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         株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：遠藤結蔵）

の子会社、株式会社ゲオ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：吉川恭史）と、エイベ

ックス・デジタル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：松浦勝人、以下：ＡＤＧ）が、両

社の強みを活かした新映像配信サービス「ゲオチャンネル」を 2016 年 2 月 22 日（月）9 時より開

始いたします。 

 

「ゲオチャンネル」とは、全国に 1,200 店舗、年間の課金ユーザーが 1,600 万人を超えるゲオシ

ョップを運営するゲオと、映像配信プラットフォームの企画・開発・運営を手がける ADG が提供す

る映像配信サービスです。「ゲオチャンネル」ご契約者様には映像配信をご利用いただきながら、

ゲオショップ店頭でのお得なレンタルサービス（オプション）もご利用いただける“ハイブリッド

VOD”をご提供いたします。「ゲオチャンネル」は、直営店舗のゲオショップの運営力を生かし、店

員による入会促進のご案内・ご説明など、レンタルユーザー1,600 万人へ向けた VOD 利用促進

を強化してまいります。 

 

1、【ベーシックコース】と【店舗プラスコース】のお得な 2 コースをご用意 

映画、ドラマ、アニメ、音楽、成人向けなど多彩な 13 ジャンル約 80,000 タイトルの中からお

好きな作品がいつでも観放題になる【ベーシックコース／590 円（税抜）】と、【ベーシックコー

ス】にゲオショップの旧作 DVD／Blu-ray が月 20 本まで借りられる（※1）オプションを追加した

【店舗プラスコース／1,180 円（税抜）】の 2 コースをご用意しました。初回登録のお客様は、31

日間無料（※2）でお試しいただけるキャンペーンも実施いたします（※3）。 
（※1）店舗アダルト作品は除く。 

（※2）月額 590 円（税抜）のベーシックコースに初めてご登録いただく方に限ります。 

（※3）初回 31 日間無料キャンペーンは 5 月 29 日（日）まで。 

 

2、レンタルのノウハウを生かしたコンテンツ編成 

ゲオショップのレンタル視聴履歴を「ゲオチャンネル」のコンテンツ編成・調達に活かすことで、

お客様のニーズに合った品ぞろえを実現することが可能になります。また、ゲオショップのスタッ

フがお勧めする映画の特集プレイリストなど、店舗と連動した特集企画が充実しております。 

 

３、ゲオショップのスタッフによるサポートが充実 

デジタルサービスに慣れていないお客様に対して、全国のゲオショップにて『ゲオチャンネ

ル』のご契約・ご登録のサポートを行います。身近な店舗で継続的にユーザーサポートを展開

することで、お気軽にデジタルサービスの新しい楽しみ方をご利用いただけることが「ゲオチャ

ンネル」の特徴となっております。 
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  4、他にもある映像を楽しむための便利機能 

 

■レコメンド機能 

作品が多すぎて、観たいものがパッと見つからない 

そんな時でも、あなたの好みを見つけ出し、あなたにピッタリの作品をお届けします！ 

 

会員のコンテンツ視聴履歴、視聴時間などのデータ情報を分析して、ユーザーごとの嗜好

にあったコンテンツをオススメするパーソナルレコメンドを実現。フィルムアナリストと呼ばれるス

ペシャリストが、すべてのコンテンツを確認しながら、サイエンスフィクション（SF）・アクション・ロ

マンチック・ドキュメンタリー・宇宙などのカテゴリーと、映画の特長を示すキーワードをフィルム

メタと呼ばれるメタ情報として、1 作品につき約 1000 個全作品へ付与しております。 

 

■ダウンロード機能 

観たい作品をダウンロードしておけるから通勤など移動時でも回線を気にせず 

楽しめてとても便利！ 

※ダウンロードはスマートフォン・タブレットのみの機能です。 

※音楽作品などダウンロード出来ないコンテンツがございます。 

 

■クリップ機能 

気になる作品をクリップして、後でチェック。画面の横のクリップマークをタッチするだけで、 

お気に入りの作品をリスト化したり、すぐに視聴することが可能です。 

 

5、今後のサービス拡充について 

 

■ゲオ電子マネー「Lueca（ルエカ）」対応 

「ゲオチャンネル」の料金支払いには、クレジットカード以外にも、ゲオグループ独自のチャージ

可能な電子マネー「Lueca（ルエカ）」も順次利用可能（※3）となります。これにより店舗であらか

じめ纏めてチャージをしていただくと VOD の支払いが一層便利になりますので、様々なコンテ

ンツサービスの利用拡大に繋がると考えております。 

（※3）2016 年 4 月以降の対応予定です。 

 

■料金コースの追加 

  現状の 2 コースに加え、宅配レンタルでもお得になるオプションプランを追加予定です。 

【宅配プラスコース】月額 1,180 円（税抜）。配信コンテンツ観放題＋宅配レンタルにて 

旧作タイトル 8 枚を月一回、14 泊 15 日でレンタル。 

※サービス開始以降順次対応予定です。 

 

■オプションチャンネルの追加 

オプションチャンネルとしてアダルトベーシックチャンネル（月額 980 円・税抜）など、様々なチャ

ンネルを随時追加予定です。 
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ゲオは時代とともに変化していく映像の視聴環境に対応し、お客様が求める新たなエンタテイ

ンメントを常に便利で、簡単に、お早くお届けし続ける、映像文化の流通企業でありたいと考えて

います。そして、お客様の「豊かで楽しい日常の暮らしをご提供する」ことを旨としたサービスの追

及を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

【ゲオチャンネル サイト TOP】               【アプリ UI ※イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【店舗接客写真 ※イメージ】             【ゲオチャンネル 料金プラン】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ゲオチャンネルイメージ写真】 
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＜映像配信サービス「ゲオチャンネル」概要＞ 

■名 称： ゲオチャンネル 

 

■運 営： 株式会社ゲオ 

 

■運 営 協 力： エイベックス・デジタル株式会社 

 

■サ イ ト U R L： http://geochannel.geo-online.co.jp  

 

■開 始 日： 2016 年 2 月 22 日（月）9 時 

 

■料 金： ・【ベーシックコース】月額 590 円（税抜）。配信コンテンツ観放題  

※他、個別購入タイトル有 

・【店舗プラスコース】月額 1,180 円（税抜）。配信コンテンツ観放題＋ゲオ

ショップの旧作 DVD/Blue-Ray20 本までレンタル 

・【宅配プラスコース】月額 1,180 円（税抜）。配信コンテンツ観放題＋宅配 

レンタルにて旧作タイトル 8 枚を月一回、14 泊 15 日でレンタル  

      ※サービス開始以降順次対応予定 

 

■画 像 種 類： SD（標準画質）、HD（高画質） 

 

■ジ ャ ン ル 数： 12 ジャンル+成人向けの全 13 ジャンル 

洋画／邦画／アニメ／海外ドラマ／国内ドラマ／韓流・華流／キッズ／ 

教養・バラエティ／Music Video／LIVE／カラオケ／個別購入／成人向け 

 

■配 信 タ イ ト ル 数： 約 80,000 タイトル（サービス開始時） 

 

■レ ン タ ル 作 品： 個別料金で視聴可能 

 

■対 応 デ バ イ ス： 

＜スマホ・タブレット＞ Android OS4.0 以降のスマートフォン、タブレット iOS7.0 以降の

iPhone(5s/5c 以降)、iPad(2 以降)、iPad mini 

＜パ ソ コ ン＞ 推奨ＯＳ Microsoft Windows 7 以上、Mac OS X 10.8 以上 

                   推奨ブラウザ Internet Explorer 11(Windows) 

Firefox42.0 以上（Windows） 

                         Safari6.0.3 以上（Mac） 

＜テ レ ビ＞ Chromecast 

 

■支 払 い 方 法： ①クレジットカード ②ゲオ電子マネー「Lueca」※4 月以降に対応予定 

 

■入 会 方 法： ゲオチャンネル WEB サイトから登録 

  http://geochannel.geo-online.co.jp  


