月曜日
火曜日
12/26
12/27
4:00 サバイバルゲーム S1: Ep.7 タブロイドな事件: セックス・
ハワイの火山(字)
イン・ザ・シティ(二)
4:30

↑

水曜日
12/28
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木曜日
12/29
宇宙で何が起こっているの
か？: 銀河系編(二)

金曜日
土曜日
日曜日
12/30
12/31
1/1
怪しい伝説: 乗り物大改造 キューバ・アメ車天国: 時代 ★ファスト＆ラウド: ポルシェ
(二)
に取り残された名車(二)
996 パート1(字)

5:00 THE NAKED: 男女２組
で挑戦（2時間）(二)
5:30

ミリタリー・モーターズ S2: シ 聖書のミステリーを解明する: 戦争史に残るリーダーたち:
ボレー・バン(二)
出エジプト記(二)
カストロ(二)

★ファスト＆ラウド 衝撃動
画DX: Ep.27(字)

舞台裏のスーパーテクノロジー S9:
Ep.13 ギター(字)

6:00

キューバ・アメ車天国: 時代 聖書のミステリーを解明する: カストロ：狙われすぎた男
に取り残された名車(二)
ソドムとゴモラ(二)
(字)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.2(字)

★シリーズ工場見学: ビール/鍋/レ
ンガ/グローブ(二)

4:00
4:30

★ファスト＆ラウド: ポルシェ
996 パート2(字)

5:00

★ファスト＆ラウド: シボレー
3100 ピックアップトラック
パート1(字)

6:00

7:00 名車再生！マイクのワールド 名車再生！マイクのワールド 名車再生！マイクのワールド 名車再生！マイクのワールド 名車再生！マイクのワールド 宇宙の謎に迫る！望遠鏡
ツアー: 日本(二)
ツアー: メキシコ／米国(二) ツアー: 中東(二)
ツアー S2: オーストラリア
ツアー S2: イギリス(二)
革命(二)
7:30
(二)

★ファスト＆ラウド: シボレー
3100 ピックアップトラック
パート2(字)

7:00

8:00 ファスト＆ラウド: 5台一挙
放出(字)
8:30

ファスト＆ラウド: フォード・
ファルコン・レースカー(字)

ファスト＆ラウド: マスタング・ ファスト＆ラウド: ジープ・ラン ファスト＆ラウド: シボレー・フ ファスト＆ラウド: フォルクス
ファストバック(字)
グラー(字)
リートライン(字)
ワーゲン・マイクロバス(字)

★ファスト＆ラウド: パンテー
ラ大改造 パート1(字)

8:00

9:00

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.2 タワーブリッジ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.3 巨大刑務所(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.4 ビジネスジェット(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.5 スイスチーズ(字)

9:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★ファスト＆ラウド: パンテー
ラ大改造 パート2(字)

6:30

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.1 貨物列車(字)

9:30 インフォマーシャル(日)

舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.17 ハープ(字)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド: クールなイ
ンパラ(字)

5:30

6:30

7:30

8:30

9:30

10:00 フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀 オーバーホール 改造車の世 ★ファスト＆ラウド: ハーレー 10:00
戦争の真実: 超静音潜水 戦争の真実: V22オスプレ 戦争の真実: アサルト兵器 戦争の真実: 超強力マシン 戦争の真実: アーチャー榴 界: 家宝 シボレー・ピックアッ ダビッドソンWLA(字)
10:30 艦(二)
10:30
イ(二)
(二)
ガン(二)
弾砲(二)
プトラック(二)
11:00 メガ・エアポート: 世界の交
差路(二)
11:30

聖書のミステリーを解明する: ★THE NAKED: アマゾン オーバーホール 改造車の世 ★ファスト＆ラウド: 実物大 11:00
ソドムとゴモラ(二)
での闘い(二)
界: 父と息子のシボレー・ノ ホットウィールSP（2時間）
11:30
ヴァ(二)
(字)

12:00 宇宙で何が起こっているの
か？: 銀河系編(二)
12:30

兵器のテクノロジー: 防衛技 ゴールド・ラッシュ～人生最
術(二)
後の一攫千金～ S3:
Ep.8 スミス・クリークの謎
(二)
オーバーホール 改造車の世 ゴールド・ラッシュ～人生最
界: 家宝 シボレー・ピックアッ 後の一攫千金～ S3:
プトラック(二)
Ep.9 宝探し(二)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.2(字)

★THE NAKED: マダガス クラシックカー・コレクション: マック
イーンのフェラーリ(二)
カル 死の荒野(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: フェラーリ
365Pベルリネッタ・スペチアーレ(二)

★クラシックカー・コレクション: ハド 解剖！メガマシン: 超大型油圧 ★クラシックカー・コレクション: マーモン・ 13:30
モデル34Bスピードスター(二)
ショベル(字)
ソン・ホーネット(二)

13:30

インフォマーシャル(日)

クラシックカー・コレクション: 1967年 クラシックカー・コレクション: フォー クラシックカー・コレクション: マック
式シボレー・コルベット(二)
ド・モデルAC(二)
イーンのフェラーリ(二)

14:00 ★名車再生！マイクのワー ★名車再生！マイクのワー
ルドツアー S2: ブラジル(二) ルドツアー S2: アメリカ(二) ★スゴ腕！RC模型ビル
14:30
ダー: レッカー車／破砕処
理車(二)
15:00 ★ファスト＆ラウド: ポンティ ★ファスト＆ラウド: ポンティ ★スゴ腕！RC模型ビル
アック・ファイヤーバード1(字) アック・ファイヤーバード2(字) ダー: 魚雷艇／消防艇
15:30
(二)

視聴者リクエストSP

★メガ建造～不可能への挑戦
～: リオン・アンティリオン橋(二)

12:00
12:30

クラシックカー・コレクション: フェラーリ
365Pベルリネッタ・スペチアーレ(二)

ミツトヨ presents
エンジニアリングアワー

インフォマーシャル(日)

13:00

14:00
三菱電機 presents 宇宙メガ特集！
★ヒトラー完全ガイド: イメー ★解明・宇宙の仕組み: 宇 ★解明・宇宙の仕組み: 惑
14:30
ジ戦略の秘密(二)
宙の最初の1秒間(二)
星(二)

★メガ建造～不可能への挑 ★ヒトラー完全ガイド: 「救
戦～: 上海タワー(二)
世主」の誕生(二)

★解明・宇宙の仕組み: 天 ★解明・宇宙の仕組み: 小 15:00
の川銀河の誕生(二)
惑星(二)
15:30

16:00 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 ★スゴ腕！RC模型ビル
紀 戦争の真実: 自動式散 紀 戦争の真実: 近未来兵 ダー: 装軌車両(二)
16:30 弾銃(二)
器(二)

★メガ建造～不可能への挑 ★ヒトラー完全ガイド: 人種 ★解明・宇宙の仕組み: 超 ★解明・宇宙の仕組み: 地 16:00
戦～: 関西国際空港(二) 差別への道(二)
大質量ブラックホール(二)
球の誕生(二)
16:30

17:00 知られざる犯罪の裏側: セッ 完全犯罪のレシピ: 狙われ ★スゴ腕！RC模型ビル
クスとドラッグ(二)
た美容院(二)
ダー: ヘリコプター(二)
17:30

★メガ建造～不可能への挑 ★ヒトラー完全ガイド: 勝利 ☆もっと解明・宇宙の仕組 ★解明・宇宙の仕組み: 海 17:00
戦～: エアバスA380(二) の陰で(二)
み 2時間SP(新)(二)
の誕生(二)
17:30

18:00 ☆知られざる犯罪の裏側:
血の兄弟(新)(二)
18:30

★解明・宇宙の仕組み: 生 18:00
命の起源(二)
18:30

☆完全犯罪のレシピ: 新婚 ★スゴ腕！RC模型ビルダー ★メガ建造～不可能への挑 ★ヒトラー完全ガイド: 挫折
旅行殺人事件(新)(二)
S2: 軍用ジェット機(二)
戦～: 空母「クイーン・エリザ と堕落(二)
ベス」(二)

19:00

年越し！一挙放送
視聴者リクエストSP
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★ヒトラー完全ガイド: 破滅
★名車再生！クラシック
★惑星 地球の仕組み: ロ
★怪しい伝説: 未解決の謎 ゴールド・ラッシュ～人生最後の 聖書のミステリーを解明する: ★兵器のテクノロジー: 戦闘 へのカウントダウン(二)
一攫千金～ S3: Ep.8 スミス・ ソドムとゴモラ(二)
機(二)
カー・ディーラーズ: フォード・ サンゼルスの危機(二)
SP(二)
クリークの謎(二)
19:30
マスタング5.0(二)

19:00

20:00 ★怪しい伝説: ゾンビ
SP(二)
20:30

20:00

ミツトヨ presents
☆ゴールド・ラッシュ～人生 新シーズン
☆ベーリング海の一攫千金 エンジニアリングアワー
最後の一攫千金～ S3:
★解剖！メガマシン: 超大型油
S12: Ep.2(新)(字)
Ep.9 宝探し(新)(二)

圧ショベル(字)

21:00 ★名車再生！クラシック
★ボーイング 空と宇宙の開
カー・ディーラーズ: フォード・ 拓者: ドリームライナー(二)
21:30 エスコート・マーク1(二)
22:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: 3代目レ
22:30 ンジローバー(二)

DISCO presents
テクノロジーアワー
★メガ・エアポート: ミスは許されず
(二)

23:00 ファスト＆ラウド: パンテーラ
大改造 パート2(字)
23:30

戦争史に残るリーダーたち:
カストロ(二)

24:00 ファスト＆ラウド: ハーレーダ
ビッドソンWLA(字)
24:30

☆カストロ：狙われすぎた
男(新)(字)

視聴者リクエストSP
★ファスト＆ラウド: フォルク
スワーゲン・マイクロバス(字) ★ハーレー＆ダビッドソン:
Ep.1 伝説の始まり（2時
21:55 ステロイド外用剤の正しい理解(日)
間）(二)
★ファスト＆ラウド: クールな
インパラ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.13 ギター(字)
☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.17 ハープ(新)(字)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: メルセデ
ス・ベンツ560SL(二)

★惑星 地球の仕組み: ク
ラカタウ大噴火(二)

19:30

20:30

プラネットグリーン
オーバーホール 改造車の世界: ★名車再生！クラシック
21:00
家宝 シボレー・ピックアップトラック カー・ディーラーズ: ホンダ・シ ★惑星 地球の仕組み: 日本
(二)
自然災害との闘い(二)
21:30
ビックCVCC(二)
21:55 ☆オーバーホール 改造
車の世界: 父と息子のシボ
★名車再生！クラシック
★惑星 地球の仕組み: ア 22:00
レー・ノヴァ(新)(二)
カー・ディーラーズ: ランドロー イスランド 空を覆う火山灰

バー・シリーズIIA(二)

(二)

22:30

22:53 明日への扉(日)
三菱電機 presents スペースアワー 三菱電機 presents
ゴールド・ラッシュ～人生最後の ★ハーレー＆ダビッドソン:
★惑星 地球の仕組み: ロッ 23:00
一攫千金～ S3: Ep.8 スミス・ Ep.2 最強への挑戦（2時 ☆宇宙の謎に迫る！望遠鏡革 ワールドテックアワー
キー山脈のウラン(二)
★名車再生！クラシックカー・ディー
命(新)(二)
クリークの謎(二)
23:30
間）(二)
ラーズ: ボルボPV544(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.9 宝探し(二)

メガ・エアポート: ミスは許さ
れず(二)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

★オーバーホール 改造車の 24:00
世界: 家宝 シボレー・ピック
24:30
アップトラック(二)

25:00 名車再生！マイクのワールド 名車再生！マイクのワールド ★名車再生！マイクのワー
ツアー S2: ブラジル(二)
ツアー S2: アメリカ(二)
ルドツアー S2: ポーランド
25:30
(二)

★ハーレー＆ダビッドソン:
ファスト＆ラウド: ポンティアッ ★名車再生！クラシック
★オーバーホール 改造車の 25:00
カー・ディーラーズ: シボレー・ 世界: 父と息子のシボレー・
Ep.3 大いなる遺産（2時 ク・ファイヤーバード1(字)
25:30
コルベア(二)
間）(二)
ノヴァ(二)

26:00 ファスト＆ラウド: ポンティアッ ファスト＆ラウド: ポンティアッ ★ファスト＆ラウド: 未公開
ク・ファイヤーバード1(字)
ク・ファイヤーバード2(字)
映像SP(字)
26:30

ファスト＆ラウド: ポンティアッ ★名車再生！クラシック
★キューバ・アメ車天国: 時 26:00
ク・ファイヤーバード2(字)
カー・ディーラーズ: シボレー・ 代に取り残された名車(二)
26:30
コルベットC3(二)

27:00 オーバーホール 改造車の世 THE NAKED: 男女２組
界: 家宝 シボレー・ピックアッ で挑戦（2時間）(二)
27:30 プトラック(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWビートルベースのバギー 前編(二)

兵器のテクノロジー: 防衛技 メガ・エアポート: ミスは許さ
術(二)
れず(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
VWビートルベースのバギー 後編(二)

★名車再生！クラシック
★バミューダ・トライアングル
カー・ディーラーズ: 振り返り の謎に迫る(二)
スペシャル(二)

27:00
27:30

月曜日
火曜日
水曜日
1/2
1/3
1/4
4:00 ★愛という名の凶器: 危険 ★名車再生！クラシック
放送休止
な出会い(二)
カー・ディーラーズ: ポルシェ・
4:30
ボクスターS(二)
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5:00 ★THE NAKED: アマゾン ★クラシックカー・コレクション: 放送休止
での闘い(二)
ベテランカーの祭典(二)
5:30

木曜日
1/5
ファスト＆ラウド: パンテーラ
(字)

金曜日
土曜日
日曜日
1/6
1/7
1/8
THE NAKED: マヤの洞窟 解明・宇宙の仕組み: 恒星 サバイバルゲーム S1: Ep.9 4:00
サバンナ(字)
(二)
(二)
4:30

カストロ：狙われすぎた男
(字)

バミューダ・トライアングルの
謎に迫る(二)

舞台裏のスーパーテクノロジー S9:
Ep.14 救命ゴムボート(字)

エジソンの卵: ドリフト三輪
車／ARデバイスほか(二)

5:00

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.3(字)

★シリーズ工場見学: ロッカー/ピ ★シリーズ工場見学: 管楽器/
ザ/枕木/ティッシュ箱(二)
窓/ペットボトル/バット(二)

6:00

6:00 ★THE NAKED: マダガス ★潜入！名車ガレージ・日 オーバーホール 改造車の世 ウラ偉人伝: カポネ／リン
カル 死の荒野(二)
本のカリスマたち(二)
界: 父と息子のシボレー・ノ カーン／ヘミングウェイほか
6:30
ヴァ(二)
(字)
7:00 ★名車再生！マイクのワー ★名車再生！マイクのワー ★名車再生！マイクのワー
ルドツアー S2: ブラジル(二) ルドツアー S2: アメリカ(二) ルドツアー S2: ポーランド
7:30
(二)

★名車再生！マイクのワー ★名車再生！エド大活躍
ルドツアー S2: イタリア(二) トップ10(二)

舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.18 ルイボスティー(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み: 恒星 ベーリング海の一攫千金
(二)
S12: Ep.3(字)

5:30

6:30
7:00
7:30

8:00 ★ファスト＆ラウド: ポンティ ★ファスト＆ラウド: ポンティ ★ファスト＆ラウド: 未公開 潜入！名車ガレージ・日本 ★世界ラリー選手権・熱狂 ファスト＆ラウド: 名場面トッ ★エクストリーム・サバイバル: 動
物の襲撃(字)
アック・ファイヤーバード1(字) アック・ファイヤーバード2(字) 映像SP(字)
のカリスマたち(二)
と悪夢: 世界ラリー選手権・ プ50(字)
★エクストリーム・サバイバル: 空
8:30
熱狂と悪夢の時代(二)

8:00

9:00

9:00

中の惨事(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.6 真珠の養殖(字)

9:30 インフォマーシャル(日)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.7 オリーブオイル(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S8:
Ep.8 屋外ホッケーリンク(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.9 わさび農場(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.10 温水洗浄便座(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド: パンテーラ
(字)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.8 太平洋(字)

8:30

9:30

10:00 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・
紀 戦争の真実: 自動式散 紀 戦争の真実: 近未来兵 紀 戦争の真実: コンバット 紀 戦争の真実: 地上攻撃 紀 戦争の真実: 爆弾分解 界: 父と息子のシボレー・ノ ディーラーズ: 3代目レンジ
10:30 弾銃(二)
ヴァ(二)
ローバー(二)
器(二)
システム(二)
機(二)
装置(二)

10:00

11:00 ★ボーイング 空と宇宙の開 ★兵器のテクノロジー: 戦闘 ゴールド・ラッシュ～人生最
拓者: ドリームライナー(二) 機(二)
後の一攫千金～ S3:
11:30
Ep.9 宝探し(二)

バミューダ・トライアングルの
謎に迫る(二)

ザ・無人島生活: Ep.1 火 オーバーホール 改造車の世界: 名車再生！クラシックカー・
1956年式シボレー・ベルエア・コ ディーラーズ: ポルシェ・ボク
おこし(字)
ンバーチブル(二)
スターS(二)

11:00

12:00 ★宇宙の謎に迫る！望遠
鏡革命(二)
12:30

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.3(字)

THE NAKED: マヤの洞窟 クラシックカー・コレクション:
(二)
ベテランカーの祭典(二)

12:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents

★クラシックカー・コレクション: パッ
カード車コレクション(二)

★クラシックカー・コレクション: 夢の
旧車コレクション(二)

★クラシックカー・コレクション: フェ
ラーリ275GTB4 ２(二)

スター(字)

13:00 インフォマーシャル(日)
13:30
14:00

オーバーホール 改造車の世 ゴールド・ラッシュ～人生最
界: 父と息子のシボレー・ノ 後の一攫千金～ S3:
ヴァ(二)
Ep.10 ブルドーザー戦争
(二)

インフォマーシャル(日)

★クラシックカー・コレクション: メルセ ★クラシックカー・コレクション:
デス・ベンツ190SL(二)
BMW・イセッタ(二)

★キューバ・アメ車天国:
ボート用エンジンの車(二)

10:30

11:30

12:30

オーバーホール 改造車の世 13:00
界: 父と息子のシボレー・ノ
解剖！メガマシン: 最強ドラッグ
13:30
ヴァ(二)
エンジニアリングアワー

三菱電機 presents 宇宙メガ特集！

★名車再生！あの車は今: ★名車再生！あの車は今: ★名車再生！あの車は今: ファスト＆ラウド 衝撃動画
★解明・宇宙の仕組み: 太 ★解明・宇宙の仕組み: 木 ポルシェ911Sタルガ(二)
BMW635CSi(二)
マツダMX-5(二)
DX: Ep.21(字)
14:30 陽(二)
星(二)

タブロイドな事件: 歪んだ肉 14:00
食(二)
14:30

15:00 ★解明・宇宙の仕組み: メ ★解明・宇宙の仕組み: 土 ★ファスト＆ラウド: シボレー ★ファスト＆ラウド: シボレー ★ファスト＆ラウド: ピンクの ★完全犯罪のレシピ: 新婚 ★怪しい伝説: スター・
15:00
C10パート1(字)
C10パート2(字)
キャデラック 1(字)
旅行殺人事件(二)
ウォーズ／伝説の逆襲(二)
ガフレア(二)
星(二)
15:30
15:30
16:00 ★解明・宇宙の仕組み: 太 ★解明・宇宙の仕組み: 地 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 ザ・無人島生活: Ep.1 火 カストロ：狙われすぎた男
陽系(二)
球の未来と金星(二)
紀 戦争の真実: イスラエル 紀 戦争の真実: 最新式ガ 紀 戦争の真実: 無人戦闘 おこし(字)
(字)
16:30
軍の最新兵器1(二)
トリングガン(二)
車両(二)

16:00

17:00 ★解明・宇宙の仕組み: 太 ★解明・宇宙の仕組み: 月 オーストラリア鉄道24時: 数 オーバーホール 改造車の世 ザ・無人島生活: Ep.1 火 THE NAKED: マヤの洞窟 ウラ偉人伝: カポネ／リン
陽系の果て(二)
の秘密(二)
百万ドルの貨物(二)
界: 父と息子のシボレー・ノ おこし(字)
(二)
カーン／ヘミングウェイほか
17:30
ヴァ(二)
(字)

17:00

18:00 ★解明・宇宙の仕組み: 太 ★解明・宇宙の仕組み: 宇 ★CSI・科学捜査最前線: ☆愛という名の凶器: 殺意 ☆タブロイドな事件: 歪ん
陽系外惑星(二)
宙の終わり(二)
Ep.22 女子大生死体遺 の発端(新)(二)
だ肉食(新)(二)
18:30
棄(二)
19:00
19:30

視聴者リクエストSP

★ザ・秘境生活: ボルネオ
島(字)

★ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ S3:
Ep.9 宝探し(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
バミューダ・トライアングルの ★兵器のテクノロジー: ハイ ☆ファスト＆ラウド 衝撃動 一攫千金～ S3: Ep.10 ブル
謎に迫る(二)
テク・ヘリ(二)
画DX: Ep.21(新)(字) ドーザー戦争(二)

20:00 ★ザ・秘境生活: ルーマニア ☆ゴールド・ラッシュ～人生最後 ☆ベーリング海の一攫千金 ミツトヨ presents
エンジニアリングアワー
の一攫千金～ S3: Ep.10 ブ S12: Ep.3(新)(字)
(字)
★解剖！メガマシン: 最強ドラッ
ルドーザー戦争(新)(二)
20:30
グスター(字)

21:00 ★ザ・秘境生活: オーストラ ★すご過ぎるマシーン:
リア(字)
Ep.1(字)
21:30
22:00 ★ザ・秘境生活: ボツワナ
(字)
22:30

DISCO presents
テクノロジーアワー
☆オーストラリア鉄道24時: 数百
万ドルの貨物(新)(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.9 宝探し(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.14 救命ゴムボート(字)
☆舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.18 ルイボスティー(新)(字)

ファスト＆ラウド: 名場面トッ ★ザ・無人島生活: Ep.1
プ50(字)
火おこし(字)

オーバーホール 改造車の世界:
父と息子のシボレー・ノヴァ(二)

21:55 ステロイド外用剤の正しい理解(日)

21:55 ☆オーバーホール 改造

★ファスト＆ラウド: パンテー ★THE NAKED: マヤの洞 車の世界: 1956年式シボ
レー・ベルエア・コンバーチブル
ラ(字)
窟(二)
(新)(二)

22:53 明日への扉(日)

兵器のテクノロジー: ハイテ
ク・ヘリ(二)

20:53 ★Beyond Future: 野菜を作る先端工場(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー プラネットグリーン
ズ: 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: メルセデス・ベンツ190E 前編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: メルセデス・ベンツ190E 後編(二)

17:30

オーストラリア鉄道24時: 数 18:00
百万ドルの貨物(二)
18:30

新シーズン
19:55 ☆SUPERCAR 2: メ ファスト＆ラウド 衝撃動画
ルセデスAMG GT(新)(二)
DX: Ep.21(字)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: マツダMX-5 後編(二)

16:30

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

★モーガン・フリーマンが語る宇
21:30
宙 S5: ゾンビ世界の到来
(二)

NASA宇宙飛行士が見た
UFO(二)

22:00

愛という名の凶器: 殺意の
発端(二)

23:00

22:30

23:00 ★ザ・秘境生活: ベネズエラ ★カストロ：狙われすぎた男 ゴールド・ラッシュ～人生最
(字)
(字)
後の一攫千金～ S3:
23:30
Ep.9 宝探し(二)

バミューダ・トライアングルの
謎に迫る(二)

24:00 ★ファスト＆ラウド: 名場面 ★ウラ偉人伝: カポネ／リン ゴールド・ラッシュ～人生最
トップ50(字)
カーン／ヘミングウェイほか
後の一攫千金～ S3:
24:30
(字)
Ep.10 ブルドーザー戦争
(二)
25:00 ★名車再生！あの車は今: ★名車再生！あの車は今: 名車再生！あの車は今: ポ
ジープCJ7(二)
アルファロメオ・スパイダー
ルシェ911Sタルガ(二)
25:30
(二)

★NASA宇宙飛行士が見
たUFO(二)

オーストラリア鉄道24時: 数 ★サバイバルゲーム S1:
百万ドルの貨物(二)
Ep.9 サバンナ(字)

オーバーホール 改造車の世 24:00
界: 1956年式シボレー・ベ
24:30
ルエア・コンバーチブル(二)

名車再生！あの車は今:
BMW635CSi(二)

名車再生！あの車は今: マ カストロ：狙われすぎた男
ツダMX-5(二)
(字)

SUPERCAR 2: メルセデス 25:00
AMG GT(二)
25:30

26:00 ★ファスト＆ラウド: フォルク ★ファスト＆ラウド: クールな ファスト＆ラウド: シボレー
スワーゲン・マイクロバス(字) インパラ(字)
C10パート1(字)
26:30

ファスト＆ラウド: シボレー
C10パート2(字)

ファスト＆ラウド: ピンクのキャ ウラ偉人伝: カポネ／リン
デラック 1(字)
カーン／ヘミングウェイほか
(字)

キューバ・アメ車天国: ボー
ト用エンジンの車(二)

26:00

27:00 ★名車再生！クラシック
放送休止
カー・ディーラーズ: 3代目レ
27:30 ンジローバー(二)

解剖！メガマシン: 最強ド
ラッグスター(字)

オーバーホール 改造車の世 SUPERCAR 2: メルセデス NASA宇宙飛行士が見た
界: 1956年式シボレー・ベ AMG GT(二)
UFO(二)
ルエア・コンバーチブル(二)

27:00

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.3(字)

三菱電機 presents スペースアワー 三菱電機 presents

★解明・宇宙の仕組み: 恒星
(二)

ワールドテックアワー
★エジソンの卵: ドリフト三輪車／
ARデバイスほか(二)

23:30

26:30

27:30

月曜日
1/9
4:00 愛という名の凶器: 殺意の
発端(二)
4:30

Discovery Channel
2017年1月編成表

火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
名車再生！クラシックカー・ オーストラリア鉄道24時: モ ファスト＆ラウド: フォード・モ THE NAKED: フィジー 偽 解明・宇宙の仕組み: ブラッ サバイバルゲーム S1:
ディーラーズ: TVR・サーブラ ンスター列車(二)
デルA 1(字)
りの楽園(二)
クホール(二)
Ep.10 大湿地帯(字)
ウ(二)

5:00 ザ・無人島生活: Ep.1 火 SUPERCAR 2: メルセデス 兵器のテクノロジー: ハイテ
おこし(字)
ク・ヘリ(二)
AMG GT(二)
5:30
6:00 THE NAKED: マヤの洞窟 キューバ・アメ車天国: ボー
(二)
ト用エンジンの車(二)
6:30

ウラ偉人伝: カポネ／リン
カーン／ヘミングウェイほか
(字)

オーバーホール 改造車の世 ウラ偉人伝: アームストロン
界: 1956年式シボレー・ベ グ／ルーズベルトほか(字)
ルエア・コンバーチブル(二)

NASA宇宙飛行士が見た
UFO(二)

舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.15 テキーラ(字)

大惨事の瞬間: Ep.1 パイロット
脱出(二)

舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.19 クレジットカード

大惨事の瞬間: Ep.2 橋崩壊
(二)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.4(字)

★シリーズ工場見学: コイン/水 ★シリーズ工場見学: 鉛筆/ボル
槽/採掘場/蛍光ペン(二)
ト/ピクルス/バルーン(二)
インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

7:00 名車再生！あの車は今:
ジープCJ7(二)
7:30

名車再生！あの車は今: ア 名車再生！あの車は今: ポ 名車再生！あの車は今:
ルファロメオ・スパイダー(二) ルシェ911Sタルガ(二)
BMW635CSi(二)

名車再生！あの車は今: マ 解明・宇宙の仕組み: ブラッ ベーリング海の一攫千金
ツダMX-5(二)
クホール(二)
S12: Ep.4(字)

7:00

8:00 ファスト＆ラウド: フォルクス
ワーゲン・マイクロバス(字)
8:30

ファスト＆ラウド: クールなイ
ンパラ(字)

ファスト＆ラウド: シボレー
C10パート1(字)

ファスト＆ラウド: シボレー
C10パート2(字)

ファスト＆ラウド: ピンクのキャ ファスト＆ラウド: パンテーラ
デラック 1(字)
(字)

8:00

9:00

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.12 キャビア(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.13 リンゴ酒(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.14 エレキギター(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.15 和太鼓(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S8: Ep.11 ラム酒(字)

9:30 インフォマーシャル(日)

★エクストリーム・サバイバル: 水
の事故(字)
★エクストリーム・サバイバル: 自
然の猛威(字)

8:30

ファスト＆ラウド: フォード・モ サバイバルゲーム S1: Ep.9 9:00
サバンナ(字)
デルA 1(字)
9:30

10:00 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀 オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・
紀 戦争の真実: 非致死性 紀 戦争の真実: 身辺警護 戦争の真実: イスラエル軍 戦争の真実: 最新式ガトリ 戦争の真実: 無人戦闘車 界: 1956年式シボレー・ベ ディーラーズ: モーリス・マイ
10:30 兵器(二)
の最新兵器1(二)
ングガン(二)
両(二)
ルエア・コンバーチブル(二) ナー・トラベラー(二)
用兵器(二)
11:00 オーストラリア鉄道24時: 数 兵器のテクノロジー: ハイテ
百万ドルの貨物(二)
ク・ヘリ(二)
11:30

7:30

10:00
10:30

NASA宇宙飛行士が見た
UFO(二)

ザ・無人島生活: Ep.2 シェ オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・ 11:00
ルター作り(字)
界: ナンバーワン・カマロ(二) ディーラーズ: TVR・サーブラ
11:30
ウ(二)

12:00 解明・宇宙の仕組み: 恒星 オーバーホール 改造車の世 ゴールド・ラッシュ～人生最
(二)
界: 1956年式シボレー・ベ 後の一攫千金～ S3:
12:30
ルエア・コンバーチブル(二) Ep.11 解散(二)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.4(字)

THE NAKED: フィジー 偽 SUPERCAR 2: メルセデス ★キューバ・アメ車天国: ク
りの楽園(二)
AMG GT(二)
ランクシャフト破損(二)

12:00

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

オーバーホール 改造車の世界:
1956年式シボレー・ベルエア・コ
ンバーチブル(二)

13:00

タブロイドな事件: もう一人
の自分(二)

14:00

インフォマーシャル(日)

愛という名の凶器: 殺意の
発端(二)

インフォマーシャル(日)

ラ427(二)

14:00 ★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: フィアット・ カー・ディーラーズ: モーガン
14:30 ディーノ(二)
(二)
15:00 ★ファスト＆ラウド: ピンクの ★ファスト＆ラウド: ダッジ・
チャレンジャーR/T 1(字)
キャデラック 2(字)
15:30

エンジニアリングアワー

フォード・コレクション(二)

★クラシックカー・コレクション: デイ ★クラシックカー・コレクション: 変
トナスパイダー(二)
わった乗り物特集(二)

解剖！メガマシン: エアバス
A380(字)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ＢＭＷ
Ｍ５(二)

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

ファスト＆ラウド 衝撃動画
DX: Ep.22(字)

★ファスト＆ラウド: ダッジ・
チャレンジャーR/T 2(字)

★ファスト＆ラウド: 「ナイトラ ★ファスト＆ラウド: 「ナイトラ 完全犯罪のレシピ: 不幸な ★怪しい伝説: やり残した
結末(二)
イダー」の車 パート2(字)
実験SP(二)
イダー」の車 パート1(字)

13:30 ★クラシックカー・コレクション: ロー ★クラシックカー・コレクション: コブ ★クラシックカー・コレクション:
ルスロイス・ファントムI(二)

ミツトヨ presents

12:30

13:30

14:30
15:00
15:30

16:00 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 ★フューチャーウェポン・21世 ★コンバット・カウントダウン: ザ・無人島生活: Ep.2 シェ ウラ偉人伝: カポネ／リン
紀 戦争の真実: アラスカの 紀 戦争の真実: A-10サン 紀 戦争の真実: イスラエル 紀 戦争の真実: 無人ヘリ スピード(字)
ルター作り(字)
カーン／ヘミングウェイほか
16:30 ストライカー装甲車(二)
ダーボルト(二)
軍の最新兵器2(二)
(二)
(字)

16:00

17:00 SUPERCAR 2: メルセデス ウラ偉人伝: カポネ／リン
AMG GT(二)
カーン／ヘミングウェイほか
17:30
(字)

17:00

18:00 ☆知られざる犯罪の裏側:
母の行方(新)(二)
18:30

オーストラリア鉄道24時: モ オーバーホール 改造車の世 ザ・無人島生活: Ep.2 シェ THE NAKED: フィジー 偽 ウラ偉人伝: アームストロン
ンスター列車(二)
界: 1956年式シボレー・ベ ルター作り(字)
りの楽園(二)
グ／ルーズベルトほか(字)
ルエア・コンバーチブル(二)

☆完全犯罪のレシピ: 不幸 ★CSI・科学捜査最前線: ☆愛という名の凶器: 背信 ☆タブロイドな事件: もう
な結末(新)(二)
Ep.23 二つの女性殺害事 のナイフ(新)(二)
一人の自分(新)(二)
件(二)

19:00

★大惨事の瞬間: Ep.1 パイ
ロット脱出(二)
★大惨事の瞬間: Ep.2 橋崩
壊(二)

16:30

17:30

オーストラリア鉄道24時: モ 18:00
ンスター列車(二)
18:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の 兵器のテクノロジー: 高性能 19:00
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★怪しい伝説: グランドキャ THE NAKED: マヤの洞窟 NASA宇宙飛行士が見た ★兵器のテクノロジー: 高性 ☆ファスト＆ラウド 衝撃動 一攫千金～ S3: Ep.11 解散 銃(二)
ニオンでサバイバル(二)
(二)
UFO(二)
能銃(二)
画DX: Ep.22(新)(字) (二)
19:30
19:30

20:00 ★怪しい伝説: 映画の衝突 ☆ゴールド・ラッシュ～人生 ☆ベーリング海の一攫千金 ミツトヨ presents
エンジニアリングアワー
場面(二)
最後の一攫千金～ S3:
S12: Ep.4(新)(字)
★解剖！メガマシン: エアバス
20:30
Ep.11 解散(新)(二)
A380(字)

21:00 ★名車再生！クラシック
オーストラリア鉄道24時: 数 ファスト＆ラウド: パンテーラ
カー・ディーラーズ: モーリス・ 百万ドルの貨物(二)
(字)
21:30 マイナー・トラベラー(二)

★ザ・無人島生活: Ep.2
シェルター作り(字)

21:55 ステロイド外用剤の正しい理解(日)

22:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: TVR・
22:30 サーブラウ(二)

DISCO presents
テクノロジーアワー
☆オーストラリア鉄道24時: モンス
ター列車(新)(二)

23:00 SUPERCAR 2: メルセデス ウラ偉人伝: カポネ／リン
AMG GT(二)
カーン／ヘミングウェイほか
23:30
(字)

★ファスト＆ラウド: フォード・ ★THE NAKED: フィジー
モデルA 1(字)
偽りの楽園(二)
ゴールド・ラッシュ～人生最後の
一攫千金～ S3: Ep.10 ブル
ドーザー戦争(二)

NASA宇宙飛行士が見た
UFO(二)

24:00 ファスト＆ラウド: パンテーラ
(字)
24:30

★ウラ偉人伝: アームストロ ゴールド・ラッシュ～人生最
ング／ルーズベルトほか(字) 後の一攫千金～ S3:
Ep.11 解散(二)

★NASA超常ファイル S2:
水星の氷(二)

25:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フィアット・
25:30 ディーノ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーガン(二)

新シーズン
★舞台裏のスーパーテクノロジー 19:55 ☆SUPERCAR 2: ア ファスト＆ラウド 衝撃動画
ルファロメオ4C(新)(二)
S9: Ep.15 テキーラ(字)
DX: Ep.22(字)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.19 クレジットカード(新)(字)

オーバーホール 改造車の世界:
1956年式シボレー・ベルエア・コン
バーチブル(二)

21:55 ☆オーバーホール
改造車の世界: ナンバーワ
ン・カマロ(新)(二)
22:53 明日への扉(日)

20:53 ★Beyond Future: 暮らしを支える"超"精度技術(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー プラネットグリーン
ズ: ポルシェ928 前編(二)
★ホーキングの好奇心:

宇宙

20:30
21:00

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: ポルシェ928 後編(二)

の創造主とは？(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: VWトランスポルターT3 前編(二)

NASA超常ファイル S2: 水 22:00
星の氷(二)
22:30

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: VWトランスポルターT3 後編(二)

三菱電機 presents スペースアワー 三菱電機 presents

愛という名の凶器: 背信の

★解明・宇宙の仕組み: ブラック ワールドテックアワー
ナイフ(二)
★エジソンの卵: 超速グリル／壊れ
ホール(二)
ないコーヒーメーカーほか(二)

名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ＢＭＷ Ｍ５ ディーラーズ: ルノー・アル
(二)
ピーヌ(二)

20:00

21:30

23:00
23:30

オーストラリア鉄道24時: モ ★サバイバルゲーム S1:
ンスター列車(二)
Ep.10 大湿地帯(字)

オーバーホール 改造車の世 24:00
界: ナンバーワン・カマロ(二)
24:30

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
914(二)

SUPERCAR 2: アルファロ
メオ4C(二)

ウラ偉人伝: カポネ／リン
カーン／ヘミングウェイほか
(字)

25:00
25:30

26:00 ファスト＆ラウド: ピンクのキャ ファスト＆ラウド: ダッジ・チャ ファスト＆ラウド: ダッジ・チャ ファスト＆ラウド: 「ナイトライ ファスト＆ラウド: 「ナイトライ ウラ偉人伝: アームストロン
レンジャーR/T 1(字)
グ／ルーズベルトほか(字)
ダー」の車 パート2(字)
レンジャーR/T 2(字)
デラック 2(字)
ダー」の車 パート1(字)
26:30

キューバ・アメ車天国: クラン 26:00
クシャフト破損(二)
26:30

27:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーリス・マイ
27:30 ナー・トラベラー(二)

NASA超常ファイル S2: 水 27:00
星の氷(二)
27:30

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.11 解散(二)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.4(字)

解剖！メガマシン: エアバス オーバーホール 改造車の世 SUPERCAR 2: アルファロ
A380(字)
界: ナンバーワン・カマロ(二) メオ4C(二)

月曜日
1/16
4:00 愛という名の凶器: 背信の
ナイフ(二)
4:30

Discovery Channel
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火曜日
水曜日
1/17
1/18
名車再生！クラシックカー・ 調整用カラーバー(日)
ディーラーズ: フォード・ポピュ
ラー103E(二)

5:00 ザ・無人島生活: Ep.2 シェ SUPERCAR 2: アルファロ
ルター作り(字)
メオ4C(二)
5:30

木曜日
金曜日
1/19
1/20
ファスト＆ラウド: フォード・モ THE NAKED: ボリビアの
デルA 2(字)
灼熱地獄(二)

6:00 THE NAKED: フィジー 偽 キューバ・アメ車天国: クラン オーバーホール 改造車の世 ウラ偉人伝: クニーブル／
りの楽園(二)
クシャフト破損(二)
界: ナンバーワン・カマロ(二) ヒューズ／パットンほか(字)
6:30

NASA超常ファイル S2: 水 舞台裏のスーパーテクノロ
ジー S9: Ep.16 安全パッ
星の氷(二)
舞台裏のスーパーテクノロ
ジー S12: Ep.20 ピザオー
ベーリング海の一攫千金
★シリーズ工場見学: 綿棒
S12: Ep.5(字)
/ピンボール/タイル/パン(二)
インフォマーシャル(日)

7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: フィアット・
7:30 ディーノ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ポルシェ
914(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: モーガン(二)

兵器のテクノロジー: 高性能 ウラ偉人伝: アームストロン
銃(二)
グ／ルーズベルトほか(字)

土曜日
日曜日
1/21
1/22
解明・宇宙の仕組み: ビッグ サバイバルゲーム S1:
バン(二)
Ep.11 アンデス山脈(字)

名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ＢＭＷ Ｍ５ ディーラーズ: ルノー・アル
(二)
ピーヌ(二)

大惨事の瞬間: Ep.3 ステ
ルス墜落(二)
大惨事の瞬間: Ep.4 ロ
ケット事故(二)
★シリーズ工場見学: ビー
玉/フィルター/工具箱/緩衝
インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み: ビッグ ベーリング海の一攫千金
バン(二)
S12: Ep.5(字)

4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30

8:00 ファスト＆ラウド: ピンクのキャ ファスト＆ラウド: ダッジ・チャ ファスト＆ラウド: ダッジ・チャ ファスト＆ラウド: 「ナイトライ ファスト＆ラウド: 「ナイトライ ファスト＆ラウド: フォード・モ ★まさかの時のサバイバル:
デラック 2(字)
レンジャーR/T 1(字)
レンジャーR/T 2(字)
ダー」の車 パート1(字)
ダー」の車 パート2(字)
デルA 1(字)
人命救助(字)
8:30
★まさかの時のサバイバル:
野良犬襲撃(字)
9:00 ★舞台裏のスーパーテクノロ ★舞台裏のスーパーテクノロ ★舞台裏のスーパーテクノロ ★舞台裏のスーパーテクノロ ★舞台裏のスーパーテクノロ ファスト＆ラウド: フォード・モ サバイバルゲーム S1:
ジー S8: Ep.16 ソーセー ジー S8: Ep.17 築地市 ジー S8: Ep.18 ピカデリー ジー S8: Ep.19 潜水艦 ジー S8: Ep.20 トリュフ
デルA 2(字)
Ep.10 大湿地帯(字)
9:30 インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)
インフォマーシャル(日)

8:00

10:00 フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀 フューチャーウェポン・21世紀 コンバット・カウントダウン: ス オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・
戦争の真実: アラスカのスト 戦争の真実: A-10サンダー 戦争の真実: イスラエル軍 戦争の真実: 無人ヘリ(二) ピード(字)
界: ナンバーワン・カマロ(二) ディーラーズ: ランボルギー
10:30 ライカー装甲車(二)
ニ・ウラッコ(二)
の最新兵器2(二)
ボルト(二)

10:00

8:30
9:00
9:30

10:30

11:00 オーストラリア鉄道24時: モ 兵器のテクノロジー: 高性能 愛という名の凶器: 背信の
ンスター列車(二)
銃(二)
ナイフ(二)
11:30

NASA超常ファイル S2: 水 ザ・無人島生活: Ep.3 狩 オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・ 11:00
星の氷(二)
り(字)
界: VW タイプ2 T1(二)
ディーラーズ: フォード・ポピュ
11:30
ラー103E(二)

12:00 解明・宇宙の仕組み: ブラッ オーバーホール 改造車の世 ゴールド・ラッシュ～人生最
クホール(二)
界: ナンバーワン・カマロ(二) 後の一攫千金～ S3:
12:30
Ep.12 合流(二)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.5(字)

THE NAKED: ボリビアの
灼熱地獄(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents

13:30 ★クラシックカー・コレクション:
スタッツDV32(二)
14:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ベンツGク
14:30 ラス(二)

★クラシックカー・コレクション:
BMW328(二)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ジャガー
ＸＫ８(二)

★ドリームカー誕生: モーガ
ン・エアロクーペ(字)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: コブラ
(二)

★ドリームカー誕生: ポル
シェ911(字)
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ジャガー
マーク２(二)

カー・ディーラーズ: ウィリス
ジープ(二)

DX: Ep.23(字)

★ファスト＆ラウド: バレット
ジャクソンへの道 パート
2(字)

★ファスト＆ラウド: 300ドル ★ファスト＆ラウド: オールズ 完全犯罪のレシピ: サイレン ★怪しい伝説: ドローンの危 15:00
険性(二)
モビル・カトラス パート1(字) トキラー(二)
のシボレーG10バン(字)
15:30

15:00 ★ファスト＆ラウド: ダッジ・コ ★ファスト＆ラウド: バレット
ジャクソンへの道 パート
ロネット(字)
15:30
1(字)

SUPERCAR 2: アルファロ
メオ4C(二)

12:00
★キューバ・アメ車天国:
崖っ縁のオールズモビル(二)
12:30

オーバーホール 改造車の世 13:00
界: ナンバーワン・カマロ(二)
13:30
★ドリームカー誕生: フェラー 解剖！メガマシン: 高性能圧雪
車(字)
リ・FF(字)
★名車再生！クラシック
ファスト＆ラウド 衝撃動画 タブロイドな事件: 名声と災 14:00
エンジニアリングアワー

い(二)

14:30

16:00 ★コンバット・カウントダウン: ★コンバット・カウントダウン: ★コンバット・カウントダウン: ★コンバット・カウントダウン: ★コンバット・カウントダウン: ザ・無人島生活: Ep.3 狩 ウラ偉人伝: アームストロン
火力(字)
耐久性(字)
馬力(字)
高性能センサー(字)
奇襲(字)
り(字)
グ／ルーズベルトほか(字)
16:30

16:00

17:00 SUPERCAR 2: アルファロ
メオ4C(二)
17:30

17:00

ウラ偉人伝: アームストロン
グ／ルーズベルトほか(字)

オーストラリア鉄道24時: 予 オーバーホール 改造車の世 ザ・無人島生活: Ep.3 狩 THE NAKED: ボリビアの
期せぬ遅れ(二)
界: ナンバーワン・カマロ(二) り(字)
灼熱地獄(二)

18:00 ☆知られざる犯罪の裏側:
父の願い(新)(二)
18:30

☆完全犯罪のレシピ: サイ
レントキラー(新)(二)

19:00

★CSI・科学捜査最前線: ☆愛という名の凶器: 死の ☆タブロイドな事件: 名声 ★大惨事の瞬間: Ep.3 ステル オーストラリア鉄道24時: 予 18:00
ス墜落(二)
Ep.24 セールスマン路上殺 仲介者(新)(二)
と災い(新)(二)
期せぬ遅れ(二)
★大惨事の瞬間: Ep.4 ロケット
18:30
害(二)
事故(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の 兵器のテクノロジー: 戦車
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
THE NAKED: フィジー 偽 NASA超常ファイル S2: 水 ★兵器のテクノロジー: 戦車 ☆ファスト＆ラウド 衝撃動 一攫千金～ S3: Ep.12 合流 (二)
りの楽園(二)
星の氷(二)
(二)
画DX: Ep.23(新)(字) (二)

19:30

★怪しい伝説: ピンポン玉
の弾丸(二)

20:00 ★怪しい伝説: 不可能を表 ☆ゴールド・ラッシュ～人生 ☆ベーリング海の一攫千金 ミツトヨ presents
エンジニアリングアワー
す慣用句(二)
最後の一攫千金～ S3:
S12: Ep.5(新)(字)
★解剖！メガマシン: 高性能圧
20:30
Ep.12 合流(新)(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.16 安全パッド(字)

21:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ランボル
21:30 ギーニ・ウラッコ(二)

オーストラリア鉄道24時: モ ファスト＆ラウド: フォード・モ ★ザ・無人島生活: Ep.3
デルA 1(字)
ンスター列車(二)
狩り(字)

オーバーホール 改造車の世
界: ナンバーワン・カマロ(二)

22:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: フォード・
22:30 ポピュラー103E(二)

DISCO presents
テクノロジーアワー
☆オーストラリア鉄道24時: 予期
せぬ遅れ(新)(二)

★ファスト＆ラウド: フォード・ ★THE NAKED: ボリビア
モデルA 2(字)
の灼熱地獄(二)

23:00 SUPERCAR 2: アルファロ
メオ4C(二)
23:30

ウラ偉人伝: アームストロン
グ／ルーズベルトほか(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.11 解散(二)

雪車(字)

21:55 ステロイド外用剤の正しい理解(日)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.20 ピザオーブン(新)(字)

21:55 ☆オーバーホール
改造車の世界: VW タイ
プ2 T1(新)(二)
22:53 明日への扉(日)

NASA超常ファイル S2: 水 三菱電機 presents スペースアワー
★解明・宇宙の仕組み: ビッグバ
星の氷(二)
ン(二)

24:00 ファスト＆ラウド: フォード・モ ★ウラ偉人伝: クニーブル／ ゴールド・ラッシュ～人生最
デルA 1(字)
ヒューズ／パットンほか(字) 後の一攫千金～ S3:
24:30
Ep.12 合流(二)

★NASA超常ファイル S2:
月面着陸の真相(二)

25:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツGクラス
25:30 (二)

名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーマーク ディーラーズ: ウィリスジープ
(二)
２(二)

新シーズン
19:55 ☆SUPERCAR 2:
ロールス・ロイス・レイス
(新)(二)

ウラ偉人伝: クニーブル／
ヒューズ／パットンほか(字)

16:30

ファスト＆ラウド 衝撃動画
DX: Ep.23(字)

20:53 ★Beyond Future: 命を救う“光の板”(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 前編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ランチア・デルタHFインテグラーレ 後編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レンジローバー・ヴォーグSE 前編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
レンジローバー・ヴォーグSE 後編(二)

三菱電機 presents
ワールドテックアワー
★エジソンの卵: 速く走れるブーツ／
モジュール型ロボットほか(二)

オーストラリア鉄道24時: 予 ★サバイバルゲーム S1:
期せぬ遅れ(二)
Ep.11 アンデス山脈(字)

プラネットグリーン

★ホーキングの好奇心: 生き
ることとは？(二)

17:30

19:00

19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

NASA超常ファイル S2: 月 22:00
面着陸の真相(二)
22:30
愛という名の凶器: 死の仲
介者(二)

23:00
23:30

オーバーホール 改造車の世 24:00
界: VW タイプ2 T1(二)
24:30

ウラ偉人伝: アームストロン
グ／ルーズベルトほか(字)

SUPERCAR 2: ロールス・
ロイス・レイス(二)

25:00

26:00 ファスト＆ラウド: ダッジ・コロ ファスト＆ラウド: バレットジャ ファスト＆ラウド: バレットジャ ファスト＆ラウド: 300ドルの ファスト＆ラウド: オールズモ ウラ偉人伝: クニーブル／
クソンへの道 パート2(字)
ビル・カトラス パート1(字) ヒューズ／パットンほか(字)
クソンへの道 パート1(字)
ネット(字)
シボレーG10バン(字)
26:30

キューバ・アメ車天国: 崖っ
縁のオールズモビル(二)

26:00

27:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ランボルギー
27:30 ニ・ウラッコ(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーＸＫ
８(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.12 合流(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: コブラ(二)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.5(字)

解剖！メガマシン: 高性能
圧雪車(字)

25:30

26:30

オーバーホール 改造車の世 SUPERCAR 2: ロールス・ NASA超常ファイル S2: 月 27:00
界: VW タイプ2 T1(二)
ロイス・レイス(二)
面着陸の真相(二)
27:30

月曜日
1/23
4:00 愛という名の凶器: 死の仲
介者(二)
4:30
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火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
1/24
1/25
1/26
1/27
名車再生！クラシックカー・ オーストラリア鉄道24時: 緊 ファスト＆ラウド: シボレー・カ THE NAKED: 無情の熱
ディーラーズ: FSM・シレーナ 急修理(二)
マロSS 1(字)
帯雨林(二)
105(二)

5:00 ザ・無人島生活: Ep.3 狩 SUPERCAR 2: ロールス・ 兵器のテクノロジー: 戦車
り(字)
(二)
ロイス・レイス(二)
5:30

ウラ偉人伝: クニーブル／
ヒューズ／パットンほか(字)

6:00 THE NAKED: ボリビアの
灼熱地獄(二)
6:30

キューバ・アメ車天国: 崖っ
縁のオールズモビル(二)

オーバーホール 改造車の世 ウラ偉人伝: プレスリー／
界: VW タイプ2 T1(二)
ジョン・F・ケネディほか(字)

7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ベンツGクラス
7:30 (二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーＸＫ
８(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: コブラ(二)

土曜日
日曜日
1/28
1/29
解明・宇宙の仕組み: 銀河 サバイバルゲーム S1:
(二)
Ep.12 オーストラリア(字)

NASA超常ファイル S2: 月 舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.17 テニスボール(字)
面着陸の真相(二)
舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.18 嗅ぎたばこ(字)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.6(字)

名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ジャガーマーク ディーラーズ: ウィリスジープ
２(二)
(二)

大惨事の瞬間: Ep.5 ガス会社
の爆発火災(二)
大惨事の瞬間: Ep.6 タンカー
火災(二)

★シリーズ工場見学: 街灯/ノコ ★シリーズ工場見学: スティック/
ギリ/コーヒー/窓ガラス(二)
懐中電灯/窓/バス座席(二)
インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み: 銀河 ベーリング海の一攫千金
(二)
S12: Ep.6(字)

4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30

8:00 ファスト＆ラウド: ダッジ・コロ ファスト＆ラウド: バレットジャ ファスト＆ラウド: バレットジャ ファスト＆ラウド: 300ドルの ファスト＆ラウド: オールズモ ファスト＆ラウド: フォード・モ ★まさかの時のサバイバル: 大地
震 (字)
ネット(字)
クソンへの道 パート1(字)
クソンへの道 パート2(字)
シボレーG10バン(字)
ビル・カトラス パート1(字) デルA 2(字)
★まさかの時のサバイバル: 毒ヘ
8:30

8:00

9:00 ★舞台裏のスーパーテクノロジー ★舞台裏のスーパーテクノロジー ★舞台裏のスーパーテクノロジー

★舞台裏のスーパーテクノロジー S9:
Ep.4 ジオラマテーマパーク(字)

9:00

9:30 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

S9: Ep.1 チューインガム(字)

S9: Ep.2 Ｆ１エンジン(字)

S9: Ep.3 道路トンネル(字)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ビ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー ファスト＆ラウド: シボレー・カ サバイバルゲーム S1:
S9: Ep.5 除雪機(字)
マロSS 1(字)
Ep.11 アンデス山脈(字)
インフォマーシャル(日)

10:00 コンバット・カウントダウン: 火 コンバット・カウントダウン: 耐 コンバット・カウントダウン: 馬 コンバット・カウントダウン: 高 コンバット・カウントダウン: 奇 オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・コル
力(字)
力(字)
性能センサー(字)
襲(字)
界: VW タイプ2 T1(二)
久性(字)
10:30
ベットC2(二)
11:00 オーストラリア鉄道24時: 予 兵器のテクノロジー: 戦車
期せぬ遅れ(二)
(二)
11:30

8:30

9:30
10:00
10:30

NASA超常ファイル S2: 月 ザ・無人島生活: Ep.4 サ
面着陸の真相(二)
バイバルの舞台裏(字)

オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・ 11:00
界: フォード・カスタムライン ディーラーズ: FSM・シレーナ
11:30
in SEMAショー(二)
105(二)

12:00 解明・宇宙の仕組み: ビッグ オーバーホール 改造車の世 ゴールド・ラッシュ～人生最
バン(二)
界: VW タイプ2 T1(二)
後の一攫千金～ S3:
12:30
Ep.13 夜勤(二)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.6(字)

SUPERCAR 2: ロールス・ ★キューバ・アメ車天国: 禁 12:00
ロイス・レイス(二)
輸解除への夜明け(二)
12:30

13:00 インフォマーシャル(日)
13:30 ★ドリームカー誕生: アウディ
R8(字)

愛という名の凶器: 死の仲
介者(二)

THE NAKED: 無情の熱
帯雨林(二)

オーバーホール 改造車の世 13:00
界: VW タイプ2 T1(二)
★ドリームカー誕生: ロールス・ロ ★ドリームカー誕生: マセラティ・ ★ドリームカー誕生: ヴィーズマン ★ドリームカー誕生: ランボルギー モノ作りの舞台裏: Ep.1 エア遊
13:30
インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents

イス・ファントム(字)

クアトロポルテ(字)

GT MF5(字)

ニ・アヴェンタドール(字)

具(字)

14:00 ★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: スカイライ カー・ディーラーズ: トライアン カー・ディーラーズ: BMWイ
14:30 ン(二)
フＴＲ６(二)
セッタ(二)

エンジニアリングアワー

タブロイドな事件: 死ぬほど
愛して(二)

14:00

完全犯罪のレシピ: 義理の ★怪しい伝説: ドライビング
の真実(二)
殺人犯(二)

15:00

★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
ファスト＆ラウド 衝撃動画
カー・ディーラーズ: フォード・ カー・ディーラーズ: ベンツ Ｓ DX: Ep.24(字)
マスタング(二)
ＬＫ(二)

15:00 ★ファスト＆ラウド: オールズ ★ファスト＆ラウド: 真っ赤な ★ファスト＆ラウド: 真っ赤な ★ファスト＆ラウド: フォード
モビル・カトラス パート2(字) キャデラック・コンバーチブル キャデラック・コンバーチブル GT パート1(字)
15:30
2(字)
1(字)

★ファスト＆ラウド: フォード
GT パート2(字)

14:30

15:30

16:00 ★コンバット・カウントダウン: ★コンバット・カウントダウン: ★コンバット・カウントダウン: ★コンバット・カウントダウン: ★コンバット・カウントダウン: ザ・無人島生活: Ep.4 サ
輸送力(字)
全地形対応車(字)
長距離攻撃(字)
革新的兵器(字)
恐怖の兵器(字)
バイバルの舞台裏(字)
16:30

ウラ偉人伝: クニーブル／
ヒューズ／パットンほか(字)

16:00

17:00 SUPERCAR 2: ロールス・ ウラ偉人伝: クニーブル／
ロイス・レイス(二)
ヒューズ／パットンほか(字)
17:30

ウラ偉人伝: プレスリー／
ジョン・F・ケネディほか(字)

17:00

18:00 ☆知られざる犯罪の裏側:
頭部銃撃の謎(新)(二)
18:30
19:00
19:30

オーストラリア鉄道24時: 緊 オーバーホール 改造車の世 ザ・無人島生活: Ep.4 サ
急修理(二)
界: VW タイプ2 T1(二)
バイバルの舞台裏(字)

☆完全犯罪のレシピ: 義理 ★CSI・科学捜査最前線: ☆愛という名の凶器: 闇の ☆タブロイドな事件: 死ぬ
の殺人犯(新)(二)
Ep.25 連続放火殺人(二) ハート(新)(二)
ほど愛して(新)(二)

THE NAKED: 無情の熱
帯雨林(二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.17 テニスボール(字)

21:00 ★名車再生！クラシック
オーストラリア鉄道24時: 予 ファスト＆ラウド: フォード・モ ★ザ・無人島生活: Ep.4
カー・ディーラーズ: シボレー・ 期せぬ遅れ(二)
デルA 2(字)
サバイバルの舞台裏(字)
21:30 コルベットC2(二)

オーバーホール 改造車の世
界: VW タイプ2 T1(二)

遊具(字)

21:55 ステロイド外用剤の正しい理解(日)

22:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: FSM・シ
22:30 レーナ105(二)

DISCO presents
テクノロジーアワー
☆オーストラリア鉄道24時: 緊急
修理(新)(二)

23:00 SUPERCAR 2: ロールス・ ウラ偉人伝: クニーブル／
ロイス・レイス(二)
ヒューズ／パットンほか(字)
23:30

18:30

★大惨事の瞬間: Ep.6 タン
カー火災(二)

新シーズン
19:55 ☆SUPERCAR 2:
ジャガー Fタイプ
SVR(新)(二)

★THE NAKED: 無情の
熱帯雨林(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.12 合流(二)

NASA超常ファイル S2: 月 三菱電機 presents スペースアワー
★解明・宇宙の仕組み: 銀河
面着陸の真相(二)

22:53 明日への扉(日)

(二)

ファスト＆ラウド 衝撃動画
DX: Ep.24(字)

20:53 Beyond Future: 暮らしを支える"超"精度技術(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ポルシェ911 2.7Sタルガ 前編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ポルシェ911 2.7Sタルガ 後編(二)

21:55 ☆オーバーホール 改造車
の世界: フォード・カスタムライン in ★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 前編(二)
SEMAショー(新)(二)

★ファスト＆ラウド: シボ
レー・カマロSS 1(字)

24:00 ファスト＆ラウド: フォード・モ ★ウラ偉人伝: プレスリー／ ゴールド・ラッシュ～人生最
デルA 2(字)
ジョン・F・ケネディほか(字) 後の一攫千金～ S3:
24:30
Ep.13 夜勤(二)
25:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン
25:30 (二)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.18 嗅ぎたばこ(字)

17:30

★大惨事の瞬間: Ep.5 ガス会 オーストラリア鉄道24時: 緊 18:00
社の爆発火災(二)
急修理(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の 兵器のテクノロジー: 爆薬
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★怪しい伝説: 映画のドン THE NAKED: ボリビアの NASA超常ファイル S2: 月 ★兵器のテクノロジー: 爆薬 ☆ファスト＆ラウド 衝撃動 一攫千金～ S3: Ep.13 夜勤 (二)
パチ場面(二)
灼熱地獄(二)
面着陸の真相(二)
(二)
画DX: Ep.24(新)(字) (二)

20:00 ★怪しい伝説: 酒が車の燃 ☆ゴールド・ラッシュ～人生 ☆ベーリング海の一攫千金 ミツトヨ presents
エンジニアリングアワー
料に？(二)
最後の一攫千金～ S3:
S12: Ep.6(新)(字)
★モノ作りの舞台裏: Ep.1 エア
20:30
Ep.13 夜勤(新)(二)

16:30

★名車再生！クラシックカー・ディーラーズ:
ジープCJ7 後編(二)

三菱電機 presents
ワールドテックアワー
★エジソンの卵: 秒速ノコギリ／スマ
ホ用プリンターほか(二)

プラネットグリーン

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

★ホーキングの好奇心: 宇宙
21:30
の謎を解く鍵とは？(二)

NASA超常ファイル S2: 分 22:00
裂する小惑星(二)
22:30
愛という名の凶器: 闇のハー 23:00
ト(二)
23:30

オーストラリア鉄道24時: 緊 ★サバイバルゲーム S1:
急修理(二)
Ep.12 オーストラリア(字)

オーバーホール 改造車の世 24:00
界: フォード・カスタムライン
24:30
in SEMAショー(二)

名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・ ウラ偉人伝: クニーブル／
ディーラーズ: トライアンフＴ ディーラーズ: BMWイセッタ ディーラーズ: フォード・マスタ ディーラーズ: ベンツ ＳＬＫ ヒューズ／パットンほか(字)
Ｒ６(二)
(二)
(二)
ング(二)

SUPERCAR 2: ジャガー F 25:00
タイプ SVR(二)
25:30

★NASA超常ファイル S2:
分裂する小惑星(二)

26:00 ファスト＆ラウド: オールズモ ファスト＆ラウド: 真っ赤な
ビル・カトラス パート2(字) キャデラック・コンバーチブル
26:30
1(字)

ファスト＆ラウド: 真っ赤な
キャデラック・コンバーチブル
2(字)

ファスト＆ラウド: フォードGT ファスト＆ラウド: フォードGT ウラ偉人伝: プレスリー／
ジョン・F・ケネディほか(字)
パート2(字)
パート1(字)

27:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: シボレー・コル
27:30 ベットC2(二)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.6(字)

モノ作りの舞台裏: Ep.1 エ オーバーホール 改造車の世 SUPERCAR 2: ジャガー F NASA超常ファイル S2: 分 27:00
ア遊具(字)
界: フォード・カスタムライン タイプ SVR(二)
裂する小惑星(二)
27:30
in SEMAショー(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.13 夜勤(二)

キューバ・アメ車天国: 禁輸 26:00
解除への夜明け(二)
26:30

月曜日
火曜日
1/30
1/31
4:00 愛という名の凶器: 闇のハー 名車再生！クラシックカー・
ト(二)
ディーラーズ: キャデラック・
4:30
クーペ・ドゥビル(二)

水曜日
2/1
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木曜日
2/2

金曜日
2/3

土曜日
2/4

日曜日
2/5

4:00
4:30

5:00 ザ・無人島生活: Ep.4 サ
バイバルの舞台裏(字)
5:30

SUPERCAR 2: ジャガー F
タイプ SVR(二)

5:00

6:00 THE NAKED: 無情の熱
帯雨林(二)
6:30

キューバ・アメ車天国: 禁輸
解除への夜明け(二)

6:00

7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スカイライン
7:30 (二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: トライアンフＴ
Ｒ６(二)

7:00

5:30

6:30

7:30

8:00 ファスト＆ラウド: オールズモ ファスト＆ラウド: 真っ赤な
ビル・カトラス パート2(字) キャデラック・コンバーチブル
8:30
1(字)

8:00

9:00 ★舞台裏のスーパーテクノロジー ★舞台裏のスーパーテクノロジー

9:00

9:30 インフォマーシャル(日)

9:30

S9: Ep.6 多機能戦闘機(字) S9: Ep.7 スワンプバギー(字)
インフォマーシャル(日)

8:30

10:00 コンバット・カウントダウン: 輸 コンバット・カウントダウン: 全
送力(字)
地形対応車(字)
10:30

10:00

11:00 オーストラリア鉄道24時: 緊 兵器のテクノロジー: 爆薬
急修理(二)
(二)
11:30

11:00

12:00 解明・宇宙の仕組み: 銀河 オーバーホール 改造車の世
(二)
界: フォード・カスタムライン
12:30
in SEMAショー(二)

12:00

13:00 インフォマーシャル(日)

13:00

インフォマーシャル(日)

10:30

11:30

12:30

13:30 ★ドリームカー誕生: ジャガー・F ★ドリームカー誕生: ベントレー・

13:30

14:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: アストン
14:30 マーチン・DB7(二)

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

14:00

★ファスト＆ラウド: フォード
5ウインドウ・クーペ パート
2(字)

15:00

16:00 ★コンバット・カウントダウン: ★世界を変えた兵器: M2
攻撃精度(字)
重機関銃(字)
16:30

16:00

17:00 SUPERCAR 2: ジャガー F ウラ偉人伝: プレスリー／
タイプ SVR(二)
ジョン・F・ケネディほか(字)
17:30

17:00

18:00 ☆知られざる犯罪の裏側: ☆完全犯罪のレシピ: 終演
フロリダの焼死体(新)(二) の時(新)(二)
18:30

18:00

19:00

19:00

タイプ(字)

15:00 ★ファスト＆ラウド: フォード
5ウインドウ・クーペ パート
15:30 1(字)

19:30

コンチネンタルGTスピード(字)

ディスカバリーチャンネルのプライムタイム

★怪しい伝説: 恋の法則
(二)

20:00 ★怪しい伝説: 身近な実
験SP(二)
20:30

THE NAKED: 無情の熱
帯雨林(二)
☆ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ S3:
Ep.14 流出(新)(二)

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30
20:00
20:30

21:00 ★名車再生！クラシック
オーストラリア鉄道24時: 緊
カー・ディーラーズ: ロータス・ 急修理(二)
21:30 エリーゼS2(二)

21:00

22:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: キャデラッ
22:30 ク・クーペ・ドゥビル(二)

22:00

DISCO presents
テクノロジーアワー

☆オーストラリア鉄道24時: 大陸
縦断鉄道の旅(新)(二)

21:30

22:30

23:00 SUPERCAR 2: ジャガー F ウラ偉人伝: プレスリー／
タイプ SVR(二)
ジョン・F・ケネディほか(字)
23:30

23:00

24:00 ファスト＆ラウド: シボレー・カ ★ウラ偉人伝: ブルース・
マロSS 1(字)
リー／トルーマンほか(字)
24:30

24:00

25:00 名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: アストンマーチ ディーラーズ: フォード・エス
25:30 ン・DB7(二)
コート・マーク1(二)

25:00

26:00 ファスト＆ラウド: フォード 5
ウインドウ・クーペ パート
26:30 1(字)

ファスト＆ラウド: フォード 5
ウインドウ・クーペ パート
2(字)

26:00

27:00 名車再生！クラシックカー・ ゴールド・ラッシュ～人生最
ディーラーズ: ロータス・エリー 後の一攫千金～ S3:
27:30 ゼS2(二)
Ep.14 流出(二)

27:00

23:30

24:30

25:30

26:30

27:30

