
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5

4:00 日本車SP 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 ☆潜入!ロシア軍のすべて: 曲芸飛
行チーム(新)(二)

21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 ★明日への扉(日)

23:00 23:00
★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 超貴
重【ハコスカ】を大解体!GTR仕様に!(日)

23:30 23:30

24:00 日本車SP 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 シーズン2: スズキSJ410 前編(二)

★潜入!ロシア軍のすべて: デルタ
III型原子力潜水艦(二)

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

★NASA超常ファイル シーズン
1: X字型の天体(二)

★宇宙ミッション・危機一髪!:
生還への分岐点(字)

★徹底検証・もしもいま建設し
たら: ブルックリン橋(字)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
通信不能(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.12 夏編 限界
点(字)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.5 最後のカネ(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: シボ
レー・コルベア(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: シボ
レー・コルベットC3(二)

三菱電機 presents ワールドテックア

ワー

★海洋メガマシン: ミシシッピ川
のモンスター(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: 核ミサ
イルのボディーガード(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: カッシーニ最後の功績
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 地球外生命体を探して
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 第二の地球は見つかるの
か?(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5: ゾンビ世界の到
来(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン4: 海の誕生(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 火星 生命誕生と絶滅
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 世にも奇妙な惑星群(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 天王星と海王星(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 水星の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 中性子星の悪夢(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: ビッグバンは本当に起きた
のか?(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム THE ISLAND シーズン6:
Ep.5 最後のカネ(字)

宇宙の解体新書 シーズン3:
土星の輪の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: ブラックホール 宇宙の設
計者(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 星雲の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 星間空間の謎(二)

★人類は火星に行くべきか(字)

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
～ シーズン3: ロンドン・クロス
レール(二)

海洋メガマシン: ミシシッピ川の
モンスター(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: ロンドン・クロスレー
ル(二)

大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪崩
(二)

インフォマーシャル(日)

★大脱出!サバイバルレース:
カザフスタン(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 究極のツリーハウス(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14:
1965年式ダッジA100(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
2: アントノフ2 テスト飛行(二)

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

MOTORアワー

★カスタム・マスター シーズン4:
1952年式ポンティアック(二)

★メガ建造～不可能への挑戦
～ シーズン3: 米海軍・沿海
域戦闘艦(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: ロシアの
鎧「パーンツィリS1」(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
太陽系誕生の謎(二)

★宇宙の解体新書 シーズン3:
土星の輪の秘密(二)

大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの窓
拭きゴンドラ(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: ブラ
ジル 毒の罠(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: ハネムーン・ハウス(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン4: 思
い出のマーキュリー・コメット(字)

★バッド・チャド・カスタム: ロカビ
リー・ウィークエンド(字)

★カスタム・マスター シーズン3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 前編(二)

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～
シーズン3: ロンドン・クロスレー
ル(二)インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火から
400軒の大火災(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 超新星の恵み(二)

★兵器革命: 機動性(二)

★戦闘艦大全: 救助活動
(二)

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: フォ
ルクスワーゲン・ビートル(字)

★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)

★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)

★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)

★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)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.12 夏編 限界
点(字)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.5 最後のカネ(字)

★ミイラ・ミステリー: リンドウマン
(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: シェルビー・
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14:
1964年式フォード・ランチェロ
(二)
★カスタム・マスター シーズン3:
2014年式ジャガーXJL(二)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
ローリー事故(二)

☆おあそびマスターズ:
Ep.34(新)(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 冥王星探査の危機(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
5: アントノフ2との再会(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14:
1987年式アルファロメオ・スパイ
ダー クワドリフォリオ(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 太陽系 闇の歴史(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 時空の神秘(二)

★もっと解明・宇宙の仕組み 2
時間SP(二)

★組立再生!リアセンブラー
シーズン2: フードミキサー(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 天の川の死(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 小惑星衝突(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン2: スズキSJ410 後編(二)

★NASA超常ファイル シーズン
2: ナチスと月探査(二)

★潜入!ロシア軍のすべて: ヤーセ
ンM型原子力潜水艦(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)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14:
1988年式ジープ・グランドワゴ
ニア(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 謎の天体・クエーサー(二)

宇宙メガ特集

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 【ハコ
スカ3】いよいよ完結!お披露目なるか?(日)

★クラシックカー・コレクション シーズン8: ダットサン
280Z（日産フェアレディZ）(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マツダ
RX-7(二)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべて:
ロシアの鎧「パーンツィリS1」(新)(二)
21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン5: ハマー輸出と夜間
飛行(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 シーズン3:
太陽系誕生の謎(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1987年式アルファロメオ・スパイ
ダー クワドリフォリオ(二)

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

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式 日産・510型系

日本車SP

★ミリタリー・モーターズ シーズン
2: シボレー・バン(二)

★組立再生!リアセンブラー
シーズン2: おもちゃの鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ
ロケット大爆発(字)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 暗黒宇宙の戦い(二)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.5 アラスカ・チュガッチ山地
(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.6 撮影秘話1(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.7 太平洋の無人島(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.8 モンタナ(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.9 中国(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★ファスト＆ラウド シーズン4:
フォルクスワーゲン・ビートル(字)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
思い出のマーキュリー・コメット
(字)

★千原ジュニアの 名車再生!プロジェクト: 【ハコ
スカ2】３人の匠による神の技大公開(日)

★カスタム・マスター シーズン4:
1958年式リンカーン・コンチネン
タル 前編(二)

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

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.12 夏編
限界点(新)(字)

☆THE NAKED シーズン4:
ブラジル 毒の罠(新)(二)

☆THE ISLAND シーズン6:
Ep.5 最後のカネ(新)(字)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
75年式ダットサン280Z(字)

★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4: 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 シーズン12: 日産
フェアレディZの海外モデル(二)

★JDM!日本車カスタム in
US: ダットサン240Z／トヨタ・
レビン(二)

★JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X ブ
ルーライトSP(二)

★JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
GT-R仕様(二)

★JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X エ
ンジン交換(二)

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

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式サーブ・96(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1929年式フォード・ロードスター
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
2: 木星で核爆発?(二)

★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 通信不能(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14: 新コ
ンビ舞台裏(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: ブラックホールは実在する
のか?(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 準惑星の奇妙な世界
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 連星の秘密(二)

★火星への旅 完全ガイド(字)

★バッド・チャド・カスタム: 未来
の宇宙船カー 後編(字)

★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 シーズン14:
1964年式フォード・ランチェロ
(二)

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)

ミリタリー・モーターズ シーズン5:
ハマー輸入(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: オクテインVS
マスタングGT(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式マスタング・マッハ１
(二)
カスタム・マスター シーズン3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 後編(二)

大惨事の瞬間: Ep.15/インドでビ
ル倒壊(二)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン2:
宇宙遊泳の罠(二)

THE NAKED シーズン4: ミシ
シッピ 湿地帯の女王(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ポンティアッ
ク・フィエロ(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式オースチン・ヒーレー
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 死をもたらす星(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 冥王星の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 不可解な暗黒物質(二)

☆スペースタイム・宇宙ガイド:
人類 再び月へ(新)(二)

THE NAKED シーズン4: ミシ
シッピ 湿地帯の女王(二)

★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 通信不能(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆徹底検証・もしもいま建設し
たら: ローマ水道(新)(字)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: ブラックホール成⾧の秘密
(二)

☆スペースタイム・宇宙ガイド:
宇宙飛行士の生活(新)(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン3: 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 シーズン3: マツダMX-5 後編(二)

NASA超常ファイル シーズン2:
宇宙ホタル(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
土星の輪の秘密(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ダッジ・チャ
レンジャー(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式ダッジA100(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 太陽系第9惑星の謎
(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン5: 宇宙の超危険エリア(二)
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大脱出!サバイバルレース: ボ
ルネオ(字)

THE NAKED シーズン4: ミシ
シッピ 湿地帯の女王(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: ビッグブロック
の修理(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1982年式トヨタ・スープラ(二)

カスタム・マスター シーズン3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 前編(二)

大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー90
ｍ滑落(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン4: 思
い出のマーキュリー・コメット(字)

★潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏
での任務 パート1(二)

★潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏
での任務 パート2(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ダッジ・スー
パー・ビー(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1994年式三菱GTO(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1965年式ワーゲンバス 21ウイ
ンドウ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(二)

インフォマーシャル(日)

★JDM!日本車カスタム in
US: ダットサン510／1989年
式日産パオ(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 ミリタリーSP 15:00
潜入!ロシア軍のすべて: ヤーセンM
型原子力潜水艦(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 ☆潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃
ヘリ「Ka-52 アリゲーター」

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 ミリタリーSP 24:00
潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏で
の任務 パート1(二)

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

ファスト＆ラウド シーズン4: さら
ばアーロン／レース対決 パート
1(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式オースチン・ヒーレー

MOTORアワー

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★戦火の兵器大全: 勝利を呼
ぶ乗り物(二)

★戦火の兵器大全: イギリス
陸軍工兵隊(二)

★歴史の分岐点: 太平洋での
戦い(字)

★バミューダ・トライアングルの謎
に迫る(二)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.1 最悪の始まり(字)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司
令部、大爆発(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 接
近戦(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 水中のストーンヘン
ジ(二)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.12 カナディアン・ロッキー
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で
家が流される(字)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(字)

THE NAKED シーズン4: ブラ
ジル 毒の罠(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ベンツ
300D(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.12 夏編 限界
点(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: 1965年式シボ
レー・インパラ(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠
隔武器(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 謎の放射線(二)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: ローマ水道(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.13 夏編 チー
ムワーク(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.11 廃墟の街(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.12 カナディアン・ロッキー
(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.13 撮影秘話2(字)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.1 最悪の始まり(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: サン
ビーム・アルパイン(二)

三菱電機 presents ワールドテックア

ワー

★海洋メガマシン: 水深増加プ
ロジェクト(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 北極圏で
の任務 パート2(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: 1965年式VW
ビートル(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 万
人向けの武器(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: サーペント・マウンド
の謎(二)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.13 撮影秘話2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: 初代シボレー・カ
マロ(二)

★兵器革命: 破壊力(二)

★戦火の兵器大全: 第一次
世界大戦(二)

★戦火の兵器大全: 第二次
世界大戦(二)

海洋メガマシン: 水深増加プロ
ジェクト(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 東京スカイツリー
(二)

大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズロ
ケット大爆発(字)

インフォマーシャル(日)

★大脱出!サバイバルレース:
モンゴル(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 夢のコンテナハウス(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14: 新コ
ンビ舞台裏(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
3: アントノフ2 旅立ち(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
3: いざアメリカへ!(二)

組立再生!リアセンブラー シー
ズン2: フードミキサー(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 防空ミサ
イルシステム「トール」(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン5:
水陸両用飛行艇「HU-16」
(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
雪解けの災い(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.13 夏編 チー
ムワーク(字)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.6 挑戦の舞台裏(字)

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6: 私たちの中のエ
イリアン(二)
★NASA超常ファイル シーズン
1: 太陽に開いた穴(二)

★宇宙ミッション・危機一髪!:
太陽電池パネルの災い(字)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: クライスラー300 in
SEMAショー(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: スピー
ド勝負(字)

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: MiG-31
宇宙に近づく戦闘機(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
超巨大嵐(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
太陽系誕生の謎(二)

大惨事の瞬間: Ep.26/花火から
400軒の大火災(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: クマ
が支配する山(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 小さな複合住居(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン4: レー
ス対決 パート2(字)

★バッド・チャド・カスタム: 未来
の宇宙船カー 前編(字)

★カスタム・マスター シーズン3:
1955年式フォード・ピックアップ
トラック 後編(二)

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～
シーズン3: 東京スカイツリー
(二)インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(字)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
雪解けの災い(二)

★徹底検証・もしもいま建設し
たら: ローマ水道(字)

機密事件ミステリー: アルカトラ
ズ刑務所脱獄(字)

THE NAKED シーズン4: クマ
が支配する山(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.6 挑戦の舞台裏(字)

インフォマーシャル(日)

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

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.13 夏編 チー
ムワーク(字)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.6 挑戦の舞台裏(字)

機密事件ミステリー: アルカトラ
ズ刑務所脱獄(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14:
1987年式アルファロメオ・スパイ
ダー クワドリフォリオ(二)
カスタム・マスター シーズン4:
1952年式ポンティアック(二)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
スタンク爆発(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 火星の呪い(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン5:
ハマー輸出と夜間飛行(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14:
2004年式 ミニ・クーパーS
MC40(二)
★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: クライスラー300
in SEMAショー(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: ス
ピード勝負(字)

★組立再生!リアセンブラー
シーズン2: ホンダ・モンキー
(二)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべて:
MiG-31 宇宙に近づく戦闘機(新)(二)

21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン5: 水陸両用飛行艇
「HU-16」(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書 シーズン3:
超巨大嵐(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
2004年式 ミニ・クーパーS
MC40(二)

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
～ シーズン3: 東京スカイツリー
(二)☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.13 夏編
チームワーク(新)(字)

☆THE NAKED シーズン4:
クマが支配する山(新)(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: 1965年式VWビー
トル(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 万人
向けの武器(字)

☆THE ISLAND シーズン6:
Ep.6 挑戦の舞台裏
(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式 日産・510型系
ダットサン(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1957年式フォード・フェアレーン
後編(二)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス
DC７衝突テスト(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 消える衛星(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: ロシアの
鎧「パーンツィリS1」(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: フェラーリ
F430(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式 日産・510型系
ダットサン(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★カスタム・マスター シーズン4:
1957年式フォード・フェアレーン
前編(二)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す
る大型トラック(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 彗星の歌(二)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
雪解けの災い(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: カマロ50年
史(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式ランチア・フルヴィア
(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 曲芸飛行
チーム(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: 1954年式シボ
レー・ピックアップトラック(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 空から
の攻撃(字)

アラスカ鉄道24時 シーズン3:
雪解けの災い(二)

★バッド・チャド・カスタム:
1935年式ハップモービル(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1977年式ポルシェ924(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: 1965年式シボ
レー・インパラ(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 遠隔
武器(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式オースチン・ヒーレー
(二)

バッド・チャド・カスタム: 1935
年式ハップモービル(字)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
さらばアーロン／レース対決
パート1(字)

★ファスト＆ラウド シーズン4:
レース対決 パート2(字)

潜入!ロシア軍のすべて: ロシアの
鎧「パーンツィリS1」(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式ランチア・フルヴィア
(二)
オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: 初代シボレー・カマ
ロ(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 接近
戦(字)

ファスト＆ラウド シーズン4: さら
ばアーロン／レース対決 パート
1(字)

★カスタム・マスター シーズン3:
1955年式シボレー・ノマド(二)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ
イ崩落(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 氷の世界の生命体(二)

THE NAKED シーズン4: ブラ
ジル 毒の罠(二)

★アラスカ鉄道24時 シーズン
3: 雪解けの災い(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆徹底検証・もしもいま建設し
たら: ノアの方舟(新)(字)

☆機密事件ミステリー: アルカ
トラズ刑務所脱獄(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1969年式オペルGT(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1969年式オペルGT(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: 1954年式シボ
レー・ピックアップトラック(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 空
からの攻撃(字)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 奇妙な光の球(二)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.11 廃墟の街(字)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.10 グアテマラ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)

★カスタム・マスター シーズン4:
1958年式リンカーン・コンチネン
タル 後編(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式オースチン・ヒーレー
(二)
名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 新コ
ンビ舞台裏(二)

★カスタム・マスター シーズン3:
1968年式カマロ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン
制御不能(二)

インフォマーシャル(日)

★NASA超常ファイル シーズン
3: 月の有機体(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
太陽系誕生の謎(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14:
1977年式ポルシェ924(二)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.10 グアテマラ(字)
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大脱出!サバイバルレース: カ
ザフスタン(字)

THE NAKED シーズン4: ブラ
ジル 毒の罠(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ダッジ・チャ
レンジャー(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式ダッジA100(二)

ファスト＆ラウド シーズン4: レー
ス対決 パート2(字)

潜入!ロシア軍のすべて: ヤーセンM
型原子力潜水艦(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)

インフォマーシャル(日)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: ノアの方舟(字)

組立再生!リアセンブラー シー
ズン2: フードミキサー(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14: 新コ
ンビ舞台裏(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 新コ
ンビ舞台裏(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン5:
アントノフ2との再会(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ポンティアッ
ク・フィエロ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1965年式オースチン・ヒーレー
(二)

CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14:
1988年式ジープ・グランドワゴ
ニア(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 ミリタリーSP 15:00
潜入!ロシア軍のすべて: 曲芸飛行
チーム(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 ☆潜入!ロシア軍のすべて: 歩兵戦
闘車「BMP-3」ロボット化(新)(二)

21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 ミリタリーSP 24:00
潜入!ロシア軍のすべて: ヤーセンM
型原子力潜水艦(二)

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.5(字)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.6(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

ファスト＆ラウド シーズン5:
1973年式シボレー P30(字)

名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン14: 1988年式
ジープ・グランドワゴニア(二)

MOTORアワー

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★戦火の兵器大全: 情報分
析(二)

★戦火の兵器大全: 全面戦
争(二)

★歴史の分岐点: 朝鮮戦争
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.14 夏編 縄張
り争い(字)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
3: 終着地(二)

組立再生!リアセンブラー シー
ズン2: ホンダ・モンキー(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)

潜入!ロシア軍のすべて: ロシアの
鎧「パーンツィリS1」(二)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.5(字)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ
イスの結末(字)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(字)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: フォード・マスタン
グ・コンバーチブル(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 破
壊力(字)

宇宙の解体新書 シーズン3:
超巨大嵐(二)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.4(字)

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
～ シーズン3: 移動型南極大
陸研究所(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.14 夏編 縄張
り争い(字)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

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6: 「マトリックス」的
世界(二)

★NASA超常ファイル シーズン
1: 小惑星のUFO墜落現場
(二)

★宇宙ミッション・危機一髪!:
立ち往生(字)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: ノアの方舟(字)

アラスカ鉄道24時 S2: クマ襲
撃(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13:
1992年式ハンヴィー(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: メルセ
デス・ベンツ500SEC(二)

三菱電機 presents ワールドテックア

ワー

★海洋メガマシン: 潮力発電
タービン(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 防空ミサ
イルシステム「トール」(二)
戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

歴史の分岐点: 太平洋での戦
い(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン5:
スクールバス改造(二)

海洋メガマシン: 潮力発電ター
ビン(字)

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 移動型南極大陸
研究所(二)

大惨事の瞬間: Ep.34/サーファー
が巨大波に…(字)

インフォマーシャル(日)

★大脱出!サバイバルレース:
タイ(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: お洒落モダンハウス(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14:
1987年式アルファロメオ・スパイ
ダー クワドリフォリオ(二)
★ミリタリー・モーターズ シーズン
3: バージニアへの旅(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マツダ
RX-7(二)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: カリフォルニア最後の
日(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: シボレー・マリブ
SS(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 戦争と
市民(字)

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: 地雷除去
ロボット(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 火星への旅(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
超巨大嵐(二)

大惨事の瞬間: Ep.33/エアショーの
戦闘機事故(字)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: フロ
リダ ハリケーンの脅威(二)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: フロリダの小さな豪邸(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン5:
1965年式マスタングGT(字)

バッド・チャド・カスタム: 未来の
宇宙船カー 後編(字)

カスタム・マスター シーズン3:
1929年式フォード・ロードスター
(二)

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～
シーズン3: 移動型南極大陸
研究所(二)インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)

アラスカ鉄道24時 S2: クマ襲
撃(二)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: ノアの方舟(字)

機密事件ミステリー: D.B.クー
パー事件(字)

THE NAKED シーズン4: フロ
リダ ハリケーンの脅威(二)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 戦
争と市民(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 「新天地到達」秘
史(二)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.6(字)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦
闘機の空中爆発(字)

★組立再生!リアセンブラー
シーズン2: ポータブル・レコー
ド・プレイヤー(二)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべ
て: 地雷除去ロボット(新)(二)
21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン5: スクールバス改造
(二)

三菱電機 presents スペースアワー

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 火星への旅(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: クライスラー300 in
SEMAショー(二)

大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司令
部、大爆発(字)

インフォマーシャル(日)

バミューダ・トライアングルの謎に
迫る(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン5:
水陸両用飛行艇「HU-16」
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン11: マツダ
RX-7(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: シボレー・マリブ
SS(二)

★ザ・無人島生活: Ep.1 火
おこし(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ポル
シェ993タルガ(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: オールズモビル・ダイ
ナミック88(二)

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: MiG-31
宇宙に近づく戦闘機(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: フォー
ド・フィエスタXR2(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: プリムス・フューリー
(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 危険
な発明(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.14 夏編 縄張
り争い(字)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
1965年式マスタングGT(字)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.4(字)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 奇襲
攻撃(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:
1973年式シボレー P30(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:
1965年式マスタングGT(字)

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: ロシアの
鎧「パーンツィリS1」(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: フェラーリ
F430(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: 1965年式VWビー
トル(二)

大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大脱
走(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン1: サーペント・マウンドの謎
(二)

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: MiG-31
宇宙に近づく戦闘機(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン11: ポル
シェ993タルガ(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: オールズモビル・
ダイナミック88(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 危
険な発明(字)

インフォマーシャル(日)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: プリムス・フュー
リー(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.14 夏編
縄張り争い(新)(字)

☆THE NAKED シーズン4:
フロリダ ハリケーンの脅威
(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 恐竜の引っかき傷
(二)

放送休止

放送休止

放送休止

★JDM!日本車カスタム in
US: ダットサン240Z／トヨタ・
レビン(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1970年式 スカウト800A(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: フォード・マスタング・
コンバーチブル(二)

ヒストリー・オブ・ウェポン: 破壊
力(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1988年式ジープ・グランドワゴ
ニア(二)

THE NAKED シーズン4: クマ
が支配する山(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: クマ
襲撃(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆徹底検証・もしもいま建設し
たら: パンテオン神殿(新)(字)

☆機密事件ミステリー: D.B.
クーパー事件(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1988年式ジープ・グランドワゴ
ニア(二)
名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1987年式アルファロメオ・スパイ
ダー クワドリフォリオ(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: カポネの脱出トンネ
ル(二)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

★カスタム・マスター シーズン4:
1929年式フォード・ロードスター
抽選会(二)

JDM!日本車カスタム in US:
ダットサン240Z／トヨタ・レビン
(二)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
1973年式シボレー P30(字)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: 初代シボレー・カマ
ロ(二)

大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で家
が流される(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン1: 水中のストーンヘンジ
(二)

アラスカ鉄道24時 S2: クマ襲
撃(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン11: フォー
ド・フィエスタXR2(二)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー
ス中の事故(字)

THE NAKED シーズン4: クマ
が支配する山(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: 1970年式シボ
レー・エルカミーノ(二)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 海
戦(字)

インフォマーシャル(日)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: 1954年式シボ
レー・ピックアップトラック(二)

大惨事の瞬間: Ep.29/全米最悪
ガス管爆発事故(字)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン3:
奇妙な光の球(二)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: 歴史に埋もれた共
同墓地(二)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.3(字)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.3(字)

★ヒストリー・オブ・ウェポン: 奇
襲攻撃(字)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: 1965年式シボ
レー・インパラ(二)

大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街の
大規模地滑り(字)

インフォマーシャル(日)

NASA超常ファイル シーズン3:
謎の放射線(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
超巨大嵐(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14:
1970年式 スカウト800A(二)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.2(字)
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大脱出!サバイバルレース: モ
ンゴル(字)

THE NAKED シーズン4: クマ
が支配する山(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14:
1977年式ポルシェ924(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式 日産・510型系
ダットサン(二)

機密事件ミステリー: アルカトラ
ズ刑務所脱獄(字)

機密事件ミステリー: D.B.クー
パー事件(字)

インフォマーシャル(日)

放送休止

放送休止

放送休止

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式ランチア・フルヴィア
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1987年式アルファロメオ・スパイ
ダー クワドリフォリオ(二)
ミリタリー・モーターズ シーズン5:
ハマー輸出と夜間飛行(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: ベンツ
300D(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1969年式オペルGT(二)

CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14:
2004年式 ミニ・クーパーS
MC40(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26

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
09:55 ☆RALLY NIPPON 名車録
2019 決定版(新)(日)

09:55 RALLY NIPPON 名車録 2019
決定版(日)

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 ミリタリーSP 15:00
潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃ヘリ
「Ka-52 アリゲーター」(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 ☆潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃
ヘリ「Mi-28UB」(新)(二)

21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 ミリタリーSP 24:00
潜入!ロシア軍のすべて: 曲芸飛行
チーム(二)

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

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.15 夏編 苦境
(字)

★ザ・無人島生活: Ep.2 シェ
ルター作り(字)

★歴史の分岐点: 中東戦争
(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.15 夏編 苦境
(字)

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6: 偏見との闘い
(二)

★NASA超常ファイル シーズン
1: 火星の衛星の謎(二)

★宇宙ミッション・危機一髪!:
空気を求めて(字)

★THE ISLAND シーズン5:
Ep.1 冒険の始まり(字)

★THE ISLAND シーズン5:
Ep.2 対立(字)

★THE ISLAND シーズン5:
Ep.3 空腹(字)

★THE ISLAND シーズン5:
Ep.4 狩り(字)

★THE ISLAND シーズン5:
Ep.5 協力(字)

潜入!ロシア軍のすべて: ロシアの
鎧「パーンツィリS1」(二)
戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

戦火の兵器大全: 全面戦争
(二)

歴史の分岐点: 朝鮮戦争
(字)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
3: ジェットエンジン搭載 BTR-
50(二)

組立再生!リアセンブラー シー
ズン2: ポータブル・レコード・プレ
イヤー(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大
会で(二)

潜入!ロシア軍のすべて: MiG-31
宇宙に近づく戦闘機(二)
★戦火の兵器大全: ベトナム
戦争(二)

★戦火の兵器大全: 冷戦時
代の核開発(二)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: パンテオン神殿(字)

海洋メガマシン: コンテナ輸送
(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ポル
シェ912E(二)

三菱電機 presents ワールドテックア

ワー

★海洋メガマシン: コンテナ輸
送(字)

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビル
火災(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: ス
ピットファイア巨大プラモデル
(二)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべ
て: 空中給油機「IL-78」

メガ建造～不可能への挑戦～
シーズン3: 国際宇宙ステーショ
ン(二)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
(二)

インフォマーシャル(日)

★大脱出!サバイバルレース:
パラオ(字)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: 豪華ハウスボート(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14:
1969年式オペルGT(二)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
3: 寄せ集めハマー(二)

MOTORアワー

★クラシックカー・コレクション シーズン
8: ビートル・マニア(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: フォー
ド・サンダーバード(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: シボレーC10ピッ
クアップトラック(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: V22
オスプレイ(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 地獄の島（2時間）
(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: マセラ
ティ・ビトゥルボ(二)

ファスト＆ラウド シーズン5: 1934年
式フォード・クーペ(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シー
ズン14: 1977年式ポルシェ924(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆徹底検証・もしもいま建設し
たら: 万里の⾧城(新)(字)

☆機密事件ミステリー: リンド
バーグ愛児誘拐事件
(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マセラ
ティ3200GT(二)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
1934年式フォード・クーペ(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1969年式オペルGT(二)

★JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X ブ
ルーライトSP(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 魔の山
岳地帯(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 空中給油
機「IL-78」(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 小惑星の脅威(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 火星への旅(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)

★BigドリームSmallハウス シーズン
6: アラスカの自然満喫ロッジ(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン5: 続・
1934年式フォード・クーペ(字)

バッド・チャド・カスタム: 1935
年式ハップモービル(字)

カスタム・マスター シーズン3:
1965年式ワーゲンバス 21ウイ
ンドウ(二)

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～
シーズン3: 国際宇宙ステーショ
ン(二)インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機
飛行テスト(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 魔の山
岳地帯(二)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: パンテオン神殿(字)

機密事件ミステリー: リンドバー
グ愛児誘拐事件(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.15 夏編
苦境(新)(字)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.3 空腹(字)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: シボレーC10ピック
アップトラック(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: V22オス
プレイ(二)

潜入!ロシア軍のすべて: 攻撃ヘリ
「Mi-28UB」(二)

☆THE NAKED シーズン4:
ニカラグア 地獄の島（2時
間）(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: アン
フィカー(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: フォード・マスタング・
ファストバック(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 超静音
潜水艦(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.15 夏編 苦境
(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 地雷除去
ロボット(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: シボ
レー・カマロ(二)

放送休止

★ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1934年式フォード・クーペ
(字)

潜入!ロシア軍のすべて: 歩兵戦闘
車「BMP-3」ロボット化(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーターズ
シーズン6: プラスチックのジープ?
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 小惑星の脅威
(新)(二)
名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: フォー
ド・サンダーバード(二)

★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパー
バイク(二)

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
～ シーズン3: 国際宇宙ステー
ション(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: ロータス・ヨーロッパ
パート2(二)

放送休止

放送休止

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 防衛シス
テム(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 魔の山
岳地帯(二)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: 万里の⾧城(字)

組立再生!リアセンブラー シー
ズン2: ポータブル・レコード・プレ
イヤー(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 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 シーズン11: フォー
ド・フィエスタXR2(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: プリムス・フューリー
(二)

大惨事の瞬間: Ep.37/大型客船
沈没(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン1: 恐竜の引っかき傷(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 魔の山
岳地帯(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ゴルフ
GTI(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: シボ
レー・カマロ(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: ビュイック・スカイ
ラーク(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: ⾧距
離ミサイル(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: ソロモンの財宝(二)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸
失敗(二)

JDM!日本車カスタム in US:
日産スカイラインGT-X ブルーラ
イトSP(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: シトロ
エン2CV(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: ロータス・ヨーロッパ
パート1(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 携帯型
ロケット砲(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1977年式ポルシェ924(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: 視聴
者質問!舞台裏SP(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: 1970年式シボ
レー・エルカミーノ(二)

大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレース
中の事故(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン1: 歴史に埋もれた共同墓
地(二)

THE NAKED シーズン4: フロ
リダ ハリケーンの脅威(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: 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 シーズン11: マセラ
ティ3200GT(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: ロータス・ヨーロッ
パ パート2(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 防衛
システム(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: ナチスの金塊(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.2 対立(字)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴ
ンドラ(二)

THE NAKED シーズン4: フロ
リダ ハリケーンの脅威(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 魔の
山岳地帯(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: シトロ
エン2CV(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1977年式ポルシェ924(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: フォード・マスタング・
コンバーチブル(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★ダーク・シークレット: 過去へ行った
男(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 火星への旅(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: ヘミ載せ替
え1(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェイス
の結末(字)

インフォマーシャル(日)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン1: カリフォルニア最後の日
(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: 地雷除去
ロボット(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン6: シボレーG
バン(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)
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大脱出!サバイバルレース: タ
イ(字)

THE NAKED シーズン4: フロ
リダ ハリケーンの脅威(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 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 シーズン14:
1970年式 スカウト800A(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1969年式オペルGT(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン5:
水陸両用飛行艇「HU-16」
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 第三世代マ
スタング(二)

★THE NAKED: 未公開シー
ン全部見せますSP(二)

機密事件ミステリー: リンドバー
グ愛児誘拐事件(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 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 シーズン11: マツダ
RX-7(二)

放送休止

放送休止

放送休止

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ポル
シェ993タルガ(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: アン
フィカー(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: フォード・マスタン
グ・ファストバック(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 超静
音潜水艦(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: ニコラ・テスラの秘密
(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.4 狩り(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 火星への旅(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: オールズモビル・ダイ
ナミック88(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: シボレー・マリブ
SS(二)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン1: 「新天地到達」秘史
(二)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 火山大噴火の脅威
(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.5 協力(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン6:
プラスチックのジープ?(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

ミリタリー・モーターズ シーズン5:
スクールバス改造(二)

インフォマーシャル(日)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン6: ロータス・ヨーロッ
パ パート1(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 携帯
型ロケット砲(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン1: ミシガン湖 魔の三
角域(二)

THE ISLAND シーズン5:
Ep.1 冒険の始まり(字)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操
縦訓練(二)

★カスタム・マスター シーズン4:
1967年式シボレー・シェベル
(二)

大惨事の瞬間: Ep.35/巨大クレー
ン転倒(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2

4:00 4:00

4:30 4:30

5:00 5:00

5:30 5:30

6:00 6:00

6:30 6:30

7:00 7:00

7:30 7:30

8:00 8:00

8:30 8:30

9:00 9:00

9:30 9:30

10:00 10:00

10:30 10:30

11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 ☆潜入!ロシア軍のすべて: レー 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:55 RALLY NIPPON 名車録 2019
決定版(日)

22:55 RALLY NIPPON 名車録 2019
決定版(日)

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

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: Ep.8(二)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
バット飛行(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.3 疑惑(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

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
～ シーズン3: テスラ・ファクト
リー(二)

★THE ISLAND シーズン6:
Ep.1 カネの降る島(字)

★THE ISLAND シーズン6:
Ep.2 ためらい(字)

★THE ISLAND シーズン6:
Ep.3 疑惑(字)

★THE ISLAND シーズン6:
Ep.4 焦り(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: シボレー・インパ
ラ(二)

★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
バットシステム(二)

インフォマーシャル(日)

★好奇心の扉: バミューダトラ
イアングルの謎とは?(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: プラスチックのジープ?(二)

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
8: ルノー・ジョリー(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ダラッ
ク・タイプL(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: フォード・ブロンコ
(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 超強
力マシンガン(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: アトランティスの謎
(二)

THE ISLAND シーズン5: 挑
戦の舞台裏(字)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケー
ン中継(二)

★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
来兵器(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン5: Ep.16 夏編
大当たり(新)(字)

☆THE NAKED シーズン4:
パナマ 最悪の知らせ
(新)(二)

★ザ・無人島生活: Ep.3 狩
り(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11:
BMW Z1(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: フォード・フェアレー
ンGTA(二)

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
来兵器(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン5: Ep.16 夏編 大当
たり(字)

21:27 ☆潜入!ロシア軍のすべ
て: クレムリンの花火(新)(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: 美しきイタリア
(新)(二)

三菱電機 presents スペースアワー

☆スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 新たな推進装置
(新)(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: シボレーC10ピック
アップトラック(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)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン2: 火山大噴火の脅威
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ダラッ
ク・タイプL(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: シボレー・インパラ
(二)

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
バットシステム(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: クレムリン
の花火(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.4 焦り(字)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
ル崩壊(二)

★夢のおもちゃプロジェクト: 粘
土細工で作る本格造花庭園
(二)

ファスト＆ラウド シーズン5: 75
年式ダットサン280Z(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:
続・75年式ダットサン
280Z(字)

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: 地雷除去
ロボット(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 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 シーズン11: アン
フィカー(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: フォード・マスタング・
ファストバック(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)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン2: ニコラ・テスラの秘密
(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: 空中給油
機「IL-78」(二)

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
8: フォード・モデルT ハウスカー(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11:
BMW Z1(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: フォード・フェア
レーンGTA(二)

ファスト＆ラウド シーズン5: 75
年式ダットサン280Z(字)

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: 空中給油
機「IL-78」(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: VW
タイプ2スプリットスクリーン(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: オールズモビル
442(二)

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
式散弾銃(二)

夢のおもちゃプロジェクト: スピッ
トファイア巨大プラモデル(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: アウ
ディ・TT(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: 新型シボレー・イン
パラ(二)

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
チャー榴弾砲(二)

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
8: キッセル・カー／ビュイック・モデル
16(二)★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: VW
タイプ2スプリットスクリーン(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: オールズモビル
442(二)

★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
式散弾銃(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 海賊の宝(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.2 ためらい(字)

JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
GT-R仕様(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: ビュイック・スカイラー
ク(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)

解明・地下世界ミステリー シー
ズン2: ソロモンの財宝(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 衝突
への秒読み(二)

★JDM!日本車カスタム in
US: 日産スカイラインGT-X
GT-R仕様(二)

ファスト＆ラウド シーズン5: 続・75年式
ダットサン280Z(字)

★カスタム・マスター シーズン4:
1957年式シボレー・コルベット
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式ランチア・フルヴィア
(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: ロータス・ヨーロッパ
パート1(二)

大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操縦
訓練(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★ダーク・シークレット: 老賢者
からの忠告(二)
スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 小惑星の脅威(二)

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
8: ACブリストル／ポルシェ・スピード
スター(二)

★THE ISLAND シーズン5:
挑戦の舞台裏(字)

☆機密事件ミステリー: 米史
上最大規模 美術品盗難事
件(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ジャ
ガー・XJ-C(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン7: フォード・ブロンコ
(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン2: 超強
力マシンガン(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式ランチア・フルヴィア
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: マセ
ラティ3200GT(二)

オーバーホール 改造車の世界
シーズン6: ロータス・ヨーロッパ
パート2(二)

大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴン
ドラ(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン4: ニカ
ラグア 地獄の島（2時間）
(二)

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
8: ダットサン280Z（日産フェアレ
ディZ）(二)★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: アウ
ディ・TT(二)

★オーバーホール 改造車の世
界 シーズン7: 新型シボレー・
インパラ(二)

★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
チャー榴弾砲(二)

インフォマーシャル(日)

★解明・地下世界ミステリー
シーズン2: 不可思議な洞くつ
(二)

THE ISLAND シーズン6:
Ep.1 カネの降る島(字)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

★アラスカ鉄道24時 S2: 衝
突への秒読み(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆徹底検証・もしもいま建設
したら: ベネチア(新)(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: ジャ
ガー・XJ-C(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 衝突
への秒読み(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン14: 1972年式 日産・510型
系ダットサン(二)
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大脱出!サバイバルレース: パ
ラオ(字)

ザ・無人島生活: Ep.1 火おこ
し(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: 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 シーズン11: シト
ロエン2CV(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式 日産・510型系
ダットサン(二)
ミリタリー・モーターズ シーズン
6: プラスチックのジープ?(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: ヘミ載せ替え
2(二)

徹底検証・もしもいま建設した
ら: ベネチア(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン6: ゴルフ
GTI(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: シボ
レー・カマロ(二)

THE NAKED シーズン4: パ
ナマ 最悪の知らせ(二)

機密事件ミステリー: 米史上
最大規模 美術品盗難事件
(字)

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
8: ビートル・マニア(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン11: フォー
ド・サンダーバード(二)


