2018年12月20日現在

【2019年1月】
配信本数：約35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。

タイトル

シリーズ名

配信
開始

内容

ヒトラーを追跡せよナチス最高幹部 ヒトラーを追跡せよナチス最
高幹部と秘密
と秘密 ＃6 捜査ファイル 6

吹替／ボブとジョンは、ナチスが大量破壊兵器の製造を計画していた可能性があることをつか
む。戦時中と戦後にナチスがどこまで実行可能であったか検証するため、ドイツのチューリンゲン
1月1日～
とアルゼンチンのバリローチェに捜査チームを送る。チューリンゲンでは、ジェイムズ・ホランドが
核兵器の試験場だったと噂される場所を訪れ…。

ヒトラーを追跡せよナチス最高幹部 ヒトラーを追跡せよナチス最
高幹部と秘密
と秘密 ＃7 捜査ファイル 7

吹替／1955年にアルゼンチン大統領でありナチスの忠実な支援者であったフアン・ペロンが失脚
した後、ヒトラーは別の土地へ逃げる必要があったと疑うボブとジョン。機密解除となった文書を調
1月1日～
べ直し、チリまたはパラグアイに避難した可能性があることを突き止める。パラグアイでは、マル
ティン・ボルマンの最終の安息地であったかもしれない場所を発見する。

ヒトラーを追跡せよナチス最高幹部 ヒトラーを追跡せよナチス最
高幹部と秘密
と秘密 ＃8 捜査ファイル 8

吹替／ボブとジョンは、ベルリンからチリへ至るまで何百もの機密解除された国際文書を追ってき
1月1日～ た。そして、今回はナチスとつながっていたとされるドイツの秘密コミュニティを調査。コミュニティ
内に第四帝国を築いていた可能性を示す手がかりを発見する。

対決！クルマ達人決定戦 ＃1 タイ
対決！クルマ達人決定戦
ムアタック・チャレンジ

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
1月1日～ 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
対決！クルマ達人決定戦
ト・チャレンジ

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
1月1日～ 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。

歴史的秘宝を探し出せ！ ＃2 サー
歴史的秘宝を探し出せ！
ベルタイガーの化石

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、
1月1日～
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

配信中

吹替／オザーク高原の真ん中で、昔ながらの方法で銃やナイフなどを作る鍛冶職人ダニエル・
ケーシー。200年もの歴史がある一等品「プアーボーイ」と呼ばれるライフルを制作し、新しい命を
吹き込む。

配信中

吹替／鍛冶職人のダニエル・ケーシーは「ボウイナイフ」第1号のレプリカ制作を始めるが、先人の
ような仕事は容易ではない。なんといってもアーカンソー州は、19世紀初期のアメリカならではの
ものが最初に鍛造された場所であり、それが今や一流のアイテムとなったのだ。ダニエルはジャ
ンクヤードから古い鋼や材木を回収し…。

配信中

吹替／プロの射手の依頼で18世紀のノースカロライナ・ライフルを制作するダニエル。究極の命
中精度を追及するため、ダニエルは斧の刃に弾丸を命中させて二つに割るという、ライフルの試
し撃ちを行う。ダニエルは評判を落とさず守ることができるのか、それともこのライフルで的外れと
なってしまうのか？

配信中

吹替／何世紀も変わることなく引き継がれてきた鍛造技術を駆使し、ダニエルはダマスカス・ダ
ガーのレプリカ製作に挑戦する。ダマスカスは、その強靭さや美しさにかけては一流の鋼と言わ
れ、侍やヴァイキングといった伝説の戦士たちが好んで使っていた。また、新しい赤ちゃんを迎え
るにあたり、家の増築を考えるダニエルだが…。

ザ・鍛冶男

配信中

吹替／ダニエルは地域で採れたクルミを使い、スムース・ボア・ショットガンを製作する。革命戦争
やフレンチ・インディアン戦争の兵士らは、射程距離が短いこの武器を使っていたという。時を経
て野鳥狩りなど幅広く使われるようになった。一方、ダニエルは家の近くの射撃場を離れた場所へ
移設する方法を考える。

ザ・鍛冶男 ＃6 喫煙可能「パイプ・
ザ・鍛冶男
トマホーク」

配信中

吹替／今回はアメリカ先住民を象徴するアイテムで、製作が難しいパイプ・トマホーク作りに挑
戦。また、家の近くの小川が氾濫しないか心配するダニエルは、対策として小川に溜まった流木を
爆破しようと計画する。

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。

ザ・鍛冶男 ＃1 再現！開拓者たち
ザ・鍛冶男
のライフル

ザ・鍛冶男 ＃2 アメリカが誇る「ボ
ザ・鍛冶男
ウイナイフ」

ザ・鍛冶男 ＃3 射撃競技用ライフ
ル

ザ・鍛冶男

ザ・鍛冶男 ＃4 最強の刃「ダマスカ
ザ・鍛冶男
ス・ダガー」

ザ・鍛冶男 ＃5 破壊力抜群の
ショットガン

デトロイト・スティール ＃1 1956年
デトロイト・スティール
式オールズモービル・ロケット88
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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…。

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
デトロイト・スティール
式プリムス・ロードランナー

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
デトロイト・スティール
式フォード・ブロンコ パート1

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
デトロイト・スティール
式フォード・ブロンコ パート2

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。

ヒトラーを追跡せよナチス最高幹部 ヒトラーを追跡せよナチス最
高幹部と秘密
と秘密 ＃1 捜査ファイル 1

配信中

吹替／ヒトラー亡命の可能性をあらゆる角度から調査するため、元CIA諜報員ボブ・ベーアとジョ
ン・センシッチ博士が専門家と科学技術を一新し帰ってきた。1万4千ページに及ぶ、国際情報機
関で機密解除となった文書をもとに、捜査チームは何万キロにも渡る調査を新たに開始する。

配信中

吹替／ボブとジョンによるヨーロッパとアルゼンチンでの二重捜査は続く。ヒトラーはベルリンから
飛行機で逃亡したとして調査を進めるが、捜査チームはヒトラーがスペインへ行く途中、立ち寄っ
た場所があると推測。戦後、ヒトラーがデンマークにいたとする文書を手掛かりに、レニーとジェイ
ムズ・ホランドは現地へ向かう。

配信中

吹替／ボブとジョンの捜査の舞台はスペイン北部へ。ヒトラーと近い間柄にあったレオン・デグレ
ルはデンマークからスペインのサンセバスティアンへ移動した可能性があると文書に記されてい
たのだ。ジェイムズ・ホランドとマイク・シンプソンは現地で調査を開始する。一方、アルゼンチンで
調査を続ける捜査チームは、ヘルマン・ゲーリングの親族に話を聞くことに成功。

配信中

吹替／ヒトラーと右腕マルティン・ボルマンが辿ったとされるルートを追い、スペインで捜査を続け
る捜査チームだが、ドイツの内部文書を発見。終戦前にヒトラーとボルマンがバルセロナへの逃
亡を計画していたと記されていた。バルセロナでは、ナチス最高幹部らのための逃亡・脱出ネット
ワーク組織「ディ・シュピネ」の黒幕がボルマンであったかもしれないとつかむ。

配信中

吹替／スペインのカディスでは、マイクとジェイムズが手掛かりを追って、ナチス諜報員の会合場
所だったとされるホテルを訪ねる。そこで、ホテルから海へと続く謎めいたトンネルを発見する。ボ
ブとジョンは第二次世界大戦中に諜報活動が盛んだったことで知られる都市、モロッコのタンジー
ルに捜査チームを送る。

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。

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。

配信中

字幕／リチャード・マットとデヴィッド・スウェットの2人は、3週間以上にわたり世界中から注目を集
めた。彼らは厳重な警備が敷かれた150年の歴史を誇るクリントン刑務所から、マンホール経由で
初の脱出に成功したのだった。その強烈なストーリーを軸に、世界中の刑務所施設と数々の脱走
劇にスポットを当て、施設の内部構造から徹底解剖する。

タイトル

シリーズ名

デトロイト・スティール ＃2 1967年
デトロイト・スティール
式オールズモービル98

デトロイト・スティール ＃3 1974年
デトロイト・スティール
式ダッジW100

ヒトラーを追跡せよナチス最高幹部 ヒトラーを追跡せよナチス最
高幹部と秘密
と秘密 ＃2 捜査ファイル 2

ヒトラーを追跡せよナチス最高幹部 ヒトラーを追跡せよナチス最
高幹部と秘密
と秘密 ＃3 捜査ファイル 3

ヒトラーを追跡せよナチス最高幹部 ヒトラーを追跡せよナチス最
高幹部と秘密
と秘密 ＃4 捜査ファイル 4

ヒトラーを追跡せよナチス最高幹部 ヒトラーを追跡せよナチス最
高幹部と秘密
と秘密 ＃5 捜査ファイル 5

ヒューマン・ジャーニー アメリカ合衆国
アメリカ合衆国のつくりかた
のつくりかた Part 1

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

奇想天外！アメリカの脱獄スペ
シャル

アメリカ合衆国のつくりかた

-
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タイトル

シリーズ名

機密文書公開！ケネディ暗殺とオ ケネディ暗殺とオズワルドの
ズワルドの謎 ＃1 捜査ファイル1 謎

機密文書公開！ケネディ暗殺とオ ケネディ暗殺とオズワルドの
ズワルドの謎 ＃2 捜査ファイル2 謎

機密文書公開！ケネディ暗殺とオズワ ケネディ暗殺とオズワルドの
ルドの謎 ＃3 捜査ファイル3
謎

驚愕の新事実！アルカトラズからの
脱出

-

刀剣の鉄人 S2 ＃10 古代エジプト
刀剣の鉄人 S2
の剣「ケペシュ」

刀剣の鉄人 S2 ＃11 スコットランドの
剣「クレイモア」

刀剣の鉄人 S2 ＃12 攻守の盾「スパ
イクシールド」

刀剣の鉄人 S2

刀剣の鉄人 S2

刀剣の鉄人 S2 ＃13 ヴァイキング
刀剣の鉄人 S2
の剣

刀剣の鉄人 S2 ＃14 ネパールの
短刀「ククリ」

刀剣の鉄人 S2 ＃9 中世の
「ウォーハンマー」

刀剣の鉄人 S2

刀剣の鉄人 S2

歴史的秘宝を探し出せ！ ＃1 謎の
歴史的秘宝を探し出せ！
短剣

配信
開始

内容

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…。

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。

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。

配信中

字幕／52年前、三人の囚人がアメリカで最も脱獄不可能と言われた刑務所から前代未聞の逃走
を試みた。だが史上最大級の追跡が行われたにもかかわらず、とうとう脱獄囚は捕えることがで
きなかった。そして今回、何十年もの沈黙を破り、脱獄囚の親族たちが囚人たちについて重い口
を開き始めた。

配信中

吹替／今回の刀剣職人へのチャレンジは、鋼鉄製ケーブルから武器を鍛造すること。挑戦者が
手ごわいケーブルに苦戦するにつれ、チャレンジの行方が明らかになっていく。ラウンド2のあと、
残った挑戦者2人は自宅で古代エジプトの剣、ケペシュを鍛造する。鍛冶場で象徴的な武器の性
能が試されるが、「刀剣の鉄人」チャンピオンの称号を手にするのは果たして誰なのか。

配信中

吹替／4人の刀剣職人は、「刀剣の鉄人」史上もっとも厳しいチャレンジに挑戦する。電力も電動
工具も取り上げられ、使ってよいのは炎と素手だけ。そしてこの難題を制し、勝ち残った2人を待ち
受けているのは、スコットランドの英雄、ウィリアム・ウォレスの伝説の兵器であり、スコットランドの
象徴である両刃剣をたった5日で鍛造することだった。

配信中

吹替／今回の刀剣職人へのチャレンジは、3つ以上の金属を得意のスタイルのブレードに変身さ
せること。苦悩と失敗の末、最終ラウンドに勝ち進むのは2人のみ。次は自宅にもどり伝説のスパ
イクシールドを鍛造するのだ。厳しいテストを乗り越え、「刀剣の鉄人」チャンピオンの称号を手に
するのは？

配信中

吹替／4人の刀剣職人は、今シーズンで最も過激なチャレンジに挑戦する。車の廃素材を利用
し、ブレードを鍛造するまでの時間を競うのだ。最終ラウンドに勝ち進んだ2人は、5日間でヴァイ
キングの剣を鍛造する。極限まで追い込まれた職人たちは衝撃のフィナーレを迎える。「刀剣の
鉄人」チャンピオンの称号は誰の手に？

配信中

吹替／今回の刀剣職人は、それぞれ独特なクセがありタイプが大きく異なる4種類の金属を形作
り、完全に機能する武器に仕上げるというチャレンジに挑戦。厳しいテストの結果、勝ち残るのは2
人だけ。最終ラウンドでは、軍事史上もっとも危険な武器といわれる、ネパールのククリを鍛造す
る。待ち受けるテストの結果、「刀剣の達人」チャンピオンの座を手にするのは？

配信中

吹替／4人の刀剣職人へのチャレンジは、金属の廃材から好きなものを選んで鍛造し、頑丈なブ
レードを作ること。ブレードは厳しいテストに耐えられるのか？勝ち進んだ2人は、ウォーハンマー
を鍛造する。自宅の鍛冶場で5日間の作業をへて、職人たちはハンマーを手に勝利への道を開い
ていく。「刀剣の鉄人」チャンピオンの称号を手にするのは果たして誰なのか？

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。

