Discovery Channel
2021年1月編成表
月曜日
火曜日
12/28
12/29
ザ・無人島生活:
Ep.4
4:00
サバイバルの舞台裏(字) ★カスタム・マスター
シーズン2: 1954年式
4:30
フォード(二)

水曜日
12/30

木曜日
12/31

金曜日
1/1

土曜日
1/2
宇宙の解体新書 シーズ
★カスタム・マスター シー ★ファスト＆ラウド シーズ ★ファスト＆ラウド シーズ ン4: 天の川(二)

5:00 ベーリング海の一攫千金

年末年始クルマSP

ズン2: 1960年式キャデラッ ン1: リンカーン・コンチネ ン1: スリーウインドウの
ク(二)
ンタル・マークⅢ(字)
フォード(字)

日曜日
1/3
フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シー
ズン3: 無人戦闘車両
(二)

4:00
4:30

シーズン16: Ep.20 厄介な
事態(字)

★カスタム・マスター
シーズン2: 1964年式マ
リブ(二)

★カスタム・マスター
シーズン2: カッパー・
キャディー(二)

★ファスト＆ラウド
シーズン1: フォード
F100(字)

★ファスト＆ラウド
シーズン1: フォード・
フェアモント(字)

★モーガン・フリーマン 大解剖！世界歴史建築ミス
時空の彼方 シーズン4: テリー シーズン2: 呪われ
た屈折ピラミッド(字)
自由意志(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)

インフォマーシャル(日)

★タイムワープ 瞬間の世界: ブ
レイクダンス(字)

★ダーク・シークレット: 謎の巨
大海洋生物(二)

6:00

6:30

クラシックカー・コレクション シーズ クラシックカー・コレクション
クラシックカー・コレクション
ン9: オーバーン・ボートテール・ス
シーズン9: 1932年式パッカード・ シーズン9: V8 60 ミジェット・
ピードスター(二)
ツインシックス(二)
レースカー(二)

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)

★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)

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9: モーガン
(二)

★名車再生！クラシック ★THE NAKED シーズン5
カー・ディーラーズ
特別編: 気まずい瞬間
シーズン9: ＢＭＷ Ｍ５ (二)
(二)

★大脱出！サバイバル
レース: ボルネオ(字)

7:00

5:30

7:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ
7:30 シーズン8: カルマンギ
ア(二)

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

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ
シーズン9: フィアッ
ト・ディーノ(二)

★３．１１からの出発: 復活！東
北 魂の酒(二)

8:00 トップギア シーズン10: トップギア シーズン10: トップギア シーズン10: トップギア シーズン10: ★トップギア シーズン
アウディ・R8/ポル
ロールスロイス・ファン V8 ヴァンテージ・ロー キャンピングカー・レー 10: アストン・マーティ
ドスター/カパロ T1(字) スSP(字)
ン DBS(字)
インフォマーシャル(日)
8:30 シェ・911 カレラS(字) トム・ドロップヘッド
クーペ(字)
9:00

世界のモノ作り シーズン15: オー シリーズ工場見学 シーズン2:
完全マニュアル: 宇宙服の作り方
トバイ ほか(字)
ビー玉/フィルター/工具箱/緩衝材 (字)
(二)

7:30
★不用品 高く売ります: Ep.4(字)

8:00

インフォマーシャル(日)

8:30

BigドリームSmallハウス シーズン ★クリエイターとその愉快な仲間
5: アウトドア基地(二)
たち: エピソード８(日)

MotorTrend
★ディーゼル・ブラザーズ: ★名車再生！クラシック
フォードF650巨大化計画
カー・ディーラーズ シーズ
☆おあそびマスターズ:
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)
(字)
ン15: ボルボ・アマゾン
Ep.46(新)(日)
122(二)
★ディーゼル・ブラザーズ: ★名車再生！クラシック
人気サバイバルシリーズ一挙放送
10:00
★THE NAKED シーズン1: フロ ★THE NAKED シーズン1: コロ ★THE NAKED シーズン1: ヘビ ★THE NAKED シーズン1: 気ま ★THE NAKED シーズン2: ガイ 1948年式ウィリス・ジープ カー・ディーラーズ シーズ
(字)
ン15: トヨタ・ランドク
リダ アリゲーターの王国(二) ンビア 未開のジャングル(二) との遭遇SP(二)
ずい瞬間SP(二)
アナ 灼熱のサバンナ(二)
10:30
ルーザー(二)

9:30
10:00
10:30

★地球外生命体との遭遇 ★JDM！日本車カスタム in ★オーバーホール 改造車の 11:00
US: 日産スカイラインGT-X 世界 シーズン4: シボ
シーズン3: Ep.5(字)
エンジン交換(二)
レー・シェベル(二)
11:30

地球外生命体との遭遇
シーズン1: Ep.2(二)

12:00 宇宙の解体新書 シーズ
ン4: ホワイトホール
12:30 (二)

大解剖！世界歴史建築ミ SF界の巨匠たち: ジュー アドルフ・ヒトラー年代 ★フューチャーウェポ
ステリー シーズン2: 古 ル・ヴェルヌ(字)
記: パート4 1939-1945 ン・21世紀 戦争の真実
代都市ポンペイのミイラ
年(二)
シーズン3: 無人戦闘車
(字)
両(二)

★オーバーホール 改造車の ★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン10: 栄光の
世界 シーズン4: ビュイッ
フォード・マスタング(字) クGS(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★大解剖！世界歴史建築 ★コンタクト～エイリア 13:00
ミステリー シーズン2: ン徹底調査～: UFOと地
呪われた屈折ピラミッド 震(字)
13:30
(字)

インフォマーシャル(日)

地球外生命体との遭遇
シーズン2: Ep.4(字)

9:00

11:00 地球外生命体との遭遇
シーズン1: Ep.1(二)
11:30

13:30

地球外生命体との遭遇
シーズン2: Ep.3(字)

5:30

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: ベガス・タ ★CAR FIX シーズン2: レアなキャ ★CAR FIX シーズン2: リドラー賞 ★CAR FIX シーズン2: 1987年式コ ★CAR FIX シーズン2: 1970年式
イヤショー(二)
ディ(二)
(二)
ルベット(二)
クーダ・コンバーチブル(二)

14:00 ★名車再生！クラシック

12:00
12:30

★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ
ン9: ルノー・アルピーヌ
ン9: ポルシェ 914(二)
ン9: ベンツGクラス(二)
ン9: ジャガーＸＫ８(二)
ン9: コブラ(二)
★タイムワープ
瞬間の世界:
チ
★ダーク・シークレット:
ニカラ
14:30 (二)
アリーダー(字)
グアの怪物(二)

14:00

15:00 ☆トップギア シーズン10: ☆トップギア シーズン10: ☆トップギア シーズン10: ☆トップギア ボツワナ
ルノー・R25 F1マシン
ディーゼルカー 24時間耐 最優秀・ワーストカー
SP(新)(字)
(新)(字)
久レース(新)(字)
SP(新)(字)

15:00

★戦場の真実: ベトナ
ム・ケサンの戦い(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)

シーズン3: 太陽(二)

15:30

★戦場の真実: カンダハ ★戦場の真実: バグダッ ★解明・宇宙の仕組み
ルの戦い(二)
ド侵攻(二)
シーズン3: 宇宙の終わ
り(二)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン4: 超大質量ブ
ラックホール(二)

16:00

インフォマーシャル(日)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン4: 宇宙形成の
原動力(二)

17:00

★解明・宇宙の仕組み
シーズン4: 月の秘密
(二)

18:00

★解明・宇宙の仕組み
シーズン4: 海の誕生
(二)

19:00

★宇宙の解体新書 シー
ズン4: ホワイトホール
(二)

20:00

インフォマーシャル(日)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン3: 木星(二)

17:30 ★地球外生命体との遭遇 ★地球外生命体との遭遇 ★地球外生命体との遭遇 ★地球外生命体との遭遇 ★地球外生命体との遭遇
シーズン3: Ep.6(字)
シーズン3: Ep.7(字)
シーズン3: Ep.8(字)
シーズン3: Ep.9(字)
シーズン3: Ep.10(字)
★解明・宇宙の仕組み
18:00
シーズン3: 宇宙の最初
の1秒間(二)
THE NAKED シーズン1:
THE NAKED シーズン1:
THE NAKED シーズン1:
THE NAKED シーズン2:
18:30 THE NAKED シーズン1:
フロリダ アリゲーター コロンビア 未開のジャ ヘビとの遭遇SP(二)
気まずい瞬間SP(二)
ガイアナ 灼熱のサバン
の王国(二)
ングル(二)
ナ(二)
★解明・宇宙の仕組み
19:00
シーズン3: 土星(二)
★世界のモノ作り
シーズン15:
ス
★シリーズ工場見学
シーズン2:
★完全マニュアル:
航空母艦の作
★BigドリームSmallハウス
シーズ
☆クリエイターとその愉快な仲間
19:30
ロットルボディほか(字)

20:30

街灯/ノコギリ/コーヒー/窓ガラス り方(字)
(二)

ン5: 湖畔の奇抜ハウス(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

20:00

☆オーバーホール 改造車の世 ☆ベーリング海の一攫千金
界 シーズン10: 栄光のフォー シーズン16: Ep.21 始まりの
ド・マスタング(新)(字)
終わり(新)(字)

21:00 名車再生！クラシック

★メガ建造～不可能への挑
カー・ディーラーズ シーズ 戦～ シーズン3: ロンド
ン15: ボルボ・アマゾン
ン・クロスレール(二)
21:30 122(二)

22:00 ☆名車再生！クラシック

★ゴールドラッシュ49ers:
#1(字)
ディーゼル・ブラザーズ:
フォードF650巨大化計画
(字)

☆大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 呪われた
屈折ピラミッド(新)(字)

たち: エピソード９(新)(日)

★解明・宇宙の仕組み
シーズン3: 大量絶滅
★密着！RC模型ビルダー
シーズン2: 大型コンテナ船 (二)
(二)

★追跡！コロンビア麻薬王 ★ヒトラー帝国の黒幕たち: ★解明・宇宙の仕組み
の埋蔵金: Ep.3 受刑者(二) ハインリヒ・ヒムラー(二) シーズン3: 天の川銀河

1948年式ウィリス・ジープ
(字)

23:30

1: ミイラの呪い(字)

ト・A・ハインライン(字)

★カスタム・マスター
シーズン2: 1969年式カ
マロ(二)

★ファスト＆ラウド
シーズン1: ロケット
88(字)

20:30

★解明・宇宙の仕組み
シーズン3: もうひとつ
の地球(二)

★スペースタイム・宇宙 23:00
ガイド シーズン3: 火星
へ行く船(二)
23:30

★解明・宇宙の仕組み
シーズン4: 車の材料の
起源(二)

★解明・驚異の宇宙天気 24:00
(字)
24:30

★ファスト＆ラウド ★ミリタリー・モーター ★解明・宇宙の仕組み
シーズン1: モデルAロー ズ シーズン1: エアスト シーズン4: 太陽系の果
ドスター(字)
リーム／シボレー
て(二)
K30(二)

★もっと解明・宇宙の仕 25:00
組み 2時間SP(二)
25:30

21世紀 戦争の真実 シーズ
ン3: アラスカのストライ
カー装甲車(二)

死のハンティング(新)(二) ン4: 天の川(新)(二)

★カスタム・マスター シー ★カスタム・マスター シー ★ファスト＆ラウド シーズ ★ファスト＆ラウド シーズ ★ミリタリー・モーターズ
ズン2: 2013年式ダッジチャ ン1: モデルA(字)
ン1: シボレー・フリートマ シーズン1: 世界一短いハ
レンジャー(二)
スター(字)
マー(二)

★カスタム・マスター
シーズン2: 1970年式マ
スタング(二)
25:30

19:30

☆コンタクト～エイリ
アン徹底調査～: 闇に
包まれた陰謀(新)(字)

1959年式ビュイッ
24:30 ズン2:
ク・インヴィクタ(二)

25:00

18:30

★解明・宇宙の仕組み
シーズン3: 宇宙移民
(二)

別編: 気まずい瞬間
(新)(二)

年末年始クルマSP

24:00

17:30

★モーガン・フリーマン 21:00
時空の彼方 シーズン4:
ヒッグス粒子(二)
21:30

23:00 ★JDM！日本車カスタム in ★怪事件ファイル シーズン ★SF界の巨匠たち: ロバー ☆THE NAKED アローン: 決 ☆宇宙の解体新書 シーズ
US: 日産スカイラインGT-X
エンジン交換(二)

16:30

の誕生(二)

DISCO presents テクノロジーア ★ディーゼル・ブラザーズ: ☆THE NAKED シーズン5 特 ★フューチャーウェポン・

カー・ディーラーズ シー ワー
ズン15: トヨタ・ランドク ★海洋メガマシン: 世界最
大級クルーズ客船(字)
22:30 ルーザー(新)(二)

14:30

シーズン4: 生命の起源
(二)

15:30

16:00 ★戦場の真実: ファルー ★戦場の真実: ベトナ
ジャの戦闘(二)
ム・フエ攻防戦(二)
16:30

☆トップギア シーズン11:
年末年始宇宙SP
フィアットクーペ／レクサ
★解明・宇宙の仕組み
★解明・宇宙の仕組み
スLS400(新)(字)

22:00
22:30

26:00 ★カスタム・マスター
シーズン2: 1932年式
26:30 ロードスター(二)

★カスタム・マスター
シーズン2: 1967年式シ
ボレー・ノヴァ(二)

★ファスト＆ラウド
シーズン1: キャデラッ
ク・ドゥビル(字)

★ファスト＆ラウド
シーズン1: シボレー・
インパラ(字)

★ミリタリー・モーター ★解明・宇宙の仕組み
ズ シーズン1: REO社 巨 シーズン4: 地球の未来
大トラック(二)
と金星(二)

26:00

27:00 ★カスタム・マスター
シーズン2: 1942年式イ
27:30 ンパラ(二)

★カスタム・マスター
シーズン2: 1968年式シ
ボレー・シェベル(二)

★ファスト＆ラウド
シーズン1: フォード・
ギャラクシー(字)

★ファスト＆ラウド
シーズン1: ウッディ
ル・ワイルドファイア
(字)

★ミリタリー・モーターズ ★アドルフ・ヒトラー年 ★THE NAKED アローン:
シーズン1: BTR-50装甲兵員 代記: パート4 1939決死のハンティング(二)
輸送車(二)

27:00

1945年(二)

26:30

27:30

Discovery Channel
2021年1月編成表
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
1/4
1/5
1/6
1/7
大脱出！サバイバルレー
名車再生！クラシック
海洋メガマシン:
最強バ
ディーゼル・ブラザー
4:00
ス: ボルネオ(字)
カー・ディーラーズ
ケット浚渫船(字)
ズ: シボレー・デュラ
シーズン15: メルクール
マックス(字)
4:30
Xr4ti(二)

金曜日
土曜日
1/8
1/9
サバイバルゲーム：冒険 宇宙の解体新書 シーズ
の日々(字)
ン4: 木星(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)

モーガン・フリーマン
時空の彼方 シーズン4:
ヒッグス粒子(二)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: タイタ
ニック号 最後の謎(字)

5:00

タイムワープ
リーダー(字)

ダーク・シークレット: ニカラグ
アの怪物(二)

6:00

インフォマーシャル(日)

6:30

瞬間の世界: チア

6:00

インフォマーシャル(日)

6:30

★CAR FIX シーズン2: ベガス・タ ★CAR FIX シーズン2: レアなキャ ★CAR FIX シーズン2: リドラー賞 ★CAR FIX シーズン2: 1987年式コ CAR FIX シーズン2: 1970年式クー インフォマーシャル(日)
イヤショー(二)
ディ(二)
(二)
ルベット(二)
ダ・コンバーチブル(二)

7:00 ★名車再生！クラシック
7:30

★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
サバイバルゲーム：冒険 ★大脱出！サバイバル
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ の日々(字)
レース: カザフスタン
ン9: ルノー・アルピーヌ
ン9: ポルシェ 914(二)
ン9: ベンツGクラス(二)
ン9: ジャガーＸＫ８(二)
ン9: コブラ(二)
(字)
(二)

8:00 ★トップギア シーズン10: ★トップギア シーズン10: ★トップギア シーズン10: ★トップギア ボツワナ
ルノー・R25 F1マシン(字) ディーゼルカー 24時間耐久 最優秀・ワーストカー
SP(字)
レース(字)
SP(字)
8:30
9:00

★世界のモノ作り シーズン15: ス ★シリーズ工場見学 シーズン2:
★完全マニュアル: 航空母艦の作
ロットルボディほか(字)
街灯/ノコギリ/コーヒー/窓ガラス り方(字)
(二)

トップギア シーズン11:
フィアットクーペ／レクサ
スLS400(字)

8:00

インフォマーシャル(日)

8:30

JDM！日本車カスタム in
US: 1972年式日産スカイラ
インGT-R(二)

10:00
10:30

12:00

ヒトラー帝国の黒幕た
ち: ハインリヒ・ヒム
ラー(二)

フューチャーウェポン・21 オーバーホール 改造車の世 ★オーバーホール 改造車の
世紀 戦争の真実 シーズン 界 シーズン10: ランドク
世界 シーズン4: CNNのハ
3: アラスカのストライカー ルーザー(字)
マー(二)
装甲車(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)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)
★CAR FIX シーズン2: 続・オフ
ロード仕様ジープ(二)

9:30

11:00

★SF界の巨匠たち: ロ
バート・A・ハインライ
ン(字)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: タイタ
ニック号 最後の謎(字)

9:00

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン4: フォード
F100(二)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 呪われ
た屈折ピラミッド(字)

★CAR FIX シーズン2: オフロード ★CAR FIX シーズン2: シボレー・ ★CAR FIX シーズン2: 溶接
仕様ジープ(二)
モンテカルロ(二)
ABC(二)

7:30

インフォマーシャル(日)

12:00 宇宙の解体新書 シーズ
ン4: 天の川(二)
12:30

★CAR FIX シーズン2: Cノッチ加
工(二)

7:00

★不用品 高く売ります: Ep.5(字)

★BigドリームSmallハウス シーズ クリエイターとその愉快な仲間た
ン5: 湖畔の奇抜ハウス(二)
ち: エピソード９(日)

11:00 ★地球外生命体との遭遇 ★地球外生命体との遭遇 ★地球外生命体との遭遇 ★地球外生命体との遭遇 地球外生命体との遭遇
シーズン3: Ep.6(字)
シーズン3: Ep.7(字)
シーズン3: Ep.8(字)
シーズン3: Ep.9(字)
シーズン3: Ep.10(字)
11:30

5:30

★３．１１からの出発: 大震災を
乗越え 蘇れ！寒流のり(二)

MotorTrend
ディーゼル・ブラザーズ:
名車再生！クラシック
1948年式ウィリス・ジープ
カー・ディーラーズ シーズ
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)
(字)
ン15: トヨタ・ランドク
ルーザー(二)
ディーゼル・ブラザーズ:
名車再生！クラシック
人気サバイバルシリーズ一挙放送
10:00
★THE NAKED シーズン2: メキ ★THE NAKED シーズン2: タイ ★THE NAKED シーズン2: ガイ ★THE NAKED シーズン2: メキ ★THE NAKED シーズン2: タイ シボレー・デュラマックス カー・ディーラーズ シーズ
(字)
ン15: メルクール
シコ 人間を蝕む密林(二)
豪雨の脅威(二)
アナ 決意の再挑戦(二)
シコ 地獄の園(二)
ネズミの島(二)
10:30
Xr4ti(二)

13:30

4:00
4:30

5:00 ★ベーリング海の一攫千金 フューチャーウェポン・21 コンタクト～エイリアン スペースタイム・宇宙ガ 怪事件ファイル シーズ
シーズン16: Ep.21 始まり 世紀 戦争の真実 シーズン 徹底調査～: 闇に包まれ イド シーズン3: 火星へ ン1: 人体自然発火(字)
の終わり(字)
3: アラスカのストライカー
た陰謀(字)
行く船(二)
5:30
装甲車(二)
インフォマーシャル(日)

日曜日
1/10
奇跡の建造: 台中国家歌
劇院(字)

11:30

12:30

コンタクト～エイリアン 13:00
徹底調査～: 闇に包まれ
た陰謀(字)
13:30

14:00 ★名車再生！クラシック

★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ
ン9: ジャガーマーク２(二) ン9: ウィリスジープ(二)
ン9: スカイライン(二)
ン9: トライアンフＴＲ６
ン9: BMWイセッタ(二)
★タイムワープ
瞬間の世界:
射
★ダーク・シークレット:
過去へ
14:30
(二)
撃(字)
行った男(二)

14:00

15:00 ☆トップギア シーズン11: ☆トップギア シーズン11: ☆トップギア シーズン11: ☆トップギア シーズン11: ☆トップギア シーズン11: 怪事件ファイル シーズ
アウディRS6アバント／三 アルファロメオ特集
日産GT-R vs. 新幹線
高級リムジン特集(新)(字) イギリス陣 VS. ドイツ陣 ン1: 人体自然発火(字)
菱ランサーエボリューショ (新)(字)
(新)(字)
チャレンジ特集(新)(字)
15:30 ンX(新)(字)

15:00

ミリタリーSP
ヒトラー帝国の黒幕たち:
ヨーゼフ・ゲッベルス(二)

14:30

15:30

16:00 ★戦場の真実: レイテ沖 ★戦場の真実: ミッド
海戦(二)
ウェー海戦(二)
16:30

★戦場の真実: 沖縄戦
(二)

★戦場の真実: 長津湖の ★戦場の真実: バルジの ベーリング海の一攫千金 フューチャーウェポン・21 16:00
戦い(二)
戦い(二)
シーズン16: Ep.22 血縁 世紀 戦争の真実 シーズン
3: A-10サンダーボルト(二)
者の絆(字)
16:30

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)

17:30 ★宇宙人遭遇体験を調査 ★宇宙人遭遇体験を調査 ★宇宙人遭遇体験を調査 ★宇宙人遭遇体験を調査 ★ナチスのUFO開発計画
せよ: Ep.1 拉致と光
せよ: Ep.2 収穫(字)
せよ: Ep.3 軍事機密
せよ: Ep.4 侵入者(字) (二)
(字)
18:00 (字)
18:30 THE NAKED シーズン2:
メキシコ 人間を蝕む密
19:00 林(二)

THE NAKED シーズン2:
タイ 豪雨の脅威(二)

THE NAKED シーズン2:
ガイアナ 決意の再挑戦
(二)

THE NAKED シーズン2:
メキシコ 地獄の園(二)

THE NAKED シーズン2:
タイ ネズミの島(二)

19:30 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)

☆クリエイターとその愉快な仲間
たち: エピソード10(新)(日)

20:30

☆オーバーホール 改造車の世 ☆ベーリング海の一攫千金
界 シーズン10: ランドクルー シーズン16: Ep.22 血縁者の
ザー(新)(字)
絆(新)(字)

21:00 名車再生！クラシック

★メガ建造～不可能への挑
カー・ディーラーズ シーズ 戦～ シーズン3: 東京スカ
ン15: トヨタ・ランドク
イツリー(二)
21:30 ルーザー(二)

17:30

追跡！コロンビア麻薬王 19:00
の埋蔵金: Ep.4 ジャン
グル(二)
19:30

SF界の巨匠たち: ジョー
日曜宇宙シアター
20:00
ジ・ルーカス(字)
宇宙の解体新書 シーズン4:
天の川(二)
20:30

★ゴールドラッシュ49ers:
#2(字)

☆大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: タイタ
ニック号 最後の謎(新)(字)

ディーゼル・ブラザーズ:
1948年式ウィリス・ジープ
(字)

★追跡！コロンビア麻薬王 ★ヒトラー帝国の黒幕たち: ★名車再生！クラシック ★モーガン・フリーマン 時
の埋蔵金: Ep.4 ジャングル ヨーゼフ・ゲッベルス(二) カー・ディーラーズ
空の彼方 シーズン4: 生物
(二)
の進化と神(二)

★密着！RC模型ビルダー
シーズン2: 電動ヘリコプ
ター(二)

17:00

サバイバルゲーム：冒険 ★戦闘艦大全: 冷戦時代 18:00
の日々(字)
(二)
18:30
ザ・マンハント シーズ
ン1: 制作舞台裏(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

20:00

ゴールドラッシュ49ers: ★戦火の軍用機大全: 海軍
の航空機(二)
#2(字)

21:00

シーズン11: シトロエン
2CV(二)

21:30

★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズ
ン3: A-10サンダーボルト
(二)

★名車再生！クラシック
☆コンタクト～エイリアン
カー・ディーラーズ シーズ 徹底調査～: 謎の黒服集団
ン11: マセラティ
(新)(字)
3200GT(二)

22:00

23:00 ★JDM！日本車カスタム in ★怪事件ファイル シーズン ★SF界の巨匠たち: ジョー ★ザ・マンハント シーズン ☆宇宙の解体新書 シーズ

★奇跡の建造: 台中国家 ★スペースタイム・宇宙ガ
イド シーズン3: 宇宙の光
歌劇院(字)

23:00

22:00 ☆名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シー
ズン15: メルクール
22:30 Xr4ti(新)(二)

23:30

US: 1972年式日産スカイラ
インGT-R(二)

DISCO presents テクノロジーア ★ディーゼル・ブラザーズ: ★サバイバルゲーム：冒険
ワー
シボレー・デュラマックス の日々(字)

★海洋メガマシン: 最強バ
ケット浚渫船(字)

1: 人体自然発火(字)

(字)

ジ・ルーカス(字)

1: 制作舞台裏(字)

ン4: 木星(新)(二)

(二)

名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
ミリタリーSP
24:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ ヒトラー帝国の黒幕たち:
ン9: ジャガーマーク２(二) ン9: ウィリスジープ(二)
ン9: スカイライン(二)
ン9: トライアンフＴＲ６
ン9: BMWイセッタ(二)
ハインリヒ・ヒムラー(二)
24:30
(二)

25:00 トップギア シーズン11: トップギア シーズン11: トップギア シーズン11: トップギア シーズン11: トップギア シーズン11:
アウディRS6アバント／ アルファロメオ特集(字) 日産GT-R vs. 新幹線
高級リムジン特集(字)
イギリス陣 VS. ドイツ
(字)
陣 チャレンジ特集(字)
25:30 三菱ランサーエボリュー
ションX(字)
26:00 戦場の真実: レイテ沖海 戦場の真実: ミッド
戦(二)
ウェー海戦(二)
26:30

メガ建造～不可能への挑 ゴールドラッシュ49ers: 追跡！コロンビア麻薬王 密着！RC模型ビルダー
27:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ
戦～ シーズン3: 東京ス #2(字)
の埋蔵金: Ep.4 ジャン シーズン2: 電動ヘリコ
グル(二)
プター(二)
27:30 シーズン15: トヨタ・ラ カイツリー(二)
ンドクルーザー(二)

23:30

★海洋メガマシン: 世界 24:00
最大級クルーズ客船(字)
24:30

フューチャーウェポン・21 メガ建造～不可能への挑
世紀 戦争の真実 シーズン 戦～ シーズン3: 東京ス
3: アラスカのストライカー
カイツリー(二)
装甲車(二)

戦場の真実: 沖縄戦(二) 戦場の真実: 長津湖の戦 戦場の真実: バルジの戦 怪事件ファイル シーズ
い(二)
い(二)
ン1: 人体自然発火(字)

22:30

25:00
25:30

SF界の巨匠たち: ジョー 26:00
ジ・ルーカス(字)
26:30

SF界の巨匠たち: ジョー ザ・マンハント シーズ
ジ・ルーカス(字)
ン1: 制作舞台裏(字)

27:00
27:30

Discovery Channel
2021年1月編成表
月曜日
火曜日
水曜日
1/11
1/12
1/13
名車再生！クラシック
大脱出！サバイバルレー
海洋メガマシン:
アメリ ↑
4:00
カー・ディーラーズ シーズ カ海軍艦隊(字)
ス: カザフスタン(字)
ン15: フォードブロンコ
4:30
(二)
5:00 ベーリング海の一攫千金

木曜日
1/14

金曜日
土曜日
1/15
1/16
サバイバルゲーム：グル 宇宙の解体新書 シーズ
メ総集編(字)
ン4: 小惑星からの帰還
(二)

日曜日
1/17
欧州最高層ビル：ザ・
シャード(字)

4:30

シーズン16: Ep.22 血縁者
の絆(字)

フューチャーウェポン・21 コンタクト～エイリアン 放送休止
世紀 戦争の真実 シーズン 徹底調査～: 謎の黒服集
3: A-10サンダーボルト(二)

怪事件ファイル シーズ モーガン・フリーマン 時空 大解剖！世界歴史建築ミス
ン1: UFOの集まる町(字) の彼方 シーズン4: 生物の テリー シーズン2: 紫禁城

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)

6:30

CAR FIX シーズン2: Cノッチ加工
(二)

CAR FIX シーズン2: オフロード仕 CAR FIX シーズン2: シボレー・モ CAR FIX シーズン2: 溶接ABC(二)
様ジープ(二)
ンテカルロ(二)

5:30

団(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

の秘密(字)

タイムワープ
(字)

ダーク・シークレット: 過去へ
行った男(二)

6:00

インフォマーシャル(日)

6:30

瞬間の世界: 射撃

CAR FIX シーズン2: 続・オフロー インフォマーシャル(日)
ド仕様ジープ(二)

名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
サバイバルゲーム：グル ★大脱出！サバイバル
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ メ総集編(字)
レース: モンゴル(字)
ン9: ジャガーマーク２(二) ン9: ウィリスジープ(二)
ン9: スカイライン(二)
ン9: トライアンフＴＲ６
ン9: BMWイセッタ(二)
(二)

8:00 トップギア シーズン11: ア トップギア シーズン11: トップギア シーズン11: トップギア シーズン11: トップギア シーズン11: イ
ウディRS6アバント／三菱ラ アルファロメオ特集(字) 日産GT-R vs. 新幹線
ギリス陣 VS. ドイツ陣
高級リムジン特集(字)
ンサーエボリューション
チャレンジ特集(字)
(字)
インフォマーシャル(日)
8:30 X(字)

★津波を乗り越えて～渡辺謙と東北～:
津波を乗り越えて～渡辺謙が見た東北～
(字)

9:00

★世界のモノ作り シーズン15: ス ★シリーズ工場見学 シーズン2:
★完全マニュアル: 超高層ビルの
クーターほか(字)
スティック/懐中電灯/窓/バス座席 作り方(字)
(二)

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)

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

10:00
10:30

インフォマーシャル(日)

★BigドリームSmallハウス シーズ クリエイターとその愉快な仲間た
ン5: 冒険のできる家(二)
ち: エピソード10(日)

★THE NAKED シーズン2: ガイ ★THE NAKED シーズン2: 視聴 ★THE NAKED シーズン2: ベ
アナ 苦難の湿地帯(二)
者参加SP(二)
リーズ 闇の恐怖(二)

★THE NAKED シーズン2: パナ ★THE NAKED シーズン2: フィ
マ 脅威の大群(二)
リピン 命の水(二)

11:00 宇宙人遭遇体験を調査せ 宇宙人遭遇体験を調査せ 宇宙人遭遇体験を調査せ 宇宙人遭遇体験を調査せ ナチスのUFO開発計画
よ: Ep.1 拉致と光(字) よ: Ep.2 収穫(字)
よ: Ep.3 軍事機密(字) よ: Ep.4 侵入者(字)
(二)
11:30

5:00

進化と神(二)

7:00 名車再生！クラシック
7:30

4:00

5:30

7:00
7:30

★不用品 高く売ります: Ep.6(字)

8:00

インフォマーシャル(日)

8:30

MotorTrend
名車再生！クラシックカー・
ディーゼル・ブラザーズ:
シボレー・デュラマックス ディーラーズ シーズン15: メ
ルクール Xr4ti(二)
(字)

ディーゼル・ブラザー
ズ: タッカー・スノー
キャット(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
フォードブロンコ(二)

ディーゼル・ブラザーズ
シーズン3: コディアッ
ク Part 1(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン4: 1970年式フォー
ド・マスタング(二)

9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30

12:00 宇宙の解体新書 シーズ
ン4: 木星(二)
12:30

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: タイタ
ニック号 最後の謎(字)

フューチャーウェポン・21 オーバーホール 改造車
SF界の巨匠たち: ジョー ヒトラー帝国の黒幕た
ジ・ルーカス(字)
ち: ヨーゼフ・ゲッベル 世紀 戦争の真実 シーズン の世界 シーズン10:
3: A-10サンダーボルト(二)
ス(二)
チャレンジャー(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン4: シボレー・モン
テカルロ(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)

コンタクト～エイリアン 13:00
徹底調査～: 謎の黒服集
団(字)
13:30

13:30

★CAR FIX シーズン2: コブラでド ★CAR FIX シーズン2: スーパー
リフト(二)
チャージャー搭載(二)

14:00 ★名車再生！クラシック

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ
ン9: フォード・マスタング ン9: ベンツ ＳＬＫ(二)
14:30 (二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: 1971年式カ ★CAR FIX シーズン3: 1971年式カ ★CAR FIX シーズン3: 1971年式カ
マロ パート1(二)
マロ パート2(二)
マロ パート3(二)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: アストンマーチン・
DB7(二)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: フォード・エスコー
ト・マーク1(二)

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 紫禁城
の秘密(字)

12:00
12:30

★名車再生！クラシック
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: 3代目レンジローバー
★タイムワープ 瞬間の世界: ド ★ダーク・シークレット: 老賢者
(二)
ラマー(字)
からの忠告(二)

14:00

ミリタリーSP
15:00 ☆トップギア シーズン12: ☆トップギア シーズン12: ☆トップギア シーズン12: ☆トップギア シーズン12: ☆トップギア シーズン12: 怪事件ファイル シーズ
5000ポンドトラックチャレ ドッジチャレンジャーSRT8 ルノー・アヴァンタイム
スイスからイギリスへ 燃 フェラーリ・デイトナ VS. ン1: UFOの集まる町(字) ヒトラー帝国の黒幕たち:
ンジ(新)(字)
／シボレーコルベットZR1 (新)(字)
料消費対決(新)(字)
モーターボート(新)(字)
ヘルマン・ゲーリング(二)
15:30
／キャデラックCTSV(新)(字)

15:00

16:00 ★歴史の分岐点: 太平洋 ★歴史の分岐点: 朝鮮戦 ★歴史の分岐点: 中東戦 ★歴史の分岐点: ベトナ ★歴史の分岐点: 湾岸戦 ベーリング海の一攫千金
での戦い(字)
争(字)
争(字)
ム戦争(字)
争(字)
シーズン16: Ep.23 変化
の時(字)
16:30

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: イスラ
エル軍の最新兵器2(二)

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)

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 ★世にも奇妙なUFO物語: ★世にも奇妙なUFO物語: ★世にも奇妙なUFO物語: ★世にも奇妙なUFO物語: ★世にも奇妙なUFO物語:
ロズウェル(字)
遭遇と交信(字)
エイリアン(字)
出現スポット(字)
ピラミッド伝説(字)
サバイバルゲーム：グル
18:00
メ総集編(字)
THE NAKED シーズン2:
THE NAKED シーズン2:
THE NAKED シーズン2:
THE NAKED シーズン2:
18:30 THE NAKED シーズン2:
ガイアナ 苦難の湿地帯 視聴者参加SP(二)
ベリーズ 闇の恐怖(二) パナマ 脅威の大群(二) フィリピン 命の水(二)
ザ・マンハント シーズ
19:00 (二)
ン1: 南アフリカ(字)
☆クリエイターとその愉快な仲間
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)
19:30
たち: エピソード11(新)(日)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

20:00
20:30

☆オーバーホール 改造車の世 ☆ベーリング海の一攫千金 ★ゴールドラッシュ49ers:
界 シーズン10: チャレン
シーズン16: Ep.23 変化の #3(字)
ジャー(新)(字)
時(新)(字)

21:00 名車再生！クラシック

ディーゼル・ブラザーズ:
シボレー・デュラマックス
(字)

カー・ディーラーズ シーズ
ン15: メルクール
21:30 Xr4ti(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: フォードブロンコ
22:30 (新)(二)

DISCO presents テクノロ
ジーアワー
★海洋メガマシン: アメリ
カ海軍艦隊(字)

☆大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 紫禁城の
秘密(新)(字)

怪しい伝説 シーズン11:
エアバッグの威力(字)
★密着！RC模型ビルダー
シーズン2: 模型バイク世界
大会(二)

23:30

1: UFOの集まる町(字)

名車再生！クラシック
24:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ
ン9: フォード・マスタング ン9: ベンツ ＳＬＫ(二)
24:30 (二)

25:00 トップギア シーズン12:
5000ポンドトラックチャ
25:30 レンジ(字)

17:00
17:30

★戦闘艦大全: 水雷艇
(二)

18:00
18:30

追跡！コロンビア麻薬王 19:00
の埋蔵金: Ep.5 グッ
ド・ライフ(二)
19:30
日曜宇宙シアター
宇宙の解体新書 シーズン4:
木星(二)

20:00
20:30
21:00
21:30

★フューチャーウェポン・ ★名車再生！クラシック ☆コンタクト～エイリアン
21世紀 戦争の真実 シーズ カー・ディーラーズ
徹底調査～: UFO緊急着陸
ン3: イスラエル軍の最新兵
の証拠(新)(字)
シーズン11: アンフィ
器2(二)

22:00

カー(二)

★欧州最高層ビル：ザ・ ☆探求！宇宙ミステリー:
金星(新)(二)
シャード(字)

エアバッグの威力(新)(字) 1: 南アフリカ(字)

ン4: 小惑星からの帰還
(新)(二)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: アストンマーチン・
DB7(二)

名車再生！クラシック
ミリタリーSP
カー・ディーラーズ シーズ ヒトラー帝国の黒幕たち:
ン10: 3代目レンジローバー ヨーゼフ・ゲッベルス(二)
(二)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: フォード・エスコー
ト・マーク1(二)

16:00

シーズン11: シボレー・
カマロ(二)

23:00 ☆ディーゼル・ブラザーズ ★怪事件ファイル シーズン ☆怪しい伝説 シーズン11: ★ザ・マンハント シーズン ☆宇宙の解体新書 シーズ
シーズン3: コディアック
Part 1(新)(字)

15:30

16:30

★追跡！コロンビア麻薬王 ★ヒトラー帝国の黒幕たち: ★名車再生！クラシック ★モーガン・フリーマン 時
の埋蔵金: Ep.5 グッド・ラ ヘルマン・ゲーリング(二) カー・ディーラーズ
空の彼方 シーズン4: 男女
イフ(二)
の未来(二)

★ディーゼル・ブラザーズ: ★サバイバルゲーム：グル
タッカー・スノーキャット メ総集編(字)
(字)

14:30

22:30
23:00
23:30

海洋メガマシン: 最強バ 24:00
ケット浚渫船(字)
24:30

トップギア シーズン12:
トップギア シーズン12: トップギア シーズン12: トップギア シーズン12: フューチャーウェポン・21 欧州最高層ビル：ザ・
ドッジチャレンジャーSRT8 ルノー・アヴァンタイム スイスからイギリスへ
世紀 戦争の真実 シーズン シャード(字)
フェラーリ・デイトナ
／シボレーコルベットZR1／
(字)
燃料消費対決(字)
VS.モーターボート(字) 3: A-10サンダーボルト(二)
キャデラックCTS-V(字)

25:00
25:30

26:00 歴史の分岐点: 太平洋で 歴史の分岐点: 朝鮮戦争 歴史の分岐点: 中東戦争 歴史の分岐点: ベトナム 歴史の分岐点: 湾岸戦争 戦火の軍用機大全: 海軍の
航空機(二)
の戦い(字)
(字)
(字)
戦争(字)
(字)
26:30

怪しい伝説 シーズン11: 26:00
エアバッグの威力(字)
26:30

スペースタイム・宇宙ガ ゴールドラッシュ49ers: 追跡！コロンビア麻薬王 密着！RC模型ビルダー
27:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ
イド シーズン3: 宇宙の #3(字)
の埋蔵金: Ep.5 グッ
シーズン2: 模型バイク
ド・ライフ(二)
世界大会(二)
27:30 シーズン15: メルクール 光(二)
Xr4ti(二)
27:55 放送休止

ザ・マンハント シーズ
ン1: 南アフリカ(字)

戦闘艦大全: 冷戦時代
(二)

27:00
27:30

Discovery Channel
2021年1月編成表
月曜日
火曜日
1/18
1/19
大脱出！サバイバルレー
名車再生！クラシック
4:00
ス: モンゴル(字)
カー・ディーラーズ
シーズン15: ポルシェ
4:30
911SC(二)
5:00 密着！RC模型ビルダー
シーズン2: 模型バイク
5:30 世界大会(二)

4:30
5:00

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)

タイムワープ
マー(字)

ダーク・シークレット: 老賢者か
らの忠告(二)

6:00

インフォマーシャル(日)

6:30

7:00 名車再生！クラシック

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ
ン9: フォード・マスタング ン9: ベンツ ＳＬＫ(二)
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: 1971年式カマ CAR FIX シーズン3: 1971年式カマ CAR FIX シーズン3: 1971年式カマ インフォマーシャル(日)
ロ パート1(二)
ロ パート2(二)
ロ パート3(二)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: アストンマーチン・
DB7(二)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: フォード・エスコー
ト・マーク1(二)

名車再生！クラシック
サバイバルゲーム：生き ★大脱出！サバイバル
カー・ディーラーズ シーズ 残りの秘訣(字)
レース: タイ(字)
ン10: 3代目レンジローバー
(二)

トップギア シーズン12:
トップギア シーズン12: トップギア シーズン12: トップギア シーズン12:
ドッジチャレンジャーSRT8 ルノー・アヴァンタイム スイスからイギリスへ
フェラーリ・デイトナ
／シボレーコルベットZR1／
(字)
燃料消費対決(字)
VS.モーターボート(字) インフォマーシャル(日)
キャデラックCTS-V(字)

★世界のモノ作り シーズン15: カクタ ★シリーズ工場見学 シーズン2: ナイ
スペアのピューレほか(字)
フ/サーフボード/バネ/チップス(二)

インフォマーシャル(日)

★完全マニュアル: 通信衛星の作
り方(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン5:
職人流 小さな豪邸(二)

クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード11(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)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★THE NAKED シーズン2: ナミ ★THE NAKED シーズン2: パナ ★THE NAKED シーズン2: フィ ★THE NAKED シーズン2: ベ
ビア 23日間の挑戦(二)
マ 取り残されて(二)
リピン 見えない汚染(二)
リーズ 倒木の森(二)

11:00 世にも奇妙なUFO物語:
ロズウェル(字)
11:30

世にも奇妙なUFO物語:
遭遇と交信(字)

世にも奇妙なUFO物語:
エイリアン(字)

世にも奇妙なUFO物語:
出現スポット(字)

12:00 宇宙の解体新書 シーズン4: 大解剖！世界歴史建築ミス 怪しい伝説 シーズン11: エ ヒトラー帝国の黒幕たち:
小惑星からの帰還(二)

12:30
13:00 インフォマーシャル(日)

テリー シーズン2: 紫禁城
の秘密(字)

アバッグの威力(字)

ヘルマン・ゲーリング(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)

13:30 ★CAR FIX シーズン3: 1971 ★CAR FIX シーズン3: EFI ★CAR FIX シーズン3: フェ
年式カマロ パート4(二)

の秘密(二)

☆トップギア シーズン
12: ホンダFCXクラリ
ティ(新)(字)

☆トップギア ベトナム
スペシャル(新)(字)

16:00

★潜入！ロシア軍のすべて: デル
タIII型原子力潜水艦(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: ヤー
センM型原子力潜水艦(二)

16:30

★潜入！ロシア軍のすべて: 核ミ
サイルのボディーガード(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: 北極
圏での任務 パート1(二)

タイムワープ
マー(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

17:00 インフォマーシャル(日)

瞬間の世界: ドラ

★THE NAKED シーズン2: ナミ
ビア 心の闇(二)

世にも奇妙なUFO物語:
ピラミッド伝説(字)

★潜入！ロシア軍のすべて: 北極
圏での任務 パート2(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: 曲芸
飛行チーム(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: 防空
ミサイルシステム「トール」(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: ロシ
アの鎧「パーンツィリS1」(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン2:
ナミビア 心の闇(二)

19:30 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)

☆明日への扉(新)(日)

☆クリエイターとその愉快な仲間
たち: エピソード12(新)(日)

★追跡！コロンビア麻薬王
の埋蔵金: Ep.6 X地点(二)

DISCO presents テクノロジーア ★ディーゼル・ブラザーズ: ★サバイバルゲーム：生き
ワー
6輪駆動 F-550(字)
残りの秘訣(字)

★海洋メガマシン: ミシ
シッピ川のモンスター(字)

★密着！RC模型ビルダー シー
ズン2: 武装ヘリ エアーウルフ
(二)

23:30

24:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: ポルシェ・ボクス
24:30 ターS(二)

煙突大砲実験(新)(字)

名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ
ン10: モーリス・マイ
ン10: TVR・サーブラウ(二)
ナー・トラベラー(二)

25:00 トップギア シーズン12: トップギア シーズン12: トップギア ベトナムス
中国生産車特集(字)
ホンダFCXクラリティ
ペシャル(字)
(字)
25:30
26:00

潜入！ロシア軍のすべて: デルタ
III型原子力潜水艦(二)

潜入！ロシア軍のすべて: ヤーセ
ンM型原子力潜水艦(二)

26:30

潜入！ロシア軍のすべて: 核ミサ
イルのボディーガード(二)

潜入！ロシア軍のすべて: 北極圏
での任務 パート1(二)

探求！宇宙ミステリー:
27:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ
金星(二)
27:30 シーズン15: フォードブ
ロンコ(二)

タイムワープ
マー(字)

瞬間の世界: ドラ

10:30
11:00
11:30

大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: ファラ
オが眠る街(字)

12:00
12:30

ミリタリーSP
ヒトラー帝国の黒幕たち:
アドルフ・アイヒマン(二)

13:30

14:30
15:00
15:30

ベーリング海の一攫千金 フューチャーウェポン・21
シーズン16 特別編: ロ 世紀 戦争の真実 シーズン
3: 無人ヘリ(二)
シア船との戦い(字)

16:00

★戦火の軍用機大全: 極秘
任務(二)

17:00

16:30

17:30
サバイバルゲーム：生き ★戦闘艦大全: 救助活動 18:00
残りの秘訣(字)
(二)
18:30
追跡！コロンビア麻薬王 19:00
の埋蔵金: Ep.6 X地点
(二)
19:30

怪しい伝説 シーズン11:
日曜宇宙シアター
20:00
煙突大砲実験(字)
宇宙の解体新書 シーズン4:
小惑星からの帰還(二)
20:30

★ヒトラー帝国の黒幕たち: ★名車再生！クラシック
★モーガン・フリーマン 時
アドルフ・アイヒマン(二) カー・ディーラーズ シーズ 空の彼方 シーズン5: 時間
ン11: フォード・サンダー の起源(二)
バード(二)

21:00

★フューチャーウェポン・
21世紀 戦争の真実 シーズ
ン3: 無人ヘリ(二)

★名車再生！クラシック ☆コンタクト～エイリアン
徹底調査～: UFO隠蔽説
カー・ディーラーズ
(新)(字)

22:00

☆探求！宇宙ミステリー:
アポロ11号の軌跡(新)(二)

23:00

23:00 ☆ディーゼル・ブラザーズ ★怪事件ファイル シーズン ☆怪しい伝説 シーズン11: ★ザ・マンハント シーズン ☆宇宙の解体新書 シーズ
1: 赤い雨(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン4: ダッジ・チャレ
ンジャー in SEMAショー(二)

ザ・マンハント シーズ
ン1: ポーランド(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

シーズン3: コディアック
Part 2(新)(字)

ディーゼル・ブラザーズ
シーズン3: コディアッ
ク Part 2(字)

10:00

14:00

THE NAKED シーズン2:
ベリーズ 倒木の森(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: ポルシェ
22:30 911SC(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: ポ
ルシェ911SC(二)

9:30

★名車再生！クラシック
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: フォード・ポピュ
★タイムワープ 瞬間の世界: ス ★ダーク・シークレット: 怪死事
ラー103E(二)
タントマン(字)
件と新兵器(二)

THE NAKED シーズン2:
フィリピン 見えない汚
染(二)

ディーゼル・ブラザーズ:
タッカー・スノーキャット
(字)

ディーゼル・ブラザー
ズ: 6輪駆動 F-550(字)

9:00

13:00

THE NAKED シーズン2:
パナマ 取り残されて
(二)

カー・ディーラーズ シーズ
ン15: フォードブロンコ
21:30 (二)

8:30

コンタクト～エイリアン徹
底調査～: UFO緊急着陸の証
拠(字)

18:30 THE NAKED シーズン2:
ナミビア 23日間の挑戦
19:00 (二)

21:00 名車再生！クラシック

8:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

18:00

20:30

7:30

★不用品 高く売ります: Ep.7(字)

MotorTrend
名車再生！クラシックカー・
ディーゼル・ブラザーズ:
タッカー・スノーキャット ディーラーズ シーズン15:
フォードブロンコ(二)
(字)

☆トップギア シーズン13: ☆トップギア シーズン13: 怪事件ファイル シーズ
1949年にタイムスリップ
ボルボ940ターボエステー ン1: 赤い雨(字)
(新)(字)
ト／ヒュンダイスクープ／
フォルクスワーゲン ゴル
フ(新)(字)

☆オーバーホール 改造車の世 ☆ベーリング海の一攫千金 ★ゴールドラッシュ49ers: #4 ☆大解剖！世界歴史建築ミス
界 シーズン10: スバル
テリー シーズン2: ファラオ
シーズン16 特別編: ロシ （終）(字)
WRX(新)(字)
が眠る街(新)(字)
ア船との戦い(新)(字)

7:00

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン4: 小型スクールバ
ス(二)

17:30 ★世にも奇妙なUFO物語: 吸 ★歴史ミステリー 古地図が ★歴史ミステリー 古地図が ★歴史ミステリー 古地図が ★歴史ミステリー 古地図が
血エイリアン(字)
暴く真実: 砂漠の難破船
暴く真実: ロストダッチマ 暴く真実: 米国のテンプル 暴く真実: メリウェザー・
(字)
ン鉱山(字)
騎士団(字)
ルイスの死(字)

20:00

5:30

フューチャーウェポン・21 オーバーホール 改造車
世紀 戦争の真実 シーズン の世界 シーズン10: ス
3: イスラエル軍の最新兵器
バルWRX(字)
2(二)

★CAR FIX シーズン3: 1970年式
★CAR FIX シーズン3: BMW
ビュイック・スカイラーク パート M3/BMW 335i(二)
1(二)

ラーリ F355 F1スパイダー
(二)
★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
14:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ
ン10: ポルシェ・ボクス
ン10: モーリス・マイ
ン10: TVR・サーブラウ(二) ン10: ランボルギーニ・ウ
14:30 ターS(二)
ナー・トラベラー(二)
ラッコ(二)

15:00 ☆トップギア シーズン
12: 中国生産車特集
15:30 (新)(字)

瞬間の世界: ドラ

★福島ドリームズ＆ビヨンド(字)

10:00
10:30

4:00

モーガン・フリーマン 時空 大解剖！世界歴史建築ミス
の彼方 シーズン4: 男女の テリー シーズン2: ファラ
未来(二)
オが眠る街(字)

CAR FIX シーズン2: コブラでドリ CAR FIX シーズン2: スーパー
フト(二)
チャージャー搭載(二)

9:30 インフォマーシャル(日)

日曜日
1/24
解剖！メガマシン シー
ズン2: 空飛ぶ船(二)

怪事件ファイル シーズ
ン1: 赤い雨(字)

6:30

9:00

金曜日
土曜日
1/22
1/23
サバイバルゲーム：生き 宇宙の解体新書 シーズ
残りの秘訣(字)
ン4: 謎の微分子(二)

探求！宇宙ミステリー:
金星(二)

6:00

8:00 トップギア シーズン12:
5000ポンドトラックチャ
8:30 レンジ(字)

木曜日
1/21
ディーゼル・ブラザー
ズ: 6輪駆動 F-550(字)

フューチャーウェポン・21 放送休止
世紀 戦争の真実 シーズン
3: イスラエル軍の最新兵器
2(二)

インフォマーシャル(日)

7:30

水曜日
1/20
放送休止

シーズン11: ジャガー・
XJ-C(二)
★解剖！メガマシン
シーズン2: 空飛ぶ船
(二)

1: ポーランド(字)

ン4: 謎の微分子(新)(二)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: ランボルギーニ・ウ
ラッコ(二)

名車再生！クラシック
ミリタリーSP
カー・ディーラーズ シーズ ヒトラー帝国の黒幕たち:
ン10: フォード・ポピュ
ヘルマン・ゲーリング(二)
ラー103E(二)

トップギア シーズン13:
1949年にタイムスリップ
(字)

トップギア シーズン13: ボ
ルボ940ターボエステート／
ヒュンダイスクープ／フォ
ルクスワーゲン ゴルフ(字)

フューチャーウェポン・21 解剖！メガマシン シー
世紀 戦争の真実 シーズン ズン2: 空飛ぶ船(二)
3: イスラエル軍の最新兵器
2(二)

潜入！ロシア軍のすべて: 北極圏
での任務 パート2(二)

潜入！ロシア軍のすべて: 曲芸飛
行チーム(二)

戦火の軍用機大全: ミッド
ウェー海戦(二)

潜入！ロシア軍のすべて: 防空ミ
サイルシステム「トール」(二)

潜入！ロシア軍のすべて: ロシア
の鎧「パーンツィリS1」(二)

21:30

22:30

23:30
海洋メガマシン: アメリ 24:00
カ海軍艦隊(字)
24:30
25:00
25:30

怪しい伝説 シーズン11: 26:00
煙突大砲実験(字)
26:30

ゴールドラッシュ49ers: 追跡！コロンビア麻薬王 密着！RC模型ビルダー
戦闘艦大全: 水雷艇(二) ザ・マンハント シーズ
#4（終）(字)
の埋蔵金: Ep.6 X地点
シーズン2: 武装ヘリ エ
ン1: ポーランド(字)
(二)
アーウルフ(二)

27:00
27:30

Discovery Channel
2021年1月編成表
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
1/25
1/26
1/27
1/28
大脱出！サバイバルレー
名車再生！クラシック
海洋メガマシン:
水深増
ディーゼル・ブラザー
4:00
ス: タイ(字)
カー・ディーラーズ
加プロジェクト(字)
ズ: 第2世代ダッジ・ラ
シーズン13: 振り返りス
ム(字)
4:30
ペシャル(二)

金曜日
土曜日
1/29
1/30
サバイバルゲーム: 名場 宇宙の解体新書 シーズ
面集(字)
ン4: 銀河系の壊滅力
(二)

日曜日
1/31
解剖！メガマシン シー
ズン2: スーパー・バイ
ク(二)

フューチャーウェポン・ コンタクト～エイリアン 探求！宇宙ミステリー:
5:00 密着！RC模型ビルダー
シーズン2: 武装ヘリ エ 21世紀 戦争の真実 シー 徹底調査～: UFO隠蔽説 アポロ11号の軌跡(二)
アーウルフ(二)
ズン3: 無人ヘリ(二)
(字)
5:30

怪事件ファイル シーズ
ン1: ロシアのイエティ
(字)

モーガン・フリーマン
時空の彼方 シーズン5:
時間の起源(二)

大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン2: 古
代都市テーベ(字)

5:00

インフォマーシャル(日)

タイムワープ
ントマン(字)

ダーク・シークレット: 怪死事件
と新兵器(二)

6:00

インフォマーシャル(日)

6:30

6:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

CAR FIX シーズン3: 1971年式カマ CAR FIX シーズン3: EFIの秘密
ロ パート4(二)
(二)

7:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ
7:30 シーズン10: ポルシェ・
ボクスターS(二)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ
シーズン10: モーリス・
マイナー・トラベラー
(二)
8:00 トップギア シーズン12: トップギア シーズン12:
中国生産車特集(字)
ホンダFCXクラリティ
(字)
8:30
9:00

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: フェラーリ
F355 F1スパイダー(二)

CAR FIX シーズン3: 1970年式ビュ CAR FIX シーズン3: BMW M3/BMW
イック・スカイラーク パート
335i(二)
1(二)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ
シーズン10: TVR・サー
ブラウ(二)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ
シーズン10: ランボル
ギーニ・ウラッコ(二)

トップギア ベトナムス
ペシャル(字)

★世界のモノ作り シーズン15: デ ★シリーズ工場見学 シーズン2:
ジタルペインティングほか(字)
半導体/バンジョー/フライパン/絵
の具(二)

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)

★THE NAKED シーズン3: 西イ ★THE NAKED シーズン3: ベ
ンド諸島 孤独の海(二)
リーズ 嵐のジャングル(二)

瞬間の世界: スタ

インフォマーシャル(日)

4:30

5:30

名車再生！クラシック
サバイバルゲーム: 名場 ★大脱出！サバイバル
カー・ディーラーズ シーズ 面集(字)
レース: パラオ(字)
ン10: フォード・ポピュ
ラー103E(二)

7:00

トップギア シーズン13: ボ ★福島スタートライン(日)

★不用品 高く売ります: Ep.8(字)

8:00

明日への扉(日)

8:30

トップギア シーズン13:
1949年にタイムスリップ ルボ940ターボエステート／
ヒュンダイスクープ／フォ
(字)
ルクスワーゲン ゴルフ(字) インフォマーシャル(日)
津波を乗り越えて～渡辺謙と東北
～: 津波を乗り越えて～渡辺謙が
見た東北～(字)

クリエイターとその愉快な仲間た
ち: エピソード12(日)

インフォマーシャル(日)

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

10:00
10:30

インフォマーシャル(日)

4:00

★THE NAKED シーズン3: 南ア ★THE NAKED シーズン3: モン ★THE NAKED シーズン3: ルイ
視聴者の挑戦(二)
トセラト 火山島(二)
ジアナ 幽霊沼1(二)

MotorTrend
ディーゼル・ブラザーズ: 6 名車再生！クラシック
輪駆動 F-550(字)
カー・ディーラーズ シーズ
ン15: ポルシェ911SC(二)

7:30

9:00
9:30

ディーゼル・ブラザー
ズ: 第2世代ダッジ・ラ
ム(字)

名車再生！クラシック
10:00
カー・ディーラーズ
シーズン13: 振り返りス 10:30
ペシャル(二)

ディーゼル・ブラザーズ
シーズン3: コディアッ
ク Part 3(字)

★オーバーホール 改造車の
世界 シーズン4: 1969年式
フォード・マスタング・コ
ンバーチブル(二)

11:00 世にも奇妙なUFO物語:
吸血エイリアン(字)
11:30

歴史ミステリー 古地図 歴史ミステリー 古地図 歴史ミステリー 古地図 歴史ミステリー 古地図
が暴く真実: 砂漠の難破 が暴く真実: ロストダッ が暴く真実: 米国のテン が暴く真実: メリウェ
船(字)
チマン鉱山(字)
プル騎士団(字)
ザー・ルイスの死(字)

12:00 宇宙の解体新書 シーズ
ン4: 謎の微分子(二)
12:30

大解剖！世界歴史建築ミ 怪しい伝説 シーズン11: ヒトラー帝国の黒幕た
フューチャーウェポン・ オーバーホール 改造車 ★オーバーホール 改造 12:00
ステリー シーズン2:
煙突大砲実験(字)
ち: アドルフ・アイヒマ 21世紀 戦争の真実 シー の世界 シーズン10:
車の世界 シーズン5:
ファラオが眠る街(字)
ン(二)
ズン3: 無人ヘリ(二)
2014年式コルベット(字) 1965年式フォード・マス 12:30
タング(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

13:30

★CAR FIX シーズン3: 1970年式
★CAR FIX シーズン3: シェル
ビュイック・スカイラーク パート ビー・GT500(二)
2(二)

14:00 ★名車再生！クラシック

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ
ン10: シボレー・コルベッ ン10: FSM・シレーナ
14:30 トC2(二)
105(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: ダッジ・
チャレンジャー(二)

★CAR FIX シーズン3: フォード・ ★CAR FIX シーズン3: 1981年式デ
ライトニング(二)
ロリアン(二)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: ロータス・エリーゼ
S2(二)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: キャデラック・クー
ペ・ドゥビル(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン1: ポル
シェ924 前編(二)
★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン1: ポル
シェ924 後編(二)

☆トップギア シーズン
13: クラシックカーラ
リーの世界(新)(字)

☆トップギア シーズン
13: フォールクスワー
ゲン・シロッコ
(新)(字)

怪事件ファイル シーズ
ン1: ロシアのイエティ
(字)
ベーリング海の一攫千金
シーズン16 特別編: ハ
リス家の絆と未来(字)

SEALチーム6～ビンラディン
暗殺～: SEALチーム6～ビン
ラディン暗殺部隊の全貌～
(二)

16:00

解剖！メガマシン シー
ズン2: 空飛ぶ船(二)

★戦火の軍用機大全: ヘリ
コプター(二)

17:00

16:00

★潜入！ロシア軍のすべて: 攻撃
ヘリ「Ka-52 アリゲーター」(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: 歩兵
戦闘車「BMP-3」ロボット化(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: 攻撃
ヘリ「Mi-28UB」(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: レー
ダーシステム「Nebo-M」(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: 上陸
用舟艇 02800型(二)

16:30

★潜入！ロシア軍のすべて: MiG31 宇宙に近づく戦闘機(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: 地雷
除去ロボット(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: 空中
給油機「IL-78」(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: クレ
ムリンの花火(二)

★潜入！ロシア軍のすべて: ブー
ヤンM型コルベット(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)

インフォマーシャル(日)

17:00 インフォマーシャル(日)

17:30 ★歴史ミステリー 古地 ★歴史ミステリー 古地 ★歴史ミステリー 古地 ★歴史ミステリー 古地 ★本当は怖い童話の真
図が暴く真実: マヤ文明 図が暴く真実: 失われた 図が暴く真実: エジプト 図が暴く真実: 若返りの 実: 赤ずきん／青ひげ
聖櫃を追って(字)
神秘なる王国(字)
泉(字)
(字)
18:00 の謎(字)
18:30 THE NAKED シーズン3:
西インド諸島 孤独の海
19:00 (二)

THE NAKED シーズン3:
ベリーズ 嵐のジャング
ル(二)

THE NAKED シーズン3:
南ア 視聴者の挑戦(二)

THE NAKED シーズン3:
モントセラト 火山島
(二)

THE NAKED シーズン3:
ルイジアナ 幽霊沼1(二)

19:30 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)

☆クリエイターとその愉快な仲間
たち: エピソード13(新)(日)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

20:00
20:30

☆オーバーホール 改造車の世 ☆ベーリング海の一攫千金
ディーゼル・ブラザーズ
界 シーズン10: 2014年式コル シーズン16 特別編: ハリス家 シーズン3: コディアック
ベット(新)(字)
の絆と未来(新)(字)
Part 3(字)

21:00 名車再生！クラシック
21:30

★メガ建造～不可能への挑
カー・ディーラーズ シーズ 戦～ シーズン3: 移動型南
ン15: ポルシェ911SC(二)
極大陸研究所(二)

22:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン13: 振り返りスペシャル
22:30 (二)

☆大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン2: 古代都市
テーベ(新)(字)

ディーゼル・ブラザーズ: 6 ☆ベーリング海のゴールド
輪駆動 F-550(字)
ラッシュ シーズン7: 強気
な参入者(新)(字)

DISCO presents テクノロジーア ★ディーゼル・ブラザーズ: ★サバイバルゲーム: 名場
ワー
第2世代ダッジ・ラム(字)
面集(字)

★海洋メガマシン: 水深増
加プロジェクト(字)

23:30

24:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: シボレー・コルベッ
24:30 トC2(二)

大解剖！世界歴史建築ミ コンタクト～エイリアン 13:00
ステリー シーズン2: 古 徹底調査～: UFO隠蔽説
代都市テーベ(字)
(字)
13:30
インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

14:00

★タイムワープ
殊効果(字)

★ダーク・シークレット: ゾンビ
になった女性(二)

14:30

ミリタリーSP

15:00

瞬間の世界: 特

ヒトラー帝国の黒幕たち:
アルベルト・シュペーア
(二)

15:30

16:30

17:30
サバイバルゲーム: 名場 ★戦闘艦大全: 偽装工作 18:00
面集(字)
(二)
18:30
ザ・マンハント シーズ
ン1: パナマ(字)

☆マラドーナ ～死の真
実～(新)(字)

19:00
19:30

怪しい伝説 シーズン11:
日曜宇宙シアター
20:00
防弾人間(字)
★密着！RC模型ビルダー
宇宙の解体新書 シーズン4:
シーズン3: メルセデス・ダ
謎の微分子(二)
20:30
ンプカー(二)
★ヒトラー帝国の黒幕たち: ★名車再生！クラシック ★モーガン・フリーマン 時
アルベルト・シュペーア
空の彼方 シーズン5: 重力
カー・ディーラーズ
(二)
の正体(二)

21:00

シーズン11: アウディ・
TT(二)

21:30

★SEALチーム6～ビンラディ
ン暗殺～: SEALチーム6～ビ
ンラディン暗殺部隊の全貌
～(二)

★名車再生！クラシック
☆コンタクト～エイリアン
カー・ディーラーズ シーズ 徹底調査～: 悪意を持った
ン11: VWタイプ2スプリット 未確認飛行物体(新)(字)
スクリーン(二)

22:00

23:00 ☆ディーゼル・ブラザーズ ★怪事件ファイル シーズン ☆怪しい伝説 シーズン11: ★ザ・マンハント シーズン ☆宇宙の解体新書 シーズ
シーズン3: コディアック
Part 3(新)(字)

11:30

インフォマーシャル(日)

15:00 ☆トップギア シーズン13: ☆トップギア シーズン13: ☆トップギア シーズン
プロトン・サトリアネオ／ ポルシェ・パナメーラ VS. 13: RWD後輪駆動対決
シボレー・アベオ／プロ
イギリス郵便事業(新)(字)
(新)(字)
15:30 ドゥア・マイヴィ(新)(字)

インフォマーシャル(日)

11:00

ン4: 銀河系の壊滅力
(新)(二)

★解剖！メガマシン
シーズン2: スーパー・
バイク(二)

1: ロシアのイエティ(字)

防弾人間(新)(字)

1: パナマ(字)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: FSM・シレーナ
105(二)

名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ シーズ
ン10: ロータス・エリーゼ
S2(二)

名車再生！クラシック
名車再生！クラシック
ミリタリーSP
カー・ディーラーズ シーズ カー・ディーラーズ シーズ ヒトラー帝国の黒幕たち:
ン10: キャデラック・クー ン1: ポルシェ924 前編(二) アドルフ・アイヒマン(二)
ペ・ドゥビル(二)

☆探求！宇宙ミステリー:
地球の誕生(新)(二)

22:30
23:00
23:30

海洋メガマシン: ミシ
シッピ川のモンスター
(字)

24:00
24:30

25:00 トップギア シーズン13: プ トップギア シーズン13: トップギア シーズン13: トップギア シーズン13: トップギア シーズン13: フューチャーウェポン・21 メガ建造～不可能への挑 25:00
ロトン・サトリアネオ／シ ポルシェ・パナメーラ
RWD後輪駆動対決(字)
クラシックカーラリーの フォールクスワーゲン・ 世紀 戦争の真実 シーズン 戦～ シーズン3: 移動型
ボレー・アベオ／プロドゥ
3: 無人ヘリ(二)
VS. イギリス郵便事業
世界(字)
シロッコ(字)
南極大陸研究所(二)
25:30 ア・マイヴィ(字)
25:30
(字)
26:00

潜入！ロシア軍のすべて: 攻撃ヘ
リ「Ka-52 アリゲーター」(二)

潜入！ロシア軍のすべて: 歩兵戦
闘車「BMP-3」ロボット化(二)

潜入！ロシア軍のすべて: 攻撃ヘ
リ「Mi-28UB」(二)

潜入！ロシア軍のすべて: レー
ダーシステム「Nebo-M」(二)

潜入！ロシア軍のすべて: 上陸用
舟艇 02800型(二)

26:30

潜入！ロシア軍のすべて: MiG-31
宇宙に近づく戦闘機(二)

潜入！ロシア軍のすべて: 地雷除
去ロボット(二)

潜入！ロシア軍のすべて: 空中給
油機「IL-78」(二)

潜入！ロシア軍のすべて: クレム
リンの花火(二)

潜入！ロシア軍のすべて: ブーヤ
ンM型コルベット(二)

27:00 名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ
27:30 シーズン15: ポルシェ
911SC(二)

メガ建造～不可能への挑 オーバーホール 改造車 ベーリング海のゴールド 密着！RC模型ビルダー
戦～ シーズン3: 移動型 の世界 シーズン10:
ラッシュ シーズン7: 強 シーズン3: メルセデ
南極大陸研究所(二)
2014年式コルベット(字) 気な参入者(字)
ス・ダンプカー(二)

戦火の軍用機大全: 極秘任
務(二)

怪しい伝説 シーズン11: 26:00
防弾人間(字)
26:30

戦闘艦大全: 救助活動
(二)

ザ・マンハント シーズ
ン1: パナマ(字)

27:00
27:30

