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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)

☆宇宙の解体新書 シーズ
ン4: 氷の惑星(新)(二)

サバイバルゲーム：モ
ディ・インド首相SP(字)

ザ・マンハント シーズン
1: アリゾナ州(字)

怪しい伝説 シーズン11:
湯沸し器爆弾(字)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー
ズン13: 振り返りスペシャ
ル(二)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー
ズン13: 振り返りスペシャ
ル2(二)

☆ディーゼル・ブラザー
ズ シーズン3: 戦車大改
造(新)(字)

放送休止

★THE NAKED シーズン3: アマゾ
ン 衝突する世界(二)

★THE NAKED シーズン3: ベリー
ズ 狙われたハンター(二)

★THE NAKED シーズン3: ベリー
ズ 番組ファンの挑戦(二)

★THE NAKED: 見どころ丸出し
SP(二)

DISCO presents テクノロジーア
ワー

★海洋メガマシン: 潮力発
電タービン(字)

★怪事件ファイル シーズ
ン2: 北緯37度線のUFO(字)

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)

★ディーゼル・ブラザー
ズ: 第2世代ダッジ・ラム
(字)

★ディーゼル・ブラザー
ズ: ヘグランド
Bv.206(字)

☆怪しい伝説 シーズン
11: 湯沸し器爆弾
(新)(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)

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)

☆ベーリング海のゴール
ドラッシュ シーズン7:
暴走する船(新)(字)

★サバイバルゲーム：モ
ディ・インド首相SP(字)

★ザ・マンハント シーズ
ン1: アリゾナ州(字)

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)

☆オーバーホール 改造車
の世界 シーズン10: ラン
グラー(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16 特別編: シベリア
の冬(新)(字)

ディーゼル・ブラザーズ
シーズン3: 戦車大改造
(字)

☆大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: ストーンサー
クルの亡霊たち(新)(字)

★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)

☆トップギア シーズン
14: ルーマニア
SP(新)(字)

★潜入！ロシア軍のすべて: シュ
チューカB型原潜 パート1(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: シュ
チューカB型原潜 パート2(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)

THE NAKED シーズン3: ル
イジアナ 幽霊沼2(二)

インフォマーシャル(日)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

インフォマーシャル(日) インフォマーシャル(日)

Discovery Channel
2021年02月編成表

★大脱出！サバイバルレー
ス: パラオ(字)

★ベーリング海の一攫千金
シーズン16 特別編: ハリ
ス家の絆と未来(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: 1970年式ビュ
イック・スカイラーク パート2(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)

サバイバルゲーム：モ
ディ・インド首相SP(字)

怪事件ファイル シーズン
2: 北緯37度線のUFO(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: 1981年式デロ
リアン(二)

★トップギア シーズン13:
プロトン・サトリアネオ／
シボレー・アベオ／プロ
ドゥア・マイヴィ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン9: Ep.1 チューインガム(字)

インフォマーシャル(日)

★歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: マヤ文明の謎
(字)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン4: 銀河系の壊滅力(二)

★THE NAKED シーズン3: ルイジ
アナ 幽霊沼2(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 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1: サーブ900ターボ
前編(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

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 シー
ズン10: FSM・シレーナ
105(二)

★トップギア シーズン13:
ポルシェ・パナメーラ VS.
イギリス郵便事業(字)

★シリーズ工場見学 シーズン2: ボト
ル缶/ライター/ギター/お菓子(二)

インフォマーシャル(日)

★歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: 失われた聖櫃
を追って(字)

★大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン2: 古代
都市テーベ(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1955年式イン
パラワゴン(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)

☆トップギア シーズン
14: オリジナル電気自動
車に挑戦(新)(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: T-90SM
戦車(二)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 装甲車
リンクス(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)

THE NAKED シーズン3: ア
マゾン 衝突する世界(二)

インフォマーシャル(日)

★メガ建造～不可能への挑
戦～ シーズン3: 国際宇宙
ステーション(二)

トップギア シーズン14:
オリジナル電気自動車に挑
戦(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: T-90SM戦
車(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 装甲車リ
ンクス(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン3: 国際宇宙ス
テーション(二)

海洋メガマシン: 潮力発電
タービン(字)

★コンタクト～エイリアン
徹底調査～: 悪意を持った
未確認飛行物体(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: 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: ロータス・エリー
ゼS2(二)

★トップギア シーズン13:
RWD後輪駆動対決(字)

★シンガポール再発見: 人間VS鳥(字)

インフォマーシャル(日)

★歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: エジプト 神
秘なる王国(字)

★怪しい伝説 シーズン11:
防弾人間(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: トヨタ・
フォーランナー(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)

☆トップギア シーズン
14: ベスト自動車メー
カー決定(新)(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 狙撃訓
練(二)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 攻撃ヘ
リコプター(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)

THE NAKED シーズン3: ベ
リーズ 狙われたハンター
(二)

トップギア シーズン14:
ベスト自動車メーカー決定
(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 狙撃訓練
(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 攻撃ヘリ
コプター(二)

オーバーホール 改造車の
世界 シーズン10: ラング
ラー(字)

ディーゼル・ブラザーズ:
ヘグランド Bv.206(字)

★探求！宇宙ミステリー:
地球の誕生(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: フォード・ラ
イトニング(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)

★トップギア シーズン13:
クラシックカーラリーの世
界(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: アラスカ式ユルト(二)

インフォマーシャル(日)

★歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: 若返りの泉
(字)

★ヒトラー帝国の黒幕た
ち: アルベルト・シュペー
ア(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: ルマンGTOコン
バーチブル(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)

☆トップギア シーズン
14: BMW・X５/アウディ・
Q7(新)(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 橋の高
速架設(二)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 空挺部
隊(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)

THE NAKED シーズン3: ベ
リーズ 番組ファンの挑戦
(二)

トップギア シーズン14:
BMW・X５/アウディ・
Q7(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 橋の高速
架設(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 空挺部隊
(二)

ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン7: 暴走
する船(字)

★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)

★トップギア シーズン13:
フォールクスワーゲン・シ
ロッコ(字)

★クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード13(日)

☆おあそびマスターズ:
Ep.47(新)(日)

★本当は怖い童話の真実:
赤ずきん／青ひげ(字)

★SEALチーム6～ビンラ
ディン暗殺～: SEALチーム
6～ビンラディン暗殺部隊
の全貌～(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1998年式３５
５Ｆ１スパイダー(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)

☆トップギア シーズン
14: ノーブル・
M600(新)(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 戦車支
援戦闘車(二)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 近未来
兵士の装備(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)

THE NAKED: 見どころ丸出
しSP(二)

☆クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード14(新)(日)

★ヒトラー帝国の黒幕た
ち: ヨーゼフ・メンゲレ
(二)

☆徹底検証 戦争の未来:
第一話(新)(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)

★密着！RC模型ビルダー
シーズン6: 武装ヘリ
EC665 ティーガー(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
後編(二)

トップギア シーズン14:
ノーブル・M600(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 戦車支援
戦闘車(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 近未来兵
士の装備(二)

密着！RC模型ビルダー
シーズン6: 武装ヘリ
EC665 ティーガー(二)

宇宙の解体新書 シーズン
4: 氷の惑星(二)

★モーガン・フリーマン
時空の彼方 シーズン5: 重
力の正体(二)

★タイムワープ　瞬間の世界: 特殊効
果(字)

インフォマーシャル(日)

サバイバルゲーム：モ
ディ・インド首相SP(字)

★インサイドアウト: 世界を支える驚
異の技術(二)

インフォマーシャル(日)

ディーゼル・ブラザーズ: ヘグ
ランド Bv.206(字)

ディーゼル・ブラザーズ シー
ズン3: 戦車大改造(字)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン10: ラングラー(字)

ディーゼル・ブラザーズ: 第2
世代ダッジ・ラム(字)

MotorTrend

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: ストー
ンサークルの亡霊たち(字)

インフォマーシャル(日)

★タイムワープ　瞬間の世界: シル
ク・ドゥ・ソレイユ(字)

怪事件ファイル シーズン
2: 北緯37度線のUFO(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16 特別編: シベ
リアの冬(字)

★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)

★解剖！メガマシン シー
ズン2: 巨大輸送機(二)

SEALチーム6～ビンラディン暗
殺～: SEALチーム6～ビンラ
ディン暗殺部隊の全貌～(二)

★戦火の軍用機大全: ヘリコプ
ター(二)

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: アル
ベルト・シュペーア(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 振
り返りスペシャル(二)

インフォマーシャル(日)

★カク博士のＳＦ研究室 シーズン1:
Ep.1 ライトセーバー　(二)

徹底検証 戦争の未来: 第一話
(二)

★戦火の軍用機大全: 最強の戦
闘機＆対地攻撃機(二)

★戦火の兵器大全: 第一次
世界大戦(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヨー
ゼフ・メンゲレ(二)

ザ・マンハント シーズン
1: アリゾナ州(字)

ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン7: 暴走
する船(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン5: 運とは何
か？(二)

☆コンタクト～エイリアン徹底
調査～: 究極の目撃者
(新)(字)

☆探求！宇宙ミステリー: 夢の
恒星間航行(新)(二)

★海洋メガマシン: 水深増
加プロジェクト(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン5: 父と息子のシボ
レー・ノヴァ(二)

コンタクト～エイリアン徹
底調査～: 悪意を持った未
確認飛行物体(字)

宇宙の解体新書 シーズン4: 銀
河系の壊滅力(二)

★解剖！メガマシン シー
ズン2: スーパー・バイク
(二)

★密着！スペースX有人宇
宙船1号機打ち上げ(字)

解剖！メガマシン シーズ
ン2: 巨大輸送機(二)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: ストー
ンサークルの亡霊たち(字)

★ダーク・シークレット: ゾンビに
なった女性(二)

インフォマーシャル(日)

★大脱出！サバイバルレー
ス: ヒマラヤ山脈(字)

★不用品 高く売ります: Ep.9(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13: 振
り返りスペシャル2(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン5: 家宝 シボ
レー・ピックアップトラック
(二)
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26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

Discovery Channel
2021年02月編成表

大脱出！サバイバルレー
ス: ヒマラヤ山脈(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16 特別編: シベ
リアの冬(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 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1: サーブ900ターボ
前編(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)

探求！宇宙ミステリー: 夢
の恒星間航行(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: ルマンGTOコン
バーチブル(二)

サメvsベア・グリルス(字)

怪事件ファイル シーズン
2: 空から落ちてきた男
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1998年式３５５
Ｆ１スパイダー(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: サーブ900ターボ
後編(二)

トップギア シーズン14:
ルーマニアSP(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン9: Ep.2 Ｆ１エンジン(字)

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)

THE NAKED シーズン4: メキシコ
夜の盗難事件(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

宇宙の解体新書 シーズン
4: 氷の惑星(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 シーズン1: フォード・カプリ
後編(二)

トップギア シーズン14:
ノーブル・M600(字)

クリエイターとその愉快な仲間たち:
エピソード14(日)

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)

★THE NAKED シーズン4: ミシ
シッピ 湿地帯の女王(二)

徹底検証 戦争の未来: 第
一話(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 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)

☆トップギア シーズン14: レ
クサス LFA/BMW・X6/ボクス
ホール･インシグニア
VXR(新)(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 大陸間
弾道ミサイル(二)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 狙撃銃
／グレネードランチャー(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)

THE NAKED シーズン4: メ
キシコ 夜の盗難事件(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 シーズン13: 振
り返りスペシャル2(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16:
2004年式マツダMX-5(新)(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン3: オフロードレース
改造 Part1(新)(字)

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)

☆オーバーホール 改造車の世
界 シーズン10: シェルビー・
マスタング(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

トップギア シーズン14: レク
サス LFA/BMW・X6/ボクスホー
ル･インシグニア VXR(字)

インフォマーシャル(日)

★メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 米海軍・沿海域戦
闘艦(二)

★荒海に生きる人びと: 荒海に
生きる人びと～死を覚悟した瞬
間～(字)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

★海洋メガマシン: コンテナ輸
送(字)

★怪事件ファイル シーズ
ン2: 空から落ちてきた男
(字)

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)

トップギア ボリビアスペ
シャル(字)

インフォマーシャル(日)

ディーゼル・ブラザーズ: ヘグ
ランド Bv.206(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)

☆怪しい伝説 シーズン
11: 火矢vsガスタンク
(新)(字)

ディーゼル・ブラザーズ シー
ズン3: オフロードレース改造
Part1(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)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 大陸間弾
道ミサイル(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 狙撃銃／
グレネードランチャー(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 振
り返りスペシャル2(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16:
2004年式マツダMX-5(二)

徹底検証 戦争の未来: 第
一話(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1955年式インパ
ラワゴン(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)

トップギア シーズン14:
オリジナル電気自動車に挑
戦(字)

★シリーズ工場見学 シーズン2: 占い
クッキー/自転車/ブーツ/ルアー(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)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: ストー
ンサークルの亡霊たち(字)

★THE NAKED シーズン4: ニカラ
グア 灼熱地獄(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1966年式
フォードF-100(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)

☆トップギア ボリビアス
ペシャル(新)(字)

カク博士のＳＦ研究室 シーズン1:
Ep.1 ライトセーバー　(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)

THE NAKED シーズン4: ニ
カラグア 灼熱地獄(二)

カク博士のＳＦ研究室 シーズン1:
Ep.1 ライトセーバー　(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 米海軍・沿海域戦
闘艦(二)

海洋メガマシン: コンテナ
輸送(字)

コンタクト～エイリアン徹
底調査～: 究極の目撃者
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: トヨタ・フォー
ランナー(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)

トップギア シーズン14:
ベスト自動車メーカー決定
(字)

★シンガポール再発見: 古き良きコ
ミュニティ(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)

怪しい伝説 シーズン11:
湯沸し器爆弾(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1967年式カマ
ロ(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)

★THE NAKED シーズン4: ブラジ
ル 禁断の果実(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)

☆トップギア シーズン15: シ
ボレー・ラセッティ/リライア
ント・ロビン(新)(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: コルド
重機関銃(二)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: ジェッ
ト練習機 Yak-130(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)

THE NAKED シーズン4: ブ
ラジル 禁断の果実(二)

トップギア シーズン15: シボ
レー・ラセッティ/リライアン
ト・ロビン(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: コルド重
機関銃(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: ジェット
練習機 Yak-130(二)

オーバーホール 改造車の
世界 シーズン10: シェル
ビー・マスタング(字)

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)

トップギア シーズン14:
BMW・X５/アウディ・
Q7(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: 大家族の団らんハウス(二)

インフォマーシャル(日)

★THE NAKED シーズン4: メキシ
コ マヤの亡霊(二)

追跡！コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.1 捜索開始
(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヨーゼフ・メンゲレ(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: ジープ・ラン
グラーJK　パート1(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)

☆トップギア シーズン15: ベ
ンツ・190/BMW・M3/フォー
ド・シエラ・RSコスワース
(新)(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 装甲兵
員輸送車BTR-80(二)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 第201
軍事基地(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)

THE NAKED シーズン4: メ
キシコ マヤの亡霊(二)

インフォマーシャル(日)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン7: 開拓スピリッ
ト(新)(字)

★サメvsベア・グリルス
(字)

★ザ・マンハント シーズ
ン1: フィリピン(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)

☆大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: マヤ文明の失
われた都市(新)(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 後編(二)

トップギア シーズン15: ベン
ツ・190/BMW・M3/フォード・シ
エラ・RSコスワース(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 装甲兵員
輸送車BTR-80(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 第201軍
事基地(二)

ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン7: 開拓
スピリット(字)

★CAR FIX シーズン4: ジープ・ラン
グラーJK　パート2(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)

☆トップギア シーズン15: ラ
ピードクアトロポルテ/パナ
メーラ(新)(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 訓練セ
ンター(二)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 宇宙軍
宇宙監視施設(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)

THE NAKED シーズン4: ミ
シシッピ 湿地帯の女王
(二)

☆クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード15(新)(日)

★ヒトラー帝国の黒幕た
ち: カール・デーニッツ
(二)

☆徹底検証 戦争の未来:
第二話(新)(二)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン5: 太陽系第9惑星
の謎(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
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)

★密着！RC模型ビルダー シー
ズン6: ジープFC150(二)

トップギア シーズン15: ラ
ピードクアトロポルテ/パナ
メーラ(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 訓練セン
ター(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 宇宙軍宇
宙監視施設(二)

密着！RC模型ビルダー
シーズン6: ジープ
FC150(二)

解明・宇宙の仕組み シー
ズン5: 太陽系第9惑星の謎
(二)

モーガン・フリーマン 時
空の彼方 シーズン5: 運と
は何か？(二)

タイムワープ　瞬間の世界: シルク・
ドゥ・ソレイユ(字)

インフォマーシャル(日)

サメvsベア・グリルス(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー 日
本編(字)

インフォマーシャル(日)

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)

ディーゼル・ブラザーズ シー
ズン3: オフロードレース改造
Part1(字)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン10: シェルビー・マス
タング(字)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: マヤ文
明の失われた都市(字)

ディーゼル・ブラザーズ: ヘグ
ランド Bv.206(字)

MotorTrend

インフォマーシャル(日)

★数字のいたずら: 一枚のコイン(字)

怪事件ファイル シーズン
2: 空から落ちてきた男
(字)

荒海に生きる人びと: 荒海
に生きる人びと～死を覚悟
した瞬間～(字)

解剖！メガマシン シーズ
ン2: 巨大輸送機(二)

サメvsベア・グリルス(字)

ザ・マンハント シーズン
1: フィリピン(字)

怪しい伝説 シーズン11:
火矢vsガスタンク(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)

★解剖！メガマシン シー
ズン2: 新幹線(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヨー
ゼフ・メンゲレ(二)

徹底検証 戦争の未来: 第一話
(二)

戦火の軍用機大全: 最強の戦闘
機＆対地攻撃機(二)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

解剖！メガマシン シーズ
ン2: 新幹線(二)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: マヤ文明の失
われた都市(字)

カク博士のＳＦ研究室 シーズン1:
Ep.1 ライトセーバー　(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: 師弟対決
(字)

★不用品 高く売ります: Ep.10(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16: 2004
年式マツダMX-5(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン5: 1956年式シボレー・
ベルエア・コンバーチブル(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン5: ナンバーワン・カマ
ロ(二)

コンタクト～エイリアン徹
底調査～: 究極の目撃者
(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13: 振り
返りスペシャル2(二)

★カク博士のＳＦ研究室 シーズン1:
Ep.2 地球破壊(二)

徹底検証 戦争の未来: 第二話
(二)

★兵器革命: 巨大兵器(二)

★戦火の兵器大全: 第二次
世界大戦(二)

ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン7: 開拓
スピリット(字)

ヒトラー帝国の黒幕たち: カー
ル・デーニッツ(二)

怪しい伝説 シーズン11:
火矢vsガスタンク(字)

ザ・マンハント シーズン
1: フィリピン(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン5: 海は思考す
るのか？(二)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 冥王星探査の危機(二)

☆探求！宇宙ミステリー: 惑星
の起源(新)(二)

海洋メガマシン: 潮力発電
タービン(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 米海軍・沿海域戦
闘艦(二)

宇宙の解体新書 シーズン4: 氷
の惑星(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21

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

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

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

☆トップギア シーズン15: ア
ウディ・R8 スパイダー VS ポ
ルシェ・911 ターボ(新)(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 戦闘爆
撃機(二)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 低高度
防空システム(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)

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)

★THE NAKED シーズン4: ブラジ
ル 毒の罠(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

解明・宇宙の仕組み シー
ズン5: 太陽系第9惑星の謎
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1987年式オー
ルズモビル・カトラス(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: 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)

Discovery Channel
2021年02月編成表

大脱出！サバイバルレース
シーズン2: 師弟対決(字)

荒海に生きる人びと: 荒海
に生きる人びと～死を覚悟
した瞬間～(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 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)

トップギア シーズン14:
レクサス LFA/BMW・X6/ボ
クスホール･インシグニア
VXR(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン9: Ep.3 道路トンネル(字)

THE NAKED シーズン4: ブ
ラジル 毒の罠(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 シーズン16:
2004年式マツダMX-5(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16:
2001年式アウディS4アバント
(新)(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ
シーズン3: オフロードレース
改造 Part2(新)(字)

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)

☆オーバーホール 改造車の世
界 シーズン10: 2013年式
フォードラプター(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

THE NAKED シーズン4: ク
マが支配する山(二)

インフォマーシャル(日)

★メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: テスラ・ファクト
リー(二)

★目撃せよ！おどろき未来ス
コープ: ロボット技術(二)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

★エジソンの卵: ドリフト三輪
車／ARデバイスほか(二)

★怪事件ファイル シーズ
ン2: 実録「エクソシス
ト」(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)

THE NAKED シーズン4: フ
ロリダ ハリケーンの脅威
(二)

インフォマーシャル(日)

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)

★世界のハイエンドSUV:
ジャガーF-PACE(二)

☆怪しい伝説 シーズン
11: 映画ヒーロー戦術
(新)(字)

ディーゼル・ブラザーズ シー
ズン3: オフロードレース改造
Part2(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)

トップギア シーズン15: アウ
ディ・R8 スパイダー VS ポル
シェ・911 ターボ(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 戦闘爆撃
機(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 低高度防
空システム(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16:
2004年式マツダMX-5(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16:
2001年式アウディS4アバント
(二)

徹底検証 戦争の未来: 第
二話(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1966年式フォー
ドF-100(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)

トップギア ボリビアスペ
シャル(字)

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)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: マヤ文明の失
われた都市(字)

インフォマーシャル(日)

★THE NAKED シーズン4: クマが
支配する山(二)

★CAR FIX シーズン4: プリムス・ダ
スター大改造(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)

☆トップギア シーズン15:
フォルクスワーゲン・トゥアレ
グ VS スノーモービル
(新)(字)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 潜水艦
救難艦(二)

★徹底検証！ロシア軍の秘密: 多連装
ロケット砲(二)

インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: CIAの洗脳
実験(字)

トップギア シーズン15: フォ
ルクスワーゲン・トゥアレグ
VS スノーモービル(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 潜水艦救
難艦(二)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 多連装ロ
ケット砲(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: テスラ・ファクト
リー(二)

エジソンの卵: ドリフト三
輪車／ARデバイスほか(二)

NASA超常ファイル シーズ
ン3: 冥王星探査の危機
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1967年式カマロ
(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)

トップギア シーズン15:
シボレー・ラセッティ/リ
ライアント・ロビン(字)

★シンガポール再発見: 都市型農業
(字)

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)

怪しい伝説 シーズン11:
火矢vsガスタンク(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1965年式シボ
レー・インパラ(二)

★THE NAKED シーズン4: フロリ
ダ ハリケーンの脅威(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)

☆トップギア シーズン15:
ジェンセン・ヒーレー/TVR-
S2/ロータス・エラン(新)(字)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.1(二)

インフォマーシャル(日)

★イエス・キリスト　空白
の年月(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 後編(二)

トップギア シーズン15: ジェ
ンセン・ヒーレー/TVR-S2/ロー
タス・エラン(字)

毛沢東と冷戦時代:
Ep.1(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン10: 2013年式フォード
ラプター(字)

世界のハイエンドSUV:
ジャガーF-PACE(二)

探求！宇宙ミステリー: 惑
星の起源(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: ジープ・ラング
ラーJK　パート1(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)

トップギア シーズン15:
ベンツ・190/BMW・M3/
フォード・シエラ・RSコス
ワース(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
5: ティアドロップ型の家(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)

★THE NAKED シーズン4: パナマ
最悪の知らせ(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち:
カール・デーニッツ(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 1979年式ポル
シェ911(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)

☆トップギア シーズン
15: アメリカ縦断
SP(新)(字)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.2(二)

インフォマーシャル(日)

★リアル・エクソシスト
(字)

THE NAKED シーズン4: パ
ナマ 最悪の知らせ(二)

☆明日への扉(新)(日)

☆大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: 母なるオルメ
カ文明(新)(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン7: 危険な一線
(新)(字)

☆THE NAKED XL シーズン
4: ウオーターワールド
(新)(二)

★ザ・マンハント シーズ
ン1: 韓国(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)

トップギア シーズン15:
アメリカ縦断SP(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7: 危険
な一線(字)

THE NAKED XL シーズン4:
ウオーターワールド(二)

怪事件ファイル シーズン
2: 実録「エクソシスト」
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: ジープ・ラング
ラーJK　パート2(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)

トップギア シーズン15:
ラピードクアトロポルテ/
パナメーラ(字)

クリエイターとその愉快な仲間たち:
エピソード15(日)

インフォマーシャル(日)

陰謀の歴史: UFOロズウェ
ル事件(字)

徹底検証 戦争の未来: 第
二話(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: オフロード仕
様トラック(二)

★THE NAKED シーズン4: ホン
ジュラス 雨と寒さの中で(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)

☆トップギア シーズン
16: 中東SP(新)(字)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.3(二)

インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー: 雲
上の民のミイラ(字)

THE NAKED シーズン4: ホ
ンジュラス 雨と寒さの中
で(二)

☆クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード16(新)(日)

★ヒトラー帝国の黒幕たち: ハ
ンス・フランク(二)

☆徹底検証 戦争の未来:
第三話(新)(二)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン5: 宇宙の超危険
エリア(二)

★密着！RC模型ビルダー シー
ズン6: サメ型潜水艦(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)

トップギア シーズン16:
中東SP(字)

毛沢東と冷戦時代:
Ep.3(二)

密着！RC模型ビルダー
シーズン6: サメ型潜水艦
(二)

解明・宇宙の仕組み シー
ズン5: 宇宙の超危険エリ
ア(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン5: 海は思考する
のか？(二)

数字のいたずら: 一枚のコイン(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED XL シーズン4:
ウオーターワールド(二)

★ディスカバリーチャンネル プレ
ビュー: 知を熱くする人々(日)

インフォマーシャル(日)

世界のハイエンドSUV: ジャ
ガーF-PACE(二)

ディーゼル・ブラザーズ シー
ズン3: オフロードレース改造
Part2(字)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン10: 2013年式フォード
ラプター(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)

MotorTrend

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 母なる
オルメカ文明(字)

インフォマーシャル(日)

★数字のいたずら: 不幸中の幸いの確
率(字)

怪事件ファイル シーズン
2: 実録「エクソシスト」
(字)

目撃せよ！おどろき未来ス
コープ: ロボット技術(二)

解剖！メガマシン シーズ
ン2: 新幹線(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン5: フォード・カスタム
ライン in SEMAショー(二)

NASA超常ファイル シーズ
ン3: 冥王星探査の危機
(二)

インフォマーシャル(日)

★カク博士のＳＦ研究室 シーズン1:
Ep.4 人工知能ロボット(二)

徹底検証 戦争の未来: 第三話
(二)

★兵器革命: ステルス性(二)

THE NAKED XL シーズン4:
ウオーターワールド(二)

ザ・マンハント シーズン
1: 韓国(字)

怪しい伝説 シーズン11:
映画ヒーロー戦術(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)

★解剖！メガマシン シー
ズン2: ホバークラフト
(二)

徹底検証 戦争の未来: 第二話
(二)

兵器革命: 巨大兵器(二)

戦火の兵器大全: 第二次世
界大戦(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: カー
ル・デーニッツ(二)

解剖！メガマシン シーズ
ン2: ホバークラフト(二)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: 母なるオルメ
カ文明(字)

カク博士のＳＦ研究室 シーズン1:
Ep.2 地球破壊(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: 三江併流
(字)

★不用品 高く売ります: Ep.11(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16: 2001
年式アウディS4アバント(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン5: VW タイプ2 T1(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16: 2004
年式マツダMX-5(二)

★戦火の兵器大全: 勝利を
呼ぶ乗り物(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ハン
ス・フランク(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン3: テスラ・
ファクトリー(二)

怪しい伝説 シーズン11:
映画ヒーロー戦術(字)

ザ・マンハント シーズン
1: 韓国(字)

ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン7: 危険
な一線(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン5: 人類は神に
なるのか？(二)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 月の有機体(二)

★地球叙事詩 宇宙からの調べ:
前編 地球誕生～哺乳類の繁栄
(字)

海洋メガマシン: コンテナ
輸送(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
5: 太陽系第9惑星の謎(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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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

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

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

世界のハイエンドSUV: ジャ
ガーF-PACE(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16: 2001
年式アウディS4アバント(二)

MotorTrend

★THE NAKED シーズン4: パナマ
涙のボカス・デル・トロ(二)

★THE NAKED シーズン4: 南アフ
リカ リベンジ・サバイバル(二)

★THE NAKED シーズン4: ニカラ
グア 視聴者もサバイバル(二)

★THE NAKED シーズン4: コロン
ビア 心のサバイバル(二)

★THE NAKED シーズン4: 南アフ
リカ サバンナでサバイバル(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

インフォマーシャル(日)

Discovery Channel
2021年02月編成表

大脱出！サバイバルレース
シーズン2: 三江併流(字)

目撃せよ！おどろき未来ス
コープ: ロボット技術(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1987年式オール
ズモビル・カトラス(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: 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)

トップギア シーズン15:
アウディ・R8 スパイダー
VS ポルシェ・911 ターボ
(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン9: Ep.4 ジオラマテーマパー
ク(字)

陰謀の歴史: ケネディ暗殺
事件(字)

解明・宇宙の仕組み シー
ズン5: 宇宙の超危険エリ
ア(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 1971年式ファ
イヤーバード・フォーミュラ(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)

☆トップギア シーズン16: ア
リエル・アトムV8/ポルシェ・
911ターボSカブリオレ
(新)(字)

★戦闘艦大全: 世界大戦時
代の戦闘艦(二)

インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー:
UFOといけにえ(字)

THE NAKED シーズン4: パ
ナマ 涙のボカス・デル・
トロ(二)

インフォマーシャル(日)

☆オーバーホール 改造車の世
界 シーズン10: シャキール・
オニールのシボレーインパラ
(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16:
2001年式アウディS4アバント
(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16:
2001年式サーブ９－３ヴィゲン
(新)(二)

★SUPERCAR: アストンマー
ティンV12ヴァンテージ
S(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)

インフォマーシャル(日)

★メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 世界最大級の航空
機(二)

DISCO presents テクノロジーア

ワー

★エジソンの卵: 超速グリル／
壊れないコーヒーメーカーほか
(二)

★怪事件ファイル シーズ
ン2: 謎の人型ミイラ(字)

★目撃せよ！おどろき未来ス
コープ: 心を読む(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: レンジローバー・ヴォーグSE
前編(二)

世界のハイエンドSUV: ジャ
ガーF-PACE(二)

SUPERCAR: アストンマーティン
V12ヴァンテージS(二)

★世界のハイエンドSUV:
メルセデス・ベンツ G65
AMG(二)

☆怪しい伝説 シーズン
11: 映画スタント再現
(新)(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: ポルシェ911 S 2.7 タルガ 前
編(二)

インフォマーシャル(日)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン7: 嵐の到来
(新)(字)

☆THE NAKED XL シーズン
4: サメとの勝負(新)(二)

★ザ・マンハント シーズ
ン2: ニュージーランド
(字)

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)

トップギア シーズン16:
アリエル・アトムV8/ポル
シェ・911ターボSカブリオ
レ(字)

戦闘艦大全: 世界大戦時代
の戦闘艦(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16:
2001年式アウディS4アバント
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16:
2001年式サーブ９－３ヴィゲン
(二)

徹底検証 戦争の未来: 第
三話(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: プリムス・ダス
ター大改造(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)

トップギア シーズン15:
フォルクスワーゲン・トゥ
アレグ VS スノーモービル
(字)

★シリーズ工場見学 シーズン2: ゼ
リービーン/スノーボード/ペンチ(二)

インフォマーシャル(日)

陰謀の歴史: CIAの洗脳実
験(字)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: 母なるオルメ
カ文明(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ファイヤー
バードY88(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: 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 シーズン3: レンジローバー・ヴォーグ
SE 後編(二)

☆トップギア シーズン16:
フェラーリ・599GTO(新)(字)

★戦闘艦大全: 潜水艦(二)

インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー: 伝
説的海賊の財宝(字)

THE NAKED シーズン4: 南
アフリカ リベンジ・サバ
イバル(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: レンジローバー・ヴォーグSE
後編(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
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)

トップギア シーズン15:
ジェンセン・ヒーレー
/TVR-S2/ロータス・エラン
(字)

★シンガポール再発見: カード・フラ
リッシュ(字)

インフォマーシャル(日)

イエス・キリスト　空白の
年月(字)

怪しい伝説 シーズン11:
映画ヒーロー戦術(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ビッグブロッ
クの修理(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: ポルシェ911 S 2.7 タルガ
前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: ポルシェ911 S 2.7 タルガ
後編(二)

☆トップギア シーズン16:
ロールス・ロイス・ゴースト/
ベントレー・ミュルザンヌ
(新)(字)

★戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー: マ
ヤ文明の共同墓地(字)

THE NAKED シーズン4: ニ
カラグア 視聴者もサバイ
バル(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
シーズン4: ポルシェ911 S 2.7 タルガ 後
編(二)

トップギア シーズン16:
ロールス・ロイス・ゴース
ト/ベントレー・ミュルザ
ンヌ(字)

戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン10: シャキール・オ
ニールのシボレーインパラ(字)

世界のハイエンドSUV: メ
ルセデス・ベンツ G65
AMG(二)

地球叙事詩 宇宙からの調
べ: 前編 地球誕生～哺乳
類の繁栄(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: 1979年式ポル
シェ911(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)

トップギア シーズン15:
アメリカ縦断SP(字)

ディスカバリーチャンネル プレ
ビュー: 知を熱くする人々(日)

インフォマーシャル(日)

リアル・エクソシスト(字)

ヒトラー帝国の黒幕たち:
ハンス・フランク(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: オクテインVS
マスタングGT(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: ジープCJ7 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: ジープCJ7 後編(二)

☆トップギア シーズン
16: パガーニ・ゾンダ
R(新)(字)

★戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー: リ
ンカーン暗殺者のミイラ
(字)

THE NAKED シーズン4: コ
ロンビア 心のサバイバル
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: ジープCJ7 前編(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: ラムセス2世
の埋蔵金(新)(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: ジープCJ7 後編(二)

トップギア シーズン16:
パガーニ・ゾンダR(字)

戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン7: 嵐の
到来(字)

THE NAKED XL シーズン4:
サメとの勝負(二)

怪事件ファイル シーズン
2: 謎の人型ミイラ(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: オフロード仕様
トラック(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)

トップギア シーズン16:
中東SP(字)

クリエイターとその愉快な仲間たち:
エピソード16(日)

インフォマーシャル(日)

ミイラ・ミステリー: 雲上
の民のミイラ(字)

徹底検証 戦争の未来: 第
三話(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 1969年式ポン
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4: 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
シーズン4: アルファロメオ スパイダー・
ヴェローチェ 後編(二)

☆トップギア シーズン
16: アウディ・RS5/BMW・
M3(新)(字)

★戦闘艦大全: 装甲艦(二)

インフォマーシャル(日)

★ミイラ・ミステリー:
モーセの正体(字)

THE NAKED シーズン4: 南
アフリカ サバンナでサバ
イバル(二)

☆クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード17(新)(日)

★ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヴィルヘルム・カナリス(二)

★密着！RC模型ビルダー シー
ズン6: レッカートラック(二)

☆徹底検証 戦争の未来:
第四話(新)(二)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン5: ブラックホー
ル成長の秘密(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: 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
シーズン4: アルファロメオ スパイダー・
ヴェローチェ 後編(二)

トップギア シーズン16:
アウディ・RS5/BMW・
M3(字)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

密着！RC模型ビルダー
シーズン6: レッカート
ラック(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
5: ブラックホール成長の秘密
(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン5: 人類は神にな
るのか？(二)

数字のいたずら: 不幸中の幸いの確率
(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED XL シーズン4:
サメとの勝負(二)

★ディスカバリーチャンネル プレ
ビュー: 知を熱くする人々 ２(日)

インフォマーシャル(日)

世界のハイエンドSUV: メルセ
デス・ベンツ G65 AMG(二)

SUPERCAR: アストンマーティン
V12ヴァンテージS(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン10: シャキール・オ
ニールのシボレーインパラ(字)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: ラムセ
ス2世の埋蔵金(字)

インフォマーシャル(日)

★数字のいたずら: 数学的美人(字)

怪事件ファイル シーズン
2: 謎の人型ミイラ(字)

目撃せよ！おどろき未来ス
コープ: 心を読む(二)

解剖！メガマシン シーズ
ン2: ホバークラフト(二)

THE NAKED XL シーズン4:
サメとの勝負(二)

ザ・マンハント シーズン
2: ニュージーランド(字)

怪しい伝説 シーズン11:
映画スタント再現(字)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー
ズン12: MGA(二)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー
ズン12: BMW2002tii(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: 1965年式シボレー・
インパラ(二)

NASA超常ファイル シーズ
ン3: 月の有機体(二)

インフォマーシャル(日)

★カク博士のＳＦ研究室 シーズン1:
Ep.5 宇宙への旅(二)

徹底検証 戦争の未来: 第四話
(二)

★兵器革命: 防御(二)

★戦火の兵器大全: イギリ
ス陸軍工兵隊(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ヴィ
ルヘルム・カナリス(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン3: 世界最大級
の航空機(二)

解剖！メガマシン シーズン2:
砕氷船ルイサンローラン(二)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: ラムセス2世
の埋蔵金(字)

カク博士のＳＦ研究室 シーズン1:
Ep.4 人工知能ロボット(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)

★不用品 高く売ります: Ep.12(字)

明日への扉(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン16: 2001
年式サーブ９－３ヴィゲン(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン5: 名車再訪SP(二)

ザ・マンハント シーズン
2: ニュージーランド(字)

ベーリング海のゴールド
ラッシュ シーズン7: 嵐の
到来(字)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン5: 影の宇宙
(二)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 氷の世界の生命体(二)

★地球叙事詩 宇宙からの調べ:
後編 人類の時代(字)

エジソンの卵: ドリフト三
輪車／ARデバイスほか(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
5: 宇宙の超危険エリア(二)

★解剖！メガマシン シー
ズン2: 砕氷船ルイサン
ローラン(二)

徹底検証 戦争の未来: 第三話
(二)

兵器革命: ステルス性(二)

戦火の兵器大全: 勝利を呼
ぶ乗り物(二)

ヒトラー帝国の黒幕たち: ハン
ス・フランク(二)

怪しい伝説 シーズン11:
映画スタント再現(字)


