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18:00 18:00

18:30 18:30
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20:00 日曜宇宙シアター 20:00
★完全マニュアル: 対爆スーツの作
り方(字)

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)
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25:30 25:30

26:00 26:00
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27:00 27:00

27:30 27:30

戦争秘話: ラマディの戦いと
米陸軍の戦略(二)

☆ゲットーの真実史～記
録は語る～(新)(字)

☆インド2050:未来社
会からの警鐘(新)(字)

Discovery Channel
2020年06月編成表

★究極のサバイバルガイド:
Ep.5(字)

★ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.17 嬉しい
再会(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: シェル
ビー・コブラ(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
10: 3代目レンジローバー
(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
1: マスタング・コンバーチブル
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層
ビル火災(二)
インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン
2: 北緯37度線の
UFO(字)

★宇宙の解体新書: 太陽
の内部(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・秘境生活 シーズン2:
モンゴル(字)

★ザ・秘境生活 シーズン2:
グアテマラ(字)

★ザ・秘境生活 シーズン2:
ナミビア(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: シボ
レー・カマロZL1(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
10: フォード・ポピュラー
103E(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
1: フォード・2ドアセダン(字)

★戦火の兵器大全: 全面
戦争(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン
2: ボスニアの巨大ピラミッド
(字)

ザ・秘境生活 シーズン2: モ
ンゴル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽
ビル崩壊(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1973年式サーブ・
96(二)
★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1994年式三菱
GTO(二)

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
1: フォード・チューダー(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.18 予想
外の結託(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10 特
別編: 十年の歳月(新)(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: ハイテク列車
(二)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

☆驚異の鉄道～不可能へ
の挑戦～ シーズン2: 水域

★ファスト＆ラウド シーズン
6: 1981年式ジープＣＪ
７ パート１(字)

☆ファスト＆ラウド シーズ
ン6: 2018年式ジープ・ラ
ングラー(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘
機離陸訓練(二)

☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン6:
Ep.10 危ない橋
(新)(字)
☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター: Ep.2
獲物(新)(二)

☆大解剖!世界歴史建築
ミステリー シーズン1: テオ
ティワカンの呪い(新)(字)

★完全マニュアル: 惑星探査機
の作り方(字)

★ボーイング 空と宇宙の開
拓者 シーズン2: 人工衛星
と宇宙戦争(二)
21:55 ★ミリタリー・モー
ターズ シーズン2: フレイトラ
イナー ステップバン(二)

★SUPERCAR シーズン2:
アウディR8 V10プラス(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10:
フォード・ポピュラー
103E(二)
ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・2ドアセダン(字)

戦火の兵器大全: 全面戦
争(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式サーブ・96(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

★ミリタリー・モーターズ シー
ズン2: フォードM151(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ダッジ・
チャレンジャー(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
10: ポルシェ・ボクスター
S(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
1: フォード・ブロンコ(字)

★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)

★怪事件ファイル シーズン
2: 空から落ちてきた男(字)

★大解剖!世界歴史建築
ミステリー シーズン1: スフィ
ンクスの秘密(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ランボ
ルギーニ・ウラカン(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
10: シボレー・コルベット
C2(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
1: ポンティアック・ボンネビル
(字)

★戦火の兵器大全: ベトナ
ム戦争(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン
2: 核兵器を攻撃する
UFO?(字)

ザ・秘境生活 シーズン2: グ
アテマラ(字)

★大惨事の瞬間:
Ep.56/NASAロケット発射(二)

★ミッシング～迷宮事件の
謎～: ロアノーク植民地
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: シ
ボレー・コルベットC2(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
ポンティアック・ボンネビル
(字)

戦火の兵器大全: ベトナム
戦争(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: ハイテク列車
(二)

驚異の鉄道～不可能への
挑戦～ シーズン2: 水域
VS鉄道(字)

★ムーン・ウォーズ(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ポンティ
アック・フィエロ(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
10: モーリス・マイナー・トラ
ベラー(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
1: フォード・ブロンコ2(字)

★中国デジタル革命:未知なる
世界へ(字)
インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン
2: 実録「エクソシスト」(字)

★夢を叶える発明ショー: ラ
イフセーバー(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ポンティ
アック･トランザム(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
10: FSM・シレーナ
105(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
1: ダッジ・ピックアップ1(字)

★戦火の兵器大全: 冷戦
時代の核開発(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン
2: 巨人の谷(字)

ザ・秘境生活 シーズン2: ナ
ミビア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級
車レース(二)

★夢を叶える発明ショー:
頭脳をもつ車(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10:
FSM・シレーナ105(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
ダッジ・ピックアップ1(字)

戦火の兵器大全: 冷戦時
代の核開発(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10 特別編: 十年の歳月
(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
2018年式ジープ・ラング
ラー(字)

★月面探査レース:インド
の挑戦(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: フォード
フラットヘッド(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
10: TVR・サーブラウ(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
1: コルベット・スティングレー
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリ
ケーン中継(二)
インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン
2: 謎の人型ミイラ(字)

★戦争秘話: ラマディの戦
いと米陸軍の戦略(二)

★ザ・秘境生活 シーズン2:
パタゴニア(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ダッジ・
バイパー(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
10: ロータス・エリーゼ
S2(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
1: ダッジ・ピックアップ2(字)

★戦火の鉄道大全: ナチス
の巨大列車砲(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン
2: 日航機UFO遭遇事件
(字)

ザ・秘境生活 シーズン2:
パタゴニア(字)

★THE ISLAND シーズン
5: Ep.1 冒険の始まり(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10:
ロータス・エリーゼS2(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
ダッジ・ピックアップ2(字)

戦火の鉄道大全: ナチスの
巨大列車砲(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.10 危
ない橋(字)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.2 獲物
(二)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: ロアノーク植民地(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: GMC
サイクロン(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
10: ランボルギーニ・ウラッコ
(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
1: フォード・サンダーバード
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ス
トームチェイス(二)
☆おあそびマスターズ:
Ep.39(新)(日)

★今を生きる台湾:エコ都
市台北(字)

★ザ・秘境生活 シーズン2:
フィリピン(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: リンカー
ン・コンチネンタル(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
10: キャデラック・クーペ・ドゥ
ビル(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
1: フェラーリF40パート
1(字)

★戦火の鉄道大全: 泰緬
鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン
2: ハイチのゾンビ／臓器の
記憶(字)

ザ・秘境生活 シーズン2:
フィリピン(字)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米
最大級ハリケーン(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書: 危険
な小惑星(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10:
キャデラック・クーペ・ドゥビル
(二)
ファスト＆ラウド シーズン1:
フェラーリF40パート1(字)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄
道(二)

完全マニュアル: 対爆スーツの作
り方(字)
完全マニュアル: 惑星探査機の
作り方(字)

宇宙の解体新書: 危険な
小惑星(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン1: 暗黒エ
ネルギー(二)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アク
ロバット飛行(二)
インフォマーシャル(日)

★大脱出!サバイバルレー
ス シーズン2: 知力 VS 体
力(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.17 レースカー
インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
2018年式ジープ・ラング
ラー(字)

SUPERCAR シーズン2: ア
ウディR8 V10プラス(二)

カスタム・マスター シーズン
1: フォード・チューダー(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: テオティ
ワカンの呪い(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪
水の爪痕(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: ハイテク列車
(二)

★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 シーズン2: 島からの脱
出(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)

★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)
三菱電機 presents ワールドテック

アワー

★メガ・エアー: 馬術競技
馬(字)

★ウエポン・マスター: 戦闘
馬車用の弓(二)

★ウエポン・マスター: 吹き
矢(二)

★ザ・特殊部隊: ネイビー
シールズ(字)

メガ・エアー: 馬術競技馬
(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: テオティ
ワカンの呪い(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨
大竜巻(二)
インフォマーシャル(日)

★究極のサバイバルガイド:
Ep.6(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.18 蒸気船
インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

★ディーゼル・ブラザーズ: シ
ボレーC10 ローライダー
パート2(字)

★ディーゼル・ブラザーズ: シ
ボレーC10 ローライダー
パート3(字)

ムーン・ウォーズ(字)

MotorTrend

ファスト＆ラウド シーズン6:
1981年式ジープＣＪ７
パート１(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式サーブ・96(二)

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)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
遠隔武器(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
空からの攻撃(字)

★ザ・特殊部隊: 米陸軍レ
ンジャー(字)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 人工衛星と
宇宙戦争(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: ハイテク列車
(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.10 危
ない橋(字)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.1 冒険の始まり(字)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.10 危
ない橋(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン1: 創造主
(二)

★イスラエル 月面着陸への
挑戦(字)

★解明・宇宙デブリの脅威
(字)

★驚異の鉄道～不可能へ
の挑戦～ シーズン2: 難関
鉄道(字)

宇宙の解体新書: 太陽の
内部(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
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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 日曜宇宙シアター 20:00
★完全マニュアル: オクトコプターの
作り方(字)

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 ミリタリーSP 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TOP 5 ～命を守
る達人技～: 毒ヘビ(新)(字)
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究極のサバイバルガイド:
Ep.6(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.18 予想
外の結託(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: シボレー・
カマロZL1(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10:
フォード・ポピュラー
103E(二)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.3 豪雨
(二)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: アルカトラズ脱走犯
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: リンカー
ン・コンチネンタル(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・2ドアセダン(字)

中国デジタル革命:未知なる世
界へ(字)
インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2:
ボスニアの巨大ピラミッド
(字)

宇宙の解体新書: 危険な
小惑星(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・秘境生活 シーズン2:
ノルウェー(字)

★ザ・無人島生活: Ep.1
火おこし(字)

★ザ・無人島生活: Ep.2
シェルター作り(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 1400
馬力 スープラ(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン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)

★ファスト＆ラウド シーズン
1: フェラーリF40パート
2(字)

★戦火の鉄道大全: 救急
列車(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン
2: 影人間／太陽の奇跡
(字)

ザ・秘境生活 シーズン2: ノ
ルウェー(字)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アル
ペンスキー大会(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

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
1: ファントム・フリートサイド
(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.19 暗雲
(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10 特
別編: S9撮影舞台裏
(新)(二)

★大惨事の瞬間: Ep.1/パイ
ロット脱出(二)

☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン6 特別
編: Ep.1(新)(字)

☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター: Ep.3
豪雨(新)(二)

☆大解剖!世界歴史建築
ミステリー シーズン1: カル
ナック神殿の儀式
(新)(字)

★THE ISLAND シーズン
5: Ep.2 対立(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)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書: 火星
探査(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: ポルシェ924 後編(二)

放送休止

放送休止

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1964年式フォード・ラ
ンチェロ(二)
★SUPERCAR シーズン2:
ミニクーパー(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)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

☆驚異の鉄道～不可能へ
の挑戦～ シーズン2: 大都
★ミッシング～迷宮事件の
謎～: アルカトラズ脱走犯
(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)

ファスト＆ラウド シーズン6:
2018年式ジープ・ラング
ラー(字)

☆ファスト＆ラウド シーズ
ン6: 1963年式キャディ
ラック(新)(字)

★夢を叶える発明ショー:
６足走行カー(二)

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

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: シ
ボレー・コルベットC2(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
ポンティアック・ボンネビル
(字)

大惨事の瞬間: Ep.56/NASA
ロケット発射(二)
インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2:
核兵器を攻撃するUFO?
(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: テオティ
ワカンの呪い(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: グランド
ナショナル(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)
★ファスト＆ラウド シーズン
1: 67年式フォード・ギャラク
シー1(字)

★戦火の鉄道大全: 南北
戦争時代の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン
2: ミステリー総集編(字)

ザ・無人島生活: Ep.1 火
おこし(字)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻
発生(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 新車両テスト
(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)

ファスト＆ラウド シーズン1:
67年式フォード・ギャラク
シー1(字)

戦火の鉄道大全: 南北戦
争時代の鉄道(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 新車両テスト
(二)

驚異の鉄道～不可能への
挑戦～ シーズン2: 大都市
の鉄道網(字)

イスラエル 月面着陸への挑
戦(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: ポンティ
アック･トランザム(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10:
FSM・シレーナ105(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
ダッジ・ピックアップ1(字)

大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)
インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2:
巨人の谷(字)

夢を叶える発明ショー: 頭
脳をもつ車(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ベンツ
300D(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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: 67年式フォード・ギャラク
シー2(字)

★戦火の鉄道大全: 歴史
を変えた鉄道秘話(二)

インフォマーシャル(日)

★本当は怖い童話の真実:
赤ずきん／青ひげ(字)

ザ・無人島生活: Ep.2 シェ
ルター作り(字)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ
牛が観客席に(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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
67年式フォード・ギャラク
シー2(字)

戦火の鉄道大全: 歴史を
変えた鉄道秘話(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10 特別編: S9撮影舞台
裏(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1963年式キャディラック
(字)

解明・宇宙デブリの脅威
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: ダッジ・バ
イパー(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10:
ロータス・エリーゼS2(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
ダッジ・ピックアップ2(字)

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)

怪事件ファイル シーズン2:
日航機UFO遭遇事件(字)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 人工衛星と
宇宙戦争(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・無人島生活: Ep.3
狩り(字)

★CAR FIX シーズン6: カマロ
50年史(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)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: シボレー・ノマド(字)

★戦火の鉄道大全: 鉄道
破壊工作(二)

インフォマーシャル(日)

★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)

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1: 初代ミニ 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・ノマド(字)

戦火の鉄道大全: 鉄道破
壊工作(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6 特別編:
Ep.1(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10:
キャデラック・クーペ・ドゥビル
(二)
ファスト＆ラウド シーズン1:
フェラーリF40パート1(字)

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)

怪事件ファイル シーズン2:
ハイチのゾンビ／臓器の記
憶(字)

★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2: フレイトライナー ステッ
プバン(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: フェラー
リF430(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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: フォード・カブリオレ(字)

★戦火の鉄道大全: 第一
次世界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★本当は怖い童話の真実:
白雪姫／ねずの木(字)

ザ・無人島生活: Ep.4 サ
バイバルの舞台裏(字)

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩
壊(二)

★完全マニュアル: 宇宙服の作り
方(字)

★ボーイング 空と宇宙の開
拓者 シーズン2: 艦上機の
開発(二)
21:55 ★ミリタリー・モー
ターズ シーズン2: アントノフ
2 テスト飛行(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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
フォード・カブリオレ(字)

戦火の鉄道大全: 第一次
世界大戦下の鉄道(二)

完全マニュアル: オクトコプターの
作り方(字)
完全マニュアル: 宇宙服の作り方
(字)

宇宙の解体新書: 火星探
査(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン1: 創造主
(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)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 島からの脱出
(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.19 舗装工事
(字)インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1963年式キャディラック
(字)

SUPERCAR シーズン2: ミ
ニクーパー(二)

カスタム・マスター シーズン
1: ファントム・フリートサイド
(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: カルナッ
ク神殿の儀式(字)

ファスト＆ラウド シーズン6:
2018年式ジープ・ラング
ラー(字)

MotorTrend

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.3/ステル
ス墜落(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 新車両テスト
(二)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.19 暗雲
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10 特別編: S9撮影舞台
裏(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.2 対立(字)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン2: アントノフ2 テスト飛行
(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)

★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)

三菱電機 presents ワールドテック

アワー

★メガ・エアー: UPSワール
ドポート(字)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 人工衛星と
宇宙戦争(二)
ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠
隔武器(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 空
からの攻撃(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 シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケッ
ト事故(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
接近戦(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
万人向けの武器(字)

★ザ・特殊部隊: 民間軍
事会社(字)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6 特別編:
Ep.1(字)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 艦上機の開
発(二)

夢を叶える発明ショー: ６
足走行カー(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.2 対立(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 死後の
世界(二)

★人類は火星に行くべきか
(字)

★火星への旅 完全ガイド
(字)

驚異の鉄道～不可能への
挑戦～ シーズン2: 水域
VS鉄道(字)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 新車両テスト
(二)

宇宙の解体新書: 危険な
小惑星(二)

★ディーゼル・ブラザーズ:
F550　6輪駆動農業車両
パート2(字)

イスラエル 月面着陸への挑
戦(字)

インフォマーシャル(日)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: 食糧確保

メガ・エアー: UPSワールド
ポート(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: カルナッ
ク神殿の儀式(字)

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)

★サバイバルゲーム:冒険
の日々(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.20 ザリガニ漁
(字)インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1964年式フォード・ランチェ
ロ(二)
★ディーゼル・ブラザーズ:
F550　6輪駆動農業車両
パート1(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 6/21

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 日曜宇宙シアター 20:00
★完全マニュアル: 航空母艦の作
り方(字)

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 ミリタリーSP 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン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
2: COPOカマロ(字)

★戦火の鉄道大全: 第二
次世界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★本当は怖い童話の真実:
ハーメルンの笛吹き男／ラプ
ンツェル(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2:
影人間／太陽の奇跡(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・遭難サバイバル: マダ
ガスカル(字)

★ザ・遭難サバイバル: ブル
ガリア(字)

★ザ・遭難サバイバル: モン
ゴル(字)

宇宙の解体新書: 火星探
査(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: バーン
ナウト仕様(二)

Discovery Channel
2020年06月編成表

サバイバルゲーム:冒険の
日々(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.19 暗雲
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 1400馬
力 スープラ(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン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)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フェラーリF40パート2(字)

大惨事の瞬間: Ep.62/アルペ
ンスキー大会(二)

ザ・遭難サバイバル: マダガ
スカル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会
社の爆発火災(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1964年式フォード・ランチェ
ロ(二)
★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1965年式ダッジ
A100(二)
★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)

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2:
COPOカマロ(字)

戦火の鉄道大全: 第二次
世界大戦下の鉄道(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
1: オートラマ・カーショー
(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.20 非情
な海(新)(字)

☆大解剖!世界歴史建築
ミステリー シーズン1: アン
コールワットの真実
(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズ
ン10: Ep.1(新)(二)

★ミッシング～迷宮事件の
謎～: エールフランス447便
(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)

ファスト＆ラウド シーズン2:
フォード・カスタムライン(字)

兵器革命: 巨大兵器(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: プジョー205GTi 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: プジョー205GTi 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・ベルエア1(字)

兵器革命: ステルス性(二)

☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター: Ep.4
危機(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1964年式フォード・ランチェ
ロ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式ダッジA100(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン2: アントノフ2 テスト飛行
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: グランドナ
ショナル(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)

ファスト＆ラウド シーズン1:
67年式フォード・ギャラク
シー1(字)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)
インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン2:
ミステリー総集編(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: カルナッ
ク神殿の儀式(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: マスタン
グ・エコブースト(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)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: フォード・カスタムライン
(字)

★兵器革命: 巨大兵器
(二)

インフォマーシャル(日)

★追跡!コロンビア麻薬王
の埋蔵金: Ep.1 捜索開
始(二)

ザ・遭難サバイバル: ブルガ
リア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タン
カー火災(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 眠らない列車
(二)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

☆驚異の鉄道～不可能へ
の挑戦～ シーズン2: 速さ

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 眠らない列車
(二)

驚異の鉄道～不可能への
挑戦～ シーズン2: 速さを
求めて(字)

人類は火星に行くべきか
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: ベンツ
300D(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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
67年式フォード・ギャラク
シー2(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)

本当は怖い童話の真実:
赤ずきん／青ひげ(字)

夢を叶える発明ショー: ６
足走行カー(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 第三
世代マスタング(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: プジョー205GTi 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: プジョー205GTi 後編
(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: シボレー・ベルエア1(字)

★兵器革命: ステルス性
(二)

インフォマーシャル(日)

★追跡!コロンビア麻薬王
の埋蔵金: Ep.2 潜入捜
査(二)

ザ・遭難サバイバル: モンゴ
ル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.8/カー
レース事故(二)

☆ファスト＆ラウド シーズ
ン6: 1969年式のプリム
ス・サテライト(新)(字)

★夢を叶える発明ショー:
巨大ウォータースライダー
(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1963年式キャディラック
(字)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1969年式のプリムス・サテラ
イト(字)

火星への旅 完全ガイド(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: カマロ50
年史(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)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・ノマド(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)

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)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 艦上機の開
発(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: レース
仕様カマロZ28(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: スズキSJ410 前編(二)

★ザ・遭難サバイバル: ラオ
ス(字)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: スズキSJ410 後編(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: シボレー・ベルエア2(字)

★兵器革命: 防御(二)

インフォマーシャル(日)

★追跡!コロンビア麻薬王
の埋蔵金: Ep.3 受刑者
(二)

ザ・遭難サバイバル: ラオス
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山
噴火(二)

☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン6 特別
編: Ep.2(新)(字)

★THE ISLAND シーズン
4: Ep.5(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: スズキSJ410 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: スズキSJ410 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・ベルエア2(字)

兵器革命: 防御(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6 特別編:
Ep.2(字)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.4 危機
(二)

ミッシング～迷宮事件の謎
～: エールフランス447便
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: フェラーリ
F430(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)
ファスト＆ラウド シーズン2:
フォード・カブリオレ(字)

大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
(二)
インフォマーシャル(日)

本当は怖い童話の真実:
白雪姫／ねずの木(字)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン2: アントノフ2 テスト飛行
(二)

★ザ・遭難サバイバル: ボリ
ビア(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: AMA
レーサーのバイク(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: 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 シーズン2: BMW 325iツーリング
後編(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: 人力飛行機作りに挑戦
(字)

ファスト＆ラウド シーズン2:
人力飛行機作りに挑戦
(字)

兵器革命: 兵站(二)

完全マニュアル: 航空母艦の作り
方(字)
完全マニュアル: 超高層ビルの作
り方(字)

宇宙の解体新書: 彗星探
査(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン2: 死後の世
界(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)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン15: Ep.1ハリスツイード(字)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1969年式のプリムス・サテラ
イト(字)

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)

カスタム・マスター シーズン
1: オートラマ・カーショー
(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: アンコー
ルワットの真実(字)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1963年式キャディラック
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.11戦
車!市街地暴走(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 眠らない列車
(二)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.20 非情
な海(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.1(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.3 空腹(字)

★兵器革命: 兵站(二)

インフォマーシャル(日)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 食糧確保(字)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: 水分補給

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: スーパー・ス
クールバス
Part2(新)(字)
人類は火星に行くべきか
(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
スピード勝負(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
破壊力(字)

★ザ・特殊部隊: デルタ
フォース(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: 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
シーズン2: BMW 325iツーリング 後編
(二)

★追跡!コロンビア麻薬王
の埋蔵金: Ep.4 ジャングル
(二)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.10/花火
工場爆発(二)

★完全マニュアル: 超高層ビルの
作り方(字)

★ボーイング 空と宇宙の開
拓者 シーズン2: 垂直飛行
の世界(二)
21:55 ★ミリタリー・モー
ターズ シーズン2: シボレー・
バン(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書: 彗星
探査(二)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 垂直飛行の
世界(二)

宇宙の解体新書: 火星探
査(二)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6 特別編:
Ep.2(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 宇宙の
果て(二)

★太陽系最後の時(字)

★解明・驚異の宇宙天気
(字)

驚異の鉄道～不可能への
挑戦～ シーズン2: 大都市
の鉄道網(字)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: シェルター
(新)(字)

メガ・エアー: F1マシン(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: アンコー
ルワットの真実(字)

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)

★サバイバルゲーム:グルメ
総集編(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン15: Ep.2 ヘステンス製高級寝具
(字)
インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式ダッジA100(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: スーパー・ス
クールバス
Part1(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1964年式フォード・ランチェ

MotorTrend

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 毒ヘビ(字)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 眠らない列車
(二)

夢を叶える発明ショー: 巨
大ウォータースライダー(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.3 空腹(字)

★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)
★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)

三菱電機 presents ワールドテック

アワー

★メガ・エアー: F1マシン
(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 接
近戦(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 万
人向けの武器(字)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 艦上機の開
発(二)

ザ・特殊部隊: 民間軍事
会社(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/22 6/23 6/24 6/25 6/26 6/27 6/28

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 日曜宇宙シアター 20:00
★完全マニュアル: 通信衛星の作
り方(字)

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 ミリタリーSP 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

宇宙の解体新書: 彗星探
査(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 幻の
AMG Eクラス(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: MGB GT 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: MGB GT 後編(二)

★ザ・遭難サバイバル: パナ
マ(字)

★秘境ハンター: 制作舞台
裏(字)

★秘境ハンター: ニューギニ
ア島 謎の白線地帯(字)

★秘境ハンター: シベリア
森の中の巨大クレーター
(字)

★秘境ハンター: エチオピア
砂漠の幾何学模様(字)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1969年式のプリムス・サテラ
イト(字)

インフォマーシャル(日)

本当は怖い童話の真実:
ハーメルンの笛吹き男／ラプ
ンツェル(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

Discovery Channel
2020年06月編成表

サバイバルゲーム:グルメ総
集編(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.20 非情
な海(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: バーンナウ
ト仕様(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2:
COPOカマロ(字)

大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社
の爆発火災(二)

THE NAKED XL シーズン
3 オールスター: Ep.5 団結
(二)

発明家テスラ:謎の死と殺
人光線SP(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: AMAレー
サーのバイク(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: 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
シーズン2: BMW 325iツーリング 後編
(二)
ファスト＆ラウド シーズン2:
人力飛行機作りに挑戦
(字)

大惨事の瞬間: Ep.10/花火工
場爆発(二)
インフォマーシャル(日)

追跡!コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.4 ジャングル
(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: シボレー・キングスウッド
(字)

★兵器革命: 機動性(二)

インフォマーシャル(日)

★追跡!コロンビア麻薬王
の埋蔵金: Ep.5 グッド・ライ
フ(二)

ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速
道路の大クラッシュ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式ダッジA100(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 1965年式オースチン・
ヒーレー(二)
★世界のハイエンドSUV:
ジャガーF-PACE(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
1: GMフューチャーライナー
前編(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.21 生か
死か(新)(字)

☆大解剖!世界歴史建築
ミステリー シーズン1: アー
サー王の城(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズ
ン10: Ep.2(新)(二)

秘境ハンター: 制作舞台裏
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.14/ボー
ダー90ｍ滑落(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 新米運転士の
試練(二)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

☆解剖!メガマシン シーズ
ン3: 高速カタマラン船
★発明家テスラ:謎の死と
殺人光線SP(二)

秘境ハンター: ニューギニア
島 謎の白線地帯(字)

★大惨事の瞬間: Ep.15/イン
ドでビル倒壊(二)

☆ファスト＆ラウド シーズ
ン6: ブレディ家のプリムス
(新)(字)

★夢を叶える発明ショー:
消防ロボット(二)

秘境ハンター: シベリア 森の
中の巨大クレーター(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: MGB GT 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: MGB GT 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・キングスウッド(字)

兵器革命: 機動性(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式ダッジA100(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式オースチン・ヒー
レー(二)
ミリタリー・モーターズ シーズ
ン2: シボレー・バン(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: マスタン
グ・エコブースト(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)

ファスト＆ラウド シーズン2:
フォード・カスタムライン(字)

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)

追跡!コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.1 捜索開始
(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: アンコー
ルワットの真実(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2: VWビートルベースのバ
ギー 前編(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: VWビートルベースのバ
ギー 後編(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: レンタル用シェルビー・マ
スタング1(字)

★兵器革命: 破壊力(二)

インフォマーシャル(日)

★追跡!コロンビア麻薬王
の埋蔵金: Ep.6 X地点
(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: VWビートルベースのバギー
前編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: VWビートルベースのバギー
後編(二)
ファスト＆ラウド シーズン2:
レンタル用シェルビー・マスタ
ング1(字)

兵器革命: 破壊力(二)

放送休止

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 第三世
代マスタング(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: プジョー205GTi 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: プジョー205GTi 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・ベルエア1(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)

追跡!コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.2 潜入捜査
(二)

夢を叶える発明ショー: 巨
大ウォータースライダー(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)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: マツダMX-5 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: マツダMX-5 後編(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: レンタル用シェルビー・マ
スタング2(字)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.1(二)

インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: UFOロズ
ウェル事件(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
レンタル用シェルビー・マスタ
ング2(字)

毛沢東と冷戦時代:
Ep.1(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1969年式のプリムス・サテラ
イト(字)

ファスト＆ラウド シーズン6:
ブレディ家のプリムス(字)

解明・驚異の宇宙天気
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: レース仕
様カマロZ28(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: スズキSJ410 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: スズキSJ410 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・ベルエア2(字)

大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴
火(二)
インフォマーシャル(日)

追跡!コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.3 受刑者
(二)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 垂直飛行の
世界(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3: メルセデス・ベンツ190E
前編(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: メルセデス・ベンツ190E
後編(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: 5台一挙放出(字)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.2(二)

インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: ケネディ暗
殺事件(字)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊
りの窓拭きゴンドラ(二)

☆ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン6 特別
編: Ep.3(新)(字)

☆THE NAKED XL シー
ズン3 オールスター: Ep.5
団結(新)(二)

★THE ISLAND シーズン
5: Ep.4 狩り(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: メルセデス・ベンツ190E 前
編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: メルセデス・ベンツ190E 後
編(二)
ファスト＆ラウド シーズン2:
5台一挙放出(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6 特別編:
Ep.3(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: ポルシェ928 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: ポルシェ928 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
フォード・ファルコン・レース
カー(字)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン2: シボレー・バン(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3: ポルシェ928 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: ポルシェ928 後編(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: フォード・ファルコン・レー
スカー(字)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.3(二)

インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: CIAの洗
脳実験(字)

毛沢東と冷戦時代:
Ep.3(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)

宇宙の解体新書: 地球外
生命体(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン2: 宇宙の果
て(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)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.3 折り畳み自転
車(字)インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
ブレディ家のプリムス(字)

世界のハイエンドSUV: ジャ
ガーF-PACE(二)

カスタム・マスター シーズン
1: GMフューチャーライナー
前編(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: アーサー
王の城(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タン
クローリー事故(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 新米運転士の
試練(二)

ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.21 生か
死か(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.2(二)

秘境ハンター: エチオピア 砂
漠の幾何学模様(字)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大
雪崩(二)

★完全マニュアル: ロケットの作り
方(字)

★戦火の軍用機大全: 爆
撃機(二)

21:55 ★ミリタリー・モー
ターズ シーズン3: アントノフ
2 旅立ち(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書: 地球
外生命体(二)

メガ・エアー: がん治療薬
(字)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: アーサー
王の城(字)

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

★サバイバルゲーム:生き
残りの秘訣(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.4 ストラトキャス
ター(字)インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式オースチン・ヒー
レー(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン2: 時間の
存在(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: ランドロー
バー・ディフェンダー
Part1(新)(字)
☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン2: ランドロー
バー・ディフェンダー
Part2(新)(字)
太陽系最後の時(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空
母艦上の着陸事故(二)

宇宙の解体新書: 彗星探
査(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1965年式
ダッジA100(二)

MotorTrend

戦火の軍用機大全: 爆撃
機(二)

サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: シェルター(字)
サバイバルTOP 5 ～命を守る達
人技～: 水分補給(字)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: 火おこし(新)(字)

☆サバイバルTOP 5 ～命を守
る達人技～: 逃避と脱出

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 新米運転士の
試練(二)

夢を叶える発明ショー: 消
防ロボット(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.4 狩り(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
海戦(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン:
奇襲攻撃(字)

★ザ・特殊部隊: フォース・
リーコン(字)

ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6 特別編:
Ep.3(字)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.4 狩り(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: ポンティアックGTO(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
12: フォードF-1(二)

三菱電機 presents ワールドテック

アワー

★メガ・エアー: がん治療薬
(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: ス
ピード勝負(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 破
壊力(字)

ザ・特殊部隊: デルタフォー
ス(字)

★もっと解明・宇宙の仕組
み 2時間SP(二)

驚異の鉄道～不可能への
挑戦～ シーズン2: 速さを
求めて(字)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 垂直飛行の
世界(二)
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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.21 生か
死か(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 幻の
AMG Eクラス(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: MGB GT 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: MGB GT 後編(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
シボレー・キングスウッド(字)

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)

追跡!コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.5 グッド・ライフ
(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★秘境ハンター: アマゾン
密林の青い湖(字)

★秘境ハンター: ザンビア
奇妙な黒点模様(字)

宇宙の解体新書: 地球外
生命体(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:
ビートル・マニア(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: VWトランスポルターT3
前編(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: VWトランスポルターT3
後編(二)
★ファスト＆ラウド シーズン
2: マスタング・ファストバック
(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: デル
タIII型原子力潜水艦(二)
★潜入!ロシア軍のすべて: 核ミ
サイルのボディーガード(二)
インフォマーシャル(日)

★イエス・キリスト　空白の年
月(字)

秘境ハンター: アマゾン 密
林の青い湖(字)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
機・離陸失敗(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式オースチン・ヒー
レー(二)
★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
14: 新コンビ舞台裏(二)

★世界のハイエンドSUV: メ
ルセデス・ベンツ G65
AMG(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: VWトランスポルターT3 前
編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: VWトランスポルターT3 後
編(二)

★カスタム・マスター シーズン
1: GMフューチャーライナー
後編(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

ファスト＆ラウド シーズン2:
マスタング・ファストバック(字)

潜入!ロシア軍のすべて: デルタ
III型原子力潜水艦(二)

潜入!ロシア軍のすべて: ヤーセ
ンM型原子力潜水艦(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 核ミサ
イルのボディーガード(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式オースチン・ヒー
レー(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 新
コンビ舞台裏(二)

ミリタリー・モーターズ シーズ
ン3: アントノフ2 旅立ち
(二)

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2: VWビートルベースのバギー
前編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: VWビートルベースのバギー
後編(二)
ファスト＆ラウド シーズン2:
レンタル用シェルビー・マスタ
ング1(字)

大惨事の瞬間: Ep.14/ボー
ダー90ｍ滑落(二)
インフォマーシャル(日)

追跡!コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.6 X地点(二)

大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: アーサー
王の城(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:
ACブリストル／ポルシェ・スピードスター
(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: 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
シーズン3: ランチア・デルタHFインテグラーレ
後編(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
2: ジープ・ラングラー(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: ヤー
センM型原子力潜水艦(二)

ファスト＆ラウド シーズン2:
ジープ・ラングラー(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: 北
極圏での任務 パート1(二)
インフォマーシャル(日)

★リアル・エクソシスト(字)

秘境ハンター: ザンビア 奇
妙な黒点模様(字)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バ
ルーン制御不能(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.22 勝負
の時(新)(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 北極
圏での任務 パート1(二)

オーストラリア鉄道24時
シーズン2: サイクロンの爪
痕(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: サイクロンの爪
痕(二)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

☆解剖!メガマシン シーズ
ン3: 巨大貨物列車
★発明家テスラ:謎の死と
殺人光線: 調査チーム(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: ランチア・デルタHFインテグラーレ 前
編(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: ランチア・デルタHFインテグラーレ 後
編(二)


