Discovery Channel
2019年10月編成表

月曜日
火曜日
9/30
10/1
4:00 ザ・秘境生活 シーズン1: オー ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
ストラリア(字)
4:30
1965年式ダッジA100(二)

水曜日
10/2
メガ・エアー: バレンタイン用の
バラ(字)

木曜日
金曜日
10/3
10/4
ファスト＆ラウド シーズン5:
★ダーク・ウォーターズ: Ep.6
続・1952年式シボレー・クーペ 毒を持つ侵入者(二)
(字)

5:00 大脱出！サバイバルレース: モ ★アダムの怪しい実験: マッド
ンゴル(字)
マックス風の車(二)
5:30

ザ・海洋メガビルダー: Ep.4
スーパー・タグボート(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠 ★ミステリー・ミュージアム シー ★解明・宇宙の仕組み シーズ 目撃せよ！おどろき未来スコー
隔武器(字)
ズン11: トム・ソーヤー誕生秘 ン6: 連星の秘密(二)
プ: 生命を作る技術(二)
話(字)

5:00

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:00

6:30 クラシックカー・コレクション シーズン

★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン インフォマーシャル(日)
9: スタンゲリーニ(二)
9: 1958年式サーブGT750(二) 9: フォードG40対フェラーリ(二)
9: フォルクスワーゲン・カルマンギア
( )

インフォマーシャル(日)

土曜日
日曜日
10/5
10/6
解明・宇宙の仕組み シーズン アダムの怪しい実験: アーサー
6: 天王星と海王星(二)
王の剣(二)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最 ★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
大級ハリケーン(二)
の爪痕(二)

4:00
4:30

5:30

インフォマーシャル(日)

6:30

★ザ・秘境生活 シーズン1: ボ
ツワナ(字)

7:00

8:00 フューチャーウェポン・21世紀
★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★BigドリームSmallハウス シーズン ★BigドリームSmallハウス シーズン
7: アスリートハウス(二)
戦争の真実 シーズン2: 防衛 戦争の真実 シーズン2: 長距 戦争の真実 シーズン2: 超静 戦争の真実 シーズン2: V22 戦争の真実 シーズン2: 超強 7: 田舎のお洒落ハウス(二)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
8:30 システム(二)
音潜水艦(二)
離ミサイル(二)
オスプレイ(二)
力マシンガン(二)

8:00

9:00 大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大竜 ★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ

9:00

9: 1921年式スタッツ・エアキャット
( )

7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: フォー
7:30 ド・シエラ・コスワース(二)

巻(二)

9:30 インフォマーシャル(日)
10:00

★ザ・遭難サバイバル: マダガ
10:30 スカル(字)

★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: VWタ ディーラーズ シーズン7:
イプ2パネルバン(二)
BMW840(二)

ル崩壊(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: トライ
アンフ・スタッグ(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ロータ
ス・エラン(二)

ダーク・ウォーターズ: Ep.8 南
アフリカ 伝説の生き物(二)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ ★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車 ★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
MOTORアワー
ケット発射(二)
レース(二)
離陸訓練(二)
ファスト＆ラウド シーズン5:
★名車再生！クラシックカー・
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
☆おあそびマスターズ:
1952年式シボレー・クーペ
ディーラーズ シーズン14:
Ep.31(新)(日)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★ザ・遭難サバイバル: ブルガリ ★ザ・遭難サバイバル: モンゴ ★ザ・遭難サバイバル: ラオス
ル(字)
(字)
ア(字)

(字)
ファスト＆ラウド シーズン5:
★ザ・遭難サバイバル: ボリビア 続・1952年式シボレー・クーペ
(字)
(字)

11:00 NASA超常ファイル シーズン2: ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン
2: 宇宙遊泳の罠(二)
宇宙からの破壊兵器(二)
2: 宇宙ホタル(二)
2: 木星で核爆発？(二)
2: ナチスと月探査(二)
11:30

★千原ジュニアの 名車再生！プロジェクト:
千原ジュニアが選ぶ名車再生の神業トップ5
（後）(日)

★野性爆弾くっきーの中古車ハン
ターあらし: ビートルとご対面編(日)

1964年式フォード・ランチェロ
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式ダッジA100(二)

7:30

8:30

9:30
10:00
10:30

★ミリタリー・モーターズ シーズン 11:00
5: 高機動車「ジャッカル2」
(二)
11:30

12:00 解明・宇宙の仕組み シーズン ★大脱出！サバイバルレース: ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★ヒストリー・オブ・ウェポン: 接 アダムの怪しい実験: マッドマッ ★カスタム・マスター シーズン2: ★ミリタリー・モーターズ シーズン 12:00
6: 連星の秘密(二)
タイ(字)
一攫千金～ シーズン9:
近戦(字)
クス風の車(二)
1954年式フォード(二)
5: ハマー輸入(二)
12:30
12:30
Ep.16 負傷(二)
13:00 インフォマーシャル(日)

アダムの怪しい実験: アーサー
目撃せよ！おどろき未来スコー 王の剣(二)
13:30 ★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン ★クラシックカー・コレクション シーズン プ: 生命を作る技術(二)

13:00

14:00 ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボンド・ ディーラーズ シーズン7: ランド
14:30 バグ(二)
ローバー・ディフェンダー(二)

9: アルファロメオ 6C2500(二)

15:00 ★ファスト＆ラウド シーズン4:
レース対決 パート2(字)
15:30

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

9: 1920年式リヴィア・デューセン
バ グ( )

9: 1987年式BMW・M6クーペ
( )

9: 1990年式マツダ・ロードスター
( )

9: 1929年式スタッツ・ロードスター
( )

★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボルボ ディーラーズ シーズン7: スバ
P1800(二)
ル・インプレッサWRX(二)

★ファスト＆ラウド シーズン5: ★ファスト＆ラウド シーズン5:
1973年式シボレー P30(字) 1965年式マスタングGT(字)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ジャ
ガー・Ｅタイプ(二)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

14:00

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス
墜落(二)

14:30

ヒストリー・オブ・ウェポン: 接近
戦(字)

15:00

ミリタリーSP
★ノルマンディー上陸作戦のす
べて（2時間）(二)

16:00

★ファスト＆ラウド シーズン5: ★ファスト＆ラウド シーズン5: ザ・海洋メガビルダー: Ep.4
1934年式フォード・クーペ(字) 続・1934年式フォード・クーペ スーパー・タグボート(二)
(字)

16:00 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀
メガ・エアー: バレンタイン用の
戦争の真実 シーズン2: アー 戦争の真実 シーズン2: 自動 戦争の真実 シーズン2: 近未 戦争の真実 シーズン2: コン
戦争の真実 シーズン2: 近未 バラ(字)
16:30 チャー榴弾砲(二)
式散弾銃(二)
来兵器(二)
バットシステム(二)
来兵器(二)
17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

20:30

大会で(二)

スキー大会(二)

☆千原ジュニアの 名車再生！プロジェク
ト: 千原ジュニアが選ぶ名車再生の神業
トップ5（後）(新)(日)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ★ヒストリー・オブ・ウェポン: 空 ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
★目撃せよ！おどろき未来ス
後の一攫千金～ シーズン9: からの攻撃(字)
コープ: 生命を作る技術(二)
Ep.16 負傷(新)(二)

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: ビートルとご対面編(新)(日)

21:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
21:30 1964年式フォード・ランチェロ
(二)
22:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
22:30 1965年式ダッジA100(二)

生(二)

が観客席に(二)

脱出(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
16: Ep.15 モータホーム(新)(字)

22:53 ★明日への扉(日)

24:00 名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボンド・ ディーラーズ シーズン7: ランド
24:30 バグ(二)
ローバー・ディフェンダー(二)

★戦火の軍用機大全: 極秘
任務(二)

25:00 ファスト＆ラウド シーズン4:
レース対決 パート2(字)
25:30

ファスト＆ラウド シーズン5:
ファスト＆ラウド シーズン5:
1973年式シボレー P30(字) 1965年式マスタングGT(字)

26:00 フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: アー
26:30 チャー榴弾砲(二)

フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 自動 戦争の真実 シーズン2: 近未 戦争の真実 シーズン2: コン
式散弾銃(二)
来兵器(二)
バットシステム(二)

27:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
27:30 1964年式フォード・ランチェロ
(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ファスト＆ラウド シーズン5:
一攫千金～ シーズン9:
1952年式シボレー・クーペ
Ep.16 負傷(二)
(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ジャ
ガー・Ｅタイプ(二)

18:00
18:30

19:00
ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.18 夏編 報酬
19:30
(字)
解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 連星の秘密(二)

20:00

20:30
★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ポン
ティアックGTO(二)
21:55 ★名車再生！クラシッ
クカー・ディーラーズ シーズン
12: フォードF-1(二)
22:53 ★ディスカバリーモーターNews:

21:00
★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン7: 害心の連鎖 21:30
(二)
★NASA超常ファイル シーズン 22:00
3: 火星・謎のメッセージ(二)
22:30
プラネットグリーン

★大脱出！サバイバルレース: 三菱電機 presents スペースアワー
三菱電機 presents ワールドテックアワー ★宇宙のウソ・ホント: エイリア
パラオ(字)
★解明・宇宙の仕組み シーズ ☆アダムの怪しい実験: アー ンの襲撃(二)
ン6: 天王星と海王星(二)
サー王の剣(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボルボ ディーラーズ シーズン7: スバ
P1800(二)
ル・インプレッサWRX(二)

16:30

17:30

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
15: Ep.14 読売新聞の配達(字)

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.4 ☆ファスト＆ラウド シーズン5: ☆ベーリング海のゴールドラッ ☆ヒストリー・オブ・ウェポン:
スーパー・タグボート(二)
1952年式シボレー・クーペ
シュ シーズン4: Ep.18 夏編 万人向けの武器(新)(字)
(新)(字)
報酬(新)(字)
21:55 ★戦火の兵器大全:
DISCO presents テクノロジーアワー
☆ファスト＆ラウド シーズン5: ☆ダーク・ウォーターズ: Ep.8 勝利を呼ぶ乗り物(二)
☆メガ・エアー: バレンタイン 続・1952年式シボレー・クー 南アフリカ 伝説の生き物
用のバラ(新)(字)
ペ(新)(字)
(新)(二)

23:00 ★JDM！日本車カスタム in ★ミステリー・ミュージアム シー ★ゴールド・ラッシュ～人生最
US: 日産スカイラインGT-X エ ズン11: ヴァンパイアの墓(字) 後の一攫千金～ シーズン9:
23:30 ンジン交換(二)
Ep.15 緊急事態(二)

★戦火の兵器大全: 第二次
世界大戦(二)

15:30

17:00

インフォマーシャル(日)

17:30 ★ナチスのUFO開発計画(二) ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★エクストリーム・サバイバル: 空中の
惨事(字)
3: 冥王星探査の危機(二)
3: 月の有機体(二)
3: 氷の世界の生命体(二)
3: 彗星の歌(二)
18:00
大脱出！サバイバルレース: パ
ラオ(字)
18:30 ザ・遭難サバイバル: マダガスカ ザ・遭難サバイバル: ブルガリア ザ・遭難サバイバル: モンゴル ザ・遭難サバイバル: ラオス
ザ・遭難サバイバル: ボリビア
ル(字)
(字)
(字)
(字)
(字)
19:00
ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球 ★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン ★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発 ★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛 ★大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット Ep.16 負傷(二)
20:00

13:30

ヒストリー・オブ・ウェポン: 万人 メガ・エアー: バレンタイン用の
向けの武器(字)
バラ(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:
ファスト＆ラウド シーズン5:
★戦火の軍用機大全: 爆撃
1934年式フォード・クーペ(字) 続・1934年式フォード・クーペ 機(二)
(字)

★メガ輸送プロジェクト シーズ
ン1: 自動車運搬船(二)

23:00
23:30
24:00
24:30
25:00
25:30

フューチャーウェポン・21世紀
★戦火の軍用機大全: 偵察
戦争の真実 シーズン2: 近未 機(二)
来兵器(二)

26:00
ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン4: Ep.18 夏編 報酬
26:30
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ ヒストリー・オブ・ウェポン: 万人 ★歴史の分岐点: 湾岸戦争
シーズン4: Ep.18 夏編 報酬 向けの武器(字)
(字)
(字)

大脱出！サバイバルレース: パ 27:00
ラオ(字)
27:30

月曜日
火曜日
水曜日
10/7
10/8
10/9
4:00 ザ・秘境生活 シーズン1: ボツ 名車再生！クラシックカー・
放送休止
ワナ(字)
ディーラーズ シーズン15:
4:30
1974年式ジェンセン・ヒーレー
(二)
5:00 大脱出！サバイバルレース: タ アダムの怪しい実験: アーサー 放送休止
イ(字)
王の剣(二)
5:30
6:00
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木曜日
金曜日
10/10
10/11
ミスフィット・ガレージ シーズン3: ★ダーク・ウォーターズ: Ep.7
1978年式シボレー・ブレイザー アウトバック 謎の水中生物
後編(字)
(二)

土曜日
10/12
太陽系最後の時(字)

日曜日
10/13
アダムの怪しい実験: ニトログリ
セリン(二)

4:00
4:30

ヒストリー・オブ・ウェポン: 空か
らの攻撃(字)

ミステリー・ミュージアム シーズン 解明・宇宙の仕組み シーズン 目撃せよ！おどろき未来スコー
11: ヴァンパイアの墓(字)
6: 天王星と海王星(二)
プ: 宇宙への移住(二)

5:00
5:30

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

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.2/橋崩壊(二) 大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス墜
落(二)

6:00

クラシックカー・コレクション シーズン9:
1920年式リヴィア・デューセンバーグ
(二)

クラシックカー・コレクション シーズン9:
1987年式BMW・M6クーペ(二)

クラシックカー・コレクション シーズン9:
1990年式マツダ・ロードスター(二)

クラシックカー・コレクション シーズン9:
1929年式スタッツ・ロードスター(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ジャ
ガー・Ｅタイプ(二)

THE NAKED シーズン2: ガ
イアナ 灼熱のサバンナ(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ベ
ネズエラ(字)

7:00

8:00 ★フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: アー 戦争の真実 シーズン2: 自動 戦争の真実 シーズン2: 近未 戦争の真実 シーズン2: コン
8:30 チャー榴弾砲(二)
来兵器(二)
式散弾銃(二)
バットシステム(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン ★BigドリームSmallハウス シーズン
フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 近未 7: シューズクローゼット付きの家(二) 7: 古都の夢ハウス(二)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
来兵器(二)

8:00

9:00

大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット脱
MOTORアワー
出(二)
ミスフィット・ガレージ シーズン3: 1978 名車再生！クラシックカー・ディー

9:00

インフォマーシャル(日)

6:30 ★クラシックカー・コレクション シーズン
9: アルファロメオ 6C2500(二)

7:00 ★名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボンド・ ディーラーズ シーズン7: ランド
7:30 バグ(二)
ローバー・ディフェンダー(二)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球 大惨事の瞬間: Ep.62/アルペンス
大会で(二)
キー大会(二)

9:30 インフォマーシャル(日)
10:00

★ザ・遭難サバイバル: パナマ
10:30 (字)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボルボ ディーラーズ シーズン7: スバ
P1800(二)
ル・インプレッサWRX(二)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生 大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
(二)
観客席に(二)
インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

年式シボレー・ブレイザー 前編(字)

09:55 ミスフィット・ガレージ
人気サバイバルシリーズ一挙放送
シーズン3: 1978年式シボ
★THE ISLAND シーズン5: ★THE ISLAND シーズン5: ★THE ISLAND シーズン5: ★THE ISLAND シーズン5: レー・ブレイザー 後編(字)
Ep.1 冒険の始まり(字)
Ep.2 対立(字)
Ep.3 空腹(字)
Ep.4 狩り(字)
10:53 ディスカバリーモーターNews:
Vol.2(日)

7:30

8:30

ラーズ シーズン14: 1965年式
オースチン・ヒーレー(二)

9:30

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1974年式ジェンセン・ヒーレー
(二)

10:00
10:30

11:00 ★ナチスのUFO開発計画(二) NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3:
冥王星探査の危機(二)
月の有機体(二)
氷の世界の生命体(二)
彗星の歌(二)
11:30

野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: ドレスアップ サーファーギャル編(日)

12:00 解明・宇宙の仕組み シーズン 大脱出！サバイバルレース: パ ゴールド・ラッシュ～人生最後の ヒストリー・オブ・ウェポン: 万人 アダムの怪しい実験: アーサー
一攫千金～ シーズン9 特別 向けの武器(字)
6: 天王星と海王星(二)
ラオ(字)
王の剣(二)
12:30
編: Ep.3 金採掘の達人(二)

★カスタム・マスター シーズン2: ★ミリタリー・モーターズ シーズン 12:00
1964年式マリブ(二)
5: ハマー輸出と夜間飛行
12:30
(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

13:30 ★クラシックカー・コレクション シーズン

★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン9: ★クラシックカー・コレクション シーズン9:
ヴィンテージバイク3台 一挙放出(二) オーバーン・ボートテール・スピードスター 1932年式パッカード・ツインシックス(二) V8 60 ミジェット・レースカー(二)
(二)

9: 旧車ヒルクライム(二)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ミニ・
14:30 モーク(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: 完成・試乗 サーファーギャル編(日)

★ミリタリー・モーターズ シーズン 11:00
5: アントノフ2との再会(二)
11:30

アダムの怪しい実験: ニトログリ
目撃せよ！おどろき未来スコー セリン(二)
プ: 宇宙への移住(二)

13:00
13:30

★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: レンジ ディーラーズ シーズン8: フロッグ ディーラーズ シーズン8: サー
ローバーP38(二)
アイ・スプライト(二)
ブ・9-3(二)

★名車再生！クラシックカー・ インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
ディーラーズ シーズン8: ダッジ・
★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工 ★大惨事の瞬間: Ep.11戦車！
チャージャー(二)

14:00

15:00 ★ファスト＆ラウド シーズン5:
75年式ダットサン280Z(字)
15:30

★ファスト＆ラウド シーズン5:
続・75年式ダットサン
280Z(字)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
1964年式フォード・ギャラク
シー(字)

15:00

16:00 フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: コン
16:30 バットシステム(二)

★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 メガ・エアー: 日本向けノル
戦争の真実 シーズン3: 爆弾 戦争の真実 シーズン3: 非致 戦争の真実 シーズン3: 身辺 戦争の真実 シーズン3: イスラ ウェーサーモン(字)
分解装置(二)
死性兵器(二)
警護用兵器(二)
エル軍の最新兵器1(二)

ミリタリーSP
★激動 日本の半世紀:
1904-1936年(二)

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★激動 日本の半世紀:
1937-1945年(二)

17:00

★戦場の真実: 沖縄戦(二)

18:00

★ファスト＆ラウド シーズン5:
1959年式フォードF100(字)

インフォマーシャル(日)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1959年式フォード
F100(字)

インフォマーシャル(日)

場爆発(二)

インフォマーシャル(日)

ザ・海洋メガビルダー: Ep.5 進 ヒストリー・オブ・ウェポン: 万人
水(二)
向けの武器(字)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★まさかの時のサバイバル: 人命救
助(字)
3: 消える衛星(二)
3: 火星の呪い(二)
3: 謎の放射線(二)
3: 奇妙な光の球(二)
3: 白鳥座の異変(二)
18:00
大脱出！サバイバルレース: ヒ
マラヤ山脈(字)
18:30 ザ・遭難サバイバル: パナマ
THE ISLAND シーズン5:
THE ISLAND シーズン5:
THE ISLAND シーズン5:
THE ISLAND シーズン5:
(字)
Ep.1 冒険の始まり(字)
Ep.2 対立(字)
Ep.3 空腹(字)
Ep.4 狩り(字)
19:00
ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9 特別
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事 ★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社 ★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火 ★大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース ★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火 編: Ep.3 金採掘の達人(二)
20:00

20:30

故(二)

の爆発火災(二)

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: ドレスアップ サーファーギャル編
(新)(日)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ヒストリー・オブ・ウェポン: 接近 ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
★目撃せよ！おどろき未来ス
後の一攫千金～ シーズン9 戦(字)
コープ: 宇宙への移住(二)
特別編: Ep.3 金採掘の達

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: 完成・試乗 サーファーギャル編
(新)(日)

災(二)

事故(二)

人(新)(二)

21:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
21:30 1965年式オースチン・ヒーレー
(二)
22:00 ☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
22:30 1974年式ジェンセン・ヒー
レー(新)(二)
23:00 ★JDM！日本車カスタム in
US: 1972年式日産スカイラ
23:30 インGT-R(二)

★ザ・海洋メガビルダー: Ep.5 ★ミスフィット・ガレージ シーズン ☆ベーリング海のゴールドラッ
進水(二)
3: 1978年式シボレー・ブレイ シュ シーズン5: Ep.1 冬編
ザー 前編(字)
金への秒読み(新)(字)

24:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ミニ・
24:30 モーク(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: レンジ ディーラーズ シーズン8: フロッグ ディーラーズ シーズン8: サー
ローバーP38(二)
アイ・スプライト(二)
ブ・9-3(二)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ 解明・宇宙の仕組み シーズン
乗り物(二)
6: 天王星と海王星(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1959年式フォード
F100(字)

20:00

21:00

プラネットグリーン

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12:
BMW2002tii(二)

★NASA超常ファイル シーズン 22:00
3: 木星の呪い(二)
22:30

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン7: 天才の種
(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー ★宇宙のウソ・ホント: 星の消
ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★大脱出！サバイバルレース: 三菱電機 presents スペースアワー
一攫千金～ シーズン9:
ヒマラヤ山脈(字)
☆太陽系最後の時(新)(字) ☆アダムの怪しい実験: ニトロ 滅(二)
グリセリン(新)(二)
Ep.16 負傷(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:
1959年式フォードF100(字)

17:30

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12:
MGA(二)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: 電話発明の真相
(字)

22:53 明日への扉(日)

16:30

20:30

DISCO presents テクノロジーアワー

★ミスフィット・ガレージ シーズン ★THE NAKED シーズン2:
☆メガ・エアー: 日本向けノル 3: 1978年式シボレー・ブレイ ガイアナ 灼熱のサバンナ(二)
ウェーサーモン(新)(字)
ザー 後編(字)

15:30

19:00
ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.1 冬編 金への
19:30
秒読み(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン15: Ep.15 越前和紙(字)

☆ヒストリー・オブ・ウェポン:
スピード勝負(新)(字)

14:30

18:30

21:55 ★戦火の兵器大全:
イギリス陸軍工兵隊(二)

25:00 ファスト＆ラウド シーズン5: 75 ファスト＆ラウド シーズン5:
年式ダットサン280Z(字)
続・75年式ダットサン
25:30
280Z(字)
26:00 フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: コン
26:30 バットシステム(二)

(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
16: Ep.16 最先端地図(新)(字)

市街地暴走(二)

21:30

23:00
23:30

名車再生！クラシックカー・
ヒストリー・オブ・ウェポン: スピー メガ・エアー: 日本向けノル
ウェーサーモン(字)
ディーラーズ シーズン8: ダッジ・ ド勝負(字)
チャージャー(二)

24:00

ファスト＆ラウド シーズン5:
1964年式フォード・ギャラク
シー(字)

25:00

ノルマンディー上陸作戦のすべ
て（2時間）(二)

フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 爆弾 戦争の真実 シーズン3: 非致 戦争の真実 シーズン3: 身辺 戦争の真実 シーズン3: イスラ
分解装置(二)
死性兵器(二)
警護用兵器(二)
エル軍の最新兵器1(二)

27:00 名車再生！クラシックカー・
ゴールド・ラッシュ～人生最後の ミスフィット・ガレージ シーズン3: ベーリング海のゴールドラッシュ ヒストリー・オブ・ウェポン: スピー 戦火の軍用機大全: 極秘任
ディーラーズ シーズン14:
一攫千金～ シーズン9 特別 1978年式シボレー・ブレイザー シーズン5: Ep.1 冬編 金への ド勝負(字)
務(二)
27:30 1965年式オースチン・ヒーレー 編: Ep.3 金採掘の達人(二) 前編(字)
秒読み(字)
(二)

★メガ輸送プロジェクト シーズ
ン1: バイオ燃料(二)

24:30

25:30

26:00
ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.1 冬編 金への
26:30
秒読み(字)
大脱出！サバイバルレース: ヒ
マラヤ山脈(字)

27:00
27:30

月曜日
火曜日
10/14
10/15
4:00 ザ・秘境生活 シーズン1: ベネ 名車再生！クラシックカー・
ズエラ(字)
ディーラーズ シーズン15:
4:30
1985年式マツダRX-7(二)

Discovery Channel
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水曜日
10/16
メガ・エアー: 人工衛星(字)

木曜日
金曜日
10/17
10/18
ミスフィット・ガレージ シーズン3: ダーク・ウォーターズ: Ep.8 南
1968式のAMC・AMX 後編 アフリカ 伝説の生き物(二)
(字)

土曜日
10/19
解明・宇宙デブリの脅威(字)

5:00 大脱出！サバイバルレース: パ アダムの怪しい実験: ニトログリ ザ・海洋メガビルダー: Ep.6 初 ヒストリー・オブ・ウェポン: 接近 ミステリー・ミュージアム シーズン 太陽系最後の時(字)
戦(字)
セリン(二)
航海(二)
11: 電話発明の真相(字)
ラオ(字)
5:30

日曜日
10/20
アダムの怪しい実験: 「フィフス・
エレメント」の銃(二)

目撃せよ！おどろき未来スコー
プ: 超人への道(二)

4:00
4:30
5:00
5:30

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30 クラシックカー・コレクション シーズン

クラシックカー・コレクション シーズン
クラシックカー・コレクション シーズン
クラシックカー・コレクション シーズン
9: ヴィンテージバイク3台 一挙放出 9: オーバーン・ボートテール・スピード 9: 1932年式パッカード・ツインシッ
スタ ( )
クス( )
( )

クラシックカー・コレクション シーズン
インフォマーシャル(日)
9: V8 60 ミジェット・レースカー(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: レンジ ディーラーズ シーズン8: フロッグ ディーラーズ シーズン8: サー
アイ・スプライト(二)
ローバーP38(二)
ブ・9-3(二)

名車再生！クラシックカー・
THE NAKED シーズン2: メキ ★ザ・秘境生活 シーズン1: タ
ディーラーズ シーズン8: ダッジ・ シコ 人間を蝕む密林(二)
イ(字)
チャージャー(二)

7:00

フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 爆弾 戦争の真実 シーズン3: 非致 戦争の真実 シーズン3: 身辺
分解装置(二)
死性兵器(二)
警護用兵器(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン ★BigドリームSmallハウス シーズン
フューチャーウェポン・21世紀
7: リサイクルハウス(二)
戦争の真実 シーズン3: イスラ 7: 自給自足の家(二)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
エル軍の最新兵器1(二)

8:00

9: 旧車ヒルクライム(二)

7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ミニ・
7:30 モーク(二)
8:00 フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: コン
8:30 バットシステム(二)

9:00 大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事故 大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社の
(二)

爆発火災(二)

インフォマーシャル(日)

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.10/花火工場 大惨事の瞬間: Ep.11戦車！市
爆発(二)
街地暴走(二)
インフォマーシャル(日)

MOTORアワー

大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火災 大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース事 大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)
故(二)
(二)

6:00
6:30

7:30

8:30
9:00

ミスフィット・ガレージ シーズン3:
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
9:30 インフォマーシャル(日)
1968式のAMC・AMX 前編
(字)
人気サバイバルシリーズ一挙放送
10:00
ミスフィット・ガレージ シーズン3:
★THE ISLAND シーズン5: ★THE ISLAND シーズン5: ★THE ISLAND シーズン4: ★THE ISLAND シーズン4: ★THE ISLAND シーズン4: 1968式のAMC・AMX 後編
10:30 Ep.5 協力(字)
挑戦の舞台裏(字)
Ep.1 最悪の始まり(字)
Ep.2(字)
Ep.3(字)
(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン15: 1974年式ジェンセ
ン・ヒーレー(二)

11:00 NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: 野性爆弾くっきーの中古車ハンター
あらし: ビートルまとめ編(日)
消える衛星(二)
火星の呪い(二)
謎の放射線(二)
奇妙な光の球(二)
白鳥座の異変(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン 11:00
5: 水陸両用飛行艇「HU11:30
16」(二)

11:30

野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:
理想のクルマ探し キラキラOL編(日)

12:00 太陽系最後の時(字)
12:30

10:00
10:30

大脱出！サバイバルレース: ヒ ゴールド・ラッシュ～人生最後の ヒストリー・オブ・ウェポン: スピー アダムの怪しい実験: ニトログリ ★カスタム・マスター シーズン2: ★ミリタリー・モーターズ シーズン 12:00
2013年式ダッジチャレンジャー 5: スクールバス改造(二)
マラヤ山脈(字)
一攫千金～ シーズン9:
ド勝負(字)
セリン(二)
12:30
(二)
Ep.17 雨を降らせろ(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

13:30

★クラシックカー・コレクション シーズン9: フィ
アット・アバルト750 3台一挙発掘(二)

★ドリームカー誕生 シーズン2: アル ★ドリームカー誕生 シーズン2: パ
ファロメオ4C(字)
ガーニ・ウアイラ(字)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: デロリ
14:30 アン(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: シボ
レー・ステップサイド(二)

★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: カルマ ディーラーズ シーズン8: シボ
ンギア(二)
レー・ベルエアー(二)

15:00 ★ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1964年式フォード・ギャラ
15:30 クシー(字)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
1992年式シボレーC3500
デューリー(字)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1992年式シボレー
C3500デューリー(字)

★クラシックカー・コレクション シーズン9:
1970年式プリムス・スーパーバード(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式マツダRX-7(二)

9:30

インフォマーシャル(日)

アダムの怪しい実験: 「フィフス・ 13:00
目撃せよ！おどろき未来スコー エレメント」の銃(二)
プ:
超人への道(二)
★ドリームカー誕生 シーズン2: ケー
13:30
インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

タハム・セブン(字)

インフォマーシャル(日)
★名車再生！クラシックカー・ インフォマーシャル(日)
ディーラーズ シーズン9: フィアッ
★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪 ★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
ト・ディーノ(二)
崩(二)

★ファスト＆ラウド シーズン5: ★ファスト＆ラウド シーズン5:
1933年式フォード・ピックアップ 続・1933年式フォード・ピック
トラック(字)
アップトラック(字)

ローリー事故(二)

14:00
14:30

ザ・海洋メガビルダー: Ep.6 初 ヒストリー・オブ・ウェポン: スピー 15:00
航海(二)
ド勝負(字)
15:30

16:00 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★フューチャーウェポン・21世紀 メガ・エアー: 人工衛星(字)
戦争の真実 シーズン3: 最新 戦争の真実 シーズン3: 無人 戦争の真実 シーズン3: アラス 戦争の真実 シーズン3: A-10 戦争の真実 シーズン3: イスラ
16:30 式ガトリングガン(二)
戦闘車両(二)
カのストライカー装甲車(二)
サンダーボルト(二)
エル軍の最新兵器2(二)

ミリタリーSP
★戦火の軍用機大全: 空中
戦(二)

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

★戦火の軍用機大全: バト
ル・オブ・ブリテン(二)

17:00

★戦場の真実: レイテ沖海戦
(二)

18:00

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.2 冬編 新人
女性ダイバー(字)

19:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★まさかの時のサバイバル: 野良犬
3: 火星ミッション・科学者失踪 3: 米大統領のUFO機密情 3: すぐ近くの地球型惑星(二) 3: ヒンデンブルク号とナチス
3: 金星・生命体の存在(二) 襲撃(字)
18:00 事件(二)
THE NAKED シーズン2: ガ
報(二)
(二)
イアナ 灼熱のサバンナ(二)
18:30 THE ISLAND シーズン5:
THE ISLAND シーズン5: 挑 THE ISLAND シーズン4:
THE ISLAND シーズン4:
THE ISLAND シーズン4:
Ep.5 協力(字)
戦の舞台裏(字)
Ep.1 最悪の始まり(字)
Ep.2(字)
Ep.3(字)
19:00
ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道 ★大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー ★大惨事の瞬間: Ep.15/インドで ★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの Ep.17 雨を降らせろ(二)
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

20:00

20:30

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンター
あらし: ビートルまとめ編(新)(日)
☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: 理想のクルマ探し キラキラOL編
(新)(日)

路の大クラッシュ(二)

90ｍ滑落(二)

ビル倒壊(二)

窓拭きゴンドラ(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆HATE ～人はなぜ憎むの 太陽系最後の時(字)
☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ヒストリー・オブ・ウェポン: 万人 ミツトヨ presents エンジニアリングアワー ☆舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン か～: 憎しみの起源(新)(字)
16: Ep.17 メープルシロップ(新)(字)
★目撃せよ！おどろき未来ス
後の一攫千金～ シーズン9: 向けの武器(字)
コープ: 超人への道(二)
★舞台裏のスーパーテクノロジー
Ep.17 雨を降らせろ
シーズン15: Ep.16 日本そば(字)
(新)(二)

21:00 名車再生！クラシックカー・
★ザ・海洋メガビルダー: Ep.6 ★ミスフィット・ガレージ シーズン
ディーラーズ シーズン15:
初航海(二)
3: 1968式のAMC・AMX 前
21:30 1974年式ジェンセン・ヒーレー
編(字)
21:55 ★ミスフィット・ガレージ
(二)
22:00 ☆名車再生！クラシックカー・ DISCO presents テクノロジーアワー シーズン3: 1968式のAMC・
AMX 後編(字)
☆メガ・エアー: 人工衛星
ディーラーズ シーズン15:
22:30 1985年式マツダRX7(新)(二)

(新)(字)

23:00

★千原ジュニアの 名車再生！プロジェ
クト: いすゞベレット1600GTR 1(日)

23:30

★千原ジュニアの 名車再生！プロジェ
クト: いすゞベレット1600GTR 2(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: 石のペットで荒稼ぎ
(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.2 冬編
新人女性ダイバー(新)(字)
★THE NAKED シーズン2:
メキシコ 人間を蝕む密林(二)

☆ヒストリー・オブ・ウェポン:
破壊力(新)(字)
21:55 ★戦火の兵器大全:
情報分析(二)

22:53 明日への扉(日)

22:53 ディスカバリーモーターNews:
Vol.2(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12:
AMCペーサー(二)
21:55 ★名車再生！クラシッ
クカー・ディーラーズ シーズン
12: 日産フェアレディZの海外
モデル(二)

プラネットグリーン

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン7: 宇宙のフォー
ス(二)

16:30

17:30

18:30

19:30
20:00

20:30
21:00
21:30

★宇宙で何が起こっているの
か？: 地球編(二)

22:00

22:53 ☆熱き戦い！学生向けハッカソ
ン！(新)(日)
三菱電機 presents ワールドテックアワー

22:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★ザ・無人島生活: Ep.1 火
一攫千金～ シーズン9 特別 おこし(字)
編: Ep.3 金採掘の達人(二)

三菱電機 presents スペースアワー

HATE ～人はなぜ憎むのか
☆アダムの怪しい実験: 「フィ ～: 憎しみの起源(字)
フス・エレメント」の銃
(新)(二)

23:00

名車再生！クラシックカー・
ヒストリー・オブ・ウェポン: 破壊 メガ・エアー: 人工衛星(字)
ディーラーズ シーズン9: フィアッ 力(字)
ト・ディーノ(二)

24:00

24:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: デロリ
24:30 アン(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: シボ
レー・ステップサイド(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: カルマ ディーラーズ シーズン8: シボ
ンギア(二)
レー・ベルエアー(二)

25:00 ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1964年式フォード・ギャラ
25:30 クシー(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:
1992年式シボレーC3500
デューリー(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1992年式シボレー
C3500デューリー(字)

☆解明・宇宙デブリの脅威
(新)(字)

23:30

24:30

激動 日本の半世紀: 1904- ★メガ輸送プロジェクト シーズ
1936年(二)
ン1: 大型双発ヘリコプター
(二)

25:00

26:00 フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
激動 日本の半世紀: 1937- ベーリング海のゴールドラッシュ
戦争の真実 シーズン3: 最新 戦争の真実 シーズン3: 無人 戦争の真実 シーズン3: アラス 戦争の真実 シーズン3: A-10 戦争の真実 シーズン3: イスラ 1945年(二)
シーズン5: Ep.2 冬編 新人
26:30 式ガトリングガン(二)
戦闘車両(二)
カのストライカー装甲車(二)
サンダーボルト(二)
エル軍の最新兵器2(二)
女性ダイバー(字)

26:00

ファスト＆ラウド シーズン5:
ファスト＆ラウド シーズン5:
1933年式フォード・ピックアップ 続・1933年式フォード・ピック
トラック(字)
アップトラック(字)

27:00 名車再生！クラシックカー・
ゴールド・ラッシュ～人生最後の ミスフィット・ガレージ シーズン3: ベーリング海のゴールドラッシュ
ディーラーズ シーズン15:
一攫千金～ シーズン9:
1968式のAMC・AMX 前編 シーズン5: Ep.2 冬編 新人
27:30 1974年式ジェンセン・ヒーレー Ep.17 雨を降らせろ(二)
(字)
女性ダイバー(字)
(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 破壊 戦場の真実: 沖縄戦(二)
力(字)

25:30

26:30

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ 27:00
し(字)
27:30

月曜日
10/21
4:00 ザ・秘境生活 シーズン1: タイ
(字)
4:30

木曜日
金曜日
土曜日
10/24
10/25
10/26
ミスフィット・ガレージ シーズン3: THE NAKED シーズン2: タイ 解明・驚異の宇宙天気(字)
'70 1/2 カマロ 後編(字)
豪雨の脅威(二)

日曜日
10/27
アダムの怪しい実験: ホットドッ
グ銃(二)

5:00 大脱出！サバイバルレース: ヒ アダムの怪しい実験: 「フィフス・ 放送休止
マラヤ山脈(字)
エレメント」の銃(二)
5:30

ヒストリー・オブ・ウェポン: 万人 ミステリー・ミュージアム シーズン 解明・宇宙デブリの脅威(字)
向けの武器(字)
11: 石のペットで荒稼ぎ(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン2: 三峡ダム(二)

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

火曜日
10/22
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
2000年式ポルシェ996(二)

インフォマーシャル(日)

放送休止

水曜日
10/23

Discovery Channel
2019年10月編成表

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション シーズン9:
クラシックカー・コレクション シーズン
ドリームカー誕生 シーズン2: アルファ ドリームカー誕生 シーズン2: パガー
1970年式プリムス・スーパーバード(二) 9: フィアット・アバルト750 3台一挙 ロメオ4C(字)
ニ・ウアイラ(字)

7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: デロリ
7:30 アン(二)

発掘(

)

4:00
4:30
5:00
5:30

インフォマーシャル(日)

大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪崩 大惨事の瞬間: Ep.18/タンクロー
(二)
リー事故(二)

6:00

ドリームカー誕生 シーズン2: ケータ
ハム・セブン(字)

インフォマーシャル(日)

6:30

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・
THE NAKED シーズン2: タイ ★ザ・秘境生活 シーズン1: ル
ディーラーズ シーズン9: フィアッ 豪雨の脅威(二)
ワンダ(字)
ト・ディーノ(二)

7:00

★BigドリームSmallハウス シーズン ★BigドリームSmallハウス シーズン
8:00 フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
フューチャーウェポン・21世紀
5: 海辺の小さな贅沢ハウス(二)
戦争の真実 シーズン3: 最新 戦争の真実 シーズン3: 無人 戦争の真実 シーズン3: アラス 戦争の真実 シーズン3: A-10 戦争の真実 シーズン3: イスラ 5: ハウスボート改造(二)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
8:30 式ガトリングガン(二)
戦闘車両(二)
カのストライカー装甲車(二)
サンダーボルト(二)
エル軍の最新兵器2(二)

8:00

9:00 大惨事の瞬間: Ep.12/墜落

大惨事の瞬間: Ep.13/高速道路 大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー90 大惨事の瞬間: Ep.15/インドでビ
の大クラッシュ(二)
ｍ滑落(二)
ル倒壊(二)

9:00

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

5000ｍ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: シボ
レー・ステップサイド(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: カルマ ディーラーズ シーズン8: シボ
ンギア(二)
レー・ベルエアー(二)

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.16/宙吊りの窓
MOTORアワー
拭きゴンドラ(二)
ミスフィット・ガレージ シーズン3: 名車再生！クラシックカー・
インフォマーシャル(日)
'70 1/2 カマロ 前編(字)
ディーラーズ シーズン15:

1985年式マツダRX-7(二)
人気サバイバルシリーズ一挙放送
10:00
ミスフィット・ガレージ シーズン3: 名車再生！クラシックカー・
★THE ISLAND シーズン4: ★THE ISLAND シーズン4: ★THE ISLAND シーズン4: ★THE ISLAND シーズン3: ★THE ISLAND シーズン3: '70 1/2 カマロ 後編(字)
ディーラーズ シーズン15:
10:30 Ep.4(字)
Ep.5(字)
Ep.6(字)
Ep.1 それぞれの始まり(字)
Ep.2 合流(字)
2000年式ポルシェ996(二)
11:00 NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3:
火星ミッション・科学者失踪事 米大統領のUFO機密情報
すぐ近くの地球型惑星(二)
ヒンデンブルク号とナチス(二)
金星・生命体の存在(二)
11:30 件(二)
(二)
12:00 解明・宇宙デブリの脅威(字)
12:30

THE NAKED シーズン2: ガ
イアナ 灼熱のサバンナ(二)

7:30

8:30

9:30
10:00
10:30

★ミリタリー・モーターズ シーズン 11:00
5: A型フォード(二)
11:30
11:55 ★ミリタリー・モーターズ
ゴールド・ラッシュ～人生最後の ヒストリー・オブ・ウェポン: 破壊 アダムの怪しい実験: 「フィフス・ ★カスタム・マスター シーズン2: シーズン5: DC-3 航空機ビジ 12:00
一攫千金～ シーズン9:
力(字)
エレメント」の銃(二)
1969年式カマロ(二)
ネス(二)
12:30
Ep.18 最後の働き(二)
野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし: ド
レスアップ キラキラOL編(ロードスター)(日)
野性爆弾くっきーの中古車ハンターあらし:
完成・試乗 キラキラOL編(ロードス
ター)(日)

12:53 ディスカバリーモーターNews:
Vol.2(日)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

アダムの怪しい実験: ホットドッ
メガ建造～不可能への挑戦～ グ銃(二)
シーズン2: 三峡ダム(二)

13:00

13:30 ★ドリームカー誕生 シーズン2: ブ

★ドリームカー誕生 シーズン2: モー ★ドリームカー誕生 シーズン2: ジ
ガン・スリーホイラー(字)
ネッタG40(字)

インフォマーシャル(日)
★名車再生！クラシックカー・ インフォマーシャル(日)
ディーラーズ シーズン9: ベンツ
★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス ★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
Gクラス(二)

14:00

ファスト＆ラウド シーズン5:
★カスタム・マスター シーズン4: ★カスタム・マスター シーズン4: ★カスタム・マスター シーズン4: メガ建造～不可能への挑戦～ ヒストリー・オブ・ウェポン: 破壊
続・1952年式シボレー・クーペ 1957年式フォード・フェアレーン 1957年式フォード・フェアレーン 1952年式ポンティアック(二) シーズン3: 米海軍・沿海域戦 力(字)
(字)
前編(二)
後編(二)
闘艦(二)

15:00

16:00 ★フューチャーウェポン・21世紀 ★ミリタリー大百科 シーズン2: ★ミリタリー大百科 シーズン2: ★ミリタリー大百科 シーズン2: ★ミリタリー大百科 シーズン2: メガ・エアー: 馬術競技馬(字)
ミリタリーSP
★戦火の軍用機大全: 海軍
戦争の真実 シーズン3: 無人 アメリカ海軍特殊部隊(二)
アメリカ海兵隊(二)
ナチス武装親衛隊(二)
アメリカ空挺部隊(二)
16:30 ヘリ(二)
の航空機(二)

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

★戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

17:00

★戦場の真実: ミッドウェー海
戦(二)

18:00

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.3 冬編 誤算
(字)

19:00

解明・宇宙デブリの脅威(字)

20:00

ガッティ・ヴェイロン(字)

14:00 ★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: モーガ ディーラーズ シーズン9: ＢＭ
14:30 ン(二)
Ｗ Ｍ５(二)
15:00 ファスト＆ラウド シーズン5:
1952年式シボレー・クーペ
15:30 (字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★ドリームカー誕生 シーズン2: ルク ★ドリームカー誕生 シーズン2: シボ
レー・コルベットC7（第7世代）(字)
ラLC470(字)

★名車再生！クラシックカー・ ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ルノー・ ディーラーズ シーズン9: ポル
アルピーヌ(二)
シェ 914(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents エンジニアリングアワー

DC７衝突テスト(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:30 ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: ★NASA超常ファイル シーズン ★まさかの時のサバイバル: 大地震
(字)
3: 砂漠地帯・謎の宇宙船
3: ISS・非常警報発令(二) 火星・謎のメッセージ(二)
木星の呪い(二)
3: 太陽の双子星(二)
18:00 (二)
THE NAKED シーズン2: メキ
シコ 人間を蝕む密林(二)
18:30 THE ISLAND シーズン4:
THE ISLAND シーズン4:
THE ISLAND シーズン4:
THE ISLAND シーズン3:
THE ISLAND シーズン3:
Ep.4(字)
Ep.5(字)
Ep.6(字)
Ep.1 それぞれの始まり(字)
Ep.2 合流(字)
19:00
ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ シーズン9:
★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン ★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ ★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す Ep.18 最後の働き(二)
19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母 ★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
20:00

20:30

艦上の着陸事故(二)

機・離陸失敗(二)

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: ドレスアップ キラキラOL編(ロードス
ター)(新)(日)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ヒストリー・オブ・ウェポン: スピー ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
★メガ建造～不可能への挑戦
後の一攫千金～ シーズン9: ド勝負(字)
～ シーズン2: 三峡ダム(二)
Ep.18 最後の働き(新)(二)

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: 完成・試乗 キラキラOL編(ロードス
ター)(新)(日)

21:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
21:30 1985年式マツダRX-7(二)
22:00 ☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
22:30 2000年式ポルシェ
996(新)(二)
23:00 ★千原ジュニアの 名車再生！プロジェ
クト: いすゞベレット1600GTR 3(日)

23:30

★千原ジュニアの 名車再生！プロジェクト:
アルファロメオ1750スパイダーベローチェ
1(日)

イ崩落(二)

★メガ建造～不可能への挑戦 ★ミスフィット・ガレージ シーズン ☆ベーリング海のゴールドラッ
～ シーズン3: 米海軍・沿海 3: '70 1/2 カマロ 前編(字) シュ シーズン5: Ep.3 冬編
域戦闘艦(二)
誤算(新)(字)
DISCO presents テクノロジーアワー

☆メガ・エアー: 馬術競技馬
(新)(字)☆メガ・エアー: 馬
術競技馬(新)(字)
★ミステリー・ミュージアム シー
ズン11: ロケット開発秘話
(字)

24:00 名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: モーガ ディーラーズ シーズン9: ＢＭ
24:30 ン(二)
Ｗ Ｍ５(二)
25:00 ファスト＆ラウド シーズン5:
1952年式シボレー・クーペ
25:30 (字)

制御不能(二)

★ミスフィット・ガレージ シーズン ★THE NAKED シーズン2:
3: '70 1/2 カマロ 後編(字) タイ 豪雨の脅威(二)

る大型トラック(二)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
16: Ep.18 機械仕掛けの鳥(新)(字)

☆ヒストリー・オブ・ウェポン:
海戦(新)(字)
21:55 ☆兵器革命: 巨大
兵器(新)(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★ザ・無人島生活: Ep.2 シェ 三菱電機 presents スペースアワー
一攫千金～ シーズン9:
ルター作り(字)
☆解明・驚異の宇宙天気
Ep.17 雨を降らせろ(二)
(新)(字)

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

20:30

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズン
15: Ep.17 真珠養殖(字)

22:53 明日への扉(日)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ルノー・ ディーラーズ シーズン9: ポル
アルピーヌ(二)
シェ 914(二)

☆HATE ～人はなぜ憎むの
か～: 仲間と部外者
(新)(字)

スタンク爆発(二)

13:30

★名車再生！クラシックカー・ プラネットグリーン
ディーラーズ シーズン12: フォル ★モーガン・フリーマン 時空の
クスワーゲン・タイプ181(二)
彼方 シーズン7: 正当化する
心(二)
★名車再生！クラシックカー・ ★宇宙で何が起こっているの
ディーラーズ シーズン12: デ
か？: 太陽系編(二)
ソート・ファイアドーム(二)

21:00

HATE ～人はなぜ憎むのか
☆アダムの怪しい実験: ホット ～: 仲間と部外者(字)
ドッグ銃(新)(二)

23:00

三菱電機 presents ワールドテックアワー

名車再生！クラシックカー・
☆アダムの怪しい実験:
ディーラーズ シーズン9: ベンツ WWIの戦闘機(新)(二)
Gクラス(二)

21:30
22:00
22:30

23:30

メガ・エアー: 馬術競技馬(字) 24:00
24:30

戦火の軍用機大全: 空中戦
(二)

★メガ輸送プロジェクト シーズ
ン1: 海洋掘削装置(二)

25:00

26:00 フューチャーウェポン・21世紀
ミリタリー大百科 シーズン2: ア ミリタリー大百科 シーズン2: ア ミリタリー大百科 シーズン2: ナ ミリタリー大百科 シーズン2: ア 戦火の軍用機大全: バトル・
戦争の真実 シーズン3: 無人 メリカ海軍特殊部隊(二)
メリカ海兵隊(二)
チス武装親衛隊(二)
メリカ空挺部隊(二)
オブ・ブリテン(二)
26:30 ヘリ(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.3 冬編 誤算
(字)

26:00

27:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
27:30 1985年式マツダRX-7(二)

ザ・無人島生活: Ep.2 シェル
ター作り(字)

27:00

ファスト＆ラウド シーズン5:
カスタム・マスター シーズン4:
カスタム・マスター シーズン4:
カスタム・マスター シーズン4:
続・1952年式シボレー・クーペ 1957年式フォード・フェアレーン 1957年式フォード・フェアレーン 1952年式ポンティアック(二)
(字)
前編(二)
後編(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ミスフィット・ガレージ シーズン3: ベーリング海のゴールドラッシュ
一攫千金～ シーズン9:
'70 1/2 カマロ 前編(字)
シーズン5: Ep.3 冬編 誤算
Ep.18 最後の働き(二)
(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 海戦 戦場の真実: レイテ沖海戦
(字)
(二)

25:30

26:30

27:30

Discovery Channel
2019年10月編成表

月曜日
火曜日
10/28
10/29
4:00 ザ・秘境生活 シーズン1: ルワ 名車再生！クラシックカー・
ンダ(字)
ディーラーズ シーズン15:
4:30
1970年式VWタイプ3ファスト
バック(二)
5:00 THE NAKED シーズン2: メキ アダムの怪しい実験: ホットドッ
シコ 人間を蝕む密林(二)
グ銃(二)
5:30

水曜日
木曜日
10/30
10/31
メガ・エアー: UPSワールドポー ミスフィット・ガレージ シーズン3:
ト(字)
1961年式モーリス・マイナー
後編(字)
メガ建造～不可能への挑戦～ ヒストリー・オブ・ウェポン: スピー
シーズン4: フォード級航空母 ド勝負(字)
艦(二)

5:00

6:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:00

6:30

ドリームカー誕生 シーズン2: モーガ
ン・スリーホイラー(字)

ドリームカー誕生 シーズン2: ジネッ
タG40(字)

ドリームカー誕生 シーズン2: ルクラ
LC470(字)

6:30

ドリームカー誕生 シーズン2: ブガッ
ティ・ヴェイロン(字)

7:00 名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: モーガ ディーラーズ シーズン9: ＢＭ
7:30 ン(二)
Ｗ Ｍ５(二)

名車再生！クラシックカー・
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ルノー・ ディーラーズ シーズン9: ポル
アルピーヌ(二)
シェ 914(二)

金曜日
11/1

土曜日
11/2

日曜日
11/3

4:00
4:30

5:30

7:00
7:30

8:00 フューチャーウェポン・21世紀
ミリタリー大百科 シーズン2: ア ミリタリー大百科 シーズン2: ア ミリタリー大百科 シーズン2: ナ
戦争の真実 シーズン3: 無人 メリカ海軍特殊部隊(二)
メリカ海兵隊(二)
チス武装親衛隊(二)
8:30 ヘリ(二)

8:00

9:00 大惨事の瞬間: Ep.19/航空母艦 大惨事の瞬間: Ep.20/新型機・
離陸失敗(二)

大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン制 大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェイ
御不能(二)
崩落(二)

9:00

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

上の着陸事故(二)

インフォマーシャル(日)

10:00

8:30

9:30

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE ISLAND シーズン3: ★THE ISLAND シーズン3: ★THE ISLAND シーズン3: ★THE ISLAND シーズン3:
10:30 Ep.3 崖っぷちの漁(字)
Ep.5 狩りの成果(字)
Ep.6 最後の追い込み(字)
Ep.4 遠征(字)

10:00

11:00 NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3: NASA超常ファイル シーズン3:
火星・謎のメッセージ(二)
砂漠地帯・謎の宇宙船(二) ISS・非常警報発令(二)
木星の呪い(二)
11:30

11:00

12:00 解明・驚異の宇宙天気(字)

12:00

12:30

THE NAKED シーズン2: メキ ゴールド・ラッシュ～人生最後の ヒストリー・オブ・ウェポン: 海戦
シコ 人間を蝕む密林(二)
一攫千金～ シーズン9:
(字)
Ep.19 寒さとの闘い(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

13:00

13:30 ★ドリームカー誕生 シーズン2:

★ドリームカー誕生 シーズン2: テス ★ドリームカー誕生 シーズン2: スー ★ドリームカー誕生 シーズン2: ケー
ラ・モデルS(字)
パーフォーマンスMKIII(字)
ニッグゼグOne：1(字)

13:30

14:00 ★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ジャ
14:30 ガーＸＫ８(二)
14:55 ★カスタム・マスター
15:00 シーズン4: 緑色の1969年式
カマロ(二)
15:30

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: コブラ
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ウィリス
ジープ(二)

14:00

★カスタム・マスター シーズン4: ★カスタム・マスター シーズン4: ★カスタム・マスター シーズン4:
1967年式シボレー・ノヴァ(二) シボレー・ノマド風ゴルフカート 1927年式シャドウ・ロッド(二)
(二)

15:00

16:00 ★ミリタリー大百科 シーズン2: ★ミリタリー大百科 シーズン2: ★ミリタリー大百科 シーズン2: ★ミリタリー大百科 シーズン2:
グリーン・ベレー(二)
アメリカ陸軍レンジャー(二)
ＳＡＳ(二)
英海兵隊コマンド部隊(二)
16:30

16:00

17:00 インフォマーシャル(日)

17:00

KTM X-BOW(字)

15:53 ディスカバリーモーターNews:
Vol.2(日)

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 シーズン9: ジャ
ガーマーク２(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

10:30

11:30

12:30

14:30

15:30

16:30

17:30 ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン ★NASA超常ファイル シーズン
3: 地球上のエイリアン(二)
3: 火星のストーンヘンジ(二) 3: CIAの秘密復讐計画(二) 3: 月の奇妙な秘密(二)
18:00

17:30

18:30 THE ISLAND シーズン3:
Ep.3 崖っぷちの漁(字)
19:00

18:30

THE ISLAND シーズン3:
Ep.4 遠征(字)

THE ISLAND シーズン3:
Ep.5 狩りの成果(字)

THE ISLAND シーズン3:
Ep.6 最後の追い込み(字)

18:00

19:00

19:30 ★大惨事の瞬間: Ep.26/花火か ★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ ★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街 ★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最

19:30

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
☆ゴールド・ラッシュ～人生最 ヒストリー・オブ・ウェポン: 破壊 ミツトヨ presents エンジニアリングアワー
★メガ建造～不可能への挑戦
後の一攫千金～ シーズン9: 力(字)
～ シーズン2: ゴッタルドベース
Ep.19 寒さとの闘い
トンネル(二)
(新)(二)

20:00

★メガ建造～不可能への挑戦 ★ミスフィット・ガレージ シーズン ☆ベーリング海のゴールドラッ
～ シーズン4: フォード級航空 3: 1961年式モーリス・マイ
シュ シーズン5: Ep.4 冬編
母艦(二)
ナー 前編(字)
過去の重荷(新)(字)

21:00

ら400軒の大火災(二)

20:00

☆野性爆弾くっきーの中古車ハンターあら
し: キラキラOLまとめ編(ロードス
ター)(新)(日)

20:30 ☆野性爆弾くっきーの中古車ハン
ターあらし: 総集編(新)(日)

21:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
21:30 2000年式ポルシェ996(二)

ロケット大爆発(字)

の大規模地滑り(字)

悪ガス管爆発事故(字)

20:30

21:30

22:00 ☆名車再生！クラシックカー・ DISCO presents テクノロジーアワー
ディーラーズ シーズン15:
☆メガ・エアー: UPSワールド
22:30 1970年式VWタイプ3ファス ポート(新)(字)
トバック(新)(二)
23:00 ★千原ジュニアの 名車再生！プロジェクト: ★ミステリー・ミュージアム シー
アルファロメオ1750スパイダーベローチェ
ズン11: タイタニック号のバイオ
2(日)
23:30 ★千原ジュニアの 名車再生！プロジェクト: リン(字)

★ミスフィット・ガレージ シーズン ★THE NAKED シーズン2:
ガイアナ 決意の再挑戦(二)
3: 1961年式モーリス・マイ
ナー 後編(字)

22:00

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★ザ・無人島生活: Ep.3 狩
一攫千金～ シーズン9:
り(字)
Ep.18 最後の働き(二)

23:00

24:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ジャ
24:30 ガーＸＫ８(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: コブラ
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ジャ
ガーマーク２(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ウィリス
ジープ(二)

24:00

25:00 カスタム・マスター シーズン4:
緑色の1969年式カマロ(二)
25:30

カスタム・マスター シーズン4:
カスタム・マスター シーズン4:
1967年式シボレー・ノヴァ(二) シボレー・ノマド風ゴルフカート
(二)

カスタム・マスター シーズン4:
1927年式シャドウ・ロッド(二)

25:00

超貴重【ハコスカ】を大解体！GTR仕様
に！(日)

22:30

23:30

24:30

25:30

26:00 ミリタリー大百科 シーズン2: ア ミリタリー大百科 シーズン2: グ ミリタリー大百科 シーズン2: Ｓ ミリタリー大百科 シーズン2: 英
メリカ陸軍レンジャー(二)
リーン・ベレー(二)
ＡＳ(二)
海兵隊コマンド部隊(二)
26:30

26:00

27:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
27:30 2000年式ポルシェ996(二)

27:00

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ミスフィット・ガレージ シーズン3: ベーリング海のゴールドラッシュ
一攫千金～ シーズン9:
1961年式モーリス・マイナー
シーズン5: Ep.4 冬編 過去
Ep.19 寒さとの闘い(二)
前編(字)
の重荷(字)

26:30

27:30

