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20:53 ★［ヨハク］: ひらめきはスナックで(日)

21:00 ★クラシックカー・コレクション: スタンゲ
リーニ(二) 21:00

21:30 21:30
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22:53 ★明日への扉(日)
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THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼2(二)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.15(字)

宇宙の解体新書: 彗星探査
(二)

プラネットグリーン

★解明・太陽のすべて(二)

★NASA超常ファイル S2: ナ
チスと月探査(二)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: よみがえる殺人光線
(二)

戦場の真実: ファルージャの戦
闘(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 都市と鉄道(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 大自然と鉄道(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 橋と鉄道(二)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.14(字)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.14(字)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.15(字)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: テスラ・ファクトリー(二)

Discovery MOTOR アワー
★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: オーストラリア(二)

ミスフィット・ガレージ: 1940年
式フォード・チューダー２(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.30 洪水で
家が流される(字)

★エクストリーム・サバイバル: スリル
の代償(字)
インフォマーシャル(日)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: イギリス(二)

★CAR FIX: ビッグブロックの修理
(二)
★CAR FIX: オクテインVSマスタン
グGT(二)

世界のハイエンドSUV: ベント
レー・ベンテイガ(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー
☆メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の航空機
(新)(二)

★解剖！メガマシン S2: 砕氷
船ルイサンローラン(二)

★ボーイング 空と宇宙の開拓
者 S2: 人工衛星と宇宙戦争
(二)

★ボーイング 空と宇宙の開拓
者 S2: 艦上機の開発(二)

★ボーイング 空と宇宙の開拓
者 S2: 垂直飛行の世界(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の航空機
(二)

メガ輸送プロジェクト: 風力ター
ビン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.24 ダグラス
DC７衝突テスト(二)
インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-峡谷(字)

★オーストラリア鉄道24時: モ
ンスター列車(二)

19:55 ☆世界のハイエンド
SUV: ベントレー・ベンテイガ
(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: シボレー・コルベットC4 前編
(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: シボレー・コルベットC4 後編(二)

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

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

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: よみがえる殺人光線
(二)

★THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼2(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.6 新地
へ(二)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1959年
式初代エルカミーノ１(字)

クラシックカー・コレクション: スタンゲ
リーニ(二)
クラシックカー・コレクション: フォルクス
ワーゲン・カルマンギア(二)

カスタム・マスター S3: 1952
年式ポンティアック 前編(二)

メガ輸送プロジェクト: 風力ター
ビン(二)

ミスフィット・ガレージ: スーに捧
げるフォード・トラック パート
2(字)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 長距離ミサイル
(二)

カスタム・マスター S3: 1952
年式ポンティアック 前編(二)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホールは実在するのか？(二)

★宇宙の解体新書: 彗星探
査(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)

★解剖！メガマシン S2: ジェッ
トコースター(二)

★カク博士のＳＦ研究室: Ep.１
ライトセーバー　(二)

戦場の真実: ファルージャの戦
闘(二)

★解明・地下世界ミステリー
S2: 火山大噴火の脅威(二)

★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
S13: Ep.6 レコード盤(字)

三菱電機 presents スペースアワー
☆解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホールは実在するのか？(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
マツダMX-5 後編(二)

★CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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: マツダMX-5 後編(二)

★ミスフィット・ガレージ: スーに
捧げるフォード・トラック パート
2(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 長距離ミサイル
(二)

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: 次世代の爆弾
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.22 フリーウェ
イ崩落(二)
☆おあそびマスターズ:
Ep.17(新)(日)

★解明・地下世界ミステリー:
「新天地到達」秘史(二)

★オーストラリア鉄道24時: 予
期せぬ遅れ(二)

インフォマーシャル(日)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.15(字)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: よみがえる殺人光線
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: フェラーリ F355 F1ス
パイダー(二)
★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: 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: プジョー205GTi 後編(二)

☆発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: よみがえる殺人光線
(新)(二)

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

ミスフィット・ガレージ: スーに捧
げるフォード・トラック パート
1(字)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 防衛システム
(二)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.14(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 防衛システム
(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
S2: ニコラ・テスラの秘密(二)

★大惨事の瞬間: Ep.28 住宅街
の大規模地滑り(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: Ep.14(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: Ep.15(新)(字)

戦場の真実: ファルージャの戦
闘(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: シェルビー・
GT500(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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: VWビートルベースのバギー 後編
(二)
★ミスフィット・ガレージ: スーに
捧げるフォード・トラック パート
1(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
MGB GT 後編(二)

ミスフィット・ガレージ: 1957年
式シボレー・コルベット パート
2(字)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 携帯型ロケット
砲(二)

ミスフィット・ガレージ: 1940年
式フォード・チューダー２(字)

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

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: ステルス(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)

★解明・地下世界ミステリー:
カリフォルニア最後の日(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: MGB GT 後編(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1957
年式シボレー・コルベット パート
2(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 携帯型ロケット
砲(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
S2: ソロモンの財宝(二)

★大惨事の瞬間: Ep.27 ソユーズ
ロケット大爆発(字)

★解明・地下世界ミステリー:
恐竜の引っかき傷(二)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7: Ep.6
新地へ(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: BMW M3/BMW
335i(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: MGB GT 前編(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:
BMW 325iツーリング 後編(二)

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

放送休止

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

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 最強の破壊力
(二)

☆THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼2(新)(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1940
年式フォード・チューダー２(字)

★戦場の真実: ファルージャの
戦闘(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1959
年式初代エルカミーノ１(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7: Ep.5
人災(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
BMW 325iツーリング 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
MGB GT 前編(二)

★解剖！メガマシン S2: 砕氷
船ルイサンローラン(二)

DISCO presents テクノロジーアワー
★オーストラリア鉄道24時: 予期せぬ
遅れ(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆世界のモノ作り: バスケットボール
ほか(新)(字)

★CAR FIX: ビッグブロックの修理
(二)

★メガ輸送プロジェクト: 風力
タービン(二)

インフォマーシャル(日)

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: 恐怖の大規模
爆弾(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
S2: ナチスの金塊(二)

サバイバルゲーム S3: Ep.9 ド
ミニカの無人島(字)

世界のハイエンドSUV: マセラ
ティ・レヴァンテ(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: テスラ・ファクトリー(二)

オーストラリア鉄道24時: 数百
万ドルの貨物(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: メルセデス・ベンツW123 前編
( )名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: メルセデス・ベンツW123 後編
( )フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の狙撃
(二)

シフティング・ギア: レース開幕
(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
スズキSJ410 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
スズキSJ410 後編(二)

ミスフィット・ガレージ: オンボロ
GTO & 1941年式フォード
パート2(字)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の命中精
度(二)

名車再生！マイクのワールドツ
アー S2: イギリス(二)

★CAR FIX: オクテインVSマスタン
グGT(二)

サバイバルゲーム一挙放送
サバイバルゲーム S3: Ep.12
サバイバル術2(字)

サバイバルゲーム S3: Ep.11
サバイバル術１(字)

サバイバルゲーム S3: Ep.10
ヘルズ峡谷(字)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: オーストラリア(二) 21:27 ☆クラシックカー・コレクション:

フォルクスワーゲン・カルマンギア
(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 1952年式ポンティアッ
ク 前編(新)(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: イギリス(二)

★大惨事の瞬間: Ep.26 花火から
400軒の大火災(二)

★ミスフィット・ガレージ: オンボ
ロGTO & 1941年式フォード
パート2(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の命中精
度(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー:
ミシガン湖 魔の三角域(二)

★大惨事の瞬間: Ep.25 液化ガス
タンク爆発(二)

★CAR FIX: 1970年式ビュイック・
スカイラーク パート2(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: BMW 325iツーリング 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: BMW 325iツーリング 後編(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1957
年式シボレー・コルベット パート
1(字)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: スズキSJ410 前編(二)

ミリタリー大百科: イスラエル軍
特殊部隊(二)

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

解明・地下世界ミステリー: カ
ポネの脱出トンネル(二)

宇宙の解体新書: 彗星探査
(二)

サバイバルゲーム一挙放送

解明・地下世界ミステリー: 歴
史に埋もれた共同墓地(二)

THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼1(二)

★大惨事の瞬間: Ep.20 新型機・
離陸失敗(二)

大惨事の瞬間: Ep.19 航空母艦
上の着陸事故(二)

Discovery Channel
2018年08月編成表

ザ・無人島生活: Ep.4 サバイ
バルの舞台裏(字)

THE NAKED: 南ア 視聴者
の挑戦(二)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
遊泳の罠(二)

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

ミスフィット・ガレージ: 1959年
式初代エルカミーノ１(字)

★戦争史に残るリーダーたち:
フセイン(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: EFIの秘密(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: スズキSJ410 後編(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7: Ep.6
新地へ(新)(二)

★サバイバルゲーム S3: Ep.9
ドミニカの無人島(字)

★サバイバルゲーム S3: Ep.8
ベリーズのジャングル(字)

★サバイバルゲーム S3:
Ep.12 サバイバル術2(字)

★サバイバルゲーム S3:
Ep.11 サバイバル術１(字)

★サバイバルゲーム S3:
Ep.10 ヘルズ峡谷(字)

サバイバルゲーム S3: Ep.8 ベ
リーズのジャングル(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1970年式ビュイック・
スカイラーク パート1(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/6 8/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00
ベスト･オブ･クルマ ベスト･オブ･ミリタリー ベスト･オブ･サイエンス ベスト･オブ･宇宙 ベスト･オブ･ミステリー ベスト･オブ･サバイバル ベスト･オブ･アドベンチャー

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
20:53 ★超深海・JAMSTECの挑戦(日)

21:00 クラシックカー・コレクション: フォルクスワーゲ
ン・カルマンギア(二) 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
ベスト･オブ･クルマ ベスト･オブ･ミリタリー ベスト･オブ･サイエンス ベスト･オブ･宇宙 ベスト･オブ･ミステリー ベスト･オブ･サバイバル ベスト･オブ･アドベンチャー

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

戦場の真実: ベトナム・フエ攻
防戦(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)

ゴールド・ラッシュ外伝～パーカーの
旅～: Ep.3 脱落の危機(二)

☆ゴールド・ラッシュ外伝～パーカー
の旅～: Ep.4 旅路の果て
(新)(二)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.16(字)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.17(字)

プラネットグリーン

★宇宙で何が起こっているの
か？: 地球編(二)

★NASA超常ファイル S3: 冥
王星探査の危機(二)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 消えた極秘資料(二)

★エクストリーム・サバイバル: 仕事
中の災難(字)

CAR FIX: 1969年式ポンティアッ
ク・GTO(二)
CAR FIX: ダッジ・スーパー・ビー
(二)

世界のハイエンドSUV: シボ
レー・サバーバン(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の航空機
(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

名車再生！マイクのワールドツ
アー S2: アメリカ(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ロータス・エスプリ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: ロータス・エスプリ 後編(二)
三菱電機 presents ワールドテックア
ワー
☆メガ建造～不可能への挑戦～ S3:
超高速ジェットコースター(新)(二)

☆メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 巨大電波望遠鏡
(新)(二)

サメvsベア・グリルス(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 超高速ジェットコースター
(二)

ワールド・トップ5: スーパー飛行
機(二)

大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大脱
走(字)
インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:
ブルガリア-山脈(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.7 水地
獄(二)

★サメvsベア・グリルス(字)

オーストラリア鉄道24時: 予期
せぬ遅れ(二)

19:55 ☆世界のハイエンド
SUV: シボレー・サバーバン
(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: メルセデス・ベンツ280SL 前
編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: メルセデス・ベンツ280SL 後編(二)

ワールド・トップ5: スーパー飛行
機(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(字)

★潜入！巨大アナコンダの体の中
（2時間）(字)

★大惨事の瞬間: Ep.38/NYヘリ
墜落(字)

☆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
(新)(二)

☆ゴールド・ラッシュ外伝～パーカー
の旅～: Ep.3 脱落の危機
(新)(二)

☆ゴールド・ラッシュ外伝～パーカー
の旅～: Ep.1 黄金への道程
(新)(二)

ミスフィット・ガレージ: 1952年
式ウィリス・ジープ 前編(字)

クラシックカー・コレクション: 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: アルファロ
メオ 6C2500(二)

カスタム・マスター S3: 1952年
式ポンティアック 後編(二)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！マイクのワールドツ
アー S2: ブラジル(二)

ミスフィット・ガレージ: 1959年
式初代エルカミーノ２(字)

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

解明・地下世界ミステリー S2: ナチ
スの金塊(二)

ミッシング～迷宮事件の謎～: バ
ミューダトライアングル(二)

解明・宇宙の仕組み: 準惑星
の奇妙な世界(二)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホールは実在するのか？(二)

大惨事の瞬間: Ep.30 洪水で家が
流される(字)
インフォマーシャル(日)

解剖！メガマシン S2: 砕氷船
ルイサンローラン(二)

★カク博士のＳＦ研究室: Ep.2
地球破壊(二)
インフォマーシャル(日)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S13: Ep.7 うそ発見器(字)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
アルファロメオ 6C2500(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 1952年式ポンティアック
後編(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー
☆解明・宇宙の仕組み: 準惑星の
奇妙な世界(新)(二)

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

☆世界のモノ作り: パワーステアリン
グポンプ ほか(新)(字)

解明・地下世界ミステリー S2: ナチ
スの金塊(二)

★ミッシング～迷宮事件の謎～: バ
ミューダトライアングル(二)

インフォマーシャル(日)

ザ・遭難サバイバル: ボリビア
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー
ス中の事故(字)

★解明・地下世界ミステリー: カポネ
の脱出トンネル(二)

解明・地下世界ミステリー S2:
火山大噴火の脅威(二)

オーストラリア鉄道24時: 緊急
修理(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: トヨタ・フォーランナー
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
レンジローバー・ヴォーグSE 後編(二)

☆発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: 消えた極秘資料
(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 前編
(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 後編
(二)

ホーキングの好奇心: 宇宙の謎を解
く鍵とは？(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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: マツダMX-5 後編(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 長距離ミサイル
(二)

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)

★ザ・遭難サバイバル: ボリビア
(字)

インフォマーシャル(日)

ザ・遭難サバイバル: ラオス(字)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: Ep.16(新)(字)

★ワールド・トップ5: スーパー飛
行機(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: Ep.17(新)(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1955年式インパラワ
ゴン(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 後編(二)

★もっと解明・宇宙の仕組み 2時間
SP(二)

★ホーキングの好奇心: 宇宙の謎を
解く鍵とは？(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 防衛システム(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・遭難サバイバル: ラオス
(字)

解明・地下世界ミステリー S2:
ニコラ・テスラの秘密(二)

戦場の真実: ベトナム・フエ攻
防戦(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.6 新地
へ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWトランスポルターT3 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWトランスポルターT3 後編(二)

怪しい伝説: 爆発スペシャル(二)

ミスフィット・ガレージ: 1952年
式ウィリス・ジープ 前編(字)

★戦争史に残るリーダーたち:
サッチャー(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: シェルビー・GT500(二)

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

インフォマーシャル(日)

ザ・遭難サバイバル: モンゴル
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)

ミスフィット・ガレージ: 1959年
式初代エルカミーノ２(字)

☆ミスフィット・ガレージ:
1952年式ウィリス・ジープ 前
編(新)(字)

★戦場の真実: ベトナム・フエ
攻防戦(二)

★ザ・遭難サバイバル: モンゴル
(字)

解明・地下世界ミステリー S2:
ソロモンの財宝(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.7 水地
獄(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWトランスポルターT3 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWトランスポルターT3 後編(二)

★怪しい伝説: 爆発スペシャル(二)

★好奇心の扉: 航空機事故は解
明できるのか?（2時間）(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦争の
真実: 究極の狙撃(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.7 水地
獄(二)

解剖！メガマシン S2: 砕氷船
ルイサンローラン(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: BMW M3/BMW
335i(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: MGB GT 前編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: MGB GT 後編(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 携帯型ロケット砲
(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)

★解剖！メガマシン S2: ロー
ドトレイン(二)

DISCO presents テクノロジーアワー
★オーストラリア鉄道24時: 緊急修
理(二)

☆THE NAKED: 西インド諸
島 孤独の海(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ポルシェ928 前編(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7: Ep.7
水地獄(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ポルシェ928 後編(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1981年式デロリアン
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ポルシェ928 前編(二)

ザ・遭難サバイバル: ブルガリア
(字)

☆密着！台湾軍エリート部隊: 先
鋭部隊・フロッグマン(新)(二)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 恐怖の大規模爆
弾(二)

★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)

★ザ・遭難サバイバル: ブルガリ
ア(字)

★解明・地下世界ミステリー
S2: ナチスの金塊(二)

THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼2(二)

世界のハイエンドSUV: ベント
レー・ベンテイガ(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の航空機
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1970年式ビュイック・
スカイラーク パート2(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: BMW 325iツーリング 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: BMW 325iツーリング 後編(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: ブラジル(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: アメリカ(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1959
年式初代エルカミーノ２(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
メルセデス・ベンツ190E 後編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フォード・エスコートRSコスワース
(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)

インフォマーシャル(日)

ザ・遭難サバイバル: マダガスカ
ル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司
令部、大爆発(字)

★CAR FIX: ダッジ・スーパー・ビー
(二)

★CAR FIX: 1969年式ポンティ
アック・GTO(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★戦闘艦大全: 世界大戦時代の
戦闘艦(二)

★フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 究極の狙撃(二)

インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホールは実在するのか？(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: フォード・ライトニング
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
メルセデス・ベンツ190E 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: フォード・エスコートRSコス
ワース(二)

ベスト･オブ･ディスカバリー

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ポルシェ928 後編(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: カマロZ28(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: スズキSJ410 後編(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 究極の命中精度
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.25 液化ガス
タンク爆発(二)
インフォマーシャル(日)

★ザ・遭難サバイバル: マダガス
カル(字)

★解明・地下世界ミステリー: ミ
シガン湖 魔の三角域(二)

Discovery Channel
2018年08月編成表

サバイバル・男気クッキング: メ
キシコ-峡谷(字)

★THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼1(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1970年式ビュイック・
スカイラーク パート1(二)
★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: スズキSJ410 前編(二)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.16(字)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 消えた極秘資料(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー
(二)

解明・地下世界ミステリー: カポネの
脱出トンネル(二)

潜入！巨大アナコンダの体の中（2
時間）(字)

ゴールド・ラッシュ外伝～パーカーの
旅～: Ep.1 黄金への道程(二)

ベスト･オブ･ディスカバリー

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)

密着！台湾軍エリート部隊: 先鋭
部隊・フロッグマン(二)

好奇心の扉: 航空機事故は解明で
きるのか?（2時間）(二)

もっと解明・宇宙の仕組み 2時間
SP(二)

戦闘艦大全: 世界大戦時代の戦
闘艦(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/13 8/14 8/15 8/16 8/17 8/18 8/19

4:00 ベスト･オブ･アドベンチャー 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 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
20:53 ★プラントハンター西畠清順の冒険
(日)

21:00 クラシックカー・コレクション: アルファロメオ
6C2500(二) 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

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

★メガ・エアポート: 完全制御の秘
密(二)

戦場の真実: ベトナム・ケサンの
戦い(二)

☆潜入！ポーランド航空: パーサー
の仕事(新)(二)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.18(字)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.19(字)

THE NAKED: 見どころ丸出し
SP(二)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.18(字)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.19(字)

解明・宇宙の仕組み: ブラック
ホールは実在するのか？(二)

プラネットグリーン

★宇宙で何が起こっているの
か？: 太陽系編(二)

★NASA超常ファイル S3: 月
の有機体(二)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 死の真相(二)

CAR FIX: シェルビー・コブラ(二)

CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー
(二)

世界のハイエンドSUV: アルファ
ロメオ・ステルヴィオ(二)

名車再生！マイクのワールドツ
アー S2: ポーランド(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 超高速ジェットコースター
(二)

インフォマーシャル(日)

☆メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 米海軍・沿海域戦闘
艦(新)(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 都市と鉄道(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 橋と鉄道(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 巨大石油プラットフォーム
(二)

ワールド・トップ5: トレイン(二)

大惨事の瞬間: Ep.38/NYヘリ墜
落(字)
インフォマーシャル(日)

★サバイバル・男気クッキング:
ボルネオ-湿地(字)

★エクストリーム・サバイバル: 雪山の
恐怖(字)

19:55 ☆世界のハイエンド
SUV: アルファロメオ・ステル
ヴィオ(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フィアット500 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フィアット500 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランドローバー・シリーズIIIステージ1 前編
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランドローバー・シリーズIIIステージ1 後編
(二)
三菱電機 presents ワールドテックア
ワー
☆メガ建造～不可能への挑戦～ S3:
巨大石油プラットフォーム(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴ
ンドラ(二)

☆潜入！ポーランド航空: CA研修
と日本への旅(新)(二)

★メガ・エアポート: 時間との闘い
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.8 巨大
はしけ(二)

オーストラリア鉄道24時: 緊急
修理(二)

☆潜入！ポーランド航空: 東京・ワ
ルシャワ間就航！(新)(二)

特集：世界の空港とエアライン

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸
失敗(二)

☆潜入！ポーランド航空: 税関職
員の１日(新)(二)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1952年
式ウィリス・ジープ 後編(字)

クラシックカー・コレクション: アルファロ
メオ 6C2500(二)
クラシックカー・コレクション: 1920年
式リヴィア・デューセンバーグ(二)

カスタム・マスター S3: 1969年
式カマロ(二)

ワールド・トップ5: トレイン(二)

ミスフィット・ガレージ: 1952年
式ウィリス・ジープ 前編(字)

Discovery MOTOR アワー

インフォマーシャル(日)

名車再生！マイクのワールドツ
アー S2: イタリア(二)

解明・宇宙の仕組み: 連星の
秘密(二)

解明・宇宙の仕組み: 準惑星
の奇妙な世界(二)

大惨事の瞬間: Ep.37/大型客船
沈没(字)
インフォマーシャル(日)

解剖！メガマシン S2: ロードト
レイン(二)

★カク博士のＳＦ研究室: Ep.3 バ
リア光線(二)

三菱電機 presents スペースアワー
☆解明・宇宙の仕組み: 連星の秘
密(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シボレー・コルベットC4 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シボレー・コルベットC4 後編(二)

ミスフィット・ガレージ: 1940年
式フォード・チューダー１(字)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 地上攻撃機(二)

カスタム・マスター S3: 1952年
式ポンティアック 後編(二)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 死の真相(二)

ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操
縦訓練(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S13:
Ep.8 救命ボート(字)

21:27 ☆クラシックカー・コレクショ
ン: 1920年式リヴィア・デューセン
バーグ(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 1969年式カマロ
(新)(二)

★CAR FIX: 1967年式カマロ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シボレー・コルベットC4 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シボレー・コルベットC4 後編(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1940
年式フォード・チューダー１(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 地上攻撃機
(二)

インフォマーシャル(日)

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)

★ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

★発明家テスラ：謎の死と殺
人光線SP(二)

オーストラリア鉄道24時: 大陸
縦断鉄道の旅(二)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1961年
式フォード・エコノライン２(字)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: コンバットシステム
(二)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.17(字)

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.18(字)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 死の真相(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: トヨタ・フォーランナー(二)

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

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超強力マシンガ
ン(二)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: Ep.18(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S13: Ep.19(新)(字)

☆発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: 死の真相(新)(二)

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

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

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

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

★ミスフィット・ガレージ: 1961
年式フォード・エコノライン２
(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: コンバットシステム
(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)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

★解明・地下世界ミステリー
S2: Ep.8(二)

戦場の真実: ベトナム・ケサンの
戦い(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1966年式フォードF-
100(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 近未来兵器(二)

戦場の真実: ベトナム・ケサンの
戦い(二)

ミスフィット・ガレージ: 1952年
式ウィリス・ジープ 後編(字)

★戦争史に残るリーダーたち:
ノリエガ(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1955年式インパラワゴ
ン(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 前編
(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 後編
(二)
★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アサルト兵器
(二)

大惨事の瞬間: Ep.35/巨大クレー
ン転倒(字)

ミスフィット・ガレージ: 1952年
式ウィリス・ジープ 前編(字)

☆ミスフィット・ガレージ:
1952年式ウィリス・ジープ 後
編(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.7 水地
獄(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ 後
編(二)
ミスフィット・ガレージ: 1961年
式フォード・エコノライン１(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ポンティアック・トランザ
ム(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
アルファロメオ スパイダー・ヴェローチェ 後編
(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1961
年式フォード・エコノライン１
(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 近未来兵器
(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 自動式散弾銃
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.8 巨大
はしけ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWトランスポルターT3 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWトランスポルターT3 後編(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: V22オスプレイ
(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)

★ザ・秘境生活: ルーマニア
(字)

★解明・地下世界ミステリー
S2: 海賊の宝(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.8 巨大
はしけ(二)

★解剖！メガマシン S2: 貨物
列車(二)

DISCO presents テクノロジーアワー
★オーストラリア鉄道24時: 大陸縦
断鉄道の旅(二)

☆THE NAKED: 見どころ丸
出しSP(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 後編(二)

ミスフィット・ガレージ: フォード・
ギャラクシー パート2(字)

★CAR FIX: 1998年式３５５Ｆ
１スパイダー(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ジープCJ7 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ジープCJ7 後編(二)

★ミスフィット・ガレージ: フォー
ド・ギャラクシー パート2(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 自動式散弾銃
(二)

インフォマーシャル(日)

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)

★ザ・秘境生活: ボルネオ島
(字)

★解明・地下世界ミステリー
S2: 不可思議な洞くつ(二)

THE NAKED: 西インド諸島
孤独の海(二)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: フォード・
ギャラクシー パート1(字)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: アーチャー榴弾砲
(二)

名車再生！マイクのワールドツ
アー S2: イタリア(二)

世界のハイエンドSUV: シボ
レー・サバーバン(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 超高速ジェットコースター
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1981年式デロリアン
(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
ポルシェ928 後編(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 超静音潜水艦
(二)

★CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー
(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: ポーランド(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: イタリア(二)

ミスフィット・ガレージ: 1952年
式ウィリス・ジープ 前編(字)

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

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ
イスの結末(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: 失われた研究所(二)

ザ・秘境生活: ボルネオ島(字)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦
闘機の空中爆発(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)

ザ・秘境生活: ルーマニア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)

ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

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

★ミスフィット・ガレージ: フォー
ド・ギャラクシー パート1(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: アーチャー榴弾砲
(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)

ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)

★ザ・遭難サバイバル: パナマ
(字)

★解明・地下世界ミステリー
S2: アトランティスの謎(二)

解明・宇宙の仕組み: 準惑星
の奇妙な世界(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ルマンGTOコンバーチ
ブル(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ポルシェ911 2.7Sタルガ 前編(二)
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THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼2(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: フォード・ライトニング(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ190E 前編(二)

オーストラリア鉄道24時: 大陸
縦断鉄道の旅(二)

解剖！メガマシン S2: ロードト
レイン(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: カマロZ28(二)

★CAR FIX: シェルビー・コブラ(二) ★ワールド・トップ5: トレイン
(二)

★戦場の真実: ベトナム・ケサ
ンの戦い(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7: Ep.8
巨大はしけ(新)(二)

☆世界のモノ作り: シャンデリア ほか
(新)(字)

ゴールド・ラッシュ外伝～パーカーの
旅～: Ep.4 旅路の果て(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ190E 後編(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: トップガン(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)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
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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 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
20:53 ★Beyond Future: 宇宙をかけ
るネジ(日)

21:00 クラシックカー・コレクション: 1920年式リヴィ
ア・デューセンバーグ(二) 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

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

ベーリング海の一攫千金 番外
編: Ep.1 日本軍の記憶(字)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: Ep.2 危険度の真相(字)

THE NAKED: アマゾン 衝突
する世界(二)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: Ep.1 日本軍の記憶(字)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: Ep.2 危険度の真相(字)

解明・宇宙の仕組み: 準惑星
の奇妙な世界(二)

プラネットグリーン

★宇宙で何が起こっているの
か？: 銀河系編(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 巨大石油プラットフォーム
(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

★メガ・エアポート: ミスは許されず
(二)

★メガ建造～不可能への挑戦～:
関西国際空港(二)

戦場の真実: カンダハルの戦い
(二)

☆AI革命～激変する世界を
探る～(新)(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: 1982年式トヨタ・
スープラ(二)

CAR FIX: ポンティアック・フィエロ
(二)
CAR FIX: フォード フラットヘッド
(二)

世界のハイエンドSUV: フォルク
スワーゲン・アトラス(二)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・エスコート
RSコスワース(二)

ミスフィット・ガレージ: 1952年
式ウィリス・ジープ 後編(字)

ミスフィット・ガレージ: 1932年
式フォード・チューダー 前編(字)

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

解剖！メガマシン S2: 新幹線
(二)

潜入！ポーランド航空: 東京・
ワルシャワ間就航！(二)

潜入！ポーランド航空: CA研
修と日本への旅(二)

メガ・エアポート: 時間との闘い
(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: 三峡ダム(二)

ワールド・トップ5: 掘削機(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)

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-雲霧林(字)

★エクストリーム・サバイバル: ハイウェ
イの罠(字)

19:55 ☆世界のハイエンド
SUV: フォルクスワーゲン・アト
ラス(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 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: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 前編
(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後編
(二)
三菱電機 presents ワールドテックア
ワー
★メガ建造～不可能への挑戦～
S2: 三峡ダム(二)

★大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩
壊(二)

★メガ・エアポート: 眠らない空港
(二)

★メガ・エアポート: 世界の交差路
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.9 記録
更新(二)

オーストラリア鉄道24時: 大陸
縦断鉄道の旅(二)

特集：世界の空港とエアライン
☆潜入！ポーランド航空: 運航セン
ターの舞台裏(新)(二)

クラシックカー・コレクション: 1987年
式BMW・M6クーペ(二)

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

ワールド・トップ5: 掘削機(二)

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: 最新式ガトリングガ
ン(二)

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

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ラ
ンドローバー・シリーズIIIステージ1 後編
(二)
豪快！トラック・ドライバー:
Episode 2(二)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケー
ン中継(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S13: Ep.9 チーズ(字)

解明・宇宙の仕組み: 天王星
と海王星(二)

解明・宇宙の仕組み: 連星の
秘密(二)

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)

解剖！メガマシン S2: 貨物列
車(二)

★カク博士のＳＦ研究室: Ep.4
人工知能ロボット(二)
インフォマーシャル(日)

☆潜入！ポーランド航空: 航空管
制官の仕事(新)(二)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
1987年式BMW・M6クーペ
(新)(二)
21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 1957年式シボレー ガッ
サースタイル(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー
☆解明・宇宙の仕組み: 天王星と
海王星(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ラ
ンドローバー・シリーズIIIステージ1 前編
(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 最新式ガトリング
ガン(二)

インフォマーシャル(日)

★追跡！コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.5(二)

ザ・秘境生活: サバイバルの法
則(字)

☆世界のモノ作り: 高圧洗浄機 ほ
か(新)(字)

オーストラリア鉄道24時: 走る
ホオジロザメ(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1965年式シボレー・
インパラ(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランドローバー・シリーズIIIステージ1 前
編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランドローバー・シリーズIIIステージ1 後
編(二)
★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 2(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シボレー・コルベットC4 後編(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 地上攻撃機(二)

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: サバイバルの
法則(字)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 死の真相(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フィアット500 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フィアット500 後編(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 1(二)

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

ベーリング海の一攫千金 S13:
Ep.19(字)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: Ep.1 日本軍の記憶(字)

本当は怖い童話の真実: 赤ず
きん／青ひげ(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1967年式カマロ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シボレー・コルベットC4 前編(二)

ザ・秘境生活: アリゾナ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大
会で(二)

☆ベーリング海の一攫千金 番
外編: Ep.1 日本軍の記憶
(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金 番
外編: Ep.2 危険度の真相
(新)(字)

★ワールド・トップ5: 掘削機
(二)

★本当は怖い童話の真実: 赤
ずきん／青ひげ(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フィアット500 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フィアット500 後編(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 1(二)

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

インフォマーシャル(日)

★追跡！コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.4(二)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活: アリゾナ(字)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 消えた極秘資料(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)

★CAR FIX: プリムス・ダスター大改
造(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 身辺警護用兵器
(二)

戦場の真実: カンダハルの戦い
(二)

ミスフィット・ガレージ: 1932年
式フォード・チューダー 前編(字)

戦場の真実: ファルージャの戦
闘(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1966年式フォードF-
100(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
BMW E24 635CSi 前編(二)

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

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: コンバットシステム
(二)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
(二)

☆ミスフィット・ガレージ:
1932年式フォード・チューダー
前編(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.8 巨大
はしけ(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ロータス・エスプリ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ロータス・エスプリ 後編(二)

★戦場の真実: カンダハルの戦
い(二)

ミスフィット・ガレージ: 1959年
式初代エルカミーノ２(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 身辺警護用兵
器(二)

インフォマーシャル(日)

★追跡！コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.3(二)

ザ・秘境生活: ルワンダ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機
飛行テスト(二)

ミスフィット・ガレージ: 1952年
式ウィリス・ジープ 後編(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.9 記録
更新(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1987年式オールズモ
ビル・カトラス(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ロータス・エスプリ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ロータス・エスプリ 後編(二)

ミスフィット・ガレージ: 1959年
式初代エルカミーノ２(字)

ミスフィット・ガレージ: 1959年
式初代エルカミーノ１(字)

放送休止

放送休止

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

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 近未来兵器(二)

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)

★ザ・秘境生活: ルワンダ(字)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: よみがえる殺人光線
(二)

★解剖！メガマシン S2: 新幹
線(二)

DISCO presents テクノロジーアワー
★オーストラリア鉄道24時: 走るホ
オジロザメ(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7: Ep.9
記録更新(新)(二)

☆THE NAKED: アマゾン
衝突する世界(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ280SL 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ280SL 後編(二)

★CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート2(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ280SL 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ280SL 後編(二)

ミスフィット・ガレージ: 1959年
式初代エルカミーノ１(字)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 非致死性兵器
(二)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦闘
機の空中爆発(字)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活: タイ(字)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 失われた研究所(二)

THE NAKED: 見どころ丸出し
SP(二)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1940年
式フォード・チューダー２(字)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 爆弾分解装置
(二)

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

世界のハイエンドSUV: アルファ
ロメオ・ステルヴィオ(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 巨大石油プラットフォーム
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1998年式３５５Ｆ１
スパイダー(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 後編(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: 自動式散弾銃
(二)

★CAR FIX: フォード フラットヘッド
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・エスコート
RSコスワース(二)

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

ミスフィット・ガレージ: 1952年
式ウィリス・ジープ 後編(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レクサスLS400 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レクサスLS400 後編(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 爆弾分解装置
(二)

インフォマーシャル(日)

★追跡！コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.1(二)

ザ・秘境生活: ベネズエラ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパー
バイク(二)

★CAR FIX: ポンティアック・フィエロ
(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★追跡！コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.2(二)

ザ・秘境生活: タイ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル
火災(二)

解明・宇宙の仕組み: 連星の
秘密(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート1(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レクサスLS400 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レクサスLS400 後編(二)

ミスフィット・ガレージ: 1940年
式フォード・チューダー２(字)

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

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実: アーチャー榴弾砲
(二)

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)

★ザ・秘境生活: ベネズエラ
(字)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 調査チーム(二)

Discovery Channel
2018年08月編成表

サバイバル・男気クッキング: ボ
ルネオ-湿地(字)

THE NAKED: 西インド諸島
孤独の海(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ルマンGTOコンバーチブ
ル(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ポルシェ911 2.7Sタルガ 前編(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ポンティアック・トランザム
(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
8/27 8/28 8/29 8/30 8/31 9/1 9/2

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 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 クラシックカー・コレクション: 1987年式
BMW・M6クーペ(二) 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

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人ヘリ(二)

カスタム・マスター S3: 1972
年式 シボレー・ブレイザー(二)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
1990年式マツダ・ロードスター(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 1972年式 シボレー・ブ
レイザー(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー
☆解明・宇宙の仕組み: 謎の天
体・クエーサー(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
TVR S2 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
TVR S2 後編(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 7(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人ヘリ(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル: 人体自然
発火(字)

ザ・秘境生活 S2: フィリピン
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S13:
Ep.10 電気自動車(字)

☆世界のモノ作り: ハーディ・ガーディ
ほか(新)(字)

オーストラリア鉄道24時: 蒸気
機関車の挑戦(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ビッグブロックの修理(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: TVR S2 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: TVR S2 後編(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 7(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ラン
ドローバー・シリーズIIIステージ1 後編(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 最新式ガトリン
グガン(二)

大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケーン
中継(二)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 S2: フィリピン
(字)

追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.5(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ミニ1000 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ミニ1000 後編(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 6(二)

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

ベーリング海の一攫千金 番外
編: Ep.2 危険度の真相(字)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: Ep.3 ジョナサン伝説(字)

本当は怖い童話の真実: ヘン
ゼルとグレーテル／シンデレラ
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1965年式シボレー・イ
ンパラ(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: ラン
ドローバー・シリーズIIIステージ1 前編(二)

ザ・秘境生活 S2: パタゴニア
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ
ケット発射(二)

☆ベーリング海の一攫千金
番外編: Ep.3 ジョナサン伝
説(新)(字)

★バミューダ・トライアングルの謎
に迫る(二)

★ワールド・トップ5: 船(二)

★本当は怖い童話の真実: ヘ
ンゼルとグレーテル／シンデレラ
(字)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ミニ1000 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ミニ1000 後編(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 6(二)

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

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル: ミイラの呪
い(字)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 S2: パタゴニ
ア(字)

追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.4(二)

戦場の真実: バグダッド侵攻
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ファイヤーバード
Y88(二)

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

戦場の真実: バグダッド侵攻
(二)

ミスフィット・ガレージ: 1932年
式フォード・チューダー 後編
(字)

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)

CAR FIX: プリムス・ダスター大改造
(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フィアット500 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フィアット500 後編(二)

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

大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大会
で(二)

☆ミスフィット・ガレージ:
1932年式フォード・チュー
ダー 後編(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.9 記録
更新(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フェラーリ308GT4 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
フェラーリ308GT4 後編(二)

★戦場の真実: バグダッド侵
攻(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 5(二)

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

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル: 幽霊船
(字)

ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
ル崩壊(二)

ミスフィット・ガレージ: 1932年
式フォード・チューダー 前編
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.10 離
別(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式ファイヤー
バード・フォーミュラ(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フェラーリ308GT4 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フェラーリ308GT4 後編(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 5(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 4(二)

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

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.10 離
別(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ロータス・エスプリ 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ロータス・エスプリ 後編(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 身辺警護用兵
器(二)

大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機飛
行テスト(二)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)

追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.3(二)

ボーイング 空と宇宙の開拓者
S2: 人工衛星と宇宙戦争
(二)

DISCO presents テクノロジーアワー
★オーストラリア鉄道24時: 蒸気機
関車の挑戦(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7:
Ep.10 離別(新)(二)

☆THE NAKED: ベリーズ
狙われたハンター(新)(二)

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

★CAR FIX: オフロード仕様トラック
(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 前編
(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後編
(二)
★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 4(二)

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

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル
火災(二)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活 S2: グアテマ
ラ(字)

追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.2(二)

THE NAKED: アマゾン 衝突
する世界(二)

インフォマーシャル(日)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 3(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人戦闘車両
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式サー
ブ・96(二)

世界のハイエンドSUV: フォルク
スワーゲン・アトラス(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: 三峡ダム(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート2(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ280SL 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
メルセデス・ベンツ280SL 後編(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 非致死性兵器
(二)

★CAR FIX: シボレー・カマロ
ZL1(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式マスタ
ング・マッハ１(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1973年式サー
ブ・96(二)

ミスフィット・ガレージ: 1932年
式フォード・チューダー 前編
(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
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:
シトロエンDS 後編(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 無人戦闘車両
(二)

インフォマーシャル(日)

★追跡！コロンビア麻薬王の
埋蔵金: Ep.6(二)

ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
バット飛行(二)

★CAR FIX: GMC サイクロン(二)
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★怪事件ファイル: 謎の飛行
物体(字)

ザ・秘境生活 S2: グアテマラ
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

解明・宇宙の仕組み: 天王星
と海王星(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1979年式ポルシェ
911(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シトロエンDS 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
シトロエンDS 後編(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 3(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レクサスLS400 後編(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実: 爆弾分解装置
(二)

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)

★ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)

追跡！コロンビア麻薬王の埋
蔵金: Ep.1(二)

Discovery Channel
2018年08月編成表

サバイバル・男気クッキング: メ
キシコ-雲霧林(字)

THE NAKED: 見どころ丸出
しSP(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ジープ・ラングラーJK
パート1(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レクサスLS400 前編(二)

オーストラリア鉄道24時: 蒸気
機関車の挑戦(二)

解剖！メガマシン S2: 新幹線
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1987年式オールズモビ
ル・カトラス(二)
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