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★宇宙から発見！海の財宝を
探せ: Ep.1 宇宙飛行士の宝
地図(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

★好奇心の扉: 航空機事故
は解明できるのか?（2時間）
(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.8 最終決戦
(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: 新米運転士の試練(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: サイクロンの爪痕(二)

★もっと解明・宇宙の仕組み
2時間SP(二)

太陽の話(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S2: 並行宇宙(二)

☆NASA超常ファイル S4: ヒ
ンデンブルク号とナチス
(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 視聴者質問！
舞台裏SP(二)

★ミリタリー・モーターズ S3: 寄
せ集めハマー(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 4(二)

★アラスカ・メガマシン: タグボー
ト／砕氷マシンほか(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
ローリー事故(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: フェスティバル2(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: ハイテク列車(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: 新車両テスト(二)

★アラスカ・メガマシン: 巨大ブ
イ／掘削機ほか(二)

徹底検証・ウイルスの恐怖: エ
ボラウイルス(字)

★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)

★THE NAKED: パナマ 取り
残されて(二)

★まさかの時のサバイバル: 火災現
場(字)
インフォマーシャル(日)

★スゴ腕！武器ビルダー: パイ
ロット仕様の散弾銃(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 4(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 振り返りスペシャ
ル(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: サンビーム・アルパ
イン(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆驚異の建造～不可能に挑
む～: ドバイ・高級リゾート
(新)(字)
★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 世界最大級の航空機
(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(二)

★戦火の鉄道大全: 鉄道破
壊工作(二)

★NASA超常ファイル S4: す
ぐ近くの地球型惑星(二)

★THE NAKED XL S2～9
人の挑戦～: Ep.8 最終決戦
(二)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7 特別編:
ダコタボーイズSP(二)

★完全マニュアル: 対爆スーツの作り
方(字)
インフォマーシャル(日)

★ガレージ・リハブ: 若手オー
ナーのバイクショップ(字)

★キューバ・アメ車天国: 野球
とレストア(二)

★世界のハイエンドSUV: マセ
ラティ・レヴァンテ(二)

★徹底検証・ウイルスの恐怖:
エボラウイルス(字)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・太陽のすべて(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)

オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・マリブSS(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超
汚い(字)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

★解明・太陽のすべて(二)

★太陽の話(二)

★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工
場爆発(二)
インフォマーシャル(日)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 米海軍・沿海域戦闘
艦(二)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: マイ
ンドコントロール(二)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S14: Ep.13 風力タービン(字)

☆スゴ腕！武器ビルダー: ス
ナイパー向け必殺ライフル
(新)(二)
21:55 ☆戦火の鉄道大全:
鉄道破壊工作(新)(二)

スゴ腕！武器ビルダー: パイ
ロット仕様の散弾銃(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ルクラ
LC470(字)

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

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・マリブSS(二)

検証・台湾東部地震(字)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: ベーリング海の魔の三角地
帯(字)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: 命運をかけた決断の瞬間
SP(字)

NASA超常ファイル S4: すぐ
近くの地球型惑星(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: パガーニ・ウア
イラ(字)

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

検証・台湾東部地震(字)

大惨事の瞬間: Ep.10/花火工場
爆発(二)
インフォマーシャル(日)

不可思議体験の告白: 幽霊
船(二)

☆ベーリング海の一攫千金
番外編: ベーリング海の魔の
三角地帯(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
番外編: 命運をかけた決断の
瞬間SP(新)(字)

NASA超常ファイル S4: すぐ
近くの地球型惑星(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)

オーバーホール 改造車の世
界: オールズモビル・ダイナミック
88(二)

潜入・これが米軍だ！: 超巨
大(字)

★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)

★オーバーホール 改造車の世
界: オールズモビル・ダイナミック
88(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超
巨大(字)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: 新
大陸の発見者(二)

★大惨事の瞬間: Ep.15/インドで
ビル倒壊(二)

大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)
インフォマーシャル(日)

不可思議体験の告白: 奇跡
の生還(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ジネッタ
G40(字)

完全マニュアル: 戦車の作り方(字)

オーバーホール 改造車の世
界: プリムス・フューリー(二)

米軍・エリートへの道: 海軍特
殊舟艇チーム上級編(二)

スゴ腕！武器ビルダー: 非導
電の破壊槌(二)

ガレージ・リハブ: 巨大ガレージ
大改造 パート2(字)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: アルファロメオ
4C(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ・ボクス
ターS(二)

米軍・エリートへの道: 空軍潜
水兵(二)

宇宙人遭遇体験を調査せよ:
Ep.4(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7 特別編: ダコ
タボーイズSP(二)

★潜入！スバル ドリームチーム
(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: モーガン・ス
リーホイラー(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・ポピュ
ラー103E(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: プリムス・フューリー(二)

★米軍・エリートへの道: 海軍
特殊舟艇チーム上級編(二)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: 氷
点下の奇跡(二)

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)

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: 3代目レンジロー
バー(二)

米軍・エリートへの道: スナイ
パー養成学校(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)

DISCO presents テクノロジーアワー

★密着！世界の巨大船: トン
スベルク(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7 特別
編: ダコタボーイズ
SP(新)(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: 眠らない列車(二)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～: Ep.8 最終決
戦(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 1970年式シボレー・エル
カミーノ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー
90ｍ滑落(二)

☆ガレージ・リハブ: 廃れた四
駆ショップ(新)(字)

☆ガレージ・リハブ: 若手オー
ナーのバイクショップ(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.21 最
後のあがき(二)

★ドリームカー誕生 S2: ブガッティ・
ヴェイロン(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1970年式シボレー・エル
カミーノ(二)

★米軍・エリートへの道: ナイ
ト・ストーカーズ(二)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: イル
カの本能(二)

★大惨事の瞬間: Ep.7/戦闘機空
中衝突(二)
インフォマーシャル(日)

宇宙人遭遇体験を調査せよ:
Ep.3(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.7 残留(二)

ザ・秘境生活: サバイバルの法
則(字)

インフォマーシャル(日)

ガレージ・リハブ: 埋もれたホット
ロッド(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: TVR・サーブラウ
(二)

オーバーホール 改造車の世
界: フォード・マスタング・コン
バーチブル(二)

米軍・エリートへの道: 陸軍工
作兵(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 視聴者質問！
舞台裏SP(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 3(二)

アラスカ・メガマシン: タグボート
／砕氷マシンほか(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: フォード・エスコー
ト・マーク1(二)

★不可思議体験の告白: コカ
イン漬けのミイラ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1970年式 スカ
ウト800A(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 視聴者質問！舞
台裏SP(新)(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
S12: Ep.5 マーマレード(字)

☆徹底検証・ウイルスの恐怖:
エボラウイルス(新)(字)

スゴ腕！武器ビルダー: 非導
電の破壊槌(二)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 世界最大級の航空機
(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ケータハム・
セブン(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: TVR・サーブラウ
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: フォード・マスタング・コン
バーチブル(二)

★米軍・エリートへの道: 陸軍
工作兵(二)

インフォマーシャル(日)

米軍・エリートへの道: 海軍爆
発物処理班(二)

福島ドリームズ＆ビヨンド(字)

インフォマーシャル(日)

宇宙人遭遇体験を調査せよ:
Ep.2(字)

太陽の話(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)

★ザ・秘境生活 S2: グアテマ
ラ(字)

★ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)

米軍・エリートへの道: 海兵隊
スナイパー(二)

Discovery Channel
2018年12月編成表

THE NAKED: ナミビア 23日
間の挑戦(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.6 分裂(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: アストンマーチン・
DB7(二)

ザ・秘境生活: アリゾナ(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1970年式 スカ
ウト800A(二)

★ガレージ・リハブ: 廃れた四
駆ショップ(字)

Discovery MOTOR アワー

人気サバイバルシリーズ一挙放送
ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)

ザ・秘境生活 S2: グアテマラ
(字)

ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)

ザ・秘境生活: サバイバルの法
則(字)

ザ・秘境生活: アリゾナ(字)
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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: 銀河
(二)

★解明・宇宙の仕組み: 太陽
系(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.2 不運(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 挑戦者再
会SP(二)

★解明・宇宙の仕組み: 惑星
(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S2: 宇宙の謎解き(二)

☆NASA超常ファイル S4:
金星・生命体の存在
(新)(二)

★宇宙から発見！海の財宝を
探せ: Ep.2 ミッシングリンク
(二)

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.1 宝の山(字)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 5(二)

アラスカ・メガマシン: 巨大ブイ
／掘削機ほか(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
スタンク爆発(二)

★解明・宇宙の仕組み: ブラッ
クホール(二)

★解明・宇宙の仕組み: ビッグ
バン(二)

オーストラリア鉄道24時 S2:
眠らない列車(二)

オーストラリア鉄道24時 S2:
新米運転士の試練(二)

オーストラリア鉄道24時 S2:
サイクロンの爪痕(二)

★アラスカ・メガマシン: 空飛ぶ
ICU／鉄道連絡船ほか(二)

検証・航空機事故をなくすため
に: 前編(字)

大惨事の瞬間: Ep.18/タンクロー
リー事故(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: フィリピン
見えない汚染(二)

★まさかの時のサバイバル: 有毒ガス
発生(字)
インフォマーシャル(日)

スゴ腕！武器ビルダー: スナイ
パー向け必殺ライフル(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 5(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1992年式ハン
ヴィー(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
500SEC(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆驚異の建造～不可能に挑
む～: マイアミ・超高層ビル
(新)(字)
メガ・エアポート: 時間との闘い
(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス
DC７衝突テスト(二)

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

NASA超常ファイル S4: ヒンデ
ンブルク号とナチス(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 挑戦者再
会SP(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7 特別編: 採
掘現場の舞台裏SP(二)

インフォマーシャル(日)

ガレージ・リハブ 再訪SP1(字)

★キューバ・アメ車天国: エンジ
ン始動(二)

★世界のハイエンドSUV: ベン
トレー・ベンテイガ(二)

検証・航空機事故をなくすため
に: 前編(字)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 視聴者質問！
舞台裏SP(二)

ガレージ・リハブ: 落ち目のホッ
トロッド専門ショップ(字)

名車再生！TOP5: 80年代
の車(二)

★ミリタリー・モーターズ S3:
ジェットエンジン搭載 BTR-
50(二)

宇宙の解体新書 S3: 謎の天
体・オウムアムア(二)

解明・太陽のすべて(二)

大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪崩
(二)
インフォマーシャル(日)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の航空機
(二)

★福島ドリームズ＆ビヨンド(字)

21:55 ☆戦火の鉄道大全:
第一次世界大戦下の鉄道
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆宇宙の解体新書 S3: 謎
の天体・オウムアムア
(新)(二)
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダRX-7(二)

ミリタリー・モーターズ: REO社
巨大トラック(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: ステルス(二)

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: ステルス(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
S2: アトランティスの謎(二)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す
る大型トラック(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S14: Ep.14 歯科ドリル(字)

☆スゴ腕！武器ビルダー: 特
殊仕様ジャイロプレーン
(新)(二)

★不可思議体験の告白: マイ
ンドコントロール(二)

★スゴ腕！武器ビルダー: スナ
イパー向け必殺ライフル(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: マツダRX-7(二)

★ミリタリー・モーターズ: REO
社 巨大トラック(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.1 宝の山(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.2 不運(字)

宇宙から発見！海の財宝を探
せ: Ep.1 宇宙飛行士の宝地
図(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ルクラ
LC470(字)

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

★潜入・これが米軍だ！: 超
汚い(字)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(二)
☆おあそびマスターズ:
Ep.21(新)(日)

★検証・台湾東部地震(字)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ: Ep.1 宝の山(字)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ: Ep.2 不運(字)

NASA超常ファイル S4: ヒンデ
ンブルク号とナチス(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)

ミリタリー・モーターズ: エアスト
リーム／シボレーK30(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 最強の破壊力
(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)

★ミリタリー・モーターズ: エアス
トリーム／シボレーK30(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 最強の破壊力
(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
S2: 火山大噴火の脅威(二)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ
イ崩落(二)

★大惨事の瞬間: Ep.15/インドで
ビル倒壊(二)
インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: 新
大陸の発見者(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ロールス・ロ
イス ドーン(字)

ガレージ・リハブ: 落ち目のホッ
トロッド専門ショップ(字)

★戦火の鉄道大全: 南北戦
争時代の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ジネッタ
G40(字)

★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)

★潜入・これが米軍だ！: 超
巨大(字)

☆ガレージ・リハブ 再訪
SP1(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7 特別編: ダコ
タボーイズSP(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)

ミリタリー・モーターズ: 世界一
短いハマー(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の狙撃
(二)

スゴ腕！武器ビルダー: パイ
ロット仕様の散弾銃(二)

★ミリタリー・モーターズ: 世界
一短いハマー(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の狙撃
(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
S2: ニコラ・テスラの秘密(二)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン
制御不能(二)

☆ガレージ・リハブ: 落ち目の
ホットロッド専門ショップ
(新)(字)

ザ・秘境生活 S2: ノルウェー
(字)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: 氷
点下の奇跡(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7 特別編: 採
掘現場の舞台裏SP(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: フォード・フィエスタ
XR2(二)

オーバーホール 改造車の世
界: ロータス・ヨーロッパ パート
2(二)

潜入・これが米軍だ！: 超きつ
い(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7 特別編: 採
掘現場の舞台裏SP(二)

密着！世界の巨大船: 掘削
船マースク･ヴァイキング(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の航空機
(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: モーガン・ス
リーホイラー(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・ポピュ
ラー103E(二)

★米軍・エリートへの道: 海軍
特殊舟艇チーム上級編(二)

★大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー
90ｍ滑落(二)

★解明・地下世界ミステリー
S2: ソロモンの財宝(二)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
機・離陸失敗(二)

★メガ・エアポート: 時間との闘
い(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★密着！世界の巨大船: 掘
削船マースク･ヴァイキング(字)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～ 番外編: 挑戦
者再会SP(新)(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)

ザ・秘境生活 S2: フィリピン
(字)

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: キャデラック・クー
ペ・ドゥビル(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ロータス・ヨーロッパ パート
2(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超
きつい(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: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

★米軍・エリートへの道: ナイ
ト・ストーカーズ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)
インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: イル
カの本能(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.8 最終決戦
(二)

★名車再生！TOP5: 80年
代の車(二)

★ガレージ・リハブ: 時代遅れ
の設備(字)

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)

オーバーホール 改造車の世
界: ロータス・ヨーロッパ パート
1(二)

潜入・これが米軍だ！: 超危
険(字)

名車再生！TOP5: 80年代
の車(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ロータス・ヨーロッパ パート
1(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超
危険(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)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母
艦上の着陸事故(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 視聴者質問！
舞台裏SP(二)

ザ・秘境生活 S2: パタゴニア
(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・遭難サバイバル: ブルガリ
ア(字)

ザ・遭難サバイバル: マダガスカ
ル(字)

★米軍・エリートへの道: 陸軍
工作兵(二)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)
インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: コカ
イン漬けのミイラ(二)

解明・太陽のすべて(二)

インフォマーシャル(日)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・遭難サバイバル: マダガ
スカル(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)

Discovery Channel
2018年12月編成表

THE NAKED: パナマ 取り残
されて(二)

★THE NAKED XL S2～9
人の挑戦～: Ep.7 残留(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ケータハム・
セブン(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: TVR・サーブラウ
(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 4(二)

アラスカ・メガマシン: 巨大ブイ
／掘削機ほか(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ブガッティ・
ヴェイロン(字)

★ザ・秘境生活 S2: パタゴニ
ア(字)

★ドリームカー誕生 S3: フェラーリ・
カリフォルニアT(字)

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

★解明・宇宙の仕組み: 恒星
(二)

★検証・航空機事故をなくす
ために: 前編(字)

スゴ腕！武器ビルダー: パイ
ロット仕様の散弾銃(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7 特別
編: 採掘現場の舞台裏
SP(新)(二)

★クラシックカー・コレクション:
1930年式ミネルバ(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.6 高級携帯電話(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
12/10 12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16

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 宇宙メガ特集 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
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ポルシェ924 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ポルシェ928 前編(二)

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:
Ep.3 緊迫(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.4 衝突(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 振り返り
SP(二)

★解明・宇宙の仕組み: 太陽
系外惑星(二)

宇宙の解体新書 S3: 謎の天
体・オウムアムア(二)

プラネットグリーン
★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S2: 超光速(二)

☆NASA超常ファイル S4:
砂漠地帯・謎の宇宙船
(新)(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)

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)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司
令部、大爆発(字)

★解明・宇宙の仕組み: 超新
星(二)

★解明・宇宙の仕組み: 火山
(二)

★解明・宇宙の仕組み: メガ
ストーム(二)

★解明・宇宙の仕組み: 衛星
(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！TOP5: マイクロ
カー(二)

★ミリタリー・モーターズ S4: ア
ントノフ再び(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 6(二)

アラスカ・メガマシン: 空飛ぶ
ICU／鉄道連絡船ほか(二)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！TOP5: アメ車
(二)

シフティング・ギア: ラリー参戦
1(字)

★キューバ・アメ車天国: 最後
の追い込み(二)

★世界のハイエンドSUV: シボ
レー・サバーバン(二)

★アラスカ・メガマシン: レーダー
システム／水上機ほか(二)

検証・航空機事故をなくすため
に: 後編(字)

中国・貴州省の今: Ep.2 大自然
を乗り越えて(字)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: ベリーズ 倒
木の森(二)

★まさかの時のサバイバル: 強盗の
襲撃(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
912E(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆驚異の建造～不可能に挑
む～: ドバイ・海に浮かぶ家
(新)(字)
メガ・エアポート: 完全制御の
秘密(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: オーバーホール(二)

★ヒトラー完全ガイド: イメージ
戦略の秘密(二)

★ヒトラー完全ガイド: 「救世
主」の誕生(二)

NASA超常ファイル S4: 金
星・生命体の存在(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 振り返り
SP(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: S7
振り返りSP(二)

スゴ腕！武器ビルダー: 特殊
仕様ジャイロプレーン(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 6(二)

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

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 防衛システム
(二)

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: ポルシェ928 後編(二)

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)

★解明・地下世界ミステリー:
サーペント・マウンドの謎(二)

☆中国・貴州省の今: Ep.2 大自
然を乗り越えて(新)(字)

☆スゴ腕！武器ビルダー: 海
中仕様特殊ナイフ(新)(二)

21:55 ☆戦火の鉄道大全:
第二次世界大戦下の鉄道
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆宇宙の解体新書 S3: 続・
超大質量ブラックホール
(新)(二)

インフォマーシャル(日)

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)

解明・地下世界ミステリー S2:
アトランティスの謎(二)

宇宙の解体新書 S3: 続・超
大質量ブラックホール(二)

宇宙の解体新書 S3: 謎の天
体・オウムアムア(二)

中国・貴州省の今: Ep.1 伝統と飛
躍(字)
インフォマーシャル(日)

メガ・エアポート: 時間との闘い
(二)

★完全マニュアル: オクトコプターの
作り方(字)
インフォマーシャル(日)

シフティング・ギア: ラリー参戦
2(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S14: Ep.15 パラモーター(字)

検証・航空機事故をなくすため
に: 後編(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.7 人工降雪機(字)

★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)

★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)

NASA超常ファイル S4: 金
星・生命体の存在(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ポルシェ924 後編(二)

ミリタリー・モーターズ S2: フォー
ドM151(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 携帯型ロケット
砲(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.4 衝突(字)

宇宙から発見！海の財宝を探
せ: Ep.2 ミッシングリンク(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: マツダRX-7(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: ステルス(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)

☆中国・貴州省の今: Ep.1 伝統
と飛躍(新)(字)

ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ: Ep.3 緊迫(字)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ: Ep.4 衝突(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー S2:
火山大噴火の脅威(二)

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 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: アンフィカー(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

スゴ腕！武器ビルダー: 特殊
仕様ジャイロプレーン(二)

ミリタリー・モーターズ S2: アン
トノフ2 飛行計画(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 恐怖の大規模
爆弾(二)

シフティング・ギア: ラリー参戦
1(字)

シフティング・ギア: ラリー参戦
2(字)

★戦火の鉄道大全: 歴史を
変えた鉄道秘話(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: ロールス・ロイ
ス ドーン(字)

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)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 最強の破壊力
(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)

★解明・地下世界ミステリー
S2: Ep.8(二)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア
(字)

☆シフティング・ギア: ラリー参
戦1(新)(字)

☆シフティング・ギア: ラリー参
戦2(新)(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)

★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: シボレー・カマロ
(二)

★ミリタリー・モーターズ S2: ア
ントノフ2 飛行計画(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 恐怖の大規模
爆弾(二)

★ミリタリー・モーターズ S2:
フォードM151(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 携帯型ロケット
砲(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 防衛システム
(二)

★ミリタリー・モーターズ S2: シ
ボレー・コルベット ペースカー
(二)

放送休止

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: フォード・フィエスタ
XR2(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の狙撃
(二)

大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン制
御不能(二)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～ 番外編: 振り
返りSP(新)(二)

ミリタリー・モーターズ S2: シボ
レー・コルベット ペースカー(二)

放送休止

放送休止

特集：ポルシェの世界
★SUPERCAR: ポルシェ918
スパイダー(二)

★SUPERCAR 2: ポルシェ
911(二)

★世界のハイエンドSUV: ポル
シェ・カイエン(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.3 緊迫(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7 特別編: 採
掘現場の舞台裏SP(二)

★名車再生！TOP5: マイク
ロカー(二)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火か
ら400軒の大火災(二)

★クラシックカー・コレクション:
1921年式スタッツ・エアキャット
★名車再生！TOP5: アメ車
(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8 特別
編: S7振り返りSP(新)(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★密着！世界の巨大船: ノー
ザン・リーダー(字)

★メガ・エアポート: 完全制御
の秘密(二)

★ガレージ・リハブ: 巨大ガレー
ジ大改造 パート1(字)

ミリタリー・モーターズ: BTR-50
装甲兵員輸送車(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 次世代の爆弾
(二)

名車再生！TOP5: マイクロ
カー(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)

検証・台湾東部地震(字)

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)

解明・地下世界ミステリー S2:
ソロモンの財宝(二)

検証・台湾東部地震(字)

★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: シトロエン
2CV(二)

★ミリタリー・モーターズ: BTR-
50装甲兵員輸送車(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 次世代の爆弾
(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
S2: 不可思議な洞くつ(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の命中精
度(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 挑戦者再
会SP(二)

インフォマーシャル(日)

★検証・航空機事故をなくす
ために: 後編(字)

スゴ腕！武器ビルダー: スナイ
パー向け必殺ライフル(二)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ
ロケット大爆発(字)

★解明・地下世界ミステリー
S2: 海賊の宝(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: S7
振り返りSP(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ファイヤーバード
Y88(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)

宇宙の解体新書 S3: 謎の天
体・オウムアムア(二)

★ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)

★ザ・遭難サバイバル: ボリビア
(字)

★ザ・遭難サバイバル: ラオス
(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー S2:
ニコラ・テスラの秘密(二)
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THE NAKED: フィリピン 見え
ない汚染(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.8 最終決戦
(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: フェラーリ・カリ
フォルニアT(字)

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

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 5(二)

★ザ・遭難サバイバル: モンゴ
ル(字)

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-峡谷(字)

アラスカ・メガマシン: 空飛ぶ
ICU／鉄道連絡船ほか(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)

放送休止

★クラシックカー・コレクション:
1958年式BMWイセッタ

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・遭難サバイバル: ラオス
(字)

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)

潜入・これが米軍だ！: 超危
険(字)

大惨事の瞬間: Ep.19/航空母艦
上の着陸事故(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
12/17 12/18 12/19 12/20 12/21 12/22 12/23

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 宇宙メガ特集 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
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ポルシェ911 2.7Sタルガ 前編

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:
Ep.6 発見(字)

★解明・宇宙の仕組み: 小惑
星(二)

★解明・宇宙の仕組み: 地球
の誕生(二)

宇宙の解体新書 S3: 続・超
大質量ブラックホール(二)

★解明・宇宙の仕組み: メガフ
レア(二)

THE NAKED: アマゾンでの
闘い(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S2: 永遠の命(二)

☆NASA超常ファイル S4:
ISS・非常警報発令
(新)(二)

★宇宙から発見！海の財宝を
探せ: Ep.4 照準(二)

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:
Ep.5 船長失格(字)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 7(二)

アラスカ・メガマシン: レーダーシ
ステム／水上機ほか(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ
イスの結末(字)

★解明・宇宙の仕組み: 星の
軌道(二)

★解明・宇宙の仕組み: 彗星
(二)

★ヒトラー完全ガイド: 勝利の
陰で(二)

★ヒトラー完全ガイド: 挫折と
堕落(二)

驚異の建造～不可能に挑む
～: ニューヨーク・超高層ビル
(字)

ボーイング 空と宇宙の開拓者
S2: 人工衛星と宇宙戦争
(二)

中国・貴州省の今: Ep.4 バタフライ
効果(字)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: ナミビア 心
の闇(二)

★エクストリーム・サバイバル: スリル
の代償(字)
インフォマーシャル(日)

名車再生！TOP5: 視聴者
投票(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 7(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 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: 2代目シボレー・
カマロ(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー
☆驚異の建造～不可能に挑む
～: ニューヨーク・超高層ビル
(新)(字)

★メガ・エアポート: 眠らない空
港(二)

★ヒトラー完全ガイド: 人種差
別への道(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.38/NYヘリ
墜落(字)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

NASA超常ファイル S4: 砂漠
地帯・謎の宇宙船(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: パーカ- 対
トッド(二)

スゴ腕！武器ビルダー: 海中
仕様特殊ナイフ(二)

★完全マニュアル: 宇宙服の作り方
(字)
インフォマーシャル(日)

シフティング・ギア: レース・オブ・
ジェントルマン1(字)

★カスタム・マスター: 1934年
式ダッジ(二)

★世界のハイエンドSUV: アル
ファロメオ・ステルヴィオ(二)

ボーイング 空と宇宙の開拓者
S2: 人工衛星と宇宙戦争
(二)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！TOP5: パフォーマ
ンスカー(二)

シフティング・ギア: ラリー参戦
3(字)

★ミリタリー・モーターズ S4: Ｇ
ＭＣバンデューラ(二)

21:55 ☆戦火の兵器大全:
第一次世界大戦(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆宇宙の解体新書 S3: 月
の真実(新)(二)

ミリタリー・モーターズ S3: バー
ジニアへの旅(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アサルト兵器
(二)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

宇宙の解体新書 S3: 月の真
実(二)

宇宙の解体新書 S3: 続・超
大質量ブラックホール(二)

中国・貴州省の今: Ep.3 共生発
展への道(字)
インフォマーシャル(日)

メガ・エアポート: 完全制御の
秘密(二)

★ミリタリー・モーターズ S3:
バージニアへの旅(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アサルト兵器
(二)

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)

☆中国・貴州省の今: Ep.4 バタフ
ライ効果(新)(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S14:
Ep.16 シャフトドライブ自転車(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)

スゴ腕！武器ビルダー: 海中
仕様特殊ナイフ(二)

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: ダラック・タイプ
L(二)

ミリタリー・モーターズ S3: いざ
アメリカへ！(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: V22オスプレイ
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.5 船長失格(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.6 発見(字)

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)

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: フォード・サンダー
バード(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 防衛システム
(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)

★解明・地下世界ミステリー:
カリフォルニア最後の日(二)

☆中国・貴州省の今: Ep.3 共生
発展への道(新)(字)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ: Ep.5 船長失格(字)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ: Ep.6 発見(字)

NASA超常ファイル S4: 砂漠
地帯・謎の宇宙船(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)

★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: BMW Z1(二)

★ミリタリー・モーターズ S3: い
ざアメリカへ！(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: V22オスプレイ
(二)

シフティング・ギア: ラリー参戦
3(字)

シフティング・ギア: レース・オブ・
ジェントルマン1(字)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(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: アンフィカー(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 携帯型ロケット
砲(二)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(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)

★ミリタリー・モーターズ S3: ア
ントノフ2 旅立ち(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超静音潜水艦
(二)

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)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

☆シフティング・ギア: ラリー参
戦3(新)(字)

大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街の
大規模地滑り(字)
インフォマーシャル(日)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: パーカ- 対
トッド(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: VWタイプ2スプ
リットスクリーン(二)

放送休止

放送休止

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: シボレー・カマロ
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 恐怖の大規模
爆弾(二)

★解明・地下世界ミステリー:
歴史に埋もれた共同墓地(二)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.1
メガ造船所(二)

★THE NAKED: アマゾンで
の闘い(二)

ミリタリー・モーターズ S2: シボ
レー・バン(二)

放送休止

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: アウディ・TT(二)

★ミリタリー・モーターズ S2: シ
ボレー・バン(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: トップガン(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: ポルシェ911 2.7Sタルガ 後編
(二)
ミリタリー・モーターズ S3: アン
トノフ2 旅立ち(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超静音潜水艦
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マセラティ
3200GT(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の命中精
度(二)

中国・貴州省の今: Ep.2 大自然
を乗り越えて(字)
インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー S2:
海賊の宝(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 振り返り
SP(二)

★サバイバル・男気クッキング:
ボルネオ-湿地(字)

★名車再生！TOP5: 視聴
者投票(二)

★ガレージ・リハブ: 巨大ガレー
ジ大改造 パート2(字)

ミリタリー・モーターズ S2: アン
トノフ2 テスト飛行(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 長距離ミサイル
(二)

名車再生！TOP5: 視聴者
投票(二)

特集：ポルシェの世界
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
912E(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1977年式ポル
シェ924(二)

★ファスト＆ラウド: ポルシェ
996 パート2(字)

放送休止

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 長距離ミサイル
(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー:
カポネの脱出トンネル(二)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(字)

★クラシックカー・コレクション: フォー
ドG40対フェラーリ(二)

★名車再生！TOP5: パ
フォーマンスカー(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 次世代の爆弾
(二)

中国・貴州省の今: Ep.1 伝統と飛
躍(字)
インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー S2:
不可思議な洞くつ(二)

宇宙の解体新書 S3: 続・超
大質量ブラックホール(二)

インフォマーシャル(日)

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:
マレーシア-島(字)

★サバイバル・男気クッキング:
フィンランド-北極圏(字)

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-雲霧林(字)
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THE NAKED: ベリーズ 倒木
の森(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 挑戦者再
会SP(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: シトロエン
2CV(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 6(二)

アラスカ・メガマシン: レーダーシ
ステム／水上機ほか(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)

★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
サバイバル・男気クッキング: マ
レーシア-島(字)

サバイバル・男気クッキング: フィ
ンランド-北極圏(字)

サバイバル・男気クッキング: メ
キシコ-雲霧林(字)

サバイバル・男気クッキング: ボ
ルネオ-湿地(字)

サバイバル・男気クッキング: ブ
ルガリア-山脈(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: ジャガー・XJ-
C(二)

★ミリタリー・モーターズ S2: ア
ントノフ2 テスト飛行(二)

★ファスト＆ラウド: ポルシェ
996 パート1(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 S12:
Ep.8 ベルギーワッフル(字)

★ボーイング 空と宇宙の開拓
者 S2: 人工衛星と宇宙戦争
(二)

スゴ腕！武器ビルダー: 特殊
仕様ジャイロプレーン(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: パーカ
- 対トッド(新)(二)

★クラシックカー・コレクション: 1958
年式サーブGT750(二)

☆シフティング・ギア: レース・
オブ・ジェントルマン
1(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: S7
振り返りSP(二)

★ミリタリー・モーターズ S4: レ
ア車コレクション(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
12/24 12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 特集：ポルシェの世界 アンコールSP：テクノロジー アンコールSP：ミリタリー アンコールSP：サバイバル 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30
16:54 ☆ポルシェ 進化と挑戦: 前編
(新)(字)

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30
19:54 ☆ポルシェ 進化と挑戦: 後編
(新)(字)

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30
21:54 ポルシェ 進化と挑戦: 前編(字)

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
24:54 ポルシェ 進化と挑戦: 後編(字)

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:
Ep.7 受難(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.8 ラストスパート(字)

世界のハイエンドSUV: ポル
シェ・カイエン(二)
15:55 SUPERCAR 2: ポル
シェ911(二)

ファスト＆ラウド: ポルシェ996
パート1(字)

18:55 ファスト＆ラウド: ポル
シェ996 パート2(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ポルシェ924 前編(二)
20:28 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ924 後編(二)

20:55 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ928 前編(二)

21:24 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ928 後編(二)

★世界のハイエンドSUV: フォ
ルクスワーゲン・アトラス(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・宇宙の仕組み: 超大
質量ブラックホール(二)

★解明・宇宙の仕組み: 宇宙
形成の原動力(二)

宇宙の解体新書 S3: 月の真
実(二)

THE NAKED: マダガスカル
死の荒野(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S2: 地球外生命体の姿
(二)

☆NASA超常ファイル S4: 火
星・謎のメッセージ(新)(二)

★宇宙から発見！海の財宝を
探せ: Ep.5 動く標的(二)

戦火の兵器大全: 第二次世
界大戦(二)

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 S4: ミ
ヒャエルの試験(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 8(二)

驚異の建造～不可能に挑む
～: ニューヨーク・超高層ビル
(字)

インフォマーシャル(日)

Discovery MOTOR アワー
★名車再生！マイクのワールド
ツアー: インド(二)

シフティング・ギア: レース・オブ・
ジェントルマン2(字)

シフティング・ギア: レース・オブ・
ジェントルマン3(字)

★カスタム・マスター: フォード・
ピックアップトラック(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1916年式キャデ
ラック・タイプ53(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:
死を招く神秘主義(二)

ワールド・トップ5: 究極の船
(二)

ボーイング 空と宇宙の開拓者
S2: 艦上機の開発(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.1(字)
インフォマーシャル(日)

THE NAKED: 西インド諸島
孤独の海(二)

★エクストリーム・サバイバル: 仕事
中の災難(字)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパー
バイク(二)

★解明・宇宙の仕組み: 地球
の未来と金星(二)

★解明・宇宙の仕組み: 生命
の起源(二)

★解明・宇宙の仕組み: もうひ
とつの地球(二)

★解明・宇宙の仕組み: 車の
材料の起源(二)

☆中国・大陸創世の秘密: ヒ
マラヤ山脈(新)(字)

★解明・宇宙の仕組み: 天の
川銀河の誕生(二)

★解明・宇宙の仕組み: 宇宙
移民(二)

宇宙メガ特集
★解明・宇宙の仕組み: 太陽
系の果て(二)

★解明・宇宙の仕組み: 大量
絶滅(二)

★解明・宇宙の仕組み: 太陽
(二)

宇宙の解体新書 S3: 土星の
輪の秘密(二)

宇宙の解体新書 S3: 月の真
実(二)

大惨事の瞬間: Ep.38/NYヘリ墜
落(字)
インフォマーシャル(日)

メガ・エアポート: 眠らない空港
(二)

★完全マニュアル: 航空母艦の作り
方(字)

ミリタリー・モーターズ S4: ＧＭ
Ｃバンデューラ(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: コンバットシステム
(二)

★CAR FIX: ポンティアック･トランザ
ム(二)

★ボーイング 空と宇宙の開拓
者 S2: 艦上機の開発(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: 振り返りスペシャル
2(二)

三菱電機 presents ワールドテックア
ワー

★ワールド・トップ5: 究極の船
(二)
メガ・エアポート: 世界の交差
路(二)

★ヒトラー完全ガイド: 破滅へ
のカウントダウン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸
失敗(二)

戦火の兵器大全: 第二次世
界大戦(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: MGA(二)

★解明・宇宙の仕組み: 宇宙
の終わり(二)

★解明・宇宙の仕組み: 木星
(二)

★解明・宇宙の仕組み: 宇宙
の最初の1秒間(二)

★解明・宇宙の仕組み: 土星
(二)

★ミリタリー・モーターズ S4: 射
撃選手権(二)

21:55 ☆戦火の兵器大全:
第二次世界大戦(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆宇宙の解体新書 S3: 土星
の輪の秘密(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: MGA(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: 銃撃事
件(新)(二) ★舞台裏のスーパーテクノロジー

S14: Ep.17 レースカー(字)

ザ・遭難サバイバル: ブルガリア
(字)

★THE NAKED: アマゾン 衝
突する世界(二)

★THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼1(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)

解明・地下世界ミステリー: 「新
天地到達」秘史(二)

ミリタリー・モーターズ S4: レア
車コレクション(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: フォードF-1(二)

ミリタリー・モーターズ S4: アント
ノフ再び(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 近未来兵器
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.7 受難(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ:
Ep.8 ラストスパート(字)

宇宙から発見！海の財宝を探
せ: Ep.4 照準(二)

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: ダラック・タイプ
L(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: アサルト兵器(二)

NASA超常ファイル S4: ISS・
非常警報発令(二)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ランボルギーニ・ウラカ
ン(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォードF-1(二)

ザ・遭難サバイバル: マダガスカ
ル(字)

★サメvsベア・グリルス(字)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ: Ep.8 ラストスパート(字)

シフティング・ギア: レース・オブ・
ジェントルマン2(字)

シフティング・ギア: レース・オブ・
ジェントルマン3(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: 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: BMW Z1(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: V22オスプレイ(二)

★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)

解明・地下世界ミステリー: カリ
フォルニア最後の日(二)

★THE NAKED: ベリーズ 嵐
のジャングル(二)

ミリタリー・モーターズ S3: ジェッ
トエンジン搭載 BTR-50(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 自動式散弾銃
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: シボレー・カマロ
ZL1(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポンティアック
GTO(二)

★THE NAKED: マダガスカル
死の荒野(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 S3: 寄せ
集めハマー(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アーチャー榴弾砲
(二)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー: 恐
竜の引っかき傷(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: 銃撃事件
(二)

★THE NAKED: 南ア 視聴
者の挑戦(二)

★戦火の鉄道大全: ナチスの
巨大列車砲(二)

☆シフティング・ギア: レース・オ
ブ・ジェントルマン2(新)(字)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: 銃撃事件
(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.2 巨
大船体(二)

メガ・エアポート: 眠らない空港
(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: VWタイプ2スプ
リットスクリーン(二)

★戦火の鉄道大全: 泰緬鉄
道(二)

★戦火の鉄道大全: 救急列
車(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 超静音潜水艦
(二)

大惨事の瞬間: Ep.35/巨大クレー
ン転倒(字)

☆シフティング・ギア: レース・オ
ブ・ジェントルマン3(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: パーカ- 対
トッド(二)

★解剖！メガマシン S2: 新幹
線(二)

★メガ・エアポート: 世界の交
差路(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.2
巨大船体(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
S12: Ep.9 線香(字)

★THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼2(二)

スゴ腕！武器ビルダー: 海中仕
様特殊ナイフ(二)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ: Ep.7 受難(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: GMC サイクロン(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 名場面SP(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の航空機
(二)

★AI革命～激変する世界を探
る～(字)

★解剖！メガマシン S2: ロー
ドトレイン(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: イギリス(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 7(二)

驚異の建造～不可能に挑む
～: ニューヨーク・超高層ビル
(字)

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: アウディ・TT(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: トップガン(二)

中国・貴州省の今: Ep.4 バタフライ
効果(字)
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)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
ポルシェ911 2.7Sタルガ 後編(二)

★ミリタリー・モーターズ S3: 終
着地(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超強力マシンガ
ン(二)

23:55 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ポルシェ
912E(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)

★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)

SUPERCAR: ポルシェ918ス
パイダー(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1977年式ポル
シェ924(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 長距離ミサイル
(二)

中国・貴州省の今: Ep.3 共生発
展への道(字)
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)

宇宙の解体新書 S3: 月の真
実(二)

★THE NAKED: 西インド諸
島 孤独の海(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼1(二)

★THE NAKED: モントセラト
火山島(二)

THE NAKED: アマゾンでの闘
い(二)
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THE NAKED: ナミビア 心の
闇(二)

THE NAKED XL S2～9人の
挑戦～ 番外編: 振り返り
SP(二)

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: ジャガー・XJ-
C(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

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 名車再生！年越し日本車SP 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: ホンダ
S2000(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: 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: トヨタ・初代MR2 後編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: スズキSJ410 前編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: スズキSJ410 後編(二)

★解明・宇宙の仕組み: 宇宙
の超危険エリア(二)

★解明・宇宙の仕組み: ブラッ
クホール成長の秘密(二)

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

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1972年式 日
産・510型系ダットサン(二)

★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)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1982年式トヨ
タ・スープラ(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！クラシックカー・
ディーラーズ:
BMW2002tii(二)

★解明・宇宙の仕組み: 海の
誕生(二)

★解明・宇宙の仕組み: 太陽
系第9惑星の謎(二)

★解明・宇宙の仕組み: 月の
秘密(二)

宇宙メガ特集
★解明・宇宙の仕組み: 天の
川の死(二)

★解明・宇宙の仕組み: ブラッ
クホールは実在するのか？(二)

★解明・宇宙の仕組み: 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)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超強力マシンガ
ン(二)

★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:
ミシガン湖 魔の三角域(二)

宇宙の解体新書 S3: 土星の
輪の秘密(二)

THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼2(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン(二)
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THE NAKED: 西インド諸島
孤独の海(二)

THE NAKED: アマゾンでの
闘い(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)

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)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダMX-5 前
★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダMX-5 後

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダRX-7(二)

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

★解明・宇宙の仕組み: 死を
もたらす星(二)

★解明・宇宙の仕組み: 準惑
星の奇妙な世界(二)

★解明・宇宙の仕組み: 小惑
星衝突(二)

★解明・宇宙の仕組み: 冥王
星の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み: 連星
の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み: 水星
の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み: 不可
解な暗黒物質(二)

★解明・宇宙の仕組み: 天王
星と海王星(二)

★解明・宇宙の仕組み: 太陽
系 闇の歴史(二)

★解明・宇宙の仕組み: 世に
も奇妙な惑星群(二)

★解明・宇宙の仕組み: 謎の
天体・クエーサー(二)

★解明・宇宙の仕組み: 時空
の神秘(二)
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