
 

 

2007年 4月 27日 
株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド 

 
 

バージョンアップした新『Gガイド』、本日サービス開始！ 
写真表示、SI情報（*1）連携など新機能追加。TBS系列を中心に 32放送局と提携し全国展開へ 

 
 
電子番組表（EPG）サービス『G ガイド』を展開する株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド（本社：東

京都中央区、社長：田路圭輔、以下 IPG）は、地上デジタル放送対応の新『G ガイド』サービスを 4月 27日
より開始致します。 

新『Gガイド』では、地上アナログ放送対応サービス、BSデジタル放送対応サービスで既に1,200万台の
出荷実績（*2）のある『Gガイド』をベースに、地上デジタルデータ放送の仕組みに対応するよう新規で開発し、
TBS系列を中心とする全国32地区、32放送局と提携して全国展開を行います。新『Gガイド』では、番組表
機能、広告機能の大幅な改良を実現し、従来の『Gガイド』にはなかった多くの新機能を追加しています。 

サービス開始当初の主な新機能は、以下になります。 

1. オススメ番組情報が表示される「トピックス」に写真表示が加わります。（従来はテキスト表示のみ） 
2. 9日以上先の番組情報が表示される「トピックス」から番組の視聴予約・録画予約が可能となります。

SI情報と連携するので番組の放送時間変更に伴う録画失敗はありません。 
（従来は、番組表からの予約のみで、8日先までの対応） 

3. パネル広告、テキスト広告の詳細画面に写真表示が可能となります。 
4. 放送局が編成変更してから5分以内で、最新の番組情報の取得が可能となります。 
5. 番組に関連する人物やキーワード情報から直接番組検索が可能となります。 

その他にも多くの新しい機能を備えており、今後も順次新機能を投入していく予定です。 

新『Gガイド』サービスに対応する受信機は、ジェムスターマルチメディア株式会社（本社：東京都千代田区、
社長：西村明高、以下GML）の協力のもと、第一号機として4月27日に『Panasonic』ブランドより対応テレ
ビが発売されます。（松下電器産業株式会社、VIERA（ビエラ）PZ700シリーズ） 

IPGは、4月27日にまず関東・近畿・中部地区で地上デジタル対応の新『Gガイド』サービスを開始し、順
次拡大、今夏を目標に全国展開する予定です。（提携放送局は別紙1参照） 

 
IPGでは、新『Gガイド』サービスの拡大・新機能開発に加えて、今後も番組関連情報の拡充や検索機能

の充実など、これまで以上に利便性の高いEPGサービスを提供していきます。 
 

*1 ：SI とは、｢Service Information｣の略で、デジタル放送の番組を視聴するために必要な情報や EIT(Event Information Table)と呼
ばれる番組タイトルや放送時間、番組出演者などで構成されます。SI は逐次更新されるため、スポーツ中継の延長や緊急特番による放
送時間の変更にもリアルタイムに近い形で対応できます。 

*2 ：2007年 3月末時点での累積出荷台数見込み（IPG調べ） 

※Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、SYNDICATED G-GUIDE、および Gガイド関連ロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連
会社の日本国内における商標/登録商標です。 

※記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。 

【報道機関からのお問い合わせ】 

株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド 
広報担当： 田中 
TEL:03(3544)2811  
FAX:03(3524)9810 
URL: http://www.ipg.co.jp/ 

報道資料 



 

 

別 紙 1 
 

 新『Gガイド』データの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IPGが提携した Gガイドホスト局一覧 

地区 都道府県 放送局名称 放送局略号 

関東広域 東京放送㈱ TBS 関東 
山梨 ㈱テレビ山梨 UTY 

近畿 近畿広域 ㈱毎日放送 MBS 
中京広域 中部日本放送㈱ CBC 東海 
静岡 静岡放送㈱ SBS 

北海道 北海道 北海道放送㈱ HBC 
青森 ㈱青森テレビ ATV 
岩手 ㈱アイビーシー岩手放送 IBC 
宮城 東北放送㈱ TBC 
秋田 秋田テレビ㈱ AKT 
山形 ㈱テレビユー山形 TUY 

東北 

福島 ㈱テレビユー福島 TUF 
新潟 ㈱新潟放送 BSN 信越 
長野 信越放送㈱ SBC 
富山 ㈱チューリップテレビ TUT 
石川 北陸放送㈱ MRO 

北陸 

福井 福井テレビジョン放送㈱ FTB 
鳥取・島根 ㈱山陰放送 BSS 
岡山・香川 山陽放送㈱ RSK 
広島 ㈱中国放送 RCC 

中国 

山口 テレビ山口㈱ TYS 
徳島 四国放送㈱ JRT 
愛媛 ㈱あいテレビ ITV 

四国 

高知 ㈱テレビ高知 KUTV 
福岡 アール・ケー・ビー・毎日放送㈱ RKB 
佐賀 ㈱サガテレビ STS 
長崎 長崎放送㈱ NBC 
熊本 ㈱熊本放送 RKK 
大分 ㈱大分放送 OBS 
宮崎 ㈱宮崎放送 MRT 

九州 

鹿児島 ㈱南日本放送 MBC 
沖縄 沖縄 琉球放送㈱ RBC 



 

 

別 紙 2 
 

 新『Gガイド』対応受信機の画面表示イメージ 
 
 
① 番組表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② トピックス詳細 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ パネル広告詳細 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

別 紙 3 

■ 企業概要 

〔株式会社 インタラクティブ・プログラム・ガイド（IPG）〕 
Gemstar-TV Guide International, Inc.、株式会社電通、株式会社東京ニュース通信社により 1999年 4月
に設立された、『Gガイド』の運用および広告業務を行う会社です。IPGは、テレビ・録画機器・パソコン向けに日本
全国で G ガイドサービスを幅広く展開しています。更なるテレビ視聴者利便を実現すべく、2004 年 12 月から携
帯電話向けの『G ガイドモバイル』の提供を、2006 年 5 月からは『G ガイド』と『G ガイドモバイル』をつなぐ第 3
のサービス『Gガイドリモートアクセス』を開始しました。また、2006年 12月には IPG社が開発・運用する新シス
テム『MINDS』を利用したオンライン向けの新サービスモデル『Syndicated Gガイド』の提供を開始しました。 

■ サービス概要 

 
【Gガイド】 
『Gガイド』は、Gemstar-TV Guide International, Inc.が知的財産権を保有する電子番組表（EPG）技術『G-GUIDE』を
ベースに、株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド（IPG 社）がサービス開発・運用し、日本全国（*1）で展開する電子番組
表（EPG）です。プラズマテレビ、液晶テレビ、DVD レコーダーなどに搭載されており、搭載機所有者はテレビアンテナ等をつな
ぐだけで、テレビ画面で無料の番組表を見ることができます。現在、松下電器産業株式会社、ソニー株式会社、日本ビクター
株式会社、シャープ株式会社、三菱電機株式会社、パイオニア株式会社、株式会社日立製作所、船井電機株式会社、LG 電
子株式会社が『Gガイド』を採用しています。（*1：国内カバー率 100%） 

 

【Gガイドモバイル】 
『Gガイドモバイル』は、上記『Gガイド』をベースに IPG社がサービス開発し、携帯電話利用者向けに無料（*2）で提供する電子

番組表（EPG）です。2004年 12月 1日にＮＴＴドコモ携帯電話ユーザ向けに『Gガイドモバイル』サービスの提供を開始、ＮＴ
Ｔドコモ「901iシリーズ」以降の FOMA®と 2006年 1月下旬以降に発売の au WIN対応機種、2006年 10月以降に発売
のソフトバンク ３G シリーズにも対応アプリが標準搭載されております。また、2006年 5月には『Gガイド』と『Gガイドモバイ
ル』をつなぐ第３のサービス「G ガイドリモートアクセス」を開始。その第一弾である「リモート録画予約」機能は、ネットワーク通
信を利用して、外出先からでも携帯電話から家庭のブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーにテレビ番組をいつでも
録画予約ができる機能で、無料（*2）のサービスです。（*２：通信料については、別途ユーザ負担となります。） 

 

【Syndicated Gガイド（シンジケーテッド Gガイド）】 
『Syndicated Gガイド』は、上記『Gガイド』、『Gガイドモバイル』をベースに IPG社がオンラインサービス向けに開発した『G
ガイド』の新サービスモデルです。地上デジタル放送における放送局の公式番組情報｢SI 情報（*3）」と広告をパッケージ化して

おり、地上デジタル放送対応の「番組表」「番組検索」「ミニ番組表」「カテゴリー番組表」「番組詳細」「検索ボックス」「予約/再生
リスト」という 7つの｢EPGコンポーネント」から構成されています。第一弾として 2006年 12月から株式会社プレゼントキャス
トの運営するテレビ情報総合ポータルサイト『DOGATCH（ドガッチ）（*4）』にサービスの提供を開始しています。 
（*3：SI とは、｢Service Information｣の略で、デジタル放送の番組を視聴するために必要な情報や EIT(Event Information Table)と呼ばれる番組タイトル
や放送時間、番組出演者などで構成されます。SIは逐次更新されるため、スポーツ中継の延長や緊急特番による放送時間の変更にもリアルタイムに近い形で対
応できます。）（*4：『DOGATCH(ドガッチ)』の詳細は URL：http://dogatch.jpをご参照ください。） 
 

【MINDS】 
『MINDS』は、Meta Information Distribution Systemの略で、IPG社が開発・運用する SI情報を基盤とした EPG情報
と番組関連コンテンツを格納、配信するシステムです。出力フォーマットは、データ流通の標準形式である XML フォーマットを
採用しており、『MINDS』に登録された EPG情報ならびに EPG情報に関わる番組関連コンテンツは『Syndicated Gガイド』
に提供しています。今後は『MINDS』に登録された番組関連コンテンツは『G ガイド』、『G ガイドモバイル』にも提供していく予
定です。 
 
※Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、SYNDICATED G-GUIDE、および Gガイド関連ロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における商標/登録

商標です。 

※FOMA®
は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

※SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。 

※記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。 


