
 2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約35本

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル シリーズ名
配信
開始

内容

戦慄！アジア凶悪犯罪事件簿 ＃1
ビューティークイーン殺人事件

戦慄！アジア凶悪犯罪事件
簿

5月1日～

字幕／1979年4月6日夜、クアラルンプール近郊の高速道路脇の車から、ミス・マレーシアへ出場経
験をもつジーン・ペレラ・シンナパさん（31歳）の惨殺死体が発見された。車の後ろには、当時恋人で
あった義理の兄弟が意識不明の状態で倒れていた。ジーンを殺害したとして死刑判決を受けたが、
その後無罪放免となる。

戦慄！アジア凶悪犯罪事件簿 ＃2
マレーシア武器強奪事件

戦慄！アジア凶悪犯罪事件
簿

5月1日～
字幕／2000年、陸軍将校らを装ったテロ集団が大量の武器を強奪、4人を人質にとった。32時間で
3000人が出動したが、犯人グループは投降する前に人質2人を拷問のすえ殺害した。

戦慄！アジア凶悪犯罪事件簿 ＃3
心の犯罪

戦慄！アジア凶悪犯罪事件
簿

5月1日～
字幕／アジアでは、加害者と被害者の間のマインドコントロールや催眠に起因する犯罪も存在す
る。今回は多額の金銭強要事件や「呪文」を使い就寝中に犯行に及んだ連続レイプ犯など、マレー
シアの「心の犯罪」をいくつか調査していく。

デトロイト・スティール ＃1 1956年式
オールズモービル・ロケット88

デトロイト・スティール 配信中

吹替／家族ぐるみで付き合いのある友人の依頼で、ガレージに眠っていた1956年式オールズモービ
ル・ロケット88を修復することに。しかし、いざお店に持ち込んでみると、エンジンからトランクまでさび
切っていることが判明。大変な仕事になることは間違いないが、カーショーに間に合うように完成さ
せなければいけない。

デトロイト・スティール ＃2 1967年式
オールズモービル98

デトロイト・スティール 配信中

吹替／アダムの大学時代からの友人マイクが欲しがっているのは、モブスティールお墨付きのクル
マ。問題は、予算が1万ドルしかないことだ。アダムは1967年式オールズモービル98に目をつける。
見落とされがちなクルマだが、価格もちょうどいい。しかし、スティーブのミスで予算オーバーの可能
性が…。

デトロイト・スティール ＃3 1974年式
ダッジW100

デトロイト・スティール 配信中

吹替／アダムは14歳の息子カーソンを連れてピックアップトラックを買いに行き、カーソンに交渉を任
せてみる。そろそろ息子に仕事を覚えさせたいと考えていたのだ。カーソンはスタッフから教わりなが
ら、修復作業にも参加する。実はピックアップはサプライズでカーソンに与えるもので、アダムはなる
べく予算をかけずに仕上げ、息子には働いて支払わせるつもりでいた。

デトロイト・スティール ＃4 1974年式
プリムス・ロードランナー

デトロイト・スティール 配信中

吹替／アダムたちは店舗のショールームに置く車を探しに、ウッドワード・ドリーム・クルーズへ繰り
出し、1974年式のロードランナーを買う。見かけはマッスルカーだが、中身まで真のマッスルカーに
すべく作業に取り掛かる。そんな中、ロンの母親タールが店に来る。1年前からロンに車の修理を依
頼していると言う。

デトロイト・スティール ＃5 1979年式
フォード・ブロンコ パート1

デトロイト・スティール 配信中
吹替／モブ・スティールの最近の改造車といえば、1979年式フォード・ブロンコ。しかし、今回のお客
さんはそう簡単には満足しない。アダムたちはミシガン州警察と協力し、クールなクルマを作り上げ
る。そして、ダグに大きなサプライズが待ち受ける。

デトロイト・スティール ＃6 1979年式
フォード・ブロンコ パート2

デトロイト・スティール 配信中

吹替／ブロンコ・グレイブヤードのオーナー、ジェフの1979年式ブロンコ・レンジャーXLTを美しい白
い車に変身させたが、「面白みがない」と感じたアダムは、ジェフにやり直しを懇願する。アダムは費
用を自分で負担し、2週間で2度目のブロンコを改造することに。そんな中パムは、ダウンタウン店の
ショールームの壁をこっそり完成させることを計画する。

デトロイト・スティール ＃7 1958年式
マーキュリー・ターンパイク・クルー
ザー

デトロイト・スティール 配信中

吹替／今回はアダムたちの友人レイが持ち込んだ1958年式マーキュリー・ターンパイク・クルーザー
を改修する。2年間しか製造されなかったレアでユニークな車を手掛けられると張り切る一同だった
が、解体してみると金属が腐食しており状態は最悪だった。さらに、デトロイトのダウンタウンを走る
モノレールに広告を出すことになり、アダムとパムはデザインを考案することに。

デトロイト・スティール ＃8 1956年式
シボレー・ベルエア・ステーションワ
ゴン

デトロイト・スティール 配信中

吹替／アダムはお客さんにぴったりのクルマ、1956年式シボレー・ベルエア・ステーションワゴンを見
つける。一見普通のクルマだが、実は高性能。さびたボンネットの下にあるのは、過給機付きエンジ
ンなのだ。その他、ダウンタウン・デトロイトに構えたショップのグランドオープニングに向けて準備を
進める。

ヒューマン・ジャーニー アメリカ合衆
国のつくりかた Part 1

アメリカ合衆国のつくりかた 配信中

吹替／1600年代、オランダ人がアメリカへ移住し、未開の地を突き進んだ。1700年代、200万人のス
ペイン人が移住し、牛を持ち込み、独立戦争で食糧難に陥った米軍を助けた。1800年代、人々は新
天地を求めて国を横断し、西部開拓に挑んだ。Part1では実在した十一人を取り上げ、移動のきっか
けや経過、もたらした影響など紹介する。

ヒューマン・ジャーニー アメリカ合衆
国のつくりかた Part 2

アメリカ合衆国のつくりかた 配信中

吹替／19世紀後半、3人に1人のスカンディナヴィア人はアメリカへ移住し、初めて木材産業で財を
成した。ロシアに住むユダヤ人の半数は迫害から逃れるためニューヨークへと移住した。これら「史
上最大の大移動」が現代のアメリカに文化的・社会的・政治的にいかに影響を与えてきたか、最高
峰のグラフィックで描く。

ヒストリーチャンネル
TM

 セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/HISTORY01）よりご確認ください。
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ヒストリーチャンネル
TM

 セレクト
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/HISTORY01）よりご確認ください。

機密文書公開！ケネディ暗殺とオズ
ワルドの謎 ＃1 捜査ファイル1

ケネディ暗殺とオズワルドの
謎

配信中

吹替／元CIA諜報員ボブ・ベーアが暗殺犯リー・ハーベイ・オズワルドとジョン・F・ケネディ元大統領
の殺害をめぐり、世界的な捜査に乗り出す。200万件を超える公文書の機密指定が解除となり、暗殺
事件の数週間から数か月前のオズワルドの動きに関する新たな証拠が明らかとなった。最先端技
術を用いた分析アルゴリズムを駆使し…。

機密文書公開！ケネディ暗殺とオズ
ワルドの謎 ＃2 捜査ファイル2

ケネディ暗殺とオズワルドの
謎

配信中

吹替／新たに機密解除となった公文書から、ジョン・F・ケネディ元大統領殺害のわずか8週間前に
リー・ハーベイ・オズワルドがソビエト連邦の高官と会っていたことが分かった。そこで、元CIA諜報員
のボブ・ベーア率いる捜査チームはモスクワに目を向け、オズワルドと旧ソ連の国家保安委員会
（KGB）のつながりを調査していく。

機密文書公開！ケネディ暗殺とオズ
ワルドの謎 ＃3 捜査ファイル3

ケネディ暗殺とオズワルドの
謎

配信中

吹替／今回、ボブ率いる捜査チームは、ジョン・F・ケネディ大統領の殺害前の数か月間にオズワル
ドが住んでいたというルイジアナ州に目を向ける。オズワルドのニューオリンズでのタイムラインを組
み直していくと、捜査チームは「空白の期間」があることを発見。数週間もの間、誰もオズワルドの所
在や行動を把握できていないのだ。

機密文書公開！ケネディ暗殺とオズ
ワルドの謎 ＃4 捜査ファイル4

ケネディ暗殺とオズワルドの
謎

配信中

吹替／今回は、元CIA諜報員のボブ・ベーアがルイジアナのバイユーに足を踏み入れる。新たに機
密解除となった政府文書によると、オズワルドは沼の下で行われていた秘密作戦に関わっていた可
能性があり、ケネディ元米大統領暗殺の数か月前に傭兵や暴力的な過激派らと訓練していたかもし
れないのだ。ボブは極秘訓練場の証拠をつかむべく、水中音波探知装置の専門家と…。

機密文書公開！ケネディ暗殺とオズ
ワルドの謎 ＃5 捜査ファイル5

ケネディ暗殺とオズワルドの
謎

配信中

吹替／暗殺犯リー・ハーベイ・オズワルドの捜査をすすめる、元CIA諜報員のボブ・ベーア。今回は、
事件現場であるテキサス州ダラスを検証する。新たに機密解除となった文書により、ディーレイプラ
ザで運命の日を迎えるまでの数か月の間にオズワルドには共犯者らがいた可能性があることが明
らかになった。そこで、ボブはその男たちの証拠を求め、ダラスで捜査を進める。

機密文書公開！ケネディ暗殺とオズ
ワルドの謎 ＃6 捜査ファイル6

ケネディ暗殺とオズワルドの
謎

配信中

吹替／ジョン・F・ケネディ大統領殺害の数週間前から数か月前の間にオズワルドが手助けを受けて
いたことを示す新たな証拠を見つけた。犯行後の逃亡計画を明らかにするべく、ボブはオズワルドの
ダラスでの動きを追っていく。一方、捜査チームは数々の発見を確かめるべく、国際水域へ。アメリカ
の歴史を書き換えるほどの新しい証拠を掴む。

対決！クルマ達人決定戦 ＃1 タイ
ムアタック・チャレンジ

対決！クルマ達人決定戦 配信中
吹替／記念すべき第1話では、セレブたちが初のカーレースを繰り広げる。そのうち1人がとんでもな
いことに…。そしてブレーキチャレンジに挑戦。ルールは時速80キロを出して、レンガの壁にぶつか
らないようブレーキを踏むこと。

対決！クルマ達人決定戦 ＃2 カー
ト・チャレンジ

対決！クルマ達人決定戦 配信中
吹替／エピソード1では、アラン・ウーが衝突から生き残ったが、16世紀の要塞はアラン・ウーから生
き延びることはできるのか？セレブたちは、古代のアーチ道を通ってホットドッグのトレーラーをひっく
り返さなければいけない。そして最後はゴーカートで競い合う。

対決！クルマ達人決定戦 ＃3 ドリフ
ト・チャレンジ

対決！クルマ達人決定戦 配信中
吹替／ドリフトといえば、煙がくすぶるタイヤや急ブレーキだが、それだけではない。もっと高度なス
キルを必要とするのだ。そして今回セレブたちは難易度の高いパーキングチャレンジに挑戦。盲人
が盲人を導くようなこのチャレンジ、セレブの行方はいかに？

対決！クルマ達人決定戦 ＃4 オフ
ロード・チャレンジ

対決！クルマ達人決定戦 配信中

吹替／エキゾチックなクルマでレースをするのだと考えるセレブたちの予想は、ある意味で的中す
る。組み立て式おもちゃのようなクルマにV6エンジンを取り付けた乗り物にのり込み、いよいよ本気
を出す時がきた。彼らのミッションとは？それは、“ビッグ・ロック”として知られる塗装されていない
コースを制覇すること。

対決！クルマ達人決定戦 ＃5 ゼロヨン・
チャレンジ

対決！クルマ達人決定戦 配信中
吹替／今回は“ショッピングモール障害物レース”に挑戦、大混乱のなかセレブたちが文字通りショッ
ピングモールにぶつかる。そしてサコビア・リバー・ブリッジを渡る、ワールド・ドラッグレースで真っ向
勝負する。

対決！クルマ達人決定戦 ＃6 タイ
ヤ交換・チャレンジ

対決！クルマ達人決定戦 配信中

吹替／ラップタイムを更新するべく、セレブたちはレースに再挑戦する。今度は壁にぶつからないよ
うに注意しながら。あるセレブが正気を失ってしまい、元F1レーサー、アレックス・ユーンがメンターと
して支える。そして、ピットストップ・チャレンジに向けて、お互いの協力を強いられると、セレブたちは
競争心を露わにする。

対決！クルマ達人決定戦 ＃7 ペイ
ント・チャレンジ

対決！クルマ達人決定戦 配信中
吹替／今回セレブたちは渡されたお金で、車を購入し、本部に持ち帰ってゴージャスに飾り立てる。
そしてチームにわかれ、車でサッカー対決をする。元F1ドライバー、アレックス・ユーンがレフェリーと
して参加するが、その後まもなく後悔することになるのだった。
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対決！クルマ達人決定戦 ＃8 ファ
イナルレース

対決！クルマ達人決定戦 配信中
吹替／グランドフィナーレを飾るレースでは、殿堂入りをはたすセレブ1人が決定する。狭き門で、今
のところメンバーは0人。記念すべき1人目は一体誰？

歴史的秘宝を探し出せ！ ＃1 謎の
短剣

歴史的秘宝を探し出せ！ 配信中

吹替／サルファーフォーク川で謎めいた円盤を発見、驚くべき事実が明らかになる。さらには、ある
一家の裏庭に埋められていた武器、ルイス・クラーク探検隊の行路で謎のコインを発見する。その他
にも、カスター将軍のライフル、石に刻み込まれたアメリカ独立戦争の脱走兵の手がかりなど、本物
だとすれば歴史的にかなり重要なモノが次々と見つかった。

歴史的秘宝を探し出せ！ ＃2 サーベル
タイガーの化石

歴史的秘宝を探し出せ！ 配信中

吹替／ブルーとマイクは古代の斧らしきものを調査。一方デールは倉庫で発見された遺物を調べ
る。もしかすると奴隷に対して行われた残忍な行為とつながりがあるかもしれないのだ。他にも、木
彫りのワニを調査、アボリジニとアメリカのつながりが証明されるかもしれない。さらには珍しい彫刻
パイプが登場し、アメリカがアステカ族の伝説の故郷だったのでは？という憶測が飛び交う

歴史的秘宝を探し出せ！ ＃3 エイリ
アンの落とし物

歴史的秘宝を探し出せ！ 配信中

吹替／西部開拓時代の銀行強盗ジェシー・ジェームズが所有していたらしい、血が付いた拳銃を
持っているという男性に出会う。デールは、エイリアンの実在を証明するものが畑で見つかったとい
う農場を訪ねる。そして、ある男性2人が中西部の160キロ離れた場所でそれぞれ同じように貴重な
モノを発見した。一体どうやって発見に至ったのか？

歴史的秘宝を探し出せ！ ＃4 古代
の聖なる箱

歴史的秘宝を探し出せ！ 配信中

吹替／今回は、中世の小札鎧（こざねよろい）がなぜアリゾナの砂漠に捨てられていたのかを解き明
かす。他にも、初期のキリスト教と関係があるかもしれない遺物、井戸で発見された剣、興味深いブ
ローチ、そしてロサンゼルスにある木の根元で見つかった指輪を調査する。持ち主はアステカのもの
だと言うが…。

歴史的秘宝を探し出せ！ ＃5 鉄のデス
マスク

歴史的秘宝を探し出せ！ 配信中

吹替／ブルーはデスマスクを炭鉱で見つけたという家族に会う。もしかすると、殺人の証拠かもしれ
ない。デールは秘密のメッセージが刻まれた古代エジプトのスカラベを持っているという男性に会
い、リリーとレナードはオレゴン街道付近で見つけたという謎のモノを調査。メリマック川で発見され
た瓶のフタのようなものが沈没船か海賊船のものではないか調査するべく、川へ出かける。

歴史的秘宝を探し出せ！ ＃6 マヤ文明
の人面石

歴史的秘宝を探し出せ！ 配信中

吹替／デールとブルーは、フォトフレームの後ろに隠されていた手紙を発見したという女性に出会
う。手紙は偶然にもエイブラハム・リンカーンの書簡で、100万ドルの価値があるかもしれない。その
他、ある男性の裏庭で見つかった翡翠、チェサピーク湾岸で発見された顔面彫刻、大英博物館にあ
るものと完全に一致する彫刻が施された珊瑚を鑑定する。

歴史的秘宝を探し出せ！ ＃7 イン
カの時計 タイムボール

歴史的秘宝を探し出せ！ 配信中

吹替／民衆の英雄ジェームズ・ボウイの本物のボウイナイフを発見したという男性に会うデールだ
が、もっと大きなサプライズが待ち受ける。また、メイン州で見つかったヴァイキングのアイテムらしき
遺物、マヤのものらしき彫像、そしてテキサス州のある男性の敷地内で見つかった武器化した腕輪
と思われるアイテムが登場する。

歴史的秘宝を探し出せ！ ＃8 ヴァ
イキングの角

歴史的秘宝を探し出せ！ 配信中

吹替／今回は、過去に不幸をもたらしたことがある、鳥の形をした笛と奇妙なペンダントを鑑定する。
呪われてさえいなければ、かなり価値がありそうなアイテムだ。さらに、ハリケーン・カトリーナの被害
を免れた謎のアイテム、そしてある男性が見つけ、奥さんが捨てたがっているという角でできたヴァ
イキングの杯らしきものを鑑定する。


