月曜日
6/25
4:00 THE ISLAND S4:
Ep.5(字)
4:30
5:00 デジタル・サバイバル: アラスカ
凍てつく森(字)
5:30

火曜日
6/26

CAR FIX: 1967年式カマロ(二)

放送休止

水曜日
6/27
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CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート1(二)

解剖！メガマシン S2: ロードト 放送休止
レイン(二)

木曜日
6/28
シフティング・ギア: トレーラー・
レース1(字)

金曜日
土曜日
日曜日
6/29
6/30
7/1
ベーリング海の一攫千金 S13: モーガン・フリーマンが語る宇宙 ★メガ建造～不可能への挑戦
Ep.5(字)
S1: 地球外生命体(二)
～ S3: ロンドン・クロスレール
(二)

☆エクストリーム・ボディ S5:
Ep.9(新)(字)

解明・地下世界ミステリー S2: 宇宙の解体新書: ブラックホー ★メガ輸送プロジェクト: 自動
海賊の宝(二)
ルの秘密(二)
車運搬船(二)

5:00

4:00
4:30

5:30

6:00 NASA超常ファイル S2: 月面 驚異の鉄道～不可能への挑
着陸の真相(二)
戦～: 技術開発と鉄道(二)
6:30

戦争史に残るリーダーたち: ヒト THE ISLAND S4:
ラー(二)
Ep.2(字)

モーガン・フリーマンが語る宇宙 大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)
S1: 地球外生命体(二)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
バット飛行(二)

6:00

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・
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 ディーラーズ: ホンダ・シビック
7:30 560SL(二)
CVCC(二)

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: ランドローバー・シ ディーラーズ: ボルボ
リーズIIA(二)
PV544(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

解剖！メガマシン S2: スー
パー・バイク(二)

★THE ISLAND S4:
Ep.6(字)

7:00

8:00 ミリタリー大百科: 狙撃銃(二) ミリタリー大百科: ボディアー
マー(二)
8:30

ミリタリー大百科: 速射(二)

台湾・先住民の今 S2:
Ep.1(字)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 次世代の鉄道(二)

★デジタル・サバイバル: デスバ
レーからの脱出(字)

8:00

ミリタリー大百科: 大砲(二)

7:30

8:30

Discovery MOTOR アワー

9:00 大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル

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)

大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩壊 シフティング・ギア: キングオブハ ★名車再生！TOP5: 80年
(二)
マー2(字)
代の車(二)
インフォマーシャル(日)

9:00

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

シフティング・ギア: トレーラー・
レース1(字)

★名車再生！TOP5: アメ車
(二)

10:00

11:00 スゴ腕！RC模型ビルダー S3: スゴ腕！RC模型ビルダー S3: 組立再生！リアセンブラー: 芝 組立再生！リアセンブラー: レ 組立再生！リアセンブラー: エ クラシックカー・コレクション:
グライダー(二)
ヘリコプター(二)
刈り機(二)
トロな黒電話(二)
レキギター(二)
1930年式ミネルバ(二)
11:30

★CAR FIX: 1967年式カマロ
(二)

11:00

★CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート1(二)

11:30

12:00 解明・宇宙の仕組み: 地球の デジタル・サバイバル: アラスカ
誕生(二)
危険な氷河(字)
12:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の 台湾・先住民の今 S2:
一攫千金～ S7: Ep.2 窮地 Ep.2(字)
(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 次世代の鉄道(二)

カスタム・マスター S2: 1969
年式カマロ(二)

★SUPERCAR 2: ポルシェ
911(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)

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

火災(二)

インフォマーシャル(日)

10:00

THE NAKED 一挙放送
★THE NAKED: タイ ネズミ ★THE NAKED: ガイアナ 苦 ★THE NAKED: 視聴者参
10:30 の島(二)
難の湿地帯(二)
加SP(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
マン」のロードマスター(二)
式ジュリエッタ・スパイダー(二)

インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: ベリーズ 闇 ★THE NAKED: パナマ 脅
の恐怖(二)
威の大群(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 クラシックカー・コレクション: ヒルクライ クラシックカー・コレクション: マッスル
マスタングGT350(二)
ム(二)
カー(二)

9:30

10:30

12:30

メガ輸送プロジェクト: 自動車
運搬船(二)

★メガ建造～不可能への挑戦 13:00
～ S3: 世界最大級の船(二)
13:30
インフォマーシャル(日)

14:00 ★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・コルベア ディーラーズ: シボレー・コルベッ ディーラーズ: 振り返りスペシャ
14:30 (二)
トC3(二)
ル(二)

★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: サンビーム・アルパ ディーラーズ: 1992年式ハン
イン(二)
ヴィー(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最 ★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
大級ハリケーン(二)
の爪痕(二)

14:30

15:00 ★SUPERCAR 2: ロールス・
ロイス・レイス(二)
15:30

★SUPERCAR 2: ポルシェ
911(二)

戦争史に残るリーダーたち: マッ ★アラスカ鉄道24時 S3: 通
カーサー(二)
信不能(二)

15:00

SUPERCAR 2: ジャガー Fタ ★SUPERCAR 2: 6代目シ
イプ SVR(二)
ボレー・カマロ(二)

★SUPERCAR 2: アウディ
R8 V10プラス(二)

14:00

15:30

16:00 ★ミリタリー大百科: 垂直離着 ★ミリタリー大百科: 爆撃機
陸機(二)
(二)
16:30

★ミリタリー大百科: 戦闘機
(二)

★ミリタリー大百科: ブービート ★ミリタリー大百科: 携帯兵器 解明・地下世界ミステリー S2: ★アラスカ鉄道24時 S3: 雪
海賊の宝(二)
ラップ(二)
(二)
解けの災い(二)

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 ★組立再生！リアセンブラー:
おもちゃの鉄道(二)
18:00

★組立再生！リアセンブラー:
フードミキサー(二)

★組立再生！リアセンブラー:
ホンダ・モンキー(二)

★組立再生！リアセンブラー: ★夢のおもちゃプロジェクト: ス
ポータブル・レコード・プレイヤー ピットファイア巨大プラモデル
ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★ベーリング海の一攫千金
(二)
(二)
一攫千金～ S7: Ep.2 窮地 S13: Ep.4(字)
(二)
THE NAKED: ベリーズ 闇の THE NAKED: パナマ 脅威の
驚異の鉄道～不可能への挑戦～: ★ベーリング海の一攫千金
恐怖(二)
大群(二)
水域と鉄道(二)
S13: Ep.5(字)

18:30

THE NAKED 一挙放送
THE NAKED: タイ ネズミの THE NAKED: ガイアナ 苦難 THE NAKED: 視聴者参加
19:00 島(二)
の湿地帯(二)
SP(二)
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大 ★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
20:00

ル崩壊(二)

★CAR FIX: 1967年式カマロ
(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ☆台湾・先住民の今 S2:
★メガ輸送プロジェクト: 自動車運
後の一攫千金～ S7: Ep.2 Ep.2(新)(字)
搬船(二)
窮地(新)(二)

パート1(二)

21:00 ★名車再生！TOP5: 80年
代の車(二)
21:30

22:00 ★名車再生！TOP5: アメ車
☆驚異の鉄道～不可能への挑戦
(二)
～: 次世代の鉄道(新)(二)
22:30
23:00 シフティング・ギア: 新たなる挑
戦(字)
23:30

☆世界のモノ作り: 空飛ぶ水上バ
イク ほか(新)(字)
★舞台裏のスーパーテクノロジー
S13: Ep.1 ウクレレ(字)

★解剖！メガマシン S2: 救難 シフティング・ギア: キングオブハ ☆ベーリング海の一攫千金 S13: ☆クラシックカー・コレクション:
Ep.4(新)(字)
ヘリ(二)
マー2(字)
1930年式ミネルバ(新)(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

デジタル・サバイバル: デスバ
レーからの脱出(字)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ ★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車 ★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
ケット発射(二)
レース(二)
離陸訓練(二)
19:55 SUPERCAR 2: ポル

竜巻(二)

20:30 ★CAR FIX: ジープ・ラングラーJK

インフォマーシャル(日)

☆シフティング・ギア: トレー
ラー・レース1(新)(字)

21:55 ☆カスタム・マスター
☆ベーリング海の一攫千金 S13: S2: 1969年式カマロ
Ep.5(新)(字)
(新)(二)
22:53 明日への扉(日)

★デジタル・サバイバル: デスバ ゴールド・ラッシュ～人生最後の ☆解明・地下世界ミステリー S2:
レーからの脱出(字)
一攫千金～ S7: Ep.1 一大 海賊の宝(新)(二)
勝負(二)

シェ911(二)

★ワールド・トップ5: パワフルな
航空機(二)

16:30

17:30
18:00
18:30
19:00
19:30

★解明・宇宙の仕組み: 地球 20:00
の誕生(二)
20:30

20:53 ★RALLY NIPPON 名車録: Ep.3メルセデス・ベンツ・300SL
ロードスター(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー プラネットグリーン
ズ: マツダMX-5 前編(二)
★モーガン・フリーマンが語る宇宙

21:00

★名車再生！クラシックカー・ディーラー S1: タイムトラベル(二)

21:30

★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)

★NASA超常ファイル S2: 分
裂する小惑星(二)

22:00

★解明・地下世界ミステリー
S2: 海賊の宝(二)

23:00

24:00

ズ: マツダMX-5 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 後編(二)

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

★宇宙の解体新書: ブラックホール
の秘密(二)

☆メガ建造～不可能への挑戦～
S3: ロンドン・クロスレール
(新)(二)

22:30

23:30

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: シボレー・コルベア ディーラーズ: シボレー・コルベッ
24:30 (二)
トC3(二)

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: サンビーム・アルパ ディーラーズ: 1992年式ハン
イン(二)
ヴィー(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 次世代の鉄道(二)

★戦争史に残るリーダーたち:
マッカーサー(二)

25:00 SUPERCAR 2: ロールス・ロイ SUPERCAR 2: ジャガー Fタ SUPERCAR 2: 6代目シボ
ス・レイス(二)
イプ SVR(二)
レー・カマロ(二)
25:30

SUPERCAR 2: ポルシェ
911(二)

SUPERCAR 2: アウディR8
V10プラス(二)

アラスカ鉄道24時 S3: 軍用
車両を運搬せよ(二)

ベーリング海の一攫千金 S13: 25:00
Ep.4(字)
25:30

26:00 ミリタリー大百科: 垂直離着陸 放送休止
機(二)
26:30

ミリタリー大百科: 戦闘機(二) ミリタリー大百科: ブービートラッ ミリタリー大百科: 携帯兵器
プ(二)
(二)

アラスカ鉄道24時 S3: 暗闇
の悪夢(二)

ベーリング海の一攫千金 S13: 26:00
Ep.5(字)
26:30

27:00 名車再生！TOP5: アメ車
(二)
27:30

★戦争史に残るリーダーたち:
マッカーサー(二)

アラスカ鉄道24時 S3: 氷の
罠(二)

デジタル・サバイバル: デスバ
レーからの脱出(字)

放送休止

ベーリング海の一攫千金 S13: カスタム・マスター S2: 1969
Ep.4(字)
年式カマロ(二)

24:30

27:00
27:30

月曜日
7/2
4:00 THE ISLAND S4:
Ep.6(字)
4:30
5:00 ★デジタル・サバイバル: アラス
カ 危険な氷河(字)
5:30

火曜日
7/3

CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート2(二)

放送休止

水曜日
7/4

Discovery Channel
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CAR FIX: 1987年式オールズモビ
ル・カトラス(二)

メガ建造～不可能への挑戦～ 放送休止
S3: ロンドン・クロスレール(二)

6:00 ★NASA超常ファイル S2: 月 ★驚異の鉄道～不可能への
面着陸の真相(二)
挑戦～: 水域と鉄道(二)
6:30

木曜日
7/5
シフティング・ギア: トレーラー・
レース2(字)

金曜日
土曜日
日曜日
7/6
7/7
7/8
ベーリング海の一攫千金 S13: モーガン・フリーマンが語る宇宙 メガ建造～不可能への挑戦～
S1: タイムトラベル(二)
Ep.7(字)
S3: 東京スカイツリー(二)

☆エクストリーム・ボディ S5:
Ep.10(新)(字)

解明・地下世界ミステリー S2: 宇宙の解体新書: ブラックホー メガ輸送プロジェクト: バイオ燃
ルの秘密(二)
Ep.8(二)
料(二)

5:00

モーガン・フリーマンが語る宇宙 ★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最 大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水の
大級ハリケーン(二)
爪痕(二)
S1: タイムトラベル(二)

6:00

戦争史に残るリーダーたち: マッ ★THE ISLAND S4:
カーサー(二)
Ep.3(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

4:00
4:30

5:30

6:30

7:00 ★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・コルベア ディーラーズ: シボレー・コルベッ ディーラーズ: 振り返りスペシャ
7:30 (二)
ル(二)
トC3(二)

★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: サンビーム・アルパ ディーラーズ: 1992年式ハン
イン(二)
ヴィー(二)

★解剖！メガマシン S2: 救難 ★ザ・無人島生活: Ep.1 火
ヘリ(二)
おこし(字)

7:00

8:00 ★ミリタリー大百科: 垂直離着 ★ミリタリー大百科: 爆撃機
陸機(二)
(二)
8:30

★ミリタリー大百科: ブービート ★台湾・先住民の今 S2:
ラップ(二)
Ep.2(字)

ワールド・トップ5: トレイン(二) THE NAKED: ベリーズ 嵐の
ジャングル(二)

8:00

9:00 ★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)

9:30 インフォマーシャル(日)

ル崩壊(二)

インフォマーシャル(日)

★ミリタリー大百科: 戦闘機
(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 ★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機 シフティング・ギア: トレーラー・ 名車再生！TOP5: マイクロ
ケット発射(二)
レース(二)
離陸訓練(二)
レース1(字)
カー(二)
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:
Ep.16(新)(日)

10:00

サバイバルゲーム一挙放送
シフティング・ギア: トレーラー・
★サバイバルゲーム S2: Ep.1 ★サバイバルゲーム S2: Ep.2 ★サバイバルゲーム S2: Ep.3 ★サバイバルゲーム S2: Ep.4 ★サバイバルゲーム S2: Ep.5 レース2(字)
10:30 サハラ砂漠1(字)
パナマ1(字)
パナマ2(字)
パタゴニア1(字)
サハラ砂漠2(字)
11:00 ★組立再生！リアセンブラー:
おもちゃの鉄道(二)
11:30

★組立再生！リアセンブラー:
フードミキサー(二)

12:00 ★宇宙の解体新書: ブラック
ホールの秘密(二)
12:30

デジタル・サバイバル: デスバ
レーからの脱出(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の 台湾・先住民の今 S2:
一攫千金～ S7 特別編: トッ Ep.3(字)
ドの野望(二)

ワールド・トップ5: トレイン(二) カスタム・マスター S2: 1967
年式シボレー・ノヴァ(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)

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: ホット

★クラシックカー・コレクション: 父の
フォード・モデルA(二)

★CAR FIX: ベガス・タイヤショー
(二)

★CAR FIX: レアなキャディ(二)

★CAR FIX: リドラー賞(二)

ウィール(二)

★組立再生！リアセンブラー:
ホンダ・モンキー(二)

8:30
9:00
9:30

名車再生！TOP5: パフォーマ 10:00
ンスカー(二)
10:30

★組立再生！リアセンブラー: ★夢のおもちゃプロジェクト: ス クラシックカー・コレクション: 1958年 CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
式BMWイセッタ300(二)
パート2(二)
ポータブル・レコード・プレイヤー ピットファイア巨大プラモデル
クラシックカー・コレクション: 1921年 CAR FIX: 1987年式オールズモビ
(二)
(二)
式スタッツ・エアキャット(二)

7:30

ル・カトラス(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)

11:00
11:30
12:00
12:30

メガ建造～不可能への挑戦～ 13:00
メガ輸送プロジェクト: バイオ燃 S3: ロンドン・クロスレール(二)
13:30
料(二)
ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

14:00 ★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: メルセデス・ベンツ ディーラーズ: マセラティ・ビトゥル ディーラーズ: ポルシェ
14:30 500SEC(二)
ボ(二)
912E(二)

★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: 1970年式フォー ディーラーズ: 2代目シボレー・
ド・ブロンコ(二)
カマロ(二)

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)

★大惨事の瞬間: Ep.3 ステルス墜 14:30
落(二)

15:00 ★SUPERCAR 2: ミニクー
パー(二)
15:30

★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)

戦争史に残るリーダーたち: カ
ストロ(二)

一挙放送
★密着！世界の航空機:
CP-140オーロラ(字)

★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)

★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)

14:00

15:00
15:30

16:00 ★ミリタリー大百科: 火器(二) ★ミリタリー大百科: 装甲兵員 ★ミリタリー大百科: 戦車(二) ★ミリタリー大百科: アメリカ海 ★ミリタリー大百科: アメリカ海 解明・地下世界ミステリー S2: ★密着！世界の航空機: T兵隊(二)
軍特殊部隊(二)
38タロン練習機(字)
輸送車(二)
Ep.8(二)
16:30

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

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)

THE NAKED: ベリーズ 嵐の ★密着！世界の航空機:
ジャングル(二)
CC-115 バッファロー救難機
★夢のおもちゃプロジェクト: ス ★夢のおもちゃプロジェクト: 鉄 ★夢のおもちゃプロジェクト: 即
(字)
ロットカー・レース(二)
道模型用線路(二)
入居可？レゴ製ハウス(二)
ゴールド・ラッシュ～人生最後の ベーリング海の一攫千金 S13:
一攫千金～ S7 特別編: トッ Ep.7(字)
18:30
サバイバルゲーム一挙放送
ドの野望(二)
サバイバルゲーム S2: Ep.1 サ サバイバルゲーム S2: Ep.2 サ サバイバルゲーム S2: Ep.3
サバイバルゲーム S2: Ep.4
サバイバルゲーム S2: Ep.5
19:00 ハラ砂漠1(字)
★驚異の鉄道～不可能への 解明・地下世界ミステリー S2:
ハラ砂漠2(字)
パナマ1(字)
パナマ2(字)
パタゴニア1(字)
挑戦～: 次世代の鉄道(二) Ep.8(二)
19:30 ★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 ★大惨事の瞬間: Ep.1 パイロット
大会で(二)
スキー大会(二)
生(二)
が観客席に(二)
脱出(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
SUV: レンジローバーSVオー 宇宙の解体新書: ブラックホー
★CAR FIX: ジープ・ラングラーJK ☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ☆台湾・先住民の今 S2:
ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
☆世界のモノ作り: サイクリングマシ トバイオグラフィー(新)(二)
ルの秘密(二)
パート2(二)
★メガ輸送プロジェクト:
バイオ燃料
ン
ほか(新)(字)
後の一攫千金～ S7 特別
Ep.3(新)(字)
(二)
★舞台裏のスーパーテクノロジー S13:
20:30 ★CAR FIX: 1987年式オールズモ 編: トッドの野望(新)(二)
17:30 ★夢のおもちゃプロジェクト: 粘 ★夢のおもちゃプロジェクト: リ
土細工で作る本格造花庭園 アルサイズの転動跳開橋(二)
18:00 (二)

Ep.2 ロングスケートボード(字)

ビル・カトラス(二)

21:00

★名車再生！TOP5: マイク
ロカー(二)

★解剖！メガマシン S2: ホ
バークラフト(二)

★シフティング・ギア: トレー
ラー・レース1(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: Ep.6(新)(字)

21:30
22:00 ★名車再生！TOP5: パ
フォーマンスカー(二)
22:30

DISCO presents テクノロジーアワー

★ワールド・トップ5: トレイン(二)

☆シフティング・ギア: トレー
ラー・レース2(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: Ep.7(新)(字)

☆クラシックカー・コレクション: 1958年式 ★名車再生！クラシックカー・ディーラー プラネットグリーン
BMWイセッタ300(新)(二)
ズ: ポルシェ928 前編(二)
★モーガン・フリーマンが語る宇宙
21:27 ☆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(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S2: 1967年式シボレー・ノ
ヴァ(新)(二)
22:53 ★明日への扉(日)

23:00 ★シフティング・ギア: キングオブ ☆THE NAKED: ベリーズ
ハマー1(字)
嵐のジャングル(新)(二)
23:30

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7: Ep.2
窮地(二)

24:00 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: メルセデス・ベンツ ディーラーズ: マセラティ・ビトゥル ディーラーズ: ポルシェ
24:30 500SEC(二)
912E(二)
ボ(二)

☆解明・地下世界ミステリー
S2: Ep.8(新)(二)

ミスフィット・ガレージ: シボレー・ ミスフィット・ガレージ: シボレー・ ミスフィット・ガレージ: シボレー
シェベル パート1(字)
シェベル パート2(字)
ガッサースタイル パート1(字)

26:00 ミリタリー大百科: 火器(二)

放送休止

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

20:30
21:00

S1: 生命の誕生(二)

21:30

★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)
★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)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙からの破壊兵器(二)

22:00
22:30

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★宇宙の解体新書: 太陽の内部
(二)

☆メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 東京スカイツリー(新)(二)

解明・地下世界ミステリー S2: 23:00
Ep.8(二)
23:30

解剖！メガマシン S2: ホバー
クラフト(二)

解剖！メガマシン S2: ホバー
クラフト(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)

24:00
24:30

★アラスカ鉄道24時 S3: レス ベーリング海の一攫千金 S13: 25:00
キュー大作戦(二)
Ep.7(字)
25:30

ミリタリー大百科: 戦車(二)

ミリタリー大百科: アメリカ海軍 ミリタリー大百科: アメリカ海兵 アラスカ鉄道24時 S3: 通信
特殊部隊(二)
隊(二)
不能(二)

解明・地下世界ミステリー S2: 26:00
Ep.8(二)
26:30

★戦争史に残るリーダーたち:
カストロ(二)

ベーリング海の一攫千金 S13: カスタム・マスター S2: 1967
年式シボレー・ノヴァ(二)
Ep.6(字)

THE NAKED: ベリーズ 嵐の
ジャングル(二)

26:30
27:00 名車再生！TOP5: パフォーマ 放送休止
ンスカー(二)
27:30

17:30

三菱電機 presents スペースアワー

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: 1970年式フォー ディーラーズ: 2代目シボレー・
カマロ(二)
ド・ブロンコ(二)

25:00 SUPERCAR 2: ミニクーパー
(二)
25:30

20:53 ★RALLY NIPPON 名車録: Ep.4フェラーリ・275 GTB/4(日)

16:30

アラスカ鉄道24時 S3: 雪解
けの災い(二)

27:00
27:30

Discovery Channel
2018年07月編成表

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
7/9
7/10
7/11
7/12
4:00 ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ 世界のハイエンドSUV: レンジ ゴールド・ラッシュ～人生最後の シフティング・ギア: レース開幕
し(字)
ローバーSVオートバイオグラ
一攫千金～ S7: Ep.3 強敵 (字)
4:30
フィー(二)
(二)

金曜日
土曜日
日曜日
7/13
7/14
7/15
ベーリング海の一攫千金 S13: モーガン・フリーマンが語る宇宙 メガ建造～不可能への挑戦～
S1: 生命の誕生(二)
S3: 移動型南極大陸研究所
Ep.9(字)
(二)

5:00 デジタル・サバイバル: デスバ
レーからの脱出(字)
5:30

★戦争史に残るリーダーたち:
ヒトラー(二)

発明家テスラ：謎の死と殺人 宇宙の解体新書: 太陽の内
光線SP(二)
部(二)

★THE ISLAND S4:
Ep.4(字)

モーガン・フリーマンが語る宇宙 大惨事の瞬間: Ep.2 橋崩壊(二) 大惨事の瞬間: Ep.3 ステルス墜落
(二)
S1: 生命の誕生(二)

6:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

メガ建造～不可能への挑戦～ 解剖！メガマシン S2: ホバー
S3: 東京スカイツリー(二)
クラフト(二)

6:00 NASA超常ファイル S2: 分裂 驚異の鉄道～不可能への挑
する小惑星(二)
戦～: 次世代の鉄道(二)
6:30

戦争史に残るリーダーたち: カ
ストロ(二)

メガ輸送プロジェクト: 大型双
発ヘリコプター(二)

4:00
4:30
5:00
5:30

7:00 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: メルセデス・ベンツ ディーラーズ: マセラティ・ビトゥル ディーラーズ: ポルシェ
7:30 500SEC(二)
ボ(二)
912E(二)

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: 1970年式フォー ディーラーズ: 2代目シボレー・
ド・ブロンコ(二)
カマロ(二)

解剖！メガマシン S2: ホバー
クラフト(二)

★ザ・無人島生活: Ep.2 シェ
ルター作り(字)

7:00

8:00 ミリタリー大百科: 火器(二)

ミリタリー大百科: アメリカ海軍 台湾・先住民の今 S2:
特殊部隊(二)
Ep.3(字)

ワールド・トップ5: 鉄道(二)

THE NAKED: モントセラト
火山島(二)

8:00

8:30

ミリタリー大百科: 装甲兵員輸 ミリタリー大百科: 戦車(二)
送車(二)

9:00 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
会で(二)

9:30 インフォマーシャル(日)

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)

Discovery MOTOR アワー
大惨事の瞬間: Ep.1 パイロット脱 シフティング・ギア: トレーラー・ 名車再生！TOP5: 視聴者
出(二)
レース2(字)
投票(二)
インフォマーシャル(日)

10:00

サバイバルゲーム一挙放送
★サバイバルゲーム S2: Ep.6 ★サバイバルゲーム S2: Ep.7 ★サバイバルゲーム S2: Ep.8 ★サバイバルゲーム S2: Ep.9 ★サバイバルゲーム S2:
10:30 パタゴニア2(字)
シベリア2(字)
Ep.10 ナミビア(字)
グルメ(字)
シベリア1(字)

シフティング・ギア: レース開幕
(字)

名車再生！マイクのワールドツ
アー: インド(二)

7:30

8:30
9:00
9:30
10:00
10:30

11:00 夢のおもちゃプロジェクト: 粘土 夢のおもちゃプロジェクト: リアル 夢のおもちゃプロジェクト: スロッ 夢のおもちゃプロジェクト: 鉄道 夢のおもちゃプロジェクト: 即入 クラシックカー・コレクション: 1921年 CAR FIX: プリムス・ダスター大改造 11:00
式スタッツ・エアキャット(二)
(二)
細工で作る本格造花庭園
サイズの転動跳開橋(二)
トカー・レース(二)
模型用線路(二)
居可？レゴ製ハウス(二)
クラシックカー・コレクション: 1958年 CAR FIX: 1965年式シボレー・イ
11:30 (二)
11:30
12:00 宇宙の解体新書: 太陽の内
部(二)
12:30

THE NAKED: ベリーズ 嵐の ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦争史に残るリーダーたち: フ
ジャングル(二)
一攫千金～ S7: Ep.3 強敵 セイン(二)
(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: 1987年式コルベット ★CAR FIX: 1970年式クーダ・コ
(二)
ンバーチブル(二)

★CAR FIX: Cノッチ加工(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: 1916年式キャデ ディーラーズ: 振り返りスペシャ
14:30 ラック・タイプ53(二)
ル2(二)

★名車再生！あの車は今:
ジープCJ7(二)

15:00 ★ミスフィット・ガレージ: マスタ ★ミスフィット・ガレージ: マスタ ★ミスフィット・ガレージ: シボ
ング・ファストバック パート1(字) ング・ファストバック パート2(字) レー・ノヴァ パート1(字)
15:30

ワールド・トップ5: 鉄道(二)

式サーブGT750(二)

ンパラ(二)

カスタム・マスター S2: 1968
年式シボレー・シェベル(二)

世界のハイエンドSUV: ジャ
ガーF-PACE(二)

12:30

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
メガ建造～不可能への挑戦～ 13:00
メガ輸送プロジェクト: 大型双発ヘリ S3: 東京スカイツリー(二)
★CAR FIX: オフロード仕様ジープ ★CAR FIX: シボレー・モンテカルロ コプター(二)
13:30
(二)
(二)
インフォマーシャル(日)

14:00

★名車再生！あの車は今: ア ★名車再生！あの車は今: ポ インフォマーシャル(日)
ルファロメオ・スパイダー(二)
ルシェ911Sタルガ(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・ノヴァ パート2(字)

15:00
一挙放送
★密着！世界の航空機: 巨
大輸送機スーパーグッピー(字) 15:30

★大惨事の瞬間: Ep.9 火山噴火 ★大惨事の瞬間: Ep.10 花火工
(二)
場爆発(二)

★ミスフィット・ガレージ: シボ
レー・ショートベッド パート
1(字)

戦争史に残るリーダーたち: フ
セイン(二)

16:00 ★ミリタリー大百科: ナチス武
装親衛隊(二)
16:30

★ミリタリー大百科: アメリカ空 ★ミリタリー大百科: アメリカ陸 ★ミリタリー大百科: グリーン・
挺部隊(二)
軍レンジャー(二)
ベレー(二)

★ミリタリー大百科: ＳＡＳ
(二)

発明家テスラ：謎の死と殺人 ★密着！世界の航空機: ノリ
光線SP(二)
ノール 737(字)

17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED: モントセラト
火山島(二)

17:30 ★ミッシング～迷宮事件の謎 ★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えたマレーシア航空370 ～: アトランティス消失(二)
18:00 便(二)

12:00

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)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 砂漠の幽霊船(二)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えた黄金郷(二)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: バミューダトライアングル
(二)

18:30

★密着！世界の航空機:
THE ベスト(字)

14:30

16:00
16:30
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 S13: 18:00
一攫千金～ S7: Ep.3 強敵 Ep.8(字)
18:30
(二)

サバイバルゲーム一挙放送
サバイバルゲーム S2: Ep.7 グ サバイバルゲーム S2: Ep.8 シ サバイバルゲーム S2: Ep.9 シ サバイバルゲーム S2: Ep.10
ワールド・トップ5: トレイン(二) ベーリング海の一攫千金 S13: 19:00
ルメ(字)
ベリア1(字)
ベリア2(字)
ナミビア(字)
Ep.9(字)
19:30 ★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 ★大惨事の瞬間: Ep.8 カーレース
19:30
故(二)
の爆発火災(二)
災(二)
中衝突(二)
事故(二)
19:55 ☆世界のハイエンド
20:00
20:00
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
宇宙の解体新書: 太陽の内
SUV: ジャガーF★CAR FIX: プリムス・ダスター大改 ☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ★戦争史に残るリーダーたち: ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
☆世界のモノ作り: バンブーライト PACE(新)(二)
部(二)
★メガ輸送プロジェクト:
大型双発ヘ
造(二)
ほか(新)(字)
後の一攫千金～ S7: Ep.3 フセイン(二)
リコプター(二)
★舞台裏のスーパーテクノロジー S13:
20:30 ★CAR FIX: 1965年式シボレー・ 強敵(新)(二)
20:30
サバイバルゲーム S2: Ep.6
19:00 パタゴニア2(字)

インパラ(二)

★名車再生！TOP5: 視聴
21:00
者投票(二)

★解剖！メガマシン S2: 空飛 シフティング・ギア: トレーラー・
ぶ船(二)
レース2(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: Ep.8(新)(字)

21:30
22:00 ★名車再生！マイクのワールド DISCO presents テクノロジーアワー
★ワールド・トップ5: 鉄道(二)
ツアー: インド(二)
22:30

Ep.3 ラバランプ(字)

20:53 ★RALLY NIPPON 名車録: Ep.5AC エース(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:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 前編(二)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
1958年式サーブGT750(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S2: 1968年式シボレー・シェ
ベル(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
S1: 物質の正体(二)

21:00
21:30

★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)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙ホタル(二)

22:00

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線SP(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: 1916年式キャデ ディーラーズ: 振り返りスペシャ
24:30 ラック・タイプ53(二)
ル2(二)

名車再生！あの車は今: ジー 名車再生！あの車は今: アル 名車再生！あの車は今: ポル 解剖！メガマシン S2: 空飛ぶ 戦争史に残るリーダーたち: フ
プCJ7(二)
ファロメオ・スパイダー(二)
シェ911Sタルガ(二)
船(二)
セイン(二)

24:00

25:00 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)
25:30

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)

ミスフィット・ガレージ: シボレー・ ミスフィット・ガレージ: シボレー・ ミスフィット・ガレージ: シボレー・ 密着！世界の航空機: CPノヴァ パート1(字)
ノヴァ パート2(字)
ショートベッド パート1(字)
140オーロラ(字)

26:00 ミリタリー大百科: ナチス武装
親衛隊(二)
26:30

ミリタリー大百科: アメリカ空挺 ミリタリー大百科: アメリカ陸軍 ミリタリー大百科: グリーン・ベ
部隊(二)
レンジャー(二)
レー(二)

☆シフティング・ギア: レース開 ☆ベーリング海の一攫千金
幕(新)(字)
S13: Ep.9(新)(字)

22:53 明日への扉(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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー
23:00 ★シフティング・ギア: キングオブ ☆THE NAKED: モントセラ ゴールド・ラッシュ～人生最後の ☆発明家テスラ：謎の死と殺 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 ☆メガ建造～不可能への挑戦～
ハマー2(字)
ト 火山島(新)(二)
一攫千金～ S7 特別編: トッ 人光線SP(新)(二)
(二)
S3: 移動型南極大陸研究所
23:30
ドの野望(二)

(新)(二)

27:00 名車再生！マイクのワールドツ ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦争史に残るリーダーたち: フ
アー: インド(二)
一攫千金～ S7: Ep.2 窮地 セイン(二)
27:30
(二)

22:30

23:30

24:30

ベーリング海の一攫千金 S13: 25:00
Ep.8(字)
25:30

ミリタリー大百科: ＳＡＳ(二) 密着！世界の航空機: T-38 ベーリング海の一攫千金 S13: 26:00
タロン練習機(字)
Ep.9(字)
26:30

ベーリング海の一攫千金 S13: カスタム・マスター S2: 1968
Ep.8(字)
年式シボレー・シェベル(二)

密着！世界の航空機: CC115 バッファロー救難機(字)

THE NAKED: モントセラト
火山島(二)

27:00
27:30

月曜日
火曜日
7/16
7/17
4:00 ザ・無人島生活: Ep.2 シェル 世界のハイエンドSUV: ジャ
ター作り(字)
ガーF-PACE(二)
4:30

Discovery Channel
2018年07月編成表

水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
7/18
7/19
7/20
7/21
7/22
オーストラリア鉄道24時: 数百 ミスフィット・ガレージ: 1961年 ベーリング海の一攫千金 S13: モーガン・フリーマンが語る宇宙 メガ建造～不可能への挑戦～
万ドルの貨物(二)
式フォード・エコノライン１(字) Ep.11(字)
S1: 物質の正体(二)
S3: 国際宇宙ステーション
(二)

4:00
4:30

5:00 THE NAKED: ベリーズ 嵐の メガ建造～不可能への挑戦～ 解剖！メガマシン S2: 空飛ぶ 戦争史に残るリーダーたち: マッ 発明家テスラ：謎の死と殺人 宇宙の解体新書: 危険な小
ジャングル(二)
S3: 移動型南極大陸研究所 船(二)
カーサー(二)
光線: 調査チーム(二)
惑星(二)
5:30
(二)

メガ輸送プロジェクト: 海洋掘
削装置(二)

5:00

6:00 NASA超常ファイル S2: 宇宙 ワールド・トップ5: トレイン(二) 戦争史に残るリーダーたち: フ
からの破壊兵器(二)
セイン(二)
6:30

大惨事の瞬間: Ep.10 花火工場
爆発(二)

6:00

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・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1916年式キャデ ディーラーズ: 振り返りスペシャ
7:30 ラック・タイプ53(二)
ル2(二)
8:00 ミリタリー大百科: ナチス武装
親衛隊(二)
8:30

9:30 インフォマーシャル(日)
10:00

★サバイバルゲーム S2:
10:30 Ep.11 ザンビア(字)

爆発火災(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S2:
Ep.12 無人島1(字)

モーガン・フリーマンが語る宇宙 大惨事の瞬間: Ep.9 火山噴火
(二)
S1: 物質の正体(二)
インフォマーシャル(日)

名車再生！あの車は今: ジー 名車再生！あの車は今: アル 名車再生！あの車は今: ポル 解剖！メガマシン S2: 空飛ぶ ★ザ・無人島生活: Ep.3 狩
プCJ7(二)
ファロメオ・スパイダー(二)
シェ911Sタルガ(二)
船(二)
り(字)

ミリタリー大百科: アメリカ空挺 ミリタリー大百科: アメリカ陸軍 ミリタリー大百科: グリーン・ベ
部隊(二)
レンジャー(二)
レー(二)

9:00 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)

★THE ISLAND S4:
Ep.5(字)

ミリタリー大百科: ＳＡＳ(二) オーストラリア鉄道24時: 数百 THE NAKED: 南ア 視聴者
万ドルの貨物(二)
の挑戦(二)

Discovery MOTOR アワー
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 大惨事の瞬間: Ep.8 カーレース事 シフティング・ギア: レース開幕 名車再生！マイクのワールドツ
(二)
衝突(二)
故(二)
(字)
アー: イギリス(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)

サバイバルゲーム一挙放送
★サバイバルゲーム S2:
Ep.13 無人島2(字)

ミスフィット・ガレージ: 1961年 名車再生！マイクのワールドツ
★サバイバルゲーム S3: Ep.1 ★サバイバルゲーム S3: Ep.2 式フォード・エコノライン１(字) アー: スウェーデン(二)
バハ・カリフォルニア(字)
米南部・大湿地帯(字)

11:00 ミッシング～迷宮事件の謎～: ミッシング～迷宮事件の謎～: ミッシング～迷宮事件の謎～: ミッシング～迷宮事件の謎～: ミッシング～迷宮事件の謎～:
砂漠の幽霊船(二)
消えたマレーシア航空370便 アトランティス消失(二)
消えた黄金郷(二)
バミューダトライアングル(二)
クラシックカー・コレクション: フォード
11:30 (二)

クラシックカー・コレクション: 1958年 CAR FIX: 1979年式ポルシェ
式サーブGT750(二)
911(二)
G40対フェラーリ(二)

5:30

7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00

CAR FIX: オフロード仕様トラック
(二)

11:30
12:00

12:00 宇宙の解体新書: 危険な小
惑星(二)
12:30

THE NAKED: モントセラト
火山島(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦争史に残るリーダーたち:
一攫千金～ S7: Ep.4 反乱 サッチャー(二)
(二)

オーストラリア鉄道24時: 数百 カスタム・マスター S2: 1960
万ドルの貨物(二)
年式キャディラック(二)

世界のハイエンドSUV: メルセ
デス・ベンツ G65 AMG(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)

13:30 ★CAR FIX: 溶接ABC(二)

★CAR FIX: 続・オフロード仕様
ジープ(二)

★CAR FIX: コブラでドリフト(二)

★CAR FIX: スーパーチャージャー
搭載(二)

★CAR FIX: 1971年式カマロ
パート1(二)

メガ輸送プロジェクト: 海洋掘
削装置(二)

メガ建造～不可能への挑戦～ 13:00
S3: 移動型南極大陸研究所
13:30
(二)

14:00 ★名車再生！あの車は今:
BMW635CSi(二)
14:30

★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:
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:
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:
VW初代ゴルフGTI 前編(二)

インフォマーシャル(日)

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:
ポルシェ924 後編(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)

★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)

★大惨事の瞬間: Ep.16 宙吊りの ★大惨事の瞬間: Ep.17 巨大雪
窓拭きゴンドラ(二)
崩(二)

15:00 ★ミスフィット・ガレージ: シボ
レー・ショートベッド パート
15:30 2(字)

★ミスフィット・ガレージ: シボ
★ミスフィット・ガレージ: シボ
★ミスフィット・ガレージ: フォー
レー・カマロ コンバーチブル パー レー・カマロ コンバーチブル パー ド・モデルA ホットロッド パート
ト1(字)
ト2(字)
1(字)

★ミスフィット・ガレージ: フォー
ド・モデルA ホットロッド パート
2(字)

戦争史に残るリーダーたち:
サッチャー(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)

17:30 ★ミッシング～迷宮事件の謎
～: ロアノーク植民地(二)
18:00

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: アルカトラズ脱走犯(二)

★ミッシング～迷宮事件の謎 ★解明・地下世界ミステリー:
～: エールフランス447便(二) 水中のストーンヘンジ(二)

THE NAKED: 南ア 視聴者 ★ボーイング 空と宇宙の開拓 17:00
の挑戦(二)
者 S2: 垂直飛行の世界(二)
17:30

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

12:30

14:00
14:30

15:00
一挙放送
★ボーイング 空と宇宙の開拓
者 S2: 人工衛星と宇宙戦争 15:30
(二)
16:00 ★ミリタリー大百科: 英海兵隊 ★ミリタリー大百科: 究極の特 ★ミリタリー大百科: 米軍工兵 ★ミリタリー大百科: 仏陸軍外 ★ミリタリー大百科: ロシア軍ス 発明家テスラ：謎の死と殺人 ★ボーイング 空と宇宙の開拓 16:00
殊訓練(二)
(二)
人部隊(二)
ペツナズ(二)
光線: 調査チーム(二)
者 S2: 艦上機の開発(二)
コマンド部隊(二)
16:30
16:30
インフォマーシャル(日)

18:30

サバイバルゲーム一挙放送
サバイバルゲーム S2: Ep.11 サバイバルゲーム S2: Ep.12 サバイバルゲーム S2: Ep.13 サバイバルゲーム S3: Ep.1
19:00 ザンビア(字)
無人島1(字)
無人島2(字)
バハ・カリフォルニア(字)
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.11 戦車！ ★大惨事の瞬間: Ep.12 墜落
市街地暴走(二)

20:00

5000ｍ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.13 高速道
路の大クラッシュ(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ★戦争史に残るリーダーたち: ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
★メガ輸送プロジェクト: 海洋掘削
後の一攫千金～ S7: Ep.4 サッチャー(二)
装置(二)
20:30 ★CAR FIX: オフロード仕様トラック 反乱(新)(二)
(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: Ep.10(新)(字)

21:30
22:00 ★名車再生！マイクのワールド
★ミスフィット・ガレージ:
☆ベーリング海の一攫千金
★オーストラリア鉄道24時: 数百万 1961年式フォード・エコノライ S13: Ep.11(新)(字)
ツアー: スウェーデン(二)
ドルの貨物(二)
22:30
ン１(字)
DISCO presents テクノロジーアワー

サバイバルゲーム S3: Ep.2
米南部・大湿地帯(字)

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

★CAR FIX: 1979年式ポルシェ
911(二)

21:00 ★名車再生！マイクのワールド ★解剖！メガマシン S2: 巨大 シフティング・ギア: レース開幕
ツアー: イギリス(二)
輸送機(二)
(字)

★解明・地下世界ミステリー:
サーペント・マウンドの謎(二)

☆世界のモノ作り: 雨樋 ほか
(新)(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 S13: 18:00
一攫千金～ S7: Ep.4 反乱 Ep.10(字)
18:30
(二)
ワールド・トップ5: 鉄道(二)

19:55 ☆世界のハイエンド
SUV: メルセデス・ベンツ
G65 AMG(新)(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S13:
Ep.4 ビッグエアバッグ(字)

20:53 ★［ヨハク］: 真剣に変なホテル(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:
ポルシェ911 2.7Sタルガ 前編(二)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
フォードG40対フェラーリ(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S2: 1960年式キャディラック
(新)(二)
22:53 明日への扉(日)

23:00 シフティング・ギア: トレーラー・
レース1(字)
23:30

☆THE NAKED: 南ア 視聴 ゴールド・ラッシュ～人生最後の ☆発明家テスラ：謎の死と殺 三菱電機 presents スペースアワー
★宇宙の解体新書: 火星探査
者の挑戦(新)(二)
一攫千金～ S7: Ep.3 強敵 人光線: 調査チーム
(二)
(二)
(新)(二)

24:00 名車再生！あの車は今:
BMW635CSi(二)
24:30

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: 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:
ポルシェ924 前編(二)
サーブ900ターボ 前編(二)
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: 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:
ポルシェ924 後編(二)
サーブ900ターボ 後編(二)
VW初代ゴルフGTI 後編(二)

ベーリング海の一攫千金 S13: 19:00
Ep.11(字)
19:30
宇宙の解体新書: 危険な小
惑星(二)

20:30
プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇宙
S1: ブラックホール(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)
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～
S3: 国際宇宙ステーション
(新)(二)

21:00
21:30

★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)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 前編(二)

20:00

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙遊泳の罠(二)

22:00

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 調査チーム(二)

23:00

解剖！メガマシン S2: 巨大輸 戦争史に残るリーダーたち:
送機(二)
サッチャー(二)

22:30

23:30
24:00
24:30

25:00 ミスフィット・ガレージ: シボレー・ ミスフィット・ガレージ: シボレー・ ミスフィット・ガレージ: シボレー・ ミスフィット・ガレージ: フォード・ ミスフィット・ガレージ: フォード・ 密着！世界の航空機: 巨大
ショートベッド パート2(字)
カマロ コンバーチブル パート
カマロ コンバーチブル パート
モデルA ホットロッド パート
モデルA ホットロッド パート
輸送機スーパーグッピー(字)
25:30
1(字)
2(字)
1(字)
2(字)

ベーリング海の一攫千金 S13: 25:00
Ep.10(字)
25:30

26:00 ミリタリー大百科: 英海兵隊コ ミリタリー大百科: 究極の特殊 ミリタリー大百科: 米軍工兵
マンド部隊(二)
訓練(二)
(二)
26:30

ミリタリー大百科: 仏陸軍外人 ミリタリー大百科: ロシア軍スペ 密着！世界の航空機: ノリ
部隊(二)
ツナズ(二)
ノール 737(字)

ベーリング海の一攫千金 S13: 26:00
Ep.11(字)
26:30

27:00 名車再生！マイクのワールドツ ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦争史に残るリーダーたち:
アー: スウェーデン(二)
一攫千金～ S7: Ep.4 反乱 サッチャー(二)
27:30
(二)

ベーリング海の一攫千金 S13: カスタム・マスター S2: 1960
Ep.10(字)
年式キャディラック(二)

THE NAKED: 南ア 視聴者
の挑戦(二)

密着！世界の航空機: THE
ベスト(字)

27:00
27:30

月曜日
7/23
4:00 ザ・無人島生活: Ep.3 狩り
(字)
4:30

火曜日
7/24
世界のハイエンドSUV: メルセ
デス・ベンツ G65 AMG(二)

5:00 THE NAKED: モントセラト
火山島(二)
5:30

メガ建造～不可能への挑戦～ 放送休止
S3: 国際宇宙ステーション
(二)

木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
7/26
7/27
7/28
7/29
ミスフィット・ガレージ: 1940年 ベーリング海の一攫千金 S13: モーガン・フリーマンが語る宇宙 メガ建造～不可能への挑戦～
式フォード・チューダー１(字)
Ep.13(字)
S1: ブラックホール(二)
S3: テスラ・ファクトリー(二)

4:00
4:30

戦争史に残るリーダーたち: カ
ストロ(二)

発明家テスラ：謎の死と殺人 宇宙の解体新書: 火星探査
光線: 失われた研究所(二) (二)

メガ輸送プロジェクト: 超巨大
ダンプトラック(二)

5:00

THE ISLAND S4:
Ep.6(字)

モーガン・フリーマンが語る宇宙 大惨事の瞬間: Ep.16 宙吊りの窓 大惨事の瞬間: Ep.17 巨大雪崩
拭きゴンドラ(二)
(二)
S1: ブラックホール(二)

6:00

名車再生！あの車は今: マツ 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 名車再生！クラシックカー・ディーラー 解剖！メガマシン S2: 巨大輸 ★ザ・無人島生活: Ep.4 サ
ズ: ポルシェ924 前編(二)
ズ: サーブ900ターボ 前編(二)
ズ: VW初代ゴルフGTI 前編(二) 送機(二)
バイバルの舞台裏(字)
ダMX-5(二)

7:00

6:00 NASA超常ファイル S2: 宇宙 ワールド・トップ5: 鉄道(二)
ホタル(二)
6:30
7:00 名車再生！あの車は今:
BMW635CSi(二)
7:30

放送休止

水曜日
7/25

Discovery Channel
2018年07月編成表

戦争史に残るリーダーたち:
サッチャー(二)

インフォマーシャル(日)

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 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
ズ: ポルシェ924 後編(二)
ズ: サーブ900ターボ 後編(二)
ズ: VW初代ゴルフGTI 後編(二)

8:00 ミリタリー大百科: 英海兵隊コ ミリタリー大百科: 究極の特殊 ミリタリー大百科: 米軍工兵
マンド部隊(二)
訓練(二)
(二)
8:30

ミリタリー大百科: 仏陸軍外人 ミリタリー大百科: ロシア軍スペ オーストラリア鉄道24時: モン
部隊(二)
ツナズ(二)
スター列車(二)

THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼1(二)

Discovery MOTOR アワー
9:00 大惨事の瞬間: Ep.11 戦車！市 大惨事の瞬間: Ep.12 墜落5000 大惨事の瞬間: Ep.13 高速道路 大惨事の瞬間: Ep.14 ボーダー90 大惨事の瞬間: Ep.15 インドでビル ミスフィット・ガレージ: 1961年 名車再生！マイクのワールドツ
街地暴走(二)
ｍ(二)
の大クラッシュ(二)
ｍ滑落(二)
倒壊(二)
式フォード・エコノライン２(字) アー: メキシコ／米国(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)
9:30 インフォマーシャル(日)
10:00

5:30

6:30

7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

ミスフィット・ガレージ: 1940年 名車再生！マイクのワールドツ
サバイバルゲーム一挙放送
★サバイバルゲーム S3: Ep.3 ★サバイバルゲーム S3: Ep.4 ★サバイバルゲーム S3: Ep.5 ★サバイバルゲーム S3: Ep.6 ★サバイバルゲーム S3: Ep.7 式フォード・チューダー１(字)
アー: 中東(二)
10:30 アイルランド(字)
アラスカ・ユーコン(字)
サウスダコタ(字)
トランシルバニアの森(字)
トルコ・アナトリア高原(字)

10:00

11:00 ミッシング～迷宮事件の謎～: ミッシング～迷宮事件の謎～: ミッシング～迷宮事件の謎～: 解明・地下世界ミステリー: 水 解明・地下世界ミステリー:
ロアノーク植民地(二)
アルカトラズ脱走犯(二)
エールフランス447便(二)
中のストーンヘンジ(二)
サーペント・マウンドの謎(二)
11:30

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)

CAR FIX: 1971年式ファイヤー
バード・フォーミュラ(二)

11:00

クラシックカー・コレクション: スタンゲ
リーニ(二)

CAR FIX: ファイヤーバード
Y88(二)

11:30

12:00 宇宙の解体新書: 火星探査
(二)
12:30

THE NAKED: 南ア 視聴者 ゴールド・ラッシュ～人生最後の 戦争史に残るリーダーたち: ノリ オーストラリア鉄道24時: モン
の挑戦(二)
一攫千金～ S7: Ep.5 人災 エガ(二)
スター列車(二)
(二)

カスタム・マスター S2: カッ
パー・キャディー(二)

世界のハイエンドSUV: マセラ
ティ・レヴァンテ((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)

インフォマーシャル(日)

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

13:30 ★CAR FIX: 1971年式カマロ

★CAR FIX: 1971年式カマロ
パート3(二)

★CAR FIX: 1971年式カマロ
パート4(二)

★CAR FIX: EFIの秘密(二)

メガ建造～不可能への挑戦～ 13:00
S3: 国際宇宙ステーション
13:30
(二)

パート2(二)

インフォマーシャル(日)

メガ輸送プロジェクト: 超巨大ダンプ
★CAR FIX: フェラーリ F355 F1ス トラック(二)
パイダー(二)

10:30

12:30

14:00 ★名車再生！クラシックカー・ディー ★名車再生！クラシックカー・ディー ★名車再生！クラシックカー・ディー ★名車再生！クラシックカー・ディー ★名車再生！クラシックカー・ディー インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

14:00

14:30 ★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.24 ダグラス
DC７衝突テスト(二)

14:30

★ミスフィット・ガレージ: オンボ
激アツ！真夏のサメ祭り
☆サメvs女格闘家(新)(字)
ロGTO & 1941年式フォード ☆サメvsベア・グリルス
(新)(字)
パート1(字)

15:00

ラーズ: 初代ミニ 前編(二)

15:00 ★ミスフィット・ガレージ: プリム
ス・クーダ パート1(字)
15:30

ラーズ: メルセデス・ベンツW123 前 ラーズ: フォード・カプリ 前編(二)
編( )
★名車再生！クラシックカー・ディー
★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 ラーズ: フォード・カプリ 後編(二)
編( )

★ミスフィット・ガレージ: プリム
ス・クーダ パート2(字)

★ミスフィット・ガレージ: プリム
ス・サテライト パート1(字)

ラーズ: トヨタ・初代MR2 前編(二) 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 ★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) ラーズ: プジョー205GTi 後編(二)

★ミスフィット・ガレージ: プリム
ス・サテライト パート2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.23 逃走す
る大型トラック(二)

15:30

16:00 ★ミリタリー大百科: イスラエル ★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 ☆必見！サメ映像ベスト50
軍特殊部隊(二)
戦争の真実: 究極の狙撃
戦争の真実: 最強の破壊力 戦争の真実: ステルス(二)
戦争の真実: 次世代の爆弾 （2時間）(新)(字)
16:30
(二)
(二)
(二)

☆謎の深海ザメ：傑作選
(新)(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)

17:00

17:30 ★解明・地下世界ミステリー:
カポネの脱出トンネル(二)
18:00

★解明・地下世界ミステリー: ★解明・地下世界ミステリー:
歴史に埋もれた共同墓地(二) 恐竜の引っかき傷(二)

☆激闘！サメvsイルカ
(新)(字)

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)

★解明・地下世界ミステリー:
カリフォルニア最後の日(二)

★解明・地下世界ミステリー:
「新天地到達」秘史(二)

18:30

Ep.5 光の祭典(字)

21:00 ★名車再生！マイクのワールド ★解剖！メガマシン S2: ジェッ ★ミスフィット・ガレージ: 1961 ☆ベーリング海の一攫千金
ツアー: メキシコ／米国(二)
トコースター(二)
年式フォード・エコノライン２
S13: Ep.12(新)(字)
(字)
21:30
22:00 ★名車再生！マイクのワールド DISCO presents テクノロジーアワー
★オーストラリア鉄道24時: モンス
ツアー: 中東(二)
ター列車(二)
22:30
23:00 シフティング・ギア: トレーラー・
レース2(字)
23:30

★ミスフィット・ガレージ: 1940 ☆ベーリング海の一攫千金
年式フォード・チューダー１(字) S13: Ep.13(新)(字)

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)
21:27 ☆クラシックカー・コレクション: スタ
ンゲリーニ(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S2: カッパー・キャディー
(新)(二)
22:53 明日への扉(日)

☆THE NAKED: ルイジアナ ゴールド・ラッシュ～人生最後の ☆発明家テスラ：謎の死と殺 三菱電機 presents スペースアワー
★宇宙の解体新書: 彗星探査
幽霊沼1(新)(二)
一攫千金～ S7: Ep.4 反乱 人光線: 失われた研究所
(二)
(二)
(新)(二)

24:00

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: 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:
初代ミニ 前編(二)
メルセデス・ベンツW123 前編(二)
フォード・カプリ 前編(二)
トヨタ・初代MR2 前編(二)
プジョー205GTi 前編(二)

24:30

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: 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:
初代ミニ 後編(二)
メルセデス・ベンツW123 後編(二)
フォード・カプリ 後編(二)
トヨタ・初代MR2 後編(二)
プジョー205GTi 後編(二)

25:00 ミスフィット・ガレージ: プリムス・ ミスフィット・ガレージ: プリムス・ ミスフィット・ガレージ: プリムス・ ミスフィット・ガレージ: プリムス・ ミスフィット・ガレージ: オンボロ
クーダ パート1(字)
クーダ パート2(字)
サテライト パート1(字)
サテライト パート2(字)
GTO & 1941年式フォード
25:30
パート1(字)
26:00 ミリタリー大百科: イスラエル軍 フューチャーウェポン・21世紀
特殊部隊(二)
戦争の真実: 究極の狙撃
26:30
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 最強の破壊力
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: ステルス(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 次世代の爆弾
(二)

27:00 名車再生！マイクのワールドツ ゴールド・ラッシュ～人生最後の ミスフィット・ガレージ: 1961年 ベーリング海の一攫千金 S13: カスタム・マスター S2: カッ
アー: 中東(二)
一攫千金～ S7: Ep.5 人災 式フォード・エコノライン２(字) Ep.12(字)
パー・キャディー(二)
27:30
(二)

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 S13: 18:00
一攫千金～ S7: Ep.5 人災 Ep.12(字)
18:30
(二)

サバイバルゲーム一挙放送
サバイバルゲーム S3: Ep.3 ア サバイバルゲーム S3: Ep.4 サ サバイバルゲーム S3: Ep.5 ア サバイバルゲーム S3: Ep.6 ト サバイバルゲーム S3: Ep.7 ト
19:00 イルランド(字)
オーストラリア鉄道24時: 数百
ウスダコタ(字)
ラスカ・ユーコン(字)
ランシルバニアの森(字)
ルコ・アナトリア高原(字)
万ドルの貨物(二)
★大惨事の瞬間: Ep.19 航空母 ★大惨事の瞬間: Ep.20 新型機・ ★大惨事の瞬間: Ep.21 バルーン ★大惨事の瞬間: Ep.22 フリーウェ
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.18 タンク
ローリー事故(二)
艦上の着陸事故(二)
離陸失敗(二)
制御不能(二)
イ崩落(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
SUV:マセラティ・レヴァンテ
★CAR FIX: 1971年式ファイヤー ☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ★戦争史に残るリーダーたち: ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
☆世界のモノ作り: ペタンクボール (新)(二)
バード・フォーミュラ(二)
★メガ輸送プロジェクト:
超巨大ダン
ほか(新)(字)
後の一攫千金～ S7: Ep.5 ノリエガ(二)
プトラック(二)
★舞台裏のスーパーテクノロジー S13:
20:30 ★CAR FIX: ファイヤーバード
人災(新)(二)
Y88(二)

16:30

ベーリング海の一攫千金 S13: 19:00
Ep.13(字)
19:30
宇宙の解体新書: 火星探査
(二)

20:30

20:53 ★［ヨハク］: 何もない＝全部ある(日)

★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)
★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)
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～
S3: テスラ・ファクトリー(新)(二)

20:00

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇宙
S1: 暗黒エネルギー(二)

21:00
21:30

★NASA超常ファイル S2: 木
星で核爆発？(二)

22:00

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 失われた研究所(二)

23:00

22:30

23:30

激アツ！真夏のサメ祭り
サメvsベア・グリルス(字)
サメvs女格闘家(字)

24:00

必見！サメ映像ベスト50（2
時間）(字)

25:00

謎の深海ザメ：傑作選(字)

24:30

25:30
激闘！サメvsイルカ(字)

26:00
26:30

解剖！メガマシン S2: ジェット THE NAKED: ルイジアナ 幽
コースター(二)
霊沼1(二)

27:00
27:30

月曜日
火曜日
7/30
7/31
4:00 ザ・無人島生活: Ep.4 サバイ 世界のハイエンドSUV: マセラ
バルの舞台裏(字)
ティ・レヴァンテ((二)
4:30

水曜日
8/1

Discovery Channel
2018年07月編成表
木曜日
8/2

金曜日
8/3

土曜日
8/4

日曜日
8/5

4:00
4:30

5:00 THE NAKED: 南ア 視聴者 メガ建造～不可能への挑戦～
の挑戦(二)
S3: テスラ・ファクトリー(二)
5:30

5:00

6:00 NASA超常ファイル S2: 宇宙 オーストラリア鉄道24時: 数百
遊泳の罠(二)
万ドルの貨物(二)
6:30

6:00

5:30

6:30

7:00

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: メル
セデス・ベンツW123 前編(二)

7:00

7:30

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: 初
代ミニ 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W123 後編(二)

7:30

8:00 ミリタリー大百科: イスラエル軍 フューチャーウェポン・21世紀
特殊部隊(二)
戦争の真実: 究極の狙撃
8:30
(二)

8:00

9:00 大惨事の瞬間: Ep.18 タンクロー

大惨事の瞬間: Ep.19 航空母艦
上の着陸事故(二)

9:00

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

9:30

リー事故(二)

10:00

8:30

サバイバルゲーム一挙放送
★サバイバルゲーム S3: Ep.8 ★サバイバルゲーム S3: Ep.9
10:30 ベリーズのジャングル(字)
ドミニカの無人島(字)

10:00

11:00 解明・地下世界ミステリー: カ
ポネの脱出トンネル(二)
11:30

解明・地下世界ミステリー: 歴
史に埋もれた共同墓地(二)

11:00

12:00 宇宙の解体新書: 彗星探査
(二)
12:30

THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼1(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)

13:00

10:30

11:30

12:30

13:30 ★CAR FIX: 1970年式ビュイック・ ★CAR FIX: 1970年式ビュイック・
スカイラーク パート1(二)
スカイラーク パート2(二)

13:30

14:00

★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:
BMW 325iツーリング 前編(二)

14:00

14:30

★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:
BMW 325iツーリング 後編(二)

14:30

15:00 ★ミスフィット・ガレージ: オンボ ★ミスフィット・ガレージ: 1957
ロGTO & 1941年式フォード 年式シボレー・コルベット パート
15:30 パート2(字)
1(字)

15:00

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
戦争の真実: 究極の命中精 戦争の真実: 恐怖の大規模
16:30 度(二)
爆弾(二)

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:00

17:30 ★解明・地下世界ミステリー:
ミシガン湖 魔の三角域(二)
18:00

★解明・地下世界ミステリー
S2: ナチスの金塊(二)

17:30

18:30

15:30

16:30

18:00

サバイバルゲーム一挙放送
サバイバルゲーム S3: Ep.8 ベ サバイバルゲーム S3: Ep.9 ド
19:00 リーズのジャングル(字)
ミニカの無人島(字)

18:30

19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.25 液化ガス ★大惨事の瞬間: Ep.26 花火から

19:30

20:00

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7: Ep.6
20:30 ★CAR FIX: オクテインVSマスタン 新地へ(新)(二)

20:00

21:00 ★名車再生！マイクのワールド ★解剖！メガマシン S2: 砕氷
ツアー S2: オーストラリア(二) 船ルイサンローラン(二)
21:30

21:00

22:00 ★名車再生！マイクのワールド DISCO presents テクノロジーアワー
★オーストラリア鉄道24時: 予期せ
ツアー S2: イギリス(二)
ぬ遅れ(二)
22:30

22:00

23:00 シフティング・ギア: レース開幕
(字)
23:30

☆THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼2(新)(二)

23:00

24:00

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:
スズキSJ410 前編(二)
BMW 325iツーリング 前編(二)

24:00

24:30

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:
スズキSJ410 後編(二)
BMW 325iツーリング 後編(二)

24:30

タンク爆発(二)

400軒の大火災(二)

★CAR FIX: ビッグブロックの修理
(二)
グGT(二)

25:00 ミスフィット・ガレージ: オンボロ
GTO & 1941年式フォード
25:30 パート2(字)

放送休止

26:00 フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の命中精
26:30 度(二)

放送休止

19:00

20:30

21:30

22:30

23:30

25:00
25:30

27:00 名車再生！マイクのワールドツ 放送休止
アー S2: イギリス(二)
27:30

26:00
26:30
27:00
27:30

