
                                                     

 
プレスリリース 
報道関係者各位 

2009 年 12 月 17 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 
 

 
NTT ドコモの「i コンシェル®」向けに、GPS 機能を活用した 

『テレビ紹介グルメ』を提供開始 
 

～テレビで紹介されたグルメ店舗情報を、店舗周辺到着時にお知らせ～ 
 

 
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、代表取締役社長 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、代表取締役社長 CEO 兼 CCO 藤田

明久、以下 D2C）は共同で、NTT ドコモが 2009 年冬モデルよりサービス提供する「i コンシェル®」の「オート

GPS リマンイド（※1）」に対応したサービス『テレビ紹介グルメ』の提供を開始いたします。 
 
『テレビ紹介グルメ』は、テレビを見ていて、行きたいと思ったレストランなどの店舗を登録しておけば、店舗

の周辺エリアに到着した場合、忘れていても店舗近くにいることをお知らせするサービスです。 
本サービスはテレビ番組表サービス「G ガイドモバイル」（i アプリ®名称は「G ガイド番組表リモコン」）の拡張サ

ービスとして提供し、携帯電話の待ち受け画面上に、お知らせ情報が表示される形になります。 
今後も、IPG と D2C は、テレビの視聴環境が大きく変化する中、新たなテレビ番組の視聴機会を創出するこ

となどによって、ユーザが、より便利にテレビ番組を視聴し、テレビライフを豊かにすることができるサービスの

開発・提供に努め、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。 
 
 

■『テレビ紹介グルメ』の特徴およびサービス概要は以下の通りです。 
 
1）『テレビ紹介グルメ』サービスイメージ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     

 
2）『テレビ紹介グルメ』サービス画面遷移 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ※「テレビ紹介グルメ」URL：http://iconcier.ggmobile.jp/gourmetguide/index.jsp（NTT ドコモ対応機種のみ） 
 
3） 『テレビ紹介グルメ』の特徴 
ア. オート GPS リマインド対応により、店舗近くに到着したことをインフォメーションでお知らせ 
オート GPS リマインドを活用することで、事前にリマインド登録した情報が、周辺エリアに近づくことで、忘れ

ていても店舗近くに到着したことを自動的にお知らせしてくれるサービスです。 
 

イ. リマインド登録可能な店舗は、テレビ番組で紹介されたレストランなどを紹介 
日本テレビ、テレビ朝日、TBS テレビ、テレビ東京、フジテレビ（東京地区）で放送されたネット番組を中心と

し、グルメ紹介コーナーなどで紹介された店舗が対象（※2）となります。対象店舗は、レストランだけでなく、

イートインなどの飲食店も含まれます。 
 

ウ.情報料は無料 
 『テレビ紹介グルメ』は無料でご利用いただけます。情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。

本サービスの利用には NTT ドコモの「i コンシェル」契約（有料）が必要です。 
 
（※1）オート GPS リマインドとは 
 お客様が忘れたくない情報を携帯電話に登録しておくと、その場所に近づいたときにインフォメーションでお知らせする NTT ドコモが提供する

サービスです。例えば、テレビで見た気になるレストラン情報をあらかじめ自分で設定しておくと、そのお店の周辺に近づいたときに、「あの時

テレビで特集されていたレストランはここの近くにありますよ！」などと思い出させてくれます。また、このサービスはさまざまなサイトから直接リ

ンクで遷移して簡単に設定することもできます。詳しくは、NTT ドコモのサイトなどでご確認ください。 
 
（※2）ドラマなど一部の放送番組で利用している店舗は対象外となります。また、東京以外の地域で放送された番組は対象外となりますが、

東京地区の放送で紹介された店舗は、日本全国を対象としております。なお、サイトに掲載する店舗は、放送時点で住所の判明している店舗

のみとなり、通販店舗などは対象になりません。紹介店舗のサイト内保管期間は放送後 3 カ月間を予定しておりますが、事情により変更する

場合があります。 
 

※「i アプリ」、「i コンシェル」は株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。 
※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.または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。 

 

恵比寿 汐留屋

番組:ﾄﾞｺﾓｸﾞﾙﾒｶﾞｲﾄﾞ
ｺｰﾅｰ:いなせだね
放送局:大江戸ﾃﾚﾋﾞ
日時:10/15(火) 21:00

金･土･日の昼間でしか営業しておらず､2年間
無酸素状態で熟成させた蕎麦を出していると
のこと｡

住所:東京都葛飾区柴又7-13-2
電話:03-5668-0084

ｵｰﾄGPSﾘﾏｲﾝﾄﾞへ登録

ｵｰﾄGPSとは?

ﾃﾚﾋﾞ紹介ｸﾞﾙﾒTOPに戻る

本ｻｰﾋﾞｽは､放送局とは一切関係がございませ
んので､放送局へのお問い合わせは､ご遠慮くだ
さい｡本ｻｰﾋﾞｽに対してご質問･ご意見等はｺﾁﾗ

10/15に ｢ﾄﾞｺﾓｸﾞﾙﾒｶﾞｲﾄﾞ｣で紹介
された 【恵比寿 汐留屋】が近く
にあります！

10/15に ｢ﾄﾞｺﾓｸﾞﾙﾒｶﾞｲﾄﾞ｣で紹介
された 【恵比寿 汐留屋】が近く
にあります！

1ヶ月間

半径
に近づいたらお知らせ

時から

・ お知らせ日時の設定

2009 5 12年 月 日から

-

設定場所のどのくらい近くにきたらお
知らせするかを設定できます

・ お知らせ範囲設定

500ｍ

お知らせする日時を設定できます
・ 開始日から最大1ヶ月間設定できま
す。お知らせするエリアにいない場合は
インフォメーション配信されません。

設定

詳細設定

時-

開始日／有効期間

時間帯設定

オートGPSリマインド

（C)ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ

1ヶ月間

半径
に近づいたらお知らせ
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-

設定場所のどのくらい近くにきたらお
知らせするかを設定できます

・ お知らせ範囲設定

500ｍ

お知らせする日時を設定できます
・ 開始日から最大1ヶ月間設定できま
す。お知らせするエリアにいない場合は
インフォメーション配信されません。

設定

詳細設定

時-

開始日／有効期間

時間帯設定

オートGPSリマインド

（C)ｾﾞﾝﾘﾝﾃﾞｰﾀｺﾑ

ﾄﾞｺﾓｸﾞﾙﾒｶﾞｲﾄﾞ(5分前)

検索

気になるお店や紹介していた番組を検索

検索

ﾌﾘｰﾜｰﾄﾞ

放送局 未選択 ▼

日付 未選択 ▼

時間帯 未選択 ▼

話題

大江戸ﾃﾚﾋﾞ 10/15 23:15終了
ｼｭﾍﾟｰﾙｻﾝｸ / つるとんたん六本木店 他

東京ｳﾏｲ店探検 (20分前)

ﾃﾚﾋﾞ銀河 10/15 23:00終了
東京やきとり亭 / 山猿 他

おしゃべり009 (1時間前)

丸の内ﾃﾚﾋﾞ 10/15 22:15終了
肉汁ｷｬﾍﾞﾂうどん / ﾗｰﾄﾞごはん 他

⇒一覧表示

那須高原 Powow
10月6日(火) 19:00
ﾄﾞｺﾓｸﾞﾙﾒｶﾞｲﾄﾞ (大江戸ﾃﾚﾋﾞ) 
｢那須･日光通がｵｽｽﾒする穴場ｽﾎﾟｯﾄBest10
を当てる｣と･･･

日曜庵
10月3日(土) 21:00 
ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ! (ﾃﾚﾋﾞ銀河) 
｢白銀台」BEST30の第･･･

俺のハンバーグ山本
7月13日(月) 11:55 
男の台所 (丸の内ﾃﾚﾋﾞ)
女性芸人2人が生中継をしていた､恵比寿に
ある行列の･･･

本ｻｰﾋﾞｽは､放送局とは一切関係がございませ
んので､放送局へのお問い合わせは､ご遠慮くだ
さい｡本ｻｰﾋﾞｽに対してご質問･ご意見等はｺﾁﾗ

ｻｰﾋﾞｽ説明

お問合せ

FAQ

ﾃﾚﾋﾞで放送された気になるお店 を
ｵｰﾄGPSﾘﾏｲﾝﾄﾞに登録しておけば、あ
なたがお店の近くに来た時にﾒｯｾｰｼﾞ
でお知らせします

ｵｰﾄGPSとは?

最新ｸﾞﾙﾒ┃検索┃話題のお店

情報料：無料

ﾃﾚﾋﾞ紹介ｸﾞﾙﾒ
ﾃﾚﾋﾞで放送された
おいしいお店の近くに
きたらお知らせ!

■オートGPS
あなたの現在地にあわせた情報をお送
りします。

⇒ｵｰﾄGPS一覧へ

iコンシェルTOP テレビ紹介グルメTOP お店情報 オートＧＰＳリマインド設定 インフォメーション

設定場所付近
でお知らせ



                                                     

 
■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： 石野 
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・小山  
TEL:03(6252)3108 FAX:03(6252)3111 
URL:  http://www.d2c.co.jp/ 
mail:  press@d2c.co.jp 
 
■一般のお客様 
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 
 
 



                                                     

 
別紙 
 

 
■ 「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 D2C と共同で 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」もしくは「G ガイド番組表リモコン」アプリおよび、2007 年 9 月 27
日からは「au one テレビ」のモバイルポータルサイトにおいて「G ガイドモバイル」機能をご利用いただけるよ

うになり、2006 年 10 月からはソフトバンクの 3G 端末にも「G ガイドモバイル」アプリが標準搭載され、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や、リモート

録画予約もできます。基本画面には、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等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。 
 
 
■ 「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、BS 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で簡単に番組録画予約ができます。 
 

■ 「i コンシェル」とは 

 

 i コンシェルとは、ケータイがまるで“執事”や“コンシェルジュ”のように、利用者一人ひとりの生活をサポー

トするサービスです。利用者の様々なデータ（お住まいのエリア情報、スケジュール、トルカ、電話帳など）を

お預かりし、これにより自分の生活エリアや趣味嗜好に合わせた情報を適切なタイミング、方法でお届けした

り、携帯電話に保存されているスケジュールやトルカを自動で最新の情報に更新してくれる NTT ドコモの新

しいサービスです。 
 

 
 

 


