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報道資料

携帯電話向け電子番組表サービス『G
携帯電話向け電子番組表サービス『 ガイドモバイル』が
ガイドモバイル』が
3 キャリア合計登録利用者数
キャリア合計登録利用者数 3,000 万人を突破！
万人を突破！
～快適なテレビライフをサポートする便利な機能も拡張～
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）、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）、KDDI 株式会社（本
社：千代田区、代表取締役社長兼会長：小野寺正、以下 KDDI）、ソフトバンクモバイル株式会社（本社：東
京都港区、社長：孫正義、以下 SBM）が、携帯電話向けに提供する無料（*１）の電子番組表（EPG）サービス
『G ガイドモバイル』の登録利用者数が
ガ
ガイドモバイル』の登録利用者数が 2008 年 11 月 23 日に 3,000 万人を突破いたしました。『G
万人を突破
イドモバイル』の登録利用者数は、サービス開始（2004 年 12 月 1 日）から、約 2 年（2006 年 10 月 30
日）で 1,000 万人を突破し、その後 1 年（2007 年 10 月 18 日）で 2,000 万人、その後１年で 3,000 万
人に到達し、携帯電話向けアプリでは最大級となる登録者数を更新しております。
『G ガイドモバイル』は、NTT ドコモ、au、SBM の 3 キャリアの 3G 携帯電話に搭載されており、IPG で
は対応携帯電話会社ごとに、NTT ドコモ携帯電話向けは D2C と、au 携帯電話向けは KDDI と、ソフトバ
ンク携帯電話向けは SBM と、共同でサービスを提供しております。
『G ガイドモバイル』は、テレビ番組表機能に加え、各種検索機能、赤外線によるテレビリモコン機能、
ワンセグ連動機能や外出先から自宅の DVD レコーダーに録画予約できる『リモート録画予約』機能、より簡
単にテレビ番組が発見できる検索機能の強化の一環としての『旬のキーワード』など、ユーザの利便性を高
める機能を次々と導入し、サービスを拡大、提供しております。
（各種機能、サービスの詳細につきましては、別紙をご参照ください。）
IPG、D2C、KDDI、SBM は、テレビの視聴環境が大きく変化する中、あらためて、テレビ番組情報の取
得機会を創出することで、テレビ視聴の拡大の支援に努めてまいります。具体的には、番組検索機能の強
番組検索機能の強
化、番組紹介情報の充実化
化、番組紹介情報の充実化を基軸に、より使いやすく利用できるテレビ番組情報サービスを提供することで、
情報の充実化
ユーザ満足度をさらに高めることを目指してまいります。

『G ガイドモバイル』
ガイドモバイル』 登録利用者数の推

*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。
※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。
※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。

■お客様からのお問い合わせ
【NTT ドコモ携帯電話をご利用の方】
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）

メール : help@ggmobile.jp

【au 携帯電話をご利用の方】
au お客様サポート
（9:00～20:00 ※年中無休）

TEL :
〔au 携帯電話から〕
局番なし「１５７」(通話料無料)
〔一般電話から〕
フリーコール００７７－７－１１１（通話料無料）
G ガイド番組表事務局
メール : help-au@ggmobile.jp

【ソフトバンク携帯電話をご利用の方】
【ソフトバンク携帯電話をご利用の方】
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）

メール : help-s@ggmobile.jp

別 紙
■G ガイドモバイル対応アプリの標準機能として拡張し、提供している機能

①リモート録画予約機能
ネットワーク通信を利用して、
ネットワーク通信を利用して、携帯電話からご
携帯電話からご家庭の DVD レコーダー
レコーダーやブルーレイディスクレコーダ
ダーやブルーレイディスクレコーダ
ーにテレビ番組の録画予約ができる機能です。初期設定をするだけで、外出先からでも簡単に見たい
にテレビ番組の録画予約ができる機能
テレビ番組の録画予約が可能になり、今後のテレビ録画予約・視聴の新しいスタイルとして普及を見
込んでおります。
 対応機種であれば、サービスは無料
無料(*2) 対応状況は、各携帯電話会社別のページをご覧ください
 対応レコーダー機器は 2 メーカー(Panasonic、SONY)、57 機種
Panasonic(*3) DMR-BW930/BW830/BW730/BW900/BW800/BW700/BW200

SONY

DMR-XW320/XW120/XW300/XW200V/XW100
DMR-XW51/XW41V/XW31/XW50/XW40V/XW30
DMR-E500H/E330H/E250V/E220H/E200H/E150V/E100H
DMR-E95H/E87H/E85H/E80H/
DMR-EH75V/EH73V/EH70V/EH66/EH60/EH55/EH53/EH50
BDZ-X100/X95/L95/L55/T75/T55
BDZ-X90/A70/L70/T90/T70/T50/V9/V7
RDZ-D900A/D800/D700/D97A/D77A/D87

*2：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。
*3：一部の機種はブロードバンドレシーバー機能対応（別売アダプターDY-NET2 が必要です）

②ワンセグ連動機能
ワンセグ視聴時の選局や、ワンセグ録画予約機能に対応し、ワンセグ視聴をより強力にサポートして
います。
リモコン機能や、前述のリモート録画予約機能と組み合わせることで、外出や在宅を問わず、トータル
なテレビ視聴シーンでの利用が可能となります。

■携帯電話会社ごとに、G
■携帯電話会社ごとに、 ガイドモバイル対応アプリの起動率（＝アクティブ率）向上を目的に
ガイドモバイル対応アプリの起動率（＝アクティブ率）向上を目的に
整備している機能・サービス
（2008 年 11 月現在）

ＮＴＴドコモ
『Ｇガイド番組表リモコン』
Ｇガイド番組表リモコン』
 サービス開始：2004 年 12 月
 リモコン機能標準搭載
 リモート録画予約対応
（SONY 対応：902iS シリーズ以降、SONY/Panasonic 対応：903i シリーズ以降。一部非対応機種の場合があります）

 対応番組表：地上アナログ・地上デジタル・BS デジタル

その他付随提供機能
■『Ｇガイドテレビ i スケジュール（ｉコンシェル）
スケジュール（ｉコンシェル）』
』（2008 年 11 月 19 日開始）
▼登録したジャンルに応じた番組情報を無料でｉコンシェルカレンダーにお届けするサービス
番組表データから自分で登録したお好みのジャンルで検索した検索結果を、ｉコンシェルのカレ
ンダーに配信。そこからアプリ起動へ誘導

■『ピックアップキーワード』
ピックアップキーワード』（FOMA905i シリーズ以降）
▼旬のキーワードを表示して、番組検索を簡単に
表示されているキーワードをクリックするだけで、簡単に番組検索が可能。また検索結果に連
動した関連情報や広告も表示する機能も搭載

ａｕ
BREW(R)アプリ
アプリ『
『EZ テレビ番組ガイド』
アプリ『G ガイド番組表リモコン』
ガイド番組表リモコン』/『
テレビ番組ガイド』
 サービス開始：EZ テレビ番組ガイド：2006 年 1 月、G ガイド番組表リモコン：2008 年 2 月
 リモコン機能標準搭載
 対応番組表：地上波、BS デジタル、スカパー！
 リモート録画予約対応
（SONY/Panasonic 対応：「G ガイド番組表リモコン」対応機種 および WEB サイト「Ｇガイド番組表」）

その他付随提供機能

■ 『au one テレビガジェット
テレビガジェット』
ガジェット』
待受け画面上のガジェットアプリに、番組情報を配信
 サービス開始：2008 年 2 月

■ EZweb サイト『
サイト『G ガイド番組表』
ガイド番組表』（『au one

テレビ』
テレビ』内）

□サービス開始：2007 年 9 月 27 日
□対応番組表：地上デジタル、BS デジタル

▼au one のトップページから簡単アクセス
のトップページから簡単アクセス
KDDI が提供する au 携帯電話端末向け公式ポータルサイト
公式ポータルサイト『
』の『テレビ』
公式ポータルサイト『au one』
テレビ』よりダイレ
クトアクセスが可能。
クトアクセス

▼『G ガイドモバイル』
ガイドモバイル』初の WEB サイトでの展開
これまで BREW（R）アプリ非対応機種で『G ガイドモバイル』のサービスを利用できなかったユ
ーザも EZweb 版で『G ガイドモバイル』 サービスをご利用いただくことが可能に。

『 au one 』top ページ

『au one テレビ』内『G ガイド番組表』

ソフトバンクモバイル
『G ガイドモバイル』
ガイドモバイル』
 サービス開始：2006 年 10 月
 リモコン機能搭載
 リモート録画予約対応 （SONY 対応：「G ガイドモバイル」搭載機種）
 対応番組表：地上アナログ・地上デジタル

その他付随提供機能
■ 『Ｇガイドモバイルウィジェット』
Ｇガイドモバイルウィジェット』
▼プッシュ型番組情報配信サービス
プッシュ型番組情報配信サービス
待受け画面上に、番組情報を配信。タッチパネル式の携帯では、画面をタッチすることで、最新
の番組情報(おすすめ番組情報)を閲覧可能。そのまま、アプリ・WEB サイトへ誘導。新しい番
組の発見を促し、テレビ視聴への誘導を加速しています。

■ 『Ｇガイド．ＴＶ番組表』
Ｇガイド．ＴＶ番組表』（ＷＥＢサービス：2008 年 12 月 1 日開始予定）
▼『G ガイドモバイル』
ガイドモバイル』の公式 WEB サイトでの展開
これまでアプリ非対応機種で『G ガイドモバイル』のサービスを利用できなかったユーザも利用
可能に。コンテンツも充実化をさせる予定。

■ 『S!速報ニュース
速報ニュース』
速報ニュース』
▼プッシュ型番組情報配信サービス
『S!速報ニュース』において、『テレビ』を登録したユーザに対して、最新の番組情報(おすすめ
番組情報)を提供。新しい番組の発見を促し、テレビ視聴への誘導を加速しています。
（画面遷移のイメージについては下図参照）

