
 

 

 
 

2006 年 12 月 8 日 
株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド 

株式会社ディーツー コミュニケーションズ 
株式会社 ジャパン・モバイル・コミュニケーションズ 

 
 

『G ガイドモバイル』の「リモート録画予約」機能が 
ソニー/パナソニックのブルーレイディスクレコーダーに対応 

 
 
 

この度、携帯電話向けテレビ番組表無料(*1)サービス『G ガイドモバイル』の「リモート録画予約」機能

が、ソニー製「ブルーレイディスクレコーダー」および、パナソニック製「ブルーレイ ディーガ」(*2)に対応を

開始いたしました。 
対応アプリは、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）と、株式会社ディーツー コミュニケーションズ（本社：東京都港区、社長：藤田明久、以下 D2C）

が共同でNTTドコモ端末向けに提供する「Gガイド番組表リモコン」と、IPG と株式会社 ジャパン・モバイ

ル・コミュニケーションズ（本社: 東京都中央区、社長：高橋明久、 以下 J-MOBILE）が共同でソフトバン

ク端末向けに提供する「G ガイドモバイル」になります。 
 
『G ガイドモバイル』の「リモート録画予約」機能とは、ネットワーク通信を利用して、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の録画予約ができる機能であり、対応

機種であれば、サービスは無料で利用できます。初期設定をするだけで利用でき、外出先からでも簡単

に見たい番組の録画予約が可能になります。 
 
現在までに、ソニー製 DVD レコーダー「スゴ録」の 6 機種(*3)、パナソニック製DVD レコーダー「DIGA」

の 4 機種(*4)に対応しております。今回、12 月に発売のソニー製ブルーレイディスクレコーダーの 2 機種
(*3)、および 11 月に発売のパナソニック製ブルーレイレコーダー「ブルーレイ ディーガ」1 機種(*4)にも対

応を開始し、対応機種は全 13 機種となります。 
 
 
『G ガイドモバイル』は、登録利用者数が携帯電話 3 キャリア合計で 1,000 万人を突破（10 月 28

日時点）しており、多くの皆様にご利用頂いておりますが、IPG、D2C、J-MOBILE の 3 社は今後も、「リ

モート録画予約」機能対応機種の更なる拡大等を通じ、ユーザにとってさらに利便性の高いサービスの

提供を図ってまいります。 
 
詳細は別紙をご参照ください。 

 
*1：ネットワーク通信時の通信料等は別途ユーザ負担となります。 
*2：パナソニック製については、「903i シリーズ」のみ対応しております。 
*3：「スゴ録」の対応機種詳細につきましては別紙 2 をご参照下さい。 
*4：「DIGA」の対応機種詳細につきましては別紙 2 をご参照下さい。 
※「ｉモード」、「ＦＯＭＡ」、「ｉアプリ」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 
※「ソフトバンク」、「ソフトバンク 3G」、「S!アプリ」はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。 
※「スゴ録」はソニー株式会社の登録商標です。ソニー製品の詳しい仕様については、ソニー ブルーレイディスク ポータルサイト URL 

http://www.sony.co.jp/BD/ もしくは「スゴ録」ホームページ URL http://www.sony.co.jp/sugoroku をご覧ください。 
※「パナソニック」「ディーガ」は松下電器産業株式会社の登録商標です。DIGA の詳しい仕様はホームページ(http://diga.jp)をご覧下さ

い。 
※G ガイド、G-GUIDE、G ガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、および G ガイド関連ロゴは、 

米 Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。 
※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。 
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【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/ 
 
 
株式会社ディーツー コミュニケーションズ 
広報宣伝部： 高橋・金 
TEL:03(6252)3108 FAX:03(6252)3111 
URL:  http://www.d2c.co.jp/ 
mail:  press@d2c.co.jp 
 
 
株式会社 ジャパン・モバイル・コミュニケーションズ 
マーケティング部 広報担当 : 伊藤 
TEL: 03(5148)2355 FAX: 03(5148)2359 

                                 URL:  http://www.jmobile.co.jp/ 
mail: mktg@jmobile.co.jp 
 
 

【一般のお客様】 

◆NTT ドコモの場合 

G ガイド番組表リモコン事務局 
TEL:03(5148)8893 
（平日 10:00～17:00 ※土日祝日/年末年始休み） 
mail: help@ggmobile.jp  
 
 
◆ソフトバンクの場合 

G ガイドモバイル事務局 
TEL:03(3545)2061 
（平日 10:00～17:00 ※土日祝日/年末年始休み） 
mail: help-s@ggmobile.jp  
 



 

 

 

別 紙 1 
 

 
■ 『G ガイドモバイル』の特長（機種により機能は異なります） 
 

・ サービス登録料・月額利用料は無料。パケット通信料のみで番組表の取得が可能 
・8 日先までの番組情報閲覧、検索など便利な機能が充実 
・テレビ、ビデオ、DVD プレーヤーなどのリモコンとしての機能も搭載、赤外線予約も可能 
・地上アナログ、地上デジタル番組表にも対応 
・ リモート録画予約機能 
 携帯電話と家庭のブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーを関連付ける初期設定をするだけ 

簡単に番組録画予約ができます 
 

 

■『G ガイドモバイル』とは 

テレビやブルーレイディスク/DVD レコーダーなどに搭載されている

電子番組表（EPG）『G ガイド』をベースに開発し、IPG が携帯電話ユー

ザ向けに無料で（*1）提供する番組表サービスです。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、同サービスに対応したｉアプリ「G ガイド番組表リモコン」は、

NTT ドコモ「901i シリーズ」以降のＦＯＭＡ
®

に標準搭載されています。ま

た、2006 年 1 月下旬以降に発売されている au の WIN 対応機種にお

いて提供されている「EZ テレビ 番組ガイド」アプリにおいて『G ガイドモ

バイル』機能をご利用いただけます。10 月からはソフトバンクの携帯電

話端末、ソフトバンク 3G の 11 機種(2006 年 11 月末現在)にも『G ガ

イドモバイル』サービス対応 S!アプリが標準搭載されますので、携帯電

話のトップ 3 キャリアのすべてで、『G ガイドモバイル』サービスを対応端

末でご利用頂けるようになります。 
『G ガイドモバイル』サービスでは、いつでもどこでも知りたい時間のテレビ番組情報に簡単にアクセ

スでき、番組タイトル・番組内容・番組の開始/終了時間などが簡単に確認できます。さらに、ジャンルや

タレントなどのキーワードでの番組検索も可能です。また、テレビ、ビデオ、DVD プレーヤーなどのリモコ

ン操作もできます。 
基本画面には、2 つの画像広告スペースが設けられており、広告画像にカーソルを置くと、吹き出し

テキストで広告詳細情報やリンク先情報を表示します。 
（*１：番組表情報ダウンロード時の通信料については、別途ユーザ負担となります。） 

 
電子番組表は米 Gemstar-TV Guide International, Inc.からライセンスを受けた『Gガイドモバイル』を採用しています。米 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)インタラクティブ・プログラム・ガイド(IPG)が
日本国内で運用する電子番組表(EPG)サービスです。米 Gemstar-TV Guide International, Inc.は日本国内における携帯電話向け EPG サ

ービスを IPG 社に委託し、現在全国規模で実施されています。 

 



 

 

 

別 紙 2 

■「リモート録画予約」機能対応機種について 
下記対応機種は順次拡大される予定です。 

〔DVD レコーダー・ブルーレイレコーダー〕 

■ ソニー 計 9 機種 

・ デジタルハイビジョンチューナー内蔵 HDD 搭載 DVD レコーダー「スゴ録」 
  （RDZ- D900A/D800/D700/D97A/D77A/D87） 
・ デジタルハイビジョンチューナー内蔵 HDD 搭載ブルーレイディスクレコーダー 

（BDZ-V9/BDZ-V7）（2006 年 12 月発売予定） 

■ パナソニック （NTT ドコモ ＦＯＭＡ® 903i シリーズのみ対応） 計 5 機種 

・ ブロードバンドレシーバー機能搭載 HDD 内蔵 DVD レコーダー「DIGA」 
（現在は DMR-E200H のみ。順次発売済み機種対応予定） 

・ HDD 搭載ハイビジョン DVD レコーダー「DIGA」 
（DMR-XW50／XW30／XW40V） 

・ HDD 搭載ハイビジョンブルーレイディスクレコーダー「ブルーレイ ディーガ」 
（DMR-BW200） 

〔携帯電話端末〕 

■ NTT ドコモ 
・ ＦＯＭＡ® 903i シリーズ（BS デジタルの番組表にも対応） 
・ ＦＯＭＡ® 902iS シリーズ〔SO902iWP+、DOLCE SL（SH902iSL）、N902iX HIGH-SPEED を含む〕 
・ ＦＯＭＡ® SO902i 
※ なお、SO902i で「携帯電話録画予約」機能をご利用いただくためには、「リモート録画予約」サービスに対応した「G

ガイド番組表リモコン」のダウンロードが必要です。 

■ ソフトバンク 
・ ソフトバンク 3G（2006 年 10 月以降発売機種） 
上記「G ガイドモバイル」プリインストール全機種で対応 

 
■ 『G ガイドモバイル』登録利用者の推移 
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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。また、更なるテレビ視聴者利便を実現すべく、

2004 年 12 月からは携帯電話向けの『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。 

〔株式会社 ディーツー コミュニケーションズ（D2C）〕 
株式会社ディーツー コミュニケーションズは、2000 年 6 月に、NTT ドコモの子会社として、電通、NTT アド

とともに設立された世界初の本格的モバイル広告専門会社です。ｉモードの広告業務を中心とし、NTT ドコモ

が運営する「週刊ｉガイド」「メッセージ F」などの広告業務や、企業キャンペーン情報サイト「とくするメニュー」

の運営などを行っております。また、各種モバイル・マーケティング・ソリューションを取り扱っており、モバイ

ル・マーケティング全般を「One-Stop Mobile Marketing」として提供しています。 

〔株式会社 ジャパン・モバイル・コミュニケーションズ（J-MOBILE）〕 
J-MOBILE は、ソフトバンクモバイル株式会社と株式会社サイバー・コミュニケーションズの合弁事業として

発足し、モバイル・インターネット接続サービスを利用した広告マーケティングを核に事業展開いたしておりま

す。モバイル・マーケティングの新たなフロンティアを切り拓き、マーケティング価値を最大化することで、企

業の皆様とユーザをつなぎ、これまでにない「モバイル・メディアを中心に据えたビジネス」の創造を目指して

サービスを展開しています。 

■ 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）がサービス開発し、日本国内で運

用する電子番組表（EPG）で、IPG 社が地上波では TBS（株式会社東京放

送）系列を中心に全国 30 地区 30 放送局、衛星波では BS-i（株式会社ビ

ーエス・アイ）と提携して全国で展開しています。『G ガイド』は、テレビ画面

でそのまま番組表を見ることができ、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います。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。 

搭載機所有者は無料で『G ガイド』を利用できます。 

【G ガイドリモートアクセス】 
「G ガイドリモートアクセス」とは、『G ガイド』と『G ガイドモバイル』をつ

なぐことにより、「いつでも、どこでも、G ガイド」を実現するサービスです。

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、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

ダーにテレビ番組の録画予約ができる機能で、無料（*１）のサービスです。

ボタンを 3 回押すだけの簡単な初期設定で、どこでも簡単に利用でき、

外出先からでも見たい番組がいつでも録画予約できます。（*1:ネットワー

ク通信時の通信料・プロバイダー契約料等は別途ユーザ負担となります。） 
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