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09:55 ★RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)
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13:00 13:00
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14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 ミリタリーSP 15:00
★潜入!ロシア軍のすべて: 歩兵戦
闘車「BMP-3」ロボット化(二)

15:30 15:30

16:00 16:00
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20:00 日曜宇宙シアター 20:00

20:30 20:30

21:00 ☆潜入!ロシア軍のすべて: レーダー
システム「Nebo-M」(新)(二)
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21:30 21:30
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22:30 22:30
22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

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
★潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃ヘ
リ「Ka-52 アリゲーター」(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

★徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.1 アポロ1号の悲劇(字)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: 万里の⾧城(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.16 夏編 大当
たり(字)

ザ・無人島生活: Ep.3 狩り
(字)

★戦火の鉄道大全: 泰緬鉄
道(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5: Ep.16 夏編
大当たり(字)

★モーガン・フリーマン 時空の彼
方 シーズン6: なぜ人は嘘をつ
くのか?(二)

★戦火の兵器大全: ベトナム
戦争(二)

★戦火の兵器大全: 冷戦時
代の核開発(二)

★歴史の分岐点: 中東戦争
(字)

アラスカ鉄道24時 S2: 衝突へ
の秒読み(二)

★機密事件ミステリー: 米史上
最大規模 美術品盗難事件
(字)

三菱電機 presents ワールドテックア

ワー

★メガ・エアポート: 時間との闘
い(二)

★潜入!ロシア軍のすべて: MiG-
31 宇宙に近づく戦闘機(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: 美しきイタリア
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 新たな推進装置
(新)(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: 粘
土細工で作る本格造花庭園
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ダラッ
ク・タイプL(二)

メガ・エアポート: 時間との闘い
(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: テスラ・ファクトリー
(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)

★大脱出!サバイバルレース:
ヒマラヤ山脈(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14:
1972年式 日産・510型系
ダットサン(二)
★シフティング・ギア: 新たなる
挑戦(字)

MotorTrend

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 小惑星の脅威(二)

★ファスト＆ラウド シーズン5: 75年
式ダットサン280Z(字)

★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1972年式ラン

★シフティング・ギア: キングオブ
ハマー1(字)

★NASA超常ファイル シーズン
1: 土星の六角形の渦(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: ス
ピットファイア巨大プラモデル
(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)

★潜入!ロシア軍のすべて: 地雷除
去ロボット(二)
★戦火の鉄道大全: ナチスの
巨大列車砲(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)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: コンバット
システム(二)

潜入!ロシア軍のすべて: レーダーシ
ステム「Nebo-M」(二)

潜入!ロシア軍のすべて: クレムリン
の花火(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 新たな推進装置
(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 小惑星の脅威(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)

★THE NAKED シーズン4:
パナマ 最悪の知らせ(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・75年式ダットサン
280Z(字)

★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)

★カスタム・マスター シーズン3:
2014年式ジャガーXJL(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン3: テスラ・ファクト
リー(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ
ケット発射(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 衝
突への秒読み(二)

★徹底検証・もしもいま建設し
たら: 万里の⾧城(字)

THE NAKED シーズン4: パナ
マ 最悪の知らせ(二)

★ザ・無人島生活: Ep.3 狩り
(字)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
6: 美しきイタリア(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)

☆THE NAKED シーズン4:
パナマ 最悪の知らせ(新)(二)

★ザ・無人島生活: Ep.3 狩り
(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11:
BMW Z1(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: フォード・フェアレーン
GTA(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 近未来
兵器(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.16 夏編 大当
たり(字)

THE NAKED シーズン4: パナ
マ 最悪の知らせ(二)

機密事件ミステリー: 米史上最
大規模 美術品盗難事件(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8:
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11: フォー
ド・サンダーバード(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: シボレーC10ピック
アップトラック(二)

大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル火
災(二)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン2: 火山大噴火の脅威
(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
プラスチックのジープ?(二)

インフォマーシャル(日)

★THE ISLAND シーズン6:
Ep.4 焦り(字)

★クラシックカー・コレクション シーズン
8: 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11: ダラッ
ク・タイプL(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)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: コン
バットシステム(二)

インフォマーシャル(日)

★好奇心の扉: バミューダトライ
アングルの謎とは?(二)

ファスト＆ラウド シーズン5: 続・75
年式ダットサン280Z(字)

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)

潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃ヘリ
「Mi-28UB」(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 空中給油
機「IL-78」(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)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: オールズモビル
442(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 自動式
散弾銃(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)

潜入!ロシア軍のすべて: 歩兵戦闘
車「BMP-3」ロボット化(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 地雷除去
ロボット(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11: アン
フィカー(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: フォード・マスタング・
ファストバック(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)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン2: ニコラ・テスラの秘密
(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃ヘリ
「Mi-28UB」(二)

★THE ISLAND シーズン6:
Ep.3 疑惑(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 空中給油
機「IL-78」(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:
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11:
BMW Z1(二)

☆機密事件ミステリー: 米史
上最大規模 美術品盗難事件
(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: アウ
ディ・TT(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: 新型シボレー・イン
パラ(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: アー
チャー榴弾砲(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 衝突へ
の秒読み(二)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: ベネチア(字)

夢のおもちゃプロジェクト: スピッ
トファイア巨大プラモデル(二)

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11: シボ
レー・カマロ(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: ビュイック・スカイラー
ク(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)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン2: ソロモンの財宝(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 衝突へ
の秒読み(二)

★THE ISLAND シーズン6:
Ep.2 ためらい(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:
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11: VW
タイプ2スプリットスクリーン(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: オールズモビル
442(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 自動
式散弾銃(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 海賊の宝(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.2 ためらい(字)

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型系ダットサン(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)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ジャ
ガー・XJ-C(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: フォード・ブロンコ
(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 超強力
マシンガン(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式ランチア・フルヴィア
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マセラ
ティ3200GT(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: ロータス・ヨーロッパ
パート2(二)

大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴン
ドラ(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 地獄の島（2時間）
(二)

★THE ISLAND シーズン6:
Ep.1 カネの降る島(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:
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11: アウ
ディ・TT(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: 新型シボレー・イ
ンパラ(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 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
シーズン2: 不可思議な洞くつ
(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.1 カネの降る島(字)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 衝
突への秒読み(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: ベネチア(新)(字)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

★クラシックカー・コレクション シーズン8: 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11: ジャ
ガー・XJ-C(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: フォード・ブロンコ
(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 超強
力マシンガン(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: アトランティスの謎
(二)

THE ISLAND シーズン5: 挑
戦の舞台裏(字)

★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14:
1972年式ランチア・フルヴィア
(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1957年式シボレー・コルベット
(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.53/アクロ
バット飛行(二)

ファスト＆ラウド シーズン5: 75
年式ダットサン280Z(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: フォード・フェア
レーンGTA(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 近未
来兵器(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: Ep.8(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.3 疑惑(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.16 夏編
大当たり(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: テスラ・ファクト
リー(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.4 焦り(字)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
ル崩壊(二)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべて:
クレムリンの花火(新)(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: ロータス・ヨーロッパ
パート1(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)

インフォマーシャル(日)

★ダーク・シークレット: 老賢者からの
忠告(二)

★THE ISLAND シーズン5:
挑戦の舞台裏(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 小惑星の脅威(二)

インフォマーシャル(日)
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大脱出!サバイバルレース: パ
ラオ(字)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: ヘミ載せ替え
1(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: シトロ
エン2CV(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
ダットサン(二)
ミリタリー・モーターズ シーズン6:
プラスチックのジープ?(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: ヘミ載せ替え
2(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9

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
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09:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

10:00 10:00

10:30 10:30
10:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

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
潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃ヘリ
「Mi-28UB」(二)

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 日曜宇宙シアター 20:00

20:30 20:30

21:00 ☆潜入!ロシア軍のすべて: 上陸
用舟艇 02800型(新)(二)

21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

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
潜入!ロシア軍のすべて: 歩兵戦闘
車「BMP-3」ロボット化(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

ザ・無人島生活: Ep.4 サバイ
バルの舞台裏(字)

★戦火の鉄道大全: 南北戦
争時代の鉄道(二)

★歴史の分岐点: 湾岸戦争
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5 特別編: 舞台裏秘
話(字)

★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)

★THE ISLAND シーズン6:
Ep.6 挑戦の舞台裏(字)

★サバイバルゲーム:冒険の
日々(字)

★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)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.1 男たちの
戦い(新)(字)

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

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン3: 世界最大級の
航空機(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: リア
ルサイズの転動跳開橋(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 新たな推進装置(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 空中給油
機「IL-78」(二)
★戦火の鉄道大全: 救急列
車(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)

★ザ・特殊部隊: フォース・リー
コン(字)

インフォマーシャル(日)

★石器時代の生活とは?:
Part2(二)

サバイバルゲーム:生き残りの
秘訣(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 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

★メガ・エアポート: 完全制御
の秘密(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 地雷除去
ロボット(二)
戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(二)

歴史の分岐点: ベトナム戦争
(字)

メガ・エアポート: 完全制御の
秘密(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 世界最大級の航空
機(二)

中国・貴州省の今: Ep.2 夢の実
現(字)

インフォマーシャル(日)

★秘境ハンター: 制作舞台裏
(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)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1970年式 スカウト800A(二)

★シフティング・ギア: キングオブ
ハマー2(字)

★シフティング・ギア: トレー
ラー・レース1(字)

★NASA宇宙飛行士が見た
UFO(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: 粘
土細工で作る本格造花庭園
(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛
が観客席に(二)

★徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.2 着陸映像の真相(字)

★徹底検証・もしもいま建設し
たら: ベネチア(字)

THE NAKED シーズン4: ホン
ジュラス 雨と寒さの中で(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5 特別編: 舞台裏秘
話(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 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.63/竜巻発
生(二)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン15: Ep.1 男たちの戦い(字)

機密事件ミステリー: ニューオー
リンズの斧男(字)

THE NAKED シーズン4: ホン
ジュラス 雨と寒さの中で(二)

ザ・無人島生活: Ep.4 サバイ
バルの舞台裏(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
移動式ステージ(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン8: AMC・
AMX(二)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン
スキー大会(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 宇宙ゴミの脅威(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 新たな推進装置(二)

中国・貴州省の今: Ep.1 自然の
恵み(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: ホン
ジュラス 雨と寒さの中で(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)

インフォマーシャル(日)

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:
1968年式カマロ(二)

MotorTrend
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン14: 2004年式 ミニ・クーパーS
MC40(二)

ファスト＆ラウド シーズン6: カー
チェイスSP（2時間）(字)

ザ・特殊部隊: デルタフォース
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5 特別編: 舞台裏秘
話(字)

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)

ザ・特殊部隊: 民間軍事会社
(字)

ファスト＆ラウド シーズン6: カー
チェイスSP（2時間）(字)

名車再生!マイクのワールドツ
アー: インド(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: 移動式ステージ
(新)(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)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
ル崩壊(二)

☆おあそびマスターズ:
Ep.35(新)(日)

★好奇心の扉: バミューダトライ
アングルの謎とは?(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
美しきイタリア(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!マイクのワールド
ツアー: スウェーデン(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 宇宙ゴミの脅威
(新)(二)
名車再生!マイクのワールドツ
アー: スウェーデン(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: AMC・AMX(二)

ザ・特殊部隊: フォース・リーコン
(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 上陸用舟
艇 02800型(二)

潜入!ロシア軍のすべて: ブーヤンM
型コルベット(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★カスタム・マスター シーズン4:
1957年式フェアレーン＆1955
年式ノマド(二)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべて:
ブーヤンM型コルベット(新)(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー: イギリス(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)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: Ep.8(二)

潜入!ロシア軍のすべて: レーダーシ
ステム「Nebo-M」(二)

潜入!ロシア軍のすべて: クレムリン
の花火(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!マイクのワールド
ツアー: イギリス(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)

★ザ・特殊部隊: デルタフォース
(字)

インフォマーシャル(日)

★石器時代の生活とは?:
Part1(二)

サバイバルゲーム:グルメ総集
編(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: クレムリ
ンの花火(二)

☆ファスト＆ラウド シーズン6:
カーチェイスSP（2時間）
(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★奇跡を起こせ!建築革命:
MSCメラビリア(字)

☆機密事件ミステリー: ニュー
オーリンズの斧男(新)(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: フォード・フェア
レーンGTA(二)

★中国・貴州省の今: Ep.4 次世
代の飛躍(字)

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)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5 特別編: 舞台
裏秘話(新)(字)

☆THE NAKED シーズン4:
ホンジュラス 雨と寒さの中で
(新)(二)

★ザ・無人島生活: Ep.4 サバ
イバルの舞台裏(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: 名場
面SP(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)

ザ・特殊部隊: 米陸軍レン
ジャー(字)

放送休止

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 シーズン8:
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11: VW
タイプ2スプリットスクリーン(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: オールズモビル
442(二)

★中国・貴州省の今: Ep.3 伝統
の継承(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 海賊の宝(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 衝突へ
の秒読み(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: ポルシェ356SCカブリオレ(二)

★名車再生!マイクのワールド
ツアー: インド(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)

★ザ・特殊部隊: 民間軍事会
社(字)

インフォマーシャル(日)

★好奇心の扉: 火山の仕組み
とは?(二)

サバイバルゲーム:冒険の日々
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
の爪痕(二)

★潜入!ロシア軍のすべて: レー
ダーシステム「Nebo-M」(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)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: リン
カーン・コンチネンタル(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)

ザ・特殊部隊: ネイビーシール
ズ(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
2004年式 ミニ・クーパーS
MC40(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1970年式 スカウト800A(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
美しきイタリア(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: 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11: アウ
ディ・TT(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: 新型シボレー・イ
ンパラ(二)

★中国・貴州省の今: Ep.2 夢の
実現(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 不可思議な洞くつ
(二)

THE NAKED シーズン4: パナ
マ 最悪の知らせ(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: 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11: 名場
面SP(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)

★ザ・特殊部隊: 米陸軍レン
ジャー(字)

インフォマーシャル(日)

★好奇心の扉: 永遠の命は得
られるのか?(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.6 挑戦の舞台裏(字)

★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)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: フォード・ブロンコ
(二)

★中国・貴州省の今: Ep.1 自然
の恵み(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: アトランティスの謎
(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 新たな推進装置(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: 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11: リン
カーン・コンチネンタル(二)

★THE ISLAND シーズン6:
Ep.5 最後のカネ(字)

★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1970年式 スカ
ウト800A(二)

Discovery Channel
2020年02月編成表

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: パナ
マ 最悪の知らせ(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: 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11: ジャ
ガー・XJ-C(二)

THE NAKED シーズン4: ホン
ジュラス 雨と寒さの中で(二)

機密事件ミステリー: ニューオー
リンズの斧男(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: 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11: ダラッ
ク・タイプL(二)

↑

★潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃ヘ
リ「Mi-28UB」(二)

★潜入!ロシア軍のすべて: 空中給
油機「IL-78」(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:
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11:
BMW Z1(二)

★ザ・特殊部隊: ネイビーシー
ルズ(字)

インフォマーシャル(日)

★好奇心の扉: 人は洗脳でき
るのか?(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.5 最後のカネ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
離陸訓練(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
2004年式 ミニ・クーパーS
MC40(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16

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
09:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

09:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

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
潜入!ロシア軍のすべて: レーダーシ
ステム「Nebo-M」(二)

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 日曜宇宙シアター 20:00

20:30 20:30

21:00 ☆潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート1(新)(二)

21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

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
潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃ヘリ
「Mi-28UB」(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

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.6 アラスカ(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

MotorTrend

★カスタム・マスター シーズン4:
1932年式フォード・ロードスター
(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.2 群れを求
めて(新)(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)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン3: 超高速ジェット
コースター(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: ス
ロットカー・レース(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 宇宙ゴミの脅威(二)

★戦火の鉄道大全: 歴史を変
えた鉄道秘話(二)

★戦火の鉄道大全: 鉄道破
壊工作(二)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.1(二)

★シフティング・ギア: レース開
幕(字)

夢のおもちゃプロジェクト: リアル
サイズの転動跳開橋(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース
事故(二)

潜入!ロシア軍のすべて: クレムリン
の花火(二)

★歴史ミステリーハンター: ロビ
ン・フッド(字)

カスタム・マスター シーズン4: 1932年
式フォード・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14: 視聴者質問!舞台裏

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン8: プリムス・バラクー
ダ(二)

★密着!台湾軍エリート部隊:
先鋭部隊・フロッグマン(二)

インフォマーシャル(日)

アラスカ鉄道24時 S2: 雪崩
頻発地帯(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.17 冬編 新た
なる野望(字)

超危険!命がけ職業体験:
Ep.1 テストパイロット(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.17 冬編 新た
なる野望(字)

★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)

★エイリアン大解剖: Ep.1(字)

★徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.3 着陸の形跡(字)

奇跡を起こせ!建築革命:
MSCメラビリア(字)

★名車再生!TOP5: 80年
代の車(二)

★名車再生!TOP5: アメ車
(二)

三菱電機 presents ワールドテックア

ワー

★メガ・エアポート: 眠らない空
港(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 空中給油
機「IL-78」(二)
戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

歴史の分岐点: 湾岸戦争
(字)

メガ・エアポート: 眠らない空港
(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 超高速ジェットコー
スター(二)

中国・貴州省の今: Ep.4 次世代
の飛躍(字)

インフォマーシャル(日)

★秘境ハンター: ニューギニア島
謎の白線地帯(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
7: アートな別荘(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:
1976年式フォード・カプリ
Mk2(二)
★シフティング・ギア: トレー
ラー・レース2(字)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: マーキュリー・クー
ガー(二)

密着!台湾軍エリート部隊:
選ばれし猛者たち(二)

潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート1(二)

潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート2(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: ブラックホール(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 宇宙ゴミの脅威(二)

中国・貴州省の今: Ep.3 伝統の
継承(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: パナ
マ 涙のボカス・デル・トロ(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)

ファスト＆ラウド シーズン6: シー
マ・デビュー(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)

★カスタム・マスター シーズン3:
1955年式シボレー・ノマド(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 超高速ジェットコー
スター(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火
災(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 雪崩
頻発地帯(二)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン15: Ep.2 群れを求めて(字)

機密事件ミステリー: UFOと政
府の陰謀(字)

THE NAKED シーズン4: パナ
マ 涙のボカス・デル・トロ(二)

超危険!命がけ職業体験:
Ep.1 テストパイロット(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
多目的戦術輸送機(二)

インフォマーシャル(日)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.17 冬編 新た
なる野望(字)

THE NAKED シーズン4: パナ
マ 涙のボカス・デル・トロ(二)

機密事件ミステリー: UFOと政
府の陰謀(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:
アメチョのクルマ(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー: スウェーデン(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: AMC・AMX(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)

石器時代の生活とは?:
Part2(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
移動式ステージ(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!マイクのワールド
ツアー シーズン2: ブラジル(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン8: マーキュリー・クー
ガー(二)

★密着!台湾軍エリート部隊:
選ばれし猛者たち(二)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.6 アラスカ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社
の爆発火災(二)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべて:
シュチューカB型原潜 パート

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: 多目的戦術輸
送機(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: ブラックホール
(新)(二)
名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: ブラジル(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.17 冬編
新たなる野望(新)(字)

☆THE NAKED シーズン4:
パナマ 涙のボカス・デル・トロ
(新)(二)

★好奇心の扉: イエローストー
ンの謎とは?(字)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.5 ネバダ山脈(字)

★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事
故(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン8: フォード・サン
ダーバード(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: プリムス・バラクーダ
(二)

密着!台湾軍エリート部隊:
先鋭部隊・フロッグマン(二)

☆超危険!命がけ職業体験:
Ep.1 テストパイロット
(新)(字)

名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: イギリス(二)

☆ファスト＆ラウド シーズン6: シー
マ・デビュー(新)(字)

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.61/熱気球大
会で(二)

インフォマーシャル(日)

石器時代の生活とは?:
Part1(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 上陸用舟
艇 02800型(二)

潜入!ロシア軍のすべて: ブーヤンM
型コルベット(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!マイクのワールド
ツアー シーズン2: イギリス(二)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.5 ネバダ山脈(字)

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)

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)

好奇心の扉: 火山の仕組みと
は?(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 雪崩
頻発地帯(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: 元祖マイクロカー(二)

★名車再生!マイクのワールド
ツアー シーズン2: オーストラリア
(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 上陸用舟
艇 02800型(二)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.4 砂漠(字)

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)

ザ・特殊部隊: 国務省外交保
安局(字)

アラスカ鉄道24時 S2: 雪崩
頻発地帯(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!マイクのワールドツ
アー: メキシコ／米国(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)

ザ・特殊部隊: CIA特殊活動
部(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(二)

★ザ・特殊部隊: 世界の精鋭
部隊(字)

インフォマーシャル(日)

★好奇心の扉: 人体に棲む微
生物とは?(二)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.4 砂漠(字)

★大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス墜
落(二)

カスタム・マスター シーズン4:
1932年式フォード・ロードスター
(二)

潜入!ロシア軍のすべて: ブーヤンM
型コルベット(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: オーストラリア
(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: フォード・サンダー
バード(二)

ザ・特殊部隊: 世界の精鋭部
隊(字)

カスタム・マスター シーズン4:
1932年式フォード・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15: 1976年式
フォード・カプリ Mk2(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)

大惨事の瞬間: Ep.59/全米最大
級ハリケーン(二)

インフォマーシャル(日)

好奇心の扉: 永遠の命は得ら
れるのか?(二)

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 雪
崩頻発地帯(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★奇跡を起こせ!建築革命:
デンマーク地下鉄環状線(字)

☆機密事件ミステリー: UFO
と政府の陰謀(新)(字)

名車再生!マイクのワールドツ
アー: 中東(二)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.3 ジャングル(字)

THE NAKED シーズン4: ホン
ジュラス 雨と寒さの中で(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: 原石の山(二)

★名車再生!マイクのワールド
ツアー: 中東(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)

★ザ・特殊部隊: 国務省外交
保安局(字)

インフォマーシャル(日)

★好奇心の扉: 世界の終わり
とは?(二)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.3 ジャングル(字)

★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)

★ザ・特殊部隊: CIA特殊活
動部(字)

インフォマーシャル(日)

★好奇心の扉: 薬物が人体に
およぼす影響とは?(二)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.2 アルプス(字)

★大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット
脱出(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(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)

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)

好奇心の扉: 人は洗脳できる
のか?(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 宇宙ゴミの脅威(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!マイクのワールド
ツアー: メキシコ／米国(二)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.2 アルプス(字)

Discovery Channel
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秘境ハンター: 制作舞台裏
(字)

THE NAKED シーズン4: ホン
ジュラス 雨と寒さの中で(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:
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11: リン
カーン・コンチネンタル(二)

ファスト＆ラウド シーズン6: シー
マ・デビュー(字)

潜入!ロシア軍のすべて: レーダーシ
ステム「Nebo-M」(二)

潜入!ロシア軍のすべて: クレムリン
の花火(二)

インフォマーシャル(日)

奇跡を起こせ!建築革命: デ
ンマーク地下鉄環状線(字)

夢のおもちゃプロジェクト: リアル
サイズの転動跳開橋(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:
ポルシェ356SCカブリオレ(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー: インド(二)

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)
ミリタリー・モーターズ シーズン6:
移動式ステージ(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:
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11: 名場
面SP(二)

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!マイクのワールドツ
アー: イギリス(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23

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
09:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

09:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

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
潜入!ロシア軍のすべて: 上陸用舟
艇 02800型(二)

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 日曜宇宙シアター 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

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
潜入!ロシア軍のすべて: レーダーシ
ステム「Nebo-M」(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

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.8 太平洋(字)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.9 サバンナ(字)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.10 大湿地帯(字)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.11 アンデス山脈(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

MotorTrend

奇跡を起こせ!建築革命: デ
ンマーク地下鉄環状線(字)

★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)

夢のおもちゃプロジェクト: スロッ
トカー・レース(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.15/インドで
ビル倒壊(二)

潜入!ロシア軍のすべて: ブーヤンM
型コルベット(二)
★戦火の鉄道大全: 第一次
世界大戦下の鉄道(二)

★戦火の鉄道大全: 第二次
世界大戦下の鉄道(二)

★名車再生!TOP5: マイクロ
カー(二)

★名車再生!TOP5: パフォー
マンスカー(二)

三菱電機 presents ワールドテックア

ワー

★メガ・エアポート: 世界の交
差路(二)

潜入!ロシア軍のすべて: クレムリン
の花火(二)

★驚異の軍事兵器: アメリカの
空軍力(二)

インフォマーシャル(日)

★未解決の歴史 シーズン2:
ロズウェル事件(字)

カスタム・マスター シーズン4:
1967年式ポンティアックGTO
前編(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 巨大石油プラット
フォーム(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 吹雪の
爪痕(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.18 冬編 忍び
寄る影(字)

超危険!命がけ職業体験:
Ep.2 闘牛士(字)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.2(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.18 冬編 忍び
寄る影(字)

★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)

★エイリアン大解剖: Ep.2(字)

★徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.4 危険な放射線帯(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: ブラックホール(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー
90ｍ滑落(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 吹雪の
爪痕(二)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン15: Ep.3 ライバル対決(字)

機密事件ミステリー: ブラック・ダ
リア事件(字)

メガ・エアポート: 世界の交差
路(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 巨大石油プラット
フォーム(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)

★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
7: 広がる家(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: トヨタ
MR2 ターボ(二)

ファスト＆ラウド シーズン6: シーマ・デ
ビュー(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)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 宇宙ビジネス(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: ブラックホール(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)

THE NAKED シーズン4: 南
アフリカ リベンジ・サバイバル
(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
7: ワイナリー住居(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1968年式マスタング(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)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.9 サバンナ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.11戦車!
市街地暴走(二)

ファスト＆ラウド シーズン6: シー
マ・デビュー(字)

潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート1(二)

潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート2(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

毛沢東と冷戦時代:
Ep.1(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: サーブ900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1: サーブ900ターボ 後
オーバーホール 改造車の世界
シーズン9: 「ローン・サバイ
バー」のためのマスタング(二)

驚異の軍事兵器: アメリカの空
軍力(二)

兵器のテクノロジー: 爆撃機
(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
KME社製はしご車(二)

THE NAKED シーズン4: 南
アフリカ リベンジ・サバイバル
(二)

超危険!命がけ職業体験:
Ep.2 闘牛士(字)

☆ファスト＆ラウド シーズン6:
1968年式マスタング(新)(字)

三菱電機 presents スペースアワー

☆スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 宇宙ビジネス
(新)(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年式ポンティアックGTO
前編(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.3 ライバル
対決(新)(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)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン3: 巨大石油プラッ
トフォーム(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: 鉄
道模型用線路(二)

☆THE NAKED シーズン4:
南アフリカ リベンジ・サバイバル
(新)(二)

☆超危険!命がけ職業体験:
Ep.2 闘牛士(新)(字)

★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)

インフォマーシャル(日)

歴史ミステリーハンター: ロビン・
フッド(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
多目的戦術輸送機(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1: サーブ900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1: サーブ900ターボ 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン9: 「ローン・サバイ
バー」のためのマスタング(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.18 冬編
忍び寄る影(新)(字)

インフォマーシャル(日)

★未解決の歴史 シーズン2:
マリリン・モンローの死(字)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.10 大湿地帯(字)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.11 アンデス山脈(字)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)

★兵器のテクノロジー: 爆撃機
(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: KME社製はし
ご車(新)(二)

★JFK暗殺のシナリオ(字)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.7 ハワイの火山(字)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

★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)

名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: 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 シーズン1: ポルシェ924 後編
オーバーホール 改造車の世界
シーズン9: ポンティアック・トラン
ザム(二)

実録・スパイの世界:
Ep.3(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.18 冬編 忍び
寄る影(字)

実録・スパイの世界:
Ep.2(二)

ファスト＆ラウド シーズン6: シー
マ・デビュー(字)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1968年式マスタング(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 上陸用舟
艇 02800型(二)

潜入!ロシア軍のすべて: ブーヤンM
型コルベット(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)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: プリムス・バラクーダ
(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)

好奇心の扉: イエローストーン
の謎とは?(字)

潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート1(二)

潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート2(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1: 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 シーズン1: ポルシェ924 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン9: ポンティアック・ト
ランザム(二)

★実録・スパイの世界:
Ep.3(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: イタリア(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン9: シボレー・エルカミー
ノ(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★奇跡を起こせ!建築革命:
メルセデス・ベンツ・スタジアム
(字)
☆機密事件ミステリー: ブラッ
ク・ダリア事件(新)(字)

名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: ポーランド(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン9: マスタングとジョニー・
デップ(二)

実録・スパイの世界:
Ep.1(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 吹雪の
爪痕(二)

奇跡を起こせ!建築革命: メ
ルセデス・ベンツ・スタジアム(字)

夢のおもちゃプロジェクト: スロッ
トカー・レース(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:
元祖マイクロカー(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: オーストラリア
(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: フォード・サンダー
バード(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)

好奇心の扉: 人体に棲む微生
物とは?(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 吹雪の
爪痕(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!マイクのワールド
ツアー シーズン2: イタリア(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン9: シボレー・エルカ
ミーノ(二)

★実録・スパイの世界:
Ep.2(二)

インフォマーシャル(日)

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

名車再生!マイクのワールドツ
アー: 中東(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)

大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊(二)

インフォマーシャル(日)

好奇心の扉: 世界の終わりと
は?(二)

THE NAKED シーズン4: パナ
マ 涙のボカス・デル・トロ(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!マイクのワールド
ツアー シーズン2: ポーランド
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン9: マスタングとジョ
ニー・デップ(二)

★実録・スパイの世界:
Ep.1(二)

インフォマーシャル(日)

★新説!ケネディ大統領暗殺
犯は誰だ: 新説!ケネディ大統
領暗殺犯は誰だ?(字)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.8 太平洋(字)

★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工
場爆発(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 吹
雪の爪痕(二)

インフォマーシャル(日)

★徹底調査!アメリカの極秘
施設(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)

名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: アメリカ(二)

インフォマーシャル(日)

好奇心の扉: 薬物が人体にお
よぼす影響とは?(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: ブラックホール(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!マイクのワールド
ツアー シーズン2: アメリカ(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン8: シボレー・ベルエ
ア(二)

★密着!台湾軍エリート部隊:
究極の選抜試験(二)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.7 ハワイの火山(字)

Discovery Channel
2020年02月編成表

秘境ハンター: ニューギニア島
謎の白線地帯(字)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン15: Ep.2 群れを求めて(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:
ザ・コレクション(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー: メキシコ／米国(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: イギリス(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)

大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット脱
出(二)

THE NAKED シーズン4: 南
アフリカ リベンジ・サバイバル
(二)

機密事件ミステリー: ブラック・ダ
リア事件(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8:
「レインマン」のロードマスター(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: ブラジル(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: マーキュリー・クー
ガー(二)

大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社の
爆発火災(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29 3/1

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 MotorTrend 9:00

9:30 9:30
09:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

22:55 RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(日)

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
潜入!ロシア軍のすべて: 上陸用舟
艇 02800型(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

☆ファスト＆ラウド シーズン6: イン
ターナショナルスカウトII(新)(字)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.13メキシコ(字)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.14 アイスランド(字)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.15 スコットランド(字)

★サバイバルゲーム:モディ・イ
ンド首相SP(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

毛沢東と冷戦時代:
Ep.2(二)

超危険!命がけ職業体験:
Ep.3 ブッシュパイロット(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
M942トラック(二)

★名車再生!TOP5: 視聴者
投票(二)

★名車再生!エド大活躍トッ
プ10(二)

三菱電機 presents ワールドテックア

ワー

★メガ・エアポート: ミスは許され
ず(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)

豪快!トラック・ドライバー シー
ズン3: Episode 5(二)

未来の戦争: 非対称戦争
(字)

兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ
ト(二)

カスタム・マスター シーズン4:
1967年式ポンティアックGTO
後編(二)

エジソンの卵: ドリフト三輪車／
ARデバイスほか(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン
制御不能(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 凍った
線路(二)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン15: Ep.4 負傷事故(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: 宇宙飛行士の生活
(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 宇宙ビジネス(二)

大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー90
ｍ滑落(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 視聴者もサバイバル(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
7: 田舎のお洒落ハウス(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6: イン
ターナショナルスカウトII(字)

SUPERCAR: アストンマーティ
ンV12ヴァンテージS(二)

ファスト＆ラウド シーズン6: 1968年式
マスタング(字)

機密事件ミステリー: ダッチ・シュ
ルツの財宝(字)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 視聴者もサバイバル(二)

潜入!ロシア軍のすべて: ブーヤンM
型コルベット(二)

インフォマーシャル(日)

★ナチ、悪魔教の秘密結社
(二)

サバイバルゲーム:モディ・インド
首相SP(字)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・
離陸失敗(二)

★兵器のテクノロジー: 軍用ロ
ボット(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: M942トラック
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン2: 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2: トヨタ・初代MR2 前
編(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: 即
入居可?レゴ製ハウス(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

☆超危険!命がけ職業体験:
Ep.3 ブッシュパイロット
(新)(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: フォード・カプリ 前編
(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: フォード・カプリ 後編(二)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.15 スコットランド(字)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母
艦上の着陸事故(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.19 冬編
ウィルスの猛威(新)(字)

☆THE NAKED シーズン4:
ニカラグア 視聴者もサバイバ
ル(新)(二)

★エジソンの卵: ドリフト三輪車
／ARデバイスほか(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1: メルセデス・ベンツ
W123 前編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: メルセデス・ベンツW123 後編(二)

豪快!トラック・ドライバー シー
ズン3: Episode 4(二)

未来の戦争: 超大国(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.19 冬編 ウィル
スの猛威(字)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 視聴者もサバイバル(二)

機密事件ミステリー: ダッチ・シュ
ルツの財宝(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:
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1: サーブ900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1: サーブ900ターボ 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン9: 「ローン・サバイ
バー」のためのマスタング(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)

未解決の歴史 シーズン2: ロズ
ウェル事件(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
KME社製はしご車(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
9: フォードG40対フェラーリ(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)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 5(二)

★未来の戦争: 非対称戦争
(字)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 4(二)

★未来の戦争: 超大国(字)

インフォマーシャル(日)

★超能力者は存在するか(字)

大惨事の瞬間: Ep.12/墜落5000
ｍ(二)

インフォマーシャル(日)

未解決の歴史 シーズン2: マリ
リン・モンローの死(字)

兵器のテクノロジー: 爆撃機
(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1: フォード・カプリ 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: フォード・カプリ 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1968年式マスタング(字)

インフォマーシャル(日)

★超常現象Xファイル: Ep.3/
人体自然発火(字)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.14 アイスランド(字)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
ローリー事故(二)

放送休止

放送休止

放送休止

☆起業チャンス!中国武者修
行の旅: Ep.1 ロジスティクス
(新)(字)

豪快!トラック・ドライバー シー
ズン3: Episode 2(二)

驚異の軍事兵器: アメリカの海
軍力(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 凍った
線路(二)

奇跡を起こせ!建築革命: ベ
ネチア・モーゼ計画(字)

夢のおもちゃプロジェクト: 鉄道
模型用線路(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!マイクのワールドツ
アー シーズン2: イタリア(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン9: シボレー・エルカミー
ノ(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)

JFK暗殺のシナリオ(字)

アラスカ鉄道24時 S2: 凍った
線路(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:
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1: メルセデス・ベンツW123 前編
(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: メルセデス・ベンツW123 後編
(二)
★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 3(二)

★未来の戦争: ならずもの国
家(字)

★超常現象Xファイル: Ep.2/
ツングースカ大爆発(字)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.13メキシコ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 凍っ
た線路(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★奇跡を起こせ!建築革命:
ベネチア・モーゼ計画(字)

☆機密事件ミステリー: ダッ
チ・シュルツの財宝(新)(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: 初代ミニ 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: 初代ミニ 後編(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.4 負傷事故
(新)(字)

★SUPERCAR: アストンマー
ティンV12ヴァンテージS(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: VW初代ゴルフGTI
前編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: VW初代ゴルフGTI 後編(二)

サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.12 オーストラリア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(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4:
1967年式ポンティアックGTO
後編(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)

豪快!トラック・ドライバー シー
ズン3: Episode 1(二)

驚異の軍事兵器: アメリカの地
上兵力(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)

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)
ミリタリー・モーターズ シーズン6:
KME社製はしご車(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:
シェルビーマスタングGT350(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: ポーランド(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン9: マスタングとジョニー・
デップ(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)

新説!ケネディ大統領暗殺犯
は誰だ: 新説!ケネディ大統領
暗殺犯は誰だ?(字)

THE NAKED シーズン4: 南
アフリカ リベンジ・サバイバル
(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1: 初代ミニ 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: 初代ミニ 後編(二)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 2(二)

★驚異の軍事兵器: アメリカの
海軍力(二)

インフォマーシャル(日)

★豪快!トラック・ドライバー
シーズン3: Episode 1(二)

★驚異の軍事兵器: アメリカの
地上兵力(二)

インフォマーシャル(日)

★超常現象Xファイル:
Ep.1/UFO多発地帯(字)

大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

インフォマーシャル(日)

徹底調査!アメリカの極秘施
設(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 宇宙ビジネス(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1: VW初代ゴルフGTI 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: VW初代ゴルフGTI 後編(二)

★サバイバルゲーム シーズン1:
Ep.12 オーストラリア(字)
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秘境ハンター: シベリア 森の中
の巨大クレーター(字)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン15: Ep.3 ライバル対決(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:
61年式ジュリエッタ・スパイダー(二)

名車再生!マイクのワールドツ
アー シーズン2: アメリカ(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: 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 シー
ズン1: ポルシェ924 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: シボレー・ベルエア
(二)

放送休止

潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート1(二)

潜入!ロシア軍のすべて: シュチュー
カB型原潜 パート2(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)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン9: ポンティアック・トラン
ザム(二)


