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★サバイバルゲーム：グルメ総
集編(字)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.16 夏編 最終決
戦(字)

解明・宇宙の仕組み: 不可解
な暗黒物質(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S5: 重力の正体(二)

★NASA超常ファイル S2: 木
星で核爆発？(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
ミール火災事故(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: フォード級航空母艦(二)

★大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット
脱出(二)

★戦場の真実: ベトナム・フエ
攻防戦(二)

★戦火の兵器大全: 第一次
世界大戦(二)

戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 移動型南極大陸研究所
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.16 夏編 最終決戦
(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 日
産・510型系ダットサン(二)

★ミリタリー・モーターズ: REO
社 巨大トラック(二)

★世界のハイエンドSUV: ポル
シェ・カイエン(二)

★出動！消防士密着24時:
真夜中の消火活動(二)

インフォマーシャル(日)

★出動！消防士密着24時:
エンジン出火(二)

★ナチス オカルト思想の帝国:
ヒトラーのゾンビ部隊(二)

★ナチス オカルト思想の帝国:
死を招く神秘主義(二)

★ナチス オカルト思想の帝国:
ヒトラーの宗教政策(二)

メガ輸送プロジェクト S2: ガス
タービン(二)

先進医療の現場Building
10: Ep. 2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
離陸訓練(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: フィリピン 見
えない汚染(二)

★BigドリームSmallハウス: 海辺の
小さな贅沢ハウス(二)

★ゴールド・ラッシュ～人生最後の一攫千金
～ S8 特別編: 挑戦の舞台裏(二)

★完全マニュアル: 航空母艦の作り
方(字)

★戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・サンダー
バード(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガー・XJ-
C(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆メガ輸送プロジェクト S2:
ガスタービン(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S4: フォード級航空母艦
(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 移動型南極大陸研究
所(二)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙遊泳の罠(二)

★バミューダ・トライアングルの謎
に迫る(二)

★バッド・チャド・カスタム: ロカビ
リー・ウィークエンド(字)

★カスタム・マスター S4: 1957
年式フェアレーン＆1955年式
ノマド(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: マスタングとジョニー・デップ
(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★先進医療の現場Building
10: Ep. 2(字)

MOTORアワー
★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)

★バッド・チャド・カスタム:
1934年式デソート・エアフロー
(字)

ミスフィット・ガレージ: 1978年
式シボレー・ブレイザー 後編
(字)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: フォード級航空母艦(二)

★解明・宇宙の仕組み: 世に
も奇妙な惑星群(二)

★解明・宇宙の仕組み: 不可
解な暗黒物質(二)

★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)

★世界ビックリ珍料理: アメリカ
西海岸(字)

★BigドリームSmallハウス: ハウス
ボート改造(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.16 日本そば(新)(字)

★戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

21:55 メガ建造～不可能へ
の挑戦～ S4: フォード級航空
母艦(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・宇宙の仕組み: 世に
も奇妙な惑星群(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーＸＫ８
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーＸＫ８
(二)

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

★戦火の兵器大全: 第一次
世界大戦(二)

インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: CIAの洗脳実
験(字)

サバイバルゲーム S1: Ep.14
アイスランド(字)

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

NASA超常ファイル S3: 火星
の呪い(二)

出動！消防士密着24時: エ
ンジン出火(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ パー
ト3(二)

サバイバルゲーム：生き残りの
秘訣(字)

ミステリー・ミュージアム: ネッシー
捜索隊の新発見(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 続・オフロード仕様ジープ
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーガン(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人戦闘車両
(二)

☆世界ビックリ珍料理: ケイ
ジャン料理(新)(字)

★サバイバルゲーム：生き残り
の秘訣(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツGクラス(二)

ミスフィット・ガレージ: 1978年
式シボレー・ブレイザー 前編
(字)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人ヘリ(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S3: Ep.16 夏編 最終決戦
(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人ヘリ(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)

サバイバルゲーム S1: Ep.13
メキシコ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン
スキー大会(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S3: Ep.16 夏編 最終
決戦(新)(字)

NASA超常ファイル S3: 消え
る衛星(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 米海軍・沿海域戦闘艦
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ パー
ト2(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツGクラス(二)

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

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: イスラエル軍の最
新兵器2(二)

バッド・チャド・カスタム: 1934
年式デソート・エアフロー(字)

バッド・チャド・カスタム: ロカビ
リー・ウィークエンド(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 溶接ABC(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フィアット・ディーノ
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 最新式ガトリング
ガン(二)

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)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)

バッド・チャド・カスタム: 1934
年式デソート・エアフロー(字)

☆バッド・チャド・カスタム: ロカ
ビリー・ウィークエンド
(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8 特別編: 夢
追い人(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
914(二)

オーバーホール 改造車の世界:
「ローン・サバイバー」のためのマ
スタング(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
914(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 「ローン・サバイバー」のため
のマスタング(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: イスラエル軍の最
新兵器2(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)

サバイバルゲーム S1: Ep.12
オーストラリア(字)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 彗星
の歌(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の一攫千金～
S8 特別編: 挑戦の舞台裏(二)

完全マニュアル: 航空母艦の作り方
(字)
インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ パー
ト1(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: シボレー・モンテカルロ
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・ベルエ
アー(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: イスラエル軍の最
新兵器1(二)

☆ミステリー・ミュージアム:
ネッシー捜索隊の新発見
(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ルノー・アルピーヌ
(二)

オーバーホール 改造車の世界:
ポンティアック・トランザム(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: A-10サンダーボ
ルト(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の一攫千金～
S8 特別編: 挑戦の舞台裏(二)

完全マニュアル: 航空母艦の作り方
(字)

★NASA超常ファイル S3: 奇
妙な光の球(二)

サバイバルゲーム S1: Ep.11
アンデス山脈(字)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
の爪痕(二)

★完全マニュアル: 航空母艦の作り
方(字)

☆出動！消防士密着24時:
エンジン出火(新)(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 移動型南極大陸研究
所(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: スーパーチャージャー
搭載(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ルノー・アルピーヌ
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ポンティアック・トランザム
(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: A-10サンダーボ
ルト(二)

インフォマーシャル(日)

オーバーホール 改造車の世界:
シボレー・エルカミーノ(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アラスカのストライ
カー装甲車(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)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: カルマンギア(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 身辺警護用兵
器(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)

NASA超常ファイル S3: 氷の
世界の生命体(二)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.11 アンデス山脈(字)

THE ISLAND S5: 挑戦の舞
台裏(字)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(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)

★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)

☆BigドリームSmallハウス: 自給
自足の家(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: リサイ
クルハウス(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ＢＭＷ Ｍ５
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ＢＭＷ Ｍ５
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・エルカミーノ(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アラスカのストライ
カー装甲車(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)

サバイバルゲーム S1: Ep.10
大湿地帯(字)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 非致死性兵器
(二)

大惨事の瞬間: Ep.52/ストームチェ
イス(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)

解明・宇宙の仕組み: 不可解
な暗黒物質(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム S1:
Ep.14 アイスランド(字)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.13メキシコ(字)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.12 オーストラリア(字)

大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大竜
巻(二)
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THE NAKED: パナマ 取り残
されて(二)

THE ISLAND S5: Ep.5 協
力(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: Cノッチ加工(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・ステップ
サイド(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)

メガ輸送プロジェクト S2: ミニ
大量輸送(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: オフロード仕様ジープ
(二)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.10 大湿地帯(字)

★戦場の真実: ファルージャの
戦闘(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★世界のモノ作り: 寄木張 ほか(字)ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★先進医療の現場Building
10: Ep. 2(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の一攫千
金～ S8 特別編: 挑戦の舞台裏
(新)(二)

☆カスタム・マスター S4:
1957年式フェアレーン＆
1955年式ノマド(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: コブラでドリフト(二)
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ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.1 冬編 金脈(字)

ザ・秘境生活: ボルネオ島(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.1 冬編 金脈(字)

解明・宇宙の仕組み: 世にも
奇妙な惑星群(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S5: 運とは何か？(二)

★NASA超常ファイル S2: ナ
チスと月探査(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
宇宙の難破船(字)

マスター・オブ・アームズ: アックス
ピストル(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

★戦場の真実: カンダハルの戦
い(二)

★戦火の兵器大全: 第二次
世界大戦(二)

戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 国際宇宙ステーション(二)

戦場の真実: ファルージャの戦
闘(二)

戦場の真実: ベトナム・フエ攻
防戦(二)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

メガ輸送プロジェクト S2: 蒸気
機関車(二)

先進医療の現場Building
10: Ep. 3(字)

大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット脱
出(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: ベリーズ 倒
木の森(二)

★BigドリームSmallハウス: 旅する
スクールバス(二)
インフォマーシャル(日)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9 特別編:
Ep.1 一時代の終焉(二)

マスター・オブ・アームズ: アックス
ピストル(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: アウディ・TT(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: VWタイプ2スプ
リットスクリーン(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.1
メガ造船所(二)

☆メガ輸送プロジェクト S2:
蒸気機関車(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース
事故(二)

マスター・オブ・アームズ: アックス
ピストル(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 国際宇宙ステーション(二)

NASA超常ファイル S2: 木星
で核爆発？(二)

ザ・秘境生活: ボルネオ島(字)

カスタム・マスター S4: 1932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: シボレー・エルカミーノ(二)

MOTORアワー
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)

バッド・チャド・カスタム: ロカビ
リー・ウィークエンド(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

先進医療の現場Building
10: Ep. 3(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)

★ミリタリー・モーターズ: BTR-
50装甲兵員輸送車(二)

★世界のハイエンドSUV: ラン
ボルギーニ・ウルス(二)

★出動！消防士密着24時:
民家を襲う猛火(二)

戦火の軍用機大全: ジェットエ
ンジン(二)

マスター・オブ・アームズ: アックス
ピストル(二)

宇宙の解体新書 S2: 超大質
量ブラックホール(二)

解明・宇宙の仕組み: 世にも
奇妙な惑星群(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)

★世界ビックリ珍料理: ミシシッ
ピ川(字)

★BigドリームSmallハウス: アイデア
満載エコハウス(二)
インフォマーシャル(日)

バッド・チャド・カスタム: 未来の
宇宙船カー 前編(字)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.17 真珠養殖(新)(字)

★戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

21:55 ☆マスター・オブ・アー
ムズ: アックスピストル
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 S2: 超大
質量ブラックホール(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: トライアンフＴＲ
６(二)

カスタム・マスター S3: 1972年
式 シボレー・ブレイザー(二)

★カスタム・マスター S3: 1972
年式 シボレー・ブレイザー(二)

★戦火の軍用機大全: ジェット
エンジン(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: ヒン
デンブルク号とナチス(二)

サバイバルゲーム: 名場面集
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火
災(二)

☆おあそびマスターズ:
Ep.27(新)(日)

★陰謀の歴史: CIAの洗脳実
験(字)

出動！消防士密着24時:
バーで危機一髪(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 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: トライアンフＴＲ
６(二)

カスタム・マスター S3: 1957年
式シボレー ガッサースタイル
(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
S4: Ep.1 冬編 金脈(字)

世界ビックリ珍料理: モハベ砂
漠 自分発見の旅(字)

宇宙ミッション・危機一髪！:
ミール火災事故(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ パー
ト3(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーＸＫ８
(二)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)

サバイバルゲーム：グルメ総集
編(字)

★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社
の爆発火災(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S4: Ep.1 冬編 金脈
(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: モハベ
砂漠 自分発見の旅(新)(字)

★ザ・秘境生活: ボルネオ島
(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン(二)

★CAR FIX: 1970年式ビュイック・
スカイラーク パート1(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン(二)

★カスタム・マスター S3: 1957
年式シボレー ガッサースタイル
(二)

★戦火の軍用機大全: バト
ル・オブ・ブリテン(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: す
ぐ近くの地球型惑星(二)

カスタム・マスター S3: 1969年
式カマロ(二)

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

放送休止

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツGクラス(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人ヘリ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン
スキー大会(二)
インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: ケネディ暗殺
事件(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: フォード級航空母艦(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事
故(二)

バッド・チャド・カスタム: ロカビ
リー・ウィークエンド(字)

☆バッド・チャド・カスタム: 未
来の宇宙船カー 前編
(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の一攫千金～
S8 特別編: 挑戦の舞台裏(二)

完全マニュアル: 航空母艦の作り方
(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ウィリスジープ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ウィリスジープ(二)

★カスタム・マスター S3: 1969
年式カマロ(二)

★戦火の軍用機大全: 空中
戦(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)

サバイバルゲーム：生き残りの
秘訣(字)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)
インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: UFOロズウェル
事件(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9 特別編:
Ep.1 一時代の終焉(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: フェラーリ F355 F1ス
パイダー(二)

出動！消防士密着24時:
バーで危機一髪(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 移動型南極大陸研究所
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ パー
ト1(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
914(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: イスラエル軍の最
新兵器2(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 国際宇宙ステーション
(二)
☆ミステリー・ミュージアム: 恐
怖のランタン(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーマーク２
(二)

カスタム・マスター S3: 1952年
式ポンティアック 後編(二)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9 特別編:
Ep.1 一時代の終焉(二)

★戦火の軍用機大全: 偵察
機(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)

サバイバルゲーム：冒険の日々
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス墜
落(二)

☆出動！消防士密着24時:
バーで危機一髪(新)(二)

サバイバルゲーム：グルメ総集
編(字)

★サバイバルゲーム：冒険の
日々(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: EFIの秘密(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーマーク２
(二)

★カスタム・マスター S3: 1952
年式ポンティアック 後編(二)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(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: 1970年式 スカウ
ト800A(二)

メガ輸送プロジェクト S2: ガス
タービン(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: スーパーチャージャー
搭載(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ルノー・アルピーヌ
(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: A-10サンダーボ
ルト(二)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
の爪痕(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
(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: 1970年式 スカウ
ト800A(二)

★バッド・チャド・カスタム:
1939年式スチュードベーカー・
コマンダー(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: コブラ(二)

カスタム・マスター S3: 1952年
式ポンティアック 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: コブラ(二)

★カスタム・マスター S3: 1952
年式ポンティアック 前編(二)

★戦火の軍用機大全: 爆撃
機(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)

サバイバルゲーム S1: Ep.15
スコットランド(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アラスカのストライ
カー装甲車(二)

★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 S3: 謎
の放射線(二)

解明・宇宙の仕組み: 世にも
奇妙な惑星群(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム: 名場面集
(字)

サバイバルゲーム：グルメ総集
編(字)

★サバイバルゲーム：生き残り
の秘訣(字)

★NASA超常ファイル S3: 奇
妙な光の球(二)
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THE NAKED: フィリピン 見え
ない汚染(二)

★THE ISLAND S5: 挑戦の
舞台裏(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: コブラでドリフト(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ＢＭＷ Ｍ５
(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ パー
ト2(二)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.15 スコットランド(字)

★戦場の真実: ベトナム・ケサ
ンの戦い(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★世界のモノ作り: 木製腕時計 ほ
か(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★先進医療の現場Building
10: Ep. 3(字)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 米海軍・沿海域戦闘
艦(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S9 特別編:
Ep.1 一時代の終焉
(新)(二)

☆カスタム・マスター S4:
1932年式フォード・ロードス
ター(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ パー
ト4(二)
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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: ルーマニア(字)

宇宙の解体新書 S2: 超大質
量ブラックホール(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S5: 海は思考するのか？
(二)
★NASA超常ファイル S3: 冥
王星探査の危機(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
漏れた有毒物質(字)

マスター・オブ・アームズ: クロス
ボウ(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: テスラ・ファクトリー(二)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(二)

★戦場の真実: レイテ沖海戦
(二)

★戦火の兵器大全: 勝利を呼
ぶ乗り物(二)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.2 冬編 亀裂(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.2 冬編 亀裂(字)

戦場の真実: カンダハルの戦い
(二)

戦火の兵器大全: 第二次世
界大戦(二)

メガ輸送プロジェクト S2: 戦車
(二)

先進医療の現場Building
10: Ep. 4(字)

大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: ナミビア 心
の闇(二)

★BigドリームSmallハウス: アウトド
ア基地(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: 1976年式フォー
ド・カプリ Mk2(二)

マスター・オブ・アームズ: クロス
ボウ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMW Z1(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダラック・タイプ
L(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.2
巨大船体(二)

☆メガ輸送プロジェクト S2:
戦車(新)(二)

戦場の真実: ベトナム・ケサン
の戦い(二)

★大惨事の瞬間: Ep.15/インドでビ
ル倒壊(二)

マスター・オブ・アームズ: クロス
ボウ(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: テスラ・ファクトリー(二)

NASA超常ファイル S2: ナチス
と月探査(二)

ザ・秘境生活: ルーマニア(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9 特別編:
Ep.2 新たなボス(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ポンティアック・トランザム
(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

先進医療の現場Building
10: Ep. 4(字)

MOTORアワー
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)

ガレージ・リハブ: 発明家の店
(字)

インフォマーシャル(日)

★ミリタリー・モーターズ S2: シ
ボレー・コルベット ペースカー
(二)

★SUPERCAR 2: メルセデス
AMG GT(二)

出動！消防士密着24時: エ
ンジン出火(二)

インフォマーシャル(日)

マスター・オブ・アームズ: クロス
ボウ(二)

宇宙の解体新書 S2: 究極の
恒星(二)

宇宙の解体新書 S2: 超大質
量ブラックホール(二)

大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース事
故(二)
インフォマーシャル(日)

★世界ビックリ珍料理: ケイジャ
ン料理(字)

★BigドリームSmallハウス: 17世紀
の船(二)
インフォマーシャル(日)

バッド・チャド・カスタム: 未来の
宇宙船カー 後編(字)

カスタム・マスター S4: 1967年
式ポンティアックGTO 前編(二)

★戦闘艦大全: 装甲艦(二)

21:55 ☆マスター・オブ・アー
ムズ: クロスボウ(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 S2: 究極
の恒星(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)

カスタム・マスター S3: 2014年
式ジャガーXJL(二)

戦火の軍用機大全: 最強の
戦闘機＆対地攻撃機(二)

★戦火の軍用機大全: 最強
の戦闘機＆対地攻撃機(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)

THE ISLAND S5: Ep.5 協
力(字)

★大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー
90ｍ滑落(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.18 風船(新)(字)

NASA超常ファイル S4: ヒンデ
ンブルク号とナチス(二)

出動！消防士密着24時: 事
故車両からの救出(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 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: フォード・エスコー
ト・マーク1(二)

★カスタム・マスター S3: 2014
年式ジャガーXJL(二)

戦火の軍用機大全: ヘリコプ
ター(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.2 冬編 亀裂(字)

世界ビックリ珍料理: カウボー
イ・ライフ(字)

宇宙ミッション・危機一髪！:
宇宙の難破船(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 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: トライアンフＴＲ
６(二)

戦火の軍用機大全: ジェットエ
ンジン(二)

大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火災
(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S4: Ep.2 冬編 亀裂
(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: カウ
ボーイ・ライフ(新)(字)

★ザ・秘境生活: ルーマニア
(字)

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)

カスタム・マスター S3: 1965年
式ワーゲンバス 21ウインドウ
(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)

★カスタム・マスター S3: 1965
年式ワーゲンバス 21ウインドウ
(二)

★戦火の軍用機大全: ヘリコ
プター(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)

THE ISLAND S5: Ep.4 狩
り(字)

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

NASA超常ファイル S4: すぐ
近くの地球型惑星(二)

マスター・オブ・アームズ: アックス
ピストル(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 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: ベンツ ＳＬＫ
(二)

カスタム・マスター S3: 1929年
式フォード・ロードスター(二)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(二)

バッド・チャド・カスタム: 未来の
宇宙船カー 前編(字)

バッド・チャド・カスタム: 未来の
宇宙船カー 後編(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: フォード級航空母艦(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1970年式ビュイック・ス
カイラーク パート1(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン(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 S4:
ISS・非常警報発令(二)

THE ISLAND S5: Ep.3 空
腹(字)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

☆ガレージ・リハブ: 発明家の
店(新)(字)

☆バッド・チャド・カスタム: 未
来の宇宙船カー 後編
(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9 特別編:
Ep.1 一時代の終焉(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: シェルビー・
GT500(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツ ＳＬＫ
(二)

★カスタム・マスター S3: 1929
年式フォード・ロードスター(二)

★戦火の軍用機大全: 極秘
任務(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: ウィリスジープ(二)

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事故
(二)
インフォマーシャル(日)

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～ S9 特別編:
Ep.2 新たなボス(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: テスラ・ファクトリー(二)

☆ミステリー・ミュージアム: 磁
力を持つ少女(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・マスタング
(二)

カスタム・マスター S3: 1955年
式フォード・ピックアップトラック
後編(二)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9 特別編:
Ep.2 新たなボス(二)

★戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 砂
漠地帯・謎の宇宙船(二)

THE ISLAND S5: Ep.2 対
立(字)

★大惨事の瞬間: Ep.11戦車！市
街地暴走(二)

☆出動！消防士密着24時:
事故車両からの救出
(新)(二)

ザ・秘境生活: ボルネオ島(字)

★THE ISLAND S5: Ep.2
対立(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: BMW M3/BMW
335i(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・マスタング
(二)

★カスタム・マスター S3: 1955
年式フォード・ピックアップトラック
後編(二)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 視聴者質問！舞
台裏SP(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1976年式フォー
ド・カプリ Mk2(二)

メガ輸送プロジェクト S2: 蒸気
機関車(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: EFIの秘密(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーマーク２
(二)

戦火の軍用機大全: 偵察機
(二)

大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス墜落
(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工
場爆発(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)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1976年式フォー
ド・カプリ Mk2(二)

バッド・チャド・カスタム: 1934
年式デソート・エアフロー(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMWイセッタ
(二)

カスタム・マスター S3: 1955年
式フォード・ピックアップトラック
前編(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMWイセッタ
(二)

★カスタム・マスター S3: 1955
年式フォード・ピックアップトラック
前編(二)

★戦火の軍用機大全: 海軍
の航空機(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 金
星・生命体の存在(二)

THE ISLAND S5: Ep.1 冒
険の始まり(字)

戦火の軍用機大全: 爆撃機
(二)

大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊(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)

宇宙の解体新書 S2: 超大質
量ブラックホール(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE ISLAND S5: Ep.5
協力(字)

★THE ISLAND S5: Ep.4
狩り(字)

★THE ISLAND S5: Ep.3
空腹(字)

NASA超常ファイル S4: 火星
ミッション・科学者失踪事件
(二)
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THE NAKED: ベリーズ 倒木
の森(二)

★怪しい伝説: 映画「インディ・
ジョーンズ」の検証(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1971年式カマロ パート
4(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: コブラ(二)

出動！消防士密着24時: 事
故車両からの救出(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 国際宇宙ステーション(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: フェラーリ F355 F1スパ
イダー(二)

★THE ISLAND S5: Ep.1
冒険の始まり(字)

★戦場の真実: バグダッド侵攻
(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★世界のモノ作り: かご細工 ほか
(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★先進医療の現場Building
10: Ep. 4(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S4: フォード級航空母艦(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S9 特別編:
Ep.2 新たなボス(新)(二)

☆カスタム・マスター S4:
1967年式ポンティアックGTO
前編(新)(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1970年式ビュイック・ス
カイラーク パート2(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
6/17 6/18 6/19 6/20 6/21 6/22 6/23

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
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23:00 23:00
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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

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の航空機
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.3 冬編 深みへ(字)

★戦火の兵器大全: イギリス
陸軍工兵隊(二)

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
S4: Ep.3 冬編 深みへ(字)

宇宙の解体新書 S2: 究極の
恒星(二)

★戦場の真実: ミッドウェー海
戦(二)

ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S5: 人類は神になるのか？
(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！:
秘密任務からのSOS(字)

マスター・オブ・アームズ: 騎兵
刀(二)

★SUPERCAR 2: アルファロメ
オ4C(二)

出動！消防士密着24時:
バーで危機一髪(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: 1995年式ボルボ
850T-5R(二)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走する
大型トラック(二)

★戦場の真実: 沖縄戦(二)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)

メガ輸送プロジェクト S2: 空母
「プリンス・オブ・ウェールズ」(二)

先進医療の現場Building
10: Ep. 5(字)

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

★ザ・無人島生活: Ep.1 火
おこし(字)

★BigドリームSmallハウス: 冒険の
できる家(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: トヨタMR2 ターボ
(二)

★ミリタリー・モーターズ S2: ア
ントノフ2 飛行計画(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 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: 名場面SP(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.3
避難訓練(二)

☆メガ輸送プロジェクト S2:
空母「プリンス・オブ・ウェール
ズ」(新)(二)

戦場の真実: バグダッド侵攻
(二)

戦場の真実: レイテ沖海戦
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ
イ崩落(二)

マスター・オブ・アームズ: 騎兵
刀(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の航空機
(二)

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～ S9: Ep.1 独立
宣言(二)

マスター・オブ・アームズ: 騎兵
刀(二)

インフォマーシャル(日)

バッド・チャド・カスタム: 1935
年式ハップモービル(字)

カスタム・マスター S4: 1967年
式ポンティアックGTO 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 「ローン・サバイバー」のため
のマスタング(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

先進医療の現場Building
10: Ep. 5(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

カスタム・マスター S4: 1952年
式ポンティアック(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

マスター・オブ・アームズ: 騎兵
刀(二)

宇宙の解体新書 S2: ビッグバ
ンへの旅(二)

宇宙の解体新書 S2: 究極の
恒星(二)

大惨事の瞬間: Ep.15/インドでビル
倒壊(二)
インフォマーシャル(日)

世界ビックリ珍料理: モハベ砂
漠 自分発見の旅(字)

★BigドリームSmallハウス: 湖畔の
奇抜ハウス(二)

ザ・遭難サバイバル: ラオス(字)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン
制御不能(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S15: Ep.19 鉛筆(新)(字)

★戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

21:55 ☆マスター・オブ・アー
ムズ: 騎兵刀(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 S2: ビッグ
バンへの旅(二)

★CAR FIX: 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: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

★カスタム・マスター S4: 1952
年式ポンティアック(二)

★戦火の鉄道大全: 歴史を変
えた鉄道秘話(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 月
の奇妙な秘密(二)

戦火の軍用機大全: 最強の
戦闘機＆対地攻撃機(二)

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

NASA超常ファイル S4: 木星
の呪い(二)

出動！消防士密着24時: 緊
迫場面SP(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: TVR・サーブラウ
(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
(二)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.3 冬編 深みへ(字)

世界ビックリ珍料理: コンキスタ
ドールの足跡(字)

宇宙ミッション・危機一髪！:
漏れた有毒物質(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 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: フォード・エスコー
ト・マーク1(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4:
CIAの秘密復讐計画(二)

ザ・遭難サバイバル: モンゴル
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・
離陸失敗(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S4: Ep.3 冬編 深みへ
(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: コンキ
スタドールの足跡(新)(字)

マスター・オブ・アームズ: クロス
ボウ(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 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: TVR・サーブラウ
(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
(二)

★戦火の鉄道大全: 南北戦
争時代の鉄道(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9 特別編:
Ep.2 新たなボス(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーリス・マイナー・
トラベラー(二)

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)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

ガレージ・リハブ: 廃れたオフロー
ド専門店(字)

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)

戦火の軍用機大全: ヘリコプ
ター(二)

大惨事の瞬間: Ep.13/高速道路
の大クラッシュ(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S4: 火
星・謎のメッセージ(二)

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)

ザ・遭難サバイバル: ブルガリア
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母
艦上の着陸事故(二)

☆ガレージ・リハブ: 廃れたオフ
ロード専門店(新)(字)

☆バッド・チャド・カスタム:
1935年式ハップモービル
(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.1 独立
宣言(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 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: モーリス・マイナー・
トラベラー(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
(二)

★戦火の鉄道大全: 救急列
車(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ・ボクス
ターS(二)

カスタム・マスター S3: 1955年
式シボレー・ノマド(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.1 独立
宣言(二)

↑

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: テスラ・ファクトリー(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: シェルビー・GT500(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツ ＳＬＫ
(二)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 地
球上のエイリアン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タンクロー
リー事故(二)

☆出動！消防士密着24時:
緊迫場面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
～ S3: 世界最大級の航空機
(二)
☆ミステリー・ミュージアム:
トーニャvsナンシー(新)(字)

NASA超常ファイル S4: 砂漠
地帯・謎の宇宙船(二)

ザ・秘境生活: ルーマニア(字)

★世界のモノ作り: 事務椅子 ほか
(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★先進医療の現場Building
10: Ep. 5(字)

マスター・オブ・アームズ: アックス
ピストル(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: カマロZ28(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ・ボクス
ターS(二)

★カスタム・マスター S3: 1955
年式シボレー・ノマド(二)

★戦火の鉄道大全: 泰緬鉄
道(二)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

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: トヨタMR2 ターボ
(二)

メガ輸送プロジェクト S2: 戦車
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: BMW M3/BMW
335i(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・マスタング
(二)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

大惨事の瞬間: Ep.11戦車！市街
地暴走(二)
インフォマーシャル(日)

★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: トヨタMR2 ターボ
(二)

☆カスタム・マスター S4:
1967年式ポンティアックGTO
後編(新)(二)

バッド・チャド・カスタム: ロカビ
リー・ウィークエンド(字)

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)

カスタム・マスター S3: 1968年
式カマロ(二)

★カスタム・マスター S3: 1968
年式カマロ(二)

★戦火の鉄道大全: ナチスの
巨大列車砲(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 太
陽の双子星(二)

THE ISLAND S5: 挑戦の舞
台裏(字)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(二)

戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)

大惨事の瞬間: Ep.10/花火工場
爆発(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S4: 金
星・生命体の存在(二)

宇宙の解体新書 S2: 究極の
恒星(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
後の一攫千金～ S9: Ep.1
独立宣言(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1981年式デロリアン
(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)

Discovery Channel
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THE NAKED: ナミビア 心の
闇(二)

ザ・秘境生活: ボルネオ島(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 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: BMWイセッタ
(二)

バッド・チャド・カスタム: 1935
年式ハップモービル(字)

マスター・オブ・アームズ: アックス
ピストル(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー
(二)

ガレージ・リハブ: 廃れたオフロー
ド専門店(字)

MOTORアワー

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★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)

★ザ・遭難サバイバル: マダガス
カル(字)

THE ISLAND S5: 挑戦の舞
台裏(字)

大惨事の瞬間: Ep.12/墜落5000
ｍ(二)
インフォマーシャル(日)
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25:30 25:30
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26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 超高速ジェットコースター
(二)

★戦火の兵器大全: 情報分
析(二)

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
S4: Ep.4 冬編 祝杯(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.4 冬編 祝杯(字)

ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

宇宙の解体新書 S2: ビッグバ
ンへの旅(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S5: 影の宇宙(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！:
生還への分岐点(字)

マスター・オブ・アームズ: ラッパ
銃(二)

★ミリタリー・モーターズ S2:
フォードM151(二)

★SUPERCAR 2: ロールス・
ロイス・レイス(二)

出動！消防士密着24時: 事
故車両からの救出(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で
家が流される(字)

★戦場の真実: バルジの戦い
(二)

★戦場の真実: 長津湖の戦い
(二)

戦場の真実: 沖縄戦(二)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.4
スーパー・タグボート(二)

先進医療の現場Building
10: Ep. 6(字)

大惨事の瞬間: Ep.23/逃走する大
型トラック(二)
インフォマーシャル(日)

★ザ・無人島生活: Ep.2 シェ
ルター作り(字)

★BigドリームSmallハウス: アラスカ
式ユルト(二)
インフォマーシャル(日)

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

マスター・オブ・アームズ: ラッパ
銃(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 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: フォードF-1(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.4
スーパー・タグボート(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 都市と鉄道(二)

戦場の真実: ミッドウェー海戦
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(字)

マスター・オブ・アームズ: ラッパ
銃(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 超高速ジェットコースター
(二)

NASA超常ファイル S3: 月の
有機体(二)

ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.2 一大
決心(二)

インフォマーシャル(日)

ガレージ・リハブ: 退役軍人支
援の店 パート1(字)

★クラシックカー・コレクション: ポ
ルシェ959S(二)

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

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

先進医療の現場Building
10: Ep. 6(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: キャデラック・クー
ペ・ドゥビル(二)

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

戦争秘話: タラワの戦いと米海
兵隊(二)

マスター・オブ・アームズ: ラッパ
銃(二)

宇宙の解体新書 S2: 木星の
秘密(二)

宇宙の解体新書 S2: ビッグバ
ンへの旅(二)

大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェイ
崩落(二)
インフォマーシャル(日)

世界ビックリ珍料理: カウボー
イ・ライフ(字)

★BigドリームSmallハウス: 職人流
小さな豪邸(二)

秘境ハンター: シベリア 森の中
の巨大クレーター(字)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S15:
Ep.20 真島ヒロのマンガ制作(新)(字)

★戦闘艦大全: 冷戦時代
(二)

21:55 ☆マスター・オブ・アー
ムズ: ラッパ銃(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 S2: 木星
の秘密(二)

★CAR FIX: 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: キャデラック・クー
ペ・ドゥビル(二)

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

★戦争秘話: タラワの戦いと米
海兵隊(二)

インフォマーシャル(日)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えた黄金郷(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

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

NASA超常ファイル S4: 月の
奇妙な秘密(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 都市と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ロータス・エリーゼ
S2(二)

カスタム・マスター S4: 1927年
式シャドウ・ロッド(二)

戦争秘話: バルジの戦いと米
軍工兵部隊(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S4: Ep.4 冬編 祝杯(字)

世界ビックリ珍料理: コロンブス
の足跡(字)

宇宙ミッション・危機一髪！:
秘密任務からのSOS(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 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: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

★カスタム・マスター S4: 1927
年式シャドウ・ロッド(二)

★戦争秘話: バルジの戦いと
米軍工兵部隊(二)

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)

秘境ハンター: ニューギニア島
謎の白線地帯(字)

★大惨事の瞬間: Ep.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 S4: CIA
の秘密復讐計画(二)

マスター・オブ・アームズ: 騎兵
刀(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1967年式カマロ(二)

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

★秘境ハンター: ニューギニア
島 謎の白線地帯(字)

★名車再生！エド大活躍トッ
プ10(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: FSM・シレーナ
105(二)

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: TVR・サーブラウ
(二)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

秘境ハンター: 制作舞台裏
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火から
400軒の大火災(二)

☆ガレージ・リハブ: ゴルフカー
ト専門店の挑戦(新)(字)

☆ガレージ・リハブ: 退役軍人
支援の店 パート1(新)(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 S16:
Ep.1 ヨネックス製テニスラケット(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★先進医療の現場Building
10: Ep. 6(字)

マスター・オブ・アームズ: クロス
ボウ(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S4: Ep.4 冬編 祝杯
(新)(字)

☆世界ビックリ珍料理: コロン
ブスの足跡(新)(字)

★CAR FIX: 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: FSM・シレーナ
105(二)

★カスタム・マスター S4: シボ
レー・ノマド風ゴルフカート(二)

★戦火の鉄道大全: 第二次
世界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: アトランティス消失(二)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

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

NASA超常ファイル S4: 火星
のストーンヘンジ(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.2 一大
決心(二)

インフォマーシャル(日)

☆ミステリー・ミュージアム: 空
から降ってきた魚(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・コルベッ
トC2(二)

カスタム・マスター S4: 1967年
式シボレー・ノヴァ(二)

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S9: Ep.2 一大
決心(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 都市と鉄道(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の航空機
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 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: モーリス・マイナー・
トラベラー(二)

インフォマーシャル(日)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えたマレーシア航空370
便(二)

ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガス
タンク爆発(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 都市と鉄道(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 超高速ジェットコース
ター(二)

ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 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: シボレー・コルベッ
トC2(二)

★カスタム・マスター S4: 1967
年式シボレー・ノヴァ(二)

★戦火の鉄道大全: 第一次
世界大戦下の鉄道(二)

バッド・チャド・カスタム: 未来の
宇宙船カー 前編(字)

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

カスタム・マスター S4: 緑色の
1969年式カマロ(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(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: ポルシェ・ボクス
ターS(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(二)

大惨事の瞬間: Ep.18/タンクロー
リー事故(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S4: 地球
上のエイリアン(二)

★カスタム・マスター S4: 緑色
の1969年式カマロ(二)

★戦火の鉄道大全: 鉄道破
壊工作(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S4: 土
星を巡るデススター(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(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S4: 太陽
の双子星(二)

宇宙の解体新書 S2: ビッグバ
ンへの旅(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1998年式３５５Ｆ
１スパイダー(二)

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

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 3代目レンジロー
バー(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)

メガ輸送プロジェクト S2: 空母
「プリンス・オブ・ウェールズ」(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: カマロZ28(二)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

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)

ガレージ・リハブ: ゴルフカート専
門店の挑戦(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★秘境ハンター: シベリア 森の
中の巨大クレーター(字)
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ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

ザ・秘境生活: ルーマニア(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1981年式デロリアン
(二)

★秘境ハンター: 制作舞台裏
(字)

★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)

大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・離
陸失敗(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S9: Ep.2
一大決心(新)(二)

★クラシックカー・コレクション: 1987
年式BMW・M6クーペ(二)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス
DC７衝突テスト(二)

★クラシックカー・コレクション: 1990
年式マツダ・ロードスター(二)

大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪崩
(二)
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