Discovery Channel
2016年12月編成表

月曜日
火曜日
水曜日
11/28
11/29
11/30
4:00 サバイバルゲーム S1: Ep.3 タブロイドな事件: ティーンの 調整用カラーバー(日)
ジャングル(字)
逃亡(二)
4:30

金曜日
12/2
★怪しい伝説: 超人的な
狙撃手(二)

土曜日
日曜日
12/3
12/4
★ミリタリー・モーターズ S2: 本当は怖い童話の真実:
フォードM151(二)
白雪姫／ねずの木(字)

★戦争史に残るリーダーた
ち: マッカーサー(二)

ファスト＆ラウド 衝撃動画
DX: Ep.18(字)

舞台裏のスーパーテクノロジー S9:
Ep.9 ウイスキー(字)

本当は怖い童話の真実: ヘ ★戦争史に残るリーダーた
ンゼルとグレーテル／シンデレ ち: フセイン(二)
ラ(字)

ファスト＆ラウド 衝撃動画
DX: Ep.19(字)

5:00 THE ISLAND S2 男子禁 ミリタリー・モーターズ S2: ア 調整用カラーバー(日)
制: Ep.5 残るか去るか
ントノフ2 飛行計画(二)
5:30 (字)
6:00 THE NAKED: ベリーズ 倒 ミリタリー・モーターズ S2:
木の森(二)
フォードM151(二)
6:30
7:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ:
7:30 BMW840(二)

木曜日
12/1

★宇宙入門: 水の在りか(二)
★宇宙入門: 太陽系外惑星
(二)

5:00

★シリーズ工場見学: デニム/ト
ランペット/ボール(二)

★シリーズ工場見学: ビル外壁/
カーペット/ペン(二)

6:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

★ベーリング海の一攫千金
番外編: 甲板クルー特集
(字)

7:00

舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.13 マカダミアナッツ(字)

8:00 カスタムカー: シェビー・ノバ
(字)
8:30

カスタムカー: キャディラック
XLR(字)

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 ★ファスト＆ラウド: シボレー ★サバイバルゲーム S1:
S7: Ep.2 醤油(字)
S7: Ep.3 ピーナッツ(字)
S7: Ep.4 大理石(字)
S7: Ep.5 ビール醸造(字)
3100 ピックアップトラック
Ep.3 ジャングル(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)
パート2(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S7: Ep.1 鉛の採掘(字)

9:30 インフォマーシャル(日)

★カスタムカー: MOPAR復 ★カスタムカー: バハ
活(字)
1000(字)

4:30

メガ・シティ: ニューオーリンズ
(字)

宇宙入門: 恒星の死(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
★名車再生！クラシック
ディーラーズ: トライアンフ・ス ディーラーズ: ロータス・エラン カー・ディーラーズ: ボンド・バ カー・ディーラーズ: ランドロー
宇宙入門: 宇宙の果て(二)
タッグ(二)
(二)
グ(二)
バー・ディフェンダー(二)

カスタムカー: オールズモビ
ル・トロナード(字)

4:00

★ファスト＆ラウド: シボレー ★エクストリーム・サバイバル: スリ
ルの代償(字)
3100 ピックアップトラック
パート1(字)

★エクストリーム・サバイバル: 仕
事中の災難(字)

5:30

7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00 超常現象Xファイル: Ep.3/ 深層解明Xファイル: フリーメ 深層解明Xファイル: 売春
人体自然発火(字)
イソン(二)
宿(二)
10:30

★深層解明Xファイル: 地
下壕(二)

★深層解明Xファイル: アル オーバーホール 改造車の世 ★名車再生！クラシック
カトラズ(二)
界: シボレー・マリブSS(二) カー・ディーラーズ: ジャガー
マーク２(二)

10:00

11:00 アラスカ鉄道24時 S3: 雪
解けの災い(二)
11:30

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.4 橋を巡る攻防(二)

★ファスト＆ラウド 衝撃動
画DX: Ep.18(字)

THE NAKED: ベリーズ 倒 オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・
木の森(二)
界: ロータス・ヨーロッパ パー ディーラーズ: ウィリスジープ
ト1(二)
(二)

11:00

オーバーホール 改造車の世 ゴールド・ラッシュ～人生最
界: シボレー・マリブSS(二) 後の一攫千金～ S3:
12:30 宇宙入門: 太陽系外惑星(二)
Ep.5 最後通告(二)

★ファスト＆ラウド 衝撃動
画DX: Ep.19(字)

THE NAKED: ナミビア 心
の闇(二)

★クラシックカー・コレクション: アメ車
オールスター(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)

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
エンジニアリングアワー

13:30 ★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: フェラーリ
275GTB4 NARTスパイダー(二)

★クラシックカー・コレクション: ペブルビー ★クラシックカー・コレクション: フォー
チ・コンクール・デレガンス(二)
ド・エリミネーター(二)

14:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ボルボ
14:30 P1800(二)

★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: スバル・イ カー・ディーラーズ: ジャガー・ カー・ディーラーズ: ミニ・モー カー・ディーラーズ: レンジ
ンプレッサWRX(二)
Ｅタイプ(二)
ク(二)
ローバーP38(二)

スゴ腕！RC模型ビルダー
S2: カーゴローダー／モー
ターホーム(二)

12:00 宇宙入門: 水の在りか(二)

ラ427S/C(二)

★クラシックカー・コレクション: オース
チン・ヒーレー100M(二)

★ミリタリー・モーターズ S2:
フレイトライナー ステップバン
(二)

10:30

11:30

12:30

オーバーホール 改造車の世 13:00
界: シボレー・マリブSS(二)
解剖！メガマシン: 巨大飛行船
13:30

★クラシックカー・コレクション: 1912
(字)
年式パッカード(二)

大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ タブロイドな事件: ワルに恋
リースキー(二)
して(二)
大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)

14:00
14:30

15:00 ★カスタムカー: 究極のオー ★カスタムカー: コードネーム ★カスタムカー: ジェネラル・
ディオ(字)
「ゴリラ」(字)
リー(字)
15:30

★ファスト＆ラウド: シボ
レー・ノマド(字)

★ファスト＆ラウド: フォード・ ★完全犯罪のレシピ: ハー
レムの陰謀(二)
カブリオレ(字)

16:00 深層解明Xファイル: UFO
隠蔽工作(二)
16:30

深層解明Xファイル: アウト
ロー・バイカー(二)

★深層解明Xファイル S2:
アメリカのナチス(二)

★深層解明Xファイル S2:
古代の宇宙飛行士(二)

THE NAKED: ベリーズ 倒 戦争史に残るリーダーたち:
木の森(二)
マッカーサー(二)

16:00

17:00 知られざる犯罪の裏側: ス
トーカーの影(二)
17:30

完全犯罪のレシピ: 湿地の CSI・科学捜査最前線:
★愛という名の凶器: 活動 ★タブロイドな事件: ワルに THE NAKED: ナミビア 心 戦争史に残るリーダーたち:
遺体(二)
Ep.17 未解決事件の再捜 家の息子(二)
恋して(二)
の闇(二)
フセイン(二)
査(二)

17:00

18:00 ☆知られざる犯罪の裏側:
秘密の清掃サービス
18:30 (新)(二)

☆完全犯罪のレシピ: ハー ★CSI・科学捜査最前線:
レムの陰謀(新)(二)
Ep.18 証拠の食い違い
(二)

19:00

★深層解明Xファイル S2:
ラスベガス(二)

新エピソード!
☆愛という名の凶器: 仮面家
族(新)(二)

☆タブロイドな事件: 法と
混乱(新)(二)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面
19:55 クラシックカー・コレクション:
電車(二)

新シーズン！スタート！！
20:00 ★怪しい伝説: レースカーの
★ファスト＆ラウド 衝撃動
☆ゴールド・ラッシュ～人生最後 画DX: Ep.19(字)
伝説(二)
の一攫千金～ S3: Ep.5 最
20:30

ミツトヨ presents
エンジニアリングアワー
★解剖！メガマシン: 巨大飛行船
(字)

21:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ジャガー
21:30 マーク２(二)

★THE NAKED: ベリーズ ★オーバーホール 改造車の
倒木の森(二)
世界: シボレー・マリブ
SS(二)

23:00 ファスト＆ラウド: ポルシェ
996 パート2(字)
23:30

後通告(新)(二)

アラスカ鉄道24時 S3: 雪
解けの災い(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1(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.9 ウイスキー(字)
☆舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.13 マカダミアナッツ(新)(字)

21:55 ☆オーバーホール 改造
新エピソード
☆THE NAKED: ナミビア 車の世界: ロータス・ヨーロッパ
パート1(新)(二)
☆ファスト＆ラウド: シボレー
心の闇(新)(二)
★メガ・エアポート: 時間との闘い 3100 ピックアップトラック パー
(二)
ト2(新)(字)
22:53 明日への扉(日)
'DISCO presents
テクノロジーアワー

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.4 橋を巡る攻防(二)

24:00 ファスト＆ラウド: シボレー
3100 ピックアップトラック
24:30 パート1(字)

★戦争史に残るリーダーた
ち: フセイン(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.5 最後通告(二)

25:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ボルボ
25:30 P1800(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: スバル・インプ
レッサWRX(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・Ｅタ ディーラーズ: ミニ・モーク
イプ(二)
(二)

26:00 カスタムカー: 究極のオーディ カスタムカー: コードネーム
「ゴリラ」(字)
オ(字)
26:30

オースチン・ヒーレー100M(二)

20:24 ★クラシックカー・コレクショ
ン: フィッチ・フェニックス(二)
20:53 ★Beyond Future: 世界へ！日本のロボット(日)

★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W123 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W123 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フォード・カプリ 前編(二)
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: フォード・カプリ 後編(二)

三菱電機 presents スペースアワー 三菱電機 presents

戦争史に残るリーダーたち:
マッカーサー(二)

★本当は怖い童話の真実:
★宇宙入門: 恒星の死(二)
ヘンゼルとグレーテル／シン
★宇宙入門: 宇宙の果て(二)
デレラ(字)

ワールドテックアワー

17:30

19:00
19:30

大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)

20:00

プラネットグリーン

21:00

本当は怖い童話の真実:
白雪姫／ねずの木(字)

22:00

愛という名の凶器: 仮面家
族(二)

23:00

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電 20:30
車(二)

★モーガン・フリーマンが語る宇
宙 S5: 影の宇宙(二)
21:30

22:30

★メガ・シティ: ニューオーリン
23:30
ズ(字)
★本当は怖い童話の真実: メガ・エアポート: 時間との闘 ★サバイバルゲーム S1:
オーバーホール 改造車の世 24:00
白雪姫／ねずの木(字)
い(二)
Ep.4 砂漠(字)
界: ロータス・ヨーロッパ パー
24:30
ト1(二)
名車再生！クラシックカー・ 戦争史に残るリーダーたち:
ディーラーズ: レンジローバー マッカーサー(二)
P38(二)

カスタムカー: ジェネラル・リー ファスト＆ラウド: シボレー・ノ ファスト＆ラウド: フォード・カ 戦争史に残るリーダーたち:
フセイン(二)
(字)
マド(字)
ブリオレ(字)

27:00 オーバーホール 改造車の世 THE NAKED: ベリーズ 倒 スゴ腕！RC模型ビルダー
界: シボレー・マリブSS(二) 木の森(二)
S2: カーゴローダー／モー
27:30
ターホーム(二)

16:30

★ゴールド・ラッシュ～人生最後 メガ・エアポート: 時間との闘 18:00
の一攫千金～ S3: Ep.4 橋を い(二)
巡る攻防(二)
18:30

★ゴールド・ラッシュ～人生最後 スゴ腕！RC模型ビルダー
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★スゴ腕！RC模型ビルダー ★大惨事の瞬間: Ep.41/難関 の一攫千金～ S3: Ep.5 最後 S2: ヘリコプター(二)
通告(二)
フリースキー(二)
S2: ヘリコプター(二)

★怪しい伝説: カーチェイスの検 ゴールド・ラッシュ～人生最後の ファスト＆ラウド 衝撃動画
証(二)
一攫千金～ S3: Ep.4 橋を巡 DX: Ep.18(字)
る攻防(二)
19:30

22:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ウィリス
22:30 ジープ(二)

★怪しい伝説: テレビゲーム 15:00
の世界(二)
15:30

★メガ・エアポート: 時間との ★名車再生！クラシック
闘い(二)
カー・ディーラーズ: ウィリス
ジープ(二)

ミリタリー・モーターズ S2: フ 25:00
レイトライナー ステップバン
25:30
(二)
クラシックカー・コレクション: オースチ
ン・ヒーレー100M(二)

26:00

クラシックカー・コレクション: フィッチ・
フェニックス(二)

26:30

本当は怖い童話の真実: ヘ ファスト＆ラウド: シボレー
ンゼルとグレーテル／シンデレ 3100 ピックアップトラック
ラ(字)
パート2(字)

27:00
27:30

月曜日
火曜日
12/5
12/6
4:00 サバイバルゲーム S1: Ep.4 ★タブロイドな事件: あぶく
砂漠(字)
銭の災い(二)
4:30
5:00 エクストリーム・サバイバル: スリル ミリタリー・モーターズ S2:
の代償(字)
フォードM151(二)
5:30 エクストリーム・サバイバル: 仕事
中の災難(字)

水曜日
12/7
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エクストリーム・サバイバル: スリル 宇宙入門: 恒星の死(二)
の代償(字)
エクストリーム・サバイバル: 仕事 宇宙入門: 宇宙の果て(二)
中の災難(字)

本当は怖い童話の真実: ヘ 戦争史に残るリーダーたち:
ンゼルとグレーテル／シンデレ フセイン(二)
ラ(字)

6:00 THE NAKED: ナミビア 心 ミリタリー・モーターズ S2: フ 本当は怖い童話の真実:
の闇(二)
レイトライナー ステップバン
白雪姫／ねずの木(字)
6:30
(二)
7:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ボルボ
7:30 P1800(二)

木曜日
12/8

戦争史に残るリーダーたち:
サッチャー(二)

★名車再生！クラシック
★名車再生！クラシック
名車再生！クラシックカー・
カー・ディーラーズ: スバル・イ カー・ディーラーズ: ジャガー・ ディーラーズ: ミニ・モーク
ンプレッサWRX(二)
Ｅタイプ(二)
(二)

8:00 ★カスタムカー: 究極のオー ★カスタムカー: コードネーム ★カスタムカー: ジェネラル・
ディオ(字)
「ゴリラ」(字)
リー(字)
8:30

金曜日
土曜日
日曜日
12/9
12/10
12/11
怪しい伝説: テレビゲームの ミリタリー・モーターズ S2: フ 本当は怖い童話の真実:
世界(二)
レイトライナー ステップバン
ハーメルンの笛吹き男／ラプ
(二)
ンツェル(字)
ファスト＆ラウド 衝撃動画
DX: Ep.19(字)

舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.10 バニラ(字)

ファスト＆ラウド 衝撃動画
DX: Ep.20(字)

★シリーズ工場見学: 切手/バイ ★シリーズ工場見学: 造幣局/
ク/テキーラ(二)
洗濯機/釣竿(二)
インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ 宇宙で何が起こっているの
ディーラーズ: レンジローバー か？: 地球編(二)
P38(二)

ファスト＆ラウド: シボレー・ノ ファスト＆ラウド: フォード・カ ファスト＆ラウド: シボレー
マド(字)
ブリオレ(字)
3100 ピックアップトラック
パート2(字)

4:30
5:00
5:30

舞台裏のスーパーテクノロジー
S12: Ep.14 フライパン(字)

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 ★舞台裏のスーパーテクノロジー ファスト＆ラウド: パンテーラ
S7: Ep.6 消火器(字)
S7: Ep.7 飛行機の車輪(字) S7: Ep.8 スポンジ(字)
S7: Ep.9 現金輸送(字)
S7: Ep.10 本の印刷(字)
大改造 パート1(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)
9:30 インフォマーシャル(日)
10:00 ★深層解明Xファイル:
UFO隠蔽工作(二)
10:30

メガ・シティ: パリ(字)

4:00

6:00

インフォマーシャル(日)

6:30

★ベーリング海の一攫千金
番外編: 九死に一生特集
(字)

7:00

★エクストリーム・サバイバル: 雪
山の恐怖(字)

8:00

★エクストリーム・サバイバル: ハ
イウェイの罠(字)

7:30

8:30

サバイバルゲーム S1: Ep.4 9:00
砂漠(字)
9:30

深層解明Xファイル S2: ア 深層解明Xファイル S2: 古 オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・
界: ロータス・ヨーロッパ パー ディーラーズ: スカイライン
メリカのナチス(二)
代の宇宙飛行士(二)
ト1(二)
(二)

10:00

ファスト＆ラウド 衝撃動画
DX: Ep.19(字)

THE NAKED: ナミビア 心 オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・
の闇(二)
界: ロータス・ヨーロッパ パー ディーラーズ: トライアンフＴ
ト2(二)
Ｒ６(二)

11:00

ファスト＆ラウド 衝撃動画
DX: Ep.20(字)

THE NAKED: 未公開
シーン全部見せます
SP4(二)

12:00

12:30 宇宙入門: 宇宙の果て(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: ロータス・ヨーロッパ パー 後の一攫千金～ S3:
ト1(二)
Ep.6 分かれ道(二)

クラシックカー・コレクション: オースチン・
ヒーレー100M(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)

ミツトヨ presents
エンジニアリングアワー

★深層解明Xファイル: アウ ★深層解明Xファイル S2:
トロー・バイカー(二)
ラスベガス(二)

11:00 メガ・エアポート: 時間との闘 スゴ腕！RC模型ビルダー
い(二)
S2: ヘリコプター(二)
11:30
12:00 宇宙入門: 恒星の死(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.5 最後通告(二)

インフォマーシャル(日)

13:30 ★クラシックカー・コレクション: 宝 ★クラシックカー・コレクション: フェ

★クラシックカー・コレクション: 1913 ★クラシックカー・コレクション: 山岳
年式ハドソン(二)
地帯で活躍する車(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: フロッグア カー・ディーラーズ: サーブ・
14:30 イ・スプライト(二)
9-3(二)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: ダッジ・
チャージャー(二)

の山(二)

ラーリ308(二)

15:00 ★ファスト＆ラウド: COPOカ ★ファスト＆ラウド: フォード・ ★ファスト＆ラウド: シボ
マロ(字)
カスタムライン(字)
レー・ベルエア1(字)
15:30

★クラシックカー・コレクション: リン
カーンKBコンバーチブル(二)

クラシックカー・コレクション: フィッチ・フェ
ニックス(二)

★ミリタリー・モーターズ S2:
アントノフ2 テスト飛行(二)

10:30

11:30

12:30

オーバーホール 改造車の世 13:00
界: ロータス・ヨーロッパ パー
解剖！メガマシン: 巨大運搬船
13:30
ト1(二)
(字)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電 タブロイドな事件: 法と混乱 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: デロリアン カー・ディーラーズ: シボレー・ 車(二)
(二)
大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ
14:30
(二)
ステップサイド(二)
操縦訓練(二)

★ファスト＆ラウド: シボ
レー・ベルエア2(字)

★ファスト＆ラウド: 人力飛 完全犯罪のレシピ: 悪夢の ★怪しい伝説: 「特攻野郎 15:00
Aチーム」SP(二)
ドライブ(二)
行機作りに挑戦(字)
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 ★フューチャーウェポン・21世 THE NAKED: ナミビア 心 戦争史に残るリーダーたち:
紀 戦争の真実: 究極の狙 紀 戦争の真実: 最強の破 紀 戦争の真実: ステルス
紀 戦争の真実: 次世代の 紀 戦争の真実: 究極の命 の闇(二)
フセイン(二)
16:30 撃(二)
壊力(二)
(二)
爆弾(二)
中精度(二)

16:00

17:00 ★知られざる犯罪の裏側:
秘密の清掃サービス(二)
17:30

完全犯罪のレシピ: ハーレム ★CSI・科学捜査最前線: 愛という名の凶器: 仮面家 タブロイドな事件: 法と混乱 THE NAKED: 未公開
の陰謀(二)
Ep.18 証拠の食い違い
族(二)
(二)
シーン全部見せます
(二)
SP4(二)

戦争史に残るリーダーたち:
サッチャー(二)

17:00

18:00 ☆知られざる犯罪の裏側:
夫婦の秘密(新)(二)
18:30

☆完全犯罪のレシピ: 悪夢 ★CSI・科学捜査最前線:
のドライブ(新)(二)
Ep.19 カウボーイの死体
(二)

☆タブロイドな事件: セック ゴールド・ラッシュ～人生最後の メガ・エアポート: 完全制御
一攫千金～ S3: Ep.5 最後通 の秘密(二)
ス・イン・ザ・シティ
告(二)

18:00

19:00
19:30

★怪しい伝説: 科学ドラマの検
証(二)

新エピソード!
☆愛という名の凶器: ペインキ
ラー(新)(二)

(新)(二)

16:30

17:30

18:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の 兵器のテクノロジー: 爆撃機 19:00
ディスカバリーチャンネルのプライムタイム
★兵器のテクノロジー: 爆撃 大惨事の瞬間: Ep.42/路面電 一攫千金～ S3: Ep.6 分かれ (二)
道(二)
車(二)
機(二)
★大惨事の瞬間: Ep.43/アポ
19:30

ゴールド・ラッシュ～人生最後の ファスト＆ラウド 衝撃動画
一攫千金～ S3: Ep.5 最後通 DX: Ep.19(字)
告(二)

ロ操縦訓練(二)

20:00 ★怪しい伝説: 男女の違い ☆ゴールド・ラッシュ～人生 ★ファスト＆ラウド 衝撃動
の検証(二)
最後の一攫千金～ S3:
画DX: Ep.20(字)
20:30
Ep.6 分かれ道(新)(二)

ミツトヨ presents
エンジニアリングアワー

21:00 ★名車再生！クラシック
★ボーイング 空と宇宙の開 ファスト＆ラウド: シボレー
カー・ディーラーズ: スカイライ 拓者: 航空産業の誕生
3100 ピックアップトラック
21:30 ン(二)
パート2(字)
(二)

THE NAKED: ナミビア 心 オーバーホール 改造車の世界:
ロータス・ヨーロッパ パート1(二)
の闇(二)

22:00 ★名車再生！クラシック
☆ファスト＆ラウド: パン
カー・ディーラーズ: トライアン
テーラ大改造 パート
★メガ・エアポート:
完全制御の
22:30 フＴＲ６(二)
1(新)(字)

★THE NAKED: 未公開
シーン全部見せます
SP4(二)

DISCO presents
テクノロジーアワー

秘密(二)

★解剖！メガマシン: 巨大運搬
船(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S9: Ep.10 バニラ(字)
☆舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.14 フライパン(新)(字)

19:55 ★クラシックカー・コレクション:
幻のバイク「ヘンダーソン」(二)
20:24 ★クラシックカー・コレクション:
フェラーリ512BBi(二)

20:53 ★Beyond Future: 宇宙をかけるネジ
(日)

大惨事の瞬間: Ep.42/路面電 20:00
車(二)
大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ
操縦訓練(二)

★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: トヨタ・初代MR2 前編(二)
★モーガン・フリーマンが語る宇
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: トヨタ・初代MR2 後編(二)

宙 S5: 超大国崩壊の危機

(二)
21:55 ☆オーバーホール 改造
車の世界: ロータス・ヨーロッパ ★名車再生！クラシックカー・ディーラー 特別編成
ズ: プジョー205GTi 前編(二)
パート2(新)(二)
☆カストロ：狙われすぎた男
★名車再生！クラシックカー・ディーラー (新)(字)
22:53 明日への扉(日)

ズ: プジョー205GTi 後編(二)

★宇宙で何が起こっているの
か？: 地球編(二)

ワールドテックアワー

20:30
21:00
21:30
22:00
22:30

23:00 ファスト＆ラウド: シボレー
3100 ピックアップトラック
23:30 パート1(字)

戦争史に残るリーダーたち:
フセイン(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.5 最後通告(二)

本当は怖い童話の真実:
白雪姫／ねずの木(字)

24:00 ファスト＆ラウド: シボレー
3100 ピックアップトラック
24:30 パート2(字)

★戦争史に残るリーダーた
ち: サッチャー(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.6 分かれ道(二)

★本当は怖い童話の真実: メガ・エアポート: 完全制御 ★サバイバルゲーム S1:
ハーメルンの笛吹き男／ラプ の秘密(二)
Ep.5 ネバダ山脈(字)
ンツェル(字)

オーバーホール 改造車の世 24:00
界: ロータス・ヨーロッパ パー
24:30
ト2(二)

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: フロッグアイ・ス ディーラーズ: サーブ・925:30 プライト(二)
3(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダッジ・チャー
ジャー(二)

名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・ 戦争史に残るリーダーたち:
ディーラーズ: デロリアン(二) ディーラーズ: シボレー・ステッ フセイン(二)
プサイド(二)

ミリタリー・モーターズ S2: ア 25:00
ントノフ2 テスト飛行(二)
25:30

26:00 ファスト＆ラウド: COPOカマ ファスト＆ラウド: フォード・カ ファスト＆ラウド: シボレー・
ロ(字)
スタムライン(字)
ベルエア1(字)
26:30

ファスト＆ラウド: シボレー・
ベルエア2(字)

クラシックカー・コレクション: 幻の
バイク「ヘンダーソン」(二)

27:00 オーバーホール 改造車の世 THE NAKED: ナミビア 心 スゴ腕！RC模型ビルダー
界: ロータス・ヨーロッパ パー の闇(二)
S2: ヘリコプター(二)
27:30 ト1(二)

メガ・エアポート: 完全制御 名車再生！クラシックカー・ 本当は怖い童話の真実:
の秘密(二)
ディーラーズ: トライアンフＴ 白雪姫／ねずの木(字)
Ｒ６(二)

三菱電機 presents スペースアワー 三菱電機 presents

★メガ・シティ: パリ(字)

ファスト＆ラウド: 人力飛行 戦争史に残るリーダーたち:
サッチャー(二)
機作りに挑戦(字)

愛という名の凶器: ペインキ 23:00
ラー(二)
23:30

クラシックカー・コレクション: フェ
ラーリ512BBi(二)

ファスト＆ラウド: パンテーラ
大改造 パート1(字)

26:00
26:30
27:00
27:30

月曜日
火曜日
12/12
12/13
4:00 サバイバルゲーム S1: Ep.5 タブロイドな事件: ワルに恋
ネバダ山脈(字)
して(二)
4:30

Discovery Channel
2016年12月編成表

水曜日
12/14
調整用カラーバー(日)

木曜日
12/15
宇宙で何が起こっているの
か？: 地球編(二)

金曜日
12/16
怪しい伝説: 「特攻野郎A
チーム」SP(二)

土曜日
日曜日
12/17
12/18
ミリタリー・モーターズ S2: ア 聖書のミステリーを解明する: 4:00
ントノフ2 テスト飛行(二)
出エジプト記(二)
4:30

戦争史に残るリーダーたち:
サッチャー(二)

ファスト＆ラウド 衝撃動画
DX: Ep.20(字)

舞台裏のスーパーテクノロジー S9:
Ep.11 アメフトボール(字)

ミリタリー・モーターズ S2: ア 本当は怖い童話の真実:
戦争史に残るリーダーたち:
ントノフ2 テスト飛行(二)
ハーメルンの笛吹き男／ラプ ノリエガ(二)
ンツェル(字)

★ファスト＆ラウド 衝撃動
画DX: Ep.21(字)

★シリーズ工場見学: 車の硝子/グ ★シリーズ工場見学: 農機具/
ライダー/ジェット機(二)
ダイヤ/綿飴(二)

5:00 エクストリーム・サバイバル: 雪山 ミリタリー・モーターズ S2: フ 本当は怖い童話の真実:
の恐怖(字)
レイトライナー ステップバン
白雪姫／ねずの木(字)
5:30 エクストリーム・サバイバル: ハイ (二)
ウェイの罠(字)

6:00 THE NAKED: 未公開
シーン全部見せます
6:30 SP4(二)

7:00 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: フロッグアイ・ス ディーラーズ: サーブ・97:30 プライト(二)
3(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: ダッジ・チャー
ジャー(二)

舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.15 ブルドーザー(字)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ 名車再生！クラシックカー・ 宇宙で何が起こっているの
ディーラーズ: デロリアン(二) ディーラーズ: シボレー・ステッ か？: 太陽系編(二)
プサイド(二)

8:00 ファスト＆ラウド: COPOカマ ファスト＆ラウド: フォード・カ ファスト＆ラウド: シボレー・
ロ(字)
スタムライン(字)
ベルエア1(字)
8:30

ファスト＆ラウド: シボレー・
ベルエア2(字)

ファスト＆ラウド: 人力飛行 ファスト＆ラウド: パンテーラ
機作りに挑戦(字)
大改造 パート1(字)

9:00

★舞台裏のスーパーテクノロジー S7:
Ep.11 ウィスキー(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 S7:
Ep.12 サケの養殖(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S7:
Ep.13 紙幣の秘密(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S7:
Ep.14 蓄電電池(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S7:
Ep.15 スノーボード(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
大改造 パート2(字)

メガ・シティ: マチュピチュ
(字)

12:00 宇宙で何が起こっているの
か？: 地球編(二)
12:30

オーバーホール 改造車の世 ゴールド・ラッシュ～人生最
界: ロータス・ヨーロッパ パー 後の一攫千金～ S3:
ト2(二)
Ep.7 黄金への道(二)

13:00 インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

13:30

★クラシックカー・コレクション: ボルボ ★クラシックカー・コレクション: ポル
960ステーションワゴン(二)
シェ911Eタルガ(二)

インフォマーシャル(日)

ベーリング海の一攫千金
S11: 総集編（2時間）
(字)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシック
★名車再生！マイクのワー
カー・ディーラーズ: シボレー・ ルドツアー: インド(二)
ベルエアー(二)

15:00 ★ファスト＆ラウド: シボ
レー・キングスウッド(字)
15:30

★ファスト＆ラウド: レンタル ★ファスト＆ラウド: レンタル ★ファスト＆ラウド: ポンティ
用シェルビー・マスタング
アック・トランザム1(字)
用シェルビー・マスタング
2(字)
1(字)

★名車再生！マイクのワー
ルドツアー: イギリス(二)

6:00
6:30

ベーリング海の一攫千金
S11: 総集編（2時間）
(字)

7:00
7:30
8:00
8:30

サバイバルゲーム S1: Ep.5 9:00
ネバダ山脈(字)
9:30
10:00
10:30

特別編成

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: 1965年式フォード・マ ディーラーズ: フォード・マスタ
11:30
スタング(二)
ング(二)

THE NAKED: 未公開
シーン全部見せます
SP5(二)

クラシックカー・コレクション: 幻のバイ
ク「ヘンダーソン」(二)

インフォマーシャル(日)

ミツトヨ presents
エンジニアリングアワー

カストロ：狙われすぎた男
(字)

★クラシックカー・コレクション: シトロ ★クラシックカー・コレクション: K&W ★クラシックカー・コレクション: フェ
エン2CVタイプA(二)
コンクール・デレガンス(二)
ラーリ330GTS(二)

14:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: カルマン
14:30 ギア(二)

5:30

インフォマーシャル(日)

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 名車再生！クラシックカー・
戦争の真実: 究極の狙撃 戦争の真実: 最強の破壊 戦争の真実: ステルス(二) 戦争の真実: 次世代の爆 戦争の真実: 究極の命中 界: ロータス・ヨーロッパ パー ディーラーズ: BMWイセッタ
10:30 (二)
ト2(二)
力(二)
弾(二)
精度(二)
(二)
11:00 メガ・エアポート: 完全制御 兵器のテクノロジー: 爆撃機 ゴールド・ラッシュ～人生最
の秘密(二)
(二)
後の一攫千金～ S3:
11:30
Ep.6 分かれ道(二)

5:00

クラシックカー・コレクション: フェ
ラーリ512BBi(二)

解剖！メガマシン: 高速列車
(字)

12:00
12:30

オーバーホール 改造車の世 13:00
界: ロータス・ヨーロッパ パー
13:30
ト2(二)
タブロイドな事件: セックス・
イン・ザ・シティ(二)

14:00

完全犯罪のレシピ: 最後の ★怪しい伝説: 「ザ・シンプ
ソンズ」SP(二)
ダンス(二)

15:00

★名車再生！マイクのワー 大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ
ルドツアー: スウェーデン(二) 操縦訓練(二)

大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭き
ゴンドラ(二)

★ファスト＆ラウド: ポンティ
アック・トランザム2(字)

★ミリタリー・モーターズ S2:
シボレー・バン(二)

14:30

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 ★フューチャーウェポン・21世 THE NAKED: 未公開
紀 戦争の真実: 恐怖の大 紀 戦争の真実: 携帯型ロ 紀 戦争の真実: 防衛シス 紀 戦争の真実: 長距離ミ 紀 戦争の真実: トップガン シーン全部見せます
16:30 規模爆弾(二)
ケット砲(二)
テム(二)
サイル(二)
(二)
SP4(二)

戦争史に残るリーダーたち:
サッチャー(二)

16:00

17:00 知られざる犯罪の裏側: 夫 完全犯罪のレシピ: 悪夢の CSI・科学捜査最前線:
婦の秘密(二)
ドライブ(二)
Ep.19 カウボーイの死体
17:30
(二)

愛という名の凶器: ペインキ タブロイドな事件: セックス・
ラー(二)
イン・ザ・シティ(二)

戦争史に残るリーダーたち:
ノリエガ(二)

17:00

18:00 ☆知られざる犯罪の裏側:
行き先不明(新)(二)
18:30

新エピソード!
☆タブロイドな事件: 意外 ゴールド・ラッシュ～人生最
☆愛という名の凶器: 無鉄砲な な容疑者(新)(二)
後の一攫千金～ S3:
情事(新)(二)

☆完全犯罪のレシピ: 最後 ★CSI・科学捜査最前線:
のダンス(新)(二)
Ep.20 少女レイプ殺人
(二)

THE NAKED: 未公開
シーン全部見せます
SP5(二)

Ep.6 分かれ道(二)

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: ベーリング海の一 ゴールド・ラッシュ～人生最後の ☆ベーリング海の一攫千金 ★兵器のテクノロジー: 軍用
攫千金SP(二)
一攫千金～ S3: Ep.6 分かれ S11: 総集編（2時間） ロボット(二)
道(二)
19:30
(新)(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最後の一攫千
大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操縦 金～ S3: Ep.7 黄金への道(二)

20:00 ★怪しい伝説: ロケット・シ
ボレー再び(二)
20:30

★舞台裏のスーパーテクノロジー S9:
Ep.11 アメフトボール(字)

21:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: BMWイ
21:30 セッタ(二)

☆ゴールド・ラッシュ～人生
最後の一攫千金～ S3:
Ep.7 黄金への道
(新)(二)
★ボーイング 空と宇宙の開 ファスト＆ラウド: パンテーラ
拓者: ジェット機の時代(二) 大改造 パート1(字)

22:00 ★名車再生！クラシック
☆ファスト＆ラウド: パン
カー・ディーラーズ: フォード・
テーラ大改造 パート
★メガ・エアポート:
眠らない空港
22:30 マスタング(二)
2(新)(字)
DISCO presents
テクノロジーアワー

(二)

ミツトヨ presents
エンジニアリングアワー

訓練(二)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭き
ゴンドラ(二)

19:55 ★クラシックカー・コレクション:
1967年式シボレー・コルベット(二)
20:24 ★クラシックカー・コレクション:
フォード・モデルAC(二)

17:30

メガ・エアポート: 眠らない空 18:00
港(二)
18:30
兵器のテクノロジー: 軍用ロ 19:00
ボット(二)
19:30
大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ
操縦訓練(二)

★解剖！メガマシン: 高速列車
(字)

☆舞台裏のスーパーテクノロジー S12:
Ep.15 ブルドーザー(新)(字)

20:53 ★Beyond Future: 脳損傷治療に夢の新薬！(日)

THE NAKED: 未公開
シーン全部見せます
SP4(二)

オーバーホール 改造車の世界:
ロータス・ヨーロッパ パート2(二)

★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: スズキSJ410 前編(二)
★モーガン・フリーマンが語る宇
★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: スズキSJ410 後編(二)

16:30

20:00

大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭き 20:30
ゴンドラ(二)

宙 S5: 地球外生命体の宗

21:00
21:30

教(二)
21:55 ☆オーバーホール 改造
★名車再生！クラシックカー・ディーラー 聖書のミステリーを解明する: 22:00
☆THE NAKED: 未公開シー 車の世界: 1965年式フォー
ズ: BMW 325iツーリング 前編(二)
ン全部見せますSP5(新)(二) ド・マスタング(新)(二)
出エジプト記(二)
22:53 明日への扉(日)

22:30

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: BMW 325iツーリング 後編(二)

23:00 ファスト＆ラウド: シボレー
3100 ピックアップトラック
23:30 パート2(字)

戦争史に残るリーダーたち:
サッチャー(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.6 分かれ道(二)

本当は怖い童話の真実:
★宇宙で何が起こっているの
ハーメルンの笛吹き男／ラプ
か？: 太陽系編(二)
ンツェル(字)

24:00 ファスト＆ラウド: パンテーラ
大改造 パート1(字)
24:30

★戦争史に残るリーダーた
ち: ノリエガ(二)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.7 黄金への道(二)

★聖書のミステリーを解明す メガ・エアポート: 眠らない空 ★サバイバルゲーム S1:
る: 出エジプト記(二)
港(二)
Ep.6 アラスカ(字)

25:00 名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ: カルマンギア
25:30 (二)

名車再生！クラシックカー・ 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 戦争史に残るリーダーたち:
ディーラーズ: シボレー・ベル ツアー: インド(二)
ツアー: イギリス(二)
ツアー: スウェーデン(二)
サッチャー(二)
エアー(二)

ミリタリー・モーターズ S2: シ 25:00
ボレー・バン(二)
25:30

26:00 ファスト＆ラウド: シボレー・
キングスウッド(字)
26:30

ファスト＆ラウド: レンタル用 ファスト＆ラウド: レンタル用 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 戦争史に残るリーダーたち:
ク・トランザム2(字)
ノリエガ(二)
シェルビー・マスタング1(字) シェルビー・マスタング2(字) ク・トランザム1(字)

クラシックカー・コレクション: 1967年
式シボレー・コルベット(二)

26:00

クラシックカー・コレクション: フォード・
モデルAC(二)

26:30

27:00 オーバーホール 改造車の世 THE NAKED: 未公開
界: ロータス・ヨーロッパ パー シーン全部見せます
27:30 ト2(二)
SP4(二)

三菱電機 presents スペースアワー 三菱電機 presents

ワールドテックアワー
★メガ・シティ: マチュピチュ(字)

愛という名の凶器: 無鉄砲
な情事(二)

23:00
23:30

オーバーホール 改造車の世 24:00
界: 1965年式フォード・マ
24:30
スタング(二)

兵器のテクノロジー: 爆撃機 メガ・エアポート: 眠らない空 名車再生！クラシックカー・ 本当は怖い童話の真実:
ファスト＆ラウド: パンテーラ
(二)
港(二)
ディーラーズ: フォード・マスタ ハーメルンの笛吹き男／ラプ 大改造 パート2(字)
ング(二)
ンツェル(字)

27:00
27:30

Discovery Channel
2016年12月編成表

月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
12/19
12/20
12/21
12/22
4:00 サバイバルゲーム S1: Ep.6 タブロイドな事件: 法と混乱 ★エクストリーム・サバイバル: 動 宇宙で何が起こっているの
物の襲撃(字)
アラスカ(字)
(二)
か？: 太陽系編(二)
★エクストリーム・サバイバル: 空
4:30
5:00 ★深層解明Xファイル S3:
金をめぐる謎(二)
5:30

中の惨事(字)

金曜日
土曜日
日曜日
12/23
12/24
12/25
怪しい伝説: 「ザ・シンプソン 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: 4:00
ズ」SP(二)
ボレー・バン(二)
ソドムとゴモラ(二)
4:30

★NASA超常ファイル S3: ★ゴールド・ラッシュ～人生最後 ★アラスカ・メガマシン: 巨大 ベーリング海の一攫千金
の一攫千金～ S3 特別編: ガ ダム／CH-47チヌークほか S12: Ep.1（2時間）
冥王星探査の危機(二)
イアナSP(二)
(二)
(字)

6:00 ★オーバーホール 改造車の世

★ミスフィット・ガレージ: プリ 特別編成
界: オールズモビル442 コンバー ムス・サテライト パート1(字) カストロ：狙われすぎた男
6:30 チブル(二)
(字)

★クルマ天国！アメリカーナ:
コルベット博物館の危機
(字)

メガ・シティ: ロサンゼルス
(字)

5:00

★シリーズ工場見学: UTV車/
信号機/組立式ハウス(二)

★シリーズ工場見学: 気球/ホ
イール/封筒/ホイッスル(二)

6:00

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

6:30

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.1（2時間）
(字)

7:00

★完全マニュアル: 攻撃ヘリ「アパッ
チ」の作り方(字)
★ドリームカー誕生 S3: ベントレー・
ミュルザンヌ(字)

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

名車再生！クラシックカー・ 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 宇宙で何が起こっているの
ディーラーズ: シボレー・ベル ツアー: インド(二)
ツアー: イギリス(二)
ツアー: スウェーデン(二)
か？: 銀河系編(二)
エアー(二)

8:00 ファスト＆ラウド: シボレー・
キングスウッド(字)
8:30

ファスト＆ラウド: レンタル用 ファスト＆ラウド: レンタル用 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: パンテーラ
シェルビー・マスタング1(字) シェルビー・マスタング2(字) ク・トランザム1(字)
ク・トランザム2(字)
大改造 パート2(字)

9:00

★舞台裏のスーパーテクノロジー S7:
Ep.17 ワイン樽(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー S7:
Ep.18 世界最速の芝刈り機(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S7: Ep.19 マッチ(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
S7: Ep.20 SUV車(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 S7:
Ep.16 スモークサーモン(字)

9:30 インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド: ハーレーダ
ビッドソンWLA(字)

5:30

7:30
8:00
8:30

サバイバルゲーム S1: Ep.6 9:00
アラスカ(字)
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 名車再生！クラシックカー・ 10:00
戦争の真実: 恐怖の大規 戦争の真実: 携帯型ロケッ 戦争の真実: 防衛システム 戦争の真実: 長距離ミサイ 戦争の真実: トップガン(二) 界: 1965年式フォード・マ ディーラーズ: ベンツ ＳＬＫ
10:30 模爆弾(二)
10:30
ト砲(二)
スタング(二)
(二)
ル(二)
(二)
11:00 メガ・エアポート: 眠らない空 兵器のテクノロジー: 軍用ロ ゴールド・ラッシュ～人生最
港(二)
ボット(二)
後の一攫千金～ S3:
11:30
Ep.7 黄金への道(二)
12:00 宇宙で何が起こっているの
か？: 太陽系編(二)
12:30
13:00 インフォマーシャル(日)

オーバーホール 改造車の世 ゴールド・ラッシュ～人生最
界: 1965年式フォード・マ 後の一攫千金～ S3:
スタング(二)
Ep.8 スミス・クリークの謎
(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

13:30 クラシックカー・コレクション: アメ車 クラシックカー・コレクション: オース クラシックカー・コレクション: フィッ
オールスター(二)

14:00 ★名車再生！マイクのワー
ルドツアー: 日本(二)
14:30
15:00 ★ファスト＆ラウド: 5台一
挙放出(字)
15:30

チン・ヒーレー100M(二)

チ・フェニックス(二)

★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: メキシコ／米国 ルドツアー: 中東(二)
(二)

ベーリング海の一攫千金
S12: Ep.1（2時間）
(字)

THE NAKED: 男女２組
で挑戦（2時間）(二)

オーバーホール 改造車の世 名車再生！クラシックカー・
界: 家宝 シボレー・ピックアッ ディーラーズ: アストンマーチ
プトラック(二)
ン・DB7(二)
クラシックカー・コレクション: 1967年
式シボレー・コルベット(二)
クラシックカー・コレクション: フォード・
モデルAC(二)

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: 幻の
バイク「ヘンダーソン」(二)

クラシックカー・コレクション: フェ
ラーリ512BBi(二)

★名車再生！マイクのワー
ルドツアー S2: オーストラリ
ア(二)

★ファスト＆ラウド: フォード・ ★ファスト＆ラウド: マスタン ★ファスト＆ラウド: ジープ・
グ・ファストバック(字)
ファルコン・レースカー(字)
ラングラー(字)

11:00
11:30

★キューバ・アメ車天国: 時 12:00
代に取り残された名車(二)
12:30

ミツトヨ presents
オーバーホール 改造車の世 13:00
エンジニアリングアワー
界: 1965年式フォード・マ
解剖！メガマシン: クレーン・ヘリ
13:30
スタング(二)
コプター(字)

★名車再生！マイクのワー 過激派組織IS プロパガンダ タブロイドな事件: 意外な容 14:00
ルドツアー S2: イギリス(二) 戦略(字)
疑者(二)
14:30
★ファスト＆ラウド: シボ
レー・フリートライン(字)

完全犯罪のレシピ: 狙われ ★怪しい伝説: 乗り物大改 15:00
た美容院(二)
造(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 ★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 THE NAKED: 男女２組
紀 戦争の真実: 超静音潜 紀 戦争の真実: V22オスプ 紀 戦争の真実: アサルト兵 紀 戦争の真実: 超強力マ 紀 戦争の真実: アーチャー で挑戦（2時間）(二)
16:30 水艦(二)
レイ(二)
器(二)
シンガン(二)
榴弾砲(二)

戦争史に残るリーダーたち:
ノリエガ(二)

16:00

17:00 知られざる犯罪の裏側: 行 完全犯罪のレシピ: 最後の CSI・科学捜査最前線:
き先不明(二)
ダンス(二)
Ep.20 少女レイプ殺人
17:30
(二)

戦争史に残るリーダーたち:
カストロ(二)

17:00

新エピソード!
18:00 ☆知られざる犯罪の裏側: ☆完全犯罪のレシピ: 狙わ ★CSI・科学捜査最前線:
☆タブロイドな事件: 命取 ゴールド・ラッシュ～人生最
セックスとドラッグ(新)(二) れた美容院(新)(二)
Ep.21 豪邸の変死体(二) ☆愛という名の凶器: 危険な出 りの過ち(新)(二)
後の一攫千金～ S3:
会い(新)(二)
18:30
Ep.7 黄金への道(二)

メガ・エアポート: 世界の交
差路(二)

18:00

19:00

兵器のテクノロジー: 防衛技 19:00
術(二)

愛という名の凶器: 無鉄砲 タブロイドな事件: 意外な容
な情事(二)
疑者(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
★怪しい伝説: 交通の法則 ゴールド・ラッシュ～人生最後の
新シーズンStart!
★兵器のテクノロジー: 防衛 ☆過激派組織IS プロパガ 一攫千金～ S3: Ep.8 スミス・
クリークの謎(二)
一攫千金～ S3: Ep.7 黄金へ ☆ベーリング海の一攫千金 技術(二)
(二)
ンダ戦略(新)(字)
の道(二)
19:30
S12: Ep.1（2時間）
19:55 ★クラシックカー・コレクショ
(新)(字)
★舞台裏のスーパーテクノロジー S9: ン: マックイーンのフェラーリ(二)
ミツトヨ presents
20:00 ★怪しい伝説: トイレの伝 ☆ゴールド・ラッシュ～人生最後
Ep.12
ＤＮＡデータベース(字)
エンジニアリングアワー
20:24 ★クラシックカー・コレクショ
の一攫千金～ S3: Ep.8 スミ
説(二)
★解剖！メガマシン: クレーン・ヘ ☆舞台裏のスーパーテクノロジー
ン: フェラーリ365Pベルリネッタ・スペ
ス・クリークの謎(新)(二)
20:30
リコプター(字)

21:00 ★名車再生！クラシック
★ボーイング 空と宇宙の開 ファスト＆ラウド: パンテーラ
カー・ディーラーズ: ベンツ Ｓ 拓者: 宇宙開発(二)
大改造 パート2(字)
21:30 ＬＫ(二)

S12: Ep.16 フェドーラ(新)(字)

★THE NAKED: 男女２ オーバーホール 改造車の世界:
組で挑戦（2時間）(二) 1965年式フォード・マスタング
(二)

21:55 ☆オーバーホール 改造
車の世界: 家宝 シボレー・ピッ
クアップトラック(新)(二)

チアーレ(二)

24:00 ファスト＆ラウド: パンテーラ
大改造 パート2(字)
24:30

★戦争史に残るリーダーた
ち: カストロ(二)

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 メガ・エアポート: 世界の交
一攫千金～ S3: Ep.8 スミス・ る: ソドムとゴモラ(二)
差路(二)
クリークの謎(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)

★サバイバルゲーム S1:
Ep.7 ハワイの火山(字)

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 戦争史に残るリーダーたち:
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)
ノリエガ(二)
ツアー: 日本(二)
25:30
(二)
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 戦争史に残るリーダーたち:
ファストバック(字)
リートライン(字)
カストロ(二)
グラー(字)
兵器のテクノロジー: 軍用ロ メガ・エアポート: 世界の交
ボット(二)
差路(二)

20:30
21:00

聖書のミステリーを解明する: 22:00
ソドムとゴモラ(二)
22:30

22:53 明日への扉(日)
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: 三菱電機 presents スペースアワー 三菱電機 presents
★宇宙で何が起こっているの
ワールドテックアワー
一攫千金～ S3: Ep.7 黄金へ 出エジプト記(二)
★メガ・シティ: ロサンゼルス(字)
か？: 銀河系編(二)
の道(二)

27:00 オーバーホール 改造車の世 THE NAKED: 未公開
界: 1965年式フォード・マ シーン全部見せます
27:30 スタング(二)
SP5(二)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ
着陸失敗(二)

宙 S5: 貧富と遺伝(二)

戦争史に残るリーダーたち:
ノリエガ(二)

ファスト＆ラウド: フォード・
ファルコン・レースカー(字)

大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭き 20:00
ゴンドラ(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)

23:00 ファスト＆ラウド: パンテーラ
大改造 パート1(字)
23:30

26:00 ファスト＆ラウド: 5台一挙
放出(字)
26:30

18:30

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ: MGB GT 後編(二)

22:00 ★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: アストン
22:30 マーチン・DB7(二)

☆ファスト＆ラウド: ハー
レーダビッドソン
WLA(新)(字)

17:30

19:30

★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: MGB GT 前編(二)
★モーガン・フリーマンが語る宇

DISCO presents
テクノロジーアワー

★メガ・エアポート: 世界の交差
路(二)

16:30

愛という名の凶器: 危険な
出会い(二)

21:30

23:00
23:30

オーバーホール 改造車の世 24:00
界: 家宝 シボレー・ピックアッ
24:30
プトラック(二)
キューバ・アメ車天国: 時代 25:00
に取り残された名車(二)
25:30
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)

26:00

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)

26:30

名車再生！クラシックカー・ 聖書のミステリーを解明する: ファスト＆ラウド: ハーレーダ
ディーラーズ: アストンマーチ 出エジプト記(二)
ビッドソンWLA(字)
ン・DB7(二)

27:00
27:30

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

Discovery Channel
2016年12月編成表
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
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)
星(二)
宙の最初の1秒間(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

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
★怪しい伝説: 未解決の謎 ゴールド・ラッシュ～人生最 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)
ソドムとゴモラ(二)
機(二)
SP(二)
後の一攫千金～ S3:
19:30
Ep.8 スミス・クリークの謎
(二)
ミツトヨ presents
★舞台裏のスーパーテクノロジー
20:00 ★怪しい伝説: ゾンビ
☆ゴールド・ラッシュ～人生 新シーズン
S9: Ep.13 ギター(字)
☆ベーリング海の一攫千金 エンジニアリングアワー
SP(二)
最後の一攫千金～ S3:
★解剖！メガマシン:
超大型油
☆舞台裏のスーパーテクノロジー
20:30
S12: Ep.2(新)(字)
Ep.9 宝探し(新)(二)
圧ショベル(字)

S12: Ep.17 ハープ(新)(字)

年越し！一挙放送

視聴者リクエストSP

★名車再生！クラシック
★惑星 地球の仕組み: ロ
カー・ディーラーズ: フォード・ サンゼルスの危機(二)
マスタング5.0(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560SL(二)

★惑星 地球の仕組み: ク
ラカタウ大噴火(二)

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

視聴者リクエストSP
21:00 ★名車再生！クラシック
★ボーイング 空と宇宙の開 ★ファスト＆ラウド: フォルク
カー・ディーラーズ: フォード・ 拓者: ドリームライナー(二) スワーゲン・マイクロバス(字) ★ハーレー＆ダビッドソン:
21:30 エスコート・マーク1(二)
Ep.1 伝説の始まり（2時
間）(二)
DISCO
presents
22:00 ★名車再生！クラシック
★ファスト＆ラウド: クールな
テクノロジーアワー
カー・ディーラーズ: 3代目レ
インパラ(字)
★メガ・エアポート: ミスは許されず
22:30 ンジローバー(二)
(二)

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

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)

三菱電機 presents スペースアワー 三菱電機 presents

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

特別編成

カストロ：狙われすぎた男
(字)

ゴールド・ラッシュ～人生最
後の一攫千金～ S3:
Ep.8 スミス・クリークの謎
(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)

22:53 明日への扉(日)

★ハーレー＆ダビッドソン:
☆宇宙の謎に迫る！望遠鏡革
Ep.2 最強への挑戦（2時
命(新)(二)
間）(二)
メガ・エアポート: ミスは許さ
れず(二)

バー・シリーズIIA(二)

ワールドテックアワー
★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ: ボルボPV544(二)

★名車再生！クラシック
カー・ディーラーズ: シボレー
LUV(二)

(二)

22:30

★惑星 地球の仕組み: ロッ 23:00
キー山脈のウラン(二)
23:30
24:00
24:30

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)

ファスト＆ラウド: ポンティアッ ★名車再生！クラシック
★ハーレー＆ダビッドソン:
Ep.3 大いなる遺産（2時 ク・ファイヤーバード1(字)
カー・ディーラーズ: シボレー・
間）(二)
コルベア(二)

25:00

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
ク・ファイヤーバード2(字)
カー・ディーラーズ: シボレー・
コルベットC3(二)

26:00

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)

27:00

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
カー・ディーラーズ: 振り返り
スペシャル(二)

25:30

26:30

27:30

4:00

月曜日
1/2

火曜日
1/3

水曜日
1/4

Discovery Channel
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木曜日
1/5

金曜日
1/6

土曜日
1/7

日曜日
1/8

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

三菱電機 presents 宇宙メガ特集！

★解明・宇宙の仕組み:
14:30 太陽(二)

★解明・宇宙の仕組み:
木星(二)

14:00
14:30

15:00 ★解明・宇宙の仕組み: メ ★解明・宇宙の仕組み:
ガフレア(二)
土星(二)
15:30

15:00

16:00 ★解明・宇宙の仕組み:
太陽系(二)
16:30

★解明・宇宙の仕組み:
地球の未来と金星(二)

16:00

17:00 ★解明・宇宙の仕組み:
太陽系の果て(二)
17:30

★解明・宇宙の仕組み:
月の秘密(二)

17:00

18:00 ★解明・宇宙の仕組み:
太陽系外惑星(二)
18:30

★解明・宇宙の仕組み:
宇宙の終わり(二)

18:00

19:00

視聴者リクエストSP

★ザ・秘境生活: ボルネオ
19:30 島(字)

15:30

16:30

17:30

18:30
19:00
19:30

20:00 ★ザ・秘境生活: ルーマニ
ア(字)
20:30

20:00

21:00 ★ザ・秘境生活: オーストラ
リア(字)
21:30

21:00

22:00 ★ザ・秘境生活: ボツワナ
(字)
22:30

22:00

23:00 ★ザ・秘境生活: ベネズエ
ラ(字)
23:30

23:00

24:00

24:00

24:30

24:30

25:00

25:00

25:30

25:30

26:00

26:00

26:30

26:30

27:00

27:00

27:30

27:30

20:30

21:30

22:30

23:30

