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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)

★CAR FIX: ヘミ載せ替え2(二)

★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)

★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)

Discovery Channel
2018年11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)

大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操縦
訓練(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.44/窓拭きゴン
ドラ(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)

宇宙の解体新書 S2: ビッグバ
ンへの旅(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: BMW M3/BMW
335i(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)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.3 衰弱(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: シェルビー・
GT500(二)

★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)

★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
★舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.1 手作りタイル(字)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 水域と鉄道(二)

★ヒトラー完全ガイド: イメージ
戦略の秘密(二)

★大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩
壊(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(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)

★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)

☆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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
秘境ハンター: ニューギニア島
謎の白線地帯(字)

秘境ハンター: 制作舞台裏
(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ＢＭＷ Ｍ５
(二)

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)

★ファスト＆ラウド: 75年式ダッ
トサン280Z(字)

★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)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
バット飛行(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep.14 洗礼(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep.15 スーパームーン
１(新)(字)

★徹底調査！アメリカの極秘
施設(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)

★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)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

デジタル・サバイバル: アラスカ
危険な氷河(字)

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)

★ファスト＆ラウド: 続・1934
年式フォード・クーペ(字)

★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)

★戦闘艦大全: 救助活動
(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)

★NASA超常ファイル S2: 水
星の氷(二)

★戦火の鉄道大全: ナチスの
巨大列車砲(二)

インフォマーシャル(日)

★秘境ハンター: 制作舞台裏
(字)

★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: ルノー・アルピーヌ
(二)

★カスタム・マスター S3:
1965年式ワーゲンバス 21ウ
インドウ(二)

★戦争秘話: 朝鮮戦争 長津
湖の伝説の中隊(二)

インフォマーシャル(日)

★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: ルノー・アルピーヌ
(二)

カスタム・マスター S3: 1965
年式ワーゲンバス 21ウインドウ
(二)

戦争秘話: 朝鮮戦争 長津湖
の伝説の中隊(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.14 洗礼(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.15 スーパームーン１(字)

徹底調査！アメリカの極秘施
設(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)

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビ
ル火災(二)
☆おあそびマスターズ:
Ep.20(新)(日)

★NASA超常ファイル S2: 月
面着陸の真相(二)

21:55 ☆戦火の鉄道大全:
泰緬鉄道(新)(二)

★カナダ鉄道24時: 迫るタイ
ムリミット(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
914(二)

★カスタム・マスター S3:
2014年式ジャガーXJL(二)

★戦争秘話: 沖縄戦 シュ
ガーローフの戦い(二)

宇宙の解体新書 S2: 木星の
秘密(二)

★宇宙の解体新書 S2: ビッ
グバンへの旅(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)

★潜入！ポーランド航空: 運
航センターの舞台裏(二)

インフォマーシャル(日)

★秘境ハンター: ニューギニア
島 謎の白線地帯(字)

Discovery MOTOR アワー
★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)

★ファスト＆ラウド: 75年式ダットサ
ン280Z(字)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 S2: 木星
の秘密(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
914(二)

カスタム・マスター S3: 2014
年式ジャガーXJL(二)

戦争秘話: 沖縄戦 シュガー
ローフの戦い(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(二)

★NASA超常ファイル S2: 木
星で核爆発？(二)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S14: Ep.9 ハイテク食洗機(字)

★クラシックカー・コレクション:
ポルシェ959S(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★アラスカ・メガマシン: フェリー
／風力タービンほか(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
ル崩壊(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(二)

徹底調査！アメリカの極秘施
設(二)

★THE NAKED XL S2～9
人の挑戦～: Ep.4 合流(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)

★カナダ鉄道24時: 大規模メ
ンテナンス(二)

★SUPERCAR 2: ミニクー
パー(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・マスタン
グ5.0(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
560SL(二)

★完全マニュアル: クルーズ船の作り
方(字)
インフォマーシャル(日)

★ファスト＆ラウド: 続・75年
式ダットサン280Z(字)

クラシックカー・コレクション: ポル
シェ959S(二)

★キューバ・アメ車天国: ボート
用エンジンの車(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 水域と鉄道(二)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: サターンV(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)

★メガ建造～不可能への挑戦
～: エアバスA380(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 水域と鉄道(二)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大
会で(二)
インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活: アリゾナ(字)

★まさかの時のサバイバル: 冷凍倉
庫(字)
インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ
ケット発射(二)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: ハッブル宇宙望遠鏡(二)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: 宇宙ステーション(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.14 洗礼(字)

★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)

★ミリタリー・モーターズ S3: ア
ントノフ2 旅立ち(二)

SUPERCAR 2: ミニクーパー
(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～: 上海トランスラピッド(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.15 スーパームーン１(字)

★NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: 火星探査計画(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.14 洗礼(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.4 合流(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.15 スーパームーン１(字)

宇宙の解体新書 S2: ビッグバ
ンへの旅(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: 宇宙の果て(二)

☆NASA超常ファイル S4:
白鳥座の異変(新)(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
生還への分岐点(字)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(二)
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★クルマ天国！アメリカーナ: コ
ルベット博物館の危機(字)

★秘境ハンター: ザンビア 奇妙
な黒点模様(字)

★秘境ハンター: アマゾン 密
林の青い湖(字)

★秘境ハンター: エチオピア 砂
漠の幾何学模様(字)

★秘境ハンター: シベリア 森の
中の巨大クレーター(字)

★CAR FIX: カマロZ28(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツGクラス
(二)

★カスタム・マスター S3:
1968年式カマロ(二)

★戦争秘話: ラマディの戦いと
米陸軍の戦略(二)

インフォマーシャル(日)

Discovery Channel
2018年11月編成表

ザ・秘境生活: アリゾナ(字)

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

★戦争秘話: バルジの戦いと
米軍工兵部隊(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)

★NASA超常ファイル S2: 分
裂する小惑星(二)

宇宙の解体新書 S2: 木星の
秘密(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

★戦争秘話: タラワの戦いと米
海兵隊(二)

★大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩
壊(二)
インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S2: ナ
チスと月探査(二)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(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)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1972年式 日産・
510型系ダットサン(新)(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 S12:
Ep.2 エアバスA400Mアトラス(字)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 次世代の鉄道(二)

★ヒトラー完全ガイド: 「救世
主」の誕生(二)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
離陸訓練(二)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(二)

★キューバ・アメ車天国: クラン
クシャフト破損(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツGクラス
(二)

カスタム・マスター S3: 1968
年式カマロ(二)

戦争秘話: ラマディの戦いと米
陸軍の戦略(二)

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

SUPERCAR 2: ミニクーパー
(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: エアバスA380(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: モーガン(二)

★NASA超常ファイル S2: 宇
宙からの破壊兵器(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.4 合流(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: ジャガーＸＫ８
(二)

★カスタム・マスター S3:
1955年式シボレー・ノマド(二)

★歴史の分岐点: 太平洋で
の戦い(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 冥
王星探査の危機(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S2: バージニア級原子力
潜水艦(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★密着！世界の巨大船: 探
検船フラム(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7:
Ep.19 新旧マシン対決
(新)(二)

秘境ハンター: エチオピア 砂漠
の幾何学模様(字)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～: Ep.5 事態悪
化(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーＸＫ８
(二)

カスタム・マスター S3: 1955
年式シボレー・ノマド(二)

歴史の分岐点: 太平洋での
戦い(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.19 新
旧マシン対決(二)

密着！世界の巨大船: 探検
船フラム(字)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(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)

★戦争秘話: ベトナム戦争 フ
エの米海兵隊(二)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(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)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.19 新
旧マシン対決(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: コブラ(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式フォード・マスタ
ング(二)

★歴史の分岐点: 朝鮮戦争
(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 月
の有機体(二)

☆ガレージ・リハブ: 散らかし
放題の店(新)(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

秘境ハンター: ザンビア 奇妙な
黒点模様(字)

秘境ハンター: シベリア 森の中
の巨大クレーター(字)

☆ガレージ・リハブ: 脱・廃品
置き場(新)(字)

秘境ハンター: アマゾン 密林の
青い湖(字)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
の爪痕(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep.16 スーパームーン
２(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep.17 陣取り
(新)(字)

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)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: コブラ(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式フォード・マスタ
ング(二)

歴史の分岐点: 朝鮮戦争
(字)

ヒトラー完全ガイド: 「救世主」
の誕生(二)

ガレージ・リハブ: 散らかし放題
の店(字)

ガレージ・リハブ: 脱・廃品置き
場(字)

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: ルノー・アルピーヌ
(二)

戦争秘話: 朝鮮戦争 長津湖
の伝説の中隊(二)

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)

NASA超常ファイル S2: 宇宙
遊泳の罠(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(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: ジャガーマーク２
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 家宝 シボレー・ピックアップ
トラック(二)

★歴史の分岐点: 中東戦争
(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 氷
の世界の生命体(二)

NASA超常ファイル S4: 白鳥
座の異変(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーマーク２
(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 家宝 シボレー・ピックアップ
トラック(二)

歴史の分岐点: 中東戦争
(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.16 スーパームーン２(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.17 陣取り(字)

NASA超常ファイル S4: 白鳥
座の異変(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
914(二)

戦争秘話: 沖縄戦 シュガー
ローフの戦い(二)

大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大竜
巻(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S2: 木星
で核爆発？(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

★ザ・無人島生活: Ep.1 火
おこし(字)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 S2: 見え
ざる宇宙(二)

インフォマーシャル(日)

★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: ウィリスジープ
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 父と息子のシボレー・ノヴァ
(二)

★歴史の分岐点: ベトナム戦
争(字)

インフォマーシャル(日)

オーバーホール 改造車の世
界: 父と息子のシボレー・ノヴァ
(二)

歴史の分岐点: ベトナム戦争
(字)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

宇宙の解体新書 S2: 見えざ
る宇宙(二)

宇宙の解体新書 S2: 木星の
秘密(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)

メガ建造～不可能への挑戦
～: 空母「クイーン・エリザベス」
(二)

★完全マニュアル: アメフト競技場の
作り方(字)

★NASA超常ファイル S3: 彗
星の歌(二)

ガレージ・リハブ: 散らかし放題
の店(字)

Discovery MOTOR アワー

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

★ミリタリー・モーターズ S3: い
ざアメリカへ！(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 1(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ウィリスジープ
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S14:
Ep.10 フォード・トランジット(字)

☆スゴ腕！武器ビルダー: 車
を切り裂く特殊ツール
(新)(二)
21:55 ☆戦火の鉄道大全:
救急列車(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン
スキー大会(二)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

NASA超常ファイル S4: 白鳥
座の異変(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.5 事態悪化
(二)

インフォマーシャル(日)

ガレージ・リハブ: 脱・廃品置き
場(字)

キューバ・アメ車天国: クランク
シャフト破損(二)

★世界のハイエンドSUV: レン
ジローバーSVオートバイオグラ
フィー(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 次世代の鉄道(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.19 新
旧マシン対決(二)

カナダ鉄道24時: 迫るタイムリ
ミット(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 1(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)

★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IIA(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★アラスカ・メガマシン: タグボー
ト／砕氷マシンほか(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: 宇宙ステーション(二)

NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: ハッブル宇宙望遠鏡(二)

NASA宇宙開発・栄光の軌
跡: 火星探査計画(二)

★アラスカ・メガマシン: 巨大ダ
ム／CH-47チヌークほか(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 次世代の鉄道(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)

★ザ・秘境生活: サバイバルの
法則(字)

★まさかの時のサバイバル: 砂漠でエ
ンスト(字)
インフォマーシャル(日)

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: 1972年式ランチ
ア・フルヴィア(二)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: 往年の機関車対決(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: トラブル続き(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: 貨物列車の繁忙期(二)

メガ建造～不可能への挑戦
～: エアバスA380(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.16 スーパームーン２(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.17 陣取り(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.17 陣取り(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.5 事態悪化
(二)

宇宙の解体新書 S2: 木星の
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 S2: 時間の存在(二)

☆NASA超常ファイル S4:
火星ミッション・科学者失踪事
件(新)(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
太陽電池パネルの災い(字)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.16 スーパームーン２(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
11/12 11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30
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8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 オーストラリア鉄道24時一挙放送 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

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

ザ・無人島生活: Ep.2 シェル
ター作り(字)

★クルマ天国！アメリカーナ: ビーチ
疾走 紳士のレース(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・秘境生活: ルーマニア
(字)

★ザ・秘境生活: ボルネオ島
(字)

★ザ・無人島生活: Ep.4 サ
バイバルの舞台裏(字)

★ザ・無人島生活: Ep.3 狩
り(字)

★ザ・無人島生活: Ep.2 シェ
ルター作り(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
ザ・秘境生活: ルーマニア(字)

Discovery Channel
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ザ・秘境生活: サバイバルの法
則(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.4 合流(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: ベンツGクラス
(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 1(二)

アラスカ・メガマシン: 巨大ダム
／CH-47チヌークほか(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1955年式インパラワゴ
ン(二)

戦争秘話: ラマディの戦いと米
陸軍の戦略(二)

大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S2: ナチ
スと月探査(二)

宇宙の解体新書 S2: 見えざ
る宇宙(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーＸＫ８
(二)

歴史の分岐点: 太平洋での
戦い(字)

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)

NASA超常ファイル S3: 冥王
星探査の危機(二)

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: スカイライン(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1956年式シボレー・ベル
エア・コンバーチブル(二)

★歴史の分岐点: 湾岸戦争
(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 消
える衛星(二)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛
が観客席に(二)

★クルマ天国！アメリカーナ: 音楽と
カーレース(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1972年式 日
産・510型系ダットサン(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 S12:
Ep.3 ムンバイのモノレール(字)

☆徹底検証・ウイルスの恐怖:
天然痘(新)(字)

★ヒトラー完全ガイド: 人種差
別への道(二)

☆ガレージ・リハブ: 埋もれた
ホットロッド(新)(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S14:
Ep.11 モーグ・シンセサイザー(字)

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

ガレージ・リハブ: 散らかし放題
の店(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 1956年式シボレー・ベル
エア・コンバーチブル(二)

歴史の分岐点: 湾岸戦争
(字)

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

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.5 事態悪化
(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: トライアンフＴＲ
６(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ナンバーワン・カマロ(二)

★米軍・エリートへの道: 陸軍
レンジャー(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 火
星の呪い(二)

★大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット
脱出(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 世界最大級の船(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7:
Ep.20 ダイナマイト作戦
(新)(二)

ザ・無人島生活: Ep.3 狩り
(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★密着！世界の巨大船: 病
院船コンフォート号(字)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～: Ep.6 分裂
(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: トライアンフＴＲ
６(二)

オーバーホール 改造車の世
界: ナンバーワン・カマロ(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: 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: コブラ(二)

歴史の分岐点: 朝鮮戦争
(字)

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)

NASA超常ファイル S3: 月の
有機体(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.20 ダイ
ナマイト作戦(二)

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: BMWイセッタ
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: VW タイプ2 T1(二)

★米軍・エリートへの道: 空軍
パラレスキュー(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 謎
の放射線(二)

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
(二)

☆ガレージ・リハブ: 時代遅れ
の設備(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.19 新
旧マシン対決(二)

ザ・無人島生活: Ep.4 サバイ
バルの舞台裏(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: BMWイセッタ
(二)

オーバーホール 改造車の世
界: VW タイプ2 T1(二)

米軍・エリートへの道: 空軍パ
ラレスキュー(二)

ヒトラー完全ガイド: 人種差別
への道(二)

ガレージ・リハブ: 埋もれたホット
ロッド(字)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(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: ジャガーマーク２
(二)

歴史の分岐点: 中東戦争
(字)

大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水の
爪痕(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 氷の
世界の生命体(二)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(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: フォード・マスタン
グ(二)

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

★米軍・エリートへの道: 特殊
部隊潜水兵(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル S3: 奇
妙な光の球(二)

★大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス
墜落(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep.18 運試し
(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep.19 反目(新)(字)

NASA超常ファイル S4: 火星
ミッション・科学者失踪事件
(二)

ザ・秘境生活: ボルネオ島
(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・マスタン
グ(二)

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

米軍・エリートへの道: 特殊部
隊潜水兵(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.18 運試し(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.19 反目(字)

NASA超常ファイル S4: 火星
ミッション・科学者失踪事件
(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: ウィリスジープ
(二)

歴史の分岐点: ベトナム戦争
(字)

大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球大
会で(二)
インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 彗星
の歌(二)

スゴ腕！武器ビルダー: 車を切
り裂く特殊ツール(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: ベンツ ＳＬＫ
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 名車再訪SP(二)

★米軍・エリートへの道: 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)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.1(字)

★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事
故(二)

☆スゴ腕！武器ビルダー: 非
導電の破壊槌(新)(二)

21:55 ☆戦火の鉄道大全:
南北戦争時代の鉄道
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 S2: 太陽
系第9惑星を探せ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツ ＳＬＫ
(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 名車再訪SP(二)

米軍・エリートへの道: 海兵隊
武装偵察部隊フォースリーコン
(二)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

宇宙の解体新書 S2: 太陽系
第9惑星を探せ(二)

宇宙の解体新書 S2: 見えざ
る宇宙(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)

メガ建造～不可能への挑戦～
S2: バージニア級原子力潜水
艦(二)

★完全マニュアル: ジェットパックの作
り方(字)
インフォマーシャル(日)

ガレージ・リハブ: 時代遅れの
設備(字)

★キューバ・アメ車天国: 崖っ
縁のオールズモビル(二)

★世界のハイエンドSUV: ジャ
ガーF-PACE(二)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1972年式 日
産・510型系ダットサン(二)

ガレージ・リハブ: 埋もれたホット
ロッド(字)

徹底検証・ウイルスの恐怖: 天
然痘(字)

インフォマーシャル(日)

★ミリタリー・モーターズ S3:
バージニアへの旅(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 2(二)

アラスカ・メガマシン: 巨大ダム
／CH-47チヌークほか(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社
の爆発火災(二)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

NASA超常ファイル S4: 火星
ミッション・科学者失踪事件
(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.6 分裂(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.20 ダイ
ナマイト作戦(二)

スゴ腕！武器ビルダー: 車を切
り裂く特殊ツール(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: ボルボ
PV544(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★アラスカ・メガマシン: 巨大ブ
イ／掘削機ほか(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の船(二)

オーストラリア鉄道24時 S2:
貨物列車の繁忙期(二)

オーストラリア鉄道24時 S2:
往年の機関車対決(二)

オーストラリア鉄道24時 S2:
トラブル続き(二)

アラスカ・メガマシン: フェリー／
風力タービンほか(二)

徹底検証・ウイルスの恐怖: 天
然痘(字)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)
インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: フィリピン
命の水(二)

★まさかの時のサバイバル: エレベー
ター故障(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: 2004年式 ミニ・
クーパーS MC40(二)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火
災(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: ウィルダネス鉄道(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: フェスティバル1(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.18 運試し(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.18 運試し(字)

★オーストラリア鉄道24時
S2: 線路の修復(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.19 反目(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.6 分裂(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.19 反目(字)

宇宙の解体新書 S2: 見えざ
る宇宙(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: 多次元の世界(二)

☆NASA超常ファイル S4:
米大統領のUFO機密情報
(新)(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
立ち往生(字)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)
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Discovery Channel
2018年11月編成表

THE NAKED: フィリピン 命の
水(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.5 事態悪化
(二)

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)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 2(二)

アラスカ・メガマシン: フェリー／
風力タービンほか(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1966年式フォードF-
100(二)

ガレージ・リハブ: 巨大ガレージ
大改造 パート1(字)

★ザ・秘境生活: ベネズエラ
(字)

★ザ・秘境生活: ボツワナ(字)★ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)
インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル S3: 消え
る衛星(二)

宇宙の解体新書 S2: 太陽系
第9惑星を探せ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: トライアンフＴＲ
６(二)

米軍・エリートへの道: 陸軍レ
ンジャー(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)

NASA超常ファイル S3: 火星
の呪い(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)

歴史の分岐点: 湾岸戦争
(字)

スゴ腕！武器ビルダー: 車を切
り裂く特殊ツール(二)

☆ガレージ・リハブ: 巨大ガ
レージ大改造 パート
1(新)(字)

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: アストンマーチン・
DB7(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式シボレー・イン
パラ(二)

★米軍・エリートへの道: 海軍
爆発物処理班(二)

インフォマーシャル(日)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.2(字)

☆福島ドリームズ＆ビヨンド
(新)(字)

オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式シボレー・イン
パラ(二)

米軍・エリートへの道: 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: 1970年式 スカ
ウト800A(二)

米軍・エリートへの道: 海兵隊
スナイパー(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 米海軍・沿海域戦闘艦
(二)

★クルマ天国！アメリカーナ: ブルー
スとGTX(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 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: 1970年式 スカウ
ト800A(新)(二)

ガレージ・リハブ: 脱・廃品置き
場(字)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.3(字)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 米海軍・沿海域戦闘
艦(二)

ザ・秘境生活: ボツワナ(字)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7:
Ep.21 最後のあがき
(新)(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★密着！世界の巨大船: ノー
ス・シー・ジャイアント(字)

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

ザ・秘境生活: オーストラリア
(字)

★クルマ天国！アメリカーナ: 栄光の
ドラッグレース(字)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～: Ep.7 残留
(新)(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・マーク1(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 1954年式シボレー・ピック
アップトラック(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.6 分裂(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: フォード・エスコー
ト・マーク1(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 1954年式シボレー・ピック
アップトラック(二)

★米軍・エリートへの道: 海兵
隊スナイパー(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1965年式シボレー・
インパラ(二)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の船(二)

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: BMWイセッタ
(二)

米軍・エリートへの道: 空軍パ
ラレスキュー(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(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: 3代目レンジロー
バー(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: 初代シボレー・カマロ(二)

★米軍・エリートへの道: スナイ
パー養成学校(二)

インフォマーシャル(日)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.4(字)

★大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース
事故(二)

ザ・秘境生活: ベネズエラ(字)

☆ガレージ・リハブ: 巨大ガ
レージ大改造 パート
2(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.20 ダイ
ナマイト作戦(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 3代目レンジロー
バー(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 初代シボレー・カマロ(二)

米軍・エリートへの道: スナイ
パー養成学校(二)

スゴ腕！武器ビルダー: 車を切
り裂く特殊ツール(二)

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: フォード・マスタン
グ(二)

米軍・エリートへの道: 特殊部
隊潜水兵(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)

NASA超常ファイル S3: 奇妙
な光の球(二)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: アルファロメ
オ4C(字)

★ザ・秘境生活: タイ(字)

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

★オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式VWビートル
(二)

★米軍・エリートへの道: 空軍
潜水兵(二)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: 奇
跡の生還(二)

☆ベーリング海の一攫千金
S14: Ep.20 最後の追い込
み(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
番外編: 生死を分けた救助の
瞬間SP(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

☆徹底検証・ウイルスの恐怖:
インフルエンザ(新)(字)

NASA超常ファイル S4: 米大
統領のUFO機密情報(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ・ボクス
ターS(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 1965年式VWビートル
(二)

米軍・エリートへの道: 空軍潜
水兵(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.20 最後の追い込み(字)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: 生死を分けた救助の瞬間
SP(字)

NASA超常ファイル S4: 米大
統領のUFO機密情報(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: ベンツ ＳＬＫ
(二)

米軍・エリートへの道: 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.4/ロケット事故
(二)
インフォマーシャル(日)

宇宙人遭遇体験を調査せよ:
Ep.1(字)

スゴ腕！武器ビルダー: 非導
電の破壊槌(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: パガーニ・ウ
アイラ(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーリス・マイ
ナー・トラベラー(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: クライスラー300 in
SEMAショー(二)

★米軍・エリートへの道: 海軍
特殊舟艇チーム基礎編(二)

太陽の話(二)

宇宙の解体新書 S2: 太陽系
第9惑星を探せ(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)

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 世界最大級の船(二)

ガレージ・リハブ: 巨大ガレージ
大改造 パート2(字)

インフォマーシャル(日)

★ザ・秘境生活: ルワンダ(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.7 残留(二)

★完全マニュアル: 戦車の作り方
(字)
インフォマーシャル(日)

オーバーホール 改造車の世
界: クライスラー300 in
SEMAショー(二)

ガレージ・リハブ: 巨大ガレージ
大改造 パート1(字)

Discovery MOTOR アワー

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: 1970年式 スカ
ウト800A(二)

米軍・エリートへの道: 海軍特
殊舟艇チーム基礎編(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

★不可思議体験の告白: 幽
霊船(二)

★潜入！ミリタリー工場: C7アサル
トライフル(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S14:
Ep.12 モーガン３ホイラー(字)

☆スゴ腕！武器ビルダー: パ
イロット仕様の散弾銃
(新)(二)
21:55 ☆戦火の鉄道大全:
歴史を変えた鉄道秘話
(新)(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.4 ゴアテックス(字)

ザ・秘境生活: ルワンダ(字)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 3(二)

★ミリタリー・モーターズ S3: 終
着地(二)

オーストラリア鉄道24時 S2:
フェスティバル1(二)

アラスカ・メガマシン: タグボート
／砕氷マシンほか(二)

徹底検証・ウイルスの恐怖: イ
ンフルエンザ(字)

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)

★THE NAKED: ナミビア 23
日間の挑戦(二)

★まさかの時のサバイバル: 山で滑
落(字)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★アラスカ・メガマシン: 空飛ぶ
ICU／鉄道連絡船ほか(二)

★キューバ・アメ車天国: 禁輸
解除への夜明け(二)

アラスカ・メガマシン: フェリー／
風力タービンほか(二)

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

メガ建造～不可能への挑戦～
S3: 米海軍・沿海域戦闘艦
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・コルベア
(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C3(二)

徹底検証・ウイルスの恐怖: イ
ンフルエンザ(字)

インフォマーシャル(日)

★オーストラリア鉄道24時
S2: フェスティバル2(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.7 残留(二)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: 生死を分けた救助の瞬間
SP(字)

宇宙の解体新書 S2: 太陽系
第9惑星を探せ(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: 第六感の真偽(二)

☆NASA超常ファイル S4:
すぐ近くの地球型惑星
(新)(二)

★宇宙ミッション・危機一髪！:
空気を求めて(字)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: ハイテク列車(二)

★オーストラリア鉄道24時
S2: 新車両テスト(二)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.20 最後の追い込み(字)

ベーリング海の一攫千金 S14:
Ep.20 最後の追い込み(字)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: 生死を分けた救助の瞬間
SP(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

オーストラリア鉄道24時 S2:
線路の修復(二)

オーストラリア鉄道24時 S2:
ウィルダネス鉄道(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★太陽の話(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーリス・マイ
ナー・トラベラー(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
ザ・秘境生活: タイ(字)

密着！世界の巨大船: ノー
ス・シー・ジャイアント(字)

★完全マニュアル: 戦車の作り方
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.21 最
後のあがき(二)

完全マニュアル: 戦車の作り方(字)

スゴ腕！武器ビルダー: 非導
電の破壊槌(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.21 最
後のあがき(二)

★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工
場爆発(二)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

NASA超常ファイル S4: 米大
統領のUFO機密情報(二)

★世界のハイエンドSUV: メル
セデス・ベンツ G65 AMG(二)
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26:30 26:30
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ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7: Ep.21 最
後のあがき(二)

完全マニュアル: 戦車の作り方
(字)

☆ガレージ・リハブ: 廃れた四
駆ショップ(新)(字)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ S3: 世界最大級の航空機
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1970年式 スカ
ウト800A(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
S12: Ep.5 マーマレード(字)

☆徹底検証・ウイルスの恐怖:
エボラウイルス(新)(字)

スゴ腕！武器ビルダー: 非導
電の破壊槌(二)

☆スゴ腕！武器ビルダー: ス
ナイパー向け必殺ライフル
(新)(二)

米軍・エリートへの道: 海軍爆
発物処理班(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)

★ザ・秘境生活 S2: グアテマ
ラ(字)

★ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)

ザ・秘境生活: サバイバルの法
則(字)

ザ・秘境生活: アリゾナ(字)

福島ドリームズ＆ビヨンド(字)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.7/戦闘機空中
衝突(二)

Discovery Channel
2018年11月編成表

THE NAKED: ナミビア 23日
間の挑戦(二)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.6 分裂(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: アストンマーチン・
DB7(二)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: 命運をかけた決断の瞬間
SP(字)

NASA超常ファイル S4: すぐ
近くの地球型惑星(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: パガーニ・ウア
イラ(字)

太陽の話(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S7 特別
編: ダコタボーイズ
SP(新)(二)

★潜入！スバル ドリームチーム
(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ケータハム・
セブン(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: TVR・サーブラウ
(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: フォード・マスタング・コン
バーチブル(二)

★米軍・エリートへの道: 陸軍
工作兵(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: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

米軍・エリートへの道: 海兵隊
スナイパー(二)

★不可思議体験の告白: コカ
イン漬けのミイラ(二)

★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: 視聴者質問！舞
台裏SP(新)(二)

ガレージ・リハブ: 埋もれたホット
ロッド(字)

ザ・秘境生活 S2: ナミビア
(字)

ザ・秘境生活: アリゾナ(字)

☆THE NAKED XL S2～
9人の挑戦～: Ep.8 最終決
戦(新)(二)

☆ガレージ・リハブ: 若手オー
ナーのバイクショップ(新)(字)

宇宙人遭遇体験を調査せよ:
Ep.2(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: TVR・サーブラウ
(二)

オーバーホール 改造車の世
界: フォード・マスタング・コン
バーチブル(二)

米軍・エリートへの道: 陸軍工
作兵(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 視聴者質問！
舞台裏SP(二)

豪快！トラック・ドライバー:
Episode 3(二)

アラスカ・メガマシン: タグボート
／砕氷マシンほか(二)

インフォマーシャル(日)

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: フォード・エスコー
ト・マーク1(二)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: イル
カの本能(二)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★密着！世界の巨大船: トン
スベルク(字)

ザ・秘境生活: サバイバルの法
則(字)

インフォマーシャル(日)

宇宙人遭遇体験を調査せよ:
Ep.3(字)

THE NAKED XL S2～9人
の挑戦～: Ep.7 残留(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: ブガッティ・
ヴェイロン(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

オーバーホール 改造車の世
界: 1970年式シボレー・エル
カミーノ(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: 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: 3代目レンジロー
バー(二)

米軍・エリートへの道: スナイ
パー養成学校(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)

宇宙人遭遇体験を調査せよ:
Ep.4(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S7 特別編: ダコ
タボーイズSP(二)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 S2: モーガン・ス
リーホイラー(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォード・ポピュ
ラー103E(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: プリムス・フューリー(二)

★米軍・エリートへの道: 海軍
特殊舟艇チーム上級編(二)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: 氷
点下の奇跡(二)

★大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー
90ｍ滑落(二)

ザ・秘境生活 S2: モンゴル
(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★オーバーホール 改造車の世
界: 1970年式シボレー・エル
カミーノ(二)

★米軍・エリートへの道: ナイ
ト・ストーカーズ(二)

オーバーホール 改造車の世
界: プリムス・フューリー(二)

米軍・エリートへの道: 海軍特
殊舟艇チーム上級編(二)

スゴ腕！武器ビルダー: 非導
電の破壊槌(二)

ガレージ・リハブ: 巨大ガレージ
大改造 パート2(字)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 S2: アルファロメオ
4C(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ・ボクス
ターS(二)

米軍・エリートへの道: 空軍潜
水兵(二)

大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)
インフォマーシャル(日)

不可思議体験の告白: 奇跡
の生還(二)

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)

★ドリームカー誕生 S2: ジネッタ
G40(字)

★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C2(二)

ベーリング海の一攫千金 番外
編: ベーリング海の魔の三角地
帯(字)

★オーバーホール 改造車の世
界: オールズモビル・ダイナミック
88(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超
巨大(字)

インフォマーシャル(日)

★不可思議体験の告白: 新
大陸の発見者(二)

☆ベーリング海の一攫千金
番外編: 命運をかけた決断の
瞬間SP(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.15/インドで
ビル倒壊(二)

ザ・秘境生活 S2: グアテマラ
(字)

★ドリームカー誕生 S2: ルクラ
LC470(字)

NASA超常ファイル S4: すぐ
近くの地球型惑星(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C2(二)

オーバーホール 改造車の世
界: オールズモビル・ダイナミック
88(二)

潜入・これが米軍だ！: 超巨
大(字)

☆ベーリング海の一攫千金
番外編: ベーリング海の魔の
三角地帯(新)(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: FSM・シレーナ
105(二)

オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・マリブSS(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: シボレー・マリブSS(二)

★潜入・これが米軍だ！: 超
汚い(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーリス・マイ
ナー・トラベラー(二)

潜入！名車ガレージ・日本の
カリスマたち(二)

インフォマーシャル(日)

★潜入！名車ガレージ・日本
のカリスマたち(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)

不可思議体験の告白: 幽霊
船(二)

スゴ腕！武器ビルダー: パイ
ロット仕様の散弾銃(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: FSM・シレーナ
105(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

★不可思議体験の告白: マイ
ンドコントロール(二)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S14: Ep.13 風力タービン(字)

21:55 ☆戦火の鉄道大全:
鉄道破壊工作(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★解明・太陽のすべて(二)
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