
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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7:30 7:30

8:00 8:00
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11:00 11:00
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13:00 13:00
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14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00
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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: オーバーン・
ボートテール・スピードスター(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

THE ISLAND S4: Ep.1 最
悪の始まり(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ベガス・タイヤショー
(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE ISLAND S4:
Ep.5(字)

★THE ISLAND S4:
Ep.4(字)

★THE ISLAND S4:
Ep.3(字)

★THE ISLAND S4:
Ep.2(字)

★THE ISLAND S4: Ep.1
最悪の始まり(字)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・エルカミーノ(二)

Discovery Channel
2018年10月編成表

★ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

★THE NAKED: パナマの罠
(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 「レイン
マン」のロードマスター(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダッジ・チャー
ジャー(二)

★SUPERCAR 2: ロールス・
ロイス・レイス(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S2: オアシス級クルーズ客
船(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 61年
式ジュリエッタ・スパイダー(二)

★ウエポン・マスター: ギリシャの
火(二)

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

★徹底調査！アメリカの極秘
施設(二)

★解明・宇宙の仕組み: 太陽
系 闇の歴史(二)

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

★ウエポン・マスター: ヘイル・ロ
ケット(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: フリーメ
イソン(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
THE ISLAND S4:
Ep.5(字)

THE ISLAND S4:
Ep.4(字)

THE ISLAND S4:
Ep.3(字)

★ウエポン・マスター: 吹き矢
(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: アルカ
トラズ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ
イ崩落(二)

★CAR FIX: 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: 新コンビ舞台裏
(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1988年式ジー
プ・グランドワゴニア(新)(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1960
年式フォード・サンライナー 後
編(字)

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

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★CAR FIX: フェラーリF430(二) ☆世界のモノ作り: スロットルボディほ

か(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す
る大型トラック(二)

オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・エルカミーノ(二)

ウエポン・マスター: ヘイル・ロ
ケット(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1988年式ジー
プ・グランドワゴニア(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: デロリアン(二)

★ウエポン・マスター: 決闘用ピ
ストル(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)

★陰謀の歴史: UFOロズウェ
ル事件(字)

★THE NAKED: 地獄の島
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: レアなキャディ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ホンダ
S2000(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ポンティアック・トランザム
(二)

★ウエポン・マスター: チャクラム
(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: 売春
宿(二)

★潜入！ポーランド航空: パー
サーの仕事(二)

DISCO presents テクノロジーアワー
☆カナダ鉄道24時: 気温上昇
警報発令(新)(二)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～ 番外編: 放送
直前SP(新)(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ S7: Ep.14
パーカー対リック(新)(二)

THE ISLAND S4:
Ep.2(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ホンダ
S2000(二)

オーバーホール 改造車の世
界: ポンティアック・トランザム
(二)

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)

★クラシックカー・コレクション: シェル
ビーマスタングGT350(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・ステップ
サイド(二)

★ウエポン・マスター: アトラトル
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(二)
インフォマーシャル(日)

★陰謀の歴史: ケネディ暗殺
事件(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.14 パー
カー対リック(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: リドラー賞(二)

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

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

★ウエポン・マスター: 戦闘馬
車用の弓(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: 地下
壕(二)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス
DC７衝突テスト(二)

ミスフィット・ガレージ: 1960年
式フォード・サンライナー 後編
(字)

☆ミスフィット・ガレージ:
1967年式フォード・フェアレー
ンGTA 前編(新)(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7: Ep.13
生命線(二)

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

★戦場の真実: バルジの戦い
(二)

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

ウエポン・マスター: 戦闘馬車
用の弓(二)

戦場の真実: バルジの戦い
(二)

ミスフィット・ガレージ: 1967年
式フォード・フェアレーンGTA 前
編(字)

★戦場の真実: 長津湖の戦
い(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ヒルク
ライム(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: カルマンギア(二)

★ウエポン・マスター: 日本刀
(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)

★陰謀の歴史: CIAの洗脳実
験(字)

戦場の真実: バルジの戦い
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1987年式コルベット
(二)
★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)

★カスタム・マスター S2:
1959年式ビュイック・インヴィク
タ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
スタンク爆発(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep.6 ハリケーン襲来
(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep7 予期せぬ試練
(新)(字)

★深層解明Xファイル S3: バ
チカン帝国(二)

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)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 都市と鉄道(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)

カスタム・マスター S2: 1959
年式ビュイック・インヴィクタ(二)

ウエポン・マスター: 吹き矢(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.6 ハリケーン襲来(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep7 予期せぬ試練 (字)

深層解明Xファイル S3: バチ
カン帝国(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: マッス
ルカー(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・ベルエ
アー(二)

★ウエポン・マスター: 連射式の
弓(二)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母
艦上の着陸事故(二)
☆おあそびマスターズ:
Ep.19(新)(日)

★NASA宇宙飛行士が見た
UFO(二)

カナダ鉄道24時: 気温上昇
警報発令(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1970年式クーダ・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: 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)

★カスタム・マスター S2:
1970年式マスタング(二)

★世紀の戦車対決 S3: ゴ
シック線の攻防(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: UFO
隠蔽工作(二)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火か
ら400軒の大火災(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S14:
Ep.5 コンチネンタルGTバイク(字)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
1932年式パッカード・ツインシックス
(新)(二)
21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 2014年式ジャガー
XJL(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー
☆解明・宇宙の仕組み: 時空の神
秘(新)(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)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: スズキSJ410 後編(二)

カスタム・マスター S2: 1970
年式マスタング(二)

世紀の戦車対決 S3: ゴシック
線の攻防(二)

カスタム・マスター S3: 2014
年式ジャガーXJL(二)

解明・宇宙の仕組み: 時空の
神秘(二)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系
闇の歴史(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)

★潜入！ポーランド航空: CA
研修と日本への旅(二)

世界のモノ作り: スロットルボディほか
(字)
インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1967年式
フォード・フェアレーンGTA 前編(字)

クラシックカー・コレクション: 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: 1932年
式パッカード・ツインシックス(二)
カスタム・マスター S3: 2014年式
ジャガーXJL(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 都市と鉄道(二)

ミスフィット・ガレージ: 1960年式
フォード・サンライナー 後編(字)

Discovery MOTOR アワー

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 1988年式ジープ・グランドワゴニ
ア(二)

CAR FIX: フェラーリF430(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ
ロケット大爆発(字)

戦場の真実: バルジの戦い
(二)

深層解明Xファイル S3: バチ
カン帝国(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 放送直前
SP(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.14 パー
カー対リック(二)

★カナダ鉄道24時: 山岳地
帯の試練(二)

★SUPERCAR 2: ジャガー F
タイプ SVR(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 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: 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
★メガ建造～不可能への挑戦～:
リオン・アンティリオン橋(二)

潜入！ポーランド航空: パー
サーの仕事(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー: エ
リザベス女王の訪問(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
ドック型輸送揚陸艦「アルビオ
ン」(二)

★潜入！ロイヤル・ネイビー:
ドック型輸送揚陸艦「ブルワー
ク」(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: リオン・アンティリオン橋
(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 都市と鉄道(二)

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

★ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

★まさかの時のサバイバル: 野良犬
襲撃(字)
インフォマーシャル(日)

CAR FIX: バーンナウト仕様(二)

SUPERCAR 2: ジャガー Fタイプ
SVR(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: オアシス級クルーズ客船
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 新コンビ舞台裏(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.1(二)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.2(二)

★毛沢東と冷戦時代:
Ep.3(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.6 ハリケーン襲来(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep7 予期せぬ試練 (字)

解明・宇宙の仕組み: 太陽系
闇の歴史(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 放送直前
SP(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S7: 宇宙のフォース(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
ミール火災事故(字)

深層解明Xファイル S3: バチ
カン帝国(二)

戦場の真実: バルジの戦い
(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.6 ハリケーン襲来(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep7 予期せぬ試練 (字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
10/8 10/9 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14

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
20:53 ☆未知へのカウント・ダウン
(新)(日)

21:00 クラシックカー・コレクション: 1932年式パッ
カード・ツインシックス(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

★THE ISLAND S4:
Ep.6(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
THE ISLAND: Ep.4 仲間
割れ(字)

THE ISLAND: Ep.3 失踪
(字)

THE ISLAND: Ep.2 食べ
物を探して(字)

THE ISLAND: Ep.1 命の
飲み水(字)

THE ISLAND S4:
Ep.6(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: Cノッチ加工(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: マツダMX-5 前編(二)

Discovery Channel
2018年10月編成表

ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

THE NAKED: 地獄の島
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ベガス・タイヤショー(二)

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

カナダ鉄道24時: 岩盤すべり
の脅威(二)

潜入！ポーランド航空: パー
サーの仕事(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: リドラー賞(二)

ウエポン・マスター: ヘイル・ロ
ケット(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)

深層解明Xファイル: フリーメイ
ソン(二)

解明・宇宙の仕組み: 時空の
神秘(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE ISLAND: Ep.4 仲
間割れ(字)

★THE ISLAND: Ep.3 失
踪(字)

★THE ISLAND: Ep.2 食
べ物を探して(字)

深層解明Xファイル: 売春宿
(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)

★カスタム・マスター S2:
1932年式ロードスター(二)

★世紀の戦車対決 S3: ベト
ナム戦争パート1(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル: アウト
ロー・バイカー(二)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(字)

★CAR FIX: 第三世代マスタング
(二)

★CAR FIX: マスタング・エコブース
ト(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司
令部、大爆発(字)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S14:
Ep.6 衝突テスト(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1988年式ジー
プ・グランドワゴニア(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1987年式アル
ファロメオ・スパイダー クワドリ
フォリオ(新)(二)

ミスフィット・ガレージ: 1967年
式フォード・フェアレーンGTA 前
編(字)

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)

カスタム・マスター S2: 1932
年式ロードスター(二)

世紀の戦車対決 S3: ベトナ
ム戦争パート1(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1987年式アル
ファロメオ・スパイダー クワドリ
フォリオ(二)

SUPERCAR 2: ジャガー Fタ
イプ SVR(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: リオン・アンティリオン橋
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: レアなキャディ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ホンダ
S2000(二)

ウエポン・マスター: チャクラム
(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)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 放送直前
SP(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: オフロード仕様ジープ
(二)

★名車再生！あの車は今: マ
ツダMX-5(二)

★THE ISLAND: Ep.1 命
の飲み水(字)

★カスタム・マスター S2:
1942年式インパラ(二)

★世紀の戦車対決 S3: ベト
ナム戦争パート2(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2: ラ
スベガス(二)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で
家が流される(字)

★潜入！ポーランド航空: 税
関職員の１日(二)

DISCO presents テクノロジーアワー
☆カナダ鉄道24時: 岩盤すべり
の脅威(新)(二)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～: Ep.1 幕開け
(新)(二)

名車再生！あの車は今: マツ
ダMX-5(二)

カスタム・マスター S2: 1942
年式インパラ(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ S7: Ep.15 浚
渫機に異常あり(新)(二)

世紀の戦車対決 S3: ベトナ
ム戦争パート2(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.15 浚
渫機に異常あり(二)

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

ウエポン・マスター: 戦闘馬車
用の弓(二)

大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラスDC
７衝突テスト(二)
インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル: 地下壕
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.15 浚
渫機に異常あり(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: シボレー・モンテカルロ
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダRX-7(二)

★カスタム・マスター S2:
1954年式フォード(二)

★世紀の戦車対決 S3: ベル
リンへの道(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2: ア
メリカのナチス(二)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)

ミスフィット・ガレージ: 1967年
式フォード・フェアレーンGTA 前
編(字)

☆ミスフィット・ガレージ:
1967年式フォード・フェアレー
ンGTA 後編(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.14 パー
カー対リック(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダRX-7(二)

カスタム・マスター S2: 1954
年式フォード(二)

★ナチス オカルト思想の帝国:
ヒトラーのゾンビ部隊(二)

世紀の戦車対決 S3: ベルリン
への道(二)

ナチス オカルト思想の帝国: ヒ
トラーのゾンビ部隊(二)

ミスフィット・ガレージ: 1967年
式フォード・フェアレーンGTA 後
編(字)

戦場の真実: バルジの戦い
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1987年式コルベット
(二)
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)

ウエポン・マスター: 吹き矢(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)

深層解明Xファイル: アルカトラ
ズ(二)

ナチス オカルト思想の帝国: ヒ
トラーのゾンビ部隊(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 溶接ABC(二)

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

★カスタム・マスター S2:
1964年式マリブ(二)

★世紀の戦車対決 S3: 太平
洋の戦車戦(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2: 古
代の宇宙飛行士(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep8 決断(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep9 第2ラウンド
(新)(字)

★深層解明Xファイル S3: 真
珠湾攻撃(二)

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

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 大自然と鉄道(二)

カスタム・マスター S2: 1964
年式マリブ(二)

世紀の戦車対決 S3: 太平洋
の戦車戦(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep8 決断(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep9 第2ラウンド(字)

深層解明Xファイル S3: 真珠
湾攻撃(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1970年式クーダ・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:
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)

世紀の戦車対決 S3: ゴシック
線の攻防(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)

深層解明Xファイル: UFO隠
蔽工作(二)

カナダ鉄道24時: 岩盤すべり
の脅威(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 続・オフロード仕様
ジープ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン(二)

★カスタム・マスター S2:
2013年式ダッジチャレンジャー
(二)

★世紀の戦車対決 S3: 伝説
の戦車兵(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2: ア
メリカ建国の父(二)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
V8 60 ミジェット・レースカー
(新)(二)
21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 1968年式カマロ
(新)(二)

☆世界のモノ作り: スクーターほか
(新)(字)

三菱電機 presents スペースアワー
★宇宙の解体新書 S2: 超大質量
ブラックホール(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン(二)

カスタム・マスター S2: 2013
年式ダッジチャレンジャー(二)

世紀の戦車対決 S3: 伝説の
戦車兵(二)

カスタム・マスター S3: 1968
年式カマロ(二)

宇宙の解体新書 S2: 超大質
量ブラックホール(二)

解明・宇宙の仕組み: 時空の
神秘(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)

潜入！ポーランド航空: パー
サーの仕事(二)

世界のモノ作り: スクーターほか(字)

インフォマーシャル(日)

ミスフィット・ガレージ: 1967年式
フォード・フェアレーンGTA 後編(字)

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

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 1988年式ジープ・グランドワゴニ
ア(二)

ミスフィット・ガレージ: 1967年式
フォード・フェアレーンGTA 前編(字)

★まさかの時のサバイバル: 大地震
(字)

カスタム・マスター S3: 1968年式カ
マロ(二)

SUPERCAR 2: 6代目シボレー・カ
マロ(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)

ナチス オカルト思想の帝国: ヒ
トラーのゾンビ部隊(二)

★カラーで見る毛沢東(二)

深層解明Xファイル S3: 真珠
湾攻撃(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.1 幕開け(二)

毛沢東と冷戦時代:
Ep.1(二)

毛沢東と冷戦時代:
Ep.2(二)

毛沢東と冷戦時代:
Ep.3(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 上海タワー(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街の
大規模地滑り(字)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活: ベネズエラ
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.15 浚
渫機に異常あり(二)

潜入！ポーランド航空: 税関
職員の１日(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ケータハム・セブン
(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 RS2000(二)

19:55 ★SUPERCAR 2: 6
代目シボレー・カマロ(二)

カナダ鉄道24時: 気温上昇
警報発令(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S7: 正当化する心(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー
★奇跡を起こせ！建築革命: デン
マーク地下鉄環状線(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: 1987年式アルファロメオ・スパイ
ダー クワドリフォリオ(二)

CAR FIX: マスタング・エコブースト
(二)
CAR FIX: 第三世代マスタング
(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
宇宙の難破船(字)

メガ建造～不可能への挑戦
～: リオン・アンティリオン橋
(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

★激動 日本の半世紀:
1904-1936年(二)

深層解明Xファイル S3: 真珠
湾攻撃(二)

ナチス オカルト思想の帝国: ヒ
トラーのゾンビ部隊(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep8 決断(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep9 第2ラウンド(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.1 幕開け(二)

★激動 日本の半世紀:
1937-1945年(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep8 決断(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep9 第2ラウンド(字)

解明・宇宙の仕組み: 時空の
神秘(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21

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 NASA60周年記念特集 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
☆世界のモノ作り: カクタスペアの

20:30 20:30

21:00 クラシックカー・コレクション: V8 60 ミジェッ
ト・レースカー(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

★THE ISLAND: Ep.5 リー
ダー選び(字)

★CAR FIX: コブラでドリフト(二)

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

★カスタム・マスター S2:
1969年式カマロ(二)

ファスト＆ラウド: 1973年式シボ
レー P30(字)

Discovery MOTOR アワー

宇宙の解体新書 S2: 超大質
量ブラックホール(二)

インフォマーシャル(日)

深層解明Xファイル S2: ラスベ
ガス(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.1 幕開け(二)

★CAR FIX: レース仕様カマロ
Z28(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 橋と鉄道(二)

★ナチス オカルト思想の帝国:
死を招く神秘主義(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ S7: Ep.16 トラ
ブル続き(新)(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

☆NASA60年 栄光の軌跡
と未来(新)(二)

THE ISLAND: Ep.5 リー
ダー選び(字)

★戦闘艦大全: 世界大戦時
代の戦闘艦(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2: カ
ルト集団(二)

Discovery Channel
2018年10月編成表

ザ・秘境生活: ベネズエラ(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～ 番外編: 放送直前
SP(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: Cノッチ加工(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
マツダMX-5 前編(二)

ファスト＆ラウド: 1973年式シ
ボレー P30(字)

ナチス オカルト思想の帝国: ヒ
トラーのゾンビ部隊(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 溶接ABC(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
マツダMX-5 後編(二)

世紀の戦車対決 S3: ベトナ
ム戦争パート1(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)

深層解明Xファイル: アウト
ロー・バイカー(二)

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
★サバイバル・男気クッキング:
ボルネオ-湿地(字)

★サバイバル・男気クッキング:
ブルガリア-山脈(字)

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-峡谷(字)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー
ス中の事故(字)

★CAR FIX: 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: 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: 1977年式ポル
シェ924(新)(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
サバイバル・男気クッキング: ボ
ルネオ-湿地(字)

サバイバル・男気クッキング: ブ
ルガリア-山脈(字)

サバイバル・男気クッキング: メ
キシコ-峡谷(字)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ
イスの結末(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep10 呪われし冬
(新)(字)

ミスフィット・ガレージ: 1967年
式フォード・フェアレーンGTA 後
編(字)

★潜入！ポーランド航空: 航
空管制官の仕事(二)

DISCO presents テクノロジーアワー
☆カナダ鉄道24時: やっかいな
積み荷(新)(二)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～: Ep.2 獲物
(新)(二)

★ファスト＆ラウド: 1973年式
シボレー P30(字)

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: 1973年式マスタ
ング・マッハ１(二)

カスタム・マスター S2: 1969
年式カマロ(二)

戦闘艦大全: 世界大戦時代
の戦闘艦(二)

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

SUPERCAR 2: 6代目シボ
レー・カマロ(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 上海タワー(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: オフロード仕様ジープ
(二)

名車再生！あの車は今: マツ
ダMX-5(二)

世紀の戦車対決 S3: ベトナ
ム戦争パート2(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)

★CAR FIX: スーパーチャージャー
搭載(二)

★THE ISLAND: 番外編
挑戦を終えて(字)

★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)

★カスタム・マスター S2:
1967年式シボレー・ノヴァ(二)

★戦闘艦大全: 潜水艦(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S2:
スーパー兵士(二)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(字)

THE ISLAND: 番外編 挑
戦を終えて(字)

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)

カスタム・マスター S2: 1967
年式シボレー・ノヴァ(二)

戦闘艦大全: 潜水艦(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.16 トラ
ブル続き(二)

カナダ鉄道24時: やっかいな
積み荷(二)

潜入！ポーランド航空: 税関
職員の１日(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: シボレー・モンテカルロ
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: マツダRX-7(二)

世紀の戦車対決 S3: ベルリン
への道(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)

深層解明Xファイル S2: アメリ
カのナチス(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.16 トラ
ブル続き(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ
パート1(二)

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

★カスタム・マスター S2:
1968年式シボレー・シェベル
(二)

★戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル: 謎の光
の群れ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.38/NYヘリ
墜落(字)

★ファスト＆ラウド: 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～ S7: Ep.15 浚
渫機に異常あり(二)

カスタム・マスター S2: 1968年
式シボレー・シェベル(二)

戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

ナチス オカルト思想の帝国:
死を招く神秘主義(二)

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

世紀の戦車対決 S3: 太平洋
の戦車戦(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)

深層解明Xファイル S2: 古代
の宇宙飛行士(二)

ナチス オカルト思想の帝国:
死を招く神秘主義(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ
パート2(二)

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

★カスタム・マスター S2:
1960年式キャデラック(二)

★戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル: X字型
の天体(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep11 わかれ道
(新)(字)

★深層解明Xファイル S3: 暗
号の行方(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)

カスタム・マスター S2: 1960
年式キャデラック(二)

戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep10 呪われし冬(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep11 わかれ道(字)

深層解明Xファイル S3: 暗号
の行方(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 続・オフロード仕様ジー
プ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン(二)

世紀の戦車対決 S3: 伝説の
戦車兵(二)

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)

深層解明Xファイル S2: アメリ
カ建国の父(二)

カナダ鉄道24時: やっかいな
積み荷(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ
パート3(二)

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

★カスタム・マスター S2: カッ
パー・キャディー(二)

★戦闘艦大全: 装甲艦(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル: 太陽に
開いた穴(二)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦
闘機の空中爆発(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S14:
Ep.7 人工津波発生装置(字)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
1970年式プリムス・スーパーバード
(新)(二)

21:55 ☆カスタム・マスター
S3: 1955年式シボレー・ノマ
ド(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー
★宇宙の解体新書 S2: 究極の恒
星(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1994年式三菱
GTO(二)

カスタム・マスター S2: カッ
パー・キャディー(二)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

カスタム・マスター S3: 1955
年式シボレー・ノマド(二)

宇宙の解体新書 S2: 究極の
恒星(二)

宇宙の解体新書 S2: 超大質
量ブラックホール(二)

大惨事の瞬間: Ep.34/サーファー
が巨大波に…(字)
インフォマーシャル(日)

潜入！ポーランド航空: 税関
職員の１日(二)

世界のモノ作り: カクタスペアのピュー
レほか(字)
インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド: 1965年式マスタン
グGT(字)

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

カスタム・マスター S3: 1955年式シ
ボレー・ノマド(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 橋と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)

ナチス オカルト思想の帝国:
死を招く神秘主義(二)

深層解明Xファイル S3: 暗号
の行方(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.2 獲物(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.16 トラ
ブル続き(二)

カナダ鉄道24時: 岩盤すべり
の脅威(二)

★SUPERCAR 2: ポルシェ
911(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 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: シトロエンHYバン
(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～:
上海トランスラピッド(二)

潜入！ポーランド航空: 航空
管制官の仕事(二)

カラーで見る毛沢東(二)

激動 日本の半世紀: 1904-
1936年(二)

激動 日本の半世紀: 1937-
1945年(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 関西国際空港(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 橋と鉄道(二)

大惨事の瞬間: Ep.35/巨大クレー
ン転倒(字)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活: タイ(字)

★まさかの時のサバイバル: 毒ヘビ
(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: 1977年式ポルシェ924(二)

CAR FIX: レース仕様カマロZ28(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep10 呪われし冬(字)

CAR FIX: AMAレーサーのバイク(二)

SUPERCAR 2: ポルシェ911(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 上海タワー(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 1987年式アルファロメオ・スパイ
ダー クワドリフォリオ(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep11 わかれ道(字)

★火星探査 生命の痕跡を求
めて(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep10 呪われし冬(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep11 わかれ道(字)

宇宙の解体新書 S2: 超大質
量ブラックホール(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.2 獲物(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S7: 地球ハック(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
漏れた有毒物質(字)

深層解明Xファイル S3: 暗号
の行方(二)

ナチス オカルト思想の帝国:
死を招く神秘主義(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
10/22 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27 10/28
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4:30 4:30
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5:30 5:30
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8:00 8:00
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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 NASA60周年記念特集 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: 1970年式プリム
ス・スーパーバード(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

★サバイバル・男気クッキング:
メキシコ-雲霧林(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
デジタル・サバイバル: 無人島
生活(字)

デジタル・サバイバル: 密林の
呪い(字)

サバイバル・男気クッキング: マ
レーシア-島(字)

サバイバル・男気クッキング: フィ
ンランド-北極圏(字)

サバイバル・男気クッキング: メ
キシコ-雲霧林(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1971年式カマロ
パート4(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1964年式フォー
ド・ランチェロ(二)
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ザ・秘境生活: タイ(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.1 幕開け(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: コブラでドリフト(二)

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

SUPERCAR 2: ポルシェ
911(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 関西国際空港(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: スーパーチャージャー搭
載(二)

戦闘艦大全: 世界大戦時代
の戦闘艦(二)

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)

深層解明Xファイル S2: カルト
集団(二)

宇宙の解体新書 S2: 究極の
恒星(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★デジタル・サバイバル: 無人
島生活(字)

★デジタル・サバイバル: 密林
の呪い(字)

★サバイバル・男気クッキング:
マレーシア-島(字)

★サバイバル・男気クッキング:
フィンランド-北極圏(字)

★カスタム・マスター S3:
1952年式ポンティアック 前編
(二)

★戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル: 小惑
星のUFO墜落現場(二)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操
縦訓練(二)

★CAR FIX: 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: 1977年式ポル
シェ924(二)

★CAR FIX: 幻のAMG Eクラス
(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸
失敗(二)

★ファスト＆ラウド: 1934年式
フォード・クーペ(字)

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

★ファスト＆ラウド: 続・1934
年式フォード・クーペ(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep12 悪感情
(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep13 闘争(新)(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S14:
Ep.8 ダイヤモンド(字)

★キューバ・アメ車天国: 時代
に取り残された名車(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1964年式フォー
ド・ランチェロ(二)

カスタム・マスター S3: 1952
年式ポンティアック 前編(二)

戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1969年式オペル
GT(二)

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

戦闘艦大全: 潜水艦(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)

深層解明Xファイル S2: スー
パー兵士(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.2 獲物(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: 1965年式ダッジ
A100(二)

★カスタム・マスター S3:
1952年式ポンティアック 後編
(二)

★戦闘艦大全: 冷戦時代
(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル: 火星の
衛星の謎(二)

★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: 運
航センターの舞台裏(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ S7: Ep.17 早
計な判断(新)(二)

DISCO presents テクノロジーアワー
☆カナダ鉄道24時: 大規模メン
テナンス(新)(二)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～: Ep.3 衰弱
(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1965年式ダッジ
A100(二)

カスタム・マスター S3: 1952
年式ポンティアック 後編(二)

戦闘艦大全: 冷戦時代(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.17 早
計な判断(二)

カナダ鉄道24時: 大規模メン
テナンス(二)

潜入！ポーランド航空: 航空
管制官の仕事(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1971年式カマロ パート
1(二)

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

戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(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)

NASA超常ファイル: 謎の光の
群れ(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.17 早
計な判断(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: 1965年式オース
チン・ヒーレー(二)

★カスタム・マスター S3:
1969年式カマロ(二)

★戦闘艦大全: 水雷艇(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル: 土星の
六角形の渦(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.16 トラ
ブル続き(二)

★ナチス オカルト思想の帝国:
ヒトラーの宗教政策(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1965年式オース
チン・ヒーレー(二)

カスタム・マスター S3: 1969
年式カマロ(二)

戦闘艦大全: 水雷艇(二)

ナチス オカルト思想の帝国: ヒ
トラーの宗教政策(二)

ファスト＆ラウド: 1965年式マ
スタングGT(字)

ナチス オカルト思想の帝国:
死を招く神秘主義(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1971年式カマロ パート
2(二)

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

戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(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)

NASA超常ファイル: X字型の
天体(二)

ナチス オカルト思想の帝国: ヒ
トラーの宗教政策(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: 新コンビ舞台裏
(二)

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

★戦闘艦大全: 救助活動
(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 水
星の氷(二)

★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパー
バイク(二)

★深層解明Xファイル S3: 南
北戦争の女スパイ(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 技術開発と鉄道
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 新コンビ舞台裏
(二)

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

戦闘艦大全: 救助活動(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep12 悪感情(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep13 闘争(字)

深層解明Xファイル S3: 南北
戦争の女スパイ(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1971年式カマロ パート
3(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1994年式三菱
GTO(二)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

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)

NASA超常ファイル: 太陽に開
いた穴(二)

カナダ鉄道24時: 大規模メン
テナンス(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！エド大活躍トッ
プ10(二)

★カスタム・マスター S3:
1972年式 シボレー・ブレイ
ザー(二)

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 月
面着陸の真相(二)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビ
ル火災(二)

21:27 ☆クラシックカー・コレクション:
フィアット・アバルト750 3台一挙発掘
(新)(二)

21:55 ☆戦火の鉄道大全:
ナチスの巨大列車砲
(新)(二)

☆世界のモノ作り: デジタルペインティ
ングほか(新)(字)

三菱電機 presents スペースアワー
★宇宙の解体新書 S2: ビッグバン
への旅(二)

名車再生！エド大活躍トップ
10(二)

カスタム・マスター S3: 1972
年式 シボレー・ブレイザー(二)

戦闘艦大全: 偽装工作(二)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

宇宙の解体新書 S2: ビッグバ
ンへの旅(二)

宇宙の解体新書 S2: 究極の
恒星(二)

大惨事の瞬間: Ep.41/難関フリー
スキー(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(二)

世界のモノ作り: デジタルペインティン
グほか(字)
インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド: 続・1934年式
フォード・クーペ(字)

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

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 1977年式ポルシェ924(二)

ファスト＆ラウド: 1934年式フォー
ド・クーペ(字)

キューバ・アメ車天国: 時代に取り残
された名車(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: 1969年式オペルGT(二)

CAR FIX: 幻のAMG Eクラス(二)

CAR FIX: ヘミ載せ替え1(二)

SUPERCAR 2: アウディR8 V10プ
ラス(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 技術開発と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機
飛行テスト(二)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

深層解明Xファイル S3: 南北
戦争の女スパイ(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.3 衰弱(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.17 早
計な判断(二)

カナダ鉄道24時: やっかいな
積み荷(二)

★SUPERCAR 2: アウディ
R8 V10プラス(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 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: ホンダ
S2000(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～:
エアバスA380(二)

潜入！ポーランド航空: 運航
センターの舞台裏(二)

NASA60年 栄光の軌跡と未
来(二)

火星探査 生命の痕跡を求め
て(字)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 上海トランスラピッド(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 技術開発と鉄道(二)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
(二)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活: ルワンダ(字)

★まさかの時のサバイバル: ブレーキ
故障(字)
インフォマーシャル(日)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: サターンV(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 関西国際空港(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大
会で(二)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: アポロ月着陸船(二)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: スペースシャトル(二)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep12 悪感情(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep13 闘争(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.3 衰弱(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep12 悪感情(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep13 闘争(字)

宇宙の解体新書 S2: 究極の
恒星(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S2: 死後の世界(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
秘密任務からのSOS(字)

深層解明Xファイル S3: 南北
戦争の女スパイ(二)
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Discovery Channel
2018年10月編成表

ザ・秘境生活: ルワンダ(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.2 獲物(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1971年式カマロ パート
4(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1964年式フォー
ド・ランチェロ(二)

SUPERCAR 2: アウディR8
V10プラス(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 上海トランスラピッド(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: EFIの秘密(二)

戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1965年式ダッジ
A100(二)

戦闘艦大全: 冷戦時代(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)

NASA超常ファイル: 小惑星の
UFO墜落現場(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)

宇宙の解体新書 S2: ビッグバ
ンへの旅(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: BMW M3/BMW
335i(二)

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)

NASA超常ファイル: 火星の衛
星の謎(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.3 衰弱(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: フィアット・ディーノ
(二)

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

★戦争秘話: バルジの戦いと
米軍工兵部隊(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 分
裂する小惑星(二)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケー
ン中継(二)

デジタル・サバイバル: 無限の
湿地帯(字)

★CAR FIX: ゴルフGTI(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1969年式オペル
GT(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★CAR FIX: ヘミ載せ替え2(二)

★ファスト＆ラウド: 75年式ダッ
トサン280Z(字)

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)

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
の一攫千金～ S7: Ep.18 予
期せぬ妨害者(新)(二)

★大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩
壊(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1972年式ランチ
ア・フルヴィア(新)(二)

★キューバ・アメ車天国: ボート
用エンジンの車(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フィアット・ディーノ
(二)

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

戦争秘話: バルジの戦いと米
軍工兵部隊(二)

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

★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: モーガン(二)

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

★戦争秘話: タラワの戦いと米
海兵隊(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙からの破壊兵器(二)

デジタル・サバイバル: アラスカ
凍てつく森(字)

DISCO presents テクノロジーアワー
☆カナダ鉄道24時: 迫るタイムリ
ミット(新)(二)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～: Ep.4 合流
(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーガン(二)

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

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: 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: 1965年式オース
チン・ヒーレー(二)

戦闘艦大全: 水雷艇(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)

NASA超常ファイル: 土星の六
角形の渦(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.18 予
期せぬ妨害者(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ダッジ・チャレンジャー
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ＢＭＷ Ｍ５
(二)

★カスタム・マスター S3:
1929年式フォード・ロードス
ター(二)

★戦争秘話: ベトナム戦争 フ
エの米海兵隊(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙ホタル(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ＢＭＷ Ｍ５
(二)

カスタム・マスター S3: 1929
年式フォード・ロードスター(二)

戦争秘話: ベトナム戦争 フエ
の米海兵隊(二)

ファスト＆ラウド: 1934年式
フォード・クーペ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

★ファスト＆ラウド: 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～ S7: Ep.17 早
計な判断(二)

★ヒトラー完全ガイド: イメージ
戦略の秘密(二)
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