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Discovery Channel
2020年09月編成表

ザ・秘境生活 シーズン1:
ルーマニア(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.3 限界点
(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン2: ファルコン
F7(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ジャ
ガー・Ｅタイプ(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1969
年式オペルGT(二)

★フューチャーウェポン・21世
紀 戦争の真実 シーズン1:
究極の狙撃(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: ロータ
ス・エヴォーラ(字)

解剖!メガマシン シーズン
2: 空飛ぶ船(二)

★解明・太陽の脅威(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ベントレー・ミュ
ルザンヌ(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: レンジローバーP38(二)

シフティング・ギア: トレー
ラー・レース1(字)

★火星への旅 完全ガイド
(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: シボレー・カマ
ロ（第6世代）(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: フロッグアイ・スプライト
(二)

THE NAKED シーズン5:
メキシコのジャングル(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: マヤ文明の謎(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ポルシェ・パナ
メーラ(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: プジョーRCZ
R(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: ダッジ・チャージャー(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: オールズモビル・カトラス
パート2(字)

★潜入!ロイヤル・ネイビー:
ドック型輸送揚陸艦「ブル
ワーク」(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン3:
ダッジ・コロネット(字)

★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)

深層解明Xファイル シーズン
3: 極秘刑務所(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 木星探査機ジュノー
(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 四川の湿地帯(字)

★大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 島からの脱出(字)

★大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 知力 VS 体力(字)

★大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 三江併流(字)

★大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 師弟対決(字)

インフォマーシャル(日)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: バレットジャクソンへの道
パート2(字)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル シー
ズン3: 暗号の行方(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)

★ドリームカー誕生 S3: ウルティマ・エボ
リューション(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1969
年式オペルGT(二)

★フューチャーカー: 2030
年のテクノロジー(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ダッ
ジ・チャージャー(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
オールズモビル・カトラス パー
ト2(字)

潜入!ロイヤル・ネイビー:
ドック型輸送揚陸艦「ブル
ワーク」(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1977年式
ポルシェ924(二)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 水中のストーン
ヘンジ(二)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 師弟対決(字)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェイ
崩落(二)

☆CAR FIX シーズン7: コルベット
Z06(新)(字)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1977年式
ポルシェ924(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: 飛行船(二)

★アラスカ・メガマシン: 巨大
ブイ／掘削機ほか(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ シーズ
ン10: Ep.12 報われる時
(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.4 衝突
(新)(字)

ファスト＆ラウド シーズン3:
真っ赤なキャデラック・コン
バーチブル 1(字)

潜入・これが米軍だ!: 超
巨大(字)

カナダ鉄道24時: やっかい
な積み荷(二)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: サーペント・マウ
ンドの謎(二)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 三江併流(字)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走する大
型トラック(二)

★カナダ鉄道24時: やっか
いな積み荷(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖!メガマシン シーズ
ン2: 空飛ぶ船(二)

☆歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: マヤ文明の謎
(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: デロ
リアン(二)

★アラスカ・メガマシン: タグ
ボート／砕氷マシンほか
(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: アリエル・アトム
3S(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: デロリアン(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: 真っ赤なキャデラック・コン
バーチブル 1(字)

★潜入・これが米軍だ!:
超巨大(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: ミニ・モーク(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: バレットジャクソンへの道
パート1(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)

★深層解明Xファイル シー
ズン3: バチカン帝国(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: 真っ赤なキャデラック・コン
バーチブル 2(字)

★潜入・これが米軍だ!:
超汚い(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: カポネの脱出ト
ンネル(二)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪崩
(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 歴史に埋もれた
共同墓地(二)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 島からの脱出
(字)

★深層解明Xファイル シー
ズン3: 真珠湾攻撃(二)

★アダムの怪しい実験: ニト
ログリセリン(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン3:
フォードGT パート1(字)

★CAR FIX シーズン7: 1963年式
フォード・ギャラクシー(字)

★CAR FIX シーズン7: コルベット
Z06(字)

潜入・これが米軍だ!: 超
危険(字)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.1 宇宙飛行士
の宝地図(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
フォードGT パート2(字)

潜入・これが米軍だ!: 超
きつい(字)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: 飛行船(二)

潜入・これが米軍だ!: 超
汚い(字)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: マヤ文明の謎(字)

★シフティング・ギア: トレー
ラー・レース1(字)

★アダムの怪しい実験:
「フィフス・エレメント」の銃
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: シ
ボレー・ステップサイド(二)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火から
400軒の大火災(二)

★未来の戦争: ならずもの
国家(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: シボレー・ベルエアー(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: フォードGT パート2(字)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 宇宙の果て(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: シ
ボレー・ベルエアー(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
真っ赤なキャデラック・コン
バーチブル 2(字)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 知力 VS 体力
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラスDC
７衝突テスト(二)

★ドリームカー誕生 S3: アウディ
S8(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: 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 シーズン
8: サーブ・9-3(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: オールズモビル・カトラス
パート1(字)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母艦
上の着陸事故(二)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガスタ
ンク爆発(二)

★宇宙から発見!海の財
宝を探せ: Ep.1 宇宙飛行
士の宝地図(二)

☆THE NAKED シーズン
5: メキシコのジャングル
(新)(二)

☆起業チャレンジ!覆面ビ
リオネア: Ep.6 覆面の危
機(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: カル
マンギア(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: カルマンギア(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: フォードGT パート1(字)

★潜入・これが米軍だ!:
超危険(字)

インフォマーシャル(日)

21:55 ★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズン
1: 恐怖の大規模爆弾(二)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 四川の湿地帯
(字)

☆おあそびマスターズ:
Ep.42(新)(日)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 恐竜の引っかき
傷(二)

★深層解明Xファイル シー
ズン3: 南北戦争の女スパイ
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン1: 究
極の狙撃(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: フェラーリ・カリ
フォルニアT(字)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: 300ドルのシボレーG10
バン(字)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タンクロー
リー事故(二)

アダムの怪しい実験: 「フィフ
ス・エレメント」の銃(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.6 覆面の危機
(二)

★歴史に残る空中戦: ミグ
15とF-86(二)

アラスカ・メガマシン: 巨大ブ
イ／掘削機ほか(二)

★歴史に残る空中戦: 零
戦とF4F(二)

★戦場の真実: ファルージャ
の戦闘(二)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.1 宇宙飛行士
の宝地図(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズン
8: 木星探査機ジュノー(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: ブラックホール
(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: 宇宙ビジネス
(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: メルセ
デス・ベンツ560SL(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

☆潜入!世界の巨大建造物:
巨大建造物の共通項(新)(字)

戦火の軍用機大全: 最強
の戦闘機＆対地攻撃機
(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: 宇宙ゴミの脅
威(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン3: ファース
トコンタクト(二)

★NASA60年 栄光の軌
跡と未来(二)

★解剖!メガマシン シーズ
ン3: 空飛ぶ車(字)

カナダ鉄道24時: やっかい
な積み荷(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.12 報われる時
(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.6 覆面の危機
(二)

シフティング・ギア: トレー
ラー・レース1(字)

★フューチャーカー: 2030
年のテクノロジー(字)

解明・太陽の脅威(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街の
大規模地滑り(字)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: マヤ文明の謎(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズロ
ケット大爆発(字)

★潜入・これが米軍だ!:
超きつい(字)

潜入!世界の巨大建造
物: 巨大建造物の共通項
(字)

アラスカ・メガマシン: 巨大ブ
イ／掘削機ほか(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)

★ザ・秘境生活 シーズン1:
オーストラリア(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン16: Ep.4 チェスセット(字)

インフォマーシャル(日)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン1: 恐
怖の大規模爆弾(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: フォー
ド・マスタング5.0(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 宇宙の果て(二)

★太陽系最後の時(字)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・離
陸失敗(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン5:
メキシコのジャングル(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン16: Ep.3 サーフボード(字)

インフォマーシャル(日)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.4 衝突
(字)

MotorTrend
★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1977
年式ポルシェ924(二)

★シフティング・ギア: キング
オブハマー2(字)

未来の戦争: ならずもの国
家(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1969年式オペルGT(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン3: 1995年
式シボレー・タホ(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン3: プリムス・ロードラン
ナー・コンバーチブル(二)
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★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 水中のストーン
ヘンジ(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 宇宙の果て(二)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン1: サーペント・マウ
ンドの謎(二)

アラスカ・メガマシン: 巨大ブ
イ／掘削機ほか(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
真っ赤なキャデラック・コン
バーチブル 2(字)

大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラスDC７
衝突テスト(二)

MotorTrend
名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1969年式
オペルGT(二)

シフティング・ギア: トレー
ラー・レース1(字)

★ファスト＆ラウド シーズン
3: オールズモビル・カトラス
パート2(字)

★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)

ファスト＆ラウド シーズン3:
真っ赤なキャデラック・コン
バーチブル 1(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)

解明・地下世界ミステリー
シーズン1: カポネの脱出ト
ンネル(二)

アダムの怪しい実験: 「フィフ
ス・エレメント」の銃(二)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 歴史に埋もれた
共同墓地(二)

ファスト＆ラウド シーズン3:
フォードGT パート1(字)

大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガスタン
ク爆発(二)

未来の戦争: ならずもの国
家(字)

シフティング・ギア: トレー
ラー・レース2(字)

Discovery Channel
2020年09月編成表

ザ・秘境生活 シーズン1:
オーストラリア(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.4 衝突
(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: プジョーRCZ
R(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
8: ダッジ・チャージャー(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・マンハント シーズン1:
パナマ(字)

★ザ・マンハント シーズン1:
ポーランド(字)

★ザ・マンハント シーズン1:
南アフリカ(字)

★ザ・マンハント シーズン1:
制作舞台裏(字)

★大脱出!サバイバルレー
ス シーズン2: 砂漠の達人
(字)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1972年式
ランチア・フルヴィア(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン1: 恐
怖の大規模爆弾(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: アリエル・アトム
3S(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: デロ
リアン(二)

解剖!メガマシン シーズン
2: スーパー・バイク(二)

カスタム・マスター シーズン
5: 1955年式ノマド(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: アウディ S8(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: シ
ボレー・ステップサイド(二)

THE NAKED シーズン5:
コロンビアの熱帯雨林(二)

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)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★スゴ腕!RC模型ビルダー シー
ズン2: カーゴローダー／モーター
ホーム(二)

★アラスカ・メガマシン: 空飛ぶ
ICU／鉄道連絡船ほか(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10: Ep.13
大勝負(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.5 二重スパイ
(新)(字)

☆カスタム・マスター シーズン5:
1955年式ノマド(新)(二)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: ソロモンの財宝
(二)

★ドリームカー誕生 S3: ジャガー
XF(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: フィアット・ディーノ(二)

☆トップギア シーズン2: ボ
ウラー・ワイルドキャット
(新)(字)

★兵士が撮ったアフガン紛
争最前線: Ep.1 初めての
任務(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 「新天地到達」
秘史(二)

ザ・マンハント シーズン1: 制
作舞台裏(字)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で家が
流される(字)

★ドリームカー誕生 S3: BMW
M6(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: モーガン(二)

☆トップギア シーズン2:
ロールスロイス/ローバー
P5(新)(字)

★兵士が撮ったアフガン紛
争最前線: Ep.2 IEDの罠
(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: カリフォルニア最
後の日(二)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 砂漠の達人
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最悪
ガス管爆発事故(字)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: ミシガン湖 魔の
三角域(二)

トップギア シーズン2: ボウ
ラー・ワイルドキャット(字)

兵士が撮ったアフガン紛争
最前線: Ep.1 初めての任
務(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1969年式オペルGT(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1969年式オペルGT(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1972
年式ランチア・フルヴィア(二)

☆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(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: モー
ガン(二)

トップギア シーズン2: ロール
スロイス/ローバーP5(字)

兵士が撮ったアフガン紛争
最前線: Ep.2 IEDの罠
(字)

カナダ鉄道24時: 大規模メ
ンテナンス(二)

★カナダ鉄道24時: 大規
模メンテナンス(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖!メガマシン シーズ
ン2: スーパー・バイク(二)

★フューチャーカー: 2030
年の燃料(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: フィ
アット・ディーノ(二)

ザ・マンハント シーズン1: 南
アフリカ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大脱走
(字)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S3: ロールス・ロイ
ス ドーン(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: ＢＭＷ Ｍ５(二)

☆トップギア シーズン2: レ
クサスSC430(新)(字)

★兵士が撮ったアフガン紛
争最前線: Ep.3 戦いのス
イッチ(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
シーズン2: ナチスの金塊
(二)

ザ・マンハント シーズン1:
ポーランド(字)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司令
部、大爆発(字)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェ
クト: いすゞベレット1600GTR 1(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: ルノー・アルピーヌ(二)

☆トップギア シーズン2:
ジャガー特集(新)(字)

★兵士が撮ったアフガン紛
争最前線: Ep.4 狙われた
選挙(字)

インフォマーシャル(日)

トップギア シーズン2: レクサ
スSC430(字)

兵士が撮ったアフガン紛争
最前線: Ep.3 戦いのスイッ
チ(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.13 大勝負(二)

シフティング・ギア: トレー
ラー・レース1(字)

★シフティング・ギア: トレー
ラー・レース2(字)

☆起業チャレンジ!覆面ビ
リオネア: Ep.7 ラスト・チャ
ンス(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ル
ノー・アルピーヌ(二)

トップギア シーズン2: ジャ
ガー特集(字)

兵士が撮ったアフガン紛争
最前線: Ep.4 狙われた選
挙(字)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.2 ミッシングリン
ク(二)

★宇宙から発見!海の財
宝を探せ: Ep.2 ミッシングリ
ンク(二)

☆THE NAKED シーズン
5: コロンビアの熱帯雨林
(新)(二)

★アダムの怪しい実験: ホッ
トドッグ銃(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: Ｂ
ＭＷ Ｍ５(二)

シフティング・ギア: トレー
ラー・レース2(字)

ザ・秘境生活 シーズン1:
オーストラリア(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: ウルティマ・エボ
リューション(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: カル
マンギア(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 超大質量ブラックホー
ル(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン3: ファースト
コンタクト(二)

大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズロケッ
ト大爆発(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン5:
コロンビアの熱帯雨林(二)

フューチャーカー: 2030年の
燃料(字)

カスタム・マスター シーズン
5: 1955年式ノマド(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: フェラーリ・カリフォ
ルニアT(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: シ
ボレー・ベルエアー(二)

ザ・マンハント シーズン1: パ
ナマ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エアショーの
戦闘機事故(字)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェ
クト: いすゞベレット1600GTR 2(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: ポルシェ 914(二)

☆トップギア シーズン2: ポ
ルシェ・911ターボ
(新)(字)

★兵士が撮ったアフガン紛
争最前線: Ep.5 帰還
(字)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン3:
フォードGT パート2(字)

大惨事の瞬間: Ep.26/花火から400
軒の大火災(二)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 恐竜の引っかき
傷(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン1: 恐
怖の大規模爆弾(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シーズン
8: 超大質量ブラックホール
(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ポ
ルシェ 914(二)

トップギア シーズン2: ポル
シェ・911ターボ(字)

兵士が撮ったアフガン紛争
最前線: Ep.5 帰還(字)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: カーゴローダー／
モーターホーム(二)

★未来の戦争: 超大国
(字)

21:55 ★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズン
2: 携帯型ロケット砲(二)

歴史に残る空中戦: ミグ15
とF-86(二)

歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

戦場の真実: ファルージャの
戦闘(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ホンダ・
シビックCVCC(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ランド
ローバー・シリーズIIA(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★徹底検証・もしもいま建設した
ら: ギザの大ピラミッド(字)

未来の戦争: ならずもの国
家(字)

徹底検証・もしもいま建設し
たら: ギザの大ピラミッド(字)

アラスカ・メガマシン: 空飛ぶ
ICU／鉄道連絡船ほか
(二)

大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街の大
規模地滑り(字)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン1:
ボツワナ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン16: Ep.6 蒸気機関車(字)

THE NAKED シーズン5:
コロンビアの熱帯雨林(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.7 ラスト・チャンス
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 携
帯型ロケット砲(二)

アラスカ・メガマシン: 空飛ぶ
ICU／鉄道連絡船ほか
(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サーファーが
巨大波に…(字)

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)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.5 二重ス
パイ(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.13 大勝負(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン16: Ep.5 ダイヤル錠(字)

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.35/巨大クレー
ン転倒(字)

★歴史に残る空中戦: P-
51とMe-109(二)

★歴史に残る空中戦: 零
戦とP-38(二)

★戦場の真実: ベトナム・フ
エ攻防戦(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14: 1972年式
ランチア・フルヴィア(二)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン3: シボレー・
ベルエア炎上(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン3: 1965年式フォード・
サンダーバード(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン3: ファースト
コンタクト(二)

カナダ鉄道24時: 大規模メ
ンテナンス(二)

アダムの怪しい実験: ホット
ドッグ銃(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.7 ラスト・チャンス
(二)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.2 ミッシングリン
ク(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン3: 異なる
種族(二)

★NASA超常ファイル シー
ズン1: 謎の光の群れ(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: 火星への旅
(二)

解剖!メガマシン シーズン
2: 空飛ぶ船(二)

未来の戦争: 超大国(字)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 宇宙の果て(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00
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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
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 ミリタリーSP 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

未来の戦争: 超大国(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: ヘリコプター(二)

★アラスカ・メガマシン: レーダーシ
ステム／水上機ほか(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ シーズン10:
Ep.14 瀬戸際(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.6 厄介な新
人(新)(字)

☆カスタム・マスター シーズン5:
ストックトン・オート・ショー
(新)(二)

Discovery Channel
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ザ・秘境生活 シーズン1: ボ
ツワナ(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.5 二重ス
パイ(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: ジャガーXF(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: フィ
アット・ディーノ(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1972年式
日産・510型系ダットサン(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 携帯型ロ
ケット砲(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: BMW M6(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: モー
ガン(二)

解剖!メガマシン シーズン
2: 巨大輸送機(二)

NASA超常ファイル シーズン
1: 謎の光の群れ(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S3: ロールス・ロイス
ドーン(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: Ｂ
ＭＷ Ｍ５(二)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: ニコラ・テスラの
秘密(二)

ザ・マンハント シーズン1: ア
リゾナ州(字)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレース
中の事故(字)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト:
いすゞベレット1600GTR 3(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: ベンツGクラス(二)

☆トップギア シーズン2:
三菱・EVO8 VS スバル・
インプレッサ(新)(字)

★ボーイング 空と宇宙の開
拓者 シーズン2: 人工衛星
と宇宙戦争(二)

インフォマーシャル(日)

トップギア シーズン2: ボウ
ラー・ワイルドキャット(字)

大惨事の瞬間: Ep.29/全米最悪ガス
管爆発事故(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン1: カリフォルニア最
後の日(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 超大質量ブラックホー
ル(二)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 「新天地到達」
秘史(二)

アラスカ・メガマシン: 空飛ぶ
ICU／鉄道連絡船ほか
(二)

トップギア シーズン2: ロール
スロイス/ローバーP5(字)

大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で家が流
される(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・マンハント シーズン2:
モンゴル(字)

★ザ・マンハント シーズン2:
ニュージーランド(字)

★ザ・マンハント シーズン1:
韓国(字)

★ザ・マンハント シーズン1:
フィリピン(字)

★ザ・マンハント シーズン1:
アリゾナ州(字)

解明・地下世界ミステリー
シーズン2: ソロモンの財宝
(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 携帯型ロ
ケット砲(二)

大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司令部、
大爆発(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン2: ナチスの金塊
(二)

未来の戦争: 超大国(字)

大惨事の瞬間: Ep.33/エアショーの戦
闘機事故(字)

インフォマーシャル(日)

★フューチャーカー: 2030
年の究極の車(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ベン
ツGクラス(二)

トップギア シーズン2: 三菱・
EVO8 VS スバル・インプ
レッサ(字)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 人工衛星と
宇宙戦争(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 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 シーズン14: 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 シーズン14: 1972
年式 日産・510型系ダットサン
(二)

☆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(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ジャ
ガーＸＫ８(二)

トップギア シーズン2: ケーニ
グセグ・CC8S(字)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 艦上機の開
発(二)

カナダ鉄道24時: 迫るタイ
ムリミット(二)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 火山大噴火の
脅威(二)

ザ・マンハント シーズン1:
フィリピン(字)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客船
沈没(字)

★カナダ鉄道24時: 迫るタ
イムリミット(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖!メガマシン シーズ
ン2: 巨大輸送機(二)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: アル
ファロメオ1750スパイダーベローチェ 1(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: ジャガーＸＫ８(二)

☆トップギア シーズン2:
ケーニグセグ・
CC8S(新)(字)

★ボーイング 空と宇宙の開
拓者 シーズン2: 艦上機の
開発(二)

インフォマーシャル(日)

トップギア シーズン2: コン
バーチブル比較対決(字)

ボーイング 空と宇宙の開拓
者 シーズン2: 垂直飛行の
世界(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.14 瀬戸際(二)

シフティング・ギア: レース開
幕(字)

スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 火星への旅
(二)

インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: ビグスビーのギ
ター(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ル
ノー・アルピーヌ(二)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: アトランティスの
謎(二)

ザ・マンハント シーズン1: 韓
国(字)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェイス
の結末(字)

シフティング・ギア: トレー
ラー・レース2(字)

★シフティング・ギア: レース
開幕(字)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: アル
ファロメオ1750スパイダーベローチェ 2(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: コブラ(二)

☆トップギア シーズン2: コ
ンバーチブル比較対決
(新)(字)

★ボーイング 空と宇宙の開
拓者 シーズン2: 垂直飛行
の世界(二)

インフォマーシャル(日)

トップギア シーズン2: レクサ
スSC430(字)

大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大脱走
(字)

インフォマーシャル(日)

★米軍・エリートへの道 シー
ズン1: 陸軍レンジャー(二)

トップギア シーズン2: ジャ
ガー特集(字)

★アダムの怪しい実験:
WWIの戦闘機(二)

解明・地下世界ミステリー
シーズン1: ミシガン湖 魔の
三角域(二)

アダムの怪しい実験: ホット
ドッグ銃(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: コブ
ラ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ジャ
ガーマーク２(二)

トップギア シーズン2: ジャ
ガー・S60R(字)

米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 陸軍レンジャー(二)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.3 コロンブスとの
接点(二)

スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 火星への旅
(二)

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)

インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: 米大統領の机
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ポ
ルシェ 914(二)

トップギア シーズン2: ポル
シェ・911ターボ(字)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 不可思議な洞く
つ(二)

ザ・マンハント シーズン2:
ニュージーランド(字)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦闘
機の空中爆発(字)

★宇宙から発見!海の財
宝を探せ: Ep.3 コロンブス
との接点(二)

☆THE NAKED シーズン
5: ブラジルの大自然
(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 超貴
重【ハコスカ】を大解体!GTR仕様に!(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: ジャガーマーク２(二)

☆トップギア シーズン2:
ジャガー・S60R(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ウィ
リスジープ(二)

トップギア シーズン2: TVR
T350C VS ノーブル
M12(字)

米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 空軍パラレスキュー
(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン2: ヘリコプター(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: エジプト 神秘なる
王国(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
16: Ep.7 高級車「ブフォーリ」(字)

ザ・マンハント シーズン2: モ
ンゴル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フリー
スキー(二)

★未来の戦争: 非対称戦
争(字)

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)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.6 厄介な
新人(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.14 瀬戸際(二)

THE NAKED シーズン5:
ブラジルの大自然(二)

インフォマーシャル(日)

シフティング・ギア: レース開
幕(字)

フューチャーカー: 2030年の
究極の車(字)

カスタム・マスター シーズン
5: ストックトン・オート・ショー
(二)

アラスカ・メガマシン: レー
ダーシステム／水上機ほか
(二)

MotorTrend
名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1972年式
ランチア・フルヴィア(二)

シフティング・ギア: トレー
ラー・レース2(字)

未来の戦争: 非対称戦争
(字)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1972年式 日
産・510型系ダットサン(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン3: 1967年式フォード・
マスタング(二)

インフォマーシャル(日)

21:55 ★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズン
2: 防衛システム(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シーズン
8: 地球の行方(新)(二)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 【ハコ
スカ2】３人の匠による神の技大公開(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: ウィリスジープ(二)

☆トップギア シーズン2:
TVR T350C VS ノーブ
ルM12(新)(字)

★米軍・エリートへの道 シー
ズン1: 空軍パラレスキュー
(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 海賊の宝(二)

歴史に残る空中戦: 零戦と
P-38(二)

戦場の真実: ベトナム・フエ
攻防戦(二)

徹底検証・もしもいま建設し
たら: コロッセオ(字)

アラスカ・メガマシン: レー
ダーシステム／水上機ほか
(二)

大惨事の瞬間: Ep.35/巨大クレーン
転倒(字)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン1:
ベネズエラ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン16: Ep.8 クリケットバット(字)

インフォマーシャル(日)

☆サバイバルゲーム:ボリ
ウッドスターSP Part
II(新)(字)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: ボルボPV544(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: シボレーLUV(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★徹底検証・もしもいま建設した
ら: コロッセオ(字)

歴史に残る空中戦: P-51
とMe-109(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 防
衛システム(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン3: 生命体
としての宇宙(二)

★NASA超常ファイル シー
ズン1: X字型の天体(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: 小惑星の脅
威(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 地球の行方(二)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン3: 異なる種
族(二)

大惨事の瞬間: Ep.34/サーファーが巨
大波に…(字)

インフォマーシャル(日)

解剖!メガマシン シーズン
2: スーパー・バイク(二)

カナダ鉄道24時: 迫るタイ
ムリミット(二)

アダムの怪しい実験: WWI
の戦闘機(二)

★歴史に残る空中戦: F4F
と零戦(二)

★歴史に残る空中戦: P-
47とFw-190(二)

★戦場の真実: ベトナム・ケ
サンの戦い(二)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.3 コロンブスとの
接点(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン8:
超大質量ブラックホール(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン3: 2005年式フォード・
マスタング(二)

NASA超常ファイル シーズン
1: 謎の光の群れ(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操縦
訓練(二)
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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
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Discovery Channel
2020年09月編成表

ザ・秘境生活 シーズン1: ベ
ネズエラ(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.6 厄介な
新人(字)

インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: 空母のロッカー
(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン9: ベンツGクラス
(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 2004年式
ミニ・クーパーS MC40(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 防
衛システム(二)

インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: 「スター・ウォー
ズ」の衣装(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン9: ジャガーＸＫ
８(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: モロッコ国王の鞍
(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン9: コブラ(二)

シフティング・ギア: ラリー参
戦1(字)

スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 小惑星の脅威
(二)

インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: ヘレン・ケラーの
手紙(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン9: ジャガーマーク
２(二)

THE NAKED シーズン5:
視聴者の挑戦SP(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: 若返りの泉(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: Ep.8(二)

ザ・マンハント シーズン2: フ
ロリダ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴン
ドラ(二)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト:
【ハコスカ3】いよいよ完結!お披露目なる
か?(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: スカイライン(二)

☆トップギア シーズン3: フォー
ド・GT/BMW5シリーズ/ポル
シェ・911 GT3(新)(字)

★米軍・エリートへの道 シーズン
1: 特殊部隊潜水兵(二)

インフォマーシャル(日)

トップギア シーズン2: 三菱・
EVO8 VS スバル・インプ
レッサ(字)

大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレース中
の事故(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン2: ニコラ・テスラの
秘密(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 地球の行方(二)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 火山大噴火の
脅威(二)

アラスカ・メガマシン: レー
ダーシステム／水上機ほか
(二)

トップギア シーズン2: ケーニ
グセグ・CC8S(字)

大惨事の瞬間: Ep.37/大型客船沈
没(字)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン11: 1938年式リン
カーン VS パッカード(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: スカ
イライン(二)

トップギア シーズン3: フォー
ド・GT/BMW5シリーズ/ポ
ルシェ・911 GT3(字)

米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 特殊部隊潜水兵(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1972年式
日産・510型系ダットサン(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1972年式
日産・510型系ダットサン(二)

★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 2004年式 ミ
ニ・クーパーS MC40(二)

☆歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: 若返りの泉
(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: トラ
イアンフＴＲ６(二)

トップギア シーズン3:
BMW・M3 CSL(字)

米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 海兵隊武装偵察部
隊フォースリーコン(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン
1: 雪崩との格闘(二)

★米軍・エリートへの道 シーズン
1: 海軍爆発物処理班(二)

インフォマーシャル(日)

★好奇心の扉: バミューダト
ライアングルの謎とは?(二)

ザ・マンハント シーズン2: メ
キシコ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸失
敗(二)

★アラスカ鉄道24時 シーズ
ン1: 雪崩との格闘(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖!メガマシン シーズン2:
新幹線(二)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト:
ベンツ190SLとトヨタ2000GT(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: トライアンフＴＲ６(二)

☆トップギア シーズン3:
BMW・M3
CSL(新)(字)

★米軍・エリートへの道 シーズン
1: 海兵隊武装偵察部隊フォー
スリーコン(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9:
BMWイセッタ(二)

トップギア シーズン3: サーブ
95エアロ VS 英国海軍
シーハリアー(字)

米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 海軍爆発物処理班
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.15 サプライズ(二)

シフティング・ギア: レース開
幕(字)

★シフティング・ギア: ラリー
参戦1(字)

☆起業チャレンジ!覆面ビ
リオネア: Ep.8 明かされる
秘密(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9:
フォード・マスタング(二)

トップギア シーズン3: ランボ
ルギーニ歴代の名車(字)

米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 海兵隊スナイパー(二)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.4 照準(二)

トップギア シーズン2: ジャ
ガー・S60R(字)

大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦闘機の
空中爆発(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: ジェット機(二)

☆究極の乗り物～陸・海・空の
王者～: コンテナ船
OOCL(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10: Ep.15
サプライズ(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.7 一線を越え
て(新)(字)

☆カスタム・マスター シーズン5:
1963年式コルベット(新)(二)

★ロボットに支配される日は
来るのか?(字)

トップギア シーズン2: コン
バーチブル比較対決(字)

大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェイスの
結末(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン2: アトランティスの
謎(二)

アダムの怪しい実験: WWI
の戦闘機(二)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 不可思議な洞く
つ(二)

未来の戦争: 非対称戦争
(字)

★好奇心の扉: 人は洗脳
できるのか?(二)

ザ・マンハント シーズン2: ス
コットランド(字)

★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパーバ
イク(二)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト:
創業100年越えの内装!特殊車両を支え
る職人(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: BMWイセッタ(二)

☆トップギア シーズン3:
サーブ95エアロ VS 英国
海軍シーハリアー(新)(字)

★好奇心の扉: 薬物が人
体におよぼす影響とは?
(二)

ザ・マンハント シーズン2: サ
ウスカロライナ州(字)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル火
災(二)

★宇宙から発見!海の財
宝を探せ: Ep.4 照準(二)

☆THE NAKED シーズン
5: 視聴者の挑戦
SP(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト:
日本最大級のクラッシックカーショーに潜入
(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: フォード・マスタング(二)

☆トップギア シーズン3: ラ
ンボルギーニ歴代の名車
(新)(字)

★米軍・エリートへの道 シーズン
1: 海兵隊スナイパー(二)

インフォマーシャル(日)

モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン3: 生命体と
しての宇宙(二)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン5:
視聴者の挑戦SP(二)

★好奇心の扉: 火山の仕
組みとは?(二)

ザ・マンハント シーズン2: 制
作舞台裏(字)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機飛
行テスト(二)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト:
千原ジュニアが選ぶ名車再生の神業トップ5
（前）(日)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
9: ベンツ ＳＬＫ(二)

☆トップギア シーズン3:
フィアット・ニューパンダ
(新)(字)

★米軍・エリートへの道 シーズン
2: スナイパー養成学校(二)

インフォマーシャル(日)

トップギア シーズン2: TVR
T350C VS ノーブル
M12(字)

大惨事の瞬間: Ep.41/難関フリース
キー(二)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 海賊の宝(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 防
衛システム(二)

シフティング・ギア: ラリー参
戦1(字)

クラシックカー・コレクション
シーズン11: 1938年式リン
カーン VS パッカード(字)

カスタム・マスター シーズン
5: 1963年式コルベット
(二)

★オークション・キング: M16自動小銃
(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン9: ウィリスジープ
(二)

MotorTrend

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シーズン
8: 惑星の成り立ち(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ベン
ツ ＳＬＫ(二)

トップギア シーズン3: フィ
アット・ニューパンダ(字)

米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: スナイパー養成学校
(二)

スゴ腕!RC模型ビルダー
シーズン3: ジェット機(二)

21:27 ☆徹底検証!ロシア軍の秘
密: 装甲車リンクス(新)(二)

21:55 ★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズン
2: ⾧距離ミサイル(二)

歴史に残る空中戦: F4Fと
零戦(二)

歴史に残る空中戦: P-47
とFw-190(二)

戦場の真実: ベトナム・ケサ
ンの戦い(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: シボレー・コルベア(二)

★名車再生!クラシック
カー・ディーラーズ シーズン
13: シボレー・コルベット
C3(二)三菱電機 presents ワールドテックアワー

★徹底検証・もしもいま建設したら:
ブルックリン橋(字)

未来の戦争: 非対称戦争
(字)

徹底検証・もしもいま建設し
たら: ブルックリン橋(字)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: コンテナ船
OOCL(字)

大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操縦訓
練(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン1:
タイ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン16: Ep.10 カスタネット(字)

THE NAKED シーズン5:
視聴者の挑戦SP(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.8 明かされる秘密
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: ⾧
距離ミサイル(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: コンテナ船
OOCL(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大会
で(二)

歴史ミステリー 古地図が暴
く真実: 若返りの泉(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.7 一線を
越えて(字)
ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン
10: Ep.15 サプライズ(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン16: Ep.9 トラクター(字)

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.50/ハリケーン
中継(二)

徹底検証!ロシア軍の秘密: 装甲車リ
ンクス(二)

★歴史に残る空中戦:
F4Uと零戦(二)

★戦場の真実: カンダハル
の戦い(二)

インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 惑星の成り立ち(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン3: 1965年式フォードト
ラック(二)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン3: 1968年式ポンティ
アック・ルマン(二)

NASA超常ファイル シーズン
1: X字型の天体(二)

解剖!メガマシン シーズン
2: 巨大輸送機(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン
1: 雪崩との格闘(二)

ロボットに支配される日は来
るのか?(字)

起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.8 明かされる秘密
(二)

★驚異の軍事兵器: アメリ
カの空軍力(二)

宇宙から発見!海の財宝
を探せ: Ep.4 照準(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン3: 魂と脳と
アイデンティティー(二)

★NASA超常ファイル シー
ズン1: 太陽に開いた穴
(二)

★スペースタイム・宇宙ガイ
ド シーズン1: 新たな推進
装置(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 地球の行方(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1972年式 日
産・510型系ダットサン(二)

シフティング・ギア: レース開
幕(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・マンハント シーズン2:
制作舞台裏(字)

★ザ・マンハント シーズン2:
サウスカロライナ州(字)

★ザ・マンハント シーズン2:
スコットランド(字)

★ザ・マンハント シーズン2:
メキシコ(字)

★ザ・マンハント シーズン2:
フロリダ(字)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 2004年式 ミ
ニ・クーパーS MC40(二)
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25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

★ベア・グリルスと挑む!極限サ
バイバル: 水恐怖症(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: トラ
イアンフＴＲ６(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: スカ
イライン(二)

トップギア シーズン3: フォード・
GT/BMW5シリーズ/ポルシェ・
911 GT3(字)

大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴンドラ
(二)

インフォマーシャル(日)

トップギア シーズン3:
BMW・M3 CSL(字)

Discovery Channel
2020年09月編成表

ザ・秘境生活 シーズン1: タ
イ(字)

ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.7 一線を
越えて(字)

インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: スイス軍のバイク
(二)

解剖!メガマシン シーズン
2: ホバークラフト(二)

NASA超常ファイル シーズン
1: 太陽に開いた穴(二)

インフォマーシャル(日)

★オークション・キング: スズキ・ハヤブサ
(二)

放送休止

放送休止

放送休止

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストームチェ
イス(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 2004年式
ミニ・クーパーS MC40(二)

解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 惑星の成り立ち(二)

インフォマーシャル(日)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト:
千原ジュニアが選ぶ名車再生の神業トップ5
（後）(日)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: アスト
ンマーチン・DB7(二)

☆トップギア シーズン3: プ
ジョー・307CC VS ルノー・メ
ガーヌCC(新)(字)

★米軍・エリートへの道 シー
ズン2: 空軍潜水兵(二)

インフォマーシャル(日)

★石器時代の生活とは?:
Part1(二)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン11: 1950年式オール
ズモビル88(新)(字)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン10: アストンマー
チン・DB7(二)

放送休止

放送休止

DISCO presents テクノロジーアワー

★解剖!メガマシン シーズ
ン2: ホバークラフト(二)

★イエス・キリストは、誰なの
か?: 幼少期(二)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン10: フォード・エス
コート・マーク1(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 1970
年式 スカウト800A(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9:
BMWイセッタ(二)

トップギア シーズン3: サーブ
95エアロ VS 英国海軍
シーハリアー(字)

大惨事の瞬間: Ep.46/スーパーバイク
(二)

ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: 血液恐怖症／
偏食(字)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロバット
飛行(二)

★石器時代の生活とは?:
Part2(二)

大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸失敗
(二)

インフォマーシャル(日)

好奇心の扉: バミューダトラ
イアングルの謎とは?(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: コンテナ船
OOCL(字)

インフォマーシャル(日)

★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:
理想のクルマ探し　釣りガール編(日)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: フォー
ド・エスコート・マーク1(二)

☆トップギア シーズン3: ポル
シェ・カイエン/SLRマクラーレン
(新)(字)

★米軍・エリートへの道 シー
ズン2: 海軍特殊舟艇チー
ム基礎編(二)

インフォマーシャル(日)

ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: クモ恐怖症／ネ
ズミ恐怖症(字)

インフォマーシャル(日)

好奇心の扉: 人は洗脳でき
るのか?(二)

ロボットに支配される日は来
るのか?(字)

インフォマーシャル(日)

★野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:
ドレスアップ　釣りガール編(日)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: 3代目
レンジローバー(二)

☆トップギア シーズン3: アウ
ディ TT/アストン・マーティン・ラ
ゴンダ(新)(字)

★米軍・エリートへの道 シー
ズン2: 陸軍工作兵(二)

インフォマーシャル(日)

★好奇心の扉: 世界の終
わりとは?(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ベア・グリルスと挑む!極限サ
バイバル: クモ恐怖症／ネズミ恐
怖症(字)

★ベア・グリルスと挑む!極限サ
バイバル: 血液恐怖症／偏食
(字)

ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: 水恐怖症(字)

解明・地下世界ミステリー
シーズン2: Ep.8(二)

トップギア シーズン3: アウ
ディ TT/アストン・マーティン・
ラゴンダ(字)

米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: 陸軍工作兵(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン10:
Ep.16 ハイリスク(二)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大竜
巻(二)

シフティング・ギア: ラリー参
戦1(字)

★シフティング・ギア: ラリー
参戦2(字)

★人工生命作成までの5年
間の記録(字)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン10: 3代目レンジ
ローバー(二)

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～ シーズン10: Ep.16
ハイリスク(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.8 メー
デー(新)(字)

☆カスタム・マスター シーズン5:
同じ年生まれの愛車(新)(二)

放送休止

トップギア シーズン3: ポル
シェ・カイエン/SLRマクラーレ
ン(字)

米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: 海軍特殊舟艇チーム
基礎編(二)

究極の乗り物～陸・海・空
の王者～: コンテナ船
OOCL(字)


