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★THE ISLAND S3: Ep.1
それぞれの始まり(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
THE ISLAND S3: Ep.5 狩
りの成果(字)

THE ISLAND S3: Ep.4 遠
征(字)

THE ISLAND S3: Ep.3
崖っぷちの漁(字)

THE ISLAND S3: Ep.2 合
流(字)

THE ISLAND S3: Ep.1 そ
れぞれの始まり(字)

★解明・宇宙の仕組み: 小惑
星(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 父のフォー
ド・モデルA(二)

Discovery Channel
2019年04月編成表

★THE NAKED: メキシコ 地
獄の園(二)

★大脱出！サバイバルレース:
モンゴル(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 61年式
ジュリエッタ・スパイダー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: プジョー205GTi 前編(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: AT&Tスタジアム(二)

★アラスカ鉄道24時: 春の到
来(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ヒルクライ
ム(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: プジョー205GTi 後編(二)

★ザ・特殊部隊: ネイビーシー
ルズ(字)

★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)

★NASA超常ファイル S4: 太
陽の双子星(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE ISLAND S3: Ep.5
狩りの成果(字)

★THE ISLAND S3: Ep.4
遠征(字)

★THE ISLAND S3: Ep.3
崖っぷちの漁(字)

★ザ・特殊部隊: 米陸軍レン
ジャー(字)

★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)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式フォード・マスタ
ング(二)

★ザ・特殊部隊: CIA特殊活
動部(字)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: フリーメ
イソン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット
脱出(二)

☆カスタム・マスター S4:
1967年式シボレー・ノヴァ
(新)(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2004年式ダッジ
ラムSRT10(二)

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

☆BigドリームSmallハウス: フロリ
ダの小さな豪邸(新)(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S11: Ep.14 スタント用飛行機
(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
★完全マニュアル: 惑星探査機の作
り方(字)

★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事
故(二)

★完全マニュアル: オクトコプターの
作り方(字)

☆BigドリームSmallハウス: お洒
落モダンハウス(新)(二)
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)

オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式フォード・マスタ
ング(二)

ザ・特殊部隊: CIA特殊活動
部(字)

★名車再生！エド大活躍トッ
プ10(二)

★THE ISLAND S3: Ep.2
合流(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 名場面振り返り
SP(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S4: ジェットスーツ(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: シェルビー
マスタングGT350(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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)

★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190E 前編(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190E 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 家宝 シボレー・ピックアップ
トラック(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)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)
インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 地
球上のエイリアン(二)

★大脱出！サバイバルレース:
タイ(字)

インフォマーシャル(日)

ザ・特殊部隊: 国務省外交保
安局(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.15 父と
子と新兵器(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: BMW 325iツーリング 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: BMW 325iツーリング 後編(二)

★ザ・特殊部隊: 民間軍事会
社(字)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛
が観客席に(二)
インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: 売春
宿(二)

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 父と息子のシボレー・ノヴァ
(二)

★ザ・特殊部隊: 世界の精鋭
部隊(字)

★クラシックカー・コレクション: 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:
メルセデス・ベンツ190E 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ190E 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 家宝 シボレー・ピックアップ
トラック(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S2: AT&Tスタジアム(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8:
Ep.15 父と子と新兵器
(新)(二)

☆ミステリー・ミュージアム:
ヴァンパイアの墓(新)(字)

★クラシックカー・コレクション: 1958年
式BMWイセッタ300(二)

★NASA超常ファイル S4: 火
星のストーンヘンジ(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.15 父と
子と新兵器(二)

インフォマーシャル(日)

★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(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)

★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)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: 地下
壕(二)

★大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス
墜落(二)

☆ミスフィット・ガレージ:
1978年式シボレー・ブレイ
ザー 前編(新)(字)

☆ミスフィット・ガレージ:
1978年式シボレー・ブレイ
ザー 後編(新)(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.14
失われた金(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)

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)

★戦火の軍用機大全: バト
ル・オブ・ブリテン(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 父と息子のシボレー・ノヴァ
(二)

ザ・特殊部隊: 世界の精鋭部
隊(字)

ミスフィット・ガレージ: 1978年
式シボレー・ブレイザー 前編
(字)

ミスフィット・ガレージ: 1978年
式シボレー・ブレイザー 後編
(字)

戦火の軍用機大全: バトル・
オブ・ブリテン(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: マッスル
カー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: MGB GT 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: MGB GT 後編(二)

★ザ・特殊部隊: デルタフォー
ス(字)

★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)

★NASA超常ファイル S4:
CIAの秘密復讐計画(二)

★戦火の軍用機大全: ジェッ
トエンジン(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: VWトランスポルターT3 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: VWトランスポルターT3 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1956年式シボレー・ベル
エア・コンバーチブル(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
ヘリコプター揚陸艦「オーシャン」
(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: アルカ
トラズ(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.8 夏編 炎上
(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: キプロ
ス島(新)(字)

☆大脱出！サバイバルレース:
パラオ(新)(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWトランスポルターT3 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWトランスポルターT3 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 1956年式シボレー・ベル
エア・コンバーチブル(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ヘリ
コプター揚陸艦「オーシャン」
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.8 夏編 炎上(字)

世界ビックリ珍料理: キプロス
島(字)

ミステリー・ミュージアム: ヴァン
パイアの墓(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 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:
VWビートルベースのバギー 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWビートルベースのバギー 後編(二)

★ザ・特殊部隊: フォース・リー
コン(字)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)
☆おあそびマスターズ:
Ep.25(新)(日)

★NASA超常ファイル S4: 月
の奇妙な秘密(二)

★BigドリームSmallハウス: 小さな
複合住居(二)
★BigドリームSmallハウス: 夢のコ
ンテナハウス(二)
インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 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:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ナンバーワン・カマロ(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー: フ
リゲート「サザランド」(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: UFO
隠蔽工作(二)

★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社
の爆発火災(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.8 バイオリン(新)(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
AMゼネラル M923トラック
(新)(二)
21:55 ☆戦火の軍用機大
全: 海軍の航空機(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 地球
の誕生(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ラン
チア・デルタHFインテグラーレ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ラン
チア・デルタHFインテグラーレ 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: ナンバーワン・カマロ(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: フリ
ゲート「サザランド」(二)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)

解明・宇宙の仕組み: 地球の
誕生(二)

解明・宇宙の仕組み: 小惑星
(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)

★世界ビックリ珍料理: ブロン
クス(字)

BigドリームSmallハウス: フロリダの
小さな豪邸(二)
インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1978年
式シボレー・ブレイザー 後編
(字)

カスタム・マスター S4: 1967
年式シボレー・ノヴァ(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 100台目記念 ダッジ
A100(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
完全マニュアル: 惑星探査機の作り
方(字)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2004年式ダッジ
ラムSRT10(二)

ミスフィット・ガレージ: 1978年
式シボレー・ブレイザー 前編
(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 最速の車(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)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火
災(二)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)

★NASA超常ファイル S3: 火
星の呪い(二)

大脱出！サバイバルレース: パ
ラオ(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.15 父と
子と新兵器(二)

BigドリームSmallハウス: フロリダの
小さな豪邸(二)
BigドリームSmallハウス: お洒落モ
ダンハウス(二)

ミリタリー・モーターズ S5: AM
ゼネラル M923トラック(二)

★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)

★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)

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～ S4: 最速の車
(新)(二)
メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(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)

★カラーで見る毛沢東(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 最速の車(二)

完全マニュアル: 惑星探査機の作り
方(字)
完全マニュアル: オクトコプターの作り
方(字)
大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: タイ　ネズミ
の島(二)

BigドリームSmallハウス: お洒落モ
ダンハウス(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: 名場面振り返り
SP(二)

ミリタリー・モーターズ S5: AM
ゼネラル M923トラック(二)

★世界のハイエンドSUV: レン
ジローバーSVオートバイオグラ
フィー(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)

★歴史に残る空中戦: ミグ15
とF-86(二)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.8 夏編 炎上(字)

世界ビックリ珍料理: キプロス
島(字)

★ノルマンディー上陸作戦のす
べて（2時間）(二)

大脱出！サバイバルレース: パ
ラオ(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.8 夏編 炎上(字)

世界ビックリ珍料理: キプロス
島(字)

解明・宇宙の仕組み: 小惑星
(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S4: 命の始まり(二)

★NASA超常ファイル S3: 謎
の放射線(二)

★宇宙のウソ・ホント: 小惑星
の衝突(二)
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★THE ISLAND S3: Ep.6
最後の追い込み(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
THE ISLAND S4:
Ep.3(字)

THE ISLAND S4:
Ep.2(字)

THE ISLAND S4: Ep.1 最
悪の始まり(字)

THE ISLAND S3: 挑戦の
舞台裏(字)

THE ISLAND S3: Ep.6 最
後の追い込み(字)

解明・宇宙の仕組み: 地球の
誕生(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: スタンゲ
リーニ(二)

Discovery Channel
2019年04月編成表

THE NAKED: タイ　ネズミの
島(二)

大脱出！サバイバルレース: タ
イ(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 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:
マツダMX-5 前編(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: オアシス級クルーズ客船
(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 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:
マツダMX-5 後編(二)

ザ・特殊部隊: CIA特殊活動
部(字)

大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット脱
出(二)
インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル: フリーメイ
ソン(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE ISLAND S4:
Ep.3(字)

★THE ISLAND S4:
Ep.2(字)

★THE ISLAND S4: Ep.1
最悪の始まり(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: レンジローバー・ヴォーグSE 前編
(二)★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: レンジローバー・ヴォーグSE 後編
(二)
★オーバーホール 改造車の世
界: VW タイプ2 T1(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
砕氷型巡視船「プロテクター」
(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: アウト
ロー・バイカー(二)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(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
S11: Ep.15 羊毛狩り(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
★完全マニュアル: 宇宙服の作り方
(字)

戦火の軍用機大全: ジェットエ
ンジン(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 名場面振り返り
SP(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S2: バージニア級原子力
潜水艦(二)

★大惨事の瞬間: Ep.11戦車！
市街地暴走(二)

☆ミスフィット・ガレージ:
1968式のAMC・AMX 前
編(新)(字)

★完全マニュアル: 超高層ビルの作
り方(字)

★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RSコスワース(二)

☆BigドリームSmallハウス: アラ
スカの自然満喫ロッジ(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 豪華
ハウスボート(新)(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・ヴォーグSE 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レンジローバー・ヴォーグSE 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: VW タイプ2 T1(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: 砕
氷型巡視船「プロテクター」
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 名場面振り返り
SP(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RSコスワース(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 最速の車(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 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:
メルセデス・ベンツ190E 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ190E 後編(二)

ザ・特殊部隊: 国務省外交保
安局(字)

大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊(二)

深層解明Xファイル: 売春宿
(二)

大脱出！サバイバルレース: パ
ラオ(字)

インフォマーシャル(日)

★THE ISLAND S3: 挑戦
の舞台裏(字)

★クラシックカー・コレクション: フォルクス
ワーゲン・カルマンギア(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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)
★オーバーホール 改造車の世
界: フォード・カスタムライン in
SEMAショー(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー: エ
リザベス女王の訪問(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2: ラ
スベガス(二)

★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工
場爆発(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S2: オアシス級クルーズ客
船(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8:
Ep.16 故障(新)(二)

☆ミステリー・ミュージアム: 電
話発明の真相(新)(字)

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)

オーバーホール 改造車の世
界: フォード・カスタムライン in
SEMAショー(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: エリ
ザベス女王の訪問(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.16 故
障(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)

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)

ザ・特殊部隊: 世界の精鋭部
隊(字)

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)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
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)

★深層解明Xファイル S2: ア
メリカのナチス(二)

★戦火の軍用機大全: 爆撃
機(二)

深層解明Xファイル: 地下壕
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.16 故
障(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: アルファロ
メオ 6C2500(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ジープCJ7 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ジープCJ7 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 名車再訪SP(二)

深層解明Xファイル: アルカトラ
ズ(二)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)

☆ミスフィット・ガレージ:
1968式のAMC・AMX 後
編(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.15 父と
子と新兵器(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 名車再訪SP(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ドッ
ク型輸送揚陸艦「アルビオン」
(二)

ミスフィット・ガレージ: 1968式
のAMC・AMX 前編(字)

ミスフィット・ガレージ: 1968式
のAMC・AMX 後編(字)

戦火の軍用機大全: ジェットエ
ンジン(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 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:
VWトランスポルターT3 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWトランスポルターT3 後編(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ヘリ
コプター揚陸艦「オーシャン」
(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)

インフォマーシャル(日)

☆カスタム・マスター S4: シボ
レー・ノマド風ゴルフカート
(新)(二)

★クラシックカー・コレクション: 1920年
式リヴィア・デューセンバーグ(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ 前編
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ 後編
(二)
★オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式シボレー・イン
パラ(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)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2: 古
代の宇宙飛行士(二)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.9 夏編 ゲーム
開始(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: ルイ
ス・クラーク探検隊の足跡
(新)(字)

☆大脱出！サバイバルレース:
ヒマラヤ山脈(新)(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: アル
ファロメオ スパイダー・ヴェローチェ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: アル
ファロメオ スパイダー・ヴェローチェ 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式シボレー・イン
パラ(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)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.9 夏編 ゲーム開始
(字)

世界ビックリ珍料理: ルイス・ク
ラーク探検隊の足跡(字)

ミステリー・ミュージアム: 電話
発明の真相(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: フォード
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: ラン
チア・デルタHFインテグラーレ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ラン
チア・デルタHFインテグラーレ 後編(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: フリ
ゲート「サザランド」(二)

大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社の
爆発火災(二)
インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル: UFO隠
蔽工作(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 1987年
式BMW・M6クーペ(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: BMW E24 635CSi 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: BMW E24 635CSi 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1954年式シボレー・ピック
アップトラック(二)

★兵器のテクノロジー: 爆撃機
(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2: ア
メリカ建国の父(二)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.9 鰹節(新)(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
HU-16 購入準備(新)(二)

21:55 ☆戦火の軍用機大
全: ミッドウェー海戦
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 太陽
系第9惑星の謎(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
BMW E24 635CSi 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
BMW E24 635CSi 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 1954年式シボレー・ピック
アップトラック(二)

兵器のテクノロジー: 爆撃機
(二)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(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: 地球の
誕生(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)

★世界ビックリ珍料理: ストック
ホルム(字)

BigドリームSmallハウス: アラスカの
自然満喫ロッジ(二)
インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1968式
のAMC・AMX 後編(字)

カスタム・マスター S4: シボ
レー・ノマド風ゴルフカート(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: AMC・AMX(二)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 名場面振り返り

ミスフィット・ガレージ: 1968式
のAMC・AMX 前編(字)

★世界のハイエンドSUV: ジャ
ガーF-PACE(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
完全マニュアル: 宇宙服の作り方
(字)

完全マニュアル: 超高層ビルの作り
方(字)
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)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

NASA超常ファイル S3: 謎の
放射線(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

ノルマンディー上陸作戦のすべ
て（2時間）(二)

歴史に残る空中戦: ミグ15と
F-86(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 帆船 ブラックパール号
(二)

完全マニュアル: 宇宙服の作り方
(字)
完全マニュアル: 超高層ビルの作り
方(字)
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)

大脱出！サバイバルレース: ヒ
マラヤ山脈(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.16 故
障(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 帆船 ブラックパール号
(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)

★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)

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～ S4: 帆船 ブラックパー
ル号(新)(二)

BigドリームSmallハウス: アラスカの
自然満喫ロッジ(二)
BigドリームSmallハウス: 豪華ハウ
スボート(二)

ミリタリー・モーターズ S5: HU-
16 購入準備(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: TVR・サーブラウ
(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S4: 脳のハッキング(二)

大脱出！サバイバルレース: ヒ
マラヤ山脈(字)

★歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.9 夏編 ゲーム開始
(字)

世界ビックリ珍料理: ルイス・ク
ラーク探検隊の足跡(字)

解明・宇宙の仕組み: 地球の
誕生(二)

★THE NAKED: ガイアナ 苦
難の湿地帯(二)

BigドリームSmallハウス: 豪華ハウ
スボート(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・エスコー
トRSコスワース(二)

ミリタリー・モーターズ S5: HU-
16 購入準備(二)

★戦火の軍用機大全: 偵察
機(二)

★宇宙のウソ・ホント: エイリア
ンの襲撃(二)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.9 夏編 ゲーム開始
(字)

世界ビックリ珍料理: ルイス・ク
ラーク探検隊の足跡(字)

★NASA超常ファイル S3: 奇
妙な光の球(二)
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★THE ISLAND S4:
Ep.4(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: ブ
ルガリア-山脈(字)

サバイバル・男気クッキング: メ
キシコ-峡谷(字)

THE ISLAND S4:
Ep.6(字)

THE ISLAND S4:
Ep.5(字)

THE ISLAND S4:
Ep.4(字)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系
第9惑星の謎(二)

インフォマーシャル(日)

★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)

Discovery Channel
2019年04月編成表

THE NAKED: ガイアナ 苦難
の湿地帯(二)

大脱出！サバイバルレース: パ
ラオ(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: スタンゲリー
ニ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レンジローバー・ヴォーグSE 前編(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: アルファロメオ
6C2500(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レンジローバー・ヴォーグSE 後編(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: 砕
氷型巡視船「プロテクター」
(二)

大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)
インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル: アウト
ロー・バイカー(二)

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:
ブルガリア-山脈(字)

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-峡谷(字)

★THE ISLAND S4:
Ep.6(字)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: シボレー・コルベットC4 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: シボレー・コルベットC4 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 初代シボレー・カマロ(二)

★兵器のテクノロジー: 軍用ロ
ボット(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2: カ
ルト集団(二)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(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
S11: Ep.16 飛行機の座席(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
★完全マニュアル: 通信衛星の作り
方(字)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(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)

☆出動！消防士密着24時:
アパート火災(新)(二)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
ローリー事故(二)

☆ミスフィット・ガレージ: '70
1/2 カマロ 前編(新)(字)

★完全マニュアル: ロケットの作り方
(字)

★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)

☆BigドリームSmallハウス: 南部
の魅力満載ハウス(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 楽し
いヨガハウス(新)(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C4 前編(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C4 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 初代シボレー・カマロ(二)

兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ
ト(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)

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)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 帆船 ブラックパール号
(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: フォルクス
ワーゲン・カルマンギア(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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)

潜入！ロイヤル・ネイビー: エリ
ザベス女王の訪問(二)

大惨事の瞬間: Ep.10/花火工場
爆発(二)

深層解明Xファイル S2: ラスベ
ガス(二)

大脱出！サバイバルレース: ヒ
マラヤ山脈(字)

インフォマーシャル(日)

★THE ISLAND S4:
Ep.5(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・ディーラー
ズ: レクサスLS400 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レクサスLS400 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レクサスLS400 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式VWビートル
(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: レクサスLS400 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式VWビートル
(二)

★兵器のテクノロジー: 防衛技
術(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2:
スーパー兵士(二)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(二)

★兵器のテクノロジー: 戦闘機
(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 金
をめぐる謎(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S2: 超高層ビル「ザ・シャー
ド」(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8:
Ep.17 窮地のモンスター
(新)(二)

☆ミステリー・ミュージアム: 石
のペットで荒稼ぎ(新)(字)

☆ミスフィット・ガレージ: '70
1/2 カマロ 後編(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.16 故
障(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: クライスラー300 in
SEMAショー(二)

深層解明Xファイル S2: 古代
の宇宙飛行士(二)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

兵器のテクノロジー: 防衛技術
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.17 窮
地のモンスター(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 後編(二)

潜入！ロイヤル・ネイビー: ドッ
ク型輸送揚陸艦「アルビオン」
(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)

深層解明Xファイル S2: アメリ
カのナチス(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.17 窮
地のモンスター(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 旧車ヒル
クライム(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280SL 前編(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280SL 後編(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280SL 前編(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280SL 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: クライスラー300 in
SEMAショー(二)

兵器のテクノロジー: 戦闘機
(二)

ミスフィット・ガレージ: '70 1/2
カマロ 前編(字)

ミスフィット・ガレージ: '70 1/2
カマロ 後編(字)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 1920年式
リヴィア・デューセンバーグ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: アル
ファロメオ スパイダー・ヴェローチェ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: アル
ファロメオ スパイダー・ヴェローチェ 後編(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)

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

インフォマーシャル(日)

☆カスタム・マスター S4:
1927年式シャドウ・ロッド
(新)(二)

★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)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ロータス・エスプリ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ロータス・エスプリ 後編(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)

★兵器のテクノロジー: ハイテ
ク・ヘリ(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 極
秘刑務所(二)

★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 S3: Ep.10 夏編 船長
の苦悩(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: アッ
パー半島(新)(字)

☆THE ISLAND S5:
Ep.1 冒険の始まり(新)(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ロータス・エスプリ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ロータス・エスプリ 後編(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)

兵器のテクノロジー: ハイテク・
ヘリ(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.10 夏編 船長の苦
悩(字)

世界ビックリ珍料理: アッパー
半島(字)

ミステリー・ミュージアム: 石の
ペットで荒稼ぎ(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 1987年式
BMW・M6クーペ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
BMW E24 635CSi 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
BMW E24 635CSi 後編(二)

兵器のテクノロジー: 爆撃機
(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)

深層解明Xファイル S2: アメリ
カ建国の父(二)

出動！消防士密着24時: ア
パート火災(二)

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)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フィアット500 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フィアット500 後編(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)

★兵器のテクノロジー: 高性能
銃(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: バ
チカン帝国(二)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
機・離陸失敗(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.10 パルマハム(新)(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
VL100ヴィスタライナー
(新)(二)
21:55 ☆戦火の軍用機大
全: 極秘任務(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 宇宙
の超危険エリア(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フィアット500 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フィアット500 後編(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)

兵器のテクノロジー: 高性能銃
(二)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(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: 太陽系
第9惑星の謎(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)

世界ビックリ珍料理: キプロス
島(字)

BigドリームSmallハウス: 南部の魅
力満載ハウス(二)
インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: '70 1/2
カマロ 後編(字)

カスタム・マスター S4: 1927
年式シャドウ・ロッド(二)

★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)

Discovery MOTOR アワー
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)

ミスフィット・ガレージ: '70 1/2
カマロ 前編(字)

BigドリームSmallハウス: 楽しいヨガ
ハウス(二)
インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
完全マニュアル: 通信衛星の作り方
(字)

完全マニュアル: ロケットの作り方
(字)
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)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(二)

NASA超常ファイル S3: 奇妙
な光の球(二)

THE ISLAND S5: Ep.1 冒
険の始まり(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.17 窮
地のモンスター(二)

BigドリームSmallハウス: 南部の魅
力満載ハウス(二)
BigドリームSmallハウス: 楽しいヨガ
ハウス(二)

ミリタリー・モーターズ S5:
VL100ヴィスタライナー(二)

★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)

★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)

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～ S4: 青蔵鉄道
(新)(二)
出動！消防士密着24時: ア
パート火災(二)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(二)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)

歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 青蔵鉄道(二)

完全マニュアル: 通信衛星の作り方
(字)
完全マニュアル: ロケットの作り方
(字)
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)

★THE NAKED: 視聴者参
加SP(二)

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)

ミリタリー・モーターズ S5:
VL100ヴィスタライナー(二)

★世界のハイエンドSUV: メル
セデス・ベンツ G65 AMG(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 青蔵鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ
イ崩落(二)

戦火の軍用機大全: バトル・
オブ・ブリテン(二)

★歴史に残る空中戦: P-51
とMe-109(二)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.10 夏編 船長の苦
悩(字)

★戦火の軍用機大全: 空中
戦(二)

世界ビックリ珍料理: アッパー
半島(字)

THE ISLAND S5: Ep.1 冒
険の始まり(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.10 夏編 船長の苦
悩(字)

世界ビックリ珍料理: アッパー
半島(字)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系
第9惑星の謎(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S4: 現実とは何か？(二)

★NASA超常ファイル S2: 水
星の氷(二)

★宇宙のウソ・ホント: 星の消
滅(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 ミリタリーSP 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

★サバイバル・男気クッキング:
ボルネオ-湿地(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
デジタル・サバイバル: 密林の
呪い(字)

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)

解明・宇宙の仕組み: 宇宙の
超危険エリア(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 1932年
式パッカード・ツインシックス(二)

Discovery Channel
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THE NAKED: 視聴者参加
SP(二)

大脱出！サバイバルレース: ヒ
マラヤ山脈(字)

インフォマーシャル(日)

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)

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C4 前編(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 旧車ヒルクラ
イム(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シボレー・コルベットC4 後編(二)

兵器のテクノロジー: 軍用ロボッ
ト(二)

大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの窓
拭きゴンドラ(二)
インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル S2: カルト
集団(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★デジタル・サバイバル: 密林
の呪い(字)

★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)

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・シリーズIIIステージ1 前編
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランドローバー・シリーズIIIステージ1 後編
(二)
★オーバーホール 改造車の世
界: プリムス・フューリー(二)

★兵器のテクノロジー: 戦車
(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 真
珠湾攻撃(二)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す
る大型トラック(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
S11: Ep.17 トロフィー(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★驚異の建造～不可能に挑
む～: ドバイ・高級リゾート(字)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(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)

☆出動！消防士密着24時:
スタジアム高所訓練(新)(二)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
スタンク爆発(二)

☆ミスフィット・ガレージ:
1961年式モーリス・マイナー
前編(新)(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.11 夏編 大当
たり(新)(字)

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

☆BigドリームSmallハウス: ハイ
エンドな男の城(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 新米
パパママの夢の家(新)(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・シリーズIIIステージ1 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ラン
ドローバー・シリーズIIIステージ1 後編(二)

オーバーホール 改造車の世
界: プリムス・フューリー(二)

兵器のテクノロジー: 戦車(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)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 青蔵鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 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・ディーラーズ:
レクサスLS400 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レクサスLS400 後編(二)

兵器のテクノロジー: 防衛技術
(二)

大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪崩
(二)

深層解明Xファイル S2: スー
パー兵士(二)

THE ISLAND S5: Ep.1 冒
険の始まり(字)

インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-雲霧林(字)

★クラシックカー・コレクション: V8 60 ミ
ジェット・レースカー(二)

★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:
シトロエンDS 後編(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)

★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)

★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)

★兵器のテクノロジー: 爆薬
(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 暗
号の行方(二)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス
DC７衝突テスト(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: パナマ運河オーバー
ホール(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8:
Ep.18 手付かずの地
(新)(二)

☆ミステリー・ミュージアム: ロ
ケット開発秘話(新)(字)

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)

☆ミスフィット・ガレージ:
1961年式モーリス・マイナー
後編(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.17 窮
地のモンスター(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)

兵器のテクノロジー: 爆薬(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.18 手
付かずの地(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280SL 前編(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280SL 後編(二)

兵器のテクノロジー: 戦闘機
(二)

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)

★兵器のテクノロジー: 特殊部
隊(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 南
北戦争の女スパイ(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.18 手
付かずの地(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 1970年
式プリムス・スーパーバード(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: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後編
(二)

深層解明Xファイル S3: 極秘
刑務所(二)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(二)

オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・マリブSS(二)

兵器のテクノロジー: 特殊部隊
(二)

ミスフィット・ガレージ: 1961年
式モーリス・マイナー 前編(字)

ミスフィット・ガレージ: 1961年
式モーリス・マイナー 後編(字)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

インフォマーシャル(日)

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)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ロータス・エスプリ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ロータス・エスプリ 後編(二)

深層解明Xファイル S3: 金を
めぐる謎(二)

兵器のテクノロジー: ハイテク・
ヘリ(二)

大惨事の瞬間: Ep.19/航空母艦
上の着陸事故(二)
インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

☆カスタム・マスター S4:
1958年式リンカーン・コンチ
ネンタル 前編(新)(二)

★クラシックカー・コレクション: フィアッ
ト・アバルト750 3台一挙発掘(二)

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

★未来の戦争: ならずもの国
家(字)

インフォマーシャル(日)

★エイリアン大解剖:
Ep.1(字)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火か
ら400軒の大火災(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・マリブSS(二)

☆世界ビックリ珍料理: サザン
BBQトレイル(新)(字)

☆THE ISLAND S5:
Ep.2 対立(新)(字)

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

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)

未来の戦争: ならずもの国家
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.11 夏編 大当たり
(字)

世界ビックリ珍料理: サザン
BBQトレイル(字)

ミステリー・ミュージアム: ロケット
開発秘話(字)

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)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フィアット500 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フィアット500 後編(二)

兵器のテクノロジー: 高性能銃
(二)

大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・
離陸失敗(二)
インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル S3: バチ
カン帝国(二)

出動！消防士密着24時: ス
タジアム高所訓練(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ベントレー・
ミュルザンヌ(字)

★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
スワース(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)

★未来の戦争: 超大国(字)

インフォマーシャル(日)

★エイリアン大解剖:
Ep.2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ
ロケット大爆発(字)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.11 ドライトマト
(新)(字)☆ミリタリー・モーターズ S5:
希少アメ車発掘(新)(二)

21:55 ☆戦火の軍用機大
全: ヘリコプター(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★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: フォード・シエラ・コ
スワース(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)

未来の戦争: 超大国(字)

戦火の軍用機大全: ヘリコプ
ター(二)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホール成長の秘密(二)

解明・宇宙の仕組み: 宇宙の
超危険エリア(二)

大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン制
御不能(二)
インフォマーシャル(日)

世界ビックリ珍料理: ルイス・ク
ラーク探検隊の足跡(字)

BigドリームSmallハウス: ハイエンド
な男の城(二)
インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1961年
式モーリス・マイナー 後編(字)

カスタム・マスター S4: 1958
年式リンカーン・コンチネンタル
前編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: キャデラック・エルドラド(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

驚異の建造～不可能に挑む
～: ドバイ・高級リゾート(字)

Discovery MOTOR アワー
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)

ミスフィット・ガレージ: 1961年
式モーリス・マイナー 前編(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)

戦火の軍用機大全: ヘリコプ
ター(二)

NASA超常ファイル S2: 水星
の氷(二)

THE ISLAND S5: Ep.2 対
立(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.18 手
付かずの地(二)

BigドリームSmallハウス: ハイエンド
な男の城(二)
BigドリームSmallハウス: 新米パパ
ママの夢の家(二)

ミリタリー・モーターズ S5: 希少
アメ車発掘(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)

★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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 次世代の鉄道(二)

☆メガ建造～不可能への挑
戦～ S4: チェルノブイリ原子
力発電所(新)(二)

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

戦火の軍用機大全: バトル・
オブ・ブリテン(二)

歴史に残る空中戦: P-51と
Me-109(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: チェルノブイリ原子力発電
所(二)

驚異の建造～不可能に挑む
～: ドバイ・高級リゾート(字)

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)

★THE NAKED: ベリーズ 闇
の恐怖(二)

BigドリームSmallハウス: 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: 1994年式三菱
GTO(二)

ミリタリー・モーターズ S5: 希少
アメ車発掘(二)

★世界のハイエンドSUV: マセ
ラティ・レヴァンテ(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: チェルノブイリ原子力発電
所(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(字)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)

★歴史に残る空中戦: 零戦と
P-38(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.11 夏編 大当たり
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.11 夏編 大当たり
(字)

世界ビックリ珍料理: サザン
BBQトレイル(字)

戦火の軍用機大全: ジェットエ
ンジン(二)

THE ISLAND S5: Ep.2 対
立(字)

世界ビックリ珍料理: サザン
BBQトレイル(字)

解明・宇宙の仕組み: 宇宙の
超危険エリア(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S4: 自由意志(二)

★NASA超常ファイル S2: 月
面着陸の真相(二)

★宇宙で何が起こっているの
か？: 地球編(二)

戦火の軍用機大全: ヘリコプ
ター(二)
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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: ラン
ドローバー・シリーズIIIステージ1 後編(二)

兵器のテクノロジー: 戦車(二)

大惨事の瞬間: Ep.23/逃走する
大型トラック(二)

Discovery Channel
2019年04月編成表

THE NAKED: ベリーズ 闇の
恐怖(二)

THE ISLAND S5: Ep.1 冒
険の始まり(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 1932年式
パッカード・ツインシックス(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・シリーズIIIステージ1 前編(二)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル S3: 真珠
湾攻撃(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★デジタル・サバイバル: 無限
の湿地帯(字)

★デジタル・サバイバル: 無人
島生活(字)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホール成長の秘密(二)

深層解明Xファイル S3: 暗号
の行方(二)

THE ISLAND S5: Ep.2 対
立(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: シボレー・カ
マロ（第6世代）(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: VWタイプ2パネル
バン(二)

★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)

★未来の戦争: 非対称戦争
(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル: 謎の光
の群れ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で
家が流される(字)

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

人気サバイバルシリーズ一挙放送
デジタル・サバイバル: 無限の
湿地帯(字)

デジタル・サバイバル: 無人島
生活(字)

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 S4:
1958年式リンカーン・コンチ
ネンタル 後編(新)(二)

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

☆BigドリームSmallハウス: 大男
の小さな家(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: アー
トな別荘(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: VWタイプ2パネル
バン(二)

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)

未来の戦争: 非対称戦争
(字)

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

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

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: チェルノブイリ原子力発電
所(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: V8 60 ミ
ジェット・レースカー(二)

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:
シトロエンDS 後編(二)

兵器のテクノロジー: 爆薬(二)

大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラスDC
７衝突テスト(二)
インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ポルシェ・パ
ナメーラ(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMW840(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8:
Ep.19 キングコング(新)(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: フォード・マスタング・ファスト
バック(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)

★NASA超常ファイル: X字型
の天体(二)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の狙撃
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.19 キン
グコング(二)

☆出動！消防士密着24時:
連続火災(新)(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 世界最大級の船(二)

☆ミステリー・ミュージアム: タ
イタニック号のバイオリン
(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMW840(二)

オーバーホール 改造車の世
界: フォード・マスタング・ファスト
バック(二)
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