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20:00 名車再生！年越し日本車SP 20:00
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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)

宇宙メガ特集
★解明・宇宙の仕組み: 月の
秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み: 火星
生命誕生と絶滅(二)

★解明・宇宙の仕組み: ブラッ
クホールは実在するのか？(二)

★解明・宇宙の仕組み: 天の
川の死(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ダッジ・バイパー(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ:
BMW2002tii(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: AMCペーサー
(二)

Discovery Channel
2019年01月編成表

THE NAKED: 西インド諸島
孤独の海(二)

THE NAKED: アマゾンでの
闘い(二)

インフォマーシャル(日)

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: リンカーン・コンチ
ネンタル(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)

★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: マツダRX-7(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.40/F14戦
闘機の空中爆発(字)
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)

宇宙の解体新書 S3: 土星の
輪の秘密(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム S4: Ep.4
テキサスの砂漠(字)

★サバイバルゲーム S4: Ep.3
ベトナム(字)

★サバイバルゲーム S4: Ep.2
北極圏(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・宇宙の仕組み: 海の
誕生(二)

★解明・宇宙の仕組み: 太陽
系第9惑星の謎(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: スウェーデン(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)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: トヨタMR2
ターボ(新)(二)

★解明・宇宙の仕組み: 宇宙
の超危険エリア(二)

★サバイバルゲーム S4: Ep.1
アラバマ(字)

★THE NAKED: マダガスカル
死の荒野(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: リンカーン・コンチネン
タル(二)

★解明・宇宙の仕組み: ブラッ
クホール成長の秘密(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)

★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)

★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)

★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)

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

★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)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン(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・無人島生活: Ep.1 火
おこし(字)

★解明・宇宙の仕組み: 死を
もたらす星(二)

Discovery MOTOR アワー

★解明・宇宙の仕組み: 冥王
星の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み: 不可
解な暗黒物質(二)

★解明・宇宙の仕組み: 世に
も奇妙な惑星群(二)

★メガ・エアポート: ミスは許さ
れず(二)

★ザ・無人島生活: Ep.2 シェ
ルター作り(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.3 焦り
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 1400馬力 スープラ
(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.3
避難訓練(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.3
焦り(新)(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★THE NAKED: マヤの洞窟
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: AMCペーサー
(二)

★ミリタリー・モーターズ S4: ミ
ヒャエルの試験(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)

★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)

★ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: 銃撃事
件(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)

★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)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.3 焦り
(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.3 避
難訓練(二)

★メガ・エアポート: 世界の交
差路(二)

インフォマーシャル(日)

★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: ポンティアック
GTO(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)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(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: 日産フェアレディZ
の海外モデル(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: 連星
の秘密(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S11: Ep.1 パルメザンチーズ(字)

★戦火の兵器大全: 第一次
世界大戦(二)

★ボーイング 空と宇宙の開拓
者 S2: 垂直飛行の世界(二)

★解明・宇宙の仕組み: 天王
星と海王星(二)

★解明・宇宙の仕組み: 謎の
天体・クエーサー(二)

★解明・宇宙の仕組み: 水星
の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み: 太陽
系 闇の歴史(二)

★ミリタリー・モーターズ S4: 水
陸両用飛行艇(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)

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)

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)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ランボルギーニ・ウラカ
ン(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フォードF-1(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.43/アポロ操
縦訓練(二)

★ザ・無人島生活: Ep.3 狩
り(字)

★戦火の兵器大全: 第二次
世界大戦(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: グランドナショナル(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・タイプ181(二)

★解明・宇宙の仕組み: 小惑
星衝突(二)

★解明・宇宙の仕組み: 時空
の神秘(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.1 新たな船出
(新)(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.2 潜水
(新)(字)

★NASA超常ファイル S4: 火
星・謎のメッセージ(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・タイプ181(二)

★ミリタリー・モーターズ S4: レ
ア車コレクション(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)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.1 新たな船出(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.2 潜水(字)

★宇宙から発見！海の財宝を
探せ: Ep.5 動く標的(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: MGA(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.44/窓拭き
ゴンドラ(二)
☆おあそびマスターズ:
Ep.22(新)(日)

★ザ・無人島生活: Ep.4 サ
バイバルの舞台裏(字)

★ミリタリー・モーターズ S4: 射
撃選手権(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ベンツ300D(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: デソート・ファイア
ドーム(二)

★ミリタリー・モーターズ S3: 終
着地(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)

★怪事件ファイル S2: 海底の
巨大UFO(字)

サバイバルゲーム S4: Ep.4 テ
キサスの砂漠(字)

★大惨事の瞬間: Ep.51/堤防崩
壊(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.10 ロボ・ファーム(字)

★ミリタリー・モーターズ S4: コ
ンピューターゲーム用戦闘車両
(二)
21:55 ☆戦火の兵器大全:
勝利を呼ぶ乗り物(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆宇宙の解体新書 S3: 太
陽系誕生の謎(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: デソート・ファイア
ドーム(二)

ミリタリー・モーターズ S4: 射撃
選手権(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)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)

宇宙の解体新書 S3: 太陽系
誕生の謎(二)

★宇宙の解体新書 S3: 土星
の輪の秘密(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)

メガ・エアポート: 世界の交差
路(二)

★完全マニュアル: 超高層ビルの作
り方(字)
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)

★カスタム・マスター: アウディ
R8スパイダー(二)

★世界のハイエンドSUV: ポル
シェ・カイエン(二)

ボーイング 空と宇宙の開拓者
S2: 垂直飛行の世界(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)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)

NASA超常ファイル S4: 火
星・謎のメッセージ(二)

THE NAKED: マヤの洞窟
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.3 焦り
(二)

★豪快！トラック・ドライバー:
Episode 8(二)

ミリタリー・モーターズ S4: コン
ピューターゲーム用戦闘車両
(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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ワールド・トップ5: 消防装備
(二)

メガ・エアポート: ミスは許され
ず(二)

★ノルマンディー上陸作戦のす
べて（2時間）(二)

★実録・スパイの世界:
Ep.1(二)

ボーイング 空と宇宙の開拓者
S2: 垂直飛行の世界(二)

ワールド・トップ5: 消防装備
(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)

★THE NAKED: ベリーズ 嵐
のジャングル(二)

★エクストリーム・サバイバル: 雪山の
恐怖(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: メキシコ／米国(二)

ミリタリー・モーターズ S4: 水陸
両用飛行艇(二)

ミリタリー・モーターズ S4: レア
車コレクション(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)

★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)
★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)

★カスタムカー: レクサス
IS300(字)

★CAR FIX: トヨタ・フォーランナー
(二)
インフォマーシャル(日)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.1 新たな船出(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.2 潜水(字)

THE NAKED: マヤの洞窟
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.1 新たな船出(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.2 潜水(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S3: ファーストコンタクト(二)

☆NASA超常ファイル S4:
木星の呪い(新)(二)

★宇宙から発見！海の財宝を
探せ: Ep.6 コロンブス時代の
宝(二)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13

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 世界のクルマ：GM 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00
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: レク
サスLS400 前編(二)

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
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: レク
サスLS400 前編(二)

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベスト・オブ・
USA(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S4: Ep.5
アラスカ・チュガッチ山地(字)

Discovery MOTOR アワー
名車再生！マイクのワールドツ
アー: 中東(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)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1916年式キャデ
ラック・タイプ53(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: カマロ50年史(二)

THE NAKED: マヤの洞窟
(二)
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THE NAKED: ベリーズ 嵐の
ジャングル(二)

THE NAKED: マダガスカル
死の荒野(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ダッジ・バイパー(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ:
BMW2002tii(二)

BigドリームSmallハウス: ハウスボー
ト改造(二)
BigドリームSmallハウス: 海辺の小
さな贅沢ハウス(二)

ワールド・トップ5: 消防装備
(二)

CAR FIX: リンカーン・コンチネンタル
(二)

サバイバルゲーム S4: Ep.5 ア
ラスカ・チュガッチ山地(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー: 中東(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.47/高層ビ
ル火災(二)
インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル S2: 北緯
37度線のUFO(字)

宇宙の解体新書 S3: 太陽系
誕生の謎(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム S4: Ep.9
中国(字)

★怪事件ファイル S2: 空から
落ちてきた男(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)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベスト・オブ・
USA(二)

★THE NAKED: フィジー 偽
りの楽園(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ローバー
P5B(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.3 焦り
(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)

★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)

★発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: 調査チーム(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: AMCペーサー
(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.48/戦闘機
飛行テスト(二)
インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム S4: Ep.6
撮影秘話1(字)

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:
1952年式ポンティアック 前編
(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

☆BigドリームSmallハウス: ハウ
スボート改造(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 海辺
の小さな贅沢ハウス(新)(二)

名車再生！マイクのワールドツ
アー S2: オーストラリア(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)

★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)

★発明家テスラ：謎の死と殺
人光線: 失われた研究所
(二)

サバイバルゲーム S4: Ep.6
撮影秘話1(字)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
ル崩壊(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 都市と鉄道(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.4
ひらめき(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: フェラーリF430(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ローバー
P5B(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 1400馬力 スープラ
(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)

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)

★怪事件ファイル S2: 実録
「エクソシスト」(字)

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)

放送休止

放送休止

DISCO presents テクノロジーアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.4
スーパー・タグボート(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ: トヨ
タ・初代MR2 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)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.4 ひら
めき(二)

インフォマーシャル(日)

★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: フィアット・パンダ
4x4(二)

★サバイバルゲーム S4: Ep.7
太平洋の無人島(字)

サバイバルゲーム S4: Ep.7
太平洋の無人島(字)

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: アラスカのストライ
カー装甲車(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)

★ミスフィット・ガレージ: 1940
年式フォード・チューダー１(字)

★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)

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)

サバイバルゲーム S4: Ep.8 モ
ンタナ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.3 窮地
(新)(字)

戦火の兵器大全: 第二次世
界大戦(二)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ
ケット発射(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)

ミスフィット・ガレージ: 1940年
式フォード・チューダー２(字)

戦火の兵器大全: 第二次世
界大戦(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: グランドナショナル(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・タイプ181(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)

★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)

★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)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル S2: 謎の人
型ミイラ(字)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: マスタング・エコブース
ト(二)

カスタムカー: レクサス
IS300(字)

★サバイバルゲーム S4: Ep.8
モンタナ(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.4 焦り
(新)(字)

★解剖！メガマシン S2: 空飛
ぶ船(二)

NASA超常ファイル S4: 木星
の呪い(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)

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)

カスタムカー: レクサス
IS300(字)

世界のクルマ：トヨタ

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: アラスカのストライ
カー装甲車(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)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.3 窮地(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.4 焦り(字)

宇宙から発見！海の財宝を探
せ: Ep.6 コロンブス時代の宝
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ベンツ300D(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: デソート・ファイア
ドーム(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.51/堤防崩壊
(二)
インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル S2: 海底の巨
大UFO(字)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
離陸訓練(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.11 花火(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
センチュリオン(新)(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S11:
Ep.2 ナイアガラの滝の発電所(字)

ミリタリー・モーターズ S4: コン
ピューターゲーム用戦闘車両
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 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: 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)

★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)

21:55 ☆戦火の兵器大全:
イギリス陸軍工兵隊(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆宇宙の解体新書 S3: 超
巨大嵐(新)(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)

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)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

宇宙の解体新書 S3: 超巨大
嵐(二)

宇宙の解体新書 S3: 太陽系
誕生の謎(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)

メガ・エアポート: ミスは許され
ず(二)

BigドリームSmallハウス: ハウスボー
ト改造(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)

カスタム・マスター S3: 1952
年式ポンティアック 前編(二)

★世界のハイエンドSUV: ラン
ボルギーニ・ウルス(二)

解剖！メガマシン S2: 空飛ぶ
船(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: 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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ワールド・トップ5: 鉄道(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.59/全米最
大級ハリケーン(二)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

NASA超常ファイル S4: 木星
の呪い(二)

THE NAKED: フィジー 偽り
の楽園(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.4 ひら
めき(二)

BigドリームSmallハウス: ハウスボー
ト改造(二)

★戦場の真実: ファルージャの
戦闘(二)

★戦場の真実: ベトナム・フエ
攻防戦(二)

★実録・スパイの世界:
Ep.2(二)

ワールド・トップ5: 鉄道(二)

解剖！メガマシン S2: 空飛ぶ
船(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)

★THE NAKED: 南ア 視聴
者の挑戦(二)

BigドリームSmallハウス: 海辺の小
さな贅沢ハウス(二)
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: オーストラリア(二)

ミリタリー・モーターズ S4: 射撃
選手権(二)

ミリタリー・モーターズ S4: コン
ピューターゲーム用戦闘車両
(二)

★ファスト＆ラウド: ピンクのキャ
デラック 1(字)

★ファスト＆ラウド: ピンクのキャ
デラック 2(字)

★ミリタリー・モーターズ: 世界
一短いハマー(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.3 窮地(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.4 焦り(字)

THE NAKED: フィジー 偽り
の楽園(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.3 窮地(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.4 焦り(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S3: 異なる種族(二)

☆NASA超常ファイル S4:
太陽の双子星(新)(二)

宇宙の解体新書 S3: 太陽系
誕生の謎(二)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

ミリタリー・モーターズ S5: セン
チュリオン(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)

世界のクルマ：トヨタ

★SUPERCAR 2: 6代目シ
ボレー・カマロ(二)

CAR FIX: カマロ50年史(二)

インフォマーシャル(日)

BigドリームSmallハウス: 海辺の小
さな贅沢ハウス(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)

サバイバルゲーム S4: Ep.9
中国(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20

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 世界のクルマ：VW 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 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

BigドリームSmallハウス: アイデア満
載エコハウス(二)
BigドリームSmallハウス: 旅するス
クールバス(二)

ワールド・トップ5: 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: ベスト・オブ・
USA(二)

★カスタム・マスター S3:
1952年式ポンティアック 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)

★サバイバルゲーム S4:
Ep.10 グアテマラ(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: 失われた研究所(二)

Discovery Channel
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THE NAKED: 南ア 視聴者
の挑戦(二)

THE NAKED: マヤの洞窟
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: カマロ50年史(二)

★CAR FIX: ヘミ載せ替え1(二)

BigドリームSmallハウス: 海辺の小
さな贅沢ハウス(二)

★CAR FIX: レース仕様カマロ
Z28(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 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: フォード・エスコー
ト RS2000(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)

★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)

★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)

怪事件ファイル S2: 空から落
ちてきた男(字)

★サバイバルゲーム S4:
Ep.12 カナディアン・ロッキー
(字)

発明家テスラ：謎の死と殺人
光線: 消えた極秘資料(二)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

インフォマーシャル(日) 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)

大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大竜
巻(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)

宇宙の解体新書 S3: 超巨大
嵐(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.5 決断
(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)

大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ
ケット発射(二)

★サバイバルゲーム S5: Ep.1
北アフリカ(字)

THE NAKED: フィジー 偽り
の楽園(二)

怪事件ファイル S2: 北緯37
度線のUFO(字)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: イギリス(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: ブラジル(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
S11: Ep.3 海苔(字)

★解剖！メガマシン S2: スー
パー・バイク(二)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)

★CAR FIX: AMAレーサーのバイク
(二)

CAR FIX: フェラーリF430(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ローバー
P5B(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)

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)

★サバイバルゲーム S4:
Ep.11 廃墟の街(字)

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！クラシックカー・
ディーラーズ: メッサーシュミット
KR200(二)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン
スキー大会(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.5
決断(新)(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 大自然と鉄道(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.5
進水(二)

ファスト＆ラウド: ピンクのキャデ
ラック 1(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1916年式キャデ
ラック・タイプ53(二)

☆BigドリームSmallハウス: アイ
デア満載エコハウス(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 旅す
るスクールバス(新)(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: フィアット・パンダ
4x4(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)

★THE NAKED: ボリビアの
灼熱地獄(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 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: アルファロメオ・ア
ルファスッド(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)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.4 ひら
めき(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: シトロエンHYバン
(二)

戦闘艦大全: 潜水艦(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)

★戦闘艦大全: 潜水艦(二)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)

★ミスフィット・ガレージ: 1959
年式初代エルカミーノ１(字)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド: ピンクのキャデ
ラック 2(字)

★ミスフィット・ガレージ: 1959
年式初代エルカミーノ２(字)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.5 進
水(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 都市と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

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)

BigドリームSmallハウス: ハウスボー
ト改造(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)

ミスフィット・ガレージ: 1959年
式初代エルカミーノ２(字)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)

インフォマーシャル(日)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.5 苦戦
(新)(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.6 トラブル
(新)(字)

★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)

★戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル S2: 謎の人型
ミイラ(字)

世界のクルマ：GM
SUPERCAR 2: 6代目シボ
レー・カマロ(二)

怪事件ファイル S2: 実録「エク
ソシスト」(字)

サバイバルゲーム S4: Ep.12
カナディアン・ロッキー(字)

ミリタリー・モーターズ: 世界一
短いハマー(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.6 トラブル(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: 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: 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: ホンダ
S2000(二)

★CAR FIX: ヘミ載せ替え2(二)

大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機離
陸訓練(二)

★サバイバルゲーム S4:
Ep.13 撮影秘話2(字)

サバイバルゲーム S4: Ep.13
撮影秘話2(字)

★戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル S2: 海底の巨
大UFO(字)

サバイバルゲーム S5: Ep.1
北アフリカ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
の爪痕(二)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛
が観客席に(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.5 苦戦(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.12 イケアの家(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
高機動車「ジャッカル2」
(新)(二)
21:55 ☆戦火の兵器大全:
情報分析(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆宇宙の解体新書 S3: エイ
リアンの巨大建造物(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ホンダ
S2000(二)

戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

NASA超常ファイル S4: 太陽
の双子星(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)

戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

BigドリームSmallハウス: アイデア満
載エコハウス(二)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

世界のクルマ：GM
SUPERCAR 2: 6代目シボ
レー・カマロ(二)

ミリタリー・モーターズ: 世界一
短いハマー(二)

ファスト＆ラウド: ピンクのキャデ
ラック 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)

戦闘艦大全: 世界大戦時代
の戦闘艦(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.5 決断
(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)

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: 1959年
式初代エルカミーノ１(字)

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)

宇宙の解体新書 S3: エイリア
ンの巨大建造物(二)

宇宙の解体新書 S3: 超巨大
嵐(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)

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.61/熱気球大
会で(二)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

NASA超常ファイル S4: 太陽
の双子星(二)

THE NAKED: ボリビアの灼
熱地獄(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.5 決断
(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２(字)

カスタム・マスター S3: 1952
年式ポンティアック 後編(二)

★オーバーホール 改造車の世
界: ビュイック・スカイラーク(二)

解剖！メガマシン S2: スー
パー・バイク(二)

BigドリームSmallハウス: アイデア満
載エコハウス(二)
BigドリームSmallハウス: 旅するス
クールバス(二)

ミリタリー・モーターズ S5: 高機
動車「ジャッカル2」(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)

★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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ワールド・トップ5: 大型運搬
マシン(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

★戦場の真実: ベトナム・ケサ
ンの戦い(二)

★戦場の真実: カンダハルの
戦い(二)

★実録・スパイの世界:
Ep.3(二)

ワールド・トップ5: 大型運搬マ
シン(二)

解剖！メガマシン S2: スー
パー・バイク(二)

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)

★THE NAKED: モントセラト
火山島(二)

BigドリームSmallハウス: 旅するス
クールバス(二)
インフォマーシャル(日)

ミリタリー・モーターズ S5: セン
チュリオン(二)

ミリタリー・モーターズ S5: 高機
動車「ジャッカル2」(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・タイプ181(二)

★ファスト＆ラウド: フォルクス
ワーゲン・ビートル(字)

★ファスト＆ラウド: フォルクス
ワーゲン・マイクロバス(字)

名車再生！マイクのワールドツ
アー S2: イギリス(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.6 トラブル(字)

THE NAKED: ボリビアの灼
熱地獄(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.6 トラブル(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S3: 生命体としての宇宙
(二)
☆NASA超常ファイル S4:
地球上のエイリアン(新)(二)

宇宙の解体新書 S3: 超巨大
嵐(二)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.5 苦戦(字)

ファスト＆ラウド: ピンクのキャデ
ラック 1(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: 1916年式キャデ
ラック・タイプ53(二)

★世界のハイエンドSUV: フォ
ルクスワーゲン・アトラス(二)

★クラシックカー・コレクション: ビート
ル・マニア(二)
インフォマーシャル(日)サバイバルゲーム S4: Ep.11

廃墟の街(字)
サバイバルゲーム S4: Ep.10
グアテマラ(字)

★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)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.5 苦戦(字)
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★サバイバルゲーム S5: Ep.2
ベアが選ぶベスト２５(字)

Discovery MOTOR アワー
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: 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: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

世界のクルマ：VW

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: ゴルフGTI(二)

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

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
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THE NAKED: モントセラト
火山島(二)

THE NAKED: フィジー 偽り
の楽園(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: 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: フォード・エスコー
ト RS2000(二)

BigドリームSmallハウス: 17世紀の
船(二)
BigドリームSmallハウス: アウトドア
基地(二)

ワールド・トップ5: 大型運搬マ
シン(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: 無人ヘリ(二)

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)

怪事件ファイル S2: 北緯37
度線のUFO(字)

宇宙の解体新書 S3: エイリア
ンの巨大建造物(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★サバイバルゲーム S5: Ep.6
モハベ砂漠(字)

★サバイバルゲーム S5: Ep.5
オーストラリア北部(字)

★サバイバルゲーム S5: Ep.4
パプアニューギニア(字)

怪事件ファイル S2: 実録「エク
ソシスト」(字)

★戦闘艦大全: 装甲艦(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル S2: ボスニ
アの巨大ピラミッド(字)

サバイバルゲーム S5: Ep.2 ベ
アが選ぶベスト２５(字)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: アメリカ(二)

★カスタム・マスター S3:
1969年式カマロ(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: ポーランド(二)

世界のハイエンドSUV: フォルク
スワーゲン・アトラス(二)

ファスト＆ラウド: フォルクスワー
ゲン・マイクロバス(字)

ファスト＆ラウド: フォルクスワー
ゲン・ビートル(字)

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・タイプ181(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)

☆BigドリームSmallハウス: 17世
紀の船(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: アウト
ドア基地(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ノーブル M12
GTO(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベスト・オブ・
UK(二)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

名車再生！マイクのワールドツ
アー S2: ポーランド(二)

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: メッサーシュミット
KR200(二)

戦闘艦大全: 世界大戦時代
の戦闘艦(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)

★サバイバルゲーム S5: Ep.3
グルジア(字)

怪事件ファイル S2: 空から落
ちてきた男(字)

THE NAKED: ボリビアの灼
熱地獄(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 橋と鉄道(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.6
初航海(二)

★THE NAKED: 無情の熱
帯雨林(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX: 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: ベスト・オブ・
UK(二)

★戦闘艦大全: 小型戦闘艦(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: フォルクスワーゲ
ン・タイプ181(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.6
賭け(新)(二)

戦闘艦大全: 潜水艦(二)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)
インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル S2: 核兵器
を攻撃するUFO？(字)

サバイバルゲーム S5: Ep.3 グ
ルジア(字)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)

★クラシックカー・コレクション: 1958
年式BMWイセッタ300(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)

★戦闘艦大全: 冷戦時代(二)

★大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット
脱出(二)

戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.6 賭け
(二)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.6 初
航海(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)

CAR FIX: 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: シトロエンHYバン
(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル S2: 巨人の
谷(字)

サバイバルゲーム S5: Ep.4
パプアニューギニア(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(字)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.5 決断
(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)

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: 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: フォルクスワーゲ
ン・コラードVR6(二)

戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

NASA超常ファイル S4: 地球
上のエイリアン(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)

戦闘艦大全: 水雷艇(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)

★戦闘艦大全: 水雷艇(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル S2: 日航機
UFO遭遇事件(字)

サバイバルゲーム S5: Ep.5
オーストラリア北部(字)

★解剖！メガマシン S2: 巨大
輸送機(二)

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)

怪事件ファイル S2: 海底の巨
大UFO(字)

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.7 トラウマ
(新)(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.8 訴訟
(新)(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)

怪事件ファイル S2: 謎の人型
ミイラ(字)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

世界のハイエンドSUV: フォルク
スワーゲン・アトラス(二)

ファスト＆ラウド: フォルクスワー
ゲン・マイクロバス(字)

ファスト＆ラウド: フォルクスワー
ゲン・ビートル(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.7 トラウマ(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.8 訴訟(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: 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: ホンダ
S2000(二)

戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

BigドリームSmallハウス: アイデア満
載エコハウス(二)
BigドリームSmallハウス: 旅するス
クールバス(二)
インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: 1958
年式サーブGT750(二)

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

世界のクルマ：VW

インフォマーシャル(日)

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

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.6 賭け
(二)

インフォマーシャル(日)

★戦闘艦大全: 救助活動(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル S2: ハイチ
のゾンビ／臓器の記憶(字)

サバイバルゲーム S5: Ep.6 モ
ハベ砂漠(字)

★大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス
墜落(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.13 マカダミアナッツ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S11: Ep.4 ベネチアの街灯(字)

☆ミリタリー・モーターズ S5:
ハマー輸入(新)(二)

21:55 ☆戦火の兵器大全:
全面戦争(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆宇宙の解体新書 S3: 太
陽系外衛星を探して
(新)(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)

戦闘艦大全: 救助活動(二)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

宇宙の解体新書 S3: 太陽系
外衛星を探して(二)

宇宙の解体新書 S3: エイリア
ンの巨大建造物(二)

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)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 大自然と鉄道(二)

BigドリームSmallハウス: 17世紀の
船(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)

カスタム・マスター S3: 1969
年式カマロ(二)

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

解剖！メガマシン S2: 巨大輸
送機(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)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

NASA超常ファイル S4: 地球
上のエイリアン(二)

THE NAKED: 無情の熱帯
雨林(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.6 賭け
(二)

BigドリームSmallハウス: 17
世紀の船(二)
BigドリームSmallハウス: アウ
トドア基地(二)
ミリタリー・モーターズ S5: ハ
マー輸入(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)

★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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ワールド・トップ5: モンスター
トラック(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～: 橋と鉄道(二)

★戦場の真実: バグダッド侵
攻(二)

★戦場の真実: レイテ沖海戦
(二)

★戦場の真実: ミッドウェー海
戦(二)

ワールド・トップ5: モンスタート
ラック(二)

解剖！メガマシン S2: 巨大輸
送機(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)

★THE NAKED: ルイジアナ
幽霊沼1(二)

BigドリームSmallハウス: アウトドア
基地(二)
インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: ポル
シェ356SCカブリオレ(二)
インフォマーシャル(日)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.7 トラウマ(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.8 訴訟(字)

名車再生！マイクのワールドツ
アー S2: ポーランド(二)

ミリタリー・モーターズ S5: ハ
マー輸入(二)

★復元！クラシックカー: サン
ダーバード(二)

★カスタムカー: ランボルギーニ
(字)

★クラシックカー・コレクション: ランボ
ルギーニ・ミウラ(二)
CAR FIX: ランボルギーニ・ウラカン
(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)

THE NAKED: 無情の熱帯
雨林(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.7 トラウマ(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.8 訴訟(字)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S3: 魂と脳とアイデンティ
ティー(二)
☆NASA超常ファイル S4:
火星のストーンヘンジ
(新)(二)

宇宙の解体新書 S3: エイリア
ンの巨大建造物(二)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

世界のハイエンドSUV: ランボ
ルギーニ・ウルス(二)

★SUPERCAR: ランボルギー
ニ・ウラカン(二)
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★サバイバルゲーム：冒険の
日々(字)

★サバイバルゲーム S5: Ep.8
撮影秘話3(字)

★怪事件ファイル S2: 影人間
／太陽の奇跡(字)

サバイバルゲーム S5: Ep.7
ファンも一緒に(字)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火
災(二)
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THE NAKED: ルイジアナ 幽
霊沼1(二)

THE NAKED: ボリビアの灼
熱地獄(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX: ゴルフGTI(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ノーブル M12
GTO(二)

BigドリームSmallハウス: 湖畔の奇
抜ハウス(二)
BigドリームSmallハウス: 冒険ので
きる家(二)

ワールド・トップ5: モンスタート
ラック(二)

インフォマーシャル(日)

戦闘艦大全: 装甲艦(二)

CAR FIX: 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: ベスト・オブ・
UK(二)

戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)
インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル S2: ボスニアの
巨大ピラミッド(字)

宇宙の解体新書 S3: 太陽系
外衛星を探して(二)

★サバイバルゲーム S5: Ep.7
ファンも一緒に(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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)

★名車再生！マイクのワールド
ツアー S2: イタリア(二)

★名車再生！エド大活躍トッ
プ10(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★解剖！メガマシン S2: 新幹
線(二)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S8: Ep.7
山火事(新)(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)

★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)

★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)

☆BigドリームSmallハウス: 湖畔
の奇抜ハウス(新)(二)
☆BigドリームSmallハウス: 冒険
のできる家(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IIA(二)

戦闘艦大全: 偽装工作(二)

名車再生！エド大活躍トップ
10(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
PV544(二)

戦火の鉄道大全: ナチスの巨
大列車砲(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.7 山火
事(二)

インフォマーシャル(日)

★THE NAKED: 密林の冷た
い夜(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: スタン
ゲリーニ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
PV544(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)

★怪事件ファイル S2: ミステ
リー総集編(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★メガ建造～不可能への挑戦
～: リオン・アンティリオン橋
(二)

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)

サバイバルゲーム S5: Ep.8
撮影秘話3(字)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)

★驚異の鉄道～不可能への
挑戦～: 技術開発と鉄道
(二)

怪事件ファイル S2: 核兵器を
攻撃するUFO？(字)

THE NAKED: 無情の熱帯
雨林(二)

カスタムカー: ランボルギーニ
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.7 山火
事(二)

怪事件ファイル S2: 巨人の谷
(字)

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～: 橋と鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 1958年
式BMWイセッタ300(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)

戦闘艦大全: 冷戦時代(二)

インフォマーシャル(日)

★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)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

世界のクルマ：ランボルギーニ

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: フォー
ドG40対フェラーリ(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)

★クラシックカー・コレクション: アル
ファロメオ 6C2500(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)

CAR FIX: ランボルギーニ・ウラカン(二)

★戦火の鉄道大全: 泰緬鉄
道(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 金
をめぐる謎(二)

サバイバルゲーム：冒険の
日々(字)

★大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース
事故(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S8: Ep.6 賭け
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

CAR FIX: ランボルギーニ・ウラカン(二)

戦火の鉄道大全: 泰緬鉄道
(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)

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)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 1921年
式スタッツ・エアキャット(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)

戦闘艦大全: 水雷艇(二)

大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊(二)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル S2: 日航機
UFO遭遇事件(字)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

インフォマーシャル(日)

★サバイバルゲーム：グルメ総
集編(字)

★戦火の鉄道大全: 救急列
車(二)

インフォマーシャル(日)

★深層解明Xファイル S3: 極
秘刑務所(二)

世界のハイエンドSUV: ランボ
ルギーニ・ウルス(二)

サバイバルゲーム：グルメ総集
編(字)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

世界のクルマ：ランボルギーニ
世界のハイエンドSUV: ランボ
ルギーニ・ウルス(二)

カスタムカー: ランボルギーニ
(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)

ベーリング海のゴールドラッシュ
S2: Ep.9 限界(字)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.9 限界
(新)(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ S2: Ep.10 重圧
(新)(字)

NASA超常ファイル S4: 火星
のストーンヘンジ(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)
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