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ザ・マンハント S2: ニュージーラ
ンド(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★舞台裏のスーパーテクノロジー S11:
Ep.9 臭豆腐(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン S2: ロー
ドトレイン(二)

歴史に残る空中戦: ミグ15と
F-86(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8:
Ep.11 希望の地(新)(二)

★カスタム・マスター S3:
1929年式フォード・ロードス
ター(二)

ザ・遭難サバイバル: マダガスカ
ル(字)

★ザ・マンハント S2: フロリダ
(字)

ザ・マンハント S2: モンゴル
(字)

Discovery Channel
2019年03月編成表

THE NAKED: ベリーズ 番組
ファンの挑戦(二)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: スーパーフォー
マンスMKIII(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: 走る小さ
な消防署(二)
BigドリームSmallハウス: 湖畔の移
動式温室(二)

ワールド・トップ5: パワフルな航
空機(二)

インフォマーシャル(日)

戦火の兵器大全: ベトナム戦
争(二)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ
ロケット大爆発(字)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S2: 月面
着陸の真相(二)

解明・宇宙の仕組み: メガス
トーム(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・マンハント S2: モンゴル
(字)

★ザ・マンハント S2: ニュー
ジーランド(字)

★ザ・マンハント: 韓国(字)

NASA超常ファイル S2: 分裂
する小惑星(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: アストン
マーチン・ヴァンキッシュ(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)

★カスタム・マスター: フォード・
ロードスター・ピックアップ(二)

★世紀の戦車対決 S2: カナ
ダ機甲部隊-第二次世界大戦
-(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 木
星で核爆発？(二)

★怪事件ファイル: ミイラの呪
い(字)

おあそびマスターズ: Ep.23(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1995年式ボルボ
850T-5R(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2002年式シボ
レー・コルベットZ06(新)(二)

★戦闘艦大全: 装甲艦(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: ナ
チスと月探査(二)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

☆BigドリームSmallハウス: 走る
小さな消防署(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 湖畔
の移動式温室(新)(二)

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)

カスタム・マスター: フォード・ロー
ドスター・ピックアップ(二)

世紀の戦車対決 S2: カナダ
機甲部隊-第二次世界大戦-
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2002年式シボ
レー・コルベットZ06(二)

ドリームカー誕生 S2: ケーニッグゼグ
One：1(字)

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)

戦火の兵器大全: 冷戦時代
の核開発(二)

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

Discovery MOTOR アワー
★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1995年式ボルボ
850T-5R(二)

★ファスト＆ラウド（2時間）:
実物大ホットウィールSP（2時
間）(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル: ミイラの呪い
(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)

★ドリームカー誕生 S2: ゼンヴォ
ST1(字)

★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)

★カスタム・マスター: シボレー・
ピックアップ(二)

★世紀の戦車対決 S2: 北ア
フリカ戦線の戦車戦(二)

★アラスカ鉄道24時: 危険な
氷(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～: エアバスA380(二)

☆ミステリー・ミュージアム: 疑
惑のマラソンランナー
(新)(字)

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)

カスタム・マスター: シボレー・
ピックアップ(二)

世紀の戦車対決 S2: 北アフ
リカ戦線の戦車戦(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.11 希
望の地(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: エアバスA380(二)

アラスカ鉄道24時: 雪崩との
格闘(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: BMW
i8(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)

★SUPERCAR 2: ミニクー
パー(二)

大惨事の瞬間: Ep.29/全米最悪
ガス管爆発事故(字)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
からの破壊兵器(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.11 希
望の地(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: マクラーレン
650S(字)

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

★カスタム・マスター: フォード・
チューダー(二)

★世紀の戦車対決 S2: ドイ
ツ機甲部隊の電撃戦(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 冥王
星探査の危機(二)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー
ス中の事故(字)

★ファスト＆ラウド（2時間）:
実物大ホットウィールSP（2時
間）(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.10 悪
魔の指(二)

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

カスタム・マスター: フォード・
チューダー(二)

世紀の戦車対決 S2: ドイツ
機甲部隊の電撃戦(二)

ファスト＆ラウド（2時間）:
実物大ホットウィールSP（2時
間）(字)

↑

歴史に残る空中戦: ミグ15と
F-86(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: スーパーフォー
マンスGT40(字)

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)

世紀の戦車対決 S2: 史上初
の戦車-第一次世界大戦-
(二)

大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で家
が流される(字)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
ホタル(二)

歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ファルコン
F7(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 新コンビ舞台裏
(二)

★カスタム・マスター: ファント
ム・フリートサイド(二)

★世紀の戦車対決 S2: イス
ラエルの戦車戦-第三次中東
戦争-(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 月
の有機体(二)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.3 冬編 燃料不
足(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: セネガ
ル(新)(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: 新コンビ舞台裏
(二)

カスタム・マスター: ファントム・フ
リートサイド(二)

世紀の戦車対決 S2: イスラエ
ルの戦車戦-第三次中東戦争
-(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.3 冬編 燃料不足
(字)

★世界ビックリ珍料理: セネガ
ル(字)

★ミステリー・ミュージアム: 疑
惑のマラソンランナー(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ポルシェ
918スパイダー(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)

★世紀の戦車対決 S2: ドイ
ツの戦車-第二次世界大戦-
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)
☆おあそびマスターズ:
Ep.24(新)(日)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙遊泳の罠(二)

★BigドリームSmallハウス: 旅芸人
の小さなトラック(二)
★BigドリームSmallハウス: 俳句ハ
ウス(二)

★ザ・遭難サバイバル: マダガ
スカル(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 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: 1988年式ジー
プ・グランドワゴニア(二)

★カスタム・マスター: オートラ
マ・カーショー(二)

★世紀の戦車対決 S2: エジ
プトの戦車戦-第四次中東戦
争-(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 氷
の世界の生命体(二)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛
が観客席に(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S15:
Ep.3 折り畳み自転車(新)(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
A型フォード(新)(二)

21:55 ☆戦火の軍用機大
全: 爆撃機(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 太陽
系外惑星(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1988年式ジー
プ・グランドワゴニア(二)

カスタム・マスター: オートラマ・
カーショー(二)

世紀の戦車対決 S2: エジプ
トの戦車戦-第四次中東戦争
-(二)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(二)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系
外惑星(二)

★解明・宇宙の仕組み: メガ
ストーム(二)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司
令部、大爆発(字)
インフォマーシャル(日)

★世界ビックリ珍料理: 沖縄
(字)

★BigドリームSmallハウス: 走る小
さな消防署(二)
インフォマーシャル(日)

★カスタム・マスター S3:
1929年式フォード・ロードス
ター(二)

★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)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン S2: ロー
ドトレイン(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ
イスの結末(字)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(二)

★NASA超常ファイル S3: 冥
王星探査の危機(二)

★ザ・無人島生活: Ep.3 狩
り(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.11
希望の地(二)

BigドリームSmallハウス: 走る小さ
な消防署(二)
★BigドリームSmallハウス: 湖畔の
移動式温室(二)

ミリタリー・モーターズ S5: A型
フォード(二)

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

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

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★欧州最高層ビル：ザ・シャー
ド(字)

★アラスカ鉄道24時: 危険な
氷(二)

★戦闘艦大全: 潜水艦(二)

★戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

★戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

欧州最高層ビル：ザ・シャード
(字)

解剖！メガマシン S2: ロードト
レイン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(字)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: ガイアナ 灼
熱のサバンナ(二)

BigドリームSmallハウス: 湖畔の移
動式温室(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: 2002年式シボ
レー・コルベットZ06(二)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(二)

ミリタリー・モーターズ S5: A型
フォード(二)

★復元！クラシックカー: 大破
壊レース(二)

★ワールド・トップ5: パワフルな
航空機(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦
闘機の空中爆発(字)

★戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.3 冬編 燃料不足
(字)

★戦闘艦大全: 冷戦時代
(二)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.3 冬編 燃料不
足(字)

世界ビックリ珍料理: セネガル
(字)

世界ビックリ珍料理: セネガル
(字)

ザ・無人島生活: Ep.3 狩り
(字)

解明・宇宙の仕組み: メガス
トーム(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S3: 神と人類(二)

★NASA超常ファイル S3: 月
の有機体(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
生還への分岐点(字)
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★ザ・遭難サバイバル: ブルガリ
ア(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア
(字)

ザ・遭難サバイバル: ラオス
(字)

ザ・遭難サバイバル: モンゴル
(字)

ザ・遭難サバイバル: ブルガリア
(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 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: 1987年式アル
ファロメオ・スパイダー クワドリ
フォリオ(二)

Discovery Channel
2019年03月編成表

THE NAKED: ガイアナ 灼熱
のサバンナ(二)

★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)

★ドリームカー誕生 S2: アストン
マーチン・ヴァンキッシュ(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)

BigドリームSmallハウス: SFベイエリ
アの小さな豪邸(二)
BigドリームSmallハウス: ミッドセン
チュリーモダンの家(二)

欧州最高層ビル：ザ・シャード
(字)

インフォマーシャル(日)

★世紀の戦車対決 S2: カナ
ダ機甲部隊-第二次世界大戦
-(二)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)
インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 木
星で核爆発？(二)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系
外惑星(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)

★ザ・遭難サバイバル: ボリビア
(字)

★ザ・遭難サバイバル: ラオス
(字)

★NASA超常ファイル S2: ナ
チスと月探査(二)

★カスタム・マスター: GMフュー
チャーライナー 前編(二)

★米軍・エリートへの道: 陸軍
レンジャー(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 彗
星の歌(二)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2002年式シボ
レー・コルベットZ06(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式アル
ファロメオ164L(新)(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★舞台裏のスーパーテクノロジー S11:
Ep.10 ボディアーマー(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン S2: 救難
ヘリ(二)

★歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8 特別
編: トラブル脱出
SP(新)(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S2: 三峡ダム(二)

☆BigドリームSmallハウス: SFベ
イエリアの小さな豪邸(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: ミッド
センチュリーモダンの家(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1987年式アル
ファロメオ・スパイダー クワドリ
フォリオ(二)
カスタム・マスター: GMフュー
チャーライナー 前編(二)

★カスタム・マスター: GMフュー
チャーライナー 後編(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式アル
ファロメオ164L(二)

★ドリームカー誕生 S2: ゼンヴォ
ST1(字)

★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)

★世紀の戦車対決 S2: 北ア
フリカ戦線の戦車戦(二)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)
インフォマーシャル(日)

★ザ・遭難サバイバル: モンゴ
ル(字)

ザ・無人島生活: Ep.3 狩り
(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ダットサン
280Z（日産フェアレディZ）(二)

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

カスタム・マスター: GMフュー
チャーライナー 後編(二)

★米軍・エリートへの道: 空軍
パラレスキュー(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 消
える衛星(二)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)

☆カスタム・マスター S4:
1957年式フォード・フェアレー
ン 前編(新)(二)

★戦闘艦大全: 水雷艇(二)

★アラスカ鉄道24時: 巨大除
雪車(二)

★ファスト＆ラウド: 実物大ホッ
トウィールSP2（2時間）(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.4 冬編 金の滝
(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: 上海
(新)(字)

★NASA超常ファイル S3: 奇
妙な光の球(二)

☆ミステリー・ミュージアム: ツ
インタワー 伝説の綱渡り
(新)(字)

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

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

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

★世紀の戦車対決 S2: ドイ
ツ機甲部隊の電撃戦(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 火
星の呪い(二)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操
縦訓練(二)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー
ス中の事故(字)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 冥王
星探査の危機(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: トラ
ブル脱出SP(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: キッセル・
カー／ビュイック・モデル16(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.11 希
望の地(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1969年式オペル
GT(二)

オーバーホール 改造車の世
界: オールズモビル442 コン
バーチブル(二)

NASA超常ファイル S3: 月の
有機体(二)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: フォード・
モデルT ハウスカー(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1969年式オペル
GT(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: オールズモビル442 コン
バーチブル(二)

★米軍・エリートへの道: 特殊
部隊潜水兵(二)

米軍・エリートへの道: 特殊部
隊潜水兵(二)

ファスト＆ラウド: 実物大ホット
ウィールSP2（2時間）(字)

↑

歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ファルコン
F7(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 新コンビ舞台裏
(二)

★世紀の戦車対決 S2: イス
ラエルの戦車戦-第三次中東
戦争-(二)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(字)
インフォマーシャル(日)

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

★オーバーホール 改造車の世
界: ポンティアック・ルマン・コン
バーチブル(二)

★米軍・エリートへの道: 海兵
隊武装偵察部隊フォースリーコ
ン(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 謎
の放射線(二)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭き
ゴンドラ(二)

☆大脱出！サバイバルレース:
ボルネオ(新)(字)

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

オーバーホール 改造車の世
界: ポンティアック・ルマン・コン
バーチブル(二)

米軍・エリートへの道: 海兵隊
武装偵察部隊フォースリーコン
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.4 冬編 金の滝(字)

世界ビックリ珍料理: 上海
(字)

ミステリー・ミュージアム: ツインタ
ワー 伝説の綱渡り(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 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: 1988年式ジー
プ・グランドワゴニア(二)

世紀の戦車対決 S2: エジプ
トの戦車戦-第四次中東戦争
-(二)

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)

NASA超常ファイル S3: 氷の
世界の生命体(二)

BigドリームSmallハウス: 走る小さ
な消防署(二)
BigドリームSmallハウス: 湖畔の移
動式温室(二)
インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ルノー・
ジョリー(二)

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

★オーバーホール 改造車の世
界: フォード・ギャラクシー(二)

★米軍・エリートへの道: 海軍
爆発物処理班(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸
失敗(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S15:
Ep.4 ストラトキャスター(新)(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
DC-3 航空機ビジネス
(新)(二)
21:55 ☆戦火の軍用機大
全: 偵察機(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: メガフ
レア(二)

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

オーバーホール 改造車の世
界: フォード・ギャラクシー(二)

米軍・エリートへの道: 海軍爆
発物処理班(二)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)

解明・宇宙の仕組み: メガフレ
ア(二)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系
外惑星(二)

大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェイス
の結末(字)
インフォマーシャル(日)

★世界ビックリ珍料理: マドリー
ド(字)

BigドリームSmallハウス: SFベイエリ
アの小さな豪邸(二)
インフォマーシャル(日)

カスタム・マスター S4: 1957
年式フォード・フェアレーン 前編
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・インパラ(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン S2: 救難ヘ
リ(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパー
バイク(二)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)

NASA超常ファイル S3: 月の
有機体(二)

大脱出！サバイバルレース: ボ
ルネオ(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: トラ
ブル脱出SP(二)

ミリタリー・モーターズ S5: DC-
3 航空機ビジネス(二)

★中国・大陸創世の秘密: ヒ
マラヤ山脈(字)

★名車再生！あの車は今:
ジープCJ7(二)

★名車再生！あの車は今: ア
ルファロメオ・スパイダー(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: ロンドン・アレイ
(新)(二)
アラスカ鉄道24時: 巨大除雪
車(二)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

戦闘艦大全: 冷戦時代(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ロンドン・アレイ(二)

解剖！メガマシン S2: 救難ヘ
リ(二)

大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦闘
機の空中爆発(字)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: メキシコ 人
間を蝕む密林(二)

BigドリームSmallハウス: ミッドセン
チュリーモダンの家(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: 1991年式アル
ファロメオ164L(二)

ミリタリー・モーターズ S5: DC-
3 航空機ビジネス(二)

★復元！クラシックカー: シェベ
ルSS(二)

欧州最高層ビル：ザ・シャード
(字)

インフォマーシャル(日)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 2002年式シボ
レー・コルベットZ06(二)

ファスト＆ラウド: 実物大ホット
ウィールSP2（2時間）(字)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビ
ル火災(二)

★戦闘艦大全: 救助活動
(二)

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.4 冬編 金の滝(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.4 冬編 金の滝(字)

世界ビックリ珍料理: 上海
(字)

大脱出！サバイバルレース: ボ
ルネオ(字)

世界ビックリ珍料理: 上海
(字)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系
外惑星(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S3: 永遠が終わるとき(二)

NASA超常ファイル S3: 氷の
世界の生命体(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
太陽電池パネルの災い(字)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)
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Discovery Channel
2019年03月編成表

THE NAKED: メキシコ 人間
を蝕む密林(二)

ザ・無人島生活: Ep.3 狩り
(字)

インフォマーシャル(日)

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

米軍・エリートへの道: 空軍パラ
レスキュー(二)

★ザ・秘境生活: ボルネオ島
(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

19:25 ディスカバ流アワード 新種
のサピエンス: 特別賞(日)

ザ・秘境生活: ベネズエラ(字)ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
(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: 1987年式アル
ファロメオ・スパイダー クワドリフォ
リオ(二)

BigドリームSmallハウス: 夢の多機
能バン(二)
BigドリームSmallハウス: バリスタと
シェフの家(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ロンドン・アレイ(二)

インフォマーシャル(日)

中国・大陸創世の秘密: ヒマラ
ヤ山脈(字)

クラシックカー・コレクション: ダットサン
280Z（日産フェアレディZ）(二)

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

★米軍・エリートへの道: スナイ
パー養成学校(二)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.41/難関フリー
スキー(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 彗星
の歌(二)

解明・宇宙の仕組み: メガフレ
ア(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・秘境生活: ベネズエラ
(字)

★ザ・秘境生活: ボツワナ(字)★ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ナッ
シュ・ランブラー(二)

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

★オーバーホール 改造車の世
界: キャデラック・コンバーチブル
(二)

★米軍・エリートへの道: 海兵
隊スナイパー(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: フォルクスワーゲ
ン・ラビットGTI(二)

★NASA超常ファイル S4: 白
鳥座の異変(二)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機
飛行テスト(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式アル
ファロメオ164L(二)

☆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・ラビットGTI(新)(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★舞台裏のスーパーテクノロジー S11:
Ep.11 パガーニ・ウアイラ(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングア
ワー

★解剖！メガマシン S2: ジェッ
トコースター(二)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(二)

☆BigドリームSmallハウス: 夢の
多機能バン(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: バリ
スタとシェフの家(新)(二)

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

オーバーホール 改造車の世界:
キャデラック・コンバーチブル(二)

米軍・エリートへの道: 海兵隊
スナイパー(二)

20:55 ☆ディスカバ流アワード 新
種のサピエンス: 特別賞(新)(日)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大
会で(二)

☆カスタム・マスター S4: 1957
年式フォード・フェアレーン 後編
(新)(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★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)
☆ミステリー・ミュージアム: ト
イレットペーパー発明
(新)(字)

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

★オーバーホール 改造車の世
界: ダッジ・コロネット(二)

★ザ・秘境生活: ルーマニア
(字)

NASA超常ファイル S3: 消える
衛星(二)

大脱出！サバイバルレース: ボ
ルネオ(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 古き良
き自動車レース(二)

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

ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

ザ・秘境生活: ルーマニア(字)ザ・秘境生活: ボルネオ島(字)

★アラスカ鉄道24時: 交通事
故発生(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: すぐ
近くの地球型惑星(二)

★大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩
壊(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.5 冬編 雪解け
(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.12
日食(新)(二)

★NASA超常ファイル S4: 火
星ミッション・科学者失踪事件
(二)

オーバーホール 改造車の世界:
ダッジ・コロネット(二)

米軍・エリートへの道: スナイ
パー養成学校(二)

放送休止

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: キッセル・
カー／ビュイック・モデル16(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1969年式オペル
GT(二)

米軍・エリートへの道: 特殊部
隊潜水兵(二)

大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操縦
訓練(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 火星
の呪い(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.12 日
食(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ポル
シェ356SCカブリオレ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 視聴者質問！舞
台裏SP(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: マーキュリー・コメット(二)

★米軍・エリートへの道: 空軍
潜水兵(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 米
大統領のUFO機密情報(二)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケー
ン中継(二)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式アル
ファロメオ164L(二)

ミスフィット・ガレージ: シボレー・
シェベル パート1(字)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: ポルシェ924 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ダッジA100(二)

★ミスフィット・ガレージ: シボ
レー・シェベル パート1(字)

★ミスフィット・ガレージ: シボ
レー・シェベル パート2(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: トラ
ブル脱出SP(二)

大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴン
ドラ(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 謎の
放射線(二)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: クライス
ラー300B(二)
★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: ポルシェ924 前編(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 視聴者質問！舞
台裏SP(二)

オーバーホール 改造車の世界:
マーキュリー・コメット(二)

米軍・エリートへの道: 空軍潜
水兵(二)

ミスフィット・ガレージ: シボレー・
シェベル パート1(字)

ミスフィット・ガレージ: シボレー・
シェベル パート2(字)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: フォード・
モデルT ハウスカー(二)

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

米軍・エリートへの道: 海兵隊
武装偵察部隊フォースリーコン
(二)

★米軍・エリートへの道: 海軍
特殊舟艇チーム基礎編(二)

☆世界ビックリ珍料理: ノース
カロライナ(新)(字)

☆大脱出！サバイバルレース:
カザフスタン(新)(字)

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

オーバーホール 改造車の世界:
ダッジA100(二)

米軍・エリートへの道: 海軍特
殊舟艇チーム基礎編(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.5 冬編 雪解け(字)

世界ビックリ珍料理: ノースカロ
ライナ(字)

ミステリー・ミュージアム: トイレッ
トペーパー発明(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: ルノー・
ジョリー(二)

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

米軍・エリートへの道: 海軍爆
発物処理班(二)

大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸失
敗(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 奇妙
な光の球(二)

BigドリームSmallハウス: SFベイエリ
アの小さな豪邸(二)
BigドリームSmallハウス: ミッドセン
チュリーモダンの家(二)
インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: アメチョ
のクルマ(二)
★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: 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: サーブ900ターボ 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1964年式シボレー・マリブ
(二)

★米軍・エリートへの道: 陸軍
工作兵(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: ヒン
デンブルク号とナチス(二)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.5 ピサの斜塔(新)(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
水陸両用車ライン川下り 前
編(新)(二)
21:55 ☆戦火の軍用機大
全: 空中戦(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 星の
軌道(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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: サーブ900ターボ 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界:
1964年式シボレー・マリブ(二)

米軍・エリートへの道: 陸軍工
作兵(二)

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

解明・宇宙の仕組み: 星の軌
道(二)

解明・宇宙の仕組み: メガフレ
ア(二)

大惨事の瞬間: Ep.46/スーパーバ
イク(二)
インフォマーシャル(日)

世界ビックリ珍料理: セネガル
(字)

BigドリームSmallハウス: 夢の多機
能バン(二)
インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: シボレー・
シェベル パート2(字)

カスタム・マスター S4: 1957年
式フォード・フェアレーン 後編
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・ノヴァ(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングア
ワー

解剖！メガマシン S2: ジェット
コースター(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
バット飛行(二)
戦火の軍用機大全: 空中戦(二)

NASA超常ファイル S3: 氷の
世界の生命体(二)

大脱出！サバイバルレース: カ
ザフスタン(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.12 日
食(二)

ミリタリー・モーターズ S5: 水陸
両用車ライン川下り 前編(二)

☆中国・大陸創世の秘密: タ
リム盆地(新)(字)

15:55 ディスカバ流アワード 新種
のサピエンス: 特別賞(日)

★名車再生！あの車は今: ポ
ルシェ911Sタルガ(二)

★名車再生！あの車は今:
BMW635CSi(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: ハドソンヤード
アラスカ鉄道24時: 交通事故
発生(二)

戦闘艦大全: 水雷艇(二)

戦闘艦大全: 救助活動(二)

戦闘艦大全: 偽装工作(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ハドソンヤード(二)

解剖！メガマシン S2: ジェット
コースター(二)

大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル火
災(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: タイ 豪雨の
脅威(二)

BigドリームSmallハウス: バリスタと
シェフの家(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: フォルクスワーゲ
ン・ラビットGTI(二)

ミリタリー・モーターズ S5: 水陸
両用車ライン川下り 前編(二)

★復元！クラシックカー: ５０
年型キャデラック(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ハドソンヤード(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

★戦火の兵器大全: 第二次
世界大戦(二)

★戦火の兵器大全: 勝利を呼
ぶ乗り物(二)

★戦火の兵器大全: 第一次
世界大戦(二)

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.5 冬編 雪解け(字)

世界ビックリ珍料理: ノースカロ
ライナ(字)

大脱出！サバイバルレース: カ
ザフスタン(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.5 冬編 雪解け(字)

世界ビックリ珍料理: ノースカロ
ライナ(字)

解明・宇宙の仕組み: メガフレ
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: 地球外生命体の思考
(二)
NASA超常ファイル S3: 彗星
の歌(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
立ち往生(字)



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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15:00 一挙放送 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

★ザ・秘境生活: タイ(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

19:25 ディスカバ流アワード 新種
のサピエンス: 準グランプリ作品
(日)

ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)

Discovery Channel
2019年03月編成表

THE NAKED: タイ 豪雨の脅
威(二)

大脱出！サバイバルレース: ボ
ルネオ(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: ナッシュ・
ランブラー(二)

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

ズ: サーブ900ターボ 後編(二)

中国・大陸創世の秘密: タリム
盆地(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)

NASA超常ファイル S4: 白鳥
座の異変(二)

解明・宇宙の仕組み: 星の軌
道(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)

★ザ・秘境生活: サバイバルの
法則(字)

★ザ・秘境生活: アリゾナ(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ザ・コレ
クション(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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: VW初代ゴルフGTI 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・コルベット(二)

★米軍・エリートへの道: ナイ
ト・ストーカーズ(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 金
星・生命体の存在(二)

★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: フォルクスワーゲ
ン・ラビットGTI(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.12 バイク用レーシングスーツ(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★完全マニュアル: クルーズ船の作り
方(字)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)

20:55 ☆ディスカバ流アワード 新
種のサピエンス: 準グランプリ作品
(新)(日)

ザ・秘境生活: サバイバルの法則
(字)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式ロー
タス・エランM100(新)(二)

☆BigドリームSmallハウス: ハネ
ムーン・ハウス(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 究極
のツリーハウス(新)(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
VW初代ゴルフGTI 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界:
シボレー・コルベット(二)

米軍・エリートへの道: ナイト・ス
トーカーズ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式ロータ
ス・エランM100(二)

BigドリームSmallハウス: ハネムー
ン・ハウス(二)
BigドリームSmallハウス: 究極のツ
リーハウス(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ハドソンヤード(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 古き良き
自動車レース(二)

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

米軍・エリートへの道: スナイ
パー養成学校(二)

大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大会
で(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S4: 火星
ミッション・科学者失踪事件
(二)

大脱出！サバイバルレース: カ
ザフスタン(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 原石の
山(二)

★ザ・秘境生活: ルワンダ(字)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 初代ミニ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 初代ミニ 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・シェベル(二)

★米軍・エリートへの道: 海軍
特殊舟艇チーム上級編(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 砂
漠地帯・謎の宇宙船(二)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ
ケット発射(二)

★アラスカ鉄道24時: 巨大な
つらら(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S2: 宇宙船「オリオン」(二)

☆ミステリー・ミュージアム: ホ
ワイトハウス怪死事件
(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8:
Ep.13 壁の先に(新)(二)

★戦火の兵器大全: イギリス
陸軍工兵隊(二)

15:55 ディスカバ流アワード 新種
のサピエンス: 準グランプリ作品
(日)

ザ・秘境生活: アリゾナ(字)ザ・秘境生活: ルワンダ(字)

★ミスフィット・ガレージ: シボ
レー ガッサースタイル パート
1(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
初代ミニ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
初代ミニ 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界:
シボレー・シェベル(二)

米軍・エリートへの道: 海軍特
殊舟艇チーム上級編(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.13 壁
の先に(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: 宇宙船「オリオン」(二)

アラスカ鉄道24時: 交通事故
発生(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: ポルシェ
356SCカブリオレ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 視聴者質問！舞
台裏SP(二)

米軍・エリートへの道: 空軍潜
水兵(二)

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)

NASA超常ファイル S4: 米大
統領のUFO機密情報(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.13 壁
の先に(二)

☆カスタム・マスター S4: 1952
年式ポンティアック(新)(二)

ザ・秘境生活: 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: 元祖マ
イクロカー(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: メルセデス・ベンツW123 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W123 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ビュイックGS(二)

★密着！米軍演習: 海兵隊
歩兵学校(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4:
ISS・非常警報発令(二)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)

★ミスフィット・ガレージ: シボ
レー ガッサースタイル パート
2(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.12 日
食(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W123 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W123 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界:
ビュイックGS(二)

密着！米軍演習: 海兵隊歩
兵学校(字)

ミスフィット・ガレージ: シボレー
ガッサースタイル パート1(字)

ミスフィット・ガレージ: シボレー
ガッサースタイル パート2(字)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: クライス
ラー300B(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ポルシェ924 前編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ポルシェ924 後編(二)

米軍・エリートへの道: 海軍特
殊舟艇チーム基礎編(二)

大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩壊
(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・カプリ 前編(二)

Discovery MOTOR アワー
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・ラビットGTI(二)

ミスフィット・ガレージ: シボレー
ガッサースタイル パート1(字)インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S4: ヒンデ
ンブルク号とナチス(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
フォード・カプリ 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フォード・カプリ 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: フォードF100(二)

★密着！米軍演習: 陸軍国
立訓練センター(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 火
星・謎のメッセージ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
離陸訓練(二)

米軍・エリートへの道: 陸軍工
作兵(二)

大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

★完全マニュアル: アメフト競技場の
作り方(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.6 夏編 火と氷
山(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: ブロン
クス(新)(字)

☆大脱出！サバイバルレース:
モンゴル(新)(字)

NASA超常ファイル S4: すぐ
近くの地球型惑星(二)

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 弾痕
付きポルシェ356(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: トヨタ・初代MR2 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: トヨタ・初代MR2 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界:
フォードF100(二)

密着！米軍演習: 陸軍国立
訓練センター(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.6 夏編 火と氷山
(字)

世界ビックリ珍料理: ブロンクス
(字)

ミステリー・ミュージアム: ホワイト
ハウス怪死事件(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: アメチョの
クルマ(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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:
トヨタ・初代MR2 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界:
CNNのハマー(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: CNNのハマー(二)

中国・大陸創世の秘密: タリム
盆地(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 木
星の呪い(二)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S15:
Ep.6 ヨネックス製バドミントンシャトル
(新)(字)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: シボレー
ガッサースタイル パート2(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
水陸両用車ライン川下り 後
編(新)(二)
21:55 ☆戦火の軍用機大
全: バトル・オブ・ブリテン
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 彗星
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
トヨタ・初代MR2 前編(二)

BigドリームSmallハウス: 夢の多機
能バン(二)
BigドリームSmallハウス: バリスタと
シェフの家(二)
インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 「レイン
マン」のロードマスター(二)

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)

★密着！米軍演習: 陸軍予
備部隊(字)

戦火の軍用機大全: バトル・オ
ブ・ブリテン(二)

解明・宇宙の仕組み: 彗星
(二)

解明・宇宙の仕組み: 星の軌
道(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)

世界ビックリ珍料理: 上海(字)

BigドリームSmallハウス: ハネムー
ン・ハウス(二)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

戦火の兵器大全: 第二次世
界大戦(二)

戦火の軍用機大全: バトル・オ
ブ・ブリテン(二)

NASA超常ファイル S3: 彗星
の歌(二)

大脱出！サバイバルレース: モ
ンゴル(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.13 壁
の先に(二)

☆中国・大陸創世の秘密: 黄
河(新)(字)

ミリタリー・モーターズ S5: 水陸
両用車ライン川下り 後編(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式ロータ
ス・エランM100(二)

★ダーク・シークレット: 人をのみ込む
家(二)

★名車再生！あの車は今: マ
ツダMX-5(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: アストンマーチン・
DB7(二)

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: 上海ワンダーランド
アラスカ鉄道24時: 巨大なつら
ら(二)

カスタム・マスター S4: 1952
年式ポンティアック(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ポルシェ356(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

完全マニュアル: クルーズ船の作り方
(字)
完全マニュアル: アメフト競技場の作
り方(字)

★戦火の兵器大全: 全面戦
争(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.6 夏編 火と氷山
(字)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 上海ワンダーランド(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: 宇宙船「オリオン」(二)

大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大竜
巻(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: ガイアナ 決
意の再挑戦(二)

BigドリームSmallハウス: 究極のツ
リーハウス(二)
インフォマーシャル(日)

ミリタリー・モーターズ S5: 水陸
両用車ライン川下り 後編(二)

★復元！クラシックカー: ポン
ティアックGTO(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 上海ワンダーランド(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)

★戦火の兵器大全: 情報分
析(二)

戦火の軍用機大全: バトル・オ
ブ・ブリテン(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.6 夏編 火と氷山
(字)

世界ビックリ珍料理: ブロンクス
(字)

大脱出！サバイバルレース: モ
ンゴル(字)

世界ビックリ珍料理: ブロンクス
(字)

解明・宇宙の仕組み: 星の軌
道(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: 太陽の死(二)

NASA超常ファイル S3: 消え
る衛星(二)

★ダーク・シークレット: 別人になった
帰還兵(二)
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22:53 明日への扉(日)
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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

★ザ・秘境生活 S2: グアテマ
ラ(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

19:25 ディスカバ流アワード 新種
のサピエンス: グランプリ作品(日)

ザ・秘境生活 S2: ノルウェー
(字)

Discovery Channel
2019年03月編成表

THE NAKED: ガイアナ 決意
の再挑戦(二)

大脱出！サバイバルレース: カ
ザフスタン(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: ザ・コレク
ション(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
VW初代ゴルフGTI 後編(二)

中国・大陸創世の秘密: 黄河
(字)

大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビル崩
壊(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S4: 金
星・生命体の存在(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・秘境生活 S2: ノルウェー
(字)

★ザ・秘境生活 S2: フィリピン
(字)

★ザ・秘境生活 S2: パタゴニ
ア(字)

米軍・エリートへの道: 海軍特
殊舟艇チーム上級編(二)

解明・宇宙の仕組み: 彗星
(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 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)

★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)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1970年式フォード・マスタ
ング(二)

★ザ・特殊部隊: ネイビーシー
ルズ(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 太
陽の双子星(二)

★大惨事の瞬間: Ep.62/ア
ルペンスキー大会(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.13 巨大港(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★完全マニュアル: ジェットパックの作
り方(字)

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

20:55 ☆ディスカバ流アワード 新
種のサピエンス: グランプリ作品
(新)(日)

ザ・秘境生活 S2: フィリピン(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式ロータ
ス・エランM100(二)

☆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(新)(二)

☆BigドリームSmallハウス: 小さ
な複合住居(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 夢の
コンテナハウス(新)(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)

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)

オーバーホール 改造車の世界:
1970年式フォード・マスタング
(二)

ザ・特殊部隊: ネイビーシール
ズ(字)

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

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: 上海ワンダーランド(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 原石の山
(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
初代ミニ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
初代ミニ 後編(二)

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)

NASA超常ファイル S4: 砂漠
地帯・謎の宇宙船(二)

大脱出！サバイバルレース: モ
ンゴル(字)

★ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(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)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・モンテカルロ(二)

★ザ・特殊部隊: 米陸軍レン
ジャー(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 地
球上のエイリアン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜
巻発生(二)

★アラスカ鉄道24時: 春の到
来(二)

☆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(新)(二)

★戦火の兵器大全: ベトナム
戦争(二)

15:55 ディスカバ流アワード 新種
のサピエンス: グランプリ作品(日)

ザ・秘境生活 S2: パタゴニア
(字)

ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 火
星のストーンヘンジ(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S2: ミヨー橋(二)

☆ミステリー・ミュージアム: ト
ム・ソーヤー誕生秘話
(新)(字)

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)

オーバーホール 改造車の世界:
シボレー・モンテカルロ(二)

ザ・特殊部隊: 米陸軍レン
ジャー(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)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: ミヨー橋(二)

アラスカ鉄道24時: 巨大なつら
ら(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 元祖マイ
クロカー(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツW123 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W123 後編(二)

密着！米軍演習: 海兵隊歩
兵学校(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)

NASA超常ファイル S4: ISS・
非常警報発令(二)

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)

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: BMW 325iツーリング 前編(二)

☆カスタム・マスター S4: 緑色
の1969年式カマロ(新)(二)

ザ・秘境生活 S2: グアテマラ
(字)

★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)

★オーバーホール 改造車の世
界: ダッジ・チャレンジャー in
SEMAショー(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)

★ミスフィット・ガレージ: マスタン
グ・ファストバック パート1(字)

★ミスフィット・ガレージ: マスタン
グ・ファストバック パート2(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.13 壁の
先に(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)

オーバーホール 改造車の世界:
ダッジ・チャレンジャー in SEMA
ショー(二)

ザ・特殊部隊: 民間軍事会社
(字)

ミスフィット・ガレージ: マスタン
グ・ファストバック パート1(字)

ミスフィット・ガレージ: マスタン
グ・ファストバック パート2(字)

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 弾痕付き
ポルシェ356(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
フォード・カプリ 後編(二)

密着！米軍演習: 陸軍国立
訓練センター(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)

NASA超常ファイル S4: 火
星・謎のメッセージ(二)

戦火の軍用機大全: バトル・オ
ブ・ブリテン(二)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1991年式ロータ
ス・エランM100(二)

ミスフィット・ガレージ: マスタン
グ・ファストバック パート1(字)

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)

★オーバーホール 改造車の世
界: 小型スクールバス(二)

★ザ・特殊部隊: デルタフォース
(字)

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)

大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水の
爪痕(二)

★完全マニュアル: 対爆スーツの作り
方(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.7 夏編 逆上
(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: ストッ
クホルム(新)(字)

☆大脱出！サバイバルレース:
タイ(新)(字)

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)

オーバーホール 改造車の世界:
小型スクールバス(二)

ザ・特殊部隊: デルタフォース
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.7 夏編 逆上(字)

世界ビックリ珍料理: ストックホ
ルム(字)

ミステリー・ミュージアム: トム・
ソーヤー誕生秘話(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 「レインマ
ン」のロードマスター(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
トヨタ・初代MR2 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
トヨタ・初代MR2 後編(二)

密着！米軍演習: 陸軍予備
部隊(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)

NASA超常ファイル S4: 木星
の呪い(二)

BigドリームSmallハウス: ハネムー
ン・ハウス(二)
BigドリームSmallハウス: 究極のツ
リーハウス(二)
インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 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)★オーバーホール 改造車の世
界: 1969年式フォード・マスタ
ング・コンバーチブル(二)

中国・大陸創世の秘密: 黄河
(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 月
の奇妙な秘密(二)

大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球大
会で(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.7 米軍非常食「MRE」
(新)(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
フォードM151の行方
(新)(二)
21:55 ☆戦火の軍用機大
全: ジェットエンジン(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 小惑
星(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)

オーバーホール 改造車の世界:
1969年式フォード・マスタング・
コンバーチブル(二)

★ザ・特殊部隊: フォース・リー
コン(字)

戦火の軍用機大全: ジェットエ
ンジン(二)

解明・宇宙の仕組み: 小惑星
(二)

解明・宇宙の仕組み: 彗星
(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)

世界ビックリ珍料理: ノースカロ
ライナ(字)

BigドリームSmallハウス: 小さな複
合住居(二)
インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: マスタン
グ・ファストバック パート2(字)

カスタム・マスター S4: 緑色の
1969年式カマロ(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: サンビーム・タイガー(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

完全マニュアル: ジェットパックの作り
方(字)
完全マニュアル: 対爆スーツの作り方
(字)
インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.62/アルペンス
キー大会(二)

戦火の軍用機大全: ジェットエ
ンジン(二)

NASA超常ファイル S3: 消え
る衛星(二)

大脱出！サバイバルレース: タ
イ(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)

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)

ミリタリー・モーターズ S5: フォー
ドM151の行方(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・エスコー
ト・マーク1(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 3代目レンジロー
バー(二)

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: ジェットスーツ
アラスカ鉄道24時: 春の到来
(二)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: ジェットスーツ(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: ミヨー橋(二)

大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球大
会で(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: メキシコ 地
獄の園(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)

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)

ミリタリー・モーターズ S5: フォー
ドM151の行方(二)

★復元！クラシックカー: ダッジ・
チャージャー(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)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(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)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.7 夏編 逆上(字)

世界ビックリ珍料理: ストックホ
ルム(字)

解明・宇宙の仕組み: 彗星
(二)

世界ビックリ珍料理: ストックホ
ルム(字)

大脱出！サバイバルレース: タ
イ(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S4: 進化とロボット(二)

NASA超常ファイル S3: 火星
の呪い(二)

★ダーク・シークレット: 謎の巨大海
洋生物(二)
★ダーク・シークレット: ニカラグアの怪
物(二)

戦火の軍用機大全: ジェットエ
ンジン(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.7 夏編 逆上(字)
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