
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7

4:00 名車再生！一挙放送 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 アンコール一挙 MotorTrend 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
★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: アウディ・クワトロ
後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: フォルクスワーゲ
ン・ビートル 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: フォルクスワーゲ
ン・ビートル 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: ジャガー・XJS 前
編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: ジャガー・XJS 後
編(二)

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 名車再生！一挙放送 17:00

17:30 17:30
★大惨事の瞬間: Ep.22/フリーウェ
イ崩落(二)

★大惨事の瞬間: Ep.23/逃走す
る大型トラック(二)

★大惨事の瞬間: Ep.24/ダグラス
DC７衝突テスト(二)

★大惨事の瞬間: Ep.25/液化ガ
スタンク爆発(二)

★大惨事の瞬間: Ep.26/花火から
400軒の大火災(二)

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 吹替版 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 名車再生！一挙放送 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

★人類 宇宙への旅路: 望遠
鏡の挑戦(二)

★探求！宇宙ミステリー: ハッ
ブル宇宙望遠鏡(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: AMCペーサー(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: 日産フェアレディZの
海外モデル(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: BMW2002tii(二)

人類 宇宙への旅路: 外惑星
への挑戦(二)

探求！宇宙ミステリー: 宇宙の
果てとは(二)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン4: メキシコ 古代
マヤの女王たちの街(二)

ナチスのUFO開発計画(二)

奇跡を起こせ！建築革命 シー
ズン2: 新記録を目指すジェット
コースター(二)

★アメリカ流 モノ作りの極意 シーズン1: ハ
ンモック／ハンマー(二)

インフォマーシャル(日)

IMAGINEZ大学 with
Discovery: 村松亮太郎／
特別講師 vol.1(日)

★まさかの時のサバイバル: エレベー
ター故障(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: メル
クール Xr4ti(二)

決定！世界最高の車: オフ
ロード車(二)

カスタム・マスター シーズン9: サ
ミットモータースポーツパーク(二)

密着！世界の究極マシン: ク
レーン船／掘削機／スラグ鍋
運搬(二)

インフォマーシャル(日)

☆アメリカ流 モノ作りの極意 シーズン
1: 釣り竿／芝刈り機(新)(二)

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

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 爆弾
分解装置(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 非致
死性兵器(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 身辺
警護用兵器(二)

フューチャーウェポン・21世紀 戦争の
真実 シーズン2: 近未来兵器(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 暗黒宇宙の戦い(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: フォルクスワーゲン・タ
イプ181(二)

★宇宙の解体新書 シーズン
3: 月の真実(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: カッシーニ最後の功績
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン13: ボルボPV544(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
続・超大質量ブラックホール
(二)

人類 宇宙への旅路: 外惑星
への挑戦(二)

★探求！宇宙ミステリー: 宇宙
の果てとは(二)

★ドッキリ心理大実験！: 騙しの天才(字)

インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: カッシーニ最後の功績(二)

★名車誕生！アントのレースカー・プロ
ジェクト: プロジェクト始動(字)

インフォマーシャル(日)

★大解剖！世界歴史建築ミス
テリー特別編～七大驚異～:
エジプト 古代からの謎(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)

インフォマーシャル(日)

★ドッキリ心理大実験！: 緊張の理
由(字)

潜入！世界の巨大建造物:
世界最大の自動車工場(字)

潜入！世界の巨大建造物:
巨大輸送機スーパーギャラク
シー(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: メル
セデス・ベンツ560SL(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ホン
ダ・シビックCVCC(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: フォー
ド・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 シーズン13: ランド
ローバー・シリーズIIA(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ボル
ボPV544(二)

DISCO presents テクノロジーアワー

★奇跡を起こせ！建築革命
シーズン2: 新記録を目指す
ジェットコースター(二)

★スーパー！メカニズム シーズ
ン1: クランベリー収穫(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
続・超大質量ブラックホール
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン13: ランドローバー・シ
リーズIIA(二)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン18: 極寒地帯(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: フォルクスワーゲン・タ
イプ181(二)

スーパー！メカニズム シーズン
1: グランドセントラル駅(二)

CAR FIX シーズン9: シボレー(二)

CAR FIX シーズン9: コルベット
(二)
インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: アウディ・クワトロ 前編
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12:
MGA(二)

★密着！世界の究極マシン:
クレーン船／掘削機／スラグ鍋
運搬(二)

★トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: ポルシェ・911 GT3 RS(字)

☆おあそびマスターズ:
Ep.74(新)(日)

エジソンの卵: 消えるインク／
水上バイクRC装置ほか(二)

戦火の鉄道大全: 救急列車
(二)

戦火の鉄道大全: 南北戦争
時代の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: デ
ソート・ファイアドーム(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ボル
ボPV544(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン13: ホンダ・シビック
CVCC(二)

★ファスト＆ラウド シーズン3:
ダッジ・ダート パート1(二)

ゴールド・ラッシュ外伝～パー
カーの旅～ シーズン4: 決断の
時(二)

★世界ビックリ珍料理 シーズン
8: ストックホルム(字)

☆THE NAKED XL シーズ
ン7: レジェンド参戦(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: デソート・ファイアドー
ム(二)

宇宙SP

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 謎の天体・クエーサー(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 天の川の死(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 小惑星衝突(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 水星の秘密(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 太陽系 闇の歴史(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: メル
クール Xr4ti(二)

★決定！世界最高の車: オフ
ロード車(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン13: フォード・マスタング
5.0(二)

カスタム・マスター シーズン9: サ
ミットモータースポーツパーク(二)

名車再生！一挙放送

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: BMW2002tii(二)

☆密着！世界の究極マシン:
ヘリコプター／浚渫船／カンチ
レバーリフト(新)(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)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン13: メルセデス・ベンツ
560SL(二)

潜入！世界の巨大建造物:
世界最大の自動車工場(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: AMCペーサー(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: 日産フェアレディZの
海外モデル(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン4: メキシコ
古代マヤの女王たちの街
(新)(二)

★ナチスのUFO開発計画(二)

★奇跡を起こせ！建築革命
シーズン2: 世界最大級の貨
物船(二)

★科学のいたずら: 蘇る寿司ネタ
(二)

インフォマーシャル(日)

★スーパー！メカニズム シーズ
ン1: グランドセントラル駅(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: トヨ
タ・ランドクルーザー(二)

☆IMAGINEZ大学 with
Discovery: 村松亮太郎／
特別講師 vol.1(新)(日)

★戦火の鉄道大全: 歴史を変
えた鉄道秘話(二)

★戦火の鉄道大全: 鉄道破
壊工作(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 太陽系 闇の歴史(二)

★THE NAKED XL シーズン
7: 容赦ないアマゾン(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォル
クスワーゲン・タイプ181(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ランド
ローバー・シリーズIIA(二)

インフォマーシャル(日)

科学のいたずら: 蘇る寿司ネタ(二)

インフォマーシャル(日)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン18: 極寒地帯
(新)(字)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 水星の秘密(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: トヨ
タ・ランドクルーザー(二)

名車再生！一挙放送

ミリタリーSP

★フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: 近未来兵器
(二)

★フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン2: コンバットシス
テム(二)

★フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン3: 爆弾分解装
置(二)

★フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン3: 非致死性兵
器(二)

★フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン3: 身辺警護用
兵器(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12:
BMW2002tii(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: フォー
ド・マスタング5.0(二)

★ダーク・シークレット: 怪死事件と
新兵器(二)

★ファスト＆ラウド シーズン3:
フォード 5ウインドウ・クーペ パー
ト2(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: AMC
ペーサー(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: メル
セデス・ベンツ560SL(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: 日産
フェアレディZの海外モデル(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: ホン
ダ・シビックCVCC(二)

インフォマーシャル(日)

★CAR FIX シーズン9: ファイヤー
バード(二)
★CAR FIX シーズン9: ダッジ・コル
ト(二)

☆カスタム・マスター シーズン
9: サミットモータースポーツ
パーク(新)(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: トヨ
タ・ランドクルーザー(二)

連日放送

宇宙SP

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 謎の天体・クエーサー(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 天の川の死(二)

インフォマーシャル(日)

★潜入！世界の巨大建造物:
世界最大の自動車工場(字)

★潜入！世界の巨大建造物:
巨大輸送機スーパーギャラク
シー(字)

☆CAR FIX シーズン9: シボレー
(新)(二)

☆CAR FIX シーズン9: コルベット
(新)(二)

インフォマーシャル(日)

★大捜索！アトランティス大
陸: 地下都市旧跡(二)

☆ゴールド・ラッシュ外伝～
パーカーの旅～ シーズン4:
決断の時(新)(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 小惑星衝突(二)
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★戦火の鉄道大全: 救急列
車(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: トライアンフ・スピットファイ
ア 前編(二)

★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)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: メル
クール Xr4ti(二)

★戦火の鉄道大全: 南北戦
争時代の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: トライアンフ・スピットファイ
ア 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン10: キャデ
ラック・クーペ・ドゥビル(二)

ファスト＆ラウド シーズン3: ダッ
ジ・ダート パート1(二)

★世界ビックリ珍料理 シーズン
8: ブロンクス(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6: ポルシェ944ターボ 後編
(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォー
ドF-1(二)

★ベーリング海の一攫千金
シーズン18: 直面する危機
(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.18 風船(字)

インフォマーシャル(日)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 暗黒宇宙の戦い(二)

★宇宙の解体新書 シーズン
3: 続・超大質量ブラックホール
(二)

★人類 宇宙への旅路: 外惑
星への挑戦(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン12: MGA(二)

★大解剖！世界歴史建築ミス
テリー特別編～七大驚異～:
アメリカ 現代建築物(二)

潜入！世界の巨大建造物:
巨大輸送機スーパーギャラク
シー(字)

密着！世界の究極マシン: ヘリ
コプター／浚渫船／カンチレ
バーリフト(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: ポルシェ944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12: ポン
ティアックGTO(二)

★エジソンの卵: 消えるインク
／水上バイクRC装置ほか(二)

★地球を駆けろ！絶景名車ドライブ:
コート・ダジュール／E46型BMW M3
CSL(二)

インフォマーシャル(日)

★カスタム・マスター シーズン9:
キンディグオリジナルCF1コルベッ
ト(二)

★大解剖！世界歴史建築ミス
テリー シーズン4: イラク 神聖
な都市(二)

★NASA宇宙飛行士が見た
UFO(二)

決定！世界最高の車: オフ
ロード車(二)

インフォマーシャル(日)

★大捜索！アトランティス大
陸: シチリア島の秘密(二)

★ゴールド・ラッシュ外伝～パー
カーの旅～ シーズン4: リスクの
先のお宝(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14

4:00 名車再生！一挙放送 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 アンコール一挙 MotorTrend 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
★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: フェラーリ
308GT4 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: フェラーリ
308GT4 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: ミニ1000 前編
(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: ミニ1000 後編
(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: TVR S2 前編
(二)

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 名車再生！一挙放送 17:00

17:30 17:30
★大惨事の瞬間: Ep.27/ソユーズ
ロケット大爆発(字)

★大惨事の瞬間: Ep.28/住宅街
の大規模地滑り(字)

★大惨事の瞬間: Ep.29/全米最
悪ガス管爆発事故(字)

★大惨事の瞬間: Ep.30/洪水で
家が流される(字)

★大惨事の瞬間: Ep.31/ゾウ大脱
走(字)

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 吹替版 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 名車再生！一挙放送 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

★人類 宇宙への旅路: 科学
者の挑戦(二)

★解明・太陽の脅威(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ローバーP5B(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: フィアット・パンダ
4x4(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ベスト・オブ・
USA(二)

人類 宇宙への旅路: 望遠鏡
の挑戦(二)

探求！宇宙ミステリー: ハッブル
宇宙望遠鏡(二)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン4: エジプト 秘密
の島(二)

探検家クラブ～偉人たちの大
冒険～: 命がけの行動(二)

奇跡を起こせ！建築革命 シー
ズン2: 建築費十数億の超高
層ビル(二)

アメリカ流 モノ作りの極意 シーズン1:
釣り竿／芝刈り機(二)

インフォマーシャル(日)

IMAGINEZ大学 with
Discovery: 村松亮太郎／
油井誠志／特別講師(日)

★まさかの時のサバイバル: 山で滑
落(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: フォー
ドブロンコ(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9:
ルート66(二)

密着！世界の究極マシン: ヘリ
コプター／浚渫船／カンチレ
バーリフト(二)

インフォマーシャル(日)

☆アメリカ流 モノ作りの極意 シーズン
1: フットボール／クランベリソース
(新)(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 最新
式ガトリングガン(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 無人
戦闘車両(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: アラス
カのストライカー装甲車(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: A-10
サンダーボルト(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: イスラ
エル軍の最新兵器1(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: カッシーニ最後の功績(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: アルファロメオ・アル
ファスッド(二)

★宇宙の解体新書 シーズン
3: 土星の輪の秘密(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 地球外生命体を探して
(二)

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

宇宙の解体新書 シーズン3:
月の真実(二)

人類 宇宙への旅路: 望遠鏡
の挑戦(二)

探求！宇宙ミステリー: ハッブル
宇宙望遠鏡(二)

ドッキリ心理大実験！: 緊張の理由
(字)
インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 地球外生命体を探して
(二)

★名車誕生！アントのレースカー・プ
ロジェクト: 秘められた想い(字)
インフォマーシャル(日)

★大解剖！世界歴史建築ミス
テリー特別編～七大驚異～:
古代ローマの謎(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)

★ドッキリ心理大実験！: 他人の影
響(字)

潜入！世界の巨大建造物:
オーストリアの超巨大ダム(字)

潜入！世界の巨大建造物:
巨大コンテナ船(字)

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

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

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

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

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

DISCO presents テクノロジーアワー

★奇跡を起こせ！建築革命
シーズン2: 建築費十数億の
超高層ビル(二)
★スーパー！メカニズム シーズ
ン1: ジョン・F・ケネディ国際空
港(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
月の真実(二)

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

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン18: 荒波との戦い(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: アルファロメオ・アル
ファスッド(二)

スーパー！メカニズム シーズン
1: クランベリー収穫(二)

CAR FIX シーズン9: 塗装の基礎
講座(二)
CAR FIX シーズン9: エアコンシステ
ム基礎講座(二)
インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: ジャガー・XJS 後編
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: デソート・ファイアドー
ム(二)

密着！世界の究極マシン: ヘリ
コプター／浚渫船／カンチレ
バーリフト(二)

★トップギア シーズン23：エクストラ・ギ
ア: BMW・i8/MG・アビンドン(字)

インフォマーシャル(日)

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)

戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ケータ
ハム・セブン(二)

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

インフォマーシャル(日)

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

★ファスト＆ラウド シーズン3:
ダッジ・ダート パート2(二)

ゴールド・ラッシュ外伝～パー
カーの旅～ シーズン4 特別編:
オーストラリアでの一攫千金
(二)

★世界ビックリ珍料理 シーズン
8: キプロス島(字)

☆THE NAKED XL シーズ
ン7: ジャングルでの暴動
(新)(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ケータハム・セブン
(二)

宇宙SP

解明・宇宙の仕組み シーズン
6: 時空の神秘(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 火星への旅(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 小惑星の脅威(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 新たな推進装置(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 宇宙ゴミの脅威(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: フォー
ドブロンコ(二)

★フューチャーカー: 2030年の
デザイン(字)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン13: シボレーLUV(二)

カスタム・マスター シーズン9:
ルート66(二)

名車再生！一挙放送

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ベスト・オブ・
USA(二)

☆密着！世界の究極マシン:
タグボート／クレーン車／ショ
ベルカー(新)(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)

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

放送休止

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ローバーP5B(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: フィアット・パンダ
4x4(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン4: エジプト
秘密の島(新)(二)

☆探検家クラブ～偉人たちの
大冒険～: 命がけの行動
(新)(二)

奇跡を起こせ！建築革命 シー
ズン2: 新記録を目指すジェット
コースター(二)

★科学のいたずら: ハッキングの結果
(二)

インフォマーシャル(日)

スーパー！メカニズム シーズン
1: クランベリー収穫(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: メル
クール Xr4ti(二)

☆IMAGINEZ大学 with
Discovery: 村松亮太郎／油井
誠志／特別講師(新)(日)

★戦火の鉄道大全: 第一次
世界大戦下の鉄道(二)

★戦火の鉄道大全: 第二次
世界大戦下の鉄道(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 宇宙ゴミの脅威
(二)

THE NAKED XL シーズン7:
レジェンド参戦(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: アル
ファロメオ・アルファスッド(二)

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

インフォマーシャル(日)

科学のいたずら: ハッキングの結果
(二)
インフォマーシャル(日)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン18: 荒波との戦い
(新)(字)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 新たな推進装置
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: メル
クール Xr4ti(二)

名車再生！一挙放送

ミリタリーSP

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: イスラ
エル軍の最新兵器1(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 最新
式ガトリングガン(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 無人
戦闘車両(二)

★フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン3: アラスカのスト
ライカー装甲車(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: A-10
サンダーボルト(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ベス
ト・オブ・USA(二)

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

★ダーク・シークレット: ゾンビになった
女性(二)

ファスト＆ラウド シーズン3: ダッ
ジ・ダート パート1(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ロー
バーP5B(二)

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

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フィ
アット・パンダ4x4(二)

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

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン9: シボレー(二)

CAR FIX シーズン9: コルベット
(二)

☆カスタム・マスター シーズン
9: ルート66(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: メル
クール Xr4ti(二)

連日放送

宇宙SP

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン6: 時空の神秘(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 火星への旅(二)

インフォマーシャル(日)

★潜入！世界の巨大建造物:
オーストリアの超巨大ダム(字)

★潜入！世界の巨大建造物:
巨大コンテナ船(字)

☆CAR FIX シーズン9: 塗装の基礎講
座(新)(二)

☆CAR FIX シーズン9: エアコンシステム
基礎講座(新)(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14: ベンツ開発の功労者
(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ外伝～
パーカーの旅～ シーズン4 特
別編: オーストラリアでの一攫
千金(新)(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 小惑星の脅威(二)

Discovery Channel
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戦火の鉄道大全: 歴史を変え
た鉄道秘話(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: アウディ・クワトロ 後編
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12:
BMW2002tii(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: フォー
ドブロンコ(二)

戦火の鉄道大全: 鉄道破壊
工作(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: フォルクスワーゲン・
ビートル 前編(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: AMC
ペーサー(二)

ファスト＆ラウド シーズン3: ダッ
ジ・ダート パート2(二)

世界ビックリ珍料理 シーズン8:
ストックホルム(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6: ジャガー・XJS 前編
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: フォルクスワーゲン・タ
イプ181(二)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン18: 極寒地帯(字)

★舞台裏のスーパーテクノロジー
シーズン15: Ep.19 鉛筆(字)

インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: カッシーニ最後の功績(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
月の真実(二)

人類 宇宙への旅路: 望遠鏡
の挑戦(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: デソート・ファイアドー
ム(二)

★大解剖！世界歴史建築ミス
テリー特別編～七大驚異～:
古代アメリカの謎(二)

放送休止

放送休止

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6: フォルクスワーゲン・
ビートル 後編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: 日産フェアレディZの
海外モデル(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)

★地球を駆けろ！絶景名車ドライ
ブ: スペイン／マクラーレンP1(二)

インフォマーシャル(日)

カスタム・マスター シーズン9: サ
ミットモータースポーツパーク(二)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン4: メキシコ 古代
マヤの女王たちの街(二)

ナチスのUFO開発計画(二)

フューチャーカー: 2030年のデ
ザイン(字)

インフォマーシャル(日)

大捜索！アトランティス大陸:
地下都市旧跡(二)

ゴールド・ラッシュ外伝～パー
カーの旅～ シーズン4: 決断の
時(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21

4:00 名車再生！一挙放送 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 アンコール一挙 MotorTrend 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
★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン6: TVR
S2 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: ランドローバー・
ディスカバリー 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・ディー
ラーズ シーズン6: ランドローバー・
ディスカバリー 後編(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン6: BMW
M3 前編(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン6: BMW
M3 後編(二)

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 名車再生！一挙放送 17:00

17:30 17:30
★大惨事の瞬間: Ep.32/陸軍司
令部、大爆発(字)

★大惨事の瞬間: Ep.33/エア
ショーの戦闘機事故(字)

★大惨事の瞬間: Ep.34/サー
ファーが巨大波に…(字)

★大惨事の瞬間: Ep.35/巨大ク
レーン転倒(字)

★大惨事の瞬間: Ep.36/ヨットレー
ス中の事故(字)

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 吹替版 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 名車再生！一挙放送 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

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 地球外生命体を探して
(二)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン4: エジプト カルト
崇拝の地(二)

探検家クラブ～偉人たちの大
冒険～: 南北極物語(二)

奇跡を起こせ！建築革命 シー
ズン2: 世界一長い道路トンネ
ル(二)

アメリカ流 モノ作りの極意 シーズン1:
フットボール／クランベリソース(二)

インフォマーシャル(日)

IMAGINEZ大学 with
Discovery: 村松亮太郎／たちば
なやすひと／特別講師(日)

★まさかの時のサバイバル: 火災現
場(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: ポル
シェ911SC(二)

フューチャーカー: 2030年のテ
クノロジー(字)

カスタム・マスター シーズン9: セ
ミトレーラー(二)

密着！世界の究極マシン: タグ
ボート／クレーン車／ショベル
カー(二)

インフォマーシャル(日)

☆アメリカ流 モノ作りの極意 シーズン
1: 馬の鞍／サーフボード／ビリヤード
台(新)(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 無人
ヘリ(二)

歴史に残る空中戦: ミグ15と
F-86(二)

歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: イスラ
エル軍の最新兵器2(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: メッサーシュミット
KR200(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: シトロエンHYバン
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: フォルクスワーゲン・コ
ラードVR6(二)

歴史に残る空中戦: P-51と
Me-109(二)

★宇宙の解体新書 シーズン
3: 太陽系誕生の謎(二)

人類 宇宙への旅路: 科学者
の挑戦(二)

解明・太陽の脅威(字)

ドッキリ心理大実験！: 他人の影響
(字)
インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 第二の地球は見つかるの
か？(二)

★名車誕生！アントのレースカー・プ
ロジェクト: パーツ探し(字)
インフォマーシャル(日)

★大解剖！世界歴史建築ミス
テリー特別編～七大驚異～:
失われた都市の謎(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)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン18: 氷点下での奮闘(字)

探検家クラブ～偉人たちの大
冒険～: 命がけの行動(二)

解明・太陽の脅威(字)

密着！世界の究極マシン: タグボー
ト／クレーン車／ショベルカー(二)

★シリーズ工場見学 シーズン1: 車の
硝子/グライダー/ジェット機(二)

インフォマーシャル(日)

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)

戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ホンダ
S2000(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13:
1970年式フォード・ブロンコ
(二)

★大解剖！世界歴史建築ミス
テリー特別編～七大驚異～:
ピラミッドの謎(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
土星の輪の秘密(二)

インフォマーシャル(日)

★ドッキリ心理大実験！: 適切な距
離感(字)

潜入！世界の巨大建造物: ブ
レンナーベーストンネル(字)

潜入！世界の巨大建造物:
トッテナム・スタジアム(字)

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

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

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

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13:
1970年式フォード・ブロンコ
(二)

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

DISCO presents テクノロジーアワー

★奇跡を起こせ！建築革命
シーズン2: 世界一長い道路ト
ンネル(二)

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

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14: 兵馬俑(新)(字)

☆ゴールド・ラッシュ外伝～
パーカーの旅～ シーズン4 特
別編: 将来への決意
(新)(二)

☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン4: エジプト
カルト崇拝の地(新)(二)

☆探検家クラブ～偉人たちの
大冒険～: 南北極物語
(新)(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン2: 宇宙飛行士の生
活(二)

ゴールド・ラッシュ外伝～パー
カーの旅～ シーズン4 特別編:
将来への決意(二)

ファスト＆ラウド シーズン3: パッ
カード出展 パート1(二)

世界ビックリ珍料理 シーズン8:
キプロス島(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6: ミニ1000 後編(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: アル
ファロメオ・アルファスッド(二)

奇跡を起こせ！建築革命 シーズン
2: 建築費十数億の超高層ビル
(二)

★シリーズ工場見学 シーズン1: 造幣
局/洗濯機/釣竿(二)

インフォマーシャル(日)

スーパー！メカニズム シーズン
1: ジョン・F・ケネディ国際空港
(二)

THE NAKED XL シーズン7:
ジャングルでの暴動(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォル
クスワーゲン・コラードVR6(二)

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

インフォマーシャル(日)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン2: 宇宙飛行士になる
方法(二)

シリーズ工場見学 シーズン1: 造幣
局/洗濯機/釣竿(二)

カスタム・マスター シーズン9: セ
ミトレーラー(二)

宇宙SP

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: ブラックホール(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン1: 宇宙ビジネス(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: 宇宙飛行士の生活
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ロー
バーP5B(二)

フューチャーカー: 2030年のテ
クノロジー(字)

★シリーズ工場見学 シーズン1: ビル外
壁/カーペット/ペン(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
14: ベンツ開発の功労者(字)

ゴールド・ラッシュ外伝～パー
カーの旅～ シーズン4 特別編:
オーストラリアでの一攫千金
(二)

ファスト＆ラウド シーズン3: ダッ
ジ・ダート パート2(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: メッ
サーシュミットKR200(二)

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

インフォマーシャル(日)

★潜入！世界の巨大建造物:
ブレンナーベーストンネル(字)

★潜入！世界の巨大建造物:
トッテナム・スタジアム(字)

☆ドイツ建設最前線 シーズン
1: ヴォルツブルグのウォーター
パーク(新)(二)

★ゲームチェンジャー 未来を創
る大変革: 太陽光(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)

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

潜入！世界の巨大建造物: ブ
レンナーベーストンネル(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フィ
アット・パンダ4x4(二)

インフォマーシャル(日)

CAR FIX シーズン9: 塗装の基礎
講座(二)
CAR FIX シーズン9: エアコンシステ
ム基礎講座(二)

☆カスタム・マスター シーズン
9: セミトレーラー(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: フォー
ドブロンコ(二)

連日放送

宇宙SP

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: ブラックホール(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン1: 宇宙ビジネス(二)

インフォマーシャル(日)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン2: 月に暮らす未来
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: フォー
ドブロンコ(二)

☆IMAGINEZ大学 with
Discovery: 村松亮太郎／たち
ばなやすひと／特別講師(新)(日)

★戦闘艦大全 シーズン2: バ
イキング ロングシップ(二)

☆明日への扉(新)(日)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン18: 氷点下での奮闘
(新)(字)

★世界ビックリ珍料理 シーズン
9: ルイス・クラーク探検隊の足
跡(字)
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戦火の鉄道大全: 第一次世
界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン6: フェラーリ308GT4 前編
(二)
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ベス
ト・オブ・USA(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: ポル
シェ911SC(二)

戦火の鉄道大全: 第二次世
界大戦下の鉄道(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン6: フェラーリ308GT4 後編
(二)

潜入！世界の巨大建造物:
トッテナム・スタジアム(字)

ゲームチェンジャー 未来を創る
大変革: 太陽光(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6: ミニ1000 前編(二)

スーパー！メカニズム シーズン
1: ジョン・F・ケネディ国際空港
(二)

ドイツ建設最前線 シーズン1:
ヴォルツブルグのウォーターパーク
(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラーズ
シーズン6: TVR S2 前編(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ケータ
ハム・セブン(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ケータハム・セブン
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン15: フォードブロンコ(二)

名車再生！一挙放送

ミリタリーSP

★フューチャーウェポン・21世紀 戦
争の真実 シーズン3: イスラエル軍の
最新兵器2(二)

★フューチャーウェポン・21世紀
戦争の真実 シーズン3: 無人
ヘリ(二)

★歴史に残る空中戦: ミグ15
とF-86(二)

★歴史に残る空中戦: 零戦と
F4F(二)

★歴史に残る空中戦: P-51と
Me-109(二)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン18: 荒波との戦い(字)

★シリーズ工場見学 シーズン1: 冷凍
食品/巨大スクリーン/ブーツ(二)

インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 地球外生命体を探して
(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
土星の輪の秘密(二)

人類 宇宙への旅路: 科学者
の挑戦(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: フォー
ド・エスコート RS2000(二)

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

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)

★シリーズ工場見学 シーズン1: 切手/
バイク/テキーラ(二)

インフォマーシャル(日)

カスタム・マスター シーズン9:
ルート66(二)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン4: エジプト 秘密
の島(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: シトロ
エンHYバン(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: 宇宙飛行士になる方
法(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: 月に暮らす未来(二)

★ファスト＆ラウド シーズン3:
パッカード出展 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12: フォード・エスコート
RS2000(二)

名車再生！一挙放送

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: フォード・エスコート
RS2000(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: メッ
サーシュミットKR200(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: シトロエンHYバン
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: フォルクスワーゲン・コ
ラードVR6(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ホンダ
S2000(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: ポル
シェ911SC(二)

★フューチャーカー: 2030年の
テクノロジー(字)

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

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

★戦闘艦大全 シーズン2: ス
テルス艦(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン7: 第二の地球は見つかるの
か？(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン13: 1970年式フォード・
ブロンコ(二)

★解明・驚異の宇宙天気(字)

☆THE NAKED XL シーズ
ン7: 伝説的失敗(新)(二)

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

★星々へのメッセージ(二)

★スーパー！メカニズム シーズ
ン1: 貨物配送会社「UPS」
(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
土星の輪の秘密(二)

人類 宇宙への旅路: 科学者
の挑戦(二)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27 5/28

4:00 名車再生！一挙放送 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 アンコール一挙 MotorTrend 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
★ドリームカー誕生 シーズン3: ベン
トレー・ミュルザンヌ(字)

★ドリームカー誕生 シーズン3: シボ
レー・カマロ（第6世代）(字)

★ドリームカー誕生 シーズン3: ポル
シェ・パナメーラ(字)

★ドリームカー誕生 シーズン3: プ
ジョーRCZ R(字)

★ドリームカー誕生 シーズン3: アリ
エル・アトム3S(字)

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 名車再生！一挙放送 17:00

17:30 17:30
★大惨事の瞬間: Ep.37/大型客
船沈没(字)

★大惨事の瞬間: Ep.39/カーチェ
イスの結末(字)

★大惨事の瞬間: Ep.40/F14戦
闘機の空中爆発(字)

★大惨事の瞬間: Ep.41/難関フ
リースキー(二)

★大惨事の瞬間: Ep.42/路面電
車(二)

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 吹替版 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 名車再生！一挙放送 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

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

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

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ノーブ
ル M12 GTO(二)

解明・驚異の宇宙天気(字)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン4: イギリス アー
サー王伝説(二)

探検家クラブ～偉人たちの大
冒険～: 宇宙物語(二)

奇跡を起こせ！建築革命 シー
ズン2: ロサンゼルス巨大地下
鉄網(二)

アメリカ流 モノ作りの極意 シーズン1:
馬の鞍／サーフボード／ビリヤード台
(二)
インフォマーシャル(日)

IMAGINEZ大学 with
Discovery: 村松亮太郎／
特別講師 vol.2(日)

★まさかの時のサバイバル: 有毒ガス
発生(字)
明日への扉(日)

名車再生！エド大活躍トップ
10(二)

フューチャーカー: 2030年の燃
料(字)

カスタム・マスター シーズン9:
1969年式カマロ パート1(二)

ゲームチェンジャー 未来を創る
大変革: 太陽光(字)

インフォマーシャル(日)

☆アメリカ流 モノ作りの極意 シーズン
1: カウボーイハット／スケートボード／
クッキー(新)(二)

歴史に残る空中戦: F4Fと零
戦(二)

歴史に残る空中戦: P-47と
Fw-190(二)

歴史に残る空中戦: F4Uと零
戦(二)

戦争秘話: バルジの戦いと米
軍工兵部隊(二)

★宇宙の解体新書 シーズン
3: 超巨大嵐(二)

解明・宇宙の仕組み シーズン7: 第
二の地球は見つかるのか？(二)

★徹底検証 スペースコロニー:
新しい目標(二)

★解明・宇宙デブリの脅威
(字)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ベス
ト・オブ・UK(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13:
1916年式キャデラック・タイプ
53(二)
名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 振り
返りスペシャル2(二)

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

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 2代
目シボレー・カマロ(二)

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

DISCO presents テクノロジーアワー

★奇跡を起こせ！建築革命
シーズン2: ロサンゼルス巨大地
下鉄網(二)

★スーパー！メカニズム シーズ
ン2: ロサンゼルス港(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
太陽系誕生の謎(二)

星々へのメッセージ(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
太陽系誕生の謎(二)

星々へのメッセージ(二)

解明・驚異の宇宙天気(字)

ドッキリ心理大実験！: 適切な距離
感(字)

インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み シーズン
8: 木星探査機ジュノー(二)

★名車誕生！アントのレースカー・プ
ロジェクト: イギリスへ(字)
インフォマーシャル(日)

★大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー特別編～七大驚異
～: 聖書にまつわる建築物の
謎(二)

エジソンの卵: 組立式ドローン
／お絵かきロボットアームほか
(二)

★大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー特別編～七大驚異
～: シルクロードの謎(二)

宇宙SP

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン2: 地球のような惑星(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)

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3: 人類 再び月へ(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)

名車再生！一挙放送

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ノーブル M12
GTO(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ベスト・オブ・
UK(二)

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

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

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン14: 1973年式マスタン
グ・マッハ１(二)

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

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

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン18: 最後の粘り(字)

スーパー！メカニズム シーズン
1: 貨物配送会社「UPS」(二)

ドイツ建設最前線 シーズン1:
ウルムの鋼トラス橋(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: BMW M3 後編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ホンダS2000(二)

ゲームチェンジャー 未来を創る
大変革: 太陽光(字)

★シリーズ工場見学 シーズン2: ロッ
カー/ピザ/枕木/ティッシュ箱(二)

インフォマーシャル(日)

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)

戦闘艦大全 シーズン2: バイキ
ング ロングシップ(二)

戦闘艦大全 シーズン2: ステル
ス艦(二)

インフォマーシャル(日)

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

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1973年式マスタング・マッハ１
(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: ポル
シェ911SC(二)

☆IMAGINEZ大学 with
Discovery: 村松亮太郎／
特別講師 vol.2(新)(日)

★戦闘艦大全 シーズン2: 不
運の船舶(二)

★戦闘艦大全 シーズン2: 駆
逐艦(二)

★解明・宇宙の仕組み シーズ
ン8: 木星探査機ジュノー(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)

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

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 振り
返りスペシャル2(二)

インフォマーシャル(日)

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

☆ミステリー・ミュージアム シー
ズン14: アメリカ初の列車強
盗(新)(字)

★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)

☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン4: イギリス
アーサー王伝説(新)(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)

★ファスト＆ラウド シーズン3:
パッカード出展 パート2(二)

カスタム・マスター シーズン9:
1969年式カマロ パート1(二)

名車再生！エド大活躍トップ
10(二)

戦闘艦大全 シーズン2: ステル
ス艦(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: ランドローバー・ディス
カバリー 前編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: メッサーシュミット
KR200(二)

フューチャーカー: 2030年の燃
料(字)

★シリーズ工場見学 シーズン1:
UTV車/信号機/組立式ハウス(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
14: 兵馬俑(字)

ゴールド・ラッシュ外伝～パー
カーの旅～ シーズン4 特別編:
将来への決意(二)

ファスト＆ラウド シーズン3: パッ
カード出展 パート1(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13:
1916年式キャデラック・タイプ
53(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ベス
ト・オブ・UK(二)

★潜入！世界の巨大建造物:
ブルジュ・ハリファ(字)

★潜入！世界の巨大建造物:
石油プラットフォーム(字)

☆ドイツ建設最前線 シーズン
1: ウルムの鋼トラス橋
(新)(二)

★ゲームチェンジャー 未来を創
る大変革: 電気(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)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン13: 1916年式キャデ
ラック・タイプ53(二)

放送休止

インフォマーシャル(日)

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)

★シリーズ工場見学 シーズン2: 風
船/ホイール/封筒/ホイッスル(二)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン12: ノーブ
ル M12 GTO(二)

ドイツ建設最前線 シーズン1:
ヴォルツブルグのウォーターパーク
(二)

☆カスタム・マスター シーズン
9: 1969年式カマロ パート
1(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: ポル
シェ911SC(二)

★名車再生！エド大活躍トッ
プ10(二)

連日放送

宇宙SP

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン2: 地球のような惑星
(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)

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

インフォマーシャル(日)

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

シリーズ工場見学 シーズン2: ビール
/鍋/レンガ/グローブ(二)
インフォマーシャル(日)

☆ベーリング海の一攫千金
シーズン18: 最後の粘り
(新)(字)

★世界ビックリ珍料理 シーズン
9: アッパー半島(字)

☆THE NAKED XL シーズ
ン7: 食の入手(新)(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)

★フューチャーカー: 2030年の
燃料(字)

☆探検家クラブ～偉人たちの
大冒険～: 宇宙物語
(新)(二)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン4: エジプト カルト
崇拝の地(二)

探検家クラブ～偉人たちの大
冒険～: 南北極物語(二)

インフォマーシャル(日)

カスタム・マスター シーズン9: セ
ミトレーラー(二)
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戦闘艦大全 シーズン2: バイキ
ング ロングシップ(二)

インフォマーシャル(日)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: TVR S2 後編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: フォード・エスコート
RS2000(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ホンダS2000(二)

ベーリング海の一攫千金 シー
ズン18: 氷点下での奮闘(字)

★シリーズ工場見学 シーズン1: 農
機具/ダイヤ/綿飴(二)

インフォマーシャル(日)

ファスト＆ラウド シーズン3: パッ
カード出展 パート2(二)

世界ビックリ珍料理 シーズン9:
ルイス・クラーク探検隊の足跡
(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6: BMW M3 前編(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: フォルクスワーゲン・コ
ラードVR6(二)

奇跡を起こせ！建築革命 シー
ズン2: 世界一長い道路トンネ
ル(二)

★シリーズ工場見学 シーズン2:
ビール/鍋/レンガ/グローブ(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)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン6: ランドローバー・ディス
カバリー 後編(二)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: シトロエンHYバン
(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン13: 2代目シボレー・カマ
ロ(二)

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

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン15: ポル
シェ911SC(二)

連日放送

ミリタリーSP

★歴史に残る空中戦: 零戦と
P-38(二)

★歴史に残る空中戦: F4Fと
零戦(二)

★歴史に残る空中戦: P-47と
Fw-190(二)

★歴史に残る空中戦: F4Uと
零戦(二)

★戦争秘話: バルジの戦いと
米軍工兵部隊(二)

歴史に残る空中戦: 零戦とP-
38(二)

名車再生！一挙放送

解明・宇宙の仕組み シーズン
7: 第二の地球は見つかるの
か？(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
太陽系誕生の謎(二)

星々へのメッセージ(二)

インフォマーシャル(日)

★名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン13: 2代
目シボレー・カマロ(二)

スーパー！メカニズム シーズン
1: 貨物配送会社「UPS」(二)

THE NAKED XL シーズン7:
伝説的失敗(二)

インフォマーシャル(日)

インフォマーシャル(日)

★ドッキリ心理大実験！: 歩く試練
(字)

潜入！世界の巨大建造物:
ブルジュ・ハリファ(字)

潜入！世界の巨大建造物:
石油プラットフォーム(字)



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日
5/29 5/30 5/31 6/1 6/2 6/3 6/4

4:00 名車再生！一挙放送 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
★ドリームカー誕生 シーズン3: アウ
ディ S8(字)

★ドリームカー誕生 シーズン3: ウル
ティマ・エボリューション(字)

★ドリームカー誕生 シーズン3: フェ
ラーリ・カリフォルニアT(字)

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30
★大惨事の瞬間: Ep.43/アポロ操
縦訓練(二)

★大惨事の瞬間: Ep.44/窓拭きゴ
ンドラ(二)

★大惨事の瞬間: Ep.45/ヘリ着陸
失敗(二)

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

20:00 20:00

20:30 20:30

21:00 吹替版 21:00

21:30 21:30

22:00 22:00

22:30 22:30

23:00 23:00

23:30 23:30

24:00 24:00

24:30 24:30

25:00 25:00

25:30 25:30

26:00 26:00

26:30 26:30

27:00 27:00

27:30 27:30

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)

☆ミステリー・ミュージアム シー
ズン14: 火山からの脱出
(新)(字)

潜入！世界の巨大建造物:
巨大建造物の共通項(字)

スーパーファクトリー 食品製造
の秘密(二)

ゲームチェンジャー 未来を創る
大変革: 宇宙(字)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン3: ポル
シェ・パナメーラ(字)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン14: フォード・エスコート
RSコスワース(二)

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)

★シリーズ工場見学 シーズン2: 鉛
筆/ボルト/ピクルス/バルーン(二)

インフォマーシャル(日)

カスタム・マスター シーズン9:
1969年式カマロ パート1(二)

大解剖！世界歴史建築ミステ
リー シーズン4: イギリス アー
サー王伝説(二)

探検家クラブ～偉人たちの大
冒険～: 宇宙物語(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)

☆大解剖！世界歴史建築ミ
ステリー シーズン4: イラク 失
われた砂漠都市(新)(二)

インフォマーシャル(日)

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

☆ドイツ建設最前線 シーズン
1: オーベルストドルフのジャン
プ台(新)(二)

★ゲームチェンジャー 未来を創
る大変革: 宇宙(字)

連日放送

インフォマーシャル(日)

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

インフォマーシャル(日)

ミリタリーSP

★戦争秘話: タラワの戦いと米
海兵隊(二)

★戦争秘話: ベトナム戦争 フ
エの米海兵隊(二)

★戦争秘話: 朝鮮戦争 長津
湖の伝説の中隊(二)

連日放送

名車再生！一挙放送

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

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

カスタム・マスター シーズン9:
1969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18: トライ
アンフ・ドロマイト(二)

戦闘艦大全 シーズン2: 駆逐
艦(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン3: シボ
レー・カマロ（第6世代）(字)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ベスト・オブ・
UK(二)

フューチャーカー: 2030年の究
極の車(字)

★シリーズ工場見学 シーズン2: コイ
ン/水槽/採掘場/蛍光ペン(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
14: アメリカ初の列車強盗
(字)

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)

ファスト＆ラウド シーズン3: パッ
カード出展 パート2(二)

インフォマーシャル(日)

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

インフォマーシャル(日)

★エジソンの卵: 犬用追跡首
輪／スマホ操作ドアロックほか
(二)

インフォマーシャル(日)

宇宙SP

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: 宇宙開発陰謀説(二)

スペースタイム・宇宙ガイド シー
ズン3: 火星へ行く船(二)

★スーパーファクトリー 食品製
造の秘密(二)

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

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

★ファスト＆ラウド シーズン3:
ビュイック・リヴィエラ(二)

☆探検家クラブ～偉人たちの
大冒険～: 大胆な偉業
(新)(二)

名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン14:
1972年式ランチア・フルヴィア
(二)
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戦闘艦大全 シーズン2: 不運
の船舶(二)

インフォマーシャル(日)

ドリームカー誕生 シーズン3: ベント
レー・ミュルザンヌ(字)
名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン12: ノーブル M12
GTO(二)

名車再生！クラシックカー・ディーラー
ズ シーズン14: 1973年式マスタン
グ・マッハ１(二)

ベーリング海の一攫千金 シーズ
ン18: 最後の粘り(字)

★シリーズ工場見学 シーズン2: 管
楽器/窓/ペットボトル/バット(二)

インフォマーシャル(日)

解明・宇宙の仕組み シーズン
8: 木星探査機ジュノー(二)

宇宙の解体新書 シーズン3:
超巨大嵐(二)

徹底検証 スペースコロニー: 新
しい目標(二)

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

名車再生！一挙放送

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

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

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

ドイツ建設最前線 シーズン1:
ウルムの鋼トラス橋(二)

☆カスタム・マスター シーズン
9: 1969年式カマロ パート
2(新)(二)

名車再生！エド大活躍トップ
10(二)

☆名車再生！クラシックカー・
ディーラーズ シーズン18: ト
ライアンフ・ドロマイト
(新)(二)

宇宙SP

★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: 宇宙開発陰謀説
(二)

★スペースタイム・宇宙ガイド
シーズン3: 火星へ行く船(二)

★フューチャーカー: 2030年の
究極の車(字)

★潜入！世界の巨大建造物:
巨大建造物の共通項(字)
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