月曜日
8/27
4:00 サバイバル・男気クッキング: メ
キシコ-雲霧林(字)
4:30

Discovery Channel
2018年09月編成表

木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
火曜日
水曜日
8/28
8/29
8/30
8/31
9/1
9/2
世界のハイエンドSUV: フォルク オーストラリア鉄道24時: 蒸気 ミスフィット・ガレージ: 1932年 ベーリング海の一攫千金 番外 ★解明・宇宙の仕組み: 謎の メガ建造～不可能への挑戦～
スワーゲン・アトラス(二)
機関車の挑戦(二)
式フォード・チューダー 後編
編: Ep.3 ジョナサン伝説(字) 天体・クエーサー(二)
S2: ゴッタルドベーストンネル
(字)
(二)

4:00
4:30

5:00 THE NAKED: 見どころ丸出 メガ建造～不可能への挑戦～ 解剖！メガマシン S2: 新幹線 戦場の真実: ベトナム・フエ攻
しSP(二)
S2: 三峡ダム(二)
(二)
防戦(二)
5:30

本当は怖い童話の真実: ヘン ★解明・宇宙の仕組み: 天王 ワールド・トップ5: 船(二)
ゼルとグレーテル／シンデレラ
星と海王星(二)
(字)

5:00

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩 ★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
壊(二)
チェイス(二)

6:00

6:30 CAR FIX: ジープ・ラングラーJK

CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート2(二)

CAR FIX: 1987年式オールズモビ CAR FIX: プリムス・ダスター大改造 CAR FIX: 1965年式シボレー・イ
ル・カトラス(二)
(二)
ンパラ(二)

インフォマーシャル(日)

6:30

パート1(二)

インフォマーシャル(日)

7:00

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: レク 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: メル 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ロー 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: フィ 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ラン
サスLS400 前編(二)
セデス・ベンツ280SL 前編(二)
タス・エスプリ 前編(二)
アット500 前編(二)
ドローバー・シリーズIIIステージ1 前編(二)

7:30

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: レク 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: メル 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ロー 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: フィ 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ラン
サスLS400 後編(二)
セデス・ベンツ280SL 後編(二)
タス・エスプリ 後編(二)
アット500 後編(二)
ドローバー・シリーズIIIステージ1 後編(二)

8:00 フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 爆弾分解装置
8:30 (二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 非致死性兵器
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 身辺警護用兵
器(二)

フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: イスラエル軍の最 戦争の真実: 最新式ガトリン
新兵器1(二)
グガン(二)

9:00 大惨事の瞬間: Ep.46/スーパーバ 大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル
火災(二)

大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機飛 大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大会 大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケーン
行テスト(二)
で(二)
中継(二)

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

イク(二)

10:00 ★ザ・秘境生活 S2: モンゴル ★ザ・秘境生活 S2: グアテマ ★ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)
ラ(字)
(字)
10:30
11:00 追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.1(二)
11:30

追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.2(二)

追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.3(二)

★解剖！メガマシン S2: 新幹 ★サバイバル・男気クッキング:
線(二)
フィンランド-北極圏(字)

7:00

★カク博士のＳＦ研究室: Ep.5
宇宙への旅(二)

★エクストリーム・サバイバル: 動物の
襲撃(字)

8:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

8:30

Discovery MOTOR アワー

★ミスフィット・ガレージ: 1932
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
年式フォード・チューダー 前編
(字)
★ザ・秘境生活 S2: パタゴニ ★ザ・秘境生活 S2: フィリピン ★ミスフィット・ガレージ: 1932
ア(字)
(字)
年式フォード・チューダー 後編
(字)
追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.4(二)

追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.5(二)

インフォマーシャル(日)

5:30

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

7:30

9:00
9:30
10:00
10:30

★クラシックカー・コレクション: 1987 ★CAR FIX: GMC サイクロン(二)
年式BMW・M6クーペ(二)

11:00

★クラシックカー・コレクション: 1990 ★CAR FIX: シボレー・カマロ
年式マツダ・ロードスター(二)
ZL1(二)

11:30

12:00 解明・宇宙の仕組み: 天王星 THE NAKED: アマゾン 衝突 ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦場の真実: バグダッド侵攻
一攫千金～ S7: Ep.10 離 (二)
と海王星(二)
する世界(二)
12:30
別(二)

オーストラリア鉄道24時: 蒸気 ★カスタム・マスター S3:
機関車の挑戦(二)
1972年式 シボレー・ブレイ
ザー(二)

世界のハイエンドSUV: ポル
シェ・カイエン(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

13:30 ★CAR FIX: 1979年式ポルシェ
911(二)

★CAR FIX: オフロード仕様トラック ★CAR FIX: 1971年式ファイヤー ★CAR FIX: ファイヤーバード
(二)
バード・フォーミュラ(二)
Y88(二)

★メガ建造～不可能への挑戦 13:00
～ S2: 三峡ダム(二)
13:30

14:00
14:30

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ★名車再生！クラシックカー・ディーラー
シトロエンDS 前編(二)
ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 前編
ズ: フェラーリ308GT4 前編(二)
(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フェラーリ308GT4 後編(二)
シトロエンDS 後編(二)
ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後編
(二)

15:00 ★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 3(二)
15:30

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 4(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 5(二)

インフォマーシャル(日)

★ワールド・トップ5: 船(二)

CAR FIX: ビッグブロックの修理(二)

12:00
12:30

★名車再生！クラシックカー・ディーラー ★名車再生！クラシックカー・ディーラー インフォマーシャル(日)
ズ: ミニ1000 前編(二)
ズ: TVR S2 前編(二)

インフォマーシャル(日)

14:00

★名車再生！クラシックカー・ディーラー ★名車再生！クラシックカー・ディーラー ★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
ズ: TVR S2 後編(二)
ズ: ミニ1000 後編(二)
離陸訓練(二)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(二)

14:30

特集：国防・特殊部隊への道

15:00

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 6(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 7(二)

★戦場の真実: バグダッド侵
攻(二)

★密着！台湾軍エリート部
隊: 先鋭部隊・フロッグマン
(二)
16:00 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★本当は怖い童話の真実: ヘ ☆密着！台湾軍エリート部
戦争の真実: 無人戦闘車両 戦争の真実: アラスカのストライ 戦争の真実: A-10サンダーボ 戦争の真実: イスラエル軍の最 戦争の真実: 無人ヘリ(二)
ンゼルとグレーテル／シンデレラ 隊: 選ばれし猛者たち
16:30 (二)
カー装甲車(二)
ルト(二)
新兵器2(二)
(字)
(新)(二)
17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★追跡！コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.6(二)
18:00

★怪事件ファイル: 謎の飛行
物体(字)

★怪事件ファイル: 幽霊船
(字)

★怪事件ファイル: ミイラの呪
い(字)

★怪事件ファイル: 人体自然
発火(字)

18:30 ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)
19:00

ザ・秘境生活 S2: グアテマラ
(字)

ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)

ザ・秘境生活 S2: パタゴニア
(字)

ザ・秘境生活 S2: フィリピン
(字)

15:30
16:00
16:30

★THE NAKED: ベリーズ 狙 ☆密着！台湾軍エリート部
われたハンター(二)
隊: 究極の選抜試験
(新)(二)

17:00

★ゴールド・ラッシュ～人生最 ★ベーリング海の一攫千金 番
後の一攫千金～ S7: Ep.10 外編: Ep.3 ジョナサン伝説
離別(二)
(字)

18:00

17:30

18:30

★オーストラリア鉄道24時: 走 ★バミューダ・トライアングルの謎 19:00
に迫る(二)
るホオジロザメ(二)
★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大 ★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ ★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ ★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
19:30
バット飛行(二)
竜巻(二)
ル崩壊(二)
ケット発射(二)
レース(二)
19:55 ☆世界のハイエンド
20:00
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★解明・宇宙の仕組み: 連星 20:00
SUV: ポルシェ・カイエン
★CAR FIX: GMC サイクロン(二) ☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ★戦場の真実: バグダッド侵
☆世界のモノ作り: ハーディ・ガー
★ワールド・トップ5: 船(二)
の秘密(二)
(新)(二)
ディ
ほか(新)(字)
後の一攫千金～ S7:
攻(二)
★舞台裏のスーパーテクノロジー S13:
20:30 ★CAR FIX: シボレー・カマロ
20:30
Ep.10 離別(新)(二)
Ep.10 電気自動車(字)

ZL1(二)

21:00 ★名車再生！クラシックカー・ ボーイング 空と宇宙の開拓者
ディーラーズ: 1973年式マスタ S2: 人工衛星と宇宙戦争
ング・マッハ１(二)
(二)
21:30
22:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式サー
22:30 ブ・96(二)

☆ミスフィット・ガレージ:
★オーストラリア鉄道24時: 蒸 1932年式フォード・チュー
気機関車の挑戦(二)
ダー 後編(新)(字)
DISCO presents テクノロジーアワー

23:00 ミスフィット・ガレージ: 1932年 ☆THE NAKED: ベリーズ
式フォード・チューダー 前編
狙われたハンター(新)(二)
23:30 (字)
24:00
24:30

ミスフィット・ガレージ: 1932年 ☆ベーリング海の一攫千金
式フォード・チューダー 前編
番外編: Ep.3 ジョナサン伝
(字)
説(新)(字)

クラシックカー・コレクション: 1987年式
BMW・M6クーペ(二)
21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
1990年式マツダ・ロードスター(新)(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S7: 秘密のない世界(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★メガ建造～不可能への挑戦～
S2: ゴッタルドベーストンネル(二)

21:00
21:30

★NASA超常ファイル S3: 彗
星の歌(二)

22:00

本当は怖い童話の真実: ヘン
ゼルとグレーテル／シンデレラ
(字)

23:00

22:53 明日への扉(日)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★本当は怖い童話の真実: ヘ
一攫千金～ S7: Ep.9 記録 ンゼルとグレーテル／シンデレラ ☆解明・宇宙の仕組み: 謎の天
体・クエーサー(新)(二)
更新(二)
(字)

22:30

23:30

★ボーイング 空と宇宙の開拓 戦場の真実: バグダッド侵攻
者 S2: 人工衛星と宇宙戦争 (二)
(二)

24:00

★潜入！ポーランド航空: パー ベーリング海の一攫千金 番外
サーの仕事(二)
編: Ep.3 ジョナサン伝説(字)

25:00

★潜入！ポーランド航空: 税
関職員の１日(二)

バミューダ・トライアングルの謎に
迫る(二)

26:00

ベーリング海の一攫千金 番外 カスタム・マスター S3: 1972 ★メガ・エアポート: 完全制御
編: Ep.2 危険度の真相(字) 年式 シボレー・ブレイザー(二) の秘密(二)

THE NAKED: ベリーズ 狙わ
れたハンター(二)

27:00

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ミニ1000 前編(二)
TVR S2 前編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ミニ1000 後編(二)
TVR S2 後編(二)

25:00 豪快！トラック・ドライバー:
Episode 3(二)
25:30

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 4(二)

26:00 フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人戦闘車両
26:30 (二)

フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アラスカのストライ 戦争の真実: A-10サンダーボ 戦争の真実: イスラエル軍の最 戦争の真実: 無人ヘリ(二)
カー装甲車(二)
ルト(二)
新兵器2(二)

27:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式サー
27:30 ブ・96(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦場の真実: バグダッド侵攻
一攫千金～ S7: Ep.10 離 (二)
別(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: ポンティアック
GTO(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
★バミューダ・トライアングルの謎 S3: 1972年式 シボレー・ブ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォードF-1(二)
に迫る(二)
レイザー(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シトロエンDS 前編(二)
ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 前編
フェラーリ308GT4 前編(二)
(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: 名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シトロエンDS 後編(二)
ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後編
フェラーリ308GT4 後編(二)
(二)

20:53 ★Beyond Future: 野菜を作る
先端工場(日)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 6(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 7(二)

24:30

25:30

26:30

27:30

月曜日
火曜日
9/3
9/4
4:00 サバイバル・男気クッキング: フィ 世界のハイエンドSUV: ポル
ンランド-北極圏(字)
シェ・カイエン(二)
4:30

Discovery Channel
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水曜日
9/5
オーストラリア鉄道24時: タス
マニアを行く(二)

木曜日
9/6
ミスフィット・ガレージ: 1955年 ↑
式シボレー・ベルエア 前編(字)

金曜日
9/7

土曜日
日曜日
9/8
9/9
解明・宇宙の仕組み: 天の川 メガ建造～不可能への挑戦～
の死(二)
S2: 宇宙船「オリオン」(二)

4:00
4:30

5:00 ★THE NAKED: アマゾン 衝 メガ建造～不可能への挑戦～ ボーイング 空と宇宙の開拓者
突する世界(二)
S2: ゴッタルドベーストンネル
S2: 人工衛星と宇宙戦争
5:30
(二)
(二)

★怪奇現象の研究: 霊界から 本当は怖い童話の真実: 白
の警告(字)
雪姫／ねずの木(字)

解明・宇宙の仕組み: 謎の天 ワールド・トップ5: スーパーカー
体・クエーサー(二)
(二)

5:00

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機離 大惨事の瞬間: Ep.59/全米最大
陸訓練(二)
級ハリケーン(二)

6:00

★CAR FIX: ビッグブロックの修理
(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

ボーイング 空と宇宙の開拓者
S2: 人工衛星と宇宙戦争
(二)

★サバイバル・男気クッキング:
マレーシア-島(字)

7:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30 ★CAR FIX: 1979年式ポルシェ
911(二)

★CAR FIX: オフロード仕様トラック ★CAR FIX: 1971年式ファイヤー ★CAR FIX: ファイヤーバード
バード・フォーミュラ(二)
(二)
Y88(二)

7:00

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
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:
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: ミ ★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ニ1000 前編(二)
TVR S2 前編(二)

7:30

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シトロエンDS 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フェラーリ308GT4 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ミ ★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ニ1000 後編(二)
TVR S2 後編(二)

5:30

7:30

8:00 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★カク博士のＳＦ研究室: Ep.6 タ ★エクストリーム・サバイバル: 空中の
イムワープ(二)
惨事(字)
戦争の真実: 無人戦闘車両 戦争の真実: アラスカのストライ 戦争の真実: A-10サンダーボ 戦争の真実: イスラエル軍の最 戦争の真実: 無人ヘリ(二)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
8:30 (二)
カー装甲車(二)
ルト(二)
新兵器2(二)

8:00

9:00 ★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ

9:00

バット飛行(二)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大 ★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
竜巻(二)
ル崩壊(二)

Discovery MOTOR アワー

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ ★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
ケット発射(二)
レース(二)

ミスフィット・ガレージ: 1932年
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
☆おあそびマスターズ:
9:30 インフォマーシャル(日)
式フォード・チューダー 後編
Ep.18(新)(日)
(字)
10:00 ★THE ISLAND S3: Ep.1 ★THE ISLAND S3: Ep.2 ★THE ISLAND S3: Ep.3 ★THE ISLAND S3: Ep.4 ★THE ISLAND S3: Ep.5 ミスフィット・ガレージ: 1955年
それぞれの始まり(字)
合流(字)
崖っぷちの漁(字)
遠征(字)
狩りの成果(字)
式シボレー・ベルエア 前編(字)
10:30
11:00 ★追跡！コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.6(二)
11:30

★怪事件ファイル: 謎の飛行
物体(字)

★怪事件ファイル: 幽霊船
(字)

★怪事件ファイル: ミイラの呪
い(字)

12:00 解明・宇宙の仕組み: 謎の天 THE NAKED: ベリーズ 狙わ ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦場の真実: レイテ沖海戦
体・クエーサー(二)
れたハンター(二)
一攫千金～ S7: Ep.11 崖っ (二)
12:30
ぷち(二)
13:00 インフォマーシャル(日)
13:30

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・ ★クラシックカー・コレクション: ACブリス
マニア(二)
トル／ポルシェ・スピードスター(二)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジェンセン・イン
14:30 ターセプター(二)

インフォマーシャル(日)

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 ★クラシックカー・コレクション: キッセル・
280Z（日産フェアレディZ）(二)
カー／ビュイック・モデル16(二)

★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・シエラ・コ ディーラーズ: VWタイプ2パネル ディーラーズ: BMW840(二)
スワース(二)
バン(二)

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

8:30

9:30
10:00
10:30

★怪事件ファイル: 人体自然
発火(字)

クラシックカー・コレクション: 1990年 CAR FIX: ランボルギーニ・ウラカン
式マツダ・ロードスター(二)
(二)

11:00

クラシックカー・コレクション: 1929年 CAR FIX: ポンティアック･トランザム
式スタッツ・ロードスター(二)
(二)

11:30

オーストラリア鉄道24時: タス
マニアを行く(二)

カスタム・マスター S3: 1955 世界のハイエンドSUV: ランボ
年式フォード・ピックアップトラック ルギーニ・ウルス(二)
前編(二)

12:00

インフォマーシャル(日)

ワールド・トップ5: スーパーカー メガ建造～不可能への挑戦～ 13:00
(二)
S2: ゴッタルドベーストンネル
13:30
(二)

★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)

インフォマーシャル(日)
★名車再生！クラシックカー・ インフォマーシャル(日)
ディーラーズ: トライアンフ・スタッ
★大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット ★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
グ(二)
脱出(二)

15:00 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 戦場の真実: レイテ沖海戦
界: ビュイック・スカイラーク(二) 界: フォード・マスタング・ファスト 界: シボレーC10ピックアップト 界: フォード・ブロンコ(二)
界: 新型シボレー・インパラ
(二)
15:30
バック(二)
ラック(二)
(二)

(二)

特集：国防・特殊部隊への道

★密着！米軍演習: 海兵隊
歩兵学校(字)

12:30

14:00
14:30
15:00
15:30

16:00 ★兵器のテクノロジー: 爆撃機 ★兵器のテクノロジー: 軍用ロ ★兵器のテクノロジー: 防衛技 ★兵器のテクノロジー: 戦闘機 ★兵器のテクノロジー: ハイテ
(二)
ボット(二)
術(二)
(二)
ク・ヘリ(二)
16:30

本当は怖い童話の真実: 白
雪姫／ねずの木(字)

★密着！米軍演習: 陸軍国
立訓練センター(字)

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:00

17:30 ★怪事件ファイル: UFOの集
まる町(字)
18:00

★怪事件ファイル: 赤い雨
(字)

★怪事件ファイル: ロシアのイエ ★怪事件ファイル S2: 北緯
ティ(字)
37度線のUFO(字)

THE NAKED: ベリーズ 番組 ★密着！米軍演習: 陸軍予
ファンの挑戦(二)
備部隊(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ベーリング海の一攫千金 番外
一攫千金～ S7: Ep.11 崖っ 編: 本音爆発！船長対談
THE ISLAND S3: Ep.4 遠 THE ISLAND S3: Ep.5 狩 ぷち(二)
SP(字)
征(字)
りの成果(字)
★オーストラリア鉄道24時: 蒸
気機関車の挑戦(二)

18:00

18:30 THE ISLAND S3: Ep.1 そ THE ISLAND S3: Ep.2 合 THE ISLAND S3: Ep.3
れぞれの始まり(字)
流(字)
崖っぷちの漁(字)
19:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル S2: 空から
落ちてきた男(字)

19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水 ★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球 ★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン ★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発 ★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛
の爪痕(二)

20:00

大会で(二)

スキー大会(二)

生(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★戦場の真実: レイテ沖海戦 ★ワールド・トップ5: スーパー
(二)
カー(二)
20:30 ★CAR FIX: ポンティアック･トランザ Ep.11 崖っぷち(新)(二)
★CAR FIX: ランボルギーニ・ウラカ ☆ゴールド・ラッシュ～人生最
ン(二)
後の一攫千金～ S7:
ム(二)

21:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式サー
21:30 ブ・96(二)

★ボーイング 空と宇宙の開拓
者 S2: 艦上機の開発(二)

ミスフィット・ガレージ: 1932年 ☆ベーリング海の一攫千金
式フォード・チューダー 後編
番外編: 本音爆発！船長対
(字)
談SP(新)(字)

24:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジェンセン・イン
24:30 ターセプター(二)

26:00 兵器のテクノロジー: 爆撃機
(二)
26:30

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・シエラ・コ ディーラーズ: VWタイプ2パネル ディーラーズ: BMW840(二)
スワース(二)
バン(二)
オーバーホール 改造車の世
界: フォード・ブロンコ(二)

兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ 兵器のテクノロジー: 防衛技術 兵器のテクノロジー: 戦闘機
ト(二)
(二)
(二)

27:00 名車再生！クラシックカー・
ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦場の真実: レイテ沖海戦
ディーラーズ: 1994年式三菱 一攫千金～ S7: Ep.11 崖っ (二)
27:30 GTO(二)
ぷち(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S14: Ep.1 鳩時計(字)
クラシックカー・コレクション: 1990年式マツ
ダ・ロードスター(二)
21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
1929年式スタッツ・ロードスター(新)(二)

18:30
19:00
19:30

20:30

20:53 ★Beyond Future: 命を救う“光
の板”(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: MGA(二)

17:30

解明・宇宙の仕組み: 天王星 20:00
と海王星(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S7: 死は欺けるのか？
(二)

21:00
21:30

★NASA超常ファイル S3: 消
える衛星(二)

22:00

本当は怖い童話の真実: 白
雪姫／ねずの木(字)

23:00

名車再生！クラシックカー・
ボーイング 空と宇宙の開拓者
ディーラーズ: トライアンフ・スタッ S2: 艦上機の開発(二)
グ(二)

戦場の真実: レイテ沖海戦
(二)

24:00

オーバーホール 改造車の世
界: 新型シボレー・インパラ
(二)

密着！台湾軍エリート部隊:
先鋭部隊・フロッグマン(二)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: 本音爆発！船長対談
SP(字)

25:00

兵器のテクノロジー: ハイテク・
ヘリ(二)

密着！台湾軍エリート部隊:
選ばれし猛者たち(二)

22:53 ★明日への扉(日)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★本当は怖い童話の真実:
一攫千金～ S7: Ep.10 離 白雪姫／ねずの木(字)
別(二)

25:00 オーバーホール 改造車の世
オーバーホール 改造車の世
オーバーホール 改造車の世
界: ビュイック・スカイラーク(二) 界: フォード・マスタング・ファスト 界: シボレーC10ピックアップト
25:30
バック(二)
ラック(二)

☆世界のモノ作り: ピタパン ほか
(新)(字)

19:55 ☆世界のハイエンド
SUV: ランボルギーニ・ウルス
(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 1955年式フォード・ピッ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ:
クアップトラック 前編
BMW2002tii(二)
(新)(二)

22:00 ★名車再生！クラシックカー・ DISCO presents テクノロジーアワー ☆ミスフィット・ガレージ:
ディーラーズ: 1994年式三菱 ★オーストラリア鉄道24時: タ 1955年式シボレー・ベルエア
22:30 GTO(二)
前編(新)(字)
スマニアを行く(二)
23:00 ミスフィット・ガレージ: 1932年 ☆THE NAKED: ベリーズ
式フォード・チューダー 後編
番組ファンの挑戦(新)(二)
23:30 (字)

が観客席に(二)

16:30

三菱電機 presents スペースアワー

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆解明・宇宙の仕組み: 天の川の ★メガ建造～不可能への挑戦～
死(新)(二)
S2: 宇宙船「オリオン」(二)

ベーリング海の一攫千金 番外 カスタム・マスター S3: 1955 密着！台湾軍エリート部隊:
編: 本音爆発！船長対談
年式フォード・ピックアップトラック 究極の選抜試験(二)
SP(字)
前編(二)

22:30

23:30

24:30

25:30
26:00
26:30

THE NAKED: ベリーズ 番組
ファンの挑戦(二)

27:00
27:30

月曜日
火曜日
9/10
9/11
4:00 サバイバル・男気クッキング: マ 世界のハイエンドSUV: ランボ
レーシア-島(字)
ルギーニ・ウルス(二)
4:30

Discovery Channel
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水曜日
木曜日
9/12
9/13
カナダ鉄道24時: 雪崩・脱線 ミスフィット・ガレージ: 1955年 ↑
式シボレー・ベルエア 後編(字)
の危機(二)

金曜日
9/14

土曜日
日曜日
9/15
9/16
解明・宇宙の仕組み: 小惑星 メガ建造～不可能への挑戦～
衝突(二)
S2: ミヨー橋(二)

4:00
4:30

5:00 THE NAKED: ベリーズ 狙わ メガ建造～不可能への挑戦～ ボーイング 空と宇宙の開拓者
れたハンター(二)
S2: 宇宙船「オリオン」(二)
S2: 艦上機の開発(二)
5:30

戦場の真実: レイテ沖海戦
(二)

本当は怖い童話の真実: ハー 解明・宇宙の仕組み: 天の川 ワールド・トップ5: 工場(二)
メルンの笛吹き男／ラプンツェル の死(二)
(字)

5:00

6:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊(二)

6:00

6:30 クラシックカー・コレクション: ビートル・ クラシックカー・コレクション: ACブリス クラシックカー・コレクション: ダットサン クラシックカー・コレクション: キッセル・ クラシックカー・コレクション: フォード・ インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジェンセン・イン
7:30 ターセプター(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・シエラ・コ ディーラーズ: VWタイプ2パネル ディーラーズ: BMW840(二)
スワース(二)
バン(二)

名車再生！クラシックカー・
ボーイング 空と宇宙の開拓者
ディーラーズ: トライアンフ・スタッ S2: 艦上機の開発(二)
グ(二)

★ザ・秘境生活: ボルネオ島
(字)

7:00

8:00 兵器のテクノロジー: 爆撃機
(二)
8:30

兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ 兵器のテクノロジー: 防衛技術 兵器のテクノロジー: 戦闘機
ト(二)
(二)
(二)

兵器のテクノロジー: ハイテク・
ヘリ(二)

★カク博士のＳＦ研究室: Ep.7
並行宇宙(二)

★エクストリーム・サバイバル: 水の事
故(字)

8:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

8:30

インフォマーシャル(日)

マニア(二)

インフォマーシャル(日)

トル／ポルシェ・スピードスター(二)

インフォマーシャル(日)

280Z（日産フェアレディZ）(二)

カー／ビュイック・モデル16(二)

モデルT ハウスカー(二)

9:00 大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水の 大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球大 大惨事の瞬間: Ep.62/アルペンス 大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生 大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
爪痕(二)

大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット脱
出(二)
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5:30

7:30

9:00

会で(二)

キー大会(二)

(二)

観客席に(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

10:00 ★THE ISLAND S3: Ep.6 ★THE ISLAND S3: 挑戦
最後の追い込み(字)
の舞台裏(字)
10:30

THE ISLAND S2 女人禁
制: Ep.1 嵐の島(字)

THE ISLAND S2 女人禁
制: Ep.2 危険なサソリ(字)

THE ISLAND S2 女人禁
制: Ep.3 ワニ狩り(字)

11:00 怪事件ファイル: UFOの集まる 怪事件ファイル: 赤い雨(字)
町(字)
11:30

怪事件ファイル: ロシアのイエ
ティ(字)

怪事件ファイル S2: 北緯37
度線のUFO(字)

怪事件ファイル S2: 空から落 クラシックカー・コレクション: 1929年 CAR FIX: ダッジ・バイパー(二)
式スタッツ・ロードスター(二)
ちてきた男(字)

11:00

12:00 解明・宇宙の仕組み: 天の川 THE NAKED: ベリーズ 番組 ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦場の真実: ミッドウェー海戦
ファンの挑戦(二)
の死(二)
一攫千金～ S7: Ep.12 最 (二)
12:30
後のあがき(二)

カナダ鉄道24時: 雪崩・脱線 カスタム・マスター S3: 1955 SUPERCAR 2: メルセデス
年式フォード・ピックアップトラック AMG GT(二)
の危機(二)
後編(二)

12:00

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1955年 名車再生！クラシックカー・
式シボレー・ベルエア 前編(字) ディーラーズ: 1994年式三菱
GTO(二)
ミスフィット・ガレージ: 1955年 名車再生！クラシックカー・
式シボレー・ベルエア 後編(字) ディーラーズ: 1964年式フォー
ド・ランチェロ(二)

クラシックカー・コレクション: 旧車ヒル CAR FIX: リンカーン・コンチネンタル
クライム(二)
(二)

ワールド・トップ5: 工場(二)

9:30
10:00
10:30

11:30

12:30

メガ建造～不可能への挑戦～ 13:00
S2: 宇宙船「オリオン」(二)
13:30

13:30 ★クラシックカー・コレクション: ルノー・ ★クラシックカー・コレクション: ナッ

★クラシックカー・コレクション: 古き良 ★クラシックカー・コレクション: ポル
き自動車レース(二)
シェ356SCカブリオレ(二)

★クラシックカー・コレクション: クライ
スラー300B(二)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ロータス・エラン
14:30 (二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランドローバー・
ディフェンダー(二)

インフォマーシャル(日)
14:00
★名車再生！クラシックカー・ インフォマーシャル(日)
ディーラーズ: スバル・インプレッ
★大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース ★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火 14:30
サWRX(二)

ジョリー(二)

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: ボンド・バグ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
P1800(二)

事故(二)

15:00 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 戦場の真実: ミッドウェー海戦
界: オールズモビル442(二)
界: フォード・フェアレーン
界: シボレー・インパラ(二)
界: シボレー・ノヴァ(二)
界: ポルシェ356(二)
(二)
15:30
GTA(二)

(二)

特集：国防・特殊部隊への道

★ザ・特殊部隊: 世界の精鋭
部隊(字)

15:00
15:30

16:00 ★兵器のテクノロジー: 高性能 ★兵器のテクノロジー: 戦車
(二)
銃(二)
16:30

★兵器のテクノロジー: 爆薬
(二)

★兵器のテクノロジー: 特殊部 ★未来の戦争: ならずもの国
隊(二)
家(字)

本当は怖い童話の真実: ハー ★ザ・特殊部隊: 米陸軍レン
メルンの笛吹き男／ラプンツェル ジャー(字)
(字)

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:00

17:30 ★怪事件ファイル S2: 実録
「エクソシスト」(字)
18:00

★怪事件ファイル S2: 謎の人 ★怪事件ファイル S2: 海底の ★怪事件ファイル S2: ボスニ
型ミイラ(字)
巨大UFO(字)
アの巨大ピラミッド(字)

★怪事件ファイル S2: 核兵器
を攻撃するUFO？(字)

THE NAKED: タンザニアの恐 ★ザ・特殊部隊: ネイビーシー
怖(二)
ルズ(字)

故(二)

中衝突(二)

インフォマーシャル(日)

16:30

17:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ベーリング海の一攫千金 S14: 18:00
一攫千金～ S7: Ep.12 最 Ep.1 S14開戦（2時間）
18:30 THE ISLAND S3: Ep.6 最 ★THE ISLAND S2 女人禁 ★THE ISLAND S2 女人禁 ★THE ISLAND S2 女人禁 ★THE ISLAND S2 女人禁 後のあがき(二)
18:30
(字)
後の追い込み(字)
制: Ep.1 嵐の島(字)
制: Ep.2 危険なサソリ(字) 制: Ep.3 ワニ狩り(字)
制: Ep.4 ストライキ(字)
19:00
19:00
オーストラリア鉄道24時: タス
マニアを行く(二)
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス ★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事 ★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社 ★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火 ★大惨事の瞬間: Ep.7/戦闘機空
19:30
墜落(二)

の爆発火災(二)

災(二)

20:00

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★CAR FIX: ダッジ・バイパー(二) ☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ★戦場の真実: ミッドウェー海 ★ワールド・トップ5: 工場(二)
後の一攫千金～ S7:
戦(二)
20:30 ★CAR FIX: リンカーン・コンチネン Ep.12 最後のあがき
タル(二)
(新)(二)
★ボーイング 空と宇宙の開拓 ミスフィット・ガレージ: 1955年 ☆ベーリング海の一攫千金
21:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1994年式三菱 者 S2: 垂直飛行の世界(二) 式シボレー・ベルエア 前編(字) S14: Ep.1 S14開戦（2
時間）(新)(字)
21:30 GTO(二)
22:00 ★名車再生！クラシックカー・ DISCO presents テクノロジーアワー ☆ミスフィット・ガレージ:
ディーラーズ: 1964年式フォー ☆カナダ鉄道24時: 雪崩・脱 1955年式シボレー・ベルエア
線の危機(新)(二)
22:30 ド・ランチェロ(二)
後編(新)(字)

★SUPERCAR 2: メルセデス 解明・宇宙の仕組み: 謎の天
体・クエーサー(二)

☆世界のモノ作り: ソーラー街灯 ほ AMG GT(二)
か(新)(字)

20:30

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S14: Ep.2 巨大シュレッダー(字)
クラシックカー・コレクション: 1929年式スタッ
ツ・ロードスター(二)

★名車再生！クラシックカー・

21:27 ☆クラシックカー・コレクショ ディーラーズ: AMCペーサー
(二)
ン: 旧車ヒルクライム(新)(二)

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S7: ジェンダーの境界線
(二)

22:53 明日への扉(日)

23:00 ミスフィット・ガレージ: 1955年 ★THE NAKED: タンザニアの ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★本当は怖い童話の真実:
式シボレー・ベルエア 前編(字) 恐怖(二)
一攫千金～ S7: Ep.11 崖っ ハーメルンの笛吹き男／ラプン
23:30
ツェル(字)
ぷち(二)

三菱電機 presents スペースアワー

24:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ロータス・エラン
24:30 (二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボンド・バグ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランドローバー・
ディフェンダー(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
P1800(二)

ボーイング 空と宇宙の開拓者
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 S2: 垂直飛行の世界(二)
サWRX(二)

25:00 オーバーホール 改造車の世
界: オールズモビル442(二)
25:30

オーバーホール 改造車の世
界: フォード・フェアレーン
GTA(二)

オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・インパラ(二)

オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・ノヴァ(二)

オーバーホール 改造車の世
界: ポルシェ356(二)

27:00 名車再生！クラシックカー・
ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦場の真実: ミッドウェー海戦
ディーラーズ: 1964年式フォー 一攫千金～ S7: Ep.12 最 (二)
27:30 ド・ランチェロ(二)
後のあがき(二)

プラネットグリーン

21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 1955年式フォード・ピッ ★名車再生！クラシックカー・ ★NASA超常ファイル S3: 火
ディーラーズ: 日産フェアレディZ 星の呪い(二)
クアップトラック 後編
の海外モデル(二)
(新)(二)
三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆解明・宇宙の仕組み: 小惑星衝 ★メガ建造～不可能への挑戦～
突(新)(二)
S2: ミヨー橋(二)

26:00 兵器のテクノロジー: 高性能銃 兵器のテクノロジー: 戦車(二) 兵器のテクノロジー: 爆薬(二) 兵器のテクノロジー: 特殊部隊 未来の戦争: ならずもの国家
(二)
(二)
(字)
26:30

20:00

21:00
21:30
22:00
22:30

本当は怖い童話の真実: ハー 23:00
メルンの笛吹き男／ラプンツェル
23:30
(字)
戦場の真実: ミッドウェー海戦
(二)

24:00
24:30

密着！米軍演習: 海兵隊歩 ベーリング海の一攫千金 S14: 25:00
兵学校(字)
Ep.1 S14開戦（2時間）
25:30
(字)
密着！米軍演習: 陸軍国立
訓練センター(字)

26:00
26:30

ベーリング海の一攫千金 S14: カスタム・マスター S3: 1955 密着！米軍演習: 陸軍予備 THE NAKED: タンザニアの恐 27:00
Ep.1 S14開戦（2時間）
年式フォード・ピックアップトラック 部隊(字)
怖(二)
27:30
(字)
後編(二)

月曜日
9/17
4:00 ザ・秘境生活: ボルネオ島
(字)
4:30

火曜日
9/18
SUPERCAR 2: メルセデス
AMG GT(二)

Discovery Channel
2018年09月編成表

水曜日
9/19
カナダ鉄道24時: ロッキー山
脈・冬の嵐(二)

放送休止

5:00 THE NAKED: ベリーズ 番組 メガ建造～不可能への挑戦～ ボーイング 空と宇宙の開拓者
S2: 垂直飛行の世界(二)
ファンの挑戦(二)
S2: ミヨー橋(二)
5:30

放送休止

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

放送休止

6:30 クラシックカー・コレクション: ルノー・

クラシックカー・コレクション: ナッシュ・ クラシックカー・コレクション: 古き良き
ランブラー(二)
自動車レース(二)

7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ロータス・エラン
7:30 (二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボンド・バグ(二)

ジョリー(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランドローバー・
ディフェンダー(二)

木曜日
9/20

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
P1800(二)

金曜日
土曜日
日曜日
9/21
9/22
9/23
ベーリング海の一攫千金 S14: 解明・宇宙の仕組み: 水星の メガ建造～不可能への挑戦～
Ep.3 裏切り(字)
秘密(二)
S2: AT&Tスタジアム(二)

大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事故 大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社の
(二)
爆発火災(二)

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

落(二)

10:00 THE ISLAND S2 女人禁
制: Ep.4 ストライキ(字)
10:30

インフォマーシャル(日)

4:30

深層解明Xファイル S3: 金を
めぐる謎(二)

解明・宇宙の仕組み: 小惑星 ワールド・トップ5: 究極の船
衝突(二)
(二)

5:00

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース事 大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
故(二)
(二)

6:00

クラシックカー・コレクション: クライス
ラー300B(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

★ザ・秘境生活: ルーマニア
(字)

7:00

名車再生！クラシックカー・
ボーイング 空と宇宙の開拓者
ディーラーズ: スバル・インプレッ S2: 垂直飛行の世界(二)
サWRX(二)

8:00 兵器のテクノロジー: 高性能銃 兵器のテクノロジー: 戦車(二) 兵器のテクノロジー: 爆薬(二) 兵器のテクノロジー: 特殊部隊 未来の戦争: ならずもの国家
(二)
(二)
(字)
8:30
9:00 大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス墜

4:00

5:30

7:30

世界のモノ作り: メディシンボール ほ ★エクストリーム・サバイバル: 自然の
か(字)
猛威(字)

8:00

インフォマーシャル(日)

8:30

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火災 大惨事の瞬間: Ep.7/戦闘機空中
Discovery MOTOR アワー
(二)
衝突(二)
ミスフィット・ガレージ: 1955年 名車再生！クラシックカー・
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
式シボレー・ベルエア 後編(字) ディーラーズ: 1964年式フォー

ド・ランチェロ(二)
★THE ISLAND S2 女人禁 ★THE ISLAND S2 女人禁 ★THE ISLAND S2 男子禁 ★THE ISLAND S2 男子禁 ミスフィット・ガレージ: 1960年 名車再生！クラシックカー・
制: Ep.5 食料を求めて(字) 制: Ep.6 チームワーク(字)
制: Ep.1 最悪の始まり(字) 制: Ep.2 迷走(字)
式フォード・サンライナー 前編 ディーラーズ: 1965年式ダッジ
(字)
A100(二)

9:00
9:30
10:00
10:30

11:00 怪事件ファイル S2: 実録「エク 怪事件ファイル S2: 謎の人型 怪事件ファイル S2: 海底の巨 怪事件ファイル S2: ボスニアの 怪事件ファイル S2: 核兵器を クラシックカー・コレクション: 旧車ヒル ★CAR FIX: 1400馬力 スープラ 11:00
クライム(二)
(二)
ソシスト」(字)
ミイラ(字)
大UFO(字)
巨大ピラミッド(字)
攻撃するUFO？(字)
クラシックカー・コレクション: ヴィンテー ★CAR FIX: グランドナショナル(二) 11:30
11:30
ジバイク3台 一挙放出(二)
12:00 解明・宇宙の仕組み: 小惑星 THE NAKED: タンザニアの恐 ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦場の真実: 沖縄戦(二)
怖(二)
衝突(二)
一攫千金～ S7 特別編: 洗
12:30
浄装置・格付けSP(二)

カナダ鉄道24時: ロッキー山
脈・冬の嵐(二)

カスタム・マスター S3: 1929 SUPERCAR 2: アルファロメオ 12:00
年式フォード・ロードスター(二) 4C(二)
12:30

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ワールド・トップ5: 究極の船
(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

メガ建造～不可能への挑戦～ 13:00
S2: ミヨー橋(二)
13:30

13:30 ★クラシックカー・コレクション: アメチョ ★クラシックカー・コレクション: ザ・コレ ★クラシックカー・コレクション: 原石
の山(二)

★クラシックカー・コレクション: 元祖マ ★クラシックカー・コレクション: 弾痕
イクロカー(二)
付きポルシェ356(二)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガー・Ｅタイプ ディーラーズ: ミニ・モーク(二)
14:30 (二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: レンジローバー
P38(二)

インフォマーシャル(日)
★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・ インフォマーシャル(日)
ディーラーズ: フロッグアイ・スプラ ディーラーズ: サーブ・9-3(二)
★大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー ★大惨事の瞬間: Ep.15/インドで
イト(二)

のクルマ(二)

クション(二)

90ｍ滑落(二)

15:00 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 戦場の真実: 沖縄戦(二)
界: キャデラック・エルドラド(二)
界: サンビーム・タイガー(二)
界: 100台目記念 ダッジ
界: AMC・AMX(二)
界: ポンティアック・ファイヤー
15:30
A100(二)
バード(二)
16:00

名車再生！日本車BEST ★未来の戦争: 超大国(字)
名車再生！クラシックカー・
16:30 ディーラーズ: 日産フェアレディZ
の海外モデル(二)
17:00 ★名車再生！クラシックカー・ インフォマーシャル(日)
ディーラーズ: ホンダ
17:30 S2000(二)
★怪事件ファイル S2: 日航機
UFO遭遇事件(字)
18:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ホンダ・シビック
18:30 CVCC(二)
THE ISLAND S2 女人禁
制: Ep.5 食料を求めて(字)
19:00 ★名車再生！クラシックカー・ディー

★未来の戦争: 非対称戦争
(字)

★ウエポン・マスター: スコーピオ ★ウエポン・マスター: ギリシャの 深層解明Xファイル S3: 金を
ン(二)
火(二)
めぐる謎(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル S2: ハイチ
のゾンビ／臓器の記憶(字)

★怪事件ファイル S2: 影人間 ★怪事件ファイル S2: ミステ
／太陽の奇跡(字)
リー総集編(字)

THE ISLAND S2 女人禁
制: Ep.6 チームワーク(字)

THE ISLAND S2 男子禁
制: Ep.1 最悪の始まり(字)

ラーズ: トヨタ・初代MR2 前編(二)

19:30 ★名車再生！クラシックカー・ディー ★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工 ★大惨事の瞬間: Ep.11戦車！
ラーズ: トヨタ・初代MR2 後編(二) 場爆発(二)

市街地暴走(二)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

インフォマーシャル(日)

THE ISLAND S2 男子禁
制: Ep.2 迷走(字)

THE NAKED: パナマの罠
(二)

ビル倒壊(二)

14:00
14:30

特集：国防・特殊部隊への道
15:00
★潜入！ロイヤル・ネイビー:
ヘリコプター揚陸艦「オーシャン」 15:30
(二)
★潜入！ロイヤル・ネイビー: フ 16:00
リゲート「サザランド」(二)
16:30

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
砕氷型巡視船「プロテクター」
(二)

17:00
17:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ベーリング海の一攫千金 S14: 18:00
一攫千金～ S7 特別編: 洗 Ep.2 負傷者あり(字)
18:30
浄装置・格付けSP(二)

カナダ鉄道24時: 雪崩・脱線 ベーリング海の一攫千金 S14: 19:00
の危機(二)
Ep.3 裏切り(字)
★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
19:30
路の大クラッシュ(二)

20:00 ★名車再生！クラシックカー・ディー

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
ラーズ: スズキSJ410 前編(二)
☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ★戦場の真実: 沖縄戦(二) ★ワールド・トップ5: 究極の船 ☆世界のモノ作り: メディシンボール
ほか(新)(字)
後の一攫千金～ S7 特別
(二)
★舞台裏のスーパーテクノロジー
20:30 ★名車再生！クラシックカー・ディー 編: 洗浄装置・格付け
ラーズ: スズキSJ410 後編(二)
S14: Ep.3 山車(字)
SP(新)(二)
クラシックカー・コレクション: 旧車ヒルクライム
名車再生！クラシックカー・
★潜入！ポーランド航空: 東 ミスフィット・ガレージ: 1955年 ☆ベーリング海の一攫千金
21:00
(二)
ディーラーズ: 1964年式フォー 京・ワルシャワ間就航！(二) 式シボレー・ベルエア 後編(字) S14: Ep.2 負傷者あり
21:27 ☆クラシックカー・コレクション: ヴィ
ド・ランチェロ(二)
(新)(字)
ンテージバイク3台 一挙放出(新)(二)
21:30
21:55 ☆カスタム・マスター
22:00 ★名車再生！クラシックカー・ DISCO presents テクノロジーアワー ☆ミスフィット・ガレージ:
☆ベーリング海の一攫千金
S3: 1929年式フォード・ロー
ディーラーズ: 1965年式ダッジ ☆カナダ鉄道24時: ロッキー 1960年式フォード・サンライ S14: Ep.3 裏切り(新)(字) ドスター(新)(二)
22:30 A100(二)
山脈・冬の嵐(新)(二)
ナー 前編(新)(字)
22:53 明日への扉(日)

★SUPERCAR 2: アルファロ
メオ4C(二)

解明・宇宙の仕組み: 天の川
の死(二)

20:00

20:30
★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォルクスワーゲ
ン・タイプ181(二)

プラネットグリーン

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

★NASA超常ファイル S3: 謎
の放射線(二)

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S7: 害心の連鎖(二)

21:00
21:30
22:00
22:30

23:00 ミスフィット・ガレージ: 1955年 ★THE NAKED: パナマの罠 ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★深層解明Xファイル S3: 金 三菱電機 presents スペースアワー
三菱電機 presents ワールドテックアワー 深層解明Xファイル S3: 金を
式シボレー・ベルエア 後編(字) (二)
一攫千金～ S7: Ep.12 最 をめぐる謎(二)
☆解明・宇宙の仕組み: 水星 ★メガ建造～不可能への挑戦 めぐる謎(二)
23:30
後のあがき(二)
の秘密(新)(二)
～ S2: AT&Tスタジアム(二)

23:00

24:00 名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガー・Ｅタイプ ディーラーズ: ミニ・モーク(二)
24:30 (二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: レンジローバー
P38(二)

名車再生！クラシックカー・
潜入！ポーランド航空: 東京・ 戦場の真実: 沖縄戦(二)
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フロッグアイ・スプラ ディーラーズ: サーブ・9-3(二) ワルシャワ間就航！(二)
イト(二)

24:00

25:00 オーバーホール 改造車の世
界: サンビーム・タイガー(二)
25:30

オーバーホール 改造車の世
界: 100台目記念 ダッジ
A100(二)

放送休止

オーバーホール 改造車の世
界: ポンティアック・ファイヤー
バード(二)

26:00 未来の戦争: ならずもの国家
(字)
26:30

未来の戦争: 超大国(字)

放送休止

ウエポン・マスター: スコーピオン ウエポン・マスター: ギリシャの火 ザ・特殊部隊: 米陸軍レン
(二)
(二)
ジャー(字)

ベーリング海の一攫千金 S14: 26:00
Ep.3 裏切り(字)
26:30

ベーリング海の一攫千金 S14: カスタム・マスター S3: 1929 ザ・特殊部隊: ネイビーシール
Ep.2 負傷者あり(字)
年式フォード・ロードスター(二) ズ(字)

THE NAKED: パナマの罠
(二)

27:00 名車再生！クラシックカー・
ゴールド・ラッシュ～人生最後の 放送休止
ディーラーズ: 1965年式ダッジ 一攫千金～ S7 特別編: 洗
27:30 A100(二)
浄装置・格付けSP(二)

23:30

24:30

オーバーホール 改造車の世
ザ・特殊部隊: 世界の精鋭部 ベーリング海の一攫千金 S14: 25:00
界: キャデラック・エルドラド(二) 隊(字)
Ep.2 負傷者あり(字)
25:30

27:00
27:30

Discovery Channel
2018年09月編成表

木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
9/27
9/28
9/29
9/30
ミスフィット・ガレージ: 1960年 ベーリング海の一攫千金 S14: 解明・宇宙の仕組み: 太陽系 メガ建造～不可能への挑戦～
式フォード・サンライナー 後編 Ep.5 古参の矜持(字)
闇の歴史(二)
S2: オアシス級クルーズ客船
(字)
(二)

4:00

5:00 THE NAKED: タンザニアの恐 メガ建造～不可能への挑戦～ 放送休止
怖(二)
S2: AT&Tスタジアム(二)
5:30

戦場の真実: 沖縄戦(二)

深層解明Xファイル S3: 極秘 解明・宇宙の仕組み: 水星の ワールド・トップ5: 消防装備
刑務所(二)
秘密(二)
(二)

5:00

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:00

月曜日
火曜日
水曜日
9/24
9/25
9/26
4:00 ザ・秘境生活: ルーマニア(字) SUPERCAR 2: アルファロメオ 放送休止
4C(二)
4:30

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー90 大惨事の瞬間: Ep.15/インドでビ
ｍ滑落(二)
ル倒壊(二)

4:30

5:30

6:30 クラシックカー・コレクション: アメチョの クラシックカー・コレクション: ザ・コレク クラシックカー・コレクション: 原石の
山(二)

クラシックカー・コレクション: 元祖マイ クラシックカー・コレクション: 弾痕付き インフォマーシャル(日)
クロカー(二)
ポルシェ356(二)

7:00 名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガー・Ｅタイプ ディーラーズ: ミニ・モーク(二)
7:30 (二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: レンジローバー
P38(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
潜入！ポーランド航空: 東京・ ★ザ・秘境生活: オーストラリア
ディーラーズ: フロッグアイ・スプラ ディーラーズ: サーブ・9-3(二) ワルシャワ間就航！(二)
(字)
イト(二)

7:00

8:00 未来の戦争: ならずもの国家
(字)
8:30

未来の戦争: 超大国(字)

未来の戦争: 非対称戦争
(字)

ウエポン・マスター: スコーピオン ウエポン・マスター: ギリシャの火 世界のモノ作り: オートバイ ほか
(字)
(二)
(二)

★まさかの時のサバイバル: 人命救
助(字)

8:00

インフォマーシャル(日)

8:30

9:00 大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火

大惨事の瞬間: Ep.10/花火工場 大惨事の瞬間: Ep.11戦車！市
爆発(二)
街地暴走(二)

大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

クルマ(二)

(二)

ション(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.13/高速道路
Discovery MOTOR アワー
の大クラッシュ(二)
ミスフィット・ガレージ: 1960年 名車再生！クラシックカー・
インフォマーシャル(日)
式フォード・サンライナー 前編 ディーラーズ: 1965年式ダッジ

(字)
10:00 ★THE ISLAND S2 男子禁 ★THE ISLAND S2 男子禁 ★THE ISLAND S2 男子禁 ★THE ISLAND S2 男子禁 ★THE ISLAND S2 男子禁 ミスフィット・ガレージ: 1960年
制: Ep.5 残るか去るか(字) 制: Ep.6 リーダー選び(字)
制: Ep.3 子ブタ発見(字)
制: Ep.4 執念の狩り(字)
制: 挑戦の舞台裏(字)
式フォード・サンライナー 後編
10:30
(字)

6:30

7:30

9:00
9:30

A100(二)
10:00
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1965年式オース
10:30
チン・ヒーレー(二)

11:00 ★怪事件ファイル S2: 巨人の 怪事件ファイル S2: 日航機
谷(字)
UFO遭遇事件(字)
11:30

怪事件ファイル S2: ハイチのゾ 怪事件ファイル S2: 影人間／ 怪事件ファイル S2: ミステリー クラシックカー・コレクション: ヴィンテー ★CAR FIX: ベンツ300D(二)
ジバイク3台 一挙放出(二)
ンビ／臓器の記憶(字)
太陽の奇跡(字)
総集編(字)

12:00 解明・宇宙の仕組み: 水星の THE NAKED: パナマの罠
秘密(二)
(二)
12:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦場の真実: 長津湖の戦い
一攫千金～ S7: Ep.13 生 (二)
命線(二)

カナダ鉄道24時: 山岳地帯の カスタム・マスター S3: 1965 SUPERCAR 2: ロールス・ロイ 12:00
試練(二)
年式ワーゲンバス 21ウインドウ ス・レイス(二)
12:30
(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: オーバー
ン・ボートテール・スピードスター(二)

インフォマーシャル(日)

13:30 ★クラシックカー・コレクション: 「レイン ★クラシックカー・コレクション: 61年 ★クラシックカー・コレクション: シェル ★クラシックカー・コレクション: ヒルク ★クラシックカー・コレクション: マッス
マン」のロードマスター(二)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダッジ・チャー
14:30 ジャー(二)

式ジュリエッタ・スパイダー(二)

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: デロリアン(二)

★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・ステップ ディーラーズ: カルマンギア(二) ディーラーズ: シボレー・ベルエ
サイド(二)
アー(二)

ライム(二)

16:30

名車再生！日本車BEST

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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: マツダMX-5 後編(二)

★ウエポン・マスター: 決闘用ピ ★ウエポン・マスター: アトラトル ★ウエポン・マスター: 日本刀
(二)
ストル(二)
(二)

17:00 ★名車再生！あの車は今: マ インフォマーシャル(日)
ツダMX-5(二)
17:30
★陰謀の歴史: UFOロズウェ
ル事件(字)
18:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダRX-7(二)
18:30
THE ISLAND S2 男子禁
制: Ep.3 子ブタ発見(字)
19:00 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
★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
19:30 サWRX(二)

メガ建造～不可能への挑戦～ 13:00
S2: AT&Tスタジアム(二)
13:30

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

14:00

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
機・離陸失敗(二)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン
制御不能(二)

14:30

ルカー(二)

窓拭きゴンドラ(二)

20:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン(二)
20:30

インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: ケネディ暗殺
事件(字)

★陰謀の歴史: CIAの洗脳実 ★NASA宇宙飛行士が見た
験(字)
UFO(二)

THE ISLAND S2 男子禁
制: Ep.4 執念の狩り(字)

THE ISLAND S2 男子禁
制: Ep.5 残るか去るか(字)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪 ★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
崩(二)
ローリー事故(二)

15:00
★潜入！ロイヤル・ネイビー: エ
15:30
リザベス女王の訪問(二)
特集：国防・特殊部隊への道

★ウエポン・マスター: 連射式の 深層解明Xファイル S3: 極秘 ★潜入！ロイヤル・ネイビー:
弓(二)
刑務所(二)
ドック型輸送揚陸艦「アルビオ
ン」(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

THE ISLAND S2 男子禁
制: Ep.6 リーダー選び(字)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母
艦上の着陸事故(二)

THE NAKED: 地獄の島
(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
ドック型輸送揚陸艦「ブルワー
ク」(二)

カナダ鉄道24時: ロッキー山
脈・冬の嵐(二)

21:30

21:27 ☆クラシックカー・コレクション: オー
バーン・ボートテール・スピードスター
(新)(二)

16:30
17:00
17:30

ベーリング海の一攫千金 S14: 19:00
Ep.5 古参の矜持(字)
19:30
解明・宇宙の仕組み: 水星の
秘密(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベスト・オブ・
USA(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 1965年式ワーゲンバス ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ローバー
21ウインドウ(新)(二)
P5B(二)

20:00

20:30

Ep.4 シェキエルキ発電所(字)

クラシックカー・コレクション: ヴィンテージバイク
3台 一挙放出(二)

16:00

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ベーリング海の一攫千金 S14: 18:00
一攫千金～ S7: Ep.13 生 Ep.4 苦境(字)
18:30
命線(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★SUPERCAR 2: ロールス・
☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ★戦場の真実: 長津湖の戦 ★ワールド・トップ5: 消防装備 ☆世界のモノ作り: オートバイ ほか ロイス・レイス(二)
(新)(字)
後の一攫千金～ S7:
い(二)
(二)
★舞台裏のスーパーテクノロジー S14:
Ep.13 生命線(新)(二)

★潜入！ポーランド航空: CA ミスフィット・ガレージ: 1960年 ☆ベーリング海の一攫千金
21:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1965年式ダッジ 研修と日本への旅(二)
式フォード・サンライナー 前編 S14: Ep.4 苦境(新)(字)
A100(二)
(字)

11:30

ワールド・トップ5: 消防装備
(二)

15:00 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の世 戦場の真実: 長津湖の戦い
界: フォード・サンダーバード
界: プリムス・バラクーダ(二)
界: マーキュリー・クーガー(二) 界: シボレー・ベルエア(二)
界: マスタングとジョニー・デップ (二)
15:30 (二)
(二)
16:00

★CAR FIX: カマロ50年史(二)

11:00

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S7: 天才の種(二)

21:00

21:30

22:00 ★名車再生！クラシックカー・ DISCO presents テクノロジーアワー
ディーラーズ: 1965年式オース ☆カナダ鉄道24時: 山岳地
帯の試練(新)(二)
22:30 チン・ヒーレー(二)

☆ミスフィット・ガレージ:
1960年式フォード・サンライ
ナー 後編(新)(字)

★NASA超常ファイル S3: 奇
妙な光の球(二)

22:00

23:00 ミスフィット・ガレージ: 1960年 ★THE NAKED: 地獄の島
式フォード・サンライナー 前編 (二)
23:30 (字)

三菱電機 presents ワールドテックアワー 深層解明Xファイル S3: 極秘
ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★深層解明Xファイル S3: 極 三菱電機 presents スペースアワー
☆解明・宇宙の仕組み: 太陽系 闇 ★メガ建造～不可能への挑戦～
一攫千金～ S7 特別編: 洗 秘刑務所(二)
刑務所(二)
の歴史(新)(二)
S2: オアシス級クルーズ客船(二)
浄装置・格付けSP(二)

23:00

24:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダッジ・チャー
24:30 ジャー(二)

放送休止

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・ステップ ディーラーズ: カルマンギア(二) ディーラーズ: シボレー・ベルエ
サイド(二)
アー(二)

24:00

25:00 オーバーホール 改造車の世
界: フォード・サンダーバード
25:30 (二)

放送休止

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep.5 古参の矜持
(新)(字)

22:53 明日への扉(日)

潜入！ポーランド航空: CA研 戦場の真実: 長津湖の戦い
修と日本への旅(二)
(二)

22:30

23:30

24:30

オーバーホール 改造車の世
オーバーホール 改造車の世
界: マーキュリー・クーガー(二) 界: シボレー・ベルエア(二)

オーバーホール 改造車の世
潜入！ロイヤル・ネイビー: ヘリ ベーリング海の一攫千金 S14: 25:00
界: マスタングとジョニー・デップ コプター揚陸艦「オーシャン」
Ep.4 苦境(字)
25:30
(二)
(二)

26:00 ウエポン・マスター: ギリシャの火 放送休止
(二)
26:30

ウエポン・マスター: アトラトル
(二)

ウエポン・マスター: 日本刀
(二)

ウエポン・マスター: 連射式の弓 潜入！ロイヤル・ネイビー: フリ ベーリング海の一攫千金 S14: 26:00
Ep.5 古参の矜持(字)
(二)
ゲート「サザランド」(二)
26:30

27:00 ミスフィット・ガレージ: 1960年 放送休止
式フォード・サンライナー 前編
27:30 (字)

戦場の真実: 長津湖の戦い
(二)

ベーリング海の一攫千金 S14: カスタム・マスター S3: 1965 潜入！ロイヤル・ネイビー: 砕
年式ワーゲンバス 21ウインドウ 氷型巡視船「プロテクター」
Ep.4 苦境(字)
(二)
(二)

THE NAKED: 地獄の島
(二)

27:00
27:30

