2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約55本

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。

タイトル

シリーズ名

※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。

配信
開始

内容

「007」に登場！Hiller社のヘリコプ
ター

イギリスお宝鑑定団ポーン・
スターズ

配信中

吹替／ビッグ・マークとリトル・マークは、『007／ゴールドフィンガー』のキャラクター、プッシー・ガロア
のチョッパー（ヘリコプター）に出会う。恐怖の試乗で怖気づいてしまった2人だが、交渉という重要な
仕事がまだ残っている。そんな中、サイモンとヴィッキーは初代ウェリントン公爵の葬儀の参列許可
証を持ち込む客から、高額取引を求められる。

「不思議の国のアリス」挿絵原画

イギリスお宝鑑定団ポーン・
スターズ

配信中

吹替／ヴィッキーとサイモンは、ヴィクトリア朝時代の骸骨を入手する機会に恵まれる。果たしてそ
れを希望通りの価格で入手できるのか？そのほかにも『不思議の国のアリス』の挿絵セットの原版
が持ち込まれ、サイモンとマルコはその交渉に挑む。一体彼らの交渉は成立するのか？それとも物
語の帽子屋のように、気を狂わされてしまうのだろうか？

1937年式 コード・コンバーチブル

アメリカン・ピッカーズ S9

配信中

吹替／1800年代中期から敷地を所有しているというバーバラのもとを訪れた2人。社交界で有名だっ
たという亡きバーバラのいとこの所有した物の中には、状態の良い1937年式のコード・コンバーチブ
ル車や、感謝祭に行われる伝統的パレードの歴史にまつわるお宝も含まれていた。

1972年式フォード・ランチェロ

アメ車工房 最強タッグの大
作戦

配信中

吹替／サビだらけの1972年式のフォード ランチェロをカスタマイズすることになったリープとピットブ
ル。だが今回はいつもとは全く違う。かの有名なニューヨーク・モーターショウで、完成車を披露させ
るというのだ。野心的なプロジェクトを目の前に、リープはハンマーを持って作業に着手。果たして最
新デザインのボディをまとったアメリカン・マッスルカーは完成するのか？

1981年式シボレー・カマロ

アメ車工房 最強タッグの大
作戦

配信中

吹替／メカニックの専門家「ピットブル」ことスティーブは、世界的に有名なバングラデシュ出身の
カーデザイナー、リープと共に1981年式カマロをリメイクすることになった。果たして彼らはこのポンコ
ツ車を、イカしたスピードカーに仕上げることができるのだろうか？リープの独自のビジョンや作業ス
タイルの古さを目にした他の作業員たちは…。

NASAの極秘計画

古代の宇宙人 S8

配信中

吹替／1969年7月、アポロ11号が初めて人類を月に送り込んだ。そのロケットを発明したのが「ロ
ケットの父」ヴェルナー・フォン・ブラウンである。フォン・ブラウンはドイツのナチスに参加し、ロケット
作りに励んだ。ドイツのロケット技術は当時としては極めて優れており、今でも謎に包まれている反
重力システムまで研究されていた。

NFL選手のサイン入りフットボール

アメリカお宝鑑定団ポーンス
ターズS13

配信中

吹替／プロフットボール殿堂に選出されたウォルター・ペイトンのサイン入りボールがショップに転が
り込んできた。果たしてコーリーはこのお宝の交渉でタッチダウンをすることができるのか？その後、
第1回スーパーボウルのプログラムが、コーリーの元に持ち込まれた。彼は時間内に得点することが
できるのか？

アポロ13号の月着陸船

ミュージアム・メン

配信中

吹替／今回のオファーは科学産業博物館の宇宙開発競争に関する展示。3人の宇宙飛行士を奇跡
的に地球に帰還させた、有名なアポロ13号の月着陸船を再現することだ。1970年、アポロ13号が月
へ向かう途中、酸素タンクが爆発、生き残りをかけて3人の宇宙飛行士は司令船から月着陸船に避
難。そして彼らは豊かな創造力と少しのダクトテープを使って無事に生還したのだ。

アメリカ騎兵隊の旗

アメリカお宝鑑定団ポーンス
ターズS13

配信中

吹替／「グリズリー・アダムズ物語」でおなじみのダン・ハガティのサイン入りアイテムが持ち込まれ
て鑑定するリックたち。果たしてこのお宝の価値はいかに？セオドア・ルーズベルトが所属した義勇
騎兵隊連帯（通称ラフ・ライダーズ）で持っていたという星条旗が持ち込まれた。コーリーとリックはこ
のアメリカの歴史の重要なアイテムを最後まで粘り、手に入れられるだろうか？

エイリアンによる誘拐

アラスカの恐怖「魔の三角地
帯」

配信中

吹替／UFOの目撃が多発するアラスカ山脈のヘーズ山で、一人の登山家が行方不明になった。捜
査チームのメンバーたちは、謎に満ちた行方不明事件に迫るべく、エイリアンの領域にまで足を踏み
入れようとする。目撃情報や証言をもとに、魔の三角地帯と言われる地域での地球外生命体による
誘拐事件の調査が始まった。

ガソリンスタンドの看板コレクション

アメリカン・ピッカーズ S9

配信中

吹替／イリノイ州でオイルやガソリンに関連するアイテムの膨大なコレクションを見せてもらう2人。さ
らに、ホームグラウンドのアイオワ州に戻り、レギュラーのクライアントであるモーターバイク博物館
の館主を訪ね、去年2人が手に入れたレアなサイクルカーの交渉をする。

ゾンビと殺人鬼

トゥルー・モンスターズ

配信中

吹替／歴史上語り継がれる食人鬼や殺人鬼の驚くべき真実に迫る。革命戦争時に生まれたバン
シーと呼ばれるアイルランドの伝説の妖精は未だにノースカロライナ州の森を呪い続けているのだ
ろうか？16世紀のスコットランドに存在した食人族のほか、シカゴ万博開催時に登場した悪名高き連
続殺人鬼が童話の殺人鬼「青髭」から影響を受けたかどうかなどを検証。

ツタンカーメン

ミュージアム・メン

配信中

吹替／今回、クリエイティブ・アーツの任務はセント・ピーターズバーグ歴史博物館所蔵のレディ・オ
ブ・ザ・ナイルと呼ばれる女性ミイラの展示をリニューアルすること。かつ入館者数増のため、訪問者
が驚き魅了されるような革新的な展示をしなければならないのだ。そこで彼らはエジプトのミイラとし
て最も知名度の高いツタンカーメンのミイラと同じ方法で展示することに決める。

ドミノ・カー・クラッシュ

デアデビルズ-命知らずのス
タントマン-

配信中

吹替／ミスター・ディジー、ドクター・デンジャー、スパンキーとブライアン・スパングラーは、迫るスタ
ント・シーズンの開幕にうずうずしている。恒例のファイヤー・ランでシーズンをスタートさせたドク
ター・デンジャーは次のドミノ・カークラッシュのスタントの開催地へと向かっていた。一方ミスター・
ディジーは曰く付きのマジックバレー・スピードウェイの地に立っていた。
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ナチスのUボート「ゼーフント」

ミュージアム・メン

配信中

吹替／今回のクリエイティブ・アーツは、タンパベイ歴史センターのため、第二次世界大戦時にドイツ
軍が所有した実寸の小型潜水艦ゼーフントを制作する任務を課せられた。この実大の潜水艦を展示
を見れば人々は、いかに極端な狭さの潜水艦と水上での激しい交戦にドイツ軍が耐えたのか実感で
きるだろう。しかしこれは制作チームにとって、稀に見る困難なプロジェクトとなった。

ピノキオの年代物フィギュア

アメリカお宝鑑定団ポーンス
ターズS13

配信中

吹替／「ヘルビリー」と名づけられたフォード・モデルA車を鑑定するチャムリー。マフラーから火を噴
きチェンジレバーもガイコツにカスタマイズしてある珍しい1台だ。果たしてチャムリーはリックの財布
を炎上させないように交渉ができるだろうか？その後、ピノキオとドナルドダックのブリキのおもちゃ
が持ち込まれ、幼少の頃を思い出すリックとコーリー。玩具の交渉の結果は？

フリーメイソンの剣

アメリカお宝鑑定団ポーンス
ターズS13

配信中

吹替／フリーメイソンが所有したという剣を鑑定するリックとコーリー。果たしてこの交渉を秘密裏に
成立させることができるのか？その後、ギブソンのマスター・ミュージアムギターを試し弾きすること
を思い付いたコーリーとチャムリー。シリアル番号1と刻印された貴重な1本だが…？

ヘアリーマンを探せ！

アラスカの恐怖「魔の三角地
帯」

配信中

吹替／アラスカの地でも、ビッグフットに類似した14フィート以上（4m以上）の怪物の目撃情報が報告
されている。果たして、このどう猛な巨大な怪物は、アラスカの三角地帯に住む人間を狙っているの
だろうか？未知動物学者のケン・ガーハードと彼のチームは、いまだ捕獲不可能なこの怪物の捜索
に乗り出した。

ベーブ・ルースのサイン入り小切手 ターズS13

配信中

吹替／ベーブ・ルースのサイン入り小切手を鑑定することになったリック。果たして彼はこのお宝の
交渉でホームランを打つことが出来るのか？その後、南北戦争時代に海軍の制服に使用されてい
たボタンをチェックするコーリー。果たして彼は撃沈せずに交渉を成立させることができるのか？さら
に腰痛が再発したリックのため、チャムリーがひと肌脱ぐことになったのだが…。

モハメド・アリ使用のパンチングボー イギリスお宝鑑定団ポーン・
スターズ
ル

配信中

吹替／450年前のものとされる宗教学術書がヴィッキーとサイモンのもとに持ち込まれた。450年前
のものにしては状態が良好で、そこに施された象嵌も現代風だ。しかも著者の名前の綴りも間違って
いる。売主は彼らに本当の事を打ち明けるのだろうか、それともヴィッキーとサイモンは速断してしま
うのか？

モンスタートラックを飛び越えろ

デアデビルズ-命知らずのス
タントマン-

配信中

吹替／大がかりなスタント・ショーの準備を進める中、取りを務めるクラッシャーとミスター・ディジー
が衝突。しかし8つの同時スタント・ショーの開催に注力すべく関係を修復する。いよいよヘッドライ
ナーであるクラッシャーのT-BONEジャンプスタントの時が迫るが、果たして彼はショーを締めくくるよ
うな大スタントが見せられるのだろうか？

リック・ハリソンがやって来るヤァ！
ヤァ！ヤァ！

イギリスお宝鑑定団ポーン・
スターズ

配信中

吹替／ビッグ・マークの質店仲間であるリック・ハリソンが、ロックと観光を楽しむためにラスベガスか
らやってきた。マークはリックを感心させようと彼をカーナーヴォン城に案内するが、そこから戻るま
でにひと騒動起きる。

悪魔と地獄

トゥルー・モンスターズ

配信中

吹替／本物のモンスターは伝説の裏に潜んでいる。悪魔（サタン）、悪霊（デーモン）や地獄の支配
者たちの驚くべき真実が、地獄の門が開くと共に解き放たれてゆく。17世紀、ニュージャージー州の
森の奥で野獣のような悪魔が産まれた。その悪魔は未だパインバレンズと呼ばれる場所で被害をも
たらしている。様々な悪魔の歴史を辿ってゆく。

一攫千金！？「ワレモノ注意」の箱

ストレージ・ウォーズ

配信中

吹替／今回のストレージ・ウォーズでは…。ロングビーチには、高級輸入品と低所得者層の住宅と
いう極端な二つの要素がある。どのストレージの向こう側にどちらの層の所有物が眠っているのか
は、誰にも分からない。サーフボードやカウボーイ、工具などが収納されているストレージをデイヴと
ダレルが取り合う。一方、ジャロッドとブランディは、狙いのストレージに入札する。

危険な妖精

アラスカの恐怖「魔の三角地
帯」

配信中

吹替／アラスカの魔の三角地帯内では、偶然にも行方不明になった人々に代わり、小さな人型の像
が発見されている。これはもしかすると未開の地にいまだ生息している邪悪な人食い小鬼族の仕業
ではないだろうか？調査チームは、謎の生物群を探し出すべく氷穴に足を踏み入れる。

検証！ノストラダムス「21世紀」の大
予言 前後編

配信中

吹替／21世紀のノストラダムスについて語る時期になった。1555年に初の予言集を出版したフラン
ス人の薬剤師、ノストラダムスの存在は今も人々の想像力を掻き立てている。彼は、ロンドン大火、
ナポレオンやヒトラーの台頭、9.11同時多発テロの貿易センター攻撃に至るまで、世界中の出来事を
次々と的中させた。

個性豊かなバイヤー集結！

ストレージ・ウォーズ

配信中

吹替／舞台はカリフォルニアのハイ・デザート。この地で、中身が入ったまま放棄されたストレージ・
ロッカー内の所蔵品をめぐり目利きのストレージ・バイヤーたちが熾烈な戦いを繰り広げる。ガラクタ
の中の物をお宝と信じ大きな賭けに出る挑戦者。数々のお宝と、個性的で狡猾なバイヤーたち- い
ままさにストレージ・ウォーズの火蓋が切って落とされた！

古びた新聞の山

ストレージ・ウォーズ

配信中

吹替／カリフォルニア州ホームランド。定年退職者が多く住む高級住宅地の真ん中のストレージを
舞台に、バイヤーたちは高得点をあげることを夢見る。ダレルは家具が多く収納されたストレージを
落札。ジャロッドは金庫が入ったストレージを入手して賭けに出る。果たして彼らが出会った物はガラ
クタなのかお宝なのか？

アメリカお宝鑑定団ポーンス

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約55本

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。

※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。

シリーズ名
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開始

内容

時空の渦

アラスカの恐怖「魔の三角地
帯」

配信中

吹替／1950年、44名の隊員を乗せた一機の軍輸送機が、アラスカの魔の三角地帯内で消息を絶っ
た。以降、その軍機は発見に至っていない。果たしてこの行方不明事件は悪天候が原因なのか、ま
たはもっと邪悪な何かによるものなのか？調査チームは、軍機が時空の渦に巻き込まれ、別の次元
に移った可能性を探ってゆく。

人工オーロラ

アラスカの恐怖「魔の三角地
帯」

配信中

吹替／アラスカの地では、何世紀にもわたってオーロラが謎の力を秘めていると考えられてきたが、
人工のオーロラが人々の意識をコントロールする可能性はあるだろうか？政府の極秘研究施設とさ
れるHAARPが電磁発電機の役割を果たし、魔の三角地内で人々が消息を絶つ原因となっていない
だろうか。

世界初の超音速飛行ロケット機「ベ
ミュージアム・メン
ルX-1」

配信中

吹替／フロリダ州ラーゴの軍事歴史博物館が所有するベルX-1の展示を作成することになったクリ
エイティブ・アーツ集団。チャック・イェーガーが搭乗して世界初の超音速飛行に成功したロケット実
験機だ。ロジャーと彼のチームは、実験機をフロアに設置するよりも、天井から吊り下げるユニーク
な展示を提案するが、その為にはベルX-1は軽量かつ、展示の安全性も…。

先史時代の宇宙人

古代の宇宙人 S8

配信中

吹替／ミシガン湖の底でストーンヘンジのような岩の配列が見つかり、その岩の1つに「マストドン」と
呼ばれる絶滅動物の彫刻のようなものがあった。マストドンは1万年から1万2000年前に絶滅してい
ることから、それ以前に彫刻されたものだという可能性がある。古代宇宙飛行士説論者たちは、先史
時代の文明を探し、滅亡した理由を学ぶことで人類の滅亡を回避できると…。

捜査ファイル 1

ヒトラーを追跡せよ 浮かび上
がる亡命説

配信中

吹替／FBIのファイルを元に捜査チームが向かったのは農園の広がるアルゼンチンの町チャラタ。
現地にたどり着いた彼らは、FBIの機密解除文書をもとに捜査を開始する。開始して間もなく、元ヒト
ラーユーゲント（ナチ党青少年教化組織）の一部であった学校らしき建物を発見。学校の設立者であ
り、ここを拠点としていたナチ党員のカルロス・バックについての情報も入手する。

捜査ファイル 2

ヒトラーを追跡せよ 浮かび上
がる亡命説

配信中

吹替／FBIが機密解除した極秘ファイルをたよりに、チャラタ経由でミシオネスのジャングルにやって
きたチーム。ティムたちは、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイの国境付近で自給自足が可能なナ
チスのアジト跡らしき建物を発見する。中には1940年代に使われていたコインやヒトラーの写真をは
じめとする遺品のほか、贅沢な潜伏生活を表す日用道具も見つかった。

捜査ファイル 3

ヒトラーを追跡せよ 浮かび上
がる亡命説

配信中

吹替／ヒトラーが自身の死亡を偽装した可能性が高いことを探り出したレニーは、最後にヒトラーが
公の場で目撃された翌日、テンペルホーフ空港から大量のナチス兵士たちが逃亡していたことを知
る。逃亡に使われた航空機には、ヒトラー個人のスーツケースも積まれていた。さらにチームはヒト
ラーが潜伏していた地下壕とテンペルホーフ空港はトンネル網で繋がっていたことを…。
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ヒトラーを追跡せよ 浮かび上
がる亡命説

配信中

吹替／ヒトラーの航空機用の滑走路として使われていた可能性を探っていると、巨大なナチスのカ
ギ十字を発見した。ナチスの金塊の流れを追跡する中、ビーゴの町に、隠されたUボート用の波止場
を見つける。ヒトラーのスペイン国外への逃亡を後押しした可能性を裏付ける発見となった。

争奪！セクシーなマネキン電話

ストレージ・ウォーズ

配信中

吹替／今回のストレージ・ウォーズでは…、スペイン系アメリカ人の歴史的文化が色濃く残るカリフォ
ルニア州リバーサイド。倉庫から出てきたマネキン電話、密造酒を作るための蒸留器、立派な事務
用什器などをめぐり、バイヤーたちが熾烈なバトルを繰り広げる。果たしてこれらお宝の価値は？

伝説の神々

トゥルー・モンスターズ

配信中

吹替／ギリシャやノルウェーには、この世の覇権を巡り戦ったモンスターや神々にまつわる壮大な神
話が多く残されている。果たしてこれら英雄の神々は実在したのだろうか？プロメテウスの伝説を知
ることで、古代医学の謎を解明できるのだろうか？

殿堂入りNFL選手のユニフォーム

アメリカお宝鑑定団ポーンス
ターズS13

配信中

吹替／ロッククローラーと言われるモンスタートラックを鑑定する機会を得たリック。この夢のようなオ
フロード・マシンをショップに乗って帰ることができるのか？その後、ボブ・ヘイズが試合で着用したと
いうジャージーを手にすることになったコーリー。果たして彼はこのお宝を手に入れてタッチダウン・
ダンスが出来るだろうか？

1960年式フォルクスワーゲン タイプ アメリカお宝鑑定団ポーンス
ターズS13
2

8月1日～

吹替／完全に修復された1960年代のフォルクスワーゲン・サンバ・マイクロバスを鑑定することに
なったリック。23ウィンドウのレアな型だが、この60年代を象徴する一台を手に入れることができるの
か？その後、セルヒオ・ブスタマンテの卵のアートが持ち込まれて困惑してしまうチャムリー。果たし
て彼はこの交渉をどう調理するのだろうか？

1966年式 シボレー・シェベル

8月1日～

吹替／アイオワ州のホームに戻った2人は、とある敷地の宝の山にたどり着く。そこには、フランクが
高校時代を思い出すようなヴィンテージ車が埋もれていた。そしてそこには何十年も開かれていない
という納屋もあり、その中から亡くなった父や娘がずっと探し続けていた物が発見され、おこぼれに
ありつけると思い喜ぶマイクとフランク。だが、値段はつり上がり交渉は難航。

8月1日～

吹替／His and Hers修理店から1970年式プリマスのロードランナーと1970年式ダッジ・コロネットの2
台の修復委託を受け、喜びが倍増のダニー。仕事量も倍増の作業員たちの手は果たして回るの
か？その後、ショップのエアブラシ専任を名乗り出るローリーに反して、ライアンとマイクは別のプラ
ンを提案する。

タイトル

アメリカン・ピッカーズ S9

1970年式ロードランナー＆コロネット
カウンティング・カーズ S4
（後編）

2017年7月14日現在

【2017年8月】
配信本数：約55本

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。

※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。

配信
開始

内容

1970年式ロードランナー＆コロネット
カウンティング・カーズ S4
（前編）

8月1日～

吹替／His and Hers修理店から1970年式プリマスのロードランナーと1970年式ダッジ・コロネットの2
台の修復委託を受け、喜びが倍増のダニー。仕事量も倍増の作業員たちの手は果たして回るの
か？その後、ショップのエアブラシ専任を名乗り出るローリーに反して、ライアンとマイクは別のプラ
ンを提案する。

1973年式ビュイック・リビエラ（後編） カウンティング・カーズ S4

8月1日～

吹替／カーショウを主催することになったダニーは、73年式の「ボート・テール」リヴィエラをレストアし
てイベントでメインの見世物にしようと考える。そんなダニーを横目に作業をするマイクは、何とかし
て一枚噛もうと考えを巡らせる。そんな折、車高を上げたホットロッド車ガサーを発見したダニーは、
所有者のもとで驚きのマッスルカー・コレクションを見せられる。

1973年式ビュイック・リビエラ（前編） カウンティング・カーズ S4

8月1日～

吹替／カーショウを主催することになったダニーは、73年式の「ボート・テール」リヴィエラをレストアし
てイベントでメインの見世物にしようと考える。そんなダニーを横目に作業をするマイクは、何とかし
て一枚噛もうと考えを巡らせる。そんな折、車高を上げたホットロッド車ガサーを発見したダニーは、
所有者のもとで驚きのマッスルカー・コレクションを見せられる。

タイトル

シリーズ名

2000年式シボレーS10

アメ車工房 最強タッグの大
作戦

吹替／リープとピットブルにとって初のピックアップトラック、シボレーS10を手掛けることになった。こ
8月1日～ のトラックを真っ白のキャンバスと捉えたリープは、大胆なデザインの計画を考え付く。一方のピット
ブルは、時速0から60マイルまで加速するのに最短記録を出す500馬力のエンジンを移植する。

2002年式 三菱ランサー

アメ車工房 最強タッグの大
作戦

8月1日～

吹替／リープとピットブルは、限られた予算の中で廃車手前の日本車を、アメリカン・マッスルカーに
仕立て上げようとする。カーデザイナーのリープはデザインのアイデアを意外な場所から思いつく。
車の天井部分を切断して作業員たちをパニックに陥れながら、彼にしか見えていないビジョンを現実
化させようとする。一方のピットブルは、エンジンパワーを倍増させることを考える。

エジソン発明エレクトリック・ペン

アメリカン・ピッカーズ S9

8月1日～

吹替／ウィスコンシン州で教授をするステファンは扇風機マニア。しかし長年探し求めていたアン
ティークのテスラ・モーターを見付けてからは、それを手に入れるために所有品の一部を手放して、
資金稼ぎをすることに。そこで、エジソンが発明した激レアなヴィンテージ品をマイクに買い取っても
らい、少しでも資金の足しにしようとする。

ジミ・ヘンドリックスのギター

アメリカお宝鑑定団ポーンス
ターズS13

8月1日～

吹替／ヴァイキングが使用していた貴重なアイテムのコレクションが持ち込まれて、それらを鑑定す
ることになったポーンスターズたち。果たしてリックたちは宝の山まで辿り着くことができるのか？そ
の後、ジミ・ヘンドリックスがスタジオで弾いたというフェンダー・ストラトキャスターが持ち込まれ、ロッ
クンロール天国にいるかのように舞い上がるリック。

古きよき64年式フォードF100

ワゴンで行こう！埋もれたク
ルマ発掘隊

吹替／ラトレッジとジョージは、4年間自然の中で放置されたまま虫が棲みついた1964年式フォード
8月1日～ F100を修理することになった。そのもう一方で、2人はウィンター・フラリー・レジェンドに出向き、レー
スドライバーとしての腕を競う。

古代のロボット

古代の宇宙人 S8

8月1日～

吹替／（株）国際電気通信基礎技術研究所の石黒浩特別研究所では、人間の表情に限りなく近づ
けた「ジェミノイド」という人間型ロボットが開発されている。また、テキサス大学の研究チームは「ド
リーマー」というロボットで人間の身体の動きを再現しようとしている。そのような技術が数千年前に
存在していたのではないか、と考えるのが古代宇宙飛行士説である。

新種？巨大オオカミ

アラスカの恐怖「魔の三角地
帯」

8月1日～

吹替／アラスカの原生林の奥深く、行方不明者が多発するエリアで怪物のような野獣が目撃されて
いる。野獣の襲撃から生き延びた被害者の報告では、その生物は巨大でクマのように鋭い爪を持っ
たオオカミのような野獣だという。果たしてその謎の動物とはいったいなんなのか。この地域で発掘さ
れた化石には、オオカミとクマの混血種がこの地域に生息していた事実を示唆して…。

浸水デロリアンを救え

ワゴンで行こう！埋もれたク
ルマ発掘隊

吹替／デロリアンを過去から連れ戻すという依頼を受けたラトレッジとジョージ。この1981年式デロリ
8月1日～ アンは、ハリケーンのサンディで水没被害に遭った車体だ。その一方、ラトレッジはジョージを道連れ
にして1969年式スバル360マイクロバンをゴルフカートに変身させようとする。
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ヒトラーを追跡せよ 浮かび上
がる亡命説

8月1日～

復活、ワーゲン・タイプ181

ワゴンで行こう！埋もれたク
ルマ発掘隊

吹替／サビだらけの1974年式フォルクスワーゲンシングを修復することになったラトレッジとジョー
8月1日～ ジ。彼らに与えられた修理期間は2週間だ。もう一方で、2人は1996年式ビュイックのロードマスター
に「クール」な手を加える。

吹替／サモス修道院でナチス兵士やヒトラーに関する目撃情報を掴んだレニー・デポールとジェラル
ド・ウィリアムズは、目撃者の聞き込み情報をたよりに飛行滑走路跡地へと向かう。航空機での移動
を裏付ける証拠を掴んだチームは、ヒトラーがスペインから南アメリカへ逃亡した説を結論付けた。U
ボート調査では、海底で探知した金属を探すべくダイバーを送り込むことに。

