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ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.9 夏編 夢の
町(字)

ミイラ・ミステリー: 伝説的海賊
の財宝(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.9 夏編 夢の
町(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 星雲の秘密(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 シーズン6: 私たちの中のエ
イリアン(二)
★NASA超常ファイル シーズン
3: 奇妙な光の球(二)

★宇宙新時代: 小惑星を回
避せよ(字)

★海洋メガマシン: 最強バケッ
ト浚渫船(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
(二)

★歴史に残る空中戦: ミグ15
とF-86(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: フォード級航空母
艦(二)

★歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: ジェットスーツ(二)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.2(二)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.3(二)

スーパー！メカニズム シーズン
1: クランベリー収穫(二)

解剖！メガマシン シーズン2:
ホバークラフト(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)

★ザ・秘境生活 シーズン2: モ
ンゴル(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: バリスタとシェフの家(二)
インフォマーシャル(日)

★海洋メガマシン: 巨大消防
艇(字)

★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 シーズン12: フィ
アット・パンダ4x4(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: アル
ファロメオ・アルファスッド(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★スーパー！メカニズム シーズ
ン1: クランベリー収穫(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: フォード級航空母
艦(二)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.1(二)

★大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット
脱出(二)

マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: グレネードランチャー(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン4: ジェットスーツ
(二)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 謎の放射線(二)

ミイラ・ミステリー: 伝説的海賊
の財宝(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン9:
Ep.7 支払いの行方(二)

★クラシックカー・コレクション
シーズン10: 100年前のハー
レーダビッドソン(二)
11:55 ★オーバーホール 改
造車の世界 シーズン5: VW
タイプ2 T1(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン シーズン2:
ホバークラフト(二)

インフォマーシャル(日)

MOTORアワー
★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)

★ファスト＆ラウド（2時間）:
実物大ホットウィールSP（2時
間）(字)

★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)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
3: いざアメリカへ！(二)

★SUPERCAR シーズン2: ミ
ニクーパー(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: フォード・マスタング・
ファストバック(二)

21:55 ★メガ建造～不可能
への挑戦～ シーズン4: フォー
ド級航空母艦(二)

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)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 星間空間の謎(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 星雲の秘密(二)

★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)

★世界ビックリ珍料理 シーズン
10: エリー運河の旅(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 夢の多機能バン(二)
インフォマーシャル(日)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.6 月着陸船の奇跡(字)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛
が観客席に(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.5 ピサの斜塔(字)

★戦火の鉄道大全: 泰緬鉄
道(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7: 星間空間の謎
(新)(二)
名車再生！マイクのワールドツ
アー: 中東(二)

★CAR FIX シーズン6: ベンツ
300D(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: 中東(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: フォード・マスタ
ング・ファストバック(二)

★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)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.5 ロケット開発者の証言
(字)

eスポーツ：新たな王者の誕生
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)
☆おあそびマスターズ:
Ep.29(新)(日)

★徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.5 ロケット開発者の証言
(字)

★徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.6 月着陸船の奇跡(字)

インフォマーシャル(日)

☆ミイラ・ミステリー: 伝説的
海賊の財宝(新)(字)

名車再生！マイクのワールドツ
アー: メキシコ／米国(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: ビュイック・スカイラー
ク(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 特殊部隊潜水兵(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.9 夏編 夢の
町(字)

世界ビックリ珍料理 シーズン8:
沖縄(字)

★宇宙新時代: 月資源開発
レース(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ポンティアッ
ク･トランザム(二)

★名車再生！TOP5: 視聴
者投票(二)

インフォマーシャル(日)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.4 危険な放射線帯(字)

★eスポーツ：新たな王者の誕
生(字)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン4: Ep.9 夏編
夢の町(新)(字)

★世界ビックリ珍料理 シーズン
8: 沖縄(字)

★マスター・オブ・アームズ シー
ズン1: カトラス付きピストル
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: グランドナ
ショナル(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: メキシコ／米国(二)

14:55 ★オーバーホール 改
造車の世界 シーズン7: ビュ
イック・スカイラーク(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 特殊部隊潜水兵(二)

ファスト＆ラウド（2時間）:
実物大ホットウィールSP（2時
間）(字)

↑

★マスター・オブ・アームズ シー
ズン1: グレネードランチャー
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ランボル
ギーニ・ウラカン(二)

★名車再生！TOP5: パ
フォーマンスカー(二)

★密着！台湾軍エリート部
隊: 先鋭部隊・フロッグマン
(二)

★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)

★徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.4 危険な放射線帯(字)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン
スキー大会(二)

★ファスト＆ラウド（2時間）:
実物大ホットウィールSP（2時
間）(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.6
ホフマンの亡霊(二)

名車再生！マイクのワールドツ
アー: スウェーデン(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
5: VL100ヴィスタライナー
(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 空軍パラレスキュー(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: スウェーデン(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: VL100ヴィスタライナー
(二)

★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)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.3 着陸の形跡(字)

THE NAKED シーズン3: アマ
ゾン 衝突する世界(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)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.3 着陸の形跡(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.7
支払いの行方(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 1400馬
力 スープラ(二)

名車再生！マイクのワールドツ
アー: イギリス(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
5: HU-16 購入準備(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 陸軍レンジャー(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.7
支払いの行方(二)

海洋メガマシン: 最強バケット
浚渫船(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: 上海ワンダーランド
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: シボレー・カマ
ロZL1(二)

名車再生！TOP5: マイクロ
カー(二)

ザ・特殊部隊: 世界の精鋭部
隊(字)

インフォマーシャル(日)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.2 着陸映像の真相(字)

THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼2(二)

☆海洋メガマシン: 最強バケッ
ト浚渫船(新)(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン4: ジェットスーツ
(二)
☆ミステリー・ミュージアム
シーズン12: ミケランジェロの
贋作(新)(字)

大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大竜
巻(二)
インフォマーシャル(日)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.2 着陸映像の真相(字)

ミイラ・ミステリー: 雲上の民のミ
イラ(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: リンカーン・
コンチネンタル(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
ゴルフカート専門店の挑戦
(字)

名車再生！マイクのワールドツ
アー: インド(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！TOP5: アメ車
(二)

ザ・特殊部隊: 国務省外交保
安局(字)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.1 アポロ1号の悲劇(字)

THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼1(二)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
の爪痕(二)

★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)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン シーズン
2: ホバークラフト(二)

マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: グレネードランチャー(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン9:
Ep.7 支払いの行方
(新)(二)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)

徹底検証・月面着陸の謎:
Ep.1 アポロ1号の悲劇(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 星雲の秘密(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)

★CAR FIX シーズン6: ダッジ・バイ
パー(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: インド(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: AMゼネラル M923トラック
(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: イギリス(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: HU-16 購入準備(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 陸軍レンジャー(二)

インフォマーシャル(日)
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大脱出！サバイバルレース: カ
ザフスタン(字)

ミイラ・ミステリー: リンカーン暗
殺者のミイラ(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: フォード フラッ
トヘッド(二)

名車再生！TOP5: 80年代
の車(二)

ザ・特殊部隊: CIA特殊活動
部(字)

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)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: フォード級航空母
艦(二)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン10: 100年前のハー
レーダビッドソン(新)(二)

☆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(新)(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE NAKED シーズン3:
ベリーズ 番組ファンの挑戦(二)

★THE NAKED シーズン3:
ベリーズ 狙われたハンター(二)

★THE NAKED シーズン3:
アマゾン 衝突する世界(二)

★THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼2(二)

★THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼1(二)

★密着！台湾軍エリート部
隊: 究極の選抜試験(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11

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
12:53 ディスカバリーモーターNews(日)

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 ミリタリーSP 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 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
23:53 ディスカバリーモーターNews(日)

24:00 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30
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ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.10 夏編 身代
わり(字)

ミイラ・ミステリー: モーセの正体
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.10 夏編 身代
わり(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 星間空間の謎(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 シーズン6: 「マトリックス」的
世界(二)
★NASA超常ファイル シーズン
3: 白鳥座の異変(二)

★宇宙新時代: 人類、火星
へ(字)

海洋メガマシン: アメリカ海軍
艦隊(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: シボ
レー・コルベットC3(二)

★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工
場爆発(二)

★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)

メガ輸送プロジェクト シーズン
2: クラシックカー(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: M1エイブラムス戦
車(二)

スーパー！メカニズム シーズン
1: ジョン・F・ケネディ国際空港
(二)

解剖！メガマシン シーズン2:
砕氷船ルイサンローラン(二)

大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン2: グ
アテマラ(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 究極のツリーハウス(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォー
ド・エスコート RS2000(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★スーパー！メカニズム シーズ
ン1: ジョン・F・ケネディ国際空
港(二)

戦火の軍用機大全: バトル・
オブ・ブリテン(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: M1エイブラムス戦
車(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)

メガ輸送プロジェクト シーズン
2: クラシックカー(二)

NASA超常ファイル シーズン3:
奇妙な光の球(二)

ミイラ・ミステリー: モーセの正体
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.8
呪いの雨(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ケー
タハム・セブン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
3: バージニアへの旅(二)

11:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン3: 終着地(二)

★海洋メガマシン: 世界最大
級クルーズ客船(字)

インフォマーシャル(日)

マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: カトラス付きピストル(二)

クラシックカー・コレクション シー
ズン10: キャデラック・クーペ・
ドゥビル(二)

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

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン シーズン2:
砕氷船ルイサンローラン(二)

インフォマーシャル(日)

MOTORアワー
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)

ファスト＆ラウド: 実物大ホット
ウィールSP2（2時間）(字)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: フォード・フェアレー
ンGTA(二)

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)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: M1エイブラムス戦
車(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: ビッグバンは本当に起きたの
か？(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 星間空間の謎(二)

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)

★世界ビックリ珍料理 シーズン
10: ゴールドラッシュの面影
(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: ハネムーン・ハウス(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)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
15: Ep.6 ヨネックス製バドミントンシャトル
(字)
★戦火の鉄道大全: 救急列
車(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7: ビッグバンは本当に起
きたのか？(新)(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: メルセデス・ベンツW123 前
編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: メルセデス・ベンツW123 後
編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: メルセデス・ベンツW123 後編
(二)
★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: フォード・フェア
レーンGTA(二)

★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)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: トイレットペーパー発
明(字)

デジタル・サバイバル: アラスカ
危険な氷河(字)

インフォマーシャル(日)

★発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: よみがえる殺人光線
(二)

海洋メガマシン: アメリカ海軍
艦隊(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 第三世代
マスタング(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: メルセデス・ベンツW123 前編
(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: オールズモビル
442(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
2: 空軍潜水兵(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.10 夏編 身代
わり(字)

世界ビックリ珍料理 シーズン8:
マドリード(字)

宇宙新時代: 小惑星を回避
せよ(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: ベンツ
300D(二)

名車再生！マイクのワールドツ
アー: 中東(二)

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)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)

★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)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ツインタワー 伝説の綱
渡り(字)

デジタル・サバイバル: アラスカ
凍てつく森(字)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火
災(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: 初代ミニ 後編(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: マスタング・
エコブースト(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: 初代ミニ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: 初代ミニ 後編(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: フォード級航空母
艦(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: オールズモビル
442(二)

ファスト＆ラウド: 実物大ホット
ウィールSP2（2時間）(字)

↑

マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: カトラス付きピストル(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: グランドナショ
ナル(二)

名車再生！マイクのワールドツ
アー: メキシコ／米国(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 特殊部隊潜水兵(二)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)
インフォマーシャル(日)

★発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: 失われた研究所
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.7
支払いの行方(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: VW初代ゴルフGTI 前編
(二)

★戦火の軍用機大全: ジェッ
トエンジン(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: VW初代ゴルフGTI 後編
(二)
オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: 新型シボレー・イン
パラ(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
2: スナイパー養成学校(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン4: Ep.10 夏編
身代わり(新)(字)

★世界ビックリ珍料理 シーズン
8: マドリード(字)

☆ミイラ・ミステリー: モーセの
正体(新)(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: 初代ミニ 前編(二)

★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)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: 疑惑のマラソンラン
ナー(字)

デジタル・サバイバル: 無限の
湿地帯(字)

★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社
の爆発火災(二)

★ファスト＆ラウド: 実物大ホッ
トウィールSP2（2時間）(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.8
呪いの雨(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: バーンナウ
ト仕様(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: VW初代ゴルフGTI 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: VW初代ゴルフGTI 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: 新型シボレー・
インパラ(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.8
呪いの雨(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 1400馬
力 スープラ(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: スウェーデン(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 空軍パラレスキュー(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)

★発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: 調査チーム(二)

☆ミステリー・ミュージアム
シーズン12: ミネソタ・アイス
マン(新)(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: サーブ900ターボ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: サーブ900ターボ 後編(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン9:
Ep.8 呪いの雨(新)(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: フォード・ブロンコ
(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 海兵隊スナイパー(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: フォード・ブロンコ
(二)

★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)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ハドソン川の奇跡
(字)

デジタル・サバイバル: 無人島
生活(字)

★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事
故(二)

ミイラ・ミステリー: 伝説的海賊
の財宝(字)

★デジタル・サバイバル: 無人
島生活(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: フェラーリ
F430(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: サーブ900ターボ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: サーブ900ターボ 後編(二)

22:55 ★ガレージ・リハブ シー
ズン1: 退役軍人支援の店
パート1(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: ポルシェ924 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: ポルシェ924 後編(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: シボレーC10ピック
アップトラック(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 海軍爆発物処理班(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・コルベア(二)

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 シーズン
16: Ep.7 高級車「ブフォーリ」(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン シーズン
2: 砕氷船ルイサンローラン
(二)

マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: カトラス付きピストル(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)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン10: キャデラック・
クーペ・ドゥビル(新)(二)

☆海洋メガマシン: アメリカ海
軍艦隊(新)(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ輸送プロジェクト シーズ
ン2: クラシックカー(二)

21:55 ★メガ建造～不可能
への挑戦～ シーズン4: M1エ
イブラムス戦車(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: シボレーC10
ピックアップトラック(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)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ジョージ・ワシントン暗
殺計画(字)

デジタル・サバイバル: 密林の
呪い(字)

★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)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: Ep.8(二)

eスポーツ：新たな王者の誕生
(字)

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
★デジタル・サバイバル: アラス
カ 危険な氷河(字)

★デジタル・サバイバル: アラス
カ 凍てつく森(字)

★デジタル・サバイバル: 無限
の湿地帯(字)

インフォマーシャル(日)

★発明家テスラ：謎の死と殺
人光線SP(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)

スーパー！メカニズム シーズン
1: クランベリー収穫(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: リンカーン・
コンチネンタル(二)

★密着！台湾軍エリート部
隊: 究極の選抜試験(二)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
の爪痕(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: イギリス(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 陸軍レンジャー(二)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)

★デジタル・サバイバル: 密林
の呪い(字)

★CAR FIX シーズン6: カマロ50
年史(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: ポルシェ924 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: ポルシェ924 後編(二)
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ザ・秘境生活 シーズン2: モン
ゴル(字)

★ミイラ・ミステリー: 雲上の民
のミイラ(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ダッジ・バイ
パー(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: インド(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18

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
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)

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)

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
14:53 ディスカバリーモーターNews(日)

15:00 日本車：トヨタ 日本車：日産 日本車：マツダ 日本車：ホンダ 15:00

15:30 15:30

16:00 日本車：その他 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 20:00

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 ディスカバリーモーターNews(日) 22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

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

メガ輸送プロジェクト シーズン
2: 風力タービン(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.11 夏編 重圧
(字)

ミイラ・ミステリー: リンドウマン
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.11 夏編 重圧
(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: ビッグバンは本当に起きたの
か？(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 シーズン6: 偏見との闘い
(二)
★NASA超常ファイル シーズン
3: 火星ミッション・科学者失踪
事件(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)

海洋メガマシン: ミシシッピ川の
モンスター(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 後編(二)

13:55 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9: スカイ
ライン(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

CAR FIX シーズン4: トヨタ・フォー
ランナー(二)
インフォマーシャル(日)

戦火の軍用機大全: ジェットエ
ンジン(二)

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)

スーパー！メカニズム シーズン
1: 貨物配送会社「UPS」
(二)

解剖！メガマシン シーズン2:
貨物列車(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)

★ザ・秘境生活 シーズン2: ナ
ミビア(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 夢のコンテナハウス(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 前編(二)

ミイラ・ミステリー: リンドウマン
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.9
難局(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 シーズン12: メッ
サーシュミットKR200(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: シト
ロエンHYバン(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★スーパー！メカニズム シーズ
ン1: 貨物配送会社「UPS」
(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン シーズン2:
貨物列車(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(二)

海洋メガマシン: ミシシッピ川の
モンスター(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン
2: 風力タービン(二)

NASA超常ファイル シーズン3:
白鳥座の異変(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: い
すゞベレット1600GTR 2(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)

JDM！日本車カスタム in
US: ダットサン240Z／トヨタ・
レビン(二)

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)

MOTORアワー：クルマSP

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14:
1982年式トヨタ・スープラ(二)

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
MR2 ターボ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

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

JDM！日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X エ
ンジン交換(二)

JDM！日本車カスタム in
US: 1972年式日産スカイラ
インGT-R(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 暗黒宇宙の戦い(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: ビッグバンは本当に起きたの
か？(二)

大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)
インフォマーシャル(日)

ダーク・ウォーターズ: Ep.1 キン
グサーモンの行方(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 小さな複合住居(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.15/インドで
ビル倒壊(二)
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)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
15: Ep.7 米軍非常食「MRE」(字)

★戦火の鉄道大全: 南北戦
争時代の鉄道(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7: 暗黒宇宙の戦い
(新)(二)

JDM！日本車カスタム in
US: ダットサン510／1989年
式日産パオ(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.11 夏編 重圧
(字)

宇宙新時代: 人類、火星へ
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 第三世代マ
スタング(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: メルセデス・ベンツW123 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: メルセデス・ベンツW123 後編(二)

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)

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)

☆ミイラ・ミステリー: リンドウ
マン(新)(字)

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12: ホン
ダS2000(二)

☆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(新)(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン3: 1995年式ホンダ・
シビック(二)

☆JDM！日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
エンジン交換(新)(二)

☆JDM！日本車カスタム in
US: 1972年式日産スカイラ
インGT-R(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: スバ
ル・インプレッサWRX(二)

★CAR FIX シーズン4: トヨタ・
フォーランナー(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: スズキSJ410 後編(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー
90ｍ滑落(二)
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)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン4: Ep.11 夏編
重圧(新)(字)

☆ダーク・ウォーターズ: Ep.1
キングサーモンの行方
(新)(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)

ミステリー・ミュージアム シーズン
11: ツインタワー 伝説の綱渡
り(字)

☆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(新)(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ホン
ダS2000(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン3: 1995年式ホン
ダ・シビック(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: マツダMX-5 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン3: マツダMX-5 後編(二)

名車再生！あの車は今: マツ
ダMX-5(二)

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

ファスト＆ラウド シーズン5:
1973年式シボレー P30(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: マスタング・エ
コブースト(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: 初代ミニ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: 初代ミニ 後編(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
2: 空軍潜水兵(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マツ
ダRX-7(二)

★デジタル・サバイバル: デスバ
レーからの脱出(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:

1982年式トヨタ・スープラ(二)

☆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(新)(日)

★名車再生！あの車は今: マ
ツダMX-5(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: スズキSJ410 前編(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)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン10: フォードGT40
Mk IV(新)(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン
11: 疑惑のマラソンランナー
(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: 日産フェアレディZの
海外モデル(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.9
難局(二)

インフォマーシャル(日)

☆JDM！日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
GT-R仕様(新)(二)

☆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(新)(日)

ミステリー・ミュージアム シーズン
11: トイレットペーパー発明
(字)

海洋メガマシン: ミシシッピ川の
モンスター(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ダット
サン280Z（日産フェアレディZ）
( )

☆JDM！日本車カスタム in
US: ダットサン510／1989
年式日産パオ(新)(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)

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)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.9
難局(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン
2: 風力タービン(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: バーンナウト
仕様(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: VW初代ゴルフGTI 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: VW初代ゴルフGTI 後編(二)

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)

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)

☆海洋メガマシン: ミシシッピ
川のモンスター(新)(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ輸送プロジェクト シーズ
ン2: 風力タービン(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン9:
Ep.9 難局(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: 死の真相(二)

ミイラ・ミステリー: モーセの正体
(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)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: レクサスLS400 後編
(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン12: 日産フェアレディ
Zの海外モデル(二)

☆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(新)(日)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(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)

☆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(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン2: トヨタ・初代MR2 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン2: トヨタ・初代MR2 後編(二)

JDM！日本車カスタム in
US: ダットサン240Z／トヨタ・
レビン(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2: トヨタ・初代MR2 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: トヨタ・初代MR2 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: レクサスLS400 前編
(二)

☆サバイバルゲーム：モディ・
インド首相SP(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: 日産
フェアレディZの海外モデル(二)

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

スーパー！メカニズム シーズン
1: ジョン・F・ケネディ国際空港
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: フェラーリ
F430(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: サーブ900ターボ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: サーブ900ターボ 後編(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.1 北アフリカ(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: サン
ビーム・アルパイン(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
退役軍人支援の店 パート
2(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1982年式トヨタ・スープラ(二)

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
MR2 ターボ(二)

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 シーズン
16: Ep.8 クリケットバット(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン シーズン
2: 貨物列車(二)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
1973年式シボレー P30(字)

21:55 ★ファスト＆ラウド シー
ズン5: 1965年式マスタング
GT(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.8
呪いの雨(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.11戦車！
市街地暴走(二)
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)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: ビッグバンは本当に起きたの
か？(二)

インフォマーシャル(日)

☆JDM！日本車カスタム in
US: ダットサン240Z／トヨ
タ・レビン(新)(二)

★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
MR2 ターボ(二)

クルマSP

★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11: マツ
ダRX-7(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 海軍爆発物処理班(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)

★発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: 消えた極秘資料
(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.4 パプアニューギニア(字)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.3 グルジア(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)

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)

大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事故
(二)
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ザ・秘境生活 シーズン2: グア
テマラ(字)

ミイラ・ミステリー: 伝説的海賊
の財宝(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: カマロ50年
史(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: ポルシェ924 前編(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 海兵隊スナイパー(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: サン
ビーム・アルパイン(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン1: ポルシェ924 後編(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: フォード級航空母
艦(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: M1エイブラムス戦
車(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 米海軍・沿海域戦
闘艦(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: フォード級航空母
艦(二)

21:55 ★メガ建造～不可能
への挑戦～ シーズン3: 米海
軍・沿海域戦闘艦(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 米海軍・沿海域戦
闘艦(二)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.2 ベアが選ぶベスト２５
(字)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 後編(二)

インフォマーシャル(日)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24 8/25

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
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)

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)

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 世界の名車：ポルシェ 世界の名車：アルファロメオ 世界の名車：ジャガー 世界の名車：ミニ 世界の名車：BMW 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30
15:53 ディスカバリーモーターNews(日)

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 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
23:53 ディスカバリーモーターNews(日)

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

メガ輸送プロジェクト シーズン2:
高級クルーザー(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.12 夏編 置き
去り(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: バージニア級原子
力潜水艦(二)

ミイラ・ミステリー: UFOといけに
え(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.12 夏編 置き
去り(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 暗黒宇宙の戦い(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 シーズン6: なぜ人は嘘をつ
くのか？(二)
★NASA超常ファイル シーズン
3: 米大統領のUFO機密情報
(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)

海洋メガマシン: 水深増加プロ
ジェクト(字)

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12: ホンダ
S2000(二)
14:55 オーバーホール 改造車
の世界 シーズン3: 1995年式
ホンダ・シビック(二)

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

クラシックカー・コレクション: ダッ
トサン280Z（日産フェアレディ
インフォマーシャル(日)

★歴史に残る空中戦: F4Fと
零戦(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: バージニア級原子
力潜水艦(二)

★歴史に残る空中戦: P-47と
Fw-190(二)

スーパー！メカニズム シーズン
2: ロサンゼルス港(二)

解剖！メガマシン シーズン2:
ロードトレイン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(二)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 シーズン2: パ
タゴニア(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: お洒落モダンハウス(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～ シーズン9:
Ep.10 父子鷹(二)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォル
クスワーゲン・コラードVR6(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ホンダ
S2000(二)

三菱電機 presents ワールドテックア
ワー

★スーパー！メカニズム シーズ
ン2: ロサンゼルス港(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)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す
る大型トラック(二)

海洋メガマシン: 水深増加プロ
ジェクト(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン2:
高級クルーザー(二)

NASA超常ファイル シーズン3:
火星ミッション・科学者失踪事
件(二)

ミイラ・ミステリー: UFOといけに
え(字)

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

MOTORアワー：クルマSP

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 前編(二)

JDM！日本車カスタム in US:
ダットサン510／1989年式日
産パオ(二)

CAR FIX シーズン4: トヨタ・
フォーランナー(二)
ミツトヨ presents エンジニアリングア
ワー

解剖！メガマシン シーズン2:
ロードトレイン(二)

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11: マツダ
RX-7(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 後編(二)

名車再生！あの車は今: マツ
ダMX-5(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: BMW E24 635CSi 後編(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: カッシーニ最後の功績(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 暗黒宇宙の戦い(二)

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)

ダーク・ウォーターズ: Ep.2 冷た
い海の謎(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: フロリダの小さな豪邸(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2】３人の匠による神の技大公開
(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12:
BMW2002tii(二)

21:55 ★メガ建造～不可能
への挑戦～ シーズン2: バージ
ニア級原子力潜水艦(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11:
BMW Z1(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: BMW M3 前編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: BMW M3 後編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン4: BMW E24 635CSi 前編(二)

★ドリームカー誕生 シーズン2:
BMW i8(字)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ
イ崩落(二)
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)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.8 バイオリン(字)

★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)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11:
BMW Z1(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン6: BMW M3 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン6: BMW M3 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: BMW E24 635CSi 前編
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: BMW E24 635CSi 後編
(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: BMW 325iツーリング 後編
(二)
★潜入・これが米軍だ！: 超
汚い(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)

★ミステリー・ミュージアム シーズ
ン11: 石のペットで荒稼ぎ(字)

海洋メガマシン: 水深増加プロ
ジェクト(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: ミニ1000 前編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: ミニ1000 後編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: 初代ミニ 前編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: 初代ミニ 後編(二)

SUPERCAR シーズン2: ミニ
クーパー(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.12 夏編 置き
去り(字)

ミステリー・ミュージアム シーズン
11: ジョージ・ワシントン暗殺計
画(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ヘミ載せ替
え2(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: BMW 325iツーリング 前編
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン
制御不能(二)
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)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン4: Ep.12 夏編
置き去り(新)(字)

☆ダーク・ウォーターズ: Ep.2
冷たい海の謎(新)(二)

☆ミイラ・ミステリー: UFOとい
けにえ(新)(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)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: ミニ1000 後編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: 初代ミニ 前編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン1: 初代ミニ 後編(二)

★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

★CAR FIX シーズン3: BMW
M3/BMW 335i(二)
インフォマーシャル(日)

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)

★ミステリー・ミュージアム シーズ
ン11: 電話発明の真相(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 米海軍・沿海域戦
闘艦(二)

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6: ミニ1000 前編(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ジャ
ガー・XJ-C(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)

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)

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)

ファスト＆ラウド シーズン5:
1965年式マスタングGT(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ヘミ載せ替
え1(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン2: スズキSJ410 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン2: スズキSJ410 後編(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超
巨大(字)

★クラシックカー・コレクション シーズン7:
ジャガーXK150S & Eタイプ・シリーズ
1(二)インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・
離陸失敗(二)
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)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
1934年式フォード・クーペ(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: M1エイブラムス戦
車(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: 海軍特殊舟艇チーム上
級編(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)

★ミステリー・ミュージアム シーズ
ン11: ヴァンパイアの墓(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.10 父子鷹(二)

インフォマーシャル(日)

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 幻のAMG
E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2: プジョー205GTi 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: プジョー205GTi 後編(二)

★ドリームカー誕生 シーズン2: アル
ファロメオ4C(字)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母
艦上の着陸事故(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)

☆海洋メガマシン: 水深増加
プロジェクト(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン9:
Ep.10 父子鷹(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: アル
ファロメオ・アルファスッド(二)

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

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

★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4: アルファロメオ スパイダー・ヴェ
ローチェ 後編(二)

SUPERCAR シーズン2: ミニ
クーパー(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: ナイト・ストーカーズ(二)

大惨事の瞬間: Ep.12/墜落5000
ｍ(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シーズ
ン11: トム・ソーヤー誕生秘話
(字)

ミイラ・ミステリー: リンドウマン
(字)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ジャ
ガー・XJ-C(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1991年式アルファロメオ
★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1987年式アルファロメオ・スパイ
ダー クワドリフォリオ(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)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ポル
シェ912E(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ポル
シェ993タルガ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ポル
シェ・ボクスターS(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500SEC(二)

スーパー！メカニズム シーズン
1: 貨物配送会社「UPS」(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: AMAレー
サーのバイク(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン2: トヨタ・初代MR2 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン2: トヨタ・初代MR2 後編(二)

☆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(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングア
ワー

★解剖！メガマシン シーズン2:
ロードトレイン(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13:
1992年式ハンヴィー(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500SEC(二)
22:55 ★ガレージ・リハブ シー
ズン1: ハリケーン被害からの復
興(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ輸送プロジェクト シーズン
2: 高級クルーザー(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン
11: ハドソン川の奇跡(字)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1934年式フォード・クーペ
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9: Ep.9
難局(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7: カッシーニ最後の功績
(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ポル
シェ912E(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ポル
シェ993タルガ(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)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: ポル
シェ・ボクスターS(二)

★CAR FIX シーズン5: 1979年式
ポルシェ911(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
ローリー事故(二)
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12:
BMW2002tii(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: フォード・カプリ 後編(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: 陸軍工作兵(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)

★ミステリー・ミュージアム シーズ
ン11: ホワイトハウス怪死事件
(字)

☆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？(新)(日)

☆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(新)(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！(新)(日)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 暗黒宇宙の戦い(二)

インフォマーシャル(日)

Discovery Channel
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ザ・秘境生活 シーズン2: ナミビ
ア(字)

ミイラ・ミステリー: モーセの正体
(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: レース仕様
カマロZ28(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン1: フォード・カプリ 前編(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン4: M1エイブラムス戦
車(二)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン10: スチュードベー
カー・コマンダー出品(新)(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.1 アリゾナのスカイアイランド
(字)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.8 撮影秘話3(字)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.7 ファンも一緒に(字)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.6 モハベ砂漠(字)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.5 オーストラリア北部(字)

クルマSP
☆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(新)(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
(新)(日)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1

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 MOTORアワー：クルマSP 9:00
野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:
完成・試乗　釣りガール編(日)

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 世界の名車：VW 世界の名車：ジープ 14:00

14:30 14:30

15:00 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 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 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30
25:53 ディスカバリーモーターNews(日)

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

潜入・これが米軍だ！: 超汚
い(字)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン15: Ep.9 鰹節(字)

★歴史に残る空中戦: F4Uと
零戦(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.11 復活(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ノー
ブル M12 GTO(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ベス
ト・オブ・UK(二)

★戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

★戦火の軍用機大全: 極秘
任務(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: アラスカの自然満喫ロッジ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で
家が流される(字)

海洋メガマシン: 潮力発電ター
ビン(字)

メガ輸送プロジェクト シーズン
2: ミニ大量輸送(二)

インフォマーシャル(日)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン8: ポルシェ356(二)

JDM！日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X エ
ンジン交換(二)

JDM！日本車カスタム in
US: 1972年式日産スカイラ
インGT-R(二)

★カスタムカー シーズン2: レク
サスIS300(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

解剖！メガマシン シーズン2:
救難ヘリ(二)

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

潜入・これが米軍だ！: 超汚
い(字)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 空から降ってきた魚
(字)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.6 ニュージーランド北島
(字)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 地球外生命体を探して
(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: カッシーニ最後の功績(二)

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)

ダーク・ウォーターズ: Ep.3 巨
大ノーザンパイクを探せ(二)

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

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン8: ポルシェ
356(二)

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:
釣りガール総集編（ジムニー）(日)

三菱電機 presents スペースアワー

☆解明・宇宙の仕組み シー
ズン7: 地球外生命体を探し
て(新)(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: ジープCJ7 前編(二)

インフォマーシャル(日)

★エクストリーム・サバイバル: スリル
の代償(字)

ミイラ・ミステリー: 炎に焼かれた
ツタンカーメン(字)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★スーパー！メカニズム シーズ
ン2: 未来の地下鉄(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)

海洋メガマシン: 潮力発電ター
ビン(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 古き良
き自動車レース(二)

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

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: シボレー・ノヴァ(二)

潜入・これが米軍だ！: 超巨
大(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.13 夏編 秘密
兵器(字)

ダーク・ウォーターズ: Ep.1 キン
グサーモンの行方(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン
11: ハドソン川の奇跡(字)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: ダットサン
280Z（日産フェアレディZ）(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: ポルシェ928 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: ポルシェ928 後編(二)

★ミリタリー大百科 シーズン1:
速射(二)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.5 ニュージーランド南島
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)

☆ダーク・ウォーターズ: Ep.3
巨大ノーザンパイクを探せ
(新)(二)

☆ミイラ・ミステリー: 炎に焼か
れたツタンカーメン(新)(字)

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

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

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: ポルシェ911 2.7Sタルガ 前編
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン4: ポルシェ911 2.7Sタルガ 後編
(二)
★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: シボレー・ノヴァ
(二)

潜入・これが米軍だ！: 超巨
大(字)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: トーニャvsナンシー
(字)

ファスト＆ラウド シーズン5: 75
年式ダットサン280Z(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:
続・75年式ダットサン
280Z(字)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ACブリ
ストル／ポルシェ・スピードスター(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: メルセデス・ベンツ190E 前編
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: メルセデス・ベンツ190E 後編
(二)
★ミリタリー大百科 シーズン1:
ボディアーマー(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)

★クラシックカー・コレクション: ナッ
シュ・ランブラー(二)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
続・75年式ダットサン
280Z(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.10 父子鷹(二)

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

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

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: シボレー・インパラ
(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
2: 海軍特殊舟艇チーム上級
編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: シボレー・インパ
ラ(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
2: 海軍特殊舟艇チーム上級
編(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 磁力を持つ少女(字)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.4 サバイバル術復習編
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ
ロケット大爆発(字)

★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)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.11 復活(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ルノー・
ジョリー(二)

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

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1988年式ジープ・グランドワゴ
24:55 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)

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

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

名車再生！あの車は今: ジー
プCJ7(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
Ep.10 父子鷹(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン
2: ミニ大量輸送(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ビート
ル・マニア(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 前編(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火か
ら400軒の大火災(二)
野性爆弾くっきーの中古車ハンター
あらし: 釣りガール総集編（ジム

）(日)

☆海洋メガマシン: 潮力発電
タービン(新)(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ輸送プロジェクト シーズ
ン2: ミニ大量輸送(二)

ミステリー・ミュージアム シーズン
11: 疑惑のマラソンランナー
(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ シーズン9:
Ep.11 復活(新)(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: 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
シーズン4: ジープCJ7 前編(二)

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

★名車再生！あの車は今:
ジープCJ7(二)

★CAR FIX シーズン4: ジープ・ラン
グラーJK　パート2(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)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: タイタニック号のバイオ
リン(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.6 ニュージーランド北島
(字)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.5 ニュージーランド南島
(字)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.4 サバイバル術復習編
(字)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 北朝鮮映画の怪獣
フィギュア(字)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 勘違いされたハイ
ジャック(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ポル
シェ912E(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
崖っぷちのバイクショップ(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: フォル
クスワーゲン・ラビットGTI(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォル
クスワーゲン・コラードVR6(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォル
クスワーゲン・タイプ181(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: VW
タイプ2スプリットスクリーン(二)

野性爆弾くっきーの中古車ハンター
あらし: 完成・試乗　釣りガール編
(日) 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 シーズン
16: Ep.10 カスタネット(新)(字)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

★解剖！メガマシン シーズン
2: 救難ヘリ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: マセ
ラティ・ビトゥルボ(二)

☆クラシックカー・コレクション
シーズン10: マイク・ブルー
ワー参戦(新)(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン4: Ep.13 夏編
秘密兵器(新)(字)

★戦火の鉄道大全: 鉄道破
壊工作(二)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
75年式ダットサン280Z(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォル
クスワーゲン・コラードVR6(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォル
クスワーゲン・タイプ181(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: VW
タイプ2スプリットスクリーン(二)

★CAR FIX シーズン4: ジープ・ラン
グラーJK　パート1(二)
インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
スタンク爆発(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超
危険(字)

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)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ロケット開発秘話
(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1988年式ジープ・グランドワゴ

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: フォル
クスワーゲン・ラビットGTI(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: カッシーニ最後の功績(二)

インフォマーシャル(日)

ミイラ・ミステリー: UFOといけに
え(字)

★潜入・これが米軍だ！: 超
きつい(字)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: MGB GT 前編(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ポル
シェ912E(二)

スーパー！メカニズム シーズン
2: ロサンゼルス港(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: シボレーG
バン(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: MGB GT 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: VWビートルベースのバギー 前編
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン2: VWビートルベースのバギー 後編
(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.3 マレーシア(字)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.2 ボルネオのジャングル
(字)

クルマSP
☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: 完成・試乗　釣りガール編(新)(日)

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: 釣りガール総集編（ジムニー）
(新)(日)

Discovery Channel
2019年08月編成表

ザ・秘境生活 シーズン2: パタ
ゴニア(字)

ミイラ・ミステリー: リンドウマン
(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ゴルフ
GTI(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 米海軍・沿海域戦
闘艦(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: バージニア級原子
力潜水艦(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 米海軍・沿海域戦
闘艦(二)

21:55 ★メガ輸送プロジェクト
シーズン2: 戦車(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン
2: 戦車(二)

メガ輸送プロジェクト シーズン
2: 戦車(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン3: マツダMX-5 後編(二)

★ミリタリー大百科 シーズン1:
狙撃銃(二)

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)
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