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

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

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

Discovery Channel
2020年04月編成表

ベア・グリルスと挑む!極限サバ
イバル: 血液恐怖症／偏食
(字)

不可思議体験の告白: コカイ
ン漬けのミイラ(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン2: レアなキャディ
(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: シボレー・コルベット
C4 前編(二)名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: シボレー・コルベット
C4 後編(二)ガレージ・リハブ シーズン1: 散
らかし放題の店(字)

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)

ミステリー・ミュージアム シーズン
11: アポロ誘導コンピュータ
(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: 宇宙から見る地球(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: オフロード
仕様ジープ(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン5: ランドローバー・シリーズIIIステージ1 前編
(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズ
ン5: ランドローバー・シリーズIIIステージ1 後編
(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
巨大ガレージ大改造 パート
2(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

不可思議体験の告白: イルカ
の本能(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: 巨
大ガレージ大改造 パート
2(字)

マスター・オブ・アームズ シーズ
ン1: カトラス付きピストル(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ
前編(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ
後編(二)
ミリタリー・モーターズ シーズン
6: アメリカ買い付け旅行 後編
(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン2: リドラー賞
(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: レクサスLS400 前編
(二)名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン4: レクサスLS400 後編
(二)ガレージ・リハブ シーズン1:
脱・廃品置き場(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)

ミステリー・ミュージアム シーズン
12: 北朝鮮映画の怪獣フィ
ギュア(字)

兵器のテクノロジー: 高性能銃
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: シボレー・
モンテカルロ(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: シトロエンDS 前編(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: シトロエンDS 後編(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
廃れた四駆ショップ(字)

★ビンラディン殺害計画のすべ
て(二)

インフォマーシャル(日)

★マスター・オブ・アームズ シー
ズン1: カトラス付きピストル
(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 磁力を持つ少女(字)

DISCO presents テクノロジーアワー

★驚異の建造～不可能に挑
む～: マイアミ・超高層ビル
(字)
★不可思議体験の告白: イル
カの本能(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン
5: シトロエンDS 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン
5: シトロエンDS 後編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン
5: ランドローバー・シリーズIIIステージ1 前編
(二)
名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン
5: ランドローバー・シリーズIIIステージ1 後編
(二)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.8 ベリーズのジャングル(字)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
バット飛行(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ
前編(二)
★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ
後編(二)
★SUPERCAR: ランボルギー
ニ・ウラカン(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: 若
手オーナーのバイクショップ(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)

ガレージ・リハブ シーズン1: 廃
れた四駆ショップ(字)

ビンラディン殺害計画のすべて
(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 氷の
襲撃(二)

★驚異の建造～不可能に挑
む～: マイアミ・超高層ビル
(字)

★夢のおもちゃプロジェクト: 音
速!ヒーロー・フィギュア(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: 1987年
式コルベット(二)

★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: メルセデス・ベンツ
280SL 前編(二)★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: メルセデス・ベンツ
280SL 後編(二)★ガレージ・リハブ シーズン1:
埋もれたホットロッド(字)

★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)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 勘違いされたハイ
ジャック(字)

★起業チャンス!中国武者修
行の旅: Ep.5 進化する交通
手段(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: 溶接
ABC(二)

★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 前
編(二)
★名車再生!クラシックカー・ディーラーズ
シーズン5: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後
編(二)
★ガレージ・リハブ シーズン1:
若手オーナーのバイクショップ
(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)
インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 空から降ってきた魚
(字)

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

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

★NASA超常ファイル シーズン
4: 金属生命体(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: 1970年
式クーダ・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5: ロータス・エスプリ
前編(二)★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: ロータス・エスプリ
後編(二)★ガレージ・リハブ シーズン1:
時代遅れの設備(字)

★大惨事の瞬間: Ep.48/戦闘機
飛行テスト(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: ネッシー捜索隊の新
発見(字)

兵器のテクノロジー: 高性能銃
(二)

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)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ジェン
セン・インターセプター(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
落ち目のホットロッド専門ショッ
プ(字)

★ビンラディン襲撃作戦～押
収品～: ビンラディン襲撃作戦
～押収品の全容～(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 恐怖の未確認モンス
ター(字)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.11 サバイバル術１(字)

★大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ
ケット発射(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.1 新シー
ズン開幕(新)(字)

★大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビ
ル崩壊(二)

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

ガレージ・リハブ 再訪SP1(字)

★THE NAKED シーズン1:
ヘビとの遭遇SP(二)

☆起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.2 限界を超えろ
(新)(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ジェン
セン・インターセプター(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: 落
ち目のホットロッド専門ショップ
(字)

ビンラディン襲撃作戦～押収
品～: ビンラディン襲撃作戦～
押収品の全容～(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.1 新シーズン
開幕(字)

THE NAKED シーズン1: ヘ
ビとの遭遇SP(二)

★不可思議体験の告白: イル
カの本能(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: Cノッチ加
工(二)

★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: フィアット500 前
編(二)★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: フィアット500 後
編(二)★ガレージ・リハブ シーズン1:
巨大ガレージ大改造 パート
1(字)

★大惨事の瞬間: Ep.49/ロデオ大
会で(二)

☆おあそびマスターズ:
Ep.37(新)(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 恐怖のランタン(字)

★ミリタリー・モーターズ シーズン
6: アメリカ買い付け旅行 後編
(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: コブラでドリ
フト(二)

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

★ガレージ・リハブ 再訪
SP1(字)

★密着・戦闘機パイロット(字)

インフォマーシャル(日)

密着・戦闘機パイロット(字)

兵器のテクノロジー: 戦車(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: ヨーロッパ宇宙開発事
情(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン2: 宇宙から見る地球
(二)

★大惨事の瞬間: Ep.50/ハリケー
ン中継(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン1: ヘ
ビとの遭遇SP(二)

★３．１１からの出発: 大震災を
乗越え　蘇れ!寒流のり(二)

インフォマーシャル(日)

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

★SUPERCAR: ランボルギー
ニ・ウラカン(二)

★カスタム・マスター シーズン5:
近未来ハマー H2(二)

エジソンの卵: 消えるインク／
水上バイクRC装置ほか(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機
離陸訓練(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 氷
の襲撃(二)

★ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.9 後発の思
惑(字)

THE NAKED シーズン1: ヘ
ビとの遭遇SP(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオネ
ア: Ep.2 限界を超えろ(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: アメリカ買い付け旅行番外
編(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)

★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)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 生きたユニコーンの正
体(字)

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

世界の建築SOS: 風に弱い
風力タービン／ハーモンタワー
(字)

エジソンの卵: 消えるインク／
水上バイクRC装置ほか(二)

★大惨事の瞬間: Ep.52/ストーム
チェイス(二)

インフォマーシャル(日)

★ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: クモ恐怖症／ネズ
ミ恐怖症(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー 日
本編(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15:
1965年式プリムス・バラクーダ
後編(二)
☆ディーゼル・ブラザーズ: 第
2世代ダッジ・ラム(新)(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1965年式プリムス・バラクーダ

MotorTrend

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.1 新シーズン
開幕(字)

起業チャレンジ!覆面ビリオネ
ア: Ep.2 限界を超えろ(二)

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン7: 正当化する
心(二)

☆NASA超常ファイル シーズ
ン4: 火星核戦争説(新)(二)

★NASA50年　宇宙開発の
光と影: Ep.1(二)

★驚異の建造～不可能に挑
む～: ドバイ・高級リゾート(字)

アラスカ鉄道24時 S2: 氷の
襲撃(二)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.8 ベリーズのジャングル(字)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.9 ドミニカの無人島(字)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.10 ヘルズ峡谷(字)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.11 サバイバル術１(字)

★サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.12 サバイバル術2(字)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

い風力タービン／ハーモンタワー
(字)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 特殊部隊潜水兵(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 海兵隊武装偵察部隊
フォースリーコン(二)

★潜入・これが米軍だ!: 超
巨大(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ: ヘ
グランド Bv.206(新)(字)

NASA超常ファイル シーズン4:
金属生命体(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.59/全米最
大級ハリケーン(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 海軍爆発物処理班(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン1: 海兵隊スナイパー(二)

☆COVID-19:新型コロナ
ウイルスとの闘い(新)(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.1 新シーズン
開幕(字)

★兵器のテクノロジー: ハイテ
ク・ヘリ(二)

★兵器のテクノロジー: 戦闘機
(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: 宇宙から見る地球(二)

☆カスタム・マスター シーズン
5: 近未来ハマー
H2(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.9 後発の思
惑(新)(字)

☆起業チャンス!中国武者修
行の旅: Ep.6 緑化計画
(新)(字)

★エジソンの卵: 消えるインク
／水上バイクRC装置ほか(二)

★モノ作りの舞台裏: Ep.1 エ
ア遊具(字)

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3:
Ep.12 サバイバル術2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)

★兵器のテクノロジー: 戦車
(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: アメリカ買い付
け旅行番外編(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2: ヨーロッパ宇宙開
発事情(新)(二)
名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: フォー
ド・シエラ・コスワース(二)

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

★兵器のテクノロジー: 高性能
銃(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン
5: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 前編(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラーズ シーズン
5: ベントレー・ミュルザンヌ・ターボ 後編(二)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.10 ヘルズ峡谷(字)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: トーニャvsナンシー
(字)

サバイバルゲーム シーズン3:
Ep.9 ドミニカの無人島(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

★アラスカ鉄道24時 S2: 氷
の襲撃(二)
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Discovery Channel
2020年04月編成表

ベア・グリルスと挑む!極限サバ
イバル: クモ恐怖症／ネズミ恐
怖症(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.9 後発の思惑
(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: オフロード
仕様ジープ(二)

★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: ランドローバー・シ
リーズIIIステージ1 前編(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: アン
トの1965年式マスタング(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: アメリカ買い付け旅行番外
編(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: シボレー・
モンテカルロ(二)

THE NAKED シーズン1: 気
まずい瞬間SP(二)

不可思議体験の告白: 氷点
下の奇跡(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン2: コブラでドリフ
ト(二)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.1 アラバマ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水
の爪痕(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式メルセデス・ベンツ
300TD(二)

★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: ランドローバー・シ
リーズIIIステージ1 後編(二)★ガレージ・リハブ シーズン1:
巨大ガレージ大改造 パート
2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.53/アクロ
バット飛行(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 磁力を持つ少女(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: ヨーロッパ宇宙開発事
情(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン2: スーパー
チャージャー搭載(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: ミネソタ・アイスマン
(字)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.4 テキサスの砂漠(字)

★大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発
生(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: ミケランジェロの贋作
(字)

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

ガレージ・リハブ 再訪SP1(字)

大惨事の瞬間: Ep.57/高級車
レース(二)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム シーズン
12: 生きたユニコーンの正体
(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: アメリカ買い付け旅行番外
編(二)

インフォマーシャル(日)

ガレージ・リハブ シーズン1: 発
明家の店(字)

密着!爆弾処理チーム:
Ep.1(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式メルセデス・ベンツ
300TD(二)

★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: シトロエンDS 前
編(二)★名車再生!クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン5: シトロエンDS 後
編(二)★ガレージ・リハブ シーズン1:
廃れた四駆ショップ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.54/超巨大
竜巻(二)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: トーニャvsナンシー
(字)

THE NAKED シーズン1: ヘ
ビとの遭遇SP(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: 1971年
式カマロ 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7:
BMW840(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
廃れたオフロード専門店(字)

★密着!爆弾処理チーム:
Ep.2(字)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: ノーベル賞メダルの行
方(字)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.2 北極圏(字)

★大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球
大会で(二)

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

★ガレージ・リハブ シーズン1:
発明家の店(字)

★密着!爆弾処理チーム:
Ep.1(字)

インフォマーシャル(日)

★ミステリー・ミュージアム シー
ズン12: 危険コブラの襲撃
(字)

ガレージ・リハブ シーズン1: 廃
れたオフロード専門店(字)

密着!爆弾処理チーム:
Ep.2(字)

アラスカ鉄道24時 S2: 森林
火災の脅威(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2: 溶接
ABC(二)

名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン5: ベントレー・ミュルザン
ヌ・ターボ 前編(二)名車再生!クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン5: ベントレー・ミュルザン
ヌ・ターボ 後編(二)ガレージ・リハブ シーズン1: 若
手オーナーのバイクショップ(字)

大惨事の瞬間: Ep.55/老朽ビル
崩壊(二)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム シーズン
12: 空から降ってきた魚(字)

起業チャンス!中国武者修行
の旅: Ep.6 緑化計画(字)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: 1971年
式カマロ 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7: トライ
アンフ・スタッグ(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
ゴルフカート専門店の挑戦
(字)

★密着!爆弾処理チーム:
Ep.3(字)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.3 ベトナム(字)

★大惨事の瞬間: Ep.62/アルペン
スキー大会(二)

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

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

兵器のテクノロジー: 戦車(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: ゴ
ルフカート専門店の挑戦(字)

密着!爆弾処理チーム:
Ep.3(字)

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

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

NASA超常ファイル シーズン4:
火星核戦争説(二)

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)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ジェン
セン・インターセプター(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: 落
ち目のホットロッド専門ショップ
(字)

大惨事の瞬間: Ep.56/NASAロ
ケット発射(二)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム シーズン
12: 恐怖の未確認モンスター
(字)

兵器のテクノロジー: 戦車(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: 1971年
式カマロ 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7: ロータ
ス・エラン(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
退役軍人支援の店 パート
1(字)

★カストロ:狙われすぎた男
(字)

インフォマーシャル(日)

カストロ:狙われすぎた男(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.2 残酷な夏
(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボンド・
バグ(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: ハリ
ケーン被害からの復興(字)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.2 残酷
な夏(新)(字)

★THE NAKED シーズン1:
気まずい瞬間SP(二)

☆起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.3 敢然と困難に挑
め(新)(二)

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

ガレージ・リハブ シーズン1: 退
役軍人支援の店 パート1(字)

★CAR FIX シーズン3: 1971年
式カマロ パート4(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボンド・
バグ(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
ハリケーン被害からの復興(字)

★スゴ腕!武器ビルダー: 車を
切り裂く特殊ツール(二)

インフォマーシャル(日)

★キリスト十字架はりつけの謎
(字)

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)

★大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛
が観客席に(二)

★兵器のテクノロジー: 爆薬
(二)

世界の建築SOS: 究極のでこ
ぼこ道路／トンネル掘削機
「バーサ」(字)

エジソンの卵: マルチ工作機／
電子機器用防水スプレーほか
(二)

大惨事の瞬間: Ep.59/全米最大
級ハリケーン(二)

インフォマーシャル(日)

★ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: 高所恐怖症(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.2 巨大シュレッダー
(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15: アン
トの1965年式マスタング(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ: 大
会用究極ディーゼルトラック
(新)(字)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1985年式メルセデス・ベンツ

MotorTrend

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 人類 再び月へ(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: ヨーロッパ宇宙開発事
情(二)

大惨事の瞬間: Ep.58/戦闘機離
陸訓練(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED シーズン1: 気
まずい瞬間SP(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.1 鳩時計(字)

インフォマーシャル(日)

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

SUPERCAR: フォード・マスタ
ング(二)

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

アラスカ鉄道24時 S2: 森林
火災の脅威(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.2 残酷な夏
(字)

起業チャレンジ!覆面ビリオネ
ア: Ep.3 敢然と困難に挑め
(二)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.1 アラバマ(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.2 北極圏(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.3 ベトナム(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.4 テキサスの砂漠(字)

★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)

三菱電機 presents ワールドテックアワー

★世界の建築SOS: 究極の
でこぼこ道路／トンネル掘削機
「バーサ」(字)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 海軍爆発物処理班(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
1: 海兵隊スナイパー(二)

★潜入・これが米軍だ!: 超
汚い(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ:
GMCデナリ(新)(字)

NASA超常ファイル シーズン4:
火星核戦争説(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊
(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: スナイパー養成学校(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: 空軍潜水兵(二)

★潜入・これが米軍だ!: 超
危険(字)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.2 残酷な夏
(字)

スゴ腕!武器ビルダー: 車を切
り裂く特殊ツール(二)

兵器のテクノロジー: 爆薬(二)

カスタム・マスター シーズン5:
ベンツ・ガルウィング(二)

エジソンの卵: マルチ工作機／
電子機器用防水スプレーほか
(二)

兵器のテクノロジー: ハイテク・
ヘリ(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: ヨーロッパ宇宙開発事
情(二)

☆カスタム・マスター シーズン
5: ベンツ・ガルウィング
(新)(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.10 ロシア
ン・ルーレット(新)(字)

☆起業チャンス!中国武者修
行の旅: Ep.7 火星キャンプ
(新)(字)

★エジソンの卵: マルチ工作機
／電子機器用防水スプレーほ
か(二)

★モノ作りの舞台裏: Ep.2 エ
レキギター「レスポール」(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン7: 地球ハック
(二)

☆NASA超常ファイル シーズ
ン4: アマゾンの宇宙人
(新)(二)

★NASA50年　宇宙開発の
光と影: Ep.2(二)

驚異の建造～不可能に挑む
～: マイアミ・超高層ビル(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)

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

★アラスカ鉄道24時 S2: 森
林火災の脅威(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★驚異の建造～不可能に挑
む～: ドバイ・海に浮かぶ家
(字)
★不可思議体験の告白: 氷
点下の奇跡(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7:
BMW840(二)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: アン
トの1965年式マスタング(二)

★SUPERCAR: フォード・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7: VWタ
イプ2パネルバン(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: 戦車センチュリ
オン(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3: 人類 再び月へ
(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット
脱出(二)

アラスカ鉄道24時 S2: 森林
火災の脅威(二)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.10 ロシアン・ルー
レット(字)

不可思議体験の告白: 氷点
下の奇跡(二)

THE NAKED シーズン1: 気
まずい瞬間SP(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオネ
ア: Ep.3 敢然と困難に挑め
(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: 戦車センチュリオン(二)

兵器のテクノロジー: 高性能銃
(二)
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26:00 26:00
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ミステリー・ミュージアム シーズン
12: 危険コブラの襲撃(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 人類 再び月へ(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: EFI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7: ランド
ローバー・ディフェンダー(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
崖っぷちのバイクショップ(字)

★スゴ腕!武器ビルダー: 非
導電の破壊槌(二)

インフォマーシャル(日)

Discovery Channel
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ベア・グリルスと挑む!極限サバ
イバル: 高所恐怖症(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.10 ロシアン・ルー
レット(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン2: スーパー
チャージャー搭載(二)

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

ガレージ・リハブ シーズン1: 発
明家の店(字)

大惨事の瞬間: Ep.60/大洪水の
爪痕(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: 1970年
式ビュイック・スカイラーク 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7: スバ
ル・インプレッサWRX(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
家族経営の巨大ガレージ(字)

★スゴ腕!武器ビルダー: スナ
イパー向け必殺ライフル(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SP(二)

不可思議体験の告白: 新大
陸の発見者(二)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.6 撮影秘話1(字)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1971年式シボレーC10(二)

☆名車再生!ドリームカー大
作戦: ショート・ホイールベース
への道(新)(二)

★SUPERCAR: パガーニ・ウ
アイラ(二)

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

ガレージ・リハブ シーズン1:
崖っぷちのバイクショップ(字)

☆カスタム・マスター シーズン
5: 1941年式シボレー
(新)(二)

★不可思議体験の告白: 新
大陸の発見者(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボルボ
P1800(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: 退
役軍人支援の店 パート2(字)

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

ガレージ・リハブ シーズン1: 家
族経営の巨大ガレージ(字)

スゴ腕!武器ビルダー: スナイ
パー向け必殺ライフル(二)

スゴ腕!武器ビルダー: 非導
電の破壊槌(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15:
1971年式シボレーC10(二)

名車再生!ドリームカー大作
戦: ショート・ホイールベースへ
の道(二)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: 戦車センチュリオン(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: 1971年式カ
マロ 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7:
BMW840(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: 廃
れたオフロード専門店(字)

大惨事の瞬間: Ep.61/熱気球大
会で(二)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム シーズン
12: ノーベル賞メダルの行方
(字)

THE NAKED シーズン1: 気
まずい瞬間SP(二)

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)

★名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボルボ
P1800(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
退役軍人支援の店 パート
2(字)

★スゴ腕!武器ビルダー: パイ
ロット仕様の散弾銃(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1: Ep.2(二)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.7 太平洋の無人島(字)

★大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事
故(二)

兵器のテクノロジー: 爆薬(二)

モノ作りの舞台裏: Ep.2 エレ
キギター「レスポール」(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: 1971年式カ
マロ 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7: トライ
アンフ・スタッグ(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: ゴ
ルフカート専門店の挑戦(字)

大惨事の瞬間: Ep.62/アルペンス
キー大会(二)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム シーズン
12: ミケランジェロの贋作(字)

起業チャンス!中国武者修行
の旅: Ep.7 火星キャンプ(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1952年式シボレー・クーペ
(字)

NASA超常ファイル シーズン4:
アマゾンの宇宙人(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: 1971年式カ
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7: ロータ
ス・エラン(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: 退
役軍人支援の店 パート1(字)

大惨事の瞬間: Ep.63/竜巻発生
(二)

インフォマーシャル(日)

ミステリー・ミュージアム シーズン
12: ミネソタ・アイスマン(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.9 中国(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.10 グアテマラ(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: 戦車センチュリオン(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: BMW
M3/BMW 335i(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★驚異の建造～不可能に挑
む～: ニューヨーク・超高層ビル
(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.6 撮影秘話1(字)

スゴ腕!武器ビルダー: パイ
ロット仕様の散弾銃(二)

ファスト＆ラウド シーズン5:
1952年式シボレー・クーペ
(字)

兵器のテクノロジー: 爆薬(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン3: 1970年
式ビュイック・スカイラーク 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8: ジャ
ガー・Ｅタイプ(二)

★ガレージ・リハブ シーズン1:
時代遅れの修理工場(字)

★スゴ腕!武器ビルダー: 特
殊仕様ジャイロプレーン(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2: Ep.4(字)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.9 中国(字)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: 貨物列車の繁忙期(二)

★THE NAKED: 未公開シー
ン全部見せますSP(二)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.8 モンタナ(字)

★大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社
の爆発火災(二)

★地球外生命体との遭遇
シーズン2: Ep.3(字)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
1952年式シボレー・クーペ
(字)

★ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1952年式シボレー・クーペ
(字)

驚異の建造～不可能に挑む
～: ニューヨーク・超高層ビル
(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: 太陽が滅びる時
(新)(二)
名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン8: ミニ・
モーク(二)

ガレージ・リハブ 再訪SP2(字)

スゴ腕!武器ビルダー: 海中
仕様特殊ナイフ(二)

兵器のテクノロジー: 特殊部隊
(二)

☆起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.4 砂上の楼閣
(新)(二)

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

ガレージ・リハブ シーズン1: 時
代遅れの修理工場(字)

スゴ腕!武器ビルダー: 特殊
仕様ジャイロプレーン(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.3 天使の祝詞
(字)

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
マロ パート4(二)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボンド・
バグ(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: ハリ
ケーン被害からの復興(字)

大惨事の瞬間: Ep.64/暴れ牛が
観客席に(二)

インフォマーシャル(日)

キリスト十字架はりつけの謎
(字)

★兵器のテクノロジー: 特殊部
隊(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6: 1946年式ビュ
イック(新)(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★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)

★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・コルベットC2(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:
トレイン(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
2: スナイパー養成学校(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
2: 空軍潜水兵(二)

潜入・これが米軍だ!: 超危
険(字)

兵器のテクノロジー: 高性能銃
(二)

SUPERCAR: パガーニ・ウアイ
ラ(二)

カスタム・マスター シーズン5:
1941年式シボレー(二)

エジソンの卵: ソーラーグリル／
アーチェリー訓練機ほか(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(二)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: 貨物列車の繁忙期(二)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.11 荒海の呪い
(字)

不可思議体験の告白: 新大
陸の発見者(二)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP(二)

ワールド・トップ5 シーズン1: ト
レイン(二)

エジソンの卵: ソーラーグリル／
アーチェリー訓練機ほか(二)

大惨事の瞬間: Ep.2/橋崩壊(二)

インフォマーシャル(日)

★ベア・グリルスと挑む!極限
サバイバル: 閉所恐怖症(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.4 シェキエルキ発
電所(字)インフォマーシャル(日)

名車再生!ドリームカー大作
戦: ショート・ホイールベースへ
の道(二)

起業チャレンジ!覆面ビリオネ
ア: Ep.4 砂上の楼閣(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 太陽が滅びる時(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 人類 再び月へ(二)

大惨事の瞬間: Ep.1/パイロット脱
出(二)

インフォマーシャル(日)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.3 山車(字)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン5:
続・1952年式シボレー・クーペ
(字)

ファスト＆ラウド シーズン5:
1952年式シボレー・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15:
1971年式シボレーC10(二)

MotorTrend

兵器のテクノロジー: 戦車(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ: ハ
マーH1(新)(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ:
F650 キャンピングカー
(新)(字)

NASA超常ファイル シーズン4:
アマゾンの宇宙人(二)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: 貨物列車の繁忙期(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.3 天使の祝詞
(字)

起業チャレンジ!覆面ビリオネ
ア: Ep.4 砂上の楼閣(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.3 天使の祝詞
(字)

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン1: 誕生(二)

☆NASA超常ファイル シーズ
ン4: NASA潜入スパイ
(新)(二)

★NASA50年　宇宙開発の
光と影: Ep.3(二)

驚異の建造～不可能に挑む
～: ドバイ・海に浮かぶ家(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 人類 再び月へ(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.10/花火工
場爆発(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: 海軍特殊舟艇チーム基
礎編(二)

★米軍・エリートへの道 シーズ
ン2: 陸軍工作兵(二)

★潜入・これが米軍だ!: 超
きつい(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: 1946年式ビュイック(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・ポピュラー103E(二)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン15: Ep.11 荒海の
呪い(新)(字)

☆起業チャンス!中国武者修
行の旅: Ep.8 ドローン研修
(新)(字)

★エジソンの卵: ソーラーグリル
／アーチェリー訓練機ほか(二)

★モノ作りの舞台裏: Ep.3
ジェリービーンズ(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★工場密着!ベトナム期待の国産
車(字)

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

★ガレージ・リハブ 再訪
SP2(字)

★スゴ腕!武器ビルダー: 海
中仕様特殊ナイフ(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.5(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.3/ステルス
墜落(二)

★大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火
災(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.3 天使
の祝詞(新)(字)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 貨物列車の繁忙
期(二)

★地球外生命体との遭遇
シーズン1: Ep.1(二)
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23:00 23:00
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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

地球外生命体との遭遇 シー
ズン1: Ep.1(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 太陽が滅びる時(二)

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)

★戦場の真実: ファルージャの
戦闘(二)

インフォマーシャル(日)

Discovery Channel
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ベア・グリルスと挑む!極限サバ
イバル: 閉所恐怖症(字)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン15: Ep.11 荒海の呪い
(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: EFI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7: ランド
ローバー・ディフェンダー(二)

ガレージ・リハブ シーズン1:
崖っぷちのバイクショップ(字)

大惨事の瞬間: Ep.3/ステルス墜
落(二)

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)

★戦場の真実: ベトナム・ケサ
ンの戦い(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SP2(二)

不可思議体験の告白: マイン
ドコントロール(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.12/墜落
5000ｍ(二)

サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.11 廃墟の街(字)

名車再生!ドリームカー大作
戦: ショート・ホイールベースへ
の道(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(新)(二)

★SUPERCAR シーズン2: メ
ルセデスAMG GT(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)

☆カスタム・マスター シーズン
5: ガルウィング 再び!
(新)(二)

★不可思議体験の告白: マイ
ンドコントロール(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)

工場密着!ベトナム期待の国産車
(字)

★エクストリーム・サバイバル: スリル
の代償(字)

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)

戦場の真実: ベトナム・ケサン
の戦い(二)

戦場の真実: ファルージャの戦
闘(二)

名車再生!ドリームカー大作
戦: ショート・ホイールベースへ
の道(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)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: 1946年式ビュイック(二)

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)

名車再生!クラシックカー・
ディーラーズ シーズン7: ボルボ
P1800(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: 退
役軍人支援の店 パート2(字)

大惨事の瞬間: Ep.4/ロケット事故
(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1: Ep.2(二)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP(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)

★戦場の真実: ベトナム・フエ
攻防戦(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.7(字)

モノ作りの舞台裏: Ep.3 ジェ
リービーンズ(字)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: 1970年式
ビュイック・スカイラーク 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7: スバ
ル・インプレッサWRX(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: 家
族経営の巨大ガレージ(字)

大惨事の瞬間: Ep.5/ガス会社の
爆発火災(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2: Ep.3(字)

起業チャンス!中国武者修行
の旅: Ep.8 ドローン研修(字)

ファスト＆ラウド: 名場面トップ
50(字)

NASA超常ファイル シーズン4:
NASA潜入スパイ(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン3: 1970年式
ビュイック・スカイラーク 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8: ジャ
ガー・Ｅタイプ(二)

ガレージ・リハブ シーズン1: 時
代遅れの修理工場(字)

大惨事の瞬間: Ep.6/タンカー火災
(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2: Ep.4(字)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.1 北アフリカ(字)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.2 ベアが選ぶベスト２５
(字)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6: 1946年式ビュイック(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン4: カマロ
Z28(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★目に見えない世界: 光と力
の観察(字)

★サバイバルゲーム シーズン4:
Ep.11 廃墟の街(字)

戦場の真実: ベトナム・フエ攻
防戦(二)

ファスト＆ラウド: 衝撃動画
SP(字)

兵器のテクノロジー: 特殊部隊
(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)

★戦場の真実: カンダハルの
戦い(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)

サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.1 北アフリカ(字)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: 往年の機関車対決(二)

★THE NAKED: 未公開シー
ン全部見せますSP2(二)

★大惨事の瞬間: Ep.13/高速道
路の大クラッシュ(二)

★地球外生命体との遭遇
シーズン3: Ep.8(字)

★ファスト＆ラウド: 衝撃動画
SP(字)

★ファスト＆ラウド: 名場面トッ
プ50(字)

兵器のテクノロジー: 特殊部隊
(二)

目に見えない世界: 光と力の
観察(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: 宇宙の始まりの始
まり(新)(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)

戦場の真実: バグダッド侵攻
(二)

戦争秘話: バルジの戦いと米
軍工兵部隊(二)

☆起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.5 痛みなくして成⾧
なし(新)(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)

戦場の真実: カンダハルの戦い
(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.4 男たちの意
地(字)

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: BMW
M3/BMW 335i(二)

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

ガレージ・リハブ 再訪SP2(字)

★大惨事の瞬間: Ep.8/カーレース
事故(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.5(字)

★戦争秘話: バルジの戦いと
米軍工兵部隊(二)

21:55 ☆ミリタリー・モーター
ズ シーズン6:  巨大SUV対
決(新)(二)

人気サバイバルシリーズ一挙放送
★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)

★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)

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:
掘削機(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
2: 海軍特殊舟艇チーム基礎
編(二)

米軍・エリートへの道 シーズン
2: 陸軍工作兵(二)

潜入・これが米軍だ!: 超きつ
い(字)

兵器のテクノロジー: 戦車(二)

SUPERCAR シーズン2: メル
セデスAMG GT(二)

カスタム・マスター シーズン5:
ガルウィング 再び!(二)

エジソンの卵: 多機能ハンドル
バー／おむつチェッカーほか(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.16/宙吊りの
窓拭きゴンドラ(二)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: 往年の機関車対決(二)

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)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP2(二)

工場密着!ベトナム期待の国産車
(字)

エクストリーム・サバイバル: スリルの
代償(字)

ワールド・トップ5 シーズン1: 掘
削機(二)

エジソンの卵: 多機能ハンドル
バー／おむつチェッカーほか(二)

大惨事の瞬間: Ep.10/花火工場
爆発(二)

インフォマーシャル(日)

★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)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン14: Ep.6 衝突テスト(字)

インフォマーシャル(日)

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)

起業チャレンジ!覆面ビリオネ
ア: Ep.5 痛みなくして成⾧な
し(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)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 太陽が滅びる時(二)

大惨事の瞬間: Ep.9/火山噴火
(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SP2(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー シーズ
ン14: Ep.5 コンチネンタルGTバイク
(字)
インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド: 名場面トップ
50(字)

ファスト＆ラウド: 衝撃動画
SP(字)

名車再生!ドリームカー大作
戦: ショート・ホイールベースへ
の道(二)

MotorTrend

兵器のテクノロジー: 爆薬(二)

☆ディーゼル・ブラザーズ:
チャック・ノリス仕様シルバラー
ド(新)(字)

☆ディーゼル・ブラザーズ: 最
悪失敗作UTVリベンジ
(新)(字)

NASA超常ファイル シーズン4:
NASA潜入スパイ(二)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: 往年の機関車対決(二)

ベーリング海のゴールドラッシュ
シーズン6: Ep.4 男たちの意
地(字)

起業チャレンジ!覆面ビリオネ
ア: Ep.5 痛みなくして成⾧な
し(二)

☆パンデミック:COVID-19
の真実(新)(字)

★モーガン・フリーマン 時空の
彼方 シーズン1: 地球外生命
体(二)

★ホーキングの好奇心: 宇宙
の創造主とは?(二)

★NASA50年　宇宙開発の
光と影: Ep.4(二)

驚異の建造～不可能に挑む
～: ニューヨーク・超高層ビル
(字)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 太陽が滅びる時(二)

インフォマーシャル(日)

★大惨事の瞬間: Ep.17/巨大雪
崩(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)

ミリタリー・モーターズ シーズン
6:  巨大SUV対決(二)

★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)

☆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(新)(字)

☆起業チャンス!中国武者修
行の旅: Ep.9 観光警察
(新)(字)

★エジソンの卵: 多機能ハンド
ルバー／おむつチェッカーほか
(二)

★モノ作りの舞台裏: Ep.4
ニューバランス ランニングシュー
ズ(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.15/インドで
ビル倒壊(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)

★戦場の真実: バグダッド侵
攻(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.10(字)

サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.2 ベアが選ぶベスト２５
(字)

★大惨事の瞬間: Ep.11戦車!
市街地暴走(二)

★大惨事の瞬間: Ep.14/ボーダー
90ｍ滑落(二)

☆ベーリング海のゴールドラッ
シュ シーズン6: Ep.4 男たち
の意地(新)(字)

★オーストラリア鉄道24時
シーズン2: 往年の機関車対
決(二)

★地球外生命体との遭遇
シーズン3: Ep.6(字)
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27:00 27:00

27:30 27:30

インフォマーシャル(日)

THE NAKED: 未公開シーン
全部見せますSP2(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)

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)

Discovery Channel
2020年04月編成表

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)

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)

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)

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
6:  巨大SUV対決(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)

地球外生命体との遭遇 シー
ズン3: Ep.7(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)

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)

★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)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.1 拉致と光(字)

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(新)(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3: Ep.8(字)

人気サバイバルシリーズ一挙放送

地球外生命体との遭遇 シー
ズン3: Ep.6(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3: Ep.9(字)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.3 グルジア(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)

★サバイバルゲーム シーズン5:
Ep.6 モハベ砂漠(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)

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)

インフォマーシャル(日)

起業チャンス!中国武者修行
の旅: Ep.9 観光警察(字)

インフォマーシャル(日)

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)

☆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)

★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: 沖縄戦(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)

★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)

オーストラリア鉄道24時 シーズ
ン2: トラブル続き(二)

☆起業チャレンジ!覆面ビリオ
ネア: Ep.6 覆面の危機
(新)(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)

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)

★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5:
Ep.4 パプアニューギニア(字)

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: ⾧津湖の戦い
(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)

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)

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)

☆カスタム・マスター シーズン5:
1955年式ノマド(新)(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
(新)(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)

★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)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★THE NAKED: 未公開シー
ン全部見せますSP3(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)

★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)

★戦場の真実: ⾧津湖の戦
い(二)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.3 軍事機密(字)

★宇宙人遭遇体験を調査せ
よ: Ep.4 侵入者(字)

★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)


