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インフォマーシャル(日)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.1 拉致と光(字)

サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.3 グルジア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
ローリー事故(二)

地球外生命体との遭遇 シー
ズン3: Ep.6(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 宇宙開発陰謀説(二)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.3 グルジア(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1955年
式インパラワゴン(二)

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

★潜入!名車ガレージ・日本
のカリスマたち(二)

★戦場の真実: レイテ沖海戦
(二)

地球外生命体との遭遇 シー
ズン3: Ep.7(字)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP2(二)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.4 パプアニューギニア(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: トヨタ・
フォーランナー(二)

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

★キング・オブ・スピードMAX:
アイルランド・ラリー(字)

★戦場の真実: ミッドウェー海
戦(二)

インフォマーシャル(日)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.2 収穫(字)

サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.4 パプアニューギニア(字)
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ベア・グリルスと挑む!極限サバ
イバル: 樹木恐怖症／昆虫恐
怖症(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.12 地獄からの脱
出(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: シェルビー・
GT500(二)

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
ローバーP38(二)

フューチャーカー: 2030年のデ
ザイン(字)

大惨事の瞬間: Ep.11戦車!市
街地暴走(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生!ドリームカー大作
戦: 日産スカイラインへの道
(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
1: エアストリーム／シボレー
K30(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)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: フロッグ
アイ・スプライト(二)

フューチャーカー: 2030年のテ
クノロジー(字)

大惨事の瞬間: Ep.12/墜落
5000ｍ(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド: 名珍場面
SP2 ガスモンキーの歴史(字)

ホーキングの好奇心: 宇宙の
創造主とは?(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: 1981年式デ
ロリアン(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ダッジ・
チャージャー(二)

フューチャーカー: 2030年の究
極の車(字)

大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー90
ｍ滑落(二)

名車再生!ドリームカー大作
戦: エスコート・マーク２への道
(二)

☆名車再生!ドリームカー大
作戦: 日産スカイラインへの
道(新)(二)

★カスタム・マスター シーズン1:
1934年式ダッジ(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★SUPERCAR シーズン2: ア
ルファロメオ4C(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)

潜入!名車ガレージ・日本の
カリスマたち(二)

戦場の真実: レイテ沖海戦
(二)

名車再生!ドリームカー大作
戦: エスコート・マーク２への道
(二)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: トラブル続き(二)

ファスト＆ラウド: 名珍場面
SP1 ガスモンキーの1年(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.5 気まぐれな
運命(字)

モノ作りの舞台裏: Ep.5 大
阪・堺の刺身包丁(字)

キング・オブ・スピードMAX: 曲
芸飛行(字)

戦場の真実: 沖縄戦(二)

キング・オブ・スピードMAX: ド
ラッグレース(字)

戦場の真実: ⾧津湖の戦い
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母
艦上の着陸事故(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: トラブル続き(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★目に見えない世界: 大気の
観察(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.13 モンス
ター・ウェーブ(新)(字)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えたマレーシア航空370
便(二)

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
ンギア(二)

キング・オブ・スピードMAX: ア
イルランド・ラリー(字)

戦場の真実: ミッドウェー海戦
(二)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: フォード・ライ
トニング(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: サー
ブ・9-3(二)

フューチャーカー: 2030年の燃
料(字)

大惨事の瞬間: Ep.13/高速道路
の大クラッシュ(二)

インフォマーシャル(日)

地球外生命体との遭遇 シー
ズン3: Ep.8(字)

起業チャンス!中国武者修行
の旅: Ep.9 観光警察(字)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.5 オーストラリア北部(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: ルマン
GTOコンバーチブル(二)

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

★キング・オブ・スピードMAX:
曲芸飛行(字)

★戦場の真実: 沖縄戦(二)

インフォマーシャル(日)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.3 軍事機密(字)

サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.5 オーストラリア北部(字)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
機・離陸失敗(二)

★ファスト＆ラウド: 名珍場面
SP1 ガスモンキーの1年(字)

★ファスト＆ラウド: 名珍場面
SP2 ガスモンキーの歴史(字)

☆起業チャンス!中国武者修
行の旅: Ep.10 グランド・ファ
イナル(新)(字)

★夢を叶える発明ショー: ボク
シングロボット(二)

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

インフォマーシャル(日)

地球外生命体との遭遇 シー
ズン3: Ep.9(字)

起業チャンス!中国武者修行
の旅: Ep.10 グランド・ファイナ
ル(字)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.6 モハベ砂漠(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1998年
式３５５Ｆ１スパイダー(二)

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

★キング・オブ・スピードMAX:
ドラッグレース(字)

★戦場の真実: ⾧津湖の戦
い(二)

インフォマーシャル(日)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.4 侵入者(字)

サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.6 モハベ砂漠(字)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン
制御不能(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.5 気まぐ
れな運命(新)(字)

★THE NAKED: 未公開シー
ン全部見せますSP3(二)

★エジソンの卵: 組立式ドロー
ン／お絵かきロボットアームほか
(二)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.2(字)

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)

★THE NAKED: 未公開シー
ン全部見せますSP3(二)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えたマレーシア航空370
便(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 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8: デロリ
アン(二)

★エクストリーム・ライド～究極
の乗り物～(字)

★大惨事の瞬間: Ep.15/インドで
ビル倒壊(二)

☆おあそびマスターズ:
Ep.38(新)(日)

★地球外生命体との遭遇
シーズン3: Ep.10(字)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
1: エアストリーム／シボレー
K30(二)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.7 ファンも一緒に(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: ポンティアッ
ク・トランザム(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: モーガ
ン(二)

★キング・オブ・スピードMAX:
自動車の速度記録(字)

★戦場の真実: バルジの戦い
(二)

インフォマーシャル(日)

★ナチスのUFO開発計画(二)

サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.7 ファンも一緒に(字)

★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ
イ崩落(二)

★戦争秘話: タラワの戦いと米
海兵隊(二)

21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン1: REO社 巨大トラッ
ク(二)

★モノ作りの舞台裏: Ep.5 大
阪・堺の刺身包丁(字)

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3: 宇宙開発陰謀説
(新)(二)

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)

キング・オブ・スピードMAX: 自
動車の速度記録(字)

戦場の真実: バルジの戦い
(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 宇宙開発陰謀説(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン3: 宇宙の始まりの始
まり(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: 未公開シーン
全部見せますSP3(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン14: Ep.7 人工津波発生装置(字)

インフォマーシャル(日)

★ファスト＆ラウド: 名珍場面
SP2 ガスモンキーの歴史(字)

★SUPERCAR シーズン2: ア
ルファロメオ4C(二)

★カスタム・マスター シーズン1:
1934年式ダッジ(二)

★ファスト＆ラウド: 名珍場面
SP1 ガスモンキーの1年(字)

MotorTrend

★エジソンの卵: 組立式ドロー
ン／お絵かきロボットアームほか
(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す
る大型トラック(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: トラブル続き(二)

★ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.13 モンス
ター・ウェーブ(字)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
消えたマレーシア航空370便
(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ: 前
転トラック パート2(新)(字)

★ホーキングの好奇心: 宇宙
の創造主とは?(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス
DC７衝突テスト(二)

★ウエポン・マスター: スコーピオ
ン(二)

★ウエポン・マスター: ギリシャの
火(二)

★兵器のテクノロジー: 特殊部
隊(二)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP3(二)

☆密着12年!中国こども成
⾧記: 環境と人格形成
(新)(字)

☆大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 三江併流
(新)(字)

★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11: フォー
ド・フィエスタXR2(二)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ワールド・トップ5 シーズン1:
スーパーカー(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: ナイト・ストーカーズ(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: 海軍特殊舟艇チーム上
級編(二)

★兵士が撮ったアフガン紛争
最前線: Ep.1 初めての任務
(字)

★兵器のテクノロジー: 爆薬
(二)

ワールド・トップ5 シーズン1:
スーパーカー(二)

エジソンの卵: 組立式ドローン
／お絵かきロボットアームほか
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(二)

インフォマーシャル(日)

★究極のサバイバルガイド:
Ep.1(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.8 ダイヤモンド(字)

インフォマーシャル(日)

★名車再生!ドリームカー大
作戦: 日産スカイラインへの道
(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ: 前
転トラック パート1(新)(字)

★名車再生!ドリームカー大
作戦: エスコート・マーク２への

道(二)

★兵士が撮ったアフガン紛争
最前線: Ep.2 IEDの罠(字)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: トラブル続き(二)

★ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.5 気まぐれ
な運命(字)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.2(字)

☆密着12年!中国こども成
⾧記: 成⾧と変貌(新)(字)

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン1: タイムトラベル
(二)

★ホーキングの好奇心: 生きる
こととは?(二)

★NASA50年　宇宙開発の
光と影: Ep.5(二)

★目に見えない世界: 光と力
の観察(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 宇宙の始まりの始まり
(二)
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インフォマーシャル(日)

★世にも奇妙なUFO物語: ロ
ズウェル(字)

サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.8 撮影秘話3(字)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
スタンク爆発(二)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.1 拉致と光(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 宇宙開発陰謀説(二)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.8 撮影秘話3(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1966年
式フォードF-100(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ＢＭ
Ｗ Ｍ５(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
モデルA(字)

★歴史の分岐点: 太平洋で
の戦い(字)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.2 収穫(字)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP3(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.1 アリゾナのスカイアイランド

(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1967年
式カマロ(二)

★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・
アルピーヌ(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
ロケット88(字)

★歴史の分岐点: 朝鮮戦争
(字)

インフォマーシャル(日)

★世にも奇妙なUFO物語:
遭遇と交信(字)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.1 アリゾナのスカイアイランド
(字)
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究極のサバイバルガイド:
Ep.1(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.13 モンスター・
ウェーブ(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1955年
式インパラワゴン(二)

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

★潜入!名車ガレージ・日本
のカリスマたち(二)

★大惨事の瞬間: Ep.18/タンク
ローリー事故(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: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
1: REO社 巨大トラック(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: トヨタ・
フォーランナー(二)

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

★キング・オブ・スピードMAX:
アイルランド・ラリー(字)

★大惨事の瞬間: Ep.19/航空母
艦上の着陸事故(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート１(字)

NASA50年　宇宙開発の光と
影: Ep.5(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1998年
式３５５Ｆ１スパイダー(二)

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

★キング・オブ・スピードMAX:
ドラッグレース(字)

★大惨事の瞬間: Ep.21/バルーン
制御不能(二)

名車再生!ドリームカー大作
戦: 日産スカイラインへの道
(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)

★カスタム・マスター シーズン1:
フォード・ピックアップトラック(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★SUPERCAR シーズン2:
ロールス・ロイス・レイス(二)

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

ファスト＆ラウド シーズン1: モ
デルA(字)

歴史の分岐点: 太平洋での
戦い(字)

名車再生!ドリームカー大作
戦: 日産スカイラインへの道
(二)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: 線路の修復(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: 番
外編(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.6 危険な野望
(字)

モノ作りの舞台裏: Ep.6 ゴル
フクラブ(字)

ファスト＆ラウド シーズン1:
キャデラック・ドゥビル(字)

歴史の分岐点: 中東戦争
(字)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・ギャラクシー(字)

歴史の分岐点: ベトナム戦争
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火か
ら400軒の大火災(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 線路の修復(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★目に見えない世界: 水中の
観察(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.14 クレーン
事故(新)(字)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: アトランティス消失(二)

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・
アルピーヌ(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: ロ
ケット88(字)

歴史の分岐点: 朝鮮戦争
(字)

目に見えない世界: 水中の観
察(字)

ホーキングの好奇心: 生きるこ
ととは?(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: ルマン
GTOコンバーチブル(二)

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

★キング・オブ・スピードMAX:
曲芸飛行(字)

★大惨事の瞬間: Ep.20/新型
機・離陸失敗(二)

インフォマーシャル(日)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.3 軍事機密(字)

★夢を叶える発明ショー: ボク
シングロボット(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.2 ボルネオのジャングル

(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: ジープ・ラン
グラーJK　パート1(二)

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

★ファスト＆ラウド シーズン1:
キャデラック・ドゥビル(字)

★歴史の分岐点: 中東戦争
(字)

インフォマーシャル(日)

★世にも奇妙なUFO物語: エ
イリアン(字)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.2 ボルネオのジャングル
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ
ロケット大爆発(字)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
番外編(字)

☆ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート１
(新)(字)

SUPERCAR シーズン2: ロー
ルス・ロイス・レイス(二)

★夢を叶える発明ショー: 渋
滞知らずの車(二)

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

インフォマーシャル(日)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.4 侵入者(字)

戦争秘話: タラワの戦いと米海
兵隊(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.3 マレーシア(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: ジープ・ラン
グラーJK　パート2(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ベンツ
Gクラス(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・ギャラクシー(字)

★歴史の分岐点: ベトナム戦
争(字)

インフォマーシャル(日)

★世にも奇妙なUFO物語:
出現スポット(字)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.3 マレーシア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.6 危険
な野望(新)(字)

★THE NAKED: 未公開シー
ン全部見せますSP4(二)

★エジソンの卵: 犬用追跡首
輪／スマホ操作ドアロックほか
(二)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.3(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ベンツ
Gクラス(二)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP4(二)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
アトランティス消失(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: ポンティアッ
ク・トランザム(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: モーガ
ン(二)

キング・オブ・スピードMAX: 自
動車の速度記録(字)

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)

ナチスのUFO開発計画(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
1: REO社 巨大トラック(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.4 サバイバル術復習編

(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1987年
式オールズモビル・カトラス(二)

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

★ファスト＆ラウド シーズン1:
リンカーン・コンチネンタル・マーク
Ⅲ(字)

★歴史の分岐点: 湾岸戦争
(字)

インフォマーシャル(日)

★世にも奇妙なUFO物語: ピ
ラミッド伝説(字)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.4 サバイバル術復習編
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(字)

★戦争秘話: ベトナム戦争 フ
エの米海兵隊(二)

21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン1: BTR-50装甲兵員
輸送車(二)

★モノ作りの舞台裏: Ep.6 ゴ
ルフクラブ(字)

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3: 火星へ行く船
(新)(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ＸＫ８(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: リン
カーン・コンチネンタル・マークⅢ
(字)

歴史の分岐点: 湾岸戦争
(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 火星へ行く船(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 宇宙開発陰謀説(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)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 四川の湿地帯
(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン14: Ep.9 ハイテク食洗機(字)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート１(字)

SUPERCAR シーズン2: ロー
ルス・ロイス・レイス(二)

カスタム・マスター シーズン1:
フォード・ピックアップトラック(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: 番
外編(字)

MotorTrend

エジソンの卵: 犬用追跡首輪
／スマホ操作ドアロックほか
(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で
家が流される(字)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: 線路の修復(二)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.14 クレーン事故
(字)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
アトランティス消失(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ: メ
ガラム SEMA参上(新)(字)

ホーキングの好奇心: 生きるこ
ととは?(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大
脱走(字)

★ウエポン・マスター: 決闘用ピ
ストル(二)

★ウエポン・マスター: アトラトル
(二)

戦争秘話: ベトナム戦争 フエ
の米海兵隊(二)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP4(二)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.3(字)

☆大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 四川の湿地帯
(新)(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)

★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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★ワールド・トップ5 シーズン1:
工場(二)

ウエポン・マスター: スコーピオン
(二)

ウエポン・マスター: ギリシャの火
(二)

兵士が撮ったアフガン紛争最
前線: Ep.2 IEDの罠(字)

兵器のテクノロジー: 特殊部隊
(二)

ワールド・トップ5 シーズン1: 工
場(二)

エジソンの卵: 犬用追跡首輪
／スマホ操作ドアロックほか
(二)

大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラスDC
７衝突テスト(二)

インフォマーシャル(日)

★究極のサバイバルガイド:
Ep.2(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン14: Ep.10 フォード・トランジット(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14: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ:
ビーストモードUTV(新)(字)

名車再生!ドリームカー大作
戦: 日産スカイラインへの道
(二)

★兵士が撮ったアフガン紛争
最前線: Ep.3 戦いのスイッチ
(字)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: 線路の修復(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.6 危険な野望
(字)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.3(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.6 危険な野望
(字)

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン1: 生命の誕生
(二)

★ホーキングの好奇心: 宇宙
の謎を解く鍵とは?(二)

★NASA50年　宇宙開発の
光と影: Ep.6(二)

★目に見えない世界: 大気の
観察(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 宇宙開発陰謀説(二)
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25:00 25:00
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26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00
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インフォマーシャル(日)

★世にも奇妙なUFO物語:
吸血エイリアン(字)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.5 ニュージーランド南島
(字)

★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1:
アウディR8スパイダー(二)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.7 ギレンホールもサバイバル
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート１(字)

☆ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート２
(新)(字)

SUPERCAR シーズン2: ジャ
ガー Fタイプ SVR(二)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.8 アイスランドの氷河(字)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: ウィルダネス鉄道
(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆驚異の鉄道～不可能への
挑戦～ シーズン2: 大自然
VS鉄道(新)(字)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.15 海上の
手術(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司
令部、大爆発(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)
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究極のサバイバルガイド:
Ep.2(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.14 クレーン事故
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1966年式
フォードF-100(二)

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

ファスト＆ラウド シーズン1: モ
デルA(字)

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)

★CAR FIX シーズン4: プリムス・ダ
スター大改造(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: コブラ
(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
フォードF100(字)

★戦闘艦大全: 世界大戦時
代の戦闘艦(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.7 迫られ
る決断(新)(字)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.9 ワイルド・ウエスト(字)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー
ス中の事故(字)

★戦争秘話: 朝鮮戦争 ⾧津
湖の伝説の中隊(二)

21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン2: シボレー・コルベット
ペースカー(二)

★モノ作りの舞台裏: Ep.7 ウ
イスキー(字)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート２(字)

NASA50年　宇宙開発の光と
影: Ep.6(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: ジープ・ラング
ラーJK　パート2(二)

★SUPERCAR シーズン2:
ジャガー Fタイプ SVR(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)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フォードF100(字)

戦闘艦大全: 世界大戦時代
の戦闘艦(二)

★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 砂漠の幽霊船(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)

ファスト＆ラウド シーズン1: シ
ボレー・フリートマスター(字)

戦闘艦大全: 潜水艦(二)

★夢を叶える発明ショー: 寝
坊解決マシーン(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)

ファスト＆ラウド シーズン1: モ
デルAロードスター(字)

戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14: フォー
ド・エスコートRSコスワース(二)

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

ミリタリー・モーターズ シーズン
1: BTR-50装甲兵員輸送車
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1967年式カ
マロ(二)

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・
アルピーヌ(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: ロ
ケット88(字)

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)

世にも奇妙なUFO物語: 遭
遇と交信(字)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP4(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.6 ニュージーランド北島
(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: 1965年
式シボレー・インパラ(二)

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

★ファスト＆ラウド シーズン1:
シボレー・フリートマスター(字)

★戦闘艦大全: 潜水艦(二)

インフォマーシャル(日)

★エイリアン大解剖:
Ep.1(字)

世にも奇妙なUFO物語: ロズ
ウェル(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 火星へ行く船(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.5 ニュージーランド南島
(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

インフォマーシャル(日)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: ウィルダネス鉄道(二)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～ シーズン2: 大自然VS
鉄道(字)

ホーキングの好奇心: 宇宙の
謎を解く鍵とは?(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: ジープ・ラング
ラーJK　パート1(二)

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

ファスト＆ラウド シーズン1:
キャデラック・ドゥビル(字)

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)

世にも奇妙なUFO物語: エイ
リアン(字)

夢を叶える発明ショー: 渋滞
知らずの車(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.7 ギレンホールもサバイバル
(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 1979年
式ポルシェ911(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)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
モデルAロードスター(字)

★戦闘艦大全: 上陸用舟艇
(二)

インフォマーシャル(日)

★エイリアン大解剖:
Ep.2(字)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.6 ニュージーランド北島
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(字)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート１(字)

起業チャレンジ!覆面ビリオネ
ア: Ep.8 明かされる秘密(二)

☆大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 砂漠の達人
(新)(字)

★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)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(字)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: ウィルダネス鉄道(二)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.15 海上の手術
(字)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
砂漠の幽霊船(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ベンツ
Gクラス(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・ギャラクシー(字)

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)

世にも奇妙なUFO物語: 出
現スポット(字)

戦争秘話: ベトナム戦争 フエ
の米海兵隊(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.8 アイスランドの氷河(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: オフロード
仕様トラック(二)

★エジソンの卵: 自動サイコロ
／電動スケートボードほか(二)

カスタム・マスター シーズン1: ア
ウディR8スパイダー(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート１(字)
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エジソンの卵: 自動サイコロ／
電動スケートボードほか(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: スカイ
ライン(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
シボレー・インパラ(字)

★戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
謎の飛行物体(字)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP5(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.7 迫られる決
断(字)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP5(二)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
砂漠の幽霊船(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1987年式
オールズモビル・カトラス(二)

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

ファスト＆ラウド シーズン1: リン
カーン・コンチネンタル・マークⅢ
(字)

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)

世にも奇妙なUFO物語: ピラ
ミッド伝説(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
1: BTR-50装甲兵員輸送車
(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.9 ワイルド・ウエスト(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 1971年
式ファイヤーバード・フォーミュラ(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: トライ
アンフＴＲ６(二)

★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)

★戦闘艦大全: 装甲艦(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
幽霊船(字)

★THE NAKED: 未公開シー
ン全部見せますSP5(二)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.4(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: スカイ
ライン(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: シ
ボレー・インパラ(字)

戦闘艦大全: 木造戦闘艦
(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 宇宙の光(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 火星へ行く船(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)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 知力 VS 体力
(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.11 モーグ・シンセ
サイザー(字)
インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート２(字)

SUPERCAR シーズン2: ジャ
ガー Fタイプ SVR(二)

★アポロ計画 失われた映像
(字)

目に見えない世界: 水中の観
察(字)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: ウィルダネス鉄道(二)

戦闘艦大全: 装甲艦(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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★メガ・エアー: バレンタイン用
のバラ(字)

ウエポン・マスター: 決闘用ピス
トル(二)

ウエポン・マスター: アトラトル
(二)

モノ作りの舞台裏: Ep.7 ウイ
スキー(字)

兵士が撮ったアフガン紛争最
前線: Ep.3 戦いのスイッチ
(字)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.4(字)

戦争秘話: ベトナム戦争 フエ
の米海兵隊(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.7 迫られる決
断(字)

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3: 宇宙の光
(新)(二)
名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: トライ
アンフＴＲ６(二)

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)

★兵士が撮ったアフガン紛争
最前線: Ep.4 狙われた選挙
(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 火星へ行く船(二)

戦争秘話: 朝鮮戦争 ⾧津湖
の伝説の中隊(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.7 迫られる決
断(字)

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン1: 物質の正体
(二)

メガ・エアー: バレンタイン用の
バラ(字)

エジソンの卵: 自動サイコロ／
電動スケートボードほか(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)

★究極のサバイバルガイド:
Ep.3(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.12 モーガン３ホイ
ラー(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14:
1982年式トヨタ・スープラ(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ:
F100 レーストラック
(新)(字)

名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン14: フォード・エスコート
RSコスワース(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ: 日
産タイタン×カミンズ(新)(字)

ホーキングの好奇心: 宇宙の
謎を解く鍵とは?(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ
イスの結末(字)

★ウエポン・マスター: 日本刀
(二)

★ウエポン・マスター: 連射式の
弓(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
5/18 5/19 5/20 5/21 5/22 5/23 5/24

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

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 日曜宇宙シアター 20:00
★完全マニュアル: クルーズ船の作り方
(字)

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 ミリタリーSP 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)

★怪事件ファイル シーズン1:
ミイラの呪い(字)

サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.10 シーズン６撮影秘話
(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: ボル
ネオ島(字)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
赤い雨(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: オー
ストラリア(字)

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1:
フォード・ロードスター・ピックアッ
プ(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.16 危険な
穴場(新)(字)

SUPERCAR シーズン2: 6代
目シボレー・カマロ(二)

☆大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: ツタン
カーメンの墓(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦
闘機の空中爆発(字)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: フェスティバル1(二)

★完全マニュアル: アメフト競技場の作
り方(字)

★戦争秘話: 沖縄戦 シュ
ガーローフの戦い(二)

21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン2: アントノフ2 飛行計
画(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)

★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操
縦訓練(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.8 苦渋
の選択(新)(字)

★THE NAKED: 見どころ丸
出しSP(二)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭き
ゴンドラ(二)

Discovery Channel
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究極のサバイバルガイド:
Ep.3(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.15 海上の手術
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: プリムス・ダス
ター大改造(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: コブラ
(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フォードF100(字)

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)

放送休止

放送休止

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: 1979年式ポ
ルシェ911(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)

ファスト＆ラウド シーズン1: モ
デルAロードスター(字)

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)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1972年式ビュイック・リヴィエラ
パート２(字)

夢を叶える発明ショー: 携帯エ
アバッグ(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: オフロード仕
様トラック(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: スカイ
ライン(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: シ
ボレー・インパラ(字)

大惨事の瞬間: Ep.35/巨大クレー
ン転倒(字)

★SUPERCAR シーズン2: 6
代目シボレー・カマロ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: BMW
イセッタ(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: ス
リーウインドウのフォード(字)

戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(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)

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)
ミリタリー・モーターズ シーズン
2: シボレー・コルベット ペース
カー(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン4: 1965年式シ
ボレー・インパラ(二)

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

ファスト＆ラウド シーズン1: シ
ボレー・フリートマスター(字)

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)

エイリアン大解剖: Ep.1(字)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP5(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ボ
ルネオ島(字)

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9: フォー
ド・マスタング(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・フェアモント(字)

★戦闘艦大全: 冷戦時代
(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
人体自然発火(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆驚異の鉄道～不可能への
挑戦～ シーズン2: 鉄道橋
(新)(字)
★ミッシング～迷宮事件の謎
～: 消えた黄金郷(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: フォー
ド・マスタング(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・フェアモント(字)

戦闘艦大全: 冷戦時代(二)

放送休止

エイリアン大解剖: Ep.2(字)

夢を叶える発明ショー: 寝坊
解決マシーン(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1:
ルーマニア(字)

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9: ベンツ
ＳＬＫ(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
シボレー・アパッチ(字)

★戦闘艦大全: 水雷艇(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
UFOの集まる町(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: ルー
マニア(字)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート２(字)

☆ファスト＆ラウド シーズン6:
1972年式ビュイック・リヴィエ
ラ パート２(新)(字)

★夢を叶える発明ショー: 携
帯エアバッグ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: ベンツ
ＳＬＫ(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: シ
ボレー・アパッチ(字)

戦闘艦大全: 水雷艇(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート２(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン1: 謎
の飛行物体(字)

戦争秘話: 朝鮮戦争 ⾧津湖
の伝説の中隊(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1:
オーストラリア(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: 1969年
式ポンティアック・GTO(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)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
シボレー・アパッチ2(字)

★戦闘艦大全: 救助活動
(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: ファイヤー
バードY88(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: BMW
イセッタ(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
スリーウインドウのフォード(字)

★戦闘艦大全: 小型戦闘艦
(二)

世にも奇妙なUFO物語: 吸
血エイリアン(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 宇宙の光(二)

★サバイバルゲーム シーズン6:
Ep.10 シーズン６撮影秘話
(字)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.5(字)

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)

ファスト＆ラウド シーズン1: シ
ボレー・アパッチ2(字)

戦闘艦大全: 救助活動(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.8 苦渋の選択
(字)

THE NAKED: 見どころ丸出
しSP(二)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
消えた黄金郷(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: 1971年式
ファイヤーバード・フォーミュラ(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: トライ
アンフＴＲ６(二)

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)

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)

怪事件ファイル シーズン1: 幽
霊船(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
2: シボレー・コルベット ペース
カー(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ボ
ツワナ(字)

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10: フォー
ド・エスコート・マーク1(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
フェアレーン・ギャラクシー(字)

★戦闘艦大全: 偽装工作
(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン1:
ロシアのイエティ(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: ボツ
ワナ(字)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書: ブラック
ホールの秘密(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)

ファスト＆ラウド シーズン1: フェ
アレーン・ギャラクシー(字)

戦闘艦大全: 偽装工作(二)

完全マニュアル: クルーズ船の作り方
(字)

完全マニュアル: アメフト競技場の作
り方(字)

宇宙の解体新書: ブラックホー
ルの秘密(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 宇宙の光(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)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 砂漠の達人(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.13 風力タービン
(字)
インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1972年式ビュイック・リヴィエラ
パート２(字)

SUPERCAR シーズン2: 6代
目シボレー・カマロ(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1937年式ビュイック・イン
ディー・レーサー パート２(字)

MotorTrend

☆ディーゼル・ブラザーズ:
スーパー・シックス大改造 パー
ト2(新)(字)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～ シーズン2: 大自然VS
鉄道(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.46/スーパー
バイク(二)

★ウエポン・マスター: ヘイル・ロ
ケット(二)

★ウエポン・マスター: チャクラム
(二)

★兵士が撮ったアフガン紛争
最前線: Ep.5 帰還(字)

戦争秘話: 沖縄戦 シュガー
ローフの戦い(二)

カスタム・マスター シーズン1:
フォード・ロードスター・ピックアッ
プ(二)

大解剖!世界歴史建築ミステ
リー シーズン1: ツタンカーメン
の墓(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸
失敗(二)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: フェスティバル1(二)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.16 危険な穴場
(字)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
消えた黄金郷(二)

THE NAKED: 見どころ丸出
しSP(二)

メガ・エアー: 日本向けノル
ウェーサーモン(字)

大解剖!世界歴史建築ミステ
リー シーズン1: ツタンカーメン
の墓(字)

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)

★究極のサバイバルガイド:
Ep.4(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.14 歯科ドリル
(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14:
1973年式マスタング・マッハ１
(二)
☆ディーゼル・ブラザーズ:
スーパー・シックス大改造 パー
ト1(新)(字)

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)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: フェスティバル1(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.8 苦渋の選択
(字)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.5(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.8 苦渋の選択
(字)

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン1: ブラックホール
(二)

★月へ!米ソ開発競争の舞
台裏: マーキュリー計画(字)

★月へ!米ソ開発競争の舞
台裏: ジェミニ計画／アポロ計
画(字)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～ シーズン2: 大自然VS
鉄道(字)

☆大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 師弟対決
(新)(字)

★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)

★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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★メガ・エアー: 日本向けノル
ウェーサーモン(字)

ウエポン・マスター: 日本刀
(二)

ウエポン・マスター: 連射式の弓
(二)

兵士が撮ったアフガン紛争最
前線: Ep.4 狙われた選挙
(字)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.5(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 宇宙の光(二)

戦争秘話: 朝鮮戦争 ⾧津湖
の伝説の中隊(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
5/25 5/26 5/27 5/28 5/29 5/30 5/31

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

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 日曜宇宙シアター 20:00
★完全マニュアル: ジェットパックの作り
方(字)

20:30 20:30

21:00 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30
22:53 明日への扉(日)

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 ミリタリーSP 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)

★怪事件ファイル シーズン2:
北緯37度線のUFO(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: ベネ
ズエラ(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: タイ
(字)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
謎の人型ミイラ(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: アリ
ゾナ(字)

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1:
シボレー・ピックアップ(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.17 嬉しい
再会(新)(字)

SUPERCAR シーズン2: ポル
シェ911(二)

☆大解剖!世界歴史建築ミ
ステリー シーズン1: スフィンク
スの秘密(新)(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★大惨事の瞬間: Ep.47/高層ビ
ル火災(二)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機
飛行テスト(二)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: フェスティバル2(二)

★完全マニュアル: 戦車の作り方(字)

★戦争秘話: ラマディの戦いと
米陸軍の戦略(二)

21:55 ★ミリタリー・モーターズ
シーズン2: フォードM151(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)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケー
ン中継(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.9 最後
の賭け(新)(字)

☆THE NAKED XL シーズ
ン3 オールスター: Ep.1 強
豪大集結(新)(二)

☆中国デジタル革命:未知なる世
界へ(新)(字)

Discovery Channel
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究極のサバイバルガイド:
Ep.4(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.16 危険な穴場
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: ファイヤーバー
ドY88(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン9: BMW
イセッタ(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: ス
リーウインドウのフォード(字)

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)

放送休止

放送休止

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9: ベンツ
ＳＬＫ(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: シ
ボレー・アパッチ(字)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電車
(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1981年式ジープＣＪ７ パー
ト１(字)

月へ!米ソ開発競争の舞台
裏: ジェミニ計画／アポロ計画
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン5: 1969年式ポ
ンティアック・GTO(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)

ファスト＆ラウド シーズン1: シ
ボレー・アパッチ2(字)

大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操縦
訓練(二)

★SUPERCAR シーズン2: ポ
ルシェ911(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: 3代
目レンジローバー(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: マ
スタング・コンバーチブル(字)

戦火の兵器大全: 第一次世
界大戦(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)

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)

ミリタリー・モーターズ シーズン
2: アントノフ2 飛行計画(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9: フォー
ド・マスタング(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・フェアモント(字)

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)

怪事件ファイル シーズン1: 人
体自然発火(字)

THE NAKED: 見どころ丸出
しSP(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1: タ
イ(字)

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10: ポル
シェ・ボクスターS(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・ブロンコ(字)

★戦火の兵器大全: 第二次
世界大戦(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
空から落ちてきた男(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

☆驚異の鉄道～不可能への
挑戦～ シーズン2: 難関鉄道
(新)(字)
★ミッシング～迷宮事件の謎
～: バミューダトライアングル
(二)

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・ボクスターS(二)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・ブロンコ(字)

戦火の兵器大全: 第二次世
界大戦(二)

放送休止

怪事件ファイル シーズン1:
UFOの集まる町(字)

夢を叶える発明ショー: 携帯エ
アバッグ(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ル
ワンダ(字)

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10: モーリ
ス・マイナー・トラベラー(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・ブロンコ2(字)

★戦火の兵器大全: 勝利を
呼ぶ乗り物(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
実録「エクソシスト」(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: ルワ
ンダ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大
会で(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1972年式ビュイック・リヴィエラ
パート２(字)

☆ファスト＆ラウド シーズン6:
1981年式ジープＣＪ７
パート１(新)(字)

★夢を叶える発明ショー: ライ
フセーバー(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)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・ブロンコ2(字)

戦火の兵器大全: 勝利を呼ぶ
乗り物(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1972年式ビュイック・リヴィエラ
パート２(字)

インフォマーシャル(日)

怪事件ファイル シーズン1: 赤
い雨(字)

戦争秘話: 沖縄戦 シュガー
ローフの戦い(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ア
リゾナ(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: フォード フ
ラットヘッド(二)

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

★ファスト＆ラウド シーズン1:
コルベット・スティングレー(字)

★戦火の兵器大全: イギリス
陸軍工兵隊(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX 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10: 3代
目レンジローバー(二)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
マスタング・コンバーチブル(字)

★戦火の兵器大全: 第一次
世界大戦(二)

怪事件ファイル シーズン1: ミイ
ラの呪い(字)

宇宙の解体新書: ブラックホー
ルの秘密(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1: ベ
ネズエラ(字)

★THE ISLAND シーズン4:
Ep.6(字)

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)

ファスト＆ラウド シーズン1: コ
ルベット・スティングレー(字)

戦火の兵器大全: イギリス陸
軍工兵隊(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.9 最後の賭け
(字)

THE NAKED XL シーズン3
オールスター: Ep.1 強豪大集
結(二)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
バミューダトライアングル(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10: フォー
ド・エスコート・マーク1(二)

ファスト＆ラウド シーズン1: フェ
アレーン・ギャラクシー(字)

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)

怪事件ファイル シーズン1: ロ
シアのイエティ(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
2: アントノフ2 飛行計画(二)

★ザ・秘境生活 シーズン1: サ
バイバルの法則(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン5: GMC サイ
クロン(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)

★ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・サンダーバード(字)

★戦火の兵器大全: 情報分
析(二)

インフォマーシャル(日)

★怪事件ファイル シーズン2:
海底の巨大UFO(字)

ザ・秘境生活 シーズン1: サバ
イバルの法則(字)

三菱電機 presents スペースアワー

★宇宙の解体新書: 太陽の
内部(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)

ファスト＆ラウド シーズン1:
フォード・サンダーバード(字)

戦火の兵器大全: 情報分析
(二)

完全マニュアル: ジェットパックの作り
方(字)

完全マニュアル: 戦車の作り方(字)

宇宙の解体新書: 太陽の内
部(二)

宇宙の解体新書: ブラックホー
ルの秘密(二)

中国デジタル革命:未知なる世界
へ(字)

インフォマーシャル(日)

大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 師弟対決(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.15 パラモーター
(字)
インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1981年式ジープＣＪ７ パー
ト１(字)

SUPERCAR シーズン2: ポル
シェ911(二)

ファスト＆ラウド シーズン6:
1972年式ビュイック・リヴィエラ
パート２(字)

MotorTrend

☆ディーゼル・ブラザーズ: シ
ボレーC10 ローライダー パー
ト1(新)(字)

月へ!米ソ開発競争の舞台
裏: マーキュリー計画(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

★ウエポン・マスター: 戦闘馬
車用の弓(二)

★ウエポン・マスター: 吹き矢
(二)

★ザ・特殊部隊: ネイビーシー
ルズ(字)

戦争秘話: ラマディの戦いと米
陸軍の戦略(二)

カスタム・マスター シーズン1:
シボレー・ピックアップ(二)

大解剖!世界歴史建築ミステ
リー シーズン1: スフィンクスの
秘密(字)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
バット飛行(二)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: フェスティバル2(二)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.17 嬉しい再会
(字)

ミッシング～迷宮事件の謎～:
バミューダトライアングル(二)

THE NAKED XL シーズン3
オールスター: Ep.1 強豪大集
結(二)

メガ・エアー: 人工衛星(字)

大解剖!世界歴史建築ミステ
リー シーズン1: スフィンクスの
秘密(字)

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)

★究極のサバイバルガイド:
Ep.5(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.16 シャフトドライブ
自転車(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14:
1973年式サーブ・96(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ: 全
地形対応車「Nasu」
(新)(字)

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)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: フェスティバル2(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.9 最後の賭け
(字)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.6(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.9 最後の賭け
(字)

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン1: 暗黒エネル
ギー(二)

★ムーン・ウォーズ(字)

★月面探査レース:インドの
挑戦(字)

驚異の鉄道～不可能への挑
戦～ シーズン2: 鉄道橋(字)

☆大脱出!サバイバルレース
シーズン2: 知力 VS 体力
(新)(字)

★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)

★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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★メガ・エアー: 人工衛星(字)

ウエポン・マスター: ヘイル・ロ
ケット(二)

ウエポン・マスター: チャクラム
(二)

兵士が撮ったアフガン紛争最
前線: Ep.5 帰還(字)

THE ISLAND シーズン4:
Ep.6(字)

宇宙の解体新書: ブラックホー
ルの秘密(二)

戦争秘話: 沖縄戦 シュガー
ローフの戦い(二)


