Discovery Channel
2020年12月編成表
4:00
4:30
5:00
5:30

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
11/30
12/1
12/2
12/3
12/4
ザ・秘境生活 シーズン2: ★名車再生！クラシック 大革新～世界を変えた発明 バッド・チャド・カスタ サバイバルゲーム：ボリ
ノルウェー(字)
カー・ディーラーズ シー 品～: 車(字)
ム: 未来の宇宙船カー 後 ウッドスターSP Part
ズン15: 1973年式トヨタ・
編(字)
II(字)
セリカ(二)

土曜日
日曜日
12/5
12/6
宇宙の解体新書 シーズン 奇跡を起こせ！建築革命:
3: 冥王星の秘密(二)
サグラダ・ファミリア(字)

4:30

ベーリング海の一攫千金 ★フューチャーウェポン・ ★NASA超常ファイル シー ★スペースタイム・宇宙ガ バミューダトライアングル ★モーガン・フリーマン 大解剖！世界歴史建築ミス
シーズン16: Ep.16 酷使さ 21世紀 戦争の真実 シーズ ズン2: 宇宙遊泳の罠(二) イド シーズン2: ヨーロッ の呪い: 海底に眠る魔女 時空の彼方 シーズン4: 進 テリー シーズン2: アトラ
れた装備(字)
ン3: 非致死性兵器(二)
パ宇宙開発事情(二)
(字)
化とロボット(二)
ンティスの真実(字)

6:00

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)

★タイムワープ
(字)

6:30

クラシックカー・コレクション シーズン8:
「レインマン」のロードマスター(二)

★クラシックカー・コレクション シーズン8:
61年式ジュリエッタ・スパイダー(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン8: シェルビーマスタング
GT350(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン8: ヒルクライム(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン8: マッスルカー(二)

インフォマーシャル(日)

7:00

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: シトロエンDS 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: ベントレー・ミュルザンヌ・ター
ボ 前編(二)

7:30

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: シトロエンDS 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: ベントレー・ミュルザンヌ・ター
ボ 後編(二)

★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
サバイバルゲーム：ボリ
ディーラーズ シーズン7: ジェ ディーラーズ シーズン7:
カー・ディーラーズ シー ウッドスターSP Part
ンセン・インターセプター(二) フォード・シエラ・コスワース
ズン7: VWタイプ2パネルバ II(字)
(二)

8:00

トップギア シーズン7: ブ ★トップギア シーズン7: ★トップギア シーズン7: ★トップギア シーズン7: ★トップギア シーズン7:
ガッティ・ヴェイロン/
BMW・131i/ゴルフR32 徹底 名物企画総集編(字)
厳選スーパーカー総集編 トップ・ギア舞台裏SP(字)
マーコス TSO(字)
比較(字)
(字)
インフォマーシャル(日)

8:30
9:00

★クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード４(日)

9:30

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.45(新)(日)

★THE NAKED シーズン1: 危険な
沼地(二)

★THE NAKED シーズン1: 制作舞
台裏(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

10:00

★THE NAKED シーズン1: アマゾ
ンでの闘い(二)

★THE NAKED シーズン1: マダガ
スカル 死の荒野(二)

★THE NAKED シーズン1: マヤの
洞窟(二)

12:00 宇宙の解体新書 シーズン ★大解剖！世界歴史建築ミ ★SF界の巨匠たち: フィ
3: 太陽系外衛星を探して ステリー シーズン2: 自由 リップ・K・ディック(字)
(二)
の女神(字)
12:30
13:00 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
シーズン8: ホットウィール(二)

14:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー
ズン7: BMW840(二)
14:30

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション
シーズン8: 父のフォード・モデル
A(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン9: 1958年式BMWイセッタ
300(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン9: 1921年式スタッツ・エア
キャット(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン9: 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 シー
ズン7: トライアンフ・ス
タッグ(二)

★名車再生！クラシック ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー
ズン7: ロータス・エラン ズン7: ボンド・バグ(二)
(二)

15:00 クラシックカー・コレク
ション シーズン11: ウェ
インの掘出し物(字)
CCX(新)(字)
15:30
16:00 ★ダビンチに挑戦: Ep.4
マシンガン(字)

大解剖！世界歴史建築ミス NASA超常ファイル シーズ
テリー シーズン2: アトラ ン2: 宇宙遊泳の罠(二)
ンティスの真実(字)

★ダビンチに挑戦: Ep.8
クロスボウ(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)

Ep.9(字)

THE NAKED アローン: ジャ eスポーツ：新たな王者の
ングルの友(二)
誕生(字)

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン9: 「ローン・サバイ
バー」のためのマスタング(二)

☆ベーリング海の一攫千金 シー ★ゴールド・ラッシュ外伝～
ズン16: Ep.17 迫りくる危機
パーカーの旅～: Ep.1 黄金へ
(新)(字)
の道程(二)

☆クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード５(新)(日)

☆大解剖！世界歴史建築ミステリー
シーズン2: アトランティスの真実
(新)(字)

★密着！RC模型ビルダー シー ウェルズ(字)
ズン1: ヒューズ500E ヘリコプ
ター(二)

9:30

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

21:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1972年式フィアット・124スパ
21:30 イダー(二)

★歴史を変えたテクノロジー:
携帯電話(二)

★バッド・チャド・カスタム:
未来の宇宙船カー 前編(字)

★eスポーツ：新たな王者の誕
生(字)

★アドルフ・ヒトラー年代記:
パート1 1889-1929年(二)

22:00 ☆名車再生！クラシックカー・

DISCO presents テクノロジーア
ワー

★バッド・チャド・カスタム:
未来の宇宙船カー 後編(字)

★サバイバルゲーム：ボリウッ ★フューチャーウェポン・21世 ★名車再生！あの車は今:
ドスターSP Part II(字)
紀 戦争の真実 シーズン3: 身 BMW635CSi(二)
辺警護用兵器(二)

19:00
19:30

SF界の巨匠たち: H・G・

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★名車再生！あの車は今:
ポルシェ911Sタルガ(二)

日曜宇宙シアター
★宇宙の解体新書 シーズン3:
太陽系外衛星を探して(二)

★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン4: 命の始まり
(二)

20:00
20:30
21:00
21:30

★大革新～世界を変えた発
明品～: 車(字)

ダットサン240Z／トヨタ・レビ 呪い: 海底に眠る魔女
ン(二)
(新)(字)

ルズ(字)

ングルの友(新)(二)

★宇宙の解体新書 シーズン3:
冥王星の秘密(二)

23:54 ★Wings: EP2: 革新(日)

23:54 ★Wings: EP3: 覚醒(日)

23:54 ★Wings: EP4: 融合(日)

23:30
23:54 ★Wings: EP1: 共感(日)

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・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: トラ ディーラーズ シーズン7: ロー ディーラーズ シーズン7: ボン ディーラーズ シーズン7: ラン
イアンフ・スタッグ(二)
タス・エラン(二)
ド・バグ(二)
ドローバー・ディフェンダー
(二)

25:00 クラシックカー・コレク トップギア シーズン8:
ション シーズン11: ウェ ケーニグセグ・CCX(字)
インの掘出し物(字)
25:30

★NASA超常ファイル シーズン
2: 木星で核爆発？(二)

22:00
22:30

23:00 ★JDM！日本車カスタム in US: ☆バミューダトライアングルの ★SF界の巨匠たち: H・G・ウェ ☆THE NAKED アローン: ジャ

24:30

9:00

ゴールド・ラッシュ外伝～ ★戦火の軍用機大全: 空中 17:00
パーカーの旅～: Ep.1 黄 戦(二)
金への道程(二)
★ミステリー・ミュージア
17:30
ム シーズン12: 恐怖のラ
ンタン(字)
サバイバルゲーム：ボリ ★戦闘艦大全: 木造戦闘艦 18:00
ウッドスターSP Part
(二)
II(字)
THE NAKED シーズン1: マ
18:30
ヤの洞窟(二)

★シリーズ工場見学 シーズン2: コイ ★完全マニュアル: 対爆スーツの作り ★BigドリームSmallハウス シーズン
ン/水槽/採掘場/蛍光ペン(二)
方(字)
5: 旅するスクールバス(二)

ディーラーズ シーズン7:
BMW840(二)

8:30

インフォマーシャル(日)

★世界のモノ作り シーズン15: ピタ
パン ほか(字)

24:00 名車再生！クラシックカー・

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン4: ポンティアッ
ク・ルマン・コンバーチブル
(二)

ベーリング海の一攫千金 フューチャーウェポン・21世紀
シーズン16: Ep.17 迫りく 戦争の真実 シーズン3: 身辺警
護用兵器(二)
る危機(字)

★ダビンチに挑戦: Ep.7
エアスクリュー(字)

19:25 ★Extreme Dream: 地の探求者(日)

ディーラーズ シーズン15:
1973年式トヨタ・セリカ
22:30 (新)(二)

インフォマーシャル(日)

★ダビンチに挑戦: Ep.5
ぜんまい動力車(字)

★ダビンチに挑戦: Ep.6
投石兵器(字)

8:00

08:15 ☆KODAWARI工房「フレームビルダーズ」: Vol.10 ラ
バネロ～後編～(新)(日)

バミューダトライアングル
ミリタリーSP
の呪い: 海底に眠る魔女 アドルフ・ヒトラー年代記:
(字)
パート1 1889-1929年(二)

19:00

20:30

7:30
☆KODAWARI工房「フレームビルダーズ」: Vol.9 ラバネロ～
前編～(新)(日)

バッド・チャド・カスタ 名車再生！クラシック
10:00
ム: 未来の宇宙船カー 後 カー・ディーラーズ シー
編(字)
ズン15: 1973年式トヨタ・
10:30
セリカ(二)

ランナー(字)

(新)(字)

18:30 THE NAKED シーズン1: 危 THE NAKED シーズン1: 制 THE NAKED シーズン1: ア THE NAKED シーズン1: マ
険な沼地(二)
作舞台裏(二)
マゾンでの闘い(二)
ダガスカル 死の荒野(二)

20:00

7:00

☆トップギア シーズン8: ☆トップギア シーズン8: シボ ☆トップギア シーズン8: ☆トップギア シーズン8:
レー・コルベット
ケーニグセグ・
ロータス・エキシージＳ BMW・Z4M/ポルシェ・ボクス
Z06(新)(字)
ターＳ(新)(字)

17:30 ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア
ム シーズン11: アポロ誘 ム シーズン12: 北朝鮮映 ム シーズン12: 勘違いさ ム シーズン12: ネッシー
導コンピュータ(字)
画の怪獣フィギュア(字) れたハイジャック(字)
捜索隊の新発見(字)
18:00

19:30

★ザ・無人島生活: Ep.1
火おこし(字)

★名車再生！クラシックカー・ インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
ディーラーズ シーズン7: ラン
ドローバー・ディフェンダー
★タイムワープ
瞬間の世界:
フリー
★マジック・オブ・サイエンス:
(二)

16:30
17:00 インフォマーシャル(日)

6:30

ロケット砲(二)

インフォマーシャル(日)

6:00

インフォマーシャル(日)

フューチャーウェポン・21 ★オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車
世紀 戦争の真実 シーズン 界 シーズン9: 「ローン・サバ の世界 シーズン4: フォー
イバー」のためのマスタング
ド・ギャラクシー(二)
★徹底検証！ロシア軍の秘密: 多連装 3: 非致死性兵器(二)
(二)

インフォマーシャル(日)

5:30

06:15 ★KODAWARI工房「フレームビルダーズ」: Vol.8 macchi
cycles～後編～(日)

MotorTrend
バッド・チャド・カスタ ★名車再生！クラシックカー・
ム: 未来の宇宙船カー 前 ディーラーズ シーズン15:
1972年式フィアット・124スパ
編(字)
イダー(二)

11:00 ミステリー・ミュージアム ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★JDM！日本車カスタム in
シーズン11: ヴァンパイア ム シーズン11: 電話発明 ム シーズン11: 石のペッ ム シーズン11: ロケット ム シーズン11: タイタ
US: ダットサン240Z／トヨ
の墓(字)
の真相(字)
トで荒稼ぎ(字)
開発秘話(字)
ニック号のバイオリン(字) タ・レビン(二)
11:30
★徹底検証！ロシア軍の秘密: 潜水艦
救難艦(二)

★KODAWARI工房「フレームビルダーズ」: Vol.7 macchi cycles
～前編～(日)

5:00

07:55 Extreme Dream: 地の探求者(日)

★NOBU'S JAPAN: 比叡山延暦寺の精進
料理(字)

★シリーズ工場見学 シーズン2: 管楽 ★完全マニュアル: 戦車の作り方(字) ★BigドリームSmallハウス シーズン
器/窓/ペットボトル/バット(二)
5: アイデア満載エコハウス(二)

10:30

瞬間の世界: 日本刀

ン(二)

世界のモノ作り シーズン15: ハー
ディガーディ ほか(字)

4:00

トップギア シーズン8: シ トップギア シーズン8:
ボレー・コルベット
ロータス・エキシージＳ
Z06(字)
(字)

★奇跡を起こせ！建築革 ★スペースタイム・宇宙ガイド
命: サグラダ・ファミリア シーズン3: 人類 再び月へ(二)
(字)
ミリタリーSP
徹底検証！ロシア軍の秘密: 潜水艦救難艦
(二)

23:00
23:30

★大革新～世界を変えた発 24:00
明品～: ロボット(字)

徹底検証！ロシア軍の秘密: 多連装ロケット
砲(二)

フューチャーウェポン・21世紀 歴史を変えたテクノロ
トップギア シーズン8:
BMW・Z4M/ポルシェ・ボク 戦争の真実 シーズン3: 非致死 ジー: 携帯電話(二)
性兵器(二)
スターＳ(字)

24:30
25:00
25:30

26:00 ダビンチに挑戦: Ep.4 マ ダビンチに挑戦: Ep.5 ぜ ダビンチに挑戦: Ep.6 投 ダビンチに挑戦: Ep.7 エ ダビンチに挑戦: Ep.8 ク ★戦火の軍用機大全: 偵察 SF界の巨匠たち: H・G・
シンガン(字)
んまい動力車(字)
石兵器(字)
アスクリュー(字)
ロスボウ(字)
機(二)
ウェルズ(字)

26:00

26:30

26:30

27:00 名車再生！クラシックカー・

ディーラーズ シーズン15:
1972年式フィアット・124スパ
27:30 イダー(二)

歴史を変えたテクノロ
ジー: 携帯電話(二)

ゴールド・ラッシュ外伝～ eスポーツ：新たな王者の 密着！RC模型ビルダー
★戦闘艦大全: 上陸用舟艇 THE NAKED アローン: ジャ 27:00
パーカーの旅～: Ep.1 黄 誕生(字)
シーズン1: ヒューズ500E (二)
ングルの友(二)
金への道程(二)
ヘリコプター(二)
27:30

Discovery Channel
2020年12月編成表
4:00

月曜日
火曜日
12/7
12/8
ザ・無人島生活: Ep.1 火 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ
シーズン15:
おこし(字)

水曜日
12/9
放送休止

2002年式メルセデス・ベンツ
E55 AMG(二)

4:30

木曜日
12/10
バッド・チャド・カスタ ↑
ム: 1935年式ハップモービ
ル(字)

金曜日
12/11

土曜日
日曜日
12/12
12/13
宇宙の解体新書 シーズン 奇跡を起こせ！建築革命:
3: 宇宙ホログラム説(二) MoMAタワー(字)

4:00
4:30

ベーリング海の一攫千金 フューチャーウェポン・21 放送休止
シーズン16: Ep.17 迫りく 世紀 戦争の真実 シーズン
る危機(字)
3: 身辺警護用兵器(二)

スペースタイム・宇宙ガイ バミューダトライアングル モーガン・フリーマン 時 大解剖！世界歴史建築ミス
ド シーズン3: 人類 再び の呪い: 幽霊船の怪(字) 空の彼方 シーズン4: 命の テリー シーズン2: アッ
月へ(二)
始まり(二)
ティラ大王の呪い(字)

6:00

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)

タイムワープ
ンナー(字)

6:30

★クラシックカー・コレクション
シーズン8: ホットウィール(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン8: 父のフォード・モデルA(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: 1958年式BMWイセッタ300(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: 1921年式スタッツ・エア
キャット(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: 1958年式サーブGT750(二)

インフォマーシャル(日)

7:00

★名車再生！クラシック 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー
ズン7: BMW840(二)
ズン7: トライアンフ・ス
タッグ(二)

名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー
ズン7: ロータス・エラン ズン7: ボンド・バグ(二)
(二)

名車再生！クラシックカー・
THE NAKED アローン: サバ ★ザ・無人島生活: Ep.2
ディーラーズ シーズン7: ラン ンナの孤独(二)
シェルター作り(字)
ドローバー・ディフェンダー
(二)

★クラシックカー・コレク トップギア シーズン8:
ション シーズン11: ウェ ケーニグセグ・CCX(字)
インの掘出し物(字)

トップギア シーズン8: シ トップギア シーズン8:
ボレー・コルベット
ロータス・エキシージＳ
Z06(字)
(字)

★３．１１からの出発: 未来への挑戦 ★不用品 高く売ります: Ep.1(字)
トップギア シーズン8:
～蘇る陸前高田～(二)
BMW・Z4M/ポルシェ・ボク
スターＳ(字)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)

8:00

9:00

5:00
5:30

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

シリーズ工場見学 シーズン2: コイン 完全マニュアル: 対爆スーツの作り方 BigドリームSmallハウス シーズン5:
/水槽/採掘場/蛍光ペン(二)
(字)
旅するスクールバス(二)

クリエイターとその愉快な仲間たち:
エピソード５(日)

9:30

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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

10:00
10:30

インフォマーシャル(日)

★THE NAKED シーズン1: フィ
ジー 偽りの楽園(二)

11:00 ★ミステリー・ミュージアム
シーズン11: アポロ誘導コン
ピュータ(字)

★THE NAKED シーズン1: ボリビ
アの灼熱地獄(二)

★THE NAKED シーズン1: 無情の
熱帯雨林(二)

★THE NAKED シーズン1: 密林の
冷たい夜(二)

KODAWARI工房「フレームビルダーズ」: Vol.9 ラバネロ～前編～
(日)

6:00

06:15 KODAWARI工房「フレームビルダーズ」: Vol.10 ラバネロ
～後編～(日)

インフォマーシャル(日)

★THE NAKED シーズン1: 青い誘
惑(二)

ミステリー・ミュージアム
ミステリー・ミュージアム
ミステリー・ミュージアム
ミステリー・ミュージアム
シーズン12: 北朝鮮映画の怪獣 シーズン12: 勘違いされたハイ シーズン12: ネッシー捜索隊の シーズン12: 恐怖のランタン
フィギュア(字)
ジャック(字)
新発見(字)
(字)

MotorTrend
バッド・チャド・カスタム: 未 名車再生！クラシックカー・
来の宇宙船カー 後編(字)
ディーラーズ シーズン15:
1973年式トヨタ・セリカ(二)
バッド・チャド・カスタム:
1935年式ハップモービル(字)

6:30
7:00
7:30

JDM！日本車カスタム in US:
日産スカイラインGT-X ブルー
ライトSP(二)

8:30

9:30

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2002年式メルセデス・ベンツ
E55 AMG(二)

10:00

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン4: キャデラック・
コンバーチブル(二)

11:00

11:30

10:30

11:30

12:00 宇宙の解体新書 シーズン 大解剖！世界歴史建築ミス SF界の巨匠たち: H・G・
3: 冥王星の秘密(二)
テリー シーズン2: アトラ ウェルズ(字)
ンティスの真実(字)
12:30

アドルフ・ヒトラー年代
記: パート1 1889-1929年
(二)
3: 身辺警護用兵器(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)

★クラシックカー・コレクション
シーズン9: フォルクスワーゲン・カ
ルマンギア(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン9: アルファロメオ
6C2500(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン9: 1920年式リヴィア・
デューセンバーグ(二)

13:30

5:30

07:55 Extreme Dream: 地の探求者(日)

★世界のモノ作り シーズン15: ピタ
パン ほか(字)

インフォマーシャル(日)

瞬間の世界: フリーラ

5:00

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション
★クラシックカー・コレクション
シーズン9: フォードG40対フェラーリ シーズン9: スタンゲリーニ(二)
(二)

フューチャーウェポン・21 オーバーホール 改造車の世界
世紀 戦争の真実 シーズン シーズン10: 2002年式フォー
ド・ライトニング(字)

14:00 ★名車再生！クラシック ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシック ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー ディーラーズ シーズン7: スバ カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー
ズン7: ボルボP1800(二) ル・インプレッサWRX(二)
ズン8: ジャガー・Ｅタイ ズン8: ミニ・モーク(二)
14:30
プ(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン4: ダッジ・コロ
ネット(二)

12:30
大解剖！世界歴史建築ミス NASA超常ファイル シーズ
テリー シーズン2: アッ ン2: 木星で核爆発？(二)
ティラ大王の呪い(字)

★名車再生！クラシック インフォマーシャル(日)
カー・ディーラーズ シー
ズン8: レンジローバー
★タイムワープ 瞬間の世界:
P38(二)
花火(字)

インフォマーシャル(日)
打上げ ★ダーク・シークレット: 人をのみ込
む家(二)

☆トップギア シーズン8: ☆トップギア シーズン8: ☆トップギア シーズン9: バミューダトライアングル
ミリタリーSP
15:00 ☆トップギア シーズン8: ☆トップギア シーズン8:
フォード・モンデオ/マツダ６/ ランボルギーニ・ガラー ロールスロイス
トヨタ VS フォルクス
アウディ TT/アルファロ の呪い: 幽霊船の怪(字) アドルフ・ヒトラー年代記:
ヴォクスホール・ベクトラ
ワーゲン(新)(字)
ド(新)(字)
101EX(新)(字)
メオ・ブレラ/マツダ RXパート2 1929-1938年(二)
(新)(字)
15:30
8(新)(字)

16:00 ★ダビンチに挑戦: Ep.9
二連式カタパルト(字)
16:30
17:00 インフォマーシャル(日)

12:00

13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

★ダビンチに挑戦: Ep.10 ★ボーイング 空と宇宙の ★ボーイング 空と宇宙の ★ボーイング 空と宇宙の ベーリング海の一攫千金 フューチャーウェポン・21世紀
スプリンガルド砲(字)
開拓者 シーズン2: 人工衛 開拓者 シーズン2: 艦上機 開拓者 シーズン2: 垂直飛 シーズン16: Ep.18 似たも 戦争の真実 シーズン3: イスラ
エル軍の最新兵器1(二)
星と宇宙戦争(二)
の開発(二)
行の世界(二)
の親子(字)

16:00

ゴールド・ラッシュ外伝～ ★戦火の軍用機大全: バトル・
パーカーの旅～: Ep.2 立 オブ・ブリテン(二)
ちはだかる困難(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)

16:30

17:30 ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア
17:30
ム シーズン12: 磁力を持 ム シーズン12: トーニャ ム シーズン12: 空から
ム シーズン12: 恐怖の未 ム シーズン12: 生きたユ
つ少女(字)
vsナンシー(字)
降ってきた魚(字)
確認モンスター(字)
ニコーンの正体(字)
奇跡を起こせ！建築革命: ★戦闘艦大全: 装甲艦(二) 18:00
18:00
サグラダ・ファミリア(字)
THE NAKED シーズン1: ボ THE NAKED シーズン1: 無 THE NAKED シーズン1: 密 THE NAKED シーズン1: 青
18:30 THE NAKED シーズン1:
フィジー 偽りの楽園(二) リビアの灼熱地獄(二)
情の熱帯雨林(二)
林の冷たい夜(二)
い誘惑(二)
19:00
19:25 Extreme Dream: 地の探求者(日)

19:30

★世界のモノ作り シーズン15: ソー
ラー街灯 ほか(字)

☆クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード６(新)(日)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

20:00
20:30

★シリーズ工場見学 シーズン2: 鉛筆 ★完全マニュアル: 惑星探査機の作り ★BigドリームSmallハウス シーズン
/ボルト/ピクルス/バルーン(二)
方(字)
5: 17世紀の船(二)

☆オーバーホール 改造車の世界 ☆ベーリング海の一攫千金
シーズン10: 2002年式フォー
シーズン16: Ep.18 似たもの
ド・ライトニング(新)(字)
親子(新)(字)

21:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1973年式トヨタ・セリカ(二)

★ゴールド・ラッシュ外伝～
パーカーの旅～: Ep.2 立ちは
だかる困難(二)

DISCO presents テクノロジーア
ワー

SF界の巨匠たち: アー
サー・C・クラーク(字)

★大革新～世界を変えた発明品
～: ロケット(字)

日曜宇宙シアター
宇宙の解体新書 シーズン3: 冥
王星の秘密(二)

★名車再生！あの車は今: ★モーガン・フリーマン 時空
の彼方 シーズン4: 脳のハッキ
マツダMX-5(二)

20:00
20:30
21:00

ング(二)

21:30
★フューチャーウェポン・21世 ★名車再生！クラシック
紀 戦争の真実 シーズン3: イ カー・ディーラーズ シー
スラエル軍の最新兵器1(二)

★バッド・チャド・カスタム:
1935年式ハップモービル(字)

★NASA超常ファイル シーズン
2: ナチスと月探査(二)

ズン11: フォード・フィエ
スタXR2(二)

23:00 ★JDM！日本車カスタム in US: ☆バミューダトライアングルの ★SF界の巨匠たち: アーサー・ ☆THE NAKED アローン: サバ
日産スカイラインGT-X ブルー
ライトSP(二)

★アドルフ・ヒトラー年代記:
パート2 1929-1938年(二)

19:00
19:30

(新)(二)

21:30
22:00 ☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2002年式メルセデス・ベンツ
22:30 E55 AMG(新)(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミステ ★密着！RC模型ビルダー シー
リー シーズン2: アッティラ大 ズン1: ベル430 ヘリコプター
王の呪い(新)(字)
(二)

★メガ建造～不可能への挑戦～ バッド・チャド・カスタム: 未 ☆THE NAKED シーズン5:
シーズン3: パナマ運河オー
来の宇宙船カー 後編(字)
熟練者と初心者の挑戦
バーホール(二)

18:30
THE NAKED アローン: サバ 奇跡を起こせ！建築革命:
ンナの孤独(二)
MoMAタワー(字)

呪い: 幽霊船の怪(新)(字)

C・クラーク(字)

ンナの孤独(新)(二)

★宇宙の解体新書 シーズン3:
宇宙ホログラム説(二)

23:54 Wings: EP1: 共感(日)

23:54 Wings: EP2: 革新(日)

23:54 Wings: EP3: 覚醒(日)

23:54 Wings: EP4: 融合(日)

★奇跡を起こせ！建築革
命: MoMAタワー(字)

22:00
22:30

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン3: 太陽が滅びる時
(二)

23:30

23:00
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・
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 シーズン7: ボル ディーラーズ シーズン7: スバ ディーラーズ シーズン8: ジャ ディーラーズ シーズン8: ミ
ボP1800(二)
ル・インプレッサWRX(二)
ガー・Ｅタイプ(二)
ニ・モーク(二)

24:30
トップギア シーズン8: ラ トップギア シーズン8:
25:00 トップギア シーズン8: ト トップギア シーズン8:
ヨタ VS フォルクスワーゲ フォード・モンデオ/マツ ンボルギーニ・ガラード ロールスロイス 101EX(字)
ン(字)
ダ６/ヴォクスホール・ベ (字)
25:30
クトラ(字)

名車再生！クラシックカー・
ミリタリーSP
ディーラーズ シーズン8: レン
アドルフ・ヒトラー年代記:
ジローバーP38(二)
パート1 1889-1929年(二)

大革新～世界を変えた発明 24:00
品～: 車(字)
24:30

トップギア シーズン9: ア フューチャーウェポン・21世紀 メガ建造～不可能への挑戦 25:00
ウディ TT/アルファロメ 戦争の真実 シーズン3: 身辺警 ～ シーズン3: パナマ運河
護用兵器(二)
オ・ブレラ/マツダ RXオーバーホール(二)
25:30
8(字)

26:00 ダビンチに挑戦: Ep.9 二 ダビンチに挑戦: Ep.10 ス ボーイング 空と宇宙の開 ボーイング 空と宇宙の開 ボーイング 空と宇宙の開 戦火の軍用機大全: 空中戦(二) SF界の巨匠たち: アー
連式カタパルト(字)
プリンガルド砲(字)
拓者 シーズン2: 人工衛星 拓者 シーズン2: 艦上機の 拓者 シーズン2: 垂直飛行
サー・C・クラーク(字)
と宇宙戦争(二)
開発(二)
の世界(二)
26:30
メガ建造～不可能への挑戦 ゴールド・ラッシュ外伝～ THE NAKED シーズン5: 熟 密着！RC模型ビルダー
戦闘艦大全: 木造戦闘艦
27:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー ～ シーズン3: パナマ運河 パーカーの旅～: Ep.2 立 練者と初心者の挑戦(二) シーズン1: ベル430 ヘリ (二)
ズン15: 1973年式トヨタ・ オーバーホール(二)
ちはだかる困難(二)
コプター(二)
27:30 セリカ(二)

26:00
26:30

THE NAKED アローン: サバ 27:00
ンナの孤独(二)
27:30

Discovery Channel
2020年12月編成表
4:00

月曜日
12/14
ザ・無人島生活: Ep.2
シェルター作り(字)

火曜日
12/15

水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
12/16
12/17
12/18
12/19
12/20
大革新～世界を変えた発明 ディーゼル・ブラザーズ: THE NAKED シーズン5 特別 宇宙の解体新書 シーズン 奇跡を起こせ！建築革命:
品～: スマートフォン(字) シボレー・エルカミーノ大 編: 遊び心(二)
4: 青い火星(二)
ホロガランド橋(字)
改造(字)

放送休止

4:30
5:00
5:30

ベーリング海の一攫千金 放送休止
シーズン16: Ep.18 似たも
の親子(字)
放送休止

4:00
4:30

NASA超常ファイル シーズ スペースタイム・宇宙ガイ 怪事件ファイル シーズン モーガン・フリーマン 時 大解剖！世界歴史建築ミス
ン2: ナチスと月探査(二) ド シーズン3: 太陽が滅び 1: 謎の飛行物体(字)
空の彼方 シーズン4: 脳の テリー シーズン2: イース
る時(二)
ハッキング(二)
ター島の謎(字)

5:00

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)

タイムワープ
火(字)

6:00

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: アルファロメオ 6C2500(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: 1920年式リヴィア・デューセ
ンバーグ(二)

インフォマーシャル(日)

6:00

インフォマーシャル(日)

6:30

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: フォードG40対フェラーリ(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: フォルクスワーゲン・カルマ
ンギア(二)

7:00

名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー
ズン7: ボルボP1800(二) ズン7: スバル・インプ
レッサWRX(二)

名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー
ズン8: ジャガー・Ｅタイ ズン8: ミニ・モーク(二)
プ(二)

瞬間の世界: 打上げ花 ダーク・シークレット: 人をのみ込む
家(二)

インフォマーシャル(日)

5:30

6:30

名車再生！クラシック
THE NAKED シーズン5 特別 ★ザ・無人島生活: Ep.3
カー・ディーラーズ シー 編: 遊び心(二)
狩り(字)
ズン8: レンジローバー
P38(二)

7:00

トップギア シーズン8: ト トップギア シーズン8:
トップギア シーズン8: ラ トップギア シーズン8:
ヨタ VS フォルクスワーゲ フォード・モンデオ/マツ ンボルギーニ・ガラード ロールスロイス 101EX(字)
ン(字)
ダ６/ヴォクスホール・ベ (字)
クトラ(字)

トップギア シーズン9: ア ★３．１１からの出発: 海に沈んだ写 ★不用品 高く売ります: Ep.2(字)
真の記憶(二)
ウディ TT/アルファロメ
オ・ブレラ/マツダ RXインフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
8(字)

8:00

9:00

世界のモノ作り シーズン15: ソー
ラー街灯 ほか(字)

シリーズ工場見学 シーズン2: 鉛筆/
ボルト/ピクルス/バルーン(二)

完全マニュアル: 惑星探査機の作り方 BigドリームSmallハウス シーズン5:
(字)
17世紀の船(二)

クリエイターとその愉快な仲間たち:
エピソード６(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)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

7:30
8:00
8:30

インフォマーシャル(日)

7:30

07:55 Extreme Dream: 地の探求者(日)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

MotorTrend
バッド・チャド・カスタム:
名車再生！クラシックカー・
1935年式ハップモービル(字)
ディーラーズ シーズン15:
2002年式メルセデス・ベンツ
E55 AMG(二)

8:30

9:30

ディーゼル・ブラザーズ: 名車再生！クラシック
シボレー・エルカミーノ大 カー・ディーラーズ シー
改造(字)
ズン15: 2004年式BMW・
M3(二)

10:00

11:00 ミステリー・ミュージアム ミステリー・ミュージアム ミステリー・ミュージアム ミステリー・ミュージアム ミステリー・ミュージアム JDM！日本車カスタム in ★オーバーホール 改造車
シーズン12: 磁力を持つ少 シーズン12: トーニャvsナ シーズン12: 空から降って シーズン12: 恐怖の未確認 シーズン12: 生きたユニ US: 日産スカイラインGT-X の世界 シーズン4: マー
女(字)
ンシー(字)
きた魚(字)
モンスター(字)
コーンの正体(字)
GT-R仕様(二)
キュリー・コメット(二)
11:30

11:00

10:00
10:30

★THE NAKED シーズン1: 雨のア
ンデス山脈(二)

★THE NAKED シーズン1: ナミビ
アの砂漠地帯(二)

★THE NAKED シーズン1: ベジタ
リアンの挑戦(二)

★THE NAKED シーズン1: ドミニ
カ 孤独なビーチ(二)

★THE NAKED シーズン1: ヒマラ
ヤの影(二)

10:30

11:30

12:00 宇宙の解体新書 シーズン 大解剖！世界歴史建築ミス SF界の巨匠たち: アー
3: 宇宙ホログラム説(二) テリー シーズン2: アッ サー・C・クラーク(字)
ティラ大王の呪い(字)
12:30

アドルフ・ヒトラー年代 フューチャーウェポン・21 オーバーホール 改造車の ★オーバーホール 改造車 12:00
記: パート2 1929-1938年 世紀 戦争の真実 シーズン 世界 シーズン10: シェル の世界 シーズン4: ダッジ
(二)
3: イスラエル軍の最新兵 ビー・デイトナ レプリカ A100(二)
12:30
器1(二)
(字)

13:00 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
シーズン9: 1987年式BMW・M6クーペ
(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)

★クラシックカー・コレクション
シーズン9: 1990年式マツダ・ロード
スター(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン9: 1929年式スタッツ・ロー
ドスター(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン9: 旧車ヒルクライム(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン9: ヴィンテージバイク3台
一挙放出(二)

14:00 ★名車再生！クラシック ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー
ズン8: フロッグアイ・ス ズン8: サーブ・9-3(二)
14:30 プライト(二)

大解剖！世界歴史建築ミス NASA超常ファイル シーズ
テリー シーズン2: イース ン2: ナチスと月探査(二)
ター島の謎(字)

★名車再生！クラシック ★名車再生！クラシック ★名車再生！クラシックカー・ インフォマーシャル(日)
カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー ディーラーズ シーズン8: シボ
レー・ステップサイド(二)
ズン8: ダッジ・チャー
ズン8: デロリアン(二)
★タイムワープ 瞬間の世界:
ジャー(二)
威力(字)

15:00 ☆トップギア シーズン9: ☆トップギア シーズン9: ☆トップギア シーズン9: ☆トップギア シーズン9: ☆トップギア シーズン10: ポ
USドライブSP(新)(字)
スペースシャトル制作プ ランボルギーニ・ムルシ シェルビー・マスタング ルシェ・911 GT3RS/ガヤル
ド・スーパーレジェーラ
ロジェクト(新)(字)
エラゴ LP640(新)(字)
GT500 (新)(字)
(新)(字)
15:30

インフォマーシャル(日)
ムチの ★ダーク・シークレット: 別人になっ
た帰還兵(二)

怪事件ファイル シーズン
ミリタリーSP
1: 謎の飛行物体(字)
アドルフ・ヒトラー年代記:
パート3 1938-1943年(二)

13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

16:00 ★歴史に残る空中戦: ミグ ★歴史に残る空中戦: 零戦 ★歴史に残る空中戦: P-51 ★歴史に残る空中戦: 零戦 ★歴史に残る空中戦: F4F ベーリング海の一攫千金 フューチャーウェポン・21世紀
15とF-86(二)
とF4F(二)
とMe-109(二)
とP-38(二)
と零戦(二)
シーズン16: Ep.19 モンス 戦争の真実 シーズン3: 最新式
ガトリングガン(二)
ター級高波(字)
16:30

16:00

ゴールド・ラッシュ外伝～ ★戦火の軍用機大全: ジェット
パーカーの旅～: Ep.3 脱 エンジン(二)
落の危機(二)

17:00

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)

インフォマーシャル(日)

16:30

17:30 ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★ミステリー・ミュージア ★キリスト十字架はりつけ
17:30
ム シーズン12: 危険コブ ム シーズン12: ノーベル ム シーズン12: ミケラン ム シーズン12: ミネソ
の謎(字)
ラの襲撃(字)
賞メダルの行方(字)
ジェロの贋作(字)
タ・アイスマン(字)
THE NAKED シーズン5 特別 ★戦闘艦大全: 小型戦闘艦 18:00
18:00
編: 遊び心(二)
(二)
18:30 THE NAKED シーズン1: 雨 THE NAKED シーズン1: ナ THE NAKED シーズン1: ベ THE NAKED シーズン1: ド THE NAKED シーズン1: ヒ
のアンデス山脈(二)
ミビアの砂漠地帯(二)
ジタリアンの挑戦(二)
ミニカ 孤独なビーチ(二) マラヤの影(二)
19:00
19:25 Extreme Dream: 地の探求者(日)

19:30

★世界のモノ作り シーズン15: メ
ディシンボール ほか(字)

★シリーズ工場見学 シーズン2: 綿棒 ★完全マニュアル: オクトコプターの ☆明日への扉(新)(日)
/ピンボール/タイル/パン(二)
作り方(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

20:00
20:30

☆クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード７(新)(日)

☆オーバーホール 改造車の世界 ☆ベーリング海の一攫千金 シー ★ゴールド・ラッシュ外伝～
シーズン10: シェルビー・デイ ズン16: Ep.19 モンスター級高 パーカーの旅～: Ep.3 脱落の
トナ レプリカ(新)(字)
波(新)(字)
危機(二)

21:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2002年式メルセデス・ベンツ
21:30 E55 AMG(二)

★メガ建造～不可能への挑戦～ バッド・チャド・カスタム:
シーズン3: 世界最大級の船
1935年式ハップモービル(字)
(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: イースター島
の謎(新)(字)

★密着！RC模型ビルダー シー
ズン1: スピードボート(二)

★追跡！コロンビア麻薬王の埋 ★アドルフ・ヒトラー年代記:
蔵金: Ep.1 捜索開始(二)
パート3 1938-1943年(二)

18:30
THE NAKED アローン: 不眠 追跡！コロンビア麻薬王の 19:00
との闘い(二)
埋蔵金: Ep.1 捜索開始
(二)
19:30
SF界の巨匠たち: アイザッ
日曜宇宙シアター
ク・アシモフ(字)
宇宙の解体新書 シーズン3: 宇
宙ホログラム説(二)

★名車再生！クラシック ★モーガン・フリーマン 時空
カー・ディーラーズ シー の彼方 シーズン4: 現実とは何
ズン11: ポルシェ993タル か？(二)
ガ(二)

presents テクノロジーア
★ディーゼル・ブラザーズ: シ ☆THE NAKED シーズン5 特別
22:00 ☆名車再生！クラシックカー・ DISCO
ワー
ディーラーズ シーズン15:
ボレー・エルカミーノ大改造
編: 遊び心(新)(二)
★大革新～世界を変えた発明品 (字)
2004年式BMW・M3(新)(二)
～: スマートフォン(字)

★フューチャーウェポン・21世 ★名車再生！クラシック
紀 戦争の真実 シーズン3: 最 カー・ディーラーズ シー
新式ガトリングガン(二)

23:00 ★JDM！日本車カスタム in US: ★怪事件ファイル シーズン1:

ズン11: マツダRX-7(二)

22:30

日産スカイラインGT-X GT-R仕
様(二)

謎の飛行物体(字)

★SF界の巨匠たち: アイザッ
ク・アシモフ(字)

☆THE NAKED アローン: 不眠
との闘い(新)(二)

☆宇宙の解体新書 シーズン4:
青い火星(新)(二)

23:54 Wings: EP1: 共感(日)

23:54 Wings: EP2: 革新(日)

23:54 Wings: EP3: 覚醒(日)

23:54 Wings: EP4: 融合(日)

★奇跡を起こせ！建築革
命: ホロガランド橋(字)

23:30

20:30
21:00
21:30
22:00
22:30

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン3: 宇宙の始まりの始
まり(二)

23:00
23:30

24:00 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)

24:30
25:00 放送休止
25:30
26:00 放送休止

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・
名車再生！クラシックカー・
ミリタリーSP
ディーラーズ シーズン8: サー ディーラーズ シーズン8: ダッ ディーラーズ シーズン8: デロ ディーラーズ シーズン8: シボ
アドルフ・ヒトラー年代記:
ブ・9-3(二)
ジ・チャージャー(二)
リアン(二)
レー・ステップサイド(二)
パート2 1929-1938年(二)

トップギア シーズン9: ス トップギア シーズン9: ラ トップギア シーズン9:
ペースシャトル制作プロ ンボルギーニ・ムルシエラ シェルビー・マスタング
ジェクト(字)
ゴ LP640(字)
GT500 (字)

27:00 放送休止

大革新～世界を変えた発明 24:00
品～: ロケット(字)
24:30

トップギア シーズン10: フューチャーウェポン・21世紀 メガ建造～不可能への挑戦 25:00
ポルシェ・911 GT3RS/ガヤ 戦争の真実 シーズン3: イスラ ～ シーズン3: 世界最大級
ルド・スーパーレジェーラ エル軍の最新兵器1(二)
の船(二)
25:30
(字)

歴史に残る空中戦: 零戦と 歴史に残る空中戦: P-51と 歴史に残る空中戦: 零戦と 歴史に残る空中戦: F4Fと 戦火の軍用機大全: バトル・オ SF界の巨匠たち: アイザッ 26:00
ブ・ブリテン(二)
F4F(二)
Me-109(二)
P-38(二)
零戦(二)
ク・アシモフ(字)

26:30

27:30

☆コンタクト～エイリアン徹底
調査～: エイリアンの痕跡
(新)(字)

20:00

26:30
メガ建造～不可能への挑戦 ゴールド・ラッシュ外伝～ 追跡！コロンビア麻薬王の 密着！RC模型ビルダー
戦闘艦大全: 装甲艦(二)
～ シーズン3: 世界最大級 パーカーの旅～: Ep.3 脱 埋蔵金: Ep.1 捜索開始
シーズン1: スピードボー
の船(二)
落の危機(二)
(二)
ト(二)

THE NAKED アローン: 不眠 27:00
との闘い(二)
27:30

Discovery Channel
2020年12月編成表
4:00
4:30

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
12/21
12/22
12/23
12/24
12/25
12/26
12/27
ザ・無人島生活: Ep.3 狩 名車再生！クラシック
海洋メガマシン: 巨大消防 ディーゼル・ブラザーズ: THE NAKED シーズン5 特別 宇宙の解体新書 シーズン SF界の巨匠たち: ジュー
り(字)
カー・ディーラーズ シー 艇(字)
フォードF650巨大化計画 編: 呪われた挑戦(二)
4: ホワイトホール(二)
ル・ヴェルヌ(字)
ズン15: ボルボ・アマゾン
(字)
122(二)

4:00
4:30

ベーリング海の一攫千金 フューチャーウェポン・21 コンタクト～エイリアン徹 スペースタイム・宇宙ガイ 怪事件ファイル シーズン モーガン・フリーマン 時 大解剖！世界歴史建築ミス
シーズン16: Ep.19 モンス 世紀 戦争の真実 シーズン 底調査～: エイリアンの痕 ド シーズン3: 宇宙の始ま 1: 幽霊船(字)
空の彼方 シーズン4: 現実 テリー シーズン2: 古代都
ター級高波(字)
3: 最新式ガトリングガン 跡(字)
りの始まり(二)
とは何か？(二)
市ポンペイのミイラ(字)
(二)

5:00

6:00

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)

タイムワープ
力(字)

6:00

6:30

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: 1987年式BMW・M6クーペ(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: 1990年式マツダ・ロードス
ター(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: 1929年式スタッツ・ロードス
ター(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: 旧車ヒルクライム(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: ヴィンテージバイク3台 一挙
放出(二)

インフォマーシャル(日)

7:00

名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー
ズン8: フロッグアイ・ス ズン8: サーブ・9-3(二)
プライト(二)

5:00
5:30

7:30
8:00
8:30

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

トップギア シーズン9: US トップギア シーズン9: ス トップギア シーズン9: ラ トップギア シーズン9:
ドライブSP(字)
ペースシャトル制作プロ ンボルギーニ・ムルシエラ シェルビー・マスタング
ジェクト(字)
ゴ LP640(字)
GT500 (字)

トップギア シーズン10: ★３．１１からの出発: 巨大地震を
“早期検知” 新幹線の奇跡(二)
ポルシェ・911 GT3RS/ガヤ
ルド・スーパーレジェーラ インフォマーシャル(日)
(字)

★不用品 高く売ります: Ep.3(字)

8:00

明日への扉(日)

8:30

9:00

完全マニュアル: オクトコプターの作 ３．１１からの出発: 海に沈んだ写真 クリエイターとその愉快な仲間たち:
り方(字)
の記憶(二)
エピソード７(日)

9:30

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)

10:30

インフォマーシャル(日)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE NAKED シーズン1: ニカラ
グア 悪夢のジャングル(二)

★THE NAKED シーズン1: ボツワ
ナ 不毛の荒野(二)

★THE NAKED シーズン1: インド
嵐の山岳地帯(二)

★THE NAKED シーズン1: ブラジ
ル 灼熱の砂丘(二)

6:30
7:00

シリーズ工場見学 シーズン2: 綿棒/
ピンボール/タイル/パン(二)

10:00

インフォマーシャル(日)

5:30

名車再生！クラシック
THE NAKED シーズン5 特別 ★ザ・無人島生活: Ep.4
カー・ディーラーズ シー 編: 呪われた挑戦(二)
サバイバルの舞台裏(字)
ズン8: シボレー・ステッ
プサイド(二)

世界のモノ作り シーズン15: メディ
シンボール ほか(字)

インフォマーシャル(日)

瞬間の世界: ムチの威 ダーク・シークレット: 別人になった
帰還兵(二)

★THE NAKED シーズン1: メキシ
コ 失われた海岸(二)

MotorTrend
ディーゼル・ブラザーズ: シボ 名車再生！クラシックカー・
レー・エルカミーノ大改造(字) ディーラーズ シーズン15:
2004年式BMW・M3(二)

7:30

9:00
9:30

ディーゼル・ブラザーズ: 名車再生！クラシック
10:00
フォードF650巨大化計画 カー・ディーラーズ シー
(字)
ズン15: ボルボ・アマゾン
10:30
122(二)

11:00 ミステリー・ミュージアム ミステリー・ミュージアム ミステリー・ミュージアム ミステリー・ミュージアム キリスト十字架はりつけの JDM！日本車カスタム in
シーズン12: 危険コブラの シーズン12: ノーベル賞メ シーズン12: ミケランジェ シーズン12: ミネソタ・ア 謎(字)
US: ダットサン510／1989
襲撃(字)
ダルの行方(字)
ロの贋作(字)
イスマン(字)
年式日産パオ(二)
11:30

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン4: 1964年式シボレー・
マリブ(二)
11:49 Wings: EP1: 共感(日)

11:00
11:30

11:54 Wings: EP2: 革新(日)

12:00 宇宙の解体新書 シーズン 大解剖！世界歴史建築ミス SF界の巨匠たち: アイザッ アドルフ・ヒトラー年代
4: 青い火星(二)
テリー シーズン2: イース ク・アシモフ(字)
記: パート3 1938-1943年
ター島の謎(字)
(二)
12:30

フューチャーウェポン・21 オーバーホール 改造車の
世紀 戦争の真実 シーズン 世界 シーズン10: 2015年
3: 最新式ガトリングガン 式シボレー・カマロ(字)
(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)

★クラシックカー・コレクション シーズ
ン9: オーバーン・ボートテール・スピー
ドスター(二)

★クラシックカー・コレクション シーズ
ン9: 1932年式パッカード・ツインシック
ス(二)

★クラシックカー・コレクション シーズ
ン9: V8 60 ミジェット・レースカー(二)

★クラシックカー・コレクション シーズ
ン9: 1970年式プリムス・スーパーバード
(二)

★クラシックカー・コレクション シーズ
ン9: フィアット・アバルト750 3台一挙発
掘(二)

14:00 ★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)
14:30

★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)

★名車再生！クラシック ★名車再生！クラシック ★名車再生！クラシック インフォマーシャル(日)
カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー
ズン9: フィアット・
ズン9: モーガン(二)
ズン9: ＢＭＷ Ｍ５(二) ★タイムワープ 瞬間の世界:
ディーノ(二)
クダンス(字)

15:00 ☆トップギア シーズン
10: アウディ・R8/ポル
シェ・911 カレラ
15:30 S(新)(字)

☆トップギア シーズン
10: ロールスロイス・
ファントム・ドロップ
ヘッドクーペ(新)(字)

☆トップギア シーズン
10: V8 ヴァンテージ・
ロードスター/カパロ
T1(新)(字)

☆トップギア シーズン
10: キャンピングカー・
レースSP(新)(字)

☆トップギア シーズン
10: アストン・マーティ
ン DBS(新)(字)

12:00
12:30

12:54 Wings: EP4: 融合(日)

大解剖！世界歴史建築ミス コンタクト～エイリアン徹 13:00
テリー シーズン2: 古代都 底調査～: エイリアンの痕
市ポンペイのミイラ(字) 跡(字)
13:30

インフォマーシャル(日)

13:30

★オーバーホール 改造車の世界
シーズン4: シボレー・コルベッ
ト(二)
12:49 Wings: EP3: 覚醒(日)

インフォマーシャル(日)
ブレイ ★ダーク・シークレット: 謎の巨大海
洋生物(二)

14:00
14:30

年末年始宇宙SP
15:00
★解明・宇宙の仕組み
★宇宙の解体新書: 彗星探
シーズン2: 火山(二)
査(二)
15:30

★宇宙の解体新書: 地球外 16:00
16:00 ★歴史に残る空中戦: P-47 ★歴史に残る空中戦: F4U ★驚異の軍事兵器: アメリ ★驚異の軍事兵器: アメリ ★驚異の軍事兵器: アメリ ★解明・宇宙の仕組み
とFw-190(二)
と零戦(二)
カの空軍力(二)
カの地上兵力(二)
カの海軍力(二)
シーズン2: メガストーム 生命体(二)
(二)
16:30
16:30
★解明・宇宙の仕組み
★宇宙の解体新書 シーズ
シーズン2: 太陽系外惑星 ン2: 超大質量ブラック
(二)
ホール(二)

17:00

★解明・宇宙の仕組み
シーズン2: メガフレア
(二)

★宇宙の解体新書 シーズ
ン2: 究極の恒星(二)

18:00

18:30 THE NAKED シーズン1: ニ THE NAKED シーズン1: ボ THE NAKED シーズン1: イ THE NAKED シーズン1: ブ THE NAKED シーズン1: メ
カラグア 悪夢のジャング ツワナ 不毛の荒野(二)
ンド 嵐の山岳地帯(二)
ラジル 灼熱の砂丘(二)
キシコ 失われた海岸(二)
ル(二)
★解明・宇宙の仕組み
★宇宙の解体新書 シーズ
19:00
シーズン2: 星の軌道(二) ン2: ビッグバンへの旅
(二)
シーズン15: オー ★シリーズ工場見学 シーズン2: ビー ★完全マニュアル: 宇宙服の作り方
★BigドリームSmallハウス シーズン ☆クリエイターとその愉快な仲間た
19:30 ★世界のモノ作り
トバイ ほか(字)
玉/フィルター/工具箱/緩衝材(二)
(字)
5: アウトドア基地(二)
ち: エピソード８(新)(日)

18:30

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)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★地球外生命体との遭遇
シーズン1: Ep.1(二)

★地球外生命体との遭遇
シーズン1: Ep.2(二)

★地球外生命体との遭遇
シーズン2: Ep.3(字)

★地球外生命体との遭遇
シーズン2: Ep.4(字)

★地球外生命体との遭遇
シーズン3: Ep.5(字)

18:00

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

20:00
☆オーバーホール 改造車の世
界 シーズン10: 2015年式シボ
20:30 レー・カマロ(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.20 厄介な事
態(新)(字)

21:00 名車再生！クラシックカー・

★メガ建造～不可能への挑戦～ ディーゼル・ブラザーズ: シボ ★追跡！コロンビア麻薬王の埋 ★アドルフ・ヒトラー年代記:
シーズン3: 巨大電波望遠鏡
レー・エルカミーノ大改造(字) 蔵金: Ep.2 潜入捜査(二)
パート4 1939-1945年(二)
(二)

ディーラーズ シーズン15:
2004年式BMW・M3(二)

★ゴールド・ラッシュ外伝～
パーカーの旅～: Ep.4 旅路の
果て(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミステ ★密着！RC模型ビルダー シー
リー シーズン2: 古代都市ポン ズン1: ユーロコプター(二)
ペイのミイラ(新)(字)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン2: 彗星(二)

ディーラーズ シーズン15: ボ
ルボ・アマゾン122(新)(二)

22:30

DISCO presents テクノロジーア
ワー

★海洋メガマシン: 巨大消防艇
(字)

23:00 ★JDM！日本車カスタム in US: ★怪事件ファイル シーズン1:
ダットサン510／1989年式日産
パオ(二)

幽霊船(字)

★ディーゼル・ブラザーズ:
フォードF650巨大化計画(字)

☆THE NAKED シーズン5 特別
編: 呪われた挑戦(新)(二)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン2: 小惑星(二)

★フューチャーウェポン・21世 ★解明・宇宙の仕組み
紀 戦争の真実 シーズン3: 無 シーズン2: 地球の誕生
人戦闘車両(二)

(二)

★SF界の巨匠たち: ジュール・ ☆THE NAKED アローン: 孤独
ヴェルヌ(字)
なオオカミ(新)(二)

☆宇宙の解体新書 シーズン4:
ホワイトホール(新)(二)

23:30

19:30
20:00

★モーガン・フリーマン
21:00
時空の彼方 シーズン4: 自
由意志(二)
21:30
☆コンタクト～エイリア
ン徹底調査～: UFOと地震
(新)(字)

22:00
22:30

★宇宙の解体新書: ブラッ ★スペースタイム・宇宙ガ 23:00
クホールの秘密(二)
イド シーズン3: 宇宙開発
陰謀説(二)
23:30

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・
名車再生！クラシックカー・
★宇宙の解体新書: 太陽の ★宇宙の解体新書 シーズ
ディーラーズ シーズン8: カル ディーラーズ シーズン8: シボ ディーラーズ シーズン9: フィ ディーラーズ シーズン9: モー ディーラーズ シーズン9: ＢＭ 内部(二)
ン2: 木星の秘密(二)
マンギア(二)
レー・ベルエアー(二)
アット・ディーノ(二)
ガン(二)
Ｗ Ｍ５(二)

24:00 名車再生！クラシックカー・
24:30

25:00 トップギア シーズン10: トップギア シーズン10: トップギア シーズン10: トップギア シーズン10: トップギア シーズン10:
アウディ・R8/ポルシェ・ ロールスロイス・ファント V8 ヴァンテージ・ロード キャンピングカー・レース アストン・マーティン
911 カレラS(字)
ム・ドロップヘッドクーペ スター/カパロ T1(字)
SP(字)
DBS(字)
25:30
(字)

19:00

20:30

21:30
22:00 ☆名車再生！クラシックカー・

宇宙の解体新書 シーズン
4: 青い火星(二)

17:30

24:00
24:30

★宇宙の解体新書: 危険な ★宇宙の解体新書 シーズ
小惑星(二)
ン2: 見えざる宇宙(二)

25:00
25:30

26:00 歴史に残る空中戦: P-47と 歴史に残る空中戦: F4Uと 驚異の軍事兵器: アメリカ 驚異の軍事兵器: アメリカ 驚異の軍事兵器: アメリカ ★宇宙の解体新書: 火星探 ★宇宙の解体新書 シーズ 26:00
Fw-190(二)
零戦(二)
の空軍力(二)
の地上兵力(二)
の海軍力(二)
査(二)
ン2: 太陽系第9惑星を探せ
(二)
26:30
26:30
メガ建造～不可能への挑戦 ゴールド・ラッシュ外伝～ 追跡！コロンビア麻薬王の 密着！RC模型ビルダー
27:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー ～ シーズン3: 巨大電波望 パーカーの旅～: Ep.4 旅 埋蔵金: Ep.2 潜入捜査
シーズン1: ユーロコプ
ズン15: 2004年式BMW・
遠鏡(二)
路の果て(二)
(二)
ター(二)
27:30 M3(二)

戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

THE NAKED アローン: 孤独 27:00
なオオカミ(二)
27:30

Discovery Channel
2020年12月編成表
4:00
4:30

月曜日
火曜日
12/28
12/29
ザ・無人島生活: Ep.4 サ
バイバルの舞台裏(字)
★カスタム・マスター
シーズン2: 1954年式
フォード(二)

水曜日
12/30

木曜日
金曜日
12/31
1/1
年末年始クルマSP
★カスタム・マスター
★ファスト＆ラウド シー ★ファスト＆ラウド シー
シーズン2: 1960年式キャ ズン1: リンカーン・コン ズン1: スリーウインドウ
デラック(二)
チネンタル・マークⅢ(字) のフォード(字)

土曜日
1/2

日曜日
1/3
4:00
4:30

ベーリング海の一攫千金 ★カスタム・マスター
★カスタム・マスター
シーズン16: Ep.20 厄介な シーズン2: 1964年式マリ シーズン2: カッパー・
事態(字)
ブ(二)
キャディー(二)

★ファスト＆ラウド シー ★ファスト＆ラウド シー
ズン1: フォードF100(字) ズン1: フォード・フェア
モント(字)

5:00

6:00

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)

6:00

6:30

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: オーバーン・ボートテール・
スピードスター(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: 1932年式パッカード・ツイン
シックス(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: V8 60 ミジェット・レース
カー(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン9: 1970年式プリムス・スーパー
バード(二)

6:30

7:00

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

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

7:00

5:00
5:30

7:30

5:30

7:30

トップギア シーズン10: トップギア シーズン10: トップギア シーズン10: トップギア シーズン10:
アウディ・R8/ポルシェ・ ロールスロイス・ファント V8 ヴァンテージ・ロード キャンピングカー・レース
911 カレラS(字)
ム・ドロップヘッドクーペ スター/カパロ T1(字)
SP(字)
(字)

8:00

9:00

世界のモノ作り シーズン15: オート
バイ ほか(字)

シリーズ工場見学 シーズン2: ビー玉 完全マニュアル: 宇宙服の作り方(字) BigドリームSmallハウス シーズン5:
/フィルター/工具箱/緩衝材(二)
アウトドア基地(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)

8:00
8:30

インフォマーシャル(日)

9:30

人気サバイバルシリーズ一挙放送

10:00
10:30

インフォマーシャル(日)

8:30

★THE NAKED シーズン1: フロリ
ダ アリゲーターの王国(二)

11:00 地球外生命体との遭遇
シーズン1: Ep.1(二)

10:00

★THE NAKED シーズン1: コロン
ビア 未開のジャングル(二)

★THE NAKED シーズン1: ヘビと
の遭遇SP(二)

★THE NAKED シーズン1: 気まず
い瞬間SP(二)

地球外生命体との遭遇
シーズン1: Ep.2(二)

地球外生命体との遭遇
シーズン2: Ep.3(字)

地球外生命体との遭遇
シーズン2: Ep.4(字)

10:30
11:00

11:30

11:30

12:00 宇宙の解体新書 シーズン 大解剖！世界歴史建築ミス SF界の巨匠たち: ジュー
4: ホワイトホール(二)
テリー シーズン2: 古代都 ル・ヴェルヌ(字)
市ポンペイのミイラ(字)
12:30

アドルフ・ヒトラー年代
記: パート4 1939-1945年
(二)

12:00

13:00 インフォマーシャル(日)

12:30

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)

13:00

★CAR FIX シーズン2: レアなキャ
ディ(二)

★CAR FIX シーズン2: リドラー賞
(二)

★CAR FIX シーズン2: 1987年式コル
ベット(二)

13:30

14:00 ★名車再生！クラシック ★名車再生！クラシック ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー カー・ディーラーズ シー
ズン9: ルノー・アルピー ズン9: ポルシェ 914(二) ズン9: ベンツGクラス(二)
14:30 ヌ(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ＸＫ８
(二)

14:00

☆トップギア シーズン
☆トップギア シーズン
15:00 ☆トップギア シーズン
10: ルノー・R25 F1マシ 10: ディーゼルカー 24時 10: 最優秀・ワースト
ン(新)(字)
間耐久レース(新)(字)
カーSP(新)(字)
15:30

☆トップギア ボツワナ
SP(新)(字)

13:30

★CAR FIX シーズン2: ベガス・タイ
ヤショー(二)

16:00 ★戦場の真実: ファルー
ジャの戦闘(二)

14:30

★戦場の真実: ベトナム・ ★戦場の真実: ベトナム・ ★戦場の真実: カンダハル
フエ攻防戦(二)
ケサンの戦い(二)
の戦い(二)

16:30
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 ★地球外生命体との遭遇
シーズン3: Ep.6(字)

★地球外生命体との遭遇
シーズン3: Ep.7(字)

★地球外生命体との遭遇
シーズン3: Ep.8(字)

★地球外生命体との遭遇
シーズン3: Ep.9(字)

18:00
18:30 THE NAKED シーズン1: フ THE NAKED シーズン1: コ THE NAKED シーズン1: ヘ THE NAKED シーズン1: 気
ロリダ アリゲーターの王 ロンビア 未開のジャング ビとの遭遇SP(二)
まずい瞬間SP(二)
国(二)
ル(二)
19:00
19:30

★世界のモノ作り シーズン15: ス
ロットルボディほか(字)

☆オーバーホール 改造車の世
界 シーズン10: 栄光のフォー
20:30 ド・マスタング(新)(字)

21:00

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: ボル
ボ・アマゾン122(二)

21:30

21:49 Wings: EP1: 共感(日)

22:00

☆名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン15: トヨタ・ランドク
ルーザー(新)(二)

22:30

22:49 Wings: EP3: 覚醒(日)

15:00

★解明・宇宙の仕組み
★解明・宇宙の仕組み
シーズン3: 宇宙の終わり シーズン4: 超大質量ブ
(二)
ラックホール(二)

16:00

★解明・宇宙の仕組み
シーズン3: 木星(二)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン4: 宇宙形成の原
動力(二)

17:00

★解明・宇宙の仕組み
★解明・宇宙の仕組み
シーズン3: 宇宙の最初の1 シーズン4: 月の秘密(二)
秒間(二)

18:00

★解明・宇宙の仕組み
シーズン3: 土星(二)

19:00

★解明・宇宙の仕組み
シーズン4: 海の誕生(二)

★シリーズ工場見学 シーズン2: 街灯 ★完全マニュアル: 航空母艦の作り方 ★BigドリームSmallハウス シーズン
/ノコギリ/コーヒー/窓ガラス(二)
(字)
5: 湖畔の奇抜ハウス(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン16: Ep.21 始まりの
終わり(新)(字)

★ゴールドラッシュ49ers:
#1(字)

★メガ建造～不可能への挑戦～ ディーゼル・ブラザーズ:
シーズン3: ロンドン・クロス フォードF650巨大化計画(字)
レール(二)

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30
★解明・宇宙の仕組み
★宇宙の解体新書 シーズ
シーズン3: 大量絶滅(二) ン4: ホワイトホール(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

20:00

年末年始宇宙SP
★解明・宇宙の仕組み
★解明・宇宙の仕組み
シーズン3: 太陽(二)
シーズン4: 生命の起源
(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン2: 呪われた屈折
ピラミッド(新)(字)

20:00
20:30

★追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.3 受刑者(二)

★解明・宇宙の仕組み
★モーガン・フリーマン
シーズン3: 天の川銀河の 時空の彼方 シーズン4:
誕生(二)
ヒッグス粒子(二)

21:00

★解明・宇宙の仕組み
☆コンタクト～エイリア
シーズン3: 宇宙移民(二) ン徹底調査～: 闇に包ま
れた陰謀(新)(字)

22:00

21:30

21:54 Wings: EP2: 革新(日)
DISCO presents テクノロジーア
ワー

★海洋メガマシン: 世界最大級
クルーズ客船(字)

★ディーゼル・ブラザーズ:
☆THE NAKED シーズン5 特別
1948年式ウィリス・ジープ(字) 編: 気まずい瞬間(新)(二)

22:30

22:54 Wings: EP4: 融合(日)

23:00 ★JDM！日本車カスタム in US: ★怪事件ファイル シーズン1:
日産スカイラインGT-X エンジ
ン交換(二)

ミイラの呪い(字)

★解明・宇宙の仕組み
★スペースタイム・宇宙ガ 23:00
シーズン3: もうひとつの イド シーズン3: 火星へ行
地球(二)
く船(二)
23:30

★SF界の巨匠たち: ロバート・ ☆THE NAKED アローン: 決死
A・ハインライン(字)
のハンティング(新)(二)

23:30
年末年始クルマSP

24:00
★カスタム・マスター シーズ
ン2: 1959年式ビュイック・イ
24:30 ンヴィクタ(二)

25:00
25:30

★カスタム・マスター シーズ
ン2: 2013年式ダッジチャレン
ジャー(二)

★ファスト＆ラウド シーズン
1: モデルA(字)

★ファスト＆ラウド シーズン
1: シボレー・フリートマス
ター(字)

ミリタリー・モーターズ シー
ズン1: 世界一短いハマー(二)

★解明・宇宙の仕組み
★解明・驚異の宇宙天気
シーズン4: 車の材料の起 (字)
源(二)

24:00
24:30

★カスタム・マスター
★カスタム・マスター
★ファスト＆ラウド シー ★ファスト＆ラウド シー ★ミリタリー・モーターズ ★解明・宇宙の仕組み
★もっと解明・宇宙の仕組 25:00
シーズン2: 1970年式マス シーズン2: 1969年式カマ ズン1: ロケット88(字)
ズン1: モデルAロードス シーズン1: エアストリー シーズン4: 太陽系の果て み 2時間SP(二)
タング(二)
ロ(二)
ター(字)
ム／シボレーK30(二)
(二)
25:30

★カスタム・マスター
★ファスト＆ラウド シー ★ファスト＆ラウド シー ★ミリタリー・モーターズ ★解明・宇宙の仕組み
26:00 ★カスタム・マスター
シーズン2: 1932年式ロー シーズン2: 1967年式シボ ズン1: キャデラック・
ズン1: シボレー・インパ シーズン1: REO社 巨大ト シーズン4: 地球の未来と
ドスター(二)
レー・ノヴァ(二)
ドゥビル(字)
ラ(字)
ラック(二)
金星(二)
26:30

26:00

★カスタム・マスター
★ファスト＆ラウド シー ★ファスト＆ラウド シー ★ミリタリー・モーターズ
27:00 ★カスタム・マスター
シーズン2: 1942年式イン シーズン2: 1968年式シボ ズン1: フォード・ギャラ ズン1: ウッディル・ワイ シーズン1: BTR-50装甲兵
パラ(二)
レー・シェベル(二)
クシー(字)
ルドファイア(字)
員輸送車(二)
27:30

27:00

26:30

27:30

