック・エル

ドラド(二)

★兵器のテクノロジー: ハイテ

ク・ヘリ(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン4: ジープCJ7 後編(二)

★ミリタリー大百科 シーズン1:

戦闘機(二)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最

悪ガス管爆発事故(字)

☆おあそびマスターズ:

Ep.30(新)(日)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: 空から降ってきた魚

(字)

海洋メガマシン: コンテナ輸送

(字)

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)

オーバーホール 改造車の世界

シーズン8: ポンティアック・ファイ

ヤーバード(二)

兵器のテクノロジー: 戦闘機

(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.14 夏編 破壊

の町(字)

★ダーク・ウォーターズ: Ep.2

冷たい海の謎(二)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン11: 疑惑のマラソンラン

ナー(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 古き良

き自動車レース(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン4: ジープCJ7 前編(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: ノーベル賞メダルの行

方(字)

サバイバルゲーム：生き残りの

秘訣(字)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク

レーン転倒(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ

シュ シーズン4: Ep.14 夏編

破壊の町(新)(字)

☆ダーク・ウォーターズ: Ep.4

ガルダ湖 伝説の怪物

(新)(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン シーズン

2: ジェットコースター(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン

8: ザ・コレクション(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 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)

★オーバーホール 改造車の世

界 シーズン8: ポンティアック・

ファイヤーバード(二)

★兵器のテクノロジー: 戦闘機

(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン4: ポルシェ911 2.7Sタルガ 後編

(二)

★ミリタリー大百科 シーズン1:

爆撃機(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)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: トーニャvsナンシー

(字)

★メガ輸送プロジェクト シーズ

ン2: 戦車(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: シボレー・コルベットC4 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: シボレー・コルベットC4 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界

シーズン8: AMC・AMX(二)

兵器のテクノロジー: 防衛技術

(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:

1959年式フォードF100(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1959年式フォード

F100(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)

★クラシックカー・コレクション: ナッ

シュ・ランブラー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン4: ポルシェ911 2.7Sタルガ 前編

(二)

★オーバーホール 改造車の世

界 シーズン8: AMC・

AMX(二)

★兵器のテクノロジー: 防衛技

術(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: 危険コブラの襲撃

(字)

サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.9 ワイルド・ウエスト(字)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー

ファーが巨大波に…(字)

★ミリタリー大百科 シーズン1:

垂直離着陸機(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)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: 磁力を持つ少女(字)

☆クラシックカー・コレクション

シーズン10: 1962年式ジャ

ガー・Eタイプ シリーズ

1(新)(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.12 悪魔の期限(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン

8: アメチョのクルマ(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン4: シボレー・コルベットC4 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: シボレー・コルベットC4 後編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: BMW E24 635CSi 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界

シーズン8: 100台目記念 ダッ

ジA100(二)

兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ

ト(二)

★ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ シーズン9:

Ep.11 復活(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ルノー・

ジョリー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 前編

(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: レンジローバー・ヴォーグSE 後編

(二)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア

ショーの戦闘機事故(字)

☆海洋メガマシン: コンテナ輸

送(新)(字)

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2: ガスタービン(二)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン11: ツインタワー 伝説の綱

渡り(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ シーズン9:

Ep.12 悪魔の期限

(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: BMW E24 635CSi 前編(二)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: 恐怖のランタン(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)

★クラシックカー・コレクション シーズン

8: クライスラー300B(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.8 アイスランドの氷河(字)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン4: BMW E24 635CSi 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: アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ

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: アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ

後編(二)

オーバーホール 改造車の世界

シーズン8: サンビーム・タイガー

(二)

兵器のテクノロジー: 爆撃機

(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13:

1970年式フォード・ブロンコ

(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13: 2代

目シボレー・カマロ(二)

スーパー！メカニズム シーズン

2: 未来の地下鉄(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: フォー

ド・モデルT ハウスカー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: ランチア・デルタHFインテグラーレ

前編(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)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13:

1970年式フォード・ブロンコ

(二)
★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13: 2代

目シボレー・カマロ(二)

★JDM！日本車カスタム in

US: ダットサン240Z／トヨタ・

レビン(二)

☆ファスト＆ラウド シーズン5:

1959年式フォード

F100(新)(字)

☆ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1959年式フォード

F100(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.11 復活(二)

★大脱出！サバイバルレース:

ボルネオ(字)

★兵器のテクノロジー: 爆撃機

(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: 恐怖の未確認モンス

ター(字)

サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.7 ギレンホールもサバイバル

(字)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司

令部、大爆発(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★兵器のテクノロジー: 軍用ロ

ボット(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: 生きたユニコーンの正

体(字)

サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.8 アイスランドの氷河(字)

★解明・宇宙の仕組み シーズ

ン7: 地球外生命体を探して

(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ポル

シェ356SCカブリオレ(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン4: アルファロメオ スパイダー・ヴェロー

チェ 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: アルファロメオ スパイダー・ヴェロー

チェ 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世

界 シーズン8: サンビーム・タイ

ガー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン4: BMW E24 635CSi 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世

界 シーズン8: 100台目記念

ダッジA100(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)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: ネッシー捜索隊の新

発見(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★サバイバルゲーム：グルメ総

集編(字)

★サバイバルゲーム：生き残り

の秘訣(字)

★サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.9 ワイルド・ウエスト(字)

★サバイバルゲーム シーズン6:

Ep.7 ギレンホールもサバイバル

(字)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火か

ら400軒の大火災(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: VWトランスポルターT3 後編

(二)

★ミリタリー大百科 シーズン1:

大砲(二)
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ザ・秘境生活 シーズン2: フィリ

ピン(字)

★ミイラ・ミステリー: UFOといけ

にえ(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: キッセ

ル・カー／ビュイック・モデル16(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: VWトランスポルターT3 前編

(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン3: ランチア・デルタHFインテグラーレ

後編(二)

★ミリタリー大百科 シーズン1:

潜水艦(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15

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 15:00

15:30 15:30

16:00 ミリタリーSP 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

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 蒸気機関車(二)

★戦火の兵器大全: 全面戦

争(二)

★歴史の分岐点: 中東戦争

(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.15 夏編 脱落

(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.15 夏編 脱落

(字)

大脱出！サバイバルレース: カ

ザフスタン(字)

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)

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7: 秘密のない

世界(二)
★NASA超常ファイル シーズン

3: 金星・生命体の存在(二)

★宇宙から発見！海の財宝を

探せ: Ep.5 動く標的(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.1 メ

ガ造船所(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン

4: ミヒャエルの試験(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン

4: 水陸両用飛行艇(二)

アダムの怪しい実験: アイアンマ

ンスーツ(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパー

バイク(二)

戦火の鉄道大全: 第二次世

界大戦下の鉄道(二)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ

乗り物(二)

戦火の兵器大全: イギリス陸

軍工兵隊(二)

歴史の分岐点: 朝鮮戦争

(字)

★スーパー！メカニズム シーズ

ン2: 世界最大の豪華客船

(二)

目撃せよ！おどろき未来スコー

プ: ロボット技術(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)

ザ・秘境生活 シーズン1: ボル

ネオ島(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン

7: 新米パパママの夢の家(二)

インフォマーシャル(日)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.13 落とし穴(二)

戦火の鉄道大全: 第一次世

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14:

1973年式マスタング・マッハ１

(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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆アダムの怪しい実験: アイ

アンマンスーツ(新)(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠隔

武器(字)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸

失敗(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.1 メ

ガ造船所(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 蒸気機関車(二)

インフォマーシャル(日)

★エクストリーム・サバイバル: 雪山の

恐怖(字)

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)

ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1964年式フォード・ギャラ

クシー(字)

クラシックカー・コレクション シー

ズン10: 1960年式ルノー

4CVジョリー(二)

★カスタム・マスター シーズン2:

1970年式マスタング(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

目撃せよ！おどろき未来スコー

プ: ロボット技術(二)

インフォマーシャル(日)

MOTORアワー

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13:

1916年式キャデラック・タイプ

ファスト＆ラウド シーズン5:

1964年式フォード・ギャラク

シー(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)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後編

(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)

未来の戦争: ならずもの国家

(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠隔

武器(字)

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

7: 第二の地球は見つかるの

か？(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)

ダーク・ウォーターズ: Ep.5 太

古の川の巨大生物(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン

7: ハイエンドな男の城(二)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭き

ゴンドラ(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン

15: Ep.11 ドライトマト(字)

☆ヒストリー・オブ・ウェポン:

遠隔武器(新)(字)

21:55 ★戦火の鉄道大全:

第二次世界大戦下の鉄道

(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み シーズ

ン6: ブラックホールは実在する

のか？(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: 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

シーズン5: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後

編(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)

★未来の戦争: ならずもの国

家(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン

1: 小惑星のUFO墜落現場

(二)

ザ・秘境生活 シーズン1: ベネ

ズエラ(字)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム シーズン

12: ミケランジェロの贋作(字)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.1 メ

ガ造船所(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン8: シェ

ルビーマスタングGT350(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン5: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 前

編(二)

兵器のテクノロジー: 特殊部隊

(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.15 夏編 脱落

(字)

★ダーク・ウォーターズ: Ep.3

巨大ノーザンパイクを探せ(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン

11: ツインタワー 伝説の綱渡

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 シーズン

8: 原石の山(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: メルセデス・ベンツ280SL 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: メルセデス・ベンツ280SL 後編(二)

兵器のテクノロジー: ハイテク・

ヘリ(二)

大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレース

中の事故(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ

シュ シーズン4: Ep.15 夏編

脱落(新)(字)

☆ダーク・ウォーターズ: Ep.5

太古の川の巨大生物

(新)(二)

★大脱出！サバイバルレース:

カザフスタン(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: 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 シー

ズン5: シトロエンDS 後編(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2(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)

★兵器のテクノロジー: 特殊部

隊(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン

1: 太陽に開いた穴(二)

ザ・秘境生活 シーズン1: ボツ

ワナ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操

縦訓練(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン

12: ノーベル賞メダルの行方

(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 空母「プリンス・オブ・ウェー

ルズ」(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン8: 61

年式ジュリエッタ・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5: 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

シーズン5: シトロエンDS 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:

1964年式フォード・ギャラク

シー(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1964年式フォード・ギャラ

クシー(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 戦車(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン

8: ザ・コレクション(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 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)

兵器のテクノロジー: 戦闘機

(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)

☆ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1964年式フォード・ギャラ

クシー(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.12 悪魔の期限(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: ランドローバー・シリーズIIIステージ1

前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: ランドローバー・シリーズIIIステージ1

後編(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)

兵器のテクノロジー: 爆薬(二)

★兵器のテクノロジー: 爆薬

(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン

1: X字型の天体(二)

ザ・秘境生活 シーズン1: オー

ストラリア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電

車(二)

☆ファスト＆ラウド シーズン5:

1964年式フォード・ギャラク

シー(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.13 落とし穴(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン8: 「レ

インマン」のロードマスター(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン5: ランドローバー・シリーズIIIステー

ジ1 前編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン5: ランドローバー・シリーズIIIステー

ジ1 後編(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)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: シボレー・コルベットC4 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: シボレー・コルベットC4 後編(二)

兵器のテクノロジー: 防衛技術

(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)

ミステリー・ミュージアム シーズン

12: 危険コブラの襲撃(字)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン11: トイレットペーパー発

明(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: フィアット500 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: フィアット500 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: ポ

ルシェ996 パート2(字)

兵器のテクノロジー: 戦車(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.12 悪魔の期限(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン

1: 謎の光の群れ(二)

ザ・秘境生活 シーズン1: ルー

マニア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ

リースキー(二)

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.1

メガ造船所(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2: 蒸気機関車(二)

★クラシックカー・コレクション シーズン8: 弾

痕付きポルシェ356(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1:

ルーマニア(字)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン5: フィアット500 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン5: フィアット500 後編(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:

ポルシェ996 パート2(字)

★兵器のテクノロジー: 戦車

(二)

兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ

ト(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)

ミステリー・ミュージアム シーズン

12: 生きたユニコーンの正体

(字)

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)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: ロータス・エスプリ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: ロータス・エスプリ 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン3: ポ

ルシェ996 パート1(字)

兵器のテクノロジー: 高性能銃

(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13:

1916年式キャデラック・タイプ

53(二)

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)

スーパー！メカニズム シーズン

2: 石炭火力発電(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン

8: クライスラー300B(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: BMW E24 635CSi 前編(二)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン12: ミネソタ・アイスマン

(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: ボル

ネオ島(字)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦

闘機の空中爆発(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン13:

1916年式キャデラック・タイプ

53(二)
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)

★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)

★クラシックカー・コレクション シーズン8: 元

祖マイクロカー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン5: ロータス・エスプリ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン5: ロータス・エスプリ 後編(二)

★ファスト＆ラウド シーズン3:

ポルシェ996 パート1(字)

★兵器のテクノロジー: 高性能

銃(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4: アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ

後編(二)

兵器のテクノロジー: 爆撃機

(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)

ミステリー・ミュージアム シーズン

12: 恐怖の未確認モンスター

(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★ザ・秘境生活 シーズン1: ベ

ネズエラ(字)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ボ

ツワナ(字)

★ザ・秘境生活 シーズン1:

オーストラリア(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: BMW E24 635CSi 後編(二)

Discovery Channel

2019年09月編成表

ザ・秘境生活 シーズン2: ノル

ウェー(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)

クラシックカー・コレクション: ポルシェ

356SCカブリオレ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン4: アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ

前編(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.13 落とし穴(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 蒸気機関車(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン

8: アメチョのクルマ(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ボ

ルネオ島(字)

★戦火の兵器大全: 情報分

析(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 シーズン

16: Ep.12 レース用ヨットの帆(新)(字)
ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★目撃せよ！おどろき未来ス

コープ: ロボット技術(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 戦車(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ シーズン9:

Ep.13 落とし穴(新)(二)

☆クラシックカー・コレクション

シーズン10: 1960年式ル

ノー4CVジョリー(新)(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)

インフォマーシャル(日)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22

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 15:00

15:30 15:30

16:00 ミリタリーSP 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
23:53 ☆ディスカバリーモーターNews:

Vol.2(新)(日)

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

メガ輸送プロジェクト シーズン

1: スーパーヨット(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.16 夏編 発掘

(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠隔

武器(字)

★戦火の兵器大全: 冷戦時

代の核開発(二)

★歴史の分岐点: ベトナム戦

争(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.16 夏編 発掘

(字)

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)

大脱出！サバイバルレース: モ

ンゴル(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマン 時空の

彼方 シーズン7: 死は欺けるの

か？(二)
★NASA超常ファイル シーズン

3: 砂漠地帯・謎の宇宙船

(二)

★宇宙から発見！海の財宝を

探せ: Ep.6 コロンブス時代の

宝(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.2 巨

大船体(二)

インフォマーシャル(日)

★ミリタリー・モーターズ シーズン

4: レア車コレクション(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン

4: 射撃選手権(二)

アダムの怪しい実験: パンジャ

ンドラム(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ

バット飛行(二)

アダムの怪しい実験: パンジャ

ンドラム(二)

目撃せよ！おどろき未来スコー

プ: 心を読む(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)

ザ・秘境生活 シーズン1: ルー

マニア(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン

7: アートな別荘(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)
三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆アダムの怪しい実験: パン

ジャンドラム(新)(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 空か

らの攻撃(字)

戦火の兵器大全: 情報分析

(二)

戦火の兵器大全: 全面戦争

(二)

歴史の分岐点: 中東戦争

(字)

インフォマーシャル(日)

★エクストリーム・サバイバル: ハイ

ウェイの罠(字)

大脱出！サバイバルレース: モ

ンゴル(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.14 旧式マシン復活(二)

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14:

1994年式三菱GTO(二)

★カスタム・マスター シーズン2:

1932年式ロードスター(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

目撃せよ！おどろき未来スコー

プ: 心を読む(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム

チェイス(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.2 巨

大船体(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン

1: スーパーヨット(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 空か

らの攻撃(字)

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: ブラックホールは実在するの

か？(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)

ダーク・ウォーターズ: Ep.6 毒

を持つ侵入者(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン

7: 大男の小さな家(二)

インフォマーシャル(日)

千原ジュニアの 名車再生！プロジェクト: ベ

ンツ190SLとトヨタ2000GT(日)

千原ジュニアの 名車再生！プロジェクト: 創

業100年越えの内装！特殊車両を支える

職人(日)

☆ヒストリー・オブ・ウェポン:

空からの攻撃(新)(字)

21:55 戦火の兵器大全: 第

一次世界大戦(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み シーズ

ン6: 準惑星の奇妙な世界

(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: ジェン

セン・インターセプター(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)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 携帯

型ロケット砲(二)

★フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 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 シーズン

2: 分裂する小惑星(二)

大脱出！サバイバルレース: ボ

ルネオ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン

制御不能(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン

15: Ep.12 富士フイルムの4Kレンズ(字)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン

16: Ep.13 マーシャルアンプ(新)(字)

NASA超常ファイル シーズン1:

小惑星のUFO墜落現場(二)

アダムの怪しい実験: アイアンマ

ンスーツ(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン9:

1958年式BMWイセッタ300(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: ジェン

セン・インターセプター(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)

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)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン1: 恐怖

の大規模爆弾(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.16 夏編 発掘

(字)

ダーク・ウォーターズ: Ep.4 ガル

ダ湖 伝説の怪物(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン

11: トイレットペーパー発明

(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン8: シェル

ビーマスタングGT350(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: 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 シー

ズン5: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後編

(二)

未来の戦争: ならずもの国家

(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ

シュ シーズン4: Ep.16 夏編

発掘(新)(字)

☆ダーク・ウォーターズ: Ep.6

毒を持つ侵入者(新)(二)

★大脱出！サバイバルレース:

モンゴル(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: BMW M3 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: BMW M3 後編(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★目撃せよ！おどろき未来ス

コープ: 心を読む(二)

☆千原ジュニアの 名車再生！プロジェク

ト: ベンツ190SLとトヨタ

2000GT(新)(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン6: BMW M3 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン6: BMW M3 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1(字)

★フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン1: 恐怖

の大規模爆弾(二)

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)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: シトロエンDS 後編(二)

兵器のテクノロジー: 特殊部隊

(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)

NASA超常ファイル シーズン1:

太陽に開いた穴(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠隔

武器(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: TVR S2 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: TVR S2 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: 四

駆のシボレー・カマロ(字)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン1: 究極

の狙撃(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:

1992年式シボレーC3500

デューリー(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1992年式シボレー

C3500デューリー(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 空母「プリンス・オブ・ウェー

ルズ」(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン8: 61年

式ジュリエッタ・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5: シトロエンDS 前編(二)

★戦火の兵器大全: ベトナム

戦争(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.14 旧式マシン復活(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン

8: ホットウィール(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン6: TVR S2 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン6: TVR S2 後編(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:

四駆のシボレー・カマロ(字)

★フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン1: 究極

の狙撃(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン

8: 父のフォード・モデルA(二)

放送休止

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: 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: 爆薬(二)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車

(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン1:

X字型の天体(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)

ザ・秘境生活 シーズン1: アリ

ゾナ(字)

☆ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1992年式シボレー

C3500デューリー(新)(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: ルワ

ンダ(字)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン11: ホワイトハウス怪死事

件(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: ミニ1000 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: ミニ1000 後編(二)

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

シーズン6: ミニ1000 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン6: ミニ1000 後編(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)

★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 シーズン

1: 土星の六角形の渦(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: フィアット500 後編(二)

NASA超常ファイル シーズン1:

謎の光の群れ(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)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ル

ワンダ(字)

★クラシックカー・コレクション シーズン

8: マッスルカー(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: フェラーリ308GT4 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: フェラーリ308GT4 後編(二)

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)

未来の戦争: 超大国(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)

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)
アダムの怪しい実験: アイアンマ

ンスーツ(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン

8: 弾痕付きポルシェ356(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: フィアット500 前編(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン

2: 空母「プリンス・オブ・ウェー

ルズ」(二)☆千原ジュニアの 名車再生！プロジェク

ト: 創業100年越えの内装！特殊車両を

支える職人(新)(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)

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

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.2

巨大船体(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: スーパーヨット(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ シーズン9:

Ep.14 旧式マシン復活

(新)(二)

☆ファスト＆ラウド シーズン5:

1992年式シボレーC3500

デューリー(新)(字)

22:55 ★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)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.13 落とし穴(二)

★未来の戦争: 超大国(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン

1: 火星の衛星の謎(二)

ザ・秘境生活 シーズン1: タイ

(字)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビ

ル火災(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機

飛行テスト(二)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大

会で(二)

★NASA超常ファイル シーズン

2: 月面着陸の真相(二)

ザ・秘境生活 シーズン1: サバ

イバルの法則(字)

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)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン

8: ヒルクライム(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン6: フェラーリ308GT4 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ

シーズン6: フェラーリ308GT4 後編(二)

★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)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: ロータス・エスプリ 後編(二)

兵器のテクノロジー: 高性能銃

(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)

ミステリー・ミュージアム シーズン

12: ミネソタ・アイスマン(字)

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: ボ

ルネオ(字)

★ザ・秘境生活 シーズン1: サ

バイバルの法則(字)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ア

リゾナ(字)

兵器のテクノロジー: 戦車(二)

Discovery Channel

2019年09月編成表

ザ・秘境生活 シーズン1: ボル

ネオ島(字)

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)

クラシックカー・コレクション シーズン

8: 元祖マイクロカー(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン5: ロータス・エスプリ 前編(二)

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 シー

ズン5: ランドローバー・シリーズIIIステージ1

前編(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1: タ

イ(字)

MOTORアワー

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン14:

1982年式トヨタ・スープラ(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:

1992年式シボレーC3500

デューリー(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)

ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1992年式シボレー

C3500デューリー(字)

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)

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)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29

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
10:53 ディスカバリーモーターNews:

Vol.2(日)

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

12:53 メイド・イン・ジャパン：ＰＣ(日)

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 ミリタリーSP 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

20:53 メイド・イン・ジャパン：ＰＣ

(日)21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 ☆メイド・イン・ジャパン：ＰＣ

(新)(日)
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

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.15 緊急事態(二)

19:55 戦火の兵器大全: 第

一次世界大戦(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ

シュ シーズン4: Ep.17 夏編

ゴールド戦争(新)(字)

21:55 ☆ダーク・ウォーター

ズ: Ep.7 アウトバック 謎の

水中生物(新)(二)

★歴史の分岐点: 湾岸戦争

(字)

アダムの怪しい実験: マッドマッ

クス風の車(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)

メガ輸送プロジェクト シーズン

1: 超巨大コンテナ船(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.17 夏編 ゴー

ルド戦争(字)

大脱出！サバイバルレース: タ

イ(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.17 夏編 ゴー

ルド戦争(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン

6: 準惑星の奇妙な世界(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7: ジェンダーの

境界線(二)
★NASA超常ファイル シーズン

3: ISS・非常警報発令(二)

★宇宙のウソ・ホント: 小惑星

の衝突(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.3 避

難訓練(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 空か

らの攻撃(字)

★戦火の軍用機大全: 偵察

機(二)

アダムの怪しい実験: マッドマッ

クス風の車(二)

目撃せよ！おどろき未来スコー

プ: 老化を制御する(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)

ザ・秘境生活 シーズン1: オー

ストラリア(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン

7: 広がる家(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン

4: コンピューターゲーム用戦闘

車両(二)

11:55 ★ミリタリー・モーターズ

シーズン5: センチュリオン(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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆アダムの怪しい実験: マッド

マックス風の車(新)(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 接近

戦(字)

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)

歴史の分岐点: ベトナム戦争

(字)

インフォマーシャル(日)

★エクストリーム・サバイバル: 動物の

襲撃(字)

大脱出！サバイバルレース: タ

イ(字)

★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)

★カスタム・マスター シーズン2:

1942年式インパラ(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

目撃せよ！おどろき未来スコー

プ: 老化を制御する(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)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.3 避

難訓練(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン

1: 超巨大コンテナ船(二)

インフォマーシャル(日)

09:55 ファスト＆ラウド シーズ

ン5: 続・1933年式フォード・

ピックアップトラック(字)

千原ジュニアの 名車再生！プロジェクト: 日

本最大級のクラッシックカーショーに潜入(日)

千原ジュニアの 名車再生！プロジェクト: 千

原ジュニアが選ぶ名車再生の神業トップ5

（前）(日)

MOTORアワー

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン14:

1973年式サーブ・96(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:

1933年式フォード・ピックアップ

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)

解明・宇宙の仕組み シーズン

6: 連星の秘密(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン

6: 準惑星の奇妙な世界(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)

ダーク・ウォーターズ: Ep.7 アウ

トバック 謎の水中生物(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン

7: ワイナリー住居(二)

21:55 戦火の兵器大全: 第

二次世界大戦(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み シーズ

ン6: 連星の秘密(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: ロータ

ス・エラン(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: さら

ばアーロン／レース対決 パート

1(字)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 超強

力マシンガン(二)

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)

★NASA超常ファイル シーズン

2: ナチスと月探査(二)

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.58/戦闘機

離陸訓練(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン

15: Ep.13 車の環境試験(字)

☆ヒストリー・オブ・ウェポン:

接近戦(新)(字)

アダムの怪しい実験: パンジャ

ンドラム(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン9:

フォルクスワーゲン・カルマンギア(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: ロータ

ス・エラン(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:

さらばアーロン／レース対決

パート1(字)

★フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 超強

力マシンガン(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ

シーズン4: Ep.17 夏編 ゴー

ルド戦争(字)

ダーク・ウォーターズ: Ep.5 太

古の川の巨大生物(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン

11: ホワイトハウス怪死事件

(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン9:

1958年式BMWイセッタ300(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: ジェン

セン・インターセプター(二)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 携帯

型ロケット砲(二)

大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン制

御不能(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン2:

分裂する小惑星(二)

大脱出！サバイバルレース: タ

イ(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: トライ

アンフ・スタッグ(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: 思

い出のマーキュリー・コメット(字)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: V22

オスプレイ(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:

思い出のマーキュリー・コメット

(字)

★フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: V22

オスプレイ(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン

2: 木星で核爆発？(二)

大脱出！サバイバルレース: パ

ラオ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車

レース(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)

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)

★クラシックカー・コレクション シーズン9:

スタンゲリーニ(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: 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 シーズン2: 超静

音潜水艦(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:

1933年式フォード・ピックアップ

トラック(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1933年式フォード・ピック

アップトラック(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)

クラシックカー・コレクション シーズン

8: 父のフォード・モデルA(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: BMW M3 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: BMW M3 後編(二)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン1: 恐怖

の大規模爆弾(二)

大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケーン

中継(二)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ

ケット発射(二)

☆ファスト＆ラウド シーズン5:

1933年式フォード・ピックアッ

プトラック(新)(字)

☆ファスト＆ラウド シーズン5:

続・1933年式フォード・ピック

アップトラック(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.14 旧式マシン復活(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7:

BMW840(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: フォ

ルクスワーゲン・ビートル(字)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7:

BMW840(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:

フォルクスワーゲン・ビートル(字)

★フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 超静

音潜水艦(二)

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)

大脱出！サバイバルレース: タ

イ(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)

NASA超常ファイル シーズン2:

水星の氷(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.15 緊急事態(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン9:

フォードG40対フェラーリ(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)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 長距

離ミサイル(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.14 旧式マシン復活(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の

一攫千金～ シーズン9:

Ep.15 緊急事態(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.3 避

難訓練(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン

8: ホットウィール(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: TVR S2 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: TVR S2 後編(二)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン1: 究極

の狙撃(二)

大脱出！サバイバルレース: モ

ンゴル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ

ル崩壊(二)

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.3

避難訓練(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ輸送プロジェクト シーズ

ン1: 超巨大コンテナ船(二)

★ミステリー・ミュージアム シー

ズン11: トム・ソーヤー誕生秘

話(字)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: 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 シーズン7: VWタ

イプ2パネルバン(二)

大脱出！サバイバルレース: モ

ンゴル(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)

★フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 長距

離ミサイル(二)

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)

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 シーズン1:

土星の六角形の渦(二)

大脱出！サバイバルレース: モ

ンゴル(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン9:

1958年式サーブGT750(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: フォー

ド・シエラ・コスワース(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)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 防衛

システム(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)

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)

アダムの怪しい実験: パンジャ

ンドラム(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン

8: マッスルカー(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: ミニ1000 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: ミニ1000 後編(二)

大脱出！サバイバルレース: カ

ザフスタン(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大

竜巻(二)

☆千原ジュニアの 名車再生！プロジェク

ト: 千原ジュニアが選ぶ名車再生の神業

トップ5（前）(新)(日)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン14:

1973年式サーブ・96(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)

★JDM！日本車カスタム in

US: ダットサン510／1989年

式日産パオ(二)

★クラシックカー・コレクション シーズン9:

1921年式スタッツ・エアキャット(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: フォー

ド・シエラ・コスワース(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)

★フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 防衛

システム(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)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: フェラーリ308GT4 後編(二)

未来の戦争: 超大国(字)

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 シーズン1:

火星の衛星の謎(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:

ヒマラヤ山脈(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:

タイ(字)

未来の戦争: 非対称戦争

(字)

Discovery Channel

2019年09月編成表

ザ・秘境生活 シーズン1: ルー

マニア(字)

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)

クラシックカー・コレクション シーズン

8: ヒルクライム(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー

ズン6: フェラーリ308GT4 前編(二)

大脱出！サバイバルレース: カ

ザフスタン(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 シーズン

16: Ep.14 ジグソーパズル(新)(字)
ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★目撃せよ！おどろき未来ス

コープ: 老化を制御する(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠隔

武器(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最

後の一攫千金～ シーズン9:

Ep.15 緊急事態(新)(二)

☆千原ジュニアの 名車再生！プロジェク

ト: 日本最大級のクラッシックカーショーに

潜入(新)(日)

解明・宇宙の仕組み シーズン

6: 準惑星の奇妙な世界(二)

インフォマーシャル(日)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6

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 人気サバイバルシリーズ一挙放送 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 ディスカバリーチャンネルのプライムタイム 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 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14:

1965年式ダッジA100(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)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: ボンド・

バグ(二)

ファスト＆ラウド シーズン4:

レース対決 パート2(字)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: アー

チャー榴弾砲(二)

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)

★ナチスのUFO開発計画(二)

ザ・遭難サバイバル: マダガスカ

ル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球

大会で(二)

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら

し: ビートルとご対面編(新)(日)

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)

☆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）(新)(日)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン

9: アルファロメオ 6C2500(二)

★名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: ボンド・

バグ(二)

★ファスト＆ラウド シーズン4:

レース対決 パート2(字)

★フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: アー

チャー榴弾砲(二)

インフォマーシャル(日)

フューチャーウェポン・21世紀

戦争の真実 シーズン2: 防衛

システム(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 シーズン2:

宇宙からの破壊兵器(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン

6: 連星の秘密(二)

★ザ・遭難サバイバル: マダガ

スカル(字)

Discovery Channel
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ザ・秘境生活 シーズン1: オー

ストラリア(字)

大脱出！サバイバルレース: モ

ンゴル(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン9: 1921

年式スタッツ・エアキャット(二)

名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン7: フォー

ド・シエラ・コスワース(二)


