
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

を有し、 ＰＯＳシステム。
（ａ） 掲載情報および 付加情報の入力を受け付け 掲載情
報入力制御手
（ｂ）前記掲載情報入力制御手段が入力を受け付けた 掲載情報 に基 いて
課金額を計算する課金額計算手
（ ）前記 の入金が完了したか否かを する入
金確認手
（ ）

広告掲載情報 を 読み出し可能
な情報として前記記憶装置に記憶させる掲載情報記憶制御手
（ ） 掲載情報を 印刷装置に送信する掲載情報送信手

【請求項２】
さらに、
（ ）前記 掲載情報を掲載するサイズを指定するためのサイズ入力制御手段を 、
前記 指定されたサイズに

、課金額を 、 表示 ことを特徴とする請求項 記載
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表示装置を含む情報入力端末、記憶装置を含むサーバ、印刷装置を含むキャッシュレジス
タ 以下の手段を備えることを特徴とする

前記情報入力端末から広告 その る
段

広告 の付加情報 づ
段

ｃ 課金額計算手段により計算された課金額 確認
段

ｄ 前記入金確認手段により課金額の入金の完了が確認されたことにより前記掲載情報
入力制御手段により受け付けられた およびその付加情報 随時

段
ｅ 前記記憶装置に記憶された広告 前記

段

ｆ 広告 備え
課金額計算手段は、少なくとも、前記サイズ入力制御手段により

基づいて 計算し 前記表示装置に させる １に



のＰＯＳシステム。
【請求項３】
以下の手段をさらに備えることを特徴とする請求項 記載のＰＯＳシステム。
（ ） 顧客の会計情報の入力を受け付ける会計情報入力制御
手
（ ）前記記憶装置に記憶された 掲載情報を前記記憶装置から取得する掲載情報取得
手
（ ）前記会計情報入力制御手段が入力を受け付けた会計情報と前記掲載情報取得手段が
取得した 掲載情報とを合成して、レシートとして印刷する印刷データを生成する印刷
データ生成手
（ ） 印刷データを所定のフォーマットで

印刷 る印刷制御手
【請求項４】
前記印刷データ生成手段は、前記 指定されたサイズに基づいて
、 刷データを生成することを特徴とする請求項 に記載のＰＯＳシステム。
【請求項５】
前記会計情報入力制御手段は、当該顧客の情報の入力を 受け付け、
前記掲載情報取得手段は、前記会計情報入力制御手段が入力を受け付けた当該顧客の情報
に基 いて前記記憶装置に記憶された複数の 掲載情報のアイテムからいずれかを選択
して取得することを特徴とする請求項 記載のＰＯＳシステム。
【請求項６】
前記会計情報入力制御手段が入力を受け付ける顧客の情報は、当該顧客の年齢層と性別の
いずれか一方 双方の情報を含むことを特徴とする請求項 記載のＰＯＳシステム。
【請求項７】
前記掲載情報入力制御手段は、前記付加情報として広告期間に関する情報の入力を受け付
けることを特徴とする請求項１ のいずれか１項に記載のＰＯＳシステム。
【請求項８】
前記掲載情報入力制御手段は、前記付加情報として広告 対象者の性別、年齢層、等の
種別に関する情報の入力を受け付けることを特徴とする請求項 に記載のＰＯＳシステム
。
【請求項９】
前記掲載情報入力制御手段は、前記付加情報として広告掲載情報を印刷出力するサイズに
関する情報を受け付けることを特徴とする請求項 に記載のＰＯＳシステム。
【請求項１０】
前記課金額計算手段は、前記広告期間、広告 対象者の種別、印刷出力するサイズのい
ずれか１ それらの組み合わせに基づいて課金額を計算することを特徴とする請求項

に記載のＰＯＳシステム。
【請求項１１】
前記印刷出力するサイズに関する情報を受け付けた後、前記表示装置に広告掲載時に印刷
出力されるものと同等の画像を出力することを特徴とする請求項
に記載のＰＯＳシステム。
【請求項１２】
さらに

像情報を入力する装置として、画像を読み取る画像 、
前記掲載情報入力制御手段は、前記画像 が読み取った画像の一部または全部の

情報を 掲載情報として入力を受け付けることを特徴とする請求項１
記載のＰＯＳシステム。

【請求項１３】

画像情報を入力する装置として、ディスクドライブ装置を 、
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２に
ｇ 前記キャッシュレジスタから
段
ｈ 広告
段
ｉ

広告
段

ｊ 前記印刷データ生成手段により生成された 前記
印刷装置に させ 段

サイズ入力制御手段により
印 ３

も

づ 広告
３又は４のいずれか１項に

又は ５に

～６

掲載
７

８

掲載
つ又は

９

９～１０のいずれか１項

、
画 読取装置を有し

読取装置 画
像 広告 ～１１のいずれ
か１項に

さらに、
有し



画像情報 入力 ことを特徴とする請求項１
に記載のＰＯＳシステム。

【請求項１４】
前記ディスクドライブ装置がフロッピードライブ装置であることを特徴とする請求項

記載のＰＯＳシステム。
【請求項１５】
前記印刷装置は、２色以上印刷が可能なカラープリンタであって、前記掲載情報入力制御
手段によって入力された 掲載情報の画像 が、２色又は多色の印刷を指定している
時、これに対応して印刷出力が可能な 請求項１ のいずれか１項に
記載のＰＯＳシステム。
【請求項１６】

を有するＰＯＳシステム 以下のステップを備えることを特徴とする広告
方法。

（ａ） 広 掲載情報 の入力を受け付ける掲載情
報入力受付ステッ
（ｂ）前記入力受付ステップにおいて入力が受け付けられた 掲載情報 に基

いて課金額を計算する課金額計算ステッ
（ｃ）前記課金額計算ステップにおいて計算された課金額の入金が完了したか を確認
する入金確認ステッ
（ｄ） 前記

入力受付ステップにおいて入力が受け付けられた 掲載情報
を 記憶する記憶ステッ

【請求項１７】
前記 情報入力受付ステップは、画像情報を受け付ける画像情報入力受付ステップを含
むことを特徴とする請求項 記載の 方法。
【請求項１８】
以下のステップをさらに備えることを特徴とする請求項 記
載の 方法。
（ ） 顧客の会計情報の入力を受け付ける会計情報入力受付
ステッ
（ ）前記記憶ステップにおいて記憶された 掲載情報を 取得する掲
載情報取得ステッ
（ ）前記会計情報入力受付ステップにおいて入力が受け付けられた会計情報と前記掲載
情報取得ステップにおいて取得された 掲載情報とを合成して、レシートとして印刷す
るための印刷データを生成するステッ
（ ）前記印刷データを 印刷する印刷ステッ
【請求項１９】
前記会計情報入力受付ステップは、当該顧客の情報の入力をも受け付け、
前記掲載情報取得ステップは、前記会計情報入力受付ステップにおいて入力が受け付けら
れた当該顧客の情報に基 いて前記記憶ステップにおいて記憶された 掲載情報からい
ずれかを選択して取得することを特徴とする請求項 記載の 方法。
【請求項２０】

記録媒体。」
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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前記掲載情報入力制御手段は、前記ディスクドライブ装置からイメージファイル形式で入
力された を広告掲載情報として を受け付ける ～１
２のいずれか１項

１３
に

広告 情報
ことを特徴とする ～１４

表示装置を含む情報入力端末、記憶装置を含むサーバ、印刷装置を含むキャッシュレジス
タ を使用した、 掲
載情報の処理

前記情報入力端末から 告 およびその付加情報
プ

広告 の付加情報
づ プ

否か
プ

前記入金確認ステップにおいて課金額の入金の完了が確認されたことにより 掲
載情報 広告 およびその付加情報

随時読み出し可能な情報として前記記憶装置に プ
（ｅ）前記記憶するステップにおいて記憶された広告掲載情報を前記印刷装置に送信する
送信ステップ

掲載
１６に 広告掲載情報の処理

１６又は１７のいずれか１項に
広告掲載情報の処理

ｆ 前記キャッシュレジスタから
プ

ｇ 広告 前記記憶装置から
プ

ｈ
広告
プ

ｉ 所定のフォーマットで前記印刷装置により プ

づ 広告
１８ 広告掲載情報の処理

請求項１６～１９のいずれか１項に記載の広告掲載情報の処理方法のステップからなるプ
ログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な



【発明の属する技術分野】
本発明は、ＰＯＳシステム、広告掲載 方法に関する。特に、広告を行いたい顧
客に対して広 掲載情報に応じて課金を行い、顧客が課金額を支払った場合に、別の顧客
に対するレシートに 掲載情報 印刷するＰＯＳシステム、広告掲載 方法に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、コンビニエンスストアやスーパーマーケットにおいて、顧客の会計情報をレシ
ートとして印刷するためのＰＯＳ（ Point　 Of　 Sale）システムが普及している。このよ
うなＰＯＳシステムでは、オペレータがハンドスキャナなどのバーコードリーダを用いて
商品に貼付された商品ラベルのバーコードを読み取る。読み取ったバーコードに含まれる
商品の識別情報に基いて別途記憶装置に記憶された商品の値段を取得し会計計算を行う。
最後に、会計計算情報をレシートとして印刷する。またこの際に、オペレータが顧客の年
齢や性別、職業などの情報を入力することにより、流行等を把握し、商品の仕入計画に役
立てている。
【０００３】
一方、コンビニエンスストア等では、コンサートなどのチケット、コンパクトディスクな
どの商品の予約や注文を行うため、タッチパネルが付いた液晶画面により顧客が情報を入
力する情報入力端末も普及している。顧客は、情報入力端末から所望の商品やチケットを
選択し、情報入力端末が印刷する控えを受け取る。この控えにはバーコードが印刷されて
おり、ＰＯＳシステムで当該バーコードを読み取ることによって、商品やチケットの会計
処理を行っている。
【０００４】
このほか、コンビニエンスストア等では、商品の仕入計画を立てるため、その地域で開催
される運動会、バザーなどの各種イベントの情報を独自に入手している。
【０００５】
また、日刊工業新聞平成１１年（１９９９年）１月２６日号第３９面に報道された通り、
インターネットやさまざまな商用情報提供サービスから得られる情報を顧客の好みに合わ
せてレシートに印刷するＰＯＳシステムも提案されている。このようなシステムでは、情
報は無料で提供されるか、あるいは、提供を受ける顧客が情報取得料金を支払う形態をと
っている。
【０００６】
また、このような情報をキャッシュレジスタに備えられたカスタマディスプレイに表示す
るＰＯＳシステムも提案されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このようなＰＯＳシステムを利用して広告を行いたい場合には、インター
ネットやさまざまな商用情報提供サービスに複雑な手順を踏んで広告を出す旨の登録を行
わなければならなかった。このため、たとえば地域住民が特定の地域に対して広告をした
い場合などには、従来のＰＯＳシステムでは適切に対応することができなかった。そして
、レシートに印刷される情報は天気予報や今日のニュースなどの画一的な情報だけになり
、地域住民の主体的な情報交換には役立っていなかった。
【０００８】
一方、地域住民が主催する各種イベント情報などを、現在普及しているシステムを利用し
、地域住民が主体的に参加して広めたいという要望が大きい。
【０００９】
また、コンビニエンスストア等は広く地域住民に利用される場の一つであり、情報提供の
場としてコンビニエンスストア等を利用したいという要望も大きい。
【００１０】
また、このような各種イベント情報が地域住民によりコンビニエンスストア等に提供され
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情報の処理
告

広告 を 情報の処理



れば、商品の仕入計画などにも役立つ。
【００１１】
さらに、公共性の高い学校行事などは広告掲載料を無料とし、家庭教師や講習会などの営
利目的がある場合には広告掲載料を有料とするなど、広告の種類によって課金額を変更で
きるようなシステムが望まれている。
【００１２】
本発明は、以上のような問題を解決するためになされたもので、広告を行いたい顧客に対
して広 掲載情報に応じて課金を行い、顧客が課金額を支払った場合に、別の顧客のレシ
ートに 掲載情報 印刷するＰＯＳシステム、広告掲載 方法および

記録媒体を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
以上の目的を達成するため、本発明の原理にしたがって、下記の発明を開示する。
【００１４】
本発明のＰＯＳシステムは、掲載情報入力制御手段と、課金額計算手段と、課金 入金
確認手段と、掲載情報記憶制御手段と を備え、
掲載情報入力制御手段は、広 掲載情報 の入力を受け付け、
課金額計算手段は、 入力制御手段が入力を受け付けた 掲載情報 に
基 いて課金額を計算し、
課金 入金確認手段は、課金額計算手段が計算した課金額の入金を確認し、
掲載情報記憶制御手段は、 金額の入金が確認された場合、 入力制御手段が入力
を受け付けた 掲載情報を随時読み出し可能に記憶

する。
【００１５】
また、本発明のＰＯＳシステムは、会計情報入力制御手段と、掲載情報取得手段と、印刷
データ生成手段 とをさらに備え、
会計情報入力制御手段は、顧客の会計情報の入力を受け付け、
掲載情報取得手段は、記憶された 掲載情報を記憶装置から取得し、
印刷データ生成手段は、会計情報入力制御手段が入力を受け付けた会計情報と掲載情報　
取得手段が取得した 掲載情報とを合成して、印刷データを生成し、

ことができる。
【００１６】
また、本発明のＰＯＳシステムの会計情報入力制御手段は、当該顧客の情報の入力をも受
け付け、
掲載情報取得手段は、会計情報入力制御手段が入力を受け付けた当該顧客の情報に基 い
て記憶装置に記憶された 掲載情報からいずれかを選択して取得することができ
る。
【００１７】
また、本発明のＰＯＳシステムの会計情報入力制御手段が入力を受け付ける顧客の情報は
、当該顧客の年齢層と性別のいずれか一方 双方の情報を含むことができる。
【００１８】
本発明のＰＯＳシステムの掲載情報入力制御手段は、付加情報として広告期間に関する情
報の入力を受け付けることができる。
【００１９】
本発明のＰＯＳシステムの掲載情報入力制御手段は、付加情報として広告 対象者の性
別、年齢層、等の種別に関する情報の入力を受け付けることができる。
【００２０】
本発明のＰＯＳシステムの掲載情報入力制御手段は、付加情報として広告掲載情報を印刷
出力するサイズに関する情報を受け付けることができる。
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告
広告 を 情報の処理 コンピュ

ータ読取り可能な

額の
、掲載情報送信手段と

告 とその付加情報
掲載情報 広告 の付加情報

づ
額の

課 掲載情報
広告 し、

　掲載情報送信手段は、記憶された広告掲載情報を印刷装置に送信

と、印刷制御手段

広告

広告
　印刷制御手段は、この印刷データを所定のフォーマットで、レシートとして印刷装置に
印刷させる

づ
複数の広告

又は

掲載



【００２１】
本発明のＰＯＳシステムの課金額計算手段は、広告期間、広告 対象者の種別、印刷出
力するサイズのいずれか１ それらの組み合わせに基づいて課金額を計算することが
できる。
【００２２】
本発明のＰＯＳシステムは、印刷出力するサイズに関する情報を受け付けた後、表示装置
に広告掲載時に印刷出力されるものと同等の画像を出力することができる。
【００２３】
また、本発明のＰＯＳシステムは、画像 を、さらに 、
掲載情報入力制御手段は、入力された画像情報を 掲載情報の一部または全部として入
力を受け付けることができる。
【００２４】
本発明の広告掲載 方法は、以下のステップを備える。
広 掲載情報の入力を受け付ける掲載情報入力受付ステッ

入力受付ステップにおいて入力が受け付けられた 掲載情報 に基
いて課金額を計算する課金額計算ステッ

課金額計算ステップにおいて計算された課金額の入金がなされたか確認する課金額 入金
確認ステッ
課金 入金確認ステップにおいて課金額の入金が確認された場合、入力受付ステップに
おいて入力が受け付けられた 掲載情報 を随時読み出し可能に記憶
する記憶ステッ

【００２５】
また、本発明の 方法 画像情報の入力
を受付る画像情報入力受付ステップを 、
掲載情報入力受付ステップは、入力された画像情報の一部または全部を 掲載情報 し
て受け付けることができる。
【００２６】
また、本発明の 方法は、以下のステップをさらに備えることができる
。
顧客の会計情報の入力を受け付ける会計情報入力受付ステッ
記憶ステップにおいて記憶された 掲載情報を取得する掲載情報取得ステッ
会計情報入力受付ステップにおいて入力が受け付けられた会計情報と掲載情報取得ステッ
プにおいて取得された 掲載情報とを合成して印刷データを生成するステッ
印刷データを所定のフォーマットで、レシートとして印刷する ステッ
【００２７】
また、本発明の 方法の会計情報入力受付ステップは、当該顧客の情報
の入力をも受け付け、
掲載情報取得ステップは、会計情報入力受付ステップにおいて入力が受け付けられた当該
顧客の情報に基 いて記憶ステップにおいて記憶された 掲載情報からいずれかを選択
して取得することができる。
【００２８】
本発明のＰＯＳシステムを実現し、本発明の広告掲載 方法を実現するためのプ
ログラムをコンパクトディスク、フロッピーディスク、ハードディスク、光磁気ディスク
、ディジタルビデオディスク、磁気テープ、半導体メモリなどのコンピュータ 可
能な 媒体に記憶することができる。
【００２９】
さらに、本発明のＰＯＳシステムを制御するためのプログラムを、ＷＷＷ（ World　 Wide
　 Web）のサーバコンピュータに配置し、ここからオペレータが適宜ダウンロードしてＰ
ＯＳシステムに記憶させてプログラムを更新し、ＰＯＳシステムにこのプログラムを実行
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させることができる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の一実施形態を説明する。なお、以下に説明する実施形態は説明のためのも
のであり、本発明の範囲を制限するものではない。したがって、当業者であればこれらの
各要素 全要素をこれと均等なものに置換した実施形態を採用することが可能であり、
これらの実施形態も本発明の範囲に含まれる。
【００３１】
（ＰＯＳシステムの全体構成）
図１に、本発明のＰＯＳシステムの一実施形態のブロック構成図を示す。
【００３２】
ＰＯＳシステム１０１は、情報入力端末１１１と、サーバ１２１と、キャッシュレジスタ
１３１とを備える。キャッシュレジスタ１３１は、入力装置として、キーボード、バーコ
ードリーダ、表示装置として、液晶ディスプレイ、カスタマーディスプレイ、印刷装置と
して、レシートプリンタ等を有し、情報入力端末１１１は、表示装置として、液晶ディス
プレイ１１３、入力装置として、タッチパネル１１４、フロッピードライブ１１７、イメ
ージスキャナー（図示せず）、印刷装置として、プリンタ１１６を有している。プリンタ
１１６は、多色の印刷が可能なインクジェットプリンタが用いられる。
【００３３】
情報を提供する顧客（広告主となる顧客）は、情報入力端末１１１からレシートに印刷し
て欲しい 掲載情報を入力する。その際に、レシートを受け取る人（広告を受ける顧客
）の性別、年齢層、職業などの種別を広告対象条件（特定条件）として選択して入力する
ことができる。
【００３４】
サーバ１２１は、情報入力端末１１１から入力された 掲載情報と、この 掲載情報
に対応する特定条件とを記憶する。また、商品データベースを用意して各種商品の価格の
検索や在庫管理などの機能を果たすこともできる。
【００３５】
キャッシュレジスタ１３１では、広告を受ける顧客が購入する商品の会計情報の入力が行
われる。オペレータは広告を受ける顧客の年齢層、性別、職業などの情報をキャッシュレ
ジスタ１３１で入力するとともに、商品に添付されたバーコードをバーコードリーダ１３
１ｂで読み取り、商品の個数をキーボードなどから入力する。
【００３６】
キャッシュレジスタ１３１では、バーコードリーダ１３１ｂで読み取られた商品の識別情
報や個数などの会計情報に基いて、会計計算が行われる。会計計算は、キャッシュレジス
タ１３１で行うこともできるし、サーバ１２１で行うこともできる。また、商品の識別情
報から当該商品の価格を調べるために、サーバ１２１に記憶された商品データベースを利
用することができる。
【００３７】
このように、本発明では、情報入力端末１１１を用いて地域住民（広告主となる顧客）の
主体的な 掲載情報の提供を受けることができ、 掲載情報を特定条件に合わせて顧
客（広告を受ける顧客）のレシートに印刷して提示することができるため、地域社会の情
報交換に役立つことができる。
【００３８】
（情報入力端末の構成）
図２には、図１に示すＰＯＳシステムの情報入力端末１１１のブロック構成図を示す。
【００３９】
情報入力端末１１１の各部は、ＣＰＵ１１２によって制御される。液晶ディスプレイ１１
３には情報入力用のボタンや五十音表などが表示され、広告主となる顧客は液晶ディスプ
レイ１１３の表面に設けられたタッチパネル１１４に触れることにより、表示されたボタ
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ンや五十音表から所望のものを選択し、 掲載情報を入力することができる。又、手書
き文字認識領域をタッチパネル上に設置し、これを認識する文字認識プログラムを情報入
力端末に組み込むことによって直接、ひらがな、あるいは漢字を入力する事も可能である
。
【００４０】
また、ここで表示されるボタンに、あらかじめどのような客層に 掲載情報を提供した
いかの特定条件（年齢層、性別、職業など）、 掲載情報の種類（運動会、バザー、発
表会など）、 掲載情報の有効期限（開催日など）を入力できるように用意しておくこ
とができる。これにより、広告主となる顧客による入力が容易になるとともに、コンビニ
エンスストアの商品仕入情報にこれらの情報を生かすこともできる。
【００４１】
また情報入力端末１１１には、イメージスキャナ１１５が備えられている。広告主となる
顧客は、レシートに印刷したい図案等をあらかじめ用意し、これをスキャナ１１５で読み
取って 掲載情報とすることができる。更に、情報入力端末１１１には、フロッピード
ライブ１１７が備えられ、情報掲載希望者が自宅で作成したイメージファイル（たとえば
ＪＰＥＧ、ＧＩＦ、ＴＩＦ形式のファイル）をイメージデータとして読み込むことができ
るように構成されている。又、プリンタ１１６では、広告しようとして入力された 掲
載情報を確認のために印刷出力することができるように構成されている。
【００４２】
また、情報入力端末１１１では、 掲載情報の入力だけではなく、コンサートのチケッ
トやコンパクトディスクなどの商品の予約や注文を行うことができる。顧客は、ディスプ
レイ１１３の表示にしたがい、タッチパネル１１４を操作して、所望の商品を選択する。
選択が完了すると、プリンタ１１６がレシートを印刷する。
【００４３】
顧客は、プリンタ１１６が印刷した控えをキャッシュレジスタ１３１に持っていき、オペ
レータは、この控えに印刷されたバーコードを読み取ることにより、コンサートのチケッ
トやコンパクトディスクなどの商品の会計を行うことができる。
【００４４】
入力された 掲載情報 、インターフェース１１８を介してサーバに送信される。
【００４５】
ここで、情報入力端末１１１は掲載情報入力制御手段として機能し、又、情報入力端末１
１１に備えられたスキャナ１１５、あるいはフロッピードライブ１１７と共に、画像入力
制御手段として機能する。
【００４６】
（サーバの構成）
図３には、図１に示すＰＯＳシステムのサーバ１２１のブロック構成図を示す。
【００４７】
サーバ１２１の各部は、ＣＰＵ１２２によって制御される。サーバ１２１は、入力端末側
インターフェース１２３を介して情報入力端末１１１と通信し、キャッシュレジスタ側イ
ンターフェース１２４を介してキャッシュレジスタ１３１と通信する。
【００４８】
サーバ１２１は、情報入力端末１１１で入力された 掲載情報と特定条件を入力端末側
インターフェース１２３を介して受信し、これらをハードディスク、ＤＶＤ、ＭＴなどの
不揮発性記憶装置１２５に記憶する。
【００４９】
不揮発性記憶装置１２５には、商品データベースを記憶することもできる。この場合、Ｃ
ＰＵ１２２は、キャッシュレジスタ１３１から送信された商品の識別番号（ＩＤ）をキャ
ッシュレジスタ側インターフェース１２４を介して受信し、その商品の価格をキャッシュ
レジスタ側インターフェース１２４を介してキャッシュレジスタ１３１に送信する。
【００５０】

10

20

30

40

50

(8) JP 3633843 B2 2005.3.30

広告

広告
広告

広告

広告

広告

広告

広告 は

広告



サーバ１２１は、ネットワークインターフェース１２６を介して電話線などを用いたコン
ピュータ通信網に接続することができ、商品の販売状況を本部に連絡し、仕入計画、商品
価格の更新情報のほか、顧客に依らない掲載情報を得ることができる。
【００５１】
また、入力された 掲載情報を調べ、当該地域で開催される各種イベントの種類や日程
をコンピュータ通信網を介して本部に送信することにより、当該店舗に対する商品の納入
計画を適切なものに変更することができる。
【００５２】
ここで、サーバ１２１はＰＯＳシステムの中央制御装置として機能する。
【００５３】
（キャッシュレジスタの構成）
図４には、図１に示すＰＯＳシステムのキャッシュレジスタ１３１のブロック構成図を示
す。
【００５４】
キャッシュレジスタ１３１の各部はＣＰＵ１３２によって制御される。オペレータはハン
ドスキャナなどのバーコードリーダ１３３や、キーボード１３４を用いて商品に付された
バーコードを読み取り、あるいは商品識別情報を入力する。また、キーボード１３４を用
いて、現在会計を行っている顧客の年齢層、性別、職業などの情報を入力する。
【００５５】
入力された商品識別情報から商品の値段を検索して、会計情報としてこれを用いる。検索
の際には、サーバ１２１に記憶された商品データベースを用いることができる。キャッシ
ュレジスタ１３１はインターフェース１３５を介してサーバ１２１と通信する。
【００５６】
キャッシュレジスタ１３１は、バーコードを読み取った商品の名称やその商品の値段、会
計の合計金額などをカスタマディスプレイ１３６に表示する。これにより、顧客の確認を
促すことができる。
【００５７】
このほか、キャッシュレジスタ１３１は、銭箱１３７や、クレジットカード、プリペイド
カード用のカード読取装置１３８を備えることができる。これにより会計を実行すること
ができる。
【００５８】
商品の名称、値段、個数、合計額、釣銭の金額などの会計情報は、プリンタ１３９により
レシートとして印刷される。プリンタ１３９は、多色印刷が可能な高速のインクジェット
プリンタが用いられる。
【００５９】
ここで、キーボード１３４により入力された広告を受ける顧客の年齢層、性別、職業など
の情報は、インターフェース１３５を介してサーバ１２１に送信される。
【００６０】
サーバ１２１のＣＰＵ１２２（図２）は、受信した広告を受ける顧客の年齢層、性別、職
業などの情報と、不揮発性記憶装置１２５に記憶された特定条件とを対比し、特定条件の
うち、満たされるものを選択する。さらに、満たされた特定条件に対応する 掲載情報
を不揮発性記憶装置１２５から取得し、この掲載情報をキャッシュレジスタ１３１に送信
する。複数の特定条件が満たされる場合には、いずれか一つの 掲載情報を選択する。
【００６１】
キャッシュレジスタ１３１では、受信した 掲載情報を、会計情報と合成して１枚のレ
シートに印刷する。
【００６２】
ここで、キャッシュレジスタ１３１は会計情報入力制御手段、印刷制御手段として機能し
、サーバ１２１と共働して掲載情報取得手段として機能する。また印刷手段として機能す
る際に、サーバ１２１が記憶する商品データベースを利用して会計情報を合成することが
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できる。
【００６３】
（ 掲載情報の仮登録処理）
図５は、本発明のＰＯＳシステムの機能ブロック図である。
【００６４】
掲載情報入力制御手段２０１は、テキストデータを入力する入力装置１１４からの入力を
受け付け、情報入力端末内の所定のメモリに入力し、一時的に保存する制御を実行する。
又、この制御手段には、 掲載情報の印刷出力の大きさを指定するためのサイズ入力制
御手段２０２が接続されている。一方、イメージを入力するための入力装置であるイメー
ジスキャナー１１５には、画像入力制御手段２０３が接続され、同様にサイズ入力制御手
段２０２に接続されている。入力された広告掲載情報は ＨＴＭＬ形式などのファイルと
して一時的に情報入力端末内の記憶装置に保存される。尚、サイズ入力制御手段２０２、
イメージ入力制御手段２０３は、掲載情報入力 手段２０１に含めて構成し、掲載情報
制御手段２０１が 掲載情報および付加情報を入力制御するように構成する事も可能で
ある。
【００６５】
課金額計算手段２０４は、入力された 掲載情報の印刷出力サイズ情報、あるいは
掲載期間、出力対象者などの付加情報に基づいて 掲載のための料金を計算する。この
時、情報入力端末装置に備えられたプリンタに、登録番号、請求金額、あるいはこれらを
バーコードに変換したコードパターンなどをチケット状の用紙に印刷出力し、登録カード
を作成する。更に、テスト印刷を指定するボタンがタッチパネル上に表示されこれをＯＮ
することによって、テスト印刷制御手段２１０を作動させ、広告掲載情報が所望の形態で
印刷出力されるか確認することができる様に構成することもできる。
【００６６】
ここで、情報入力作業は終了するため、広告掲載情報と、これに付随する 掲載者情報
、 対象者情報は一旦、サーバ内の記憶装置に仮登録される。
【００６７】
広告掲載希望者は、この登録カードをキャッシュレジスタに持参することによって、キャ
ッシュレジスタでは、登録カードの情報をバーコードリーダで読み込み、料金が支払われ
ると課金額入金確認が実行される。すなわちキャッシュレジスタは、課金額入金（支払）
確認手段２０５として機能する。これに接続された、掲載情報記憶制御手段２０６は、こ
の入金情報を受信し、一時的に保存されている 掲載情報のファイルを、不揮発性記憶
装置１２５に、随時読み出し可能に正式に登録する。
【００６８】
一方、通常の顧客が、商品を購入し、キャッシュレジスタで入金をしようとすると、会計
情報入力手段２０７により、商品の合計額を計算し、ディスプレイ１３６に表示し、顧客
の入金が実行されると、サーバ１２１の印刷データ生成手段２０８により、指定された広
告掲載情報のファイルと、会計情報のデータを所定のフォーマットで合成し、印刷データ
を生成する。この時、印刷データ生成手段２０８は、会計情報入力時に入力された、顧客
の年齢、性別などの付加情報を参照し、広告掲載情報を入力するときに指定された顧客か
どうか比較し、広告掲載対象者と判定した場合、その広告掲載情報のファイルを、不揮発
性記憶装置１２５から読み出し、合成データを生成する。
【００６９】
印刷データは、レシート印刷用のデータとして、キャッシュレジスタ１３１に送信され、
印刷制御手段２０９によって、印刷装置１３９から印刷出力される。
【００７０】
図６は、図１に示すＰＯＳシステムにおいて 掲載情報が記憶装置に仮登録されるまで
の処理の流れを示すフローチャートである。
【００７１】
まず、情報入力端末１１１のＣＰＵ１１２は、ディスプレイ１１３に、メインメニューを
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表示する（ステップＳ５０１）。図７に、このメインメニューの表示例を示す。
【００７２】
メインメニュー６０１には、レシートに印刷する 掲載情報の入力ボタン６０２、コン
サートチケットの予約・発行ボタン６０３、旅行の切符やホテルの予約・発行ボタン６０
４、音楽用コンパクトディスクの予約・注文ボタン６０５、ゲームソフトの予約・注文ボ
タン６０６などが表示されている。
【００７３】
次に、ＣＰＵ１１２は、タッチパネル１１３を監視して、広告主となる顧客がメインメニ
ュー６０１に表示されたいずれのボタンを選択したかを調べる（ステップＳ５０２）。
【００７４】

掲載情報入力ボタン６０２以外のボタンが選択された場合（ステップＳ５０２ その
他）、対応する処理を実行し（ステップＳ５０３）、ステップＳ５０１に戻る。ステップ
Ｓ５０３の処理については、公知の技術を用いることができるため、本発明では説明を省
略する。
【００７５】

掲載情報入力ボタン６０２が選択された場合（ステップＳ５０２ 掲載情報入力）、
ＣＰＵ１１２は、 掲載情報の種類の入力メニューをディスプレイ１１３に表示し、

掲載情報の種類の入力を受け付ける（ステップＳ５０４）。
【００７６】
図８に、 掲載情報の種類の入力メニューの表示例を示す。
【００７７】

掲載情報の種類の入力メニュー７０１には、学校行事ボタン７０２、バザーボタン７
０３、講習会ボタン７０４、その他ボタン７０５などが表示されている。広告主となる顧
客が文化祭や運動会などの告知を行う場合には学校行事ボタン７０２を選択し、バザーや
フリーマーケットなどの告知を行う場合にはバザーボタン７０３を選択し、生け花、英語
、家庭教師などの告知を行う場合には講習会ボタン７０４を選択する。また、これらに該
当しないイベントなどの告知を行いたい場合には、その他ボタン７０５を選択する。
【００７８】
ついで、ＣＰＵ１１２は、 掲載情報の有効期限の入力メニューをディスプレイ１１３
に表示し、 掲載情報の有効期限の入力を受け付ける（ステップＳ５０５）。
図９には、 掲載情報の有効期限の入力メニューの表示例を示す。広告主となる顧客は
、各種イベントの開催日などを入力することができる。
【００７９】
有効期限の入力メニュー８０１には、入力された年月日をそれぞれ表示する年入力部８０
２、月入力部８０３、日入力部８０４と、現在入力している場所を示すカーソル８０５と
、数字を入力するためのテンキー８０６とが表示されている。
【００８０】
さらに、ＣＰＵ１１２は、 掲載情報の特定条件の入力メニューをディスプレイ１１３
に表示し、 掲載情報の特定条件の入力を受け付ける（ステップＳ５０６）。
図１０に、 掲載情報の特定条件の入力メニューの表示例を示す。
【００８１】
特定条件の入力メニュー９０１には、情報を提供したい相手の性別入力ボタン９０２ａ、
９０２ｂと、年齢層入力ボタン９０３ａ、９０３ｂ、９０３ｃ、９０３ｄ、９０３ｅ、９
０３ｆと、職業入力ボタン９０４ａ、９０４ｂ、９０４ｃとが表示されている。広告主と
なる顧客は、この中から所望の入力ボタンを選択することにより、特定条件を入力するこ
とができる。
【００８２】
ついで、ＣＰＵ１１２は、 掲載情報の入力メニューをディスプレイ１１３に表示し、

掲載情報の入力を受け付ける（ステップＳ５０７）。
【００８３】
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図１１には、 掲載情報の入力メニューの表示例を示す。
【００８４】

掲載情報の入力メニュー１００１は、入力された 掲載情報を表示する入力部１０
０２、現在入力している場所を示すカーソル１００３と、自由に文章を入力するための五
十音表１００４とが表示されている。さらに、スキャナ１１５から画像を読み取って、こ
れを 掲載情報とするためのスキャナボタン１００５も表示されている。広告主となる
顧客は、五十音表１００４やスキャナボタン１００５を操作することにより、提供する情
報を容易に入力することができる。
【００８５】
又、フォントサイズ指定のボタン１００６によって、好みのフォントサイズを指定するこ
ともできる。更に図示されていないが、フォントの種類、ボールド、イタリック等が、部
分的あるいは、全体的に指定できる構成とすることも可能である。
【００８６】
さらに、ＣＰＵ１１２は、ステップＳ５０４～ステップＳ５０７で入力された情報を確認
する確認メニューを表示して 掲載情報の内容の確認を求める（ステップＳ５０８）。
【００８７】
図１２に、確認メニューの表示例を示す。確認メニュー１１０１には、 掲載情報の種
類１１０２、有効期限１１０３、特定条件１１０４、 掲載情報１１０５と、確認ボタ
ン１１０６とが表示されている。
【００８８】
本実施例では、画像入力をイメージスキャナーを用いて行う方法で、説明しているが、家
庭のＰＣで作成した画像ファイルをフロッピーディスクに記録して、この情報入力端末で
読み出して、広告掲載情報のデータを作成することもできる。
【００８９】
入力をやり直す場合（ステップＳ５０８ Ｎｏ）、ステップＳ５０４に戻る。入力をやり
直す場合は、前回入力した情報を各メニューの既定値として用いると再入力を容易に行う
ことができる。
【００９０】
また、これらの情報の入力手法については、ここに開示した手順のほか、適宜順序を変更
するなどの公知の技術を用いることができ、これらの実施形態も本発明の範囲に含まれる
。
【００９１】
確認がされた場合（ステップＳ５０８ Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１１２は、仮登録の画面を表示
し、最終登録の確認を求める。
図１３は、登録確認メニューの表示例を示している。登録確認メニューでは、プレビュー
画面１１５１と、印刷サイズ、あるいは印刷カラーの指定をするボタン１１５２、料金確
認の表示画面１１５３等が配置されるとともに、仮登録の最終画面が表示され、仮登録を
するＯＫボタン１１６０、取り消し（Ｃａｎｃｅｌ）ボタン１１６１、修正（Ｒｅｖｉｓ
ｅ）ボタン１１６２等が配置されている。プレビュー画面１１５１では、レシートに印刷
される画像と同等の画像が、所定の処理によって表示される。
【００９２】
前述のボタンを用いて、サイズ、色の指定がされ（ステップＳ５０９）、 掲載期間、
サイズ等の指定情報に基づいて料金が計算され（ステップＳ５１０）、仮登録するかどう
かを問い合わせる（ステップＳ５１１）。　課金額は、たとえばその日から有効期限まで
の日数に所定の金額を掛け算することにより得ることができる。また、 掲載情報の種
類に応じて学校行事は１００円、講習会の案内は２００円などのように、所定の金額を変
更することができる。更に、 掲載者の年齢によっても変更しても良い。
【００９３】
ここで、仮登録のＯＫボタン１１６０を押されると（ステップＳ５１１：ＹＥＳ）インタ
ーフェース１１８を介して入力された 掲載情報の種類、有効期限、特定条件、 掲
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載情報をサーバ１２１に送信する（ステップＳ５０９）。広告掲載情報、付加情報が関連
づけられて、サーバ内の記憶装置１２５に一時的に保存される。又、キャンセルボタン１
１６１を押すと全ての情報が消去される（ステップＳ５１１：ＮＯ）。更に修正が必要な
場合は、コレクトボタン１１６２が押される。この場合、ステップＳ５０４に戻る。
【００９４】
サーバ１２１では、これらの情報を入力端末側インターフェース１２３を介して受信し（
ステップＳ５１４）、不揮発性記憶装置１２５に識別番号とともに仮登録して記憶する（
ステップＳ５１５）。そして、当該仮登録の識別番号を入力端末側インターフェース１２
３を介して送信する（ステップＳ５１６）。
【００９５】
ＣＰＵ１１２は、インターフェース１１８を介して仮登録の識別番号を受信し（ステップ
Ｓ５１３）、情報入力端末のプリンタ１１６から、請求書兼登録カードが発行され（ステ
ップＳ５２０）、本処理を終了する。
【００９６】
広告主となる顧客は、自分が指定したフォーマット、例えば、広告のサイズ、色、フォン
トの種類等 確認することができるように印刷出力する事も可能である。また登録カード
には、仮登録の識別番号をあらわすバーコードが印刷される。
【００９７】
以下に説明する課金処理では、このバーコードを読み取って課金を行う。
【００９８】
（課金処理）
図１４は、図１に示すＰＯＳシステムにおいて、課金額の入金確認を行うことにより、仮
登録された 掲載情報を本登録す 流れを示すフローチャートである。本処理は、広告
主となる顧客がキャッシュレジスタ１３１のオペレータ（店員）にステップＳ５２０にお
いて出力された請求書兼登録カードを渡すことによって開始される。
【００９９】
まず、キャッシュレジスタ１３１のＣＰＵ１３２は、仮登録の識別番号の入力をバーコー
ドリーダ１３３から受け付ける（ステップＳ１２０１）。この入力は、オペレータがバー
コードリーダにより登録カードに印刷されたバーコードを読み取ることにより行う。
【０１００】
次に、ＣＰＵ１３２は、この仮登録の識別番号をインターフェース１３５を介してサーバ
１２１に送信する（ステップＳ１２０２）。
【０１０１】
サーバ１２１は、キャッシュレジスタ側インターフェース１２４を介して仮登録の識別番
号を受信すると（ステップＳ１２０３）、不揮発性記憶装置１２５の仮登録により記憶さ
れた 掲載情報の種類、有効期限、特定条件、 掲載情報を、登録カードの内容と照
合、確認する（ステップＳ１２０４）。確認処理が終了するとあらかじめ計算された課金
額をキャッシュレジスタ１３１へ送信する（ステップＳ１２０５）。
尚、課金額はあらかじめ登録カードにバーコードで出力し、これを用いることも可能であ
る。
【０１０２】
キャッシュレジスタ１３１は、インターフェース１３５を介して課金額を受信し（ステッ
プＳ１２０７）、当該課金額をディスプレイ１３６に表示する（ステップＳ１２０８）。
【０１０３】
ここで、オペレータは広告主となる顧客から課金額を徴収し、たとえばキーボード１３４
の「精算」ボタンを押圧操作することにより、キャッシュレジスタ１３１がその旨を受け
付ける（ステップＳ１２０９）。現金による徴収のほか、カード読取装置１３８を使用し
たクレジットカード、プリペイドカードによる徴収ができる。
【０１０４】
さらに、課金額の入金が確認されると、ＣＰＵ１３２は、インターフェース１３５を介し
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て、当該掲載情報を本登録するようにサーバに要求する（ステップＳ１２１０）。
【０１０５】
サーバは、この要求を受信し（ステップＳ１２１１）、当該掲載情報を本登録し（ステッ
プＳ１２１２）、キャッシュレジスタ側インターフェース１２６を介して本登録した旨を
キャッシュレジスタ１３１に送信する（ステップＳ１２１３）。
【０１０６】
キャッシュレジスタ１３１は、インターフェース１３５を介して本登録した旨を受信する
と（ステップＳ１２１４）、広告主となる顧客に対して広告を受け付けた旨のレシートを
印刷して（ステップＳ１２１５）、本処理を終了する。
【０１０７】
（会計処理）
図１５は、図１に示すＰＯＳシステムにおいて会計情報が入力され、これと 掲載情報
とがレシートに印刷されるまでの処理の流れを示すフローチャートである。
【０１０８】
まず、キャッシュレジスタ１３１のＣＰＵ１３２は、広告を受ける顧客の性別、年齢層、
職業などの顧客情報の入力を、キーボード１３４から受け付ける（ステップＳ１３０１）
。この入力は、キャッシュレジスタ１３１のオペレータ（店員）が行う。
【０１０９】
次に、ＣＰＵ１３２は、バーコードリーダ１３３とキーボード１３４により商品の識別情
報と商品の個数の情報の入力を受け付け（ステップＳ１３０２）、この識別情報をインタ
ーフェース１３５を介してサーバ１２１に送信する（ステップＳ１３０３）。
【０１１０】
サーバ１２１は、キャッシュレジスタ側インターフェース１２４を介して商品の識別情報
を受信すると（ステップＳ１３０４）、不揮発性記憶装置１２５に記憶された商品データ
ベースからその商品の価格を検索し（ステップＳ１３０５）、この価格情報をキャッシュ
レジスタ側インターフェース１２４を介してキャッシュレジスタ１３１に送信する（ステ
ップＳ１３０６）。
【０１１１】
キャッシュレジスタ１３１は、インターフェース１３５を介して商品の価格情報を受信し
（ステップＳ１３０７）、価格情報をディスプレイ１３６に表示する（ステップＳ１３０
８）。
【０１１２】
さらに、商品の識別情報の入力が終わりか否かを調べる（ステップＳ１３０９）。
たとえばキーボード１３４の「合計」ボタンをオペレータが押圧操作することにより、商
品の識別情報の入力が終わることになる。
【０１１３】
入力が終わりでない場合（ステップＳ１３０９ Ｎｏ）、ステップＳ１３０２に戻る。一
方、商品の識別情報の入力が終わった場合（ステップＳ１３０９ Ｙｅｓ）、ＣＰＵ１３
２は、ステップＳ１３０１において入力された顧客の性別、年齢層、職業などの顧客情報
を、インターフェース１３５を介してサーバ１２１に送信する（ステップＳ１３１０）。
【０１１４】
サーバ１２１は、キャッシュレジスタ側インターフェース１２４を介して、顧客の性別、
年齢層、職業などの顧客情報を受信し（ステップＳ１３１１）、ＣＰＵ　１２２は、不揮
発性記憶装置１２５に本登録された特定条件とこれらの顧客情報を対比して、満たされる
特定条件がいずれかを調べる（ステップＳ１３１２）。
【０１１５】
なお、満たされる特定条件が複数ある場合には、乱数や採用された回数などに応じて適宜
いずれかの特定条件を１つ選択することができる。
【０１１６】
また、常に成立する特定条件と、これに対応する 掲載情報として当該コンビニエンス
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ストアの宣伝などをあらかじめ不揮発性記憶装置１２５に記憶しておくことができる。
【０１１７】
ついで、ＣＰＵ１２２は、満たされる特定条件に対応する 掲載情報を不揮発性記憶装
置１２５から取得し（ステップＳ１３１３）、キャッシュレジスタ側インターフェース１
２４を介して、この 掲載情報をキャッシュレジスタ１３１に送信する（ステップＳ１
３１４）。
【０１１８】
キャッシュレジスタ１３１は、インターフェース１３５を介して、 掲載情報を受信す
る（ステップＳ１３１５）。
【０１１９】
ついで、キャッシュレジスタ１３１のＣＰＵ１３２は、ステップＳ１３０２で受け付けた
商品の個数と、ステップＳ１３０７で受信した商品の価格情報と、から、レシートに印刷
すべき会計情報を生成する（ステップＳ１３１６）。
【０１２０】
最後に、キャッシュレジスタ１３１は、ステップＳ１３１４において受信された 掲載
情報と、ステップＳ１３１５において生成された会計情報とを合成して印刷データを生成
し（ステップＳ１３１７）、プリンタに送信し（ステップＳ１３１８）プリンタ１３９に
より、レシートとして印刷し（ステップＳ１３１９）、本処理を終了する。印刷のフォー
マットとしては、レシートに 掲載情報用の印刷領域を用意しておき、当該部分に
掲載情報を嵌め込んで印刷したり、 掲載情報を印刷した後で会計情報を印刷するなど
の合成方法が考えられる。又、複数の 掲載情報のアイテムが登録されている場合は、
特定条件に該当しない顧客に対しては、タイトルのみを印刷したりすることも可能である
。
【０１２１】
図１６は、このようにして印刷されたレシートの例を示す説明図である。レシート１４０
１には、 掲載情報印刷領域１４０２と、会計情報印刷領域１４０３とがあり、それぞ
れの情報が印刷されている。
【０１２２】
なお、上記の処理の手順は実施形態の一例を示したものであり、これを変形したり、順序
を変更したりしてこれと同等の処理を実行することができる。たとえば、上記の説明では
省略したが、釣銭の計算や、入力した情報の訂正などを適宜行うステップを本処理に追加
することができる。
【０１２３】
また、情報入力端末１１１とサーバ１２１とを一体として構成することも可能であるし、
サーバ１２１とキャッシュレジスタ１３１とを一体として構成することも可能である。ま
た、サーバ１２１で行う処理をキャッシュレジスタ１３１で行うことも、その逆も可能で
ある。これらの実施形態も本発明の範囲に含まれる。
【０１２４】
また、上記実施例では、課金額を、 掲載情報と種類と有効期限と登録日との間の日数
によって計算していたが、このほかの方法も考えられる。
【０１２５】
たとえば、広告主が情報入力端末１１１で何枚のレシートに広告を印刷するかを入力でき
るようにしておき、レシート１枚あたりの料金にこの枚数を掛け算することにより課金額
を求めることができる。この場合、広告が印刷された回数が入力したレシートの枚数より
も小さい場合に、特定条件が満たされることになる。
【０１２６】
このほか、広告を掲載する期間をさらに詳細に設定できるような実施形態も考えられる。
たとえば、「午前１０時から午後２時までの間、今日から２週間」などのような指定であ
る。この場合は、時間帯に応じて、予想される来客数が異なるため、広告料金を変更して
もよい。
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【０１２７】
また、上記実施例では広告料金は先払いだが、クレジットカードなどを利用した場合には
、実際に広告が印刷されたレシートの枚数に応じて後から課金することも可能である。こ
の場合は、キャッシュレジスタからクレジットカードの会員番号を入力することにより、
仮登録から本登録への更新が行われることになる。
【０１２８】
また、上記実施例では、２色以上の多色印刷プリンタとして、インクジェットプリンタ１
１６を用いたが、サーマルプリンタ、インパクトドットプリンタ、レーザープリンタでも
構わない。もし、それらのプリンタが単色しか印刷できないときは、印刷カラーの指定（
図１３）は、無視される。
【０１２９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、以下の効果を奏する。
【０１３０】
まず、広告を行いたい顧客に対して 掲載情報に応じて課金を行い、顧客が課金額を支
払った場合に、別の顧客に対するレシートに 掲載情報 印刷するＰＯＳシステムと広
告掲載 方法を提供することができる。
【０１３１】
また、 掲載情報の提供が顧客にとって容易なＰＯＳシステムと広告掲載 方
法を提供することができる。
【０１３２】
また、顧客の年齢層、性別、職業などに応じて、提供すべき 掲載情報を適切に選択す
ることができるＰＯＳシステムと広告掲載 方法を提供することができる。
【０１３３】
さらに、プログラムを記録した 媒体をソフトウェア商品として、ＰＯＳシステムのハ
ードウェアと独立して容易に配布したり販売したりすることができるようになる。本発明
の 媒体に記録されたプログラムをＰＯＳシステムで実行すれば、上記の発明に係るＰ
ＯＳシステムおよびＰＯＳシステムの制御方法が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＰＯＳシステムの一実施形態の概要を示すブロック構成図。
【図２】図１に示すＰＯＳシステムの情報入力端末の構成を示すブロック構成図。
【図３】図１に示すＰＯＳシステムのサーバの構成を示すブロック構成図。
【図４】図１に示すＰＯＳシステムのキャッシュレジスタの構成を示すブロック構成図。
【図５】本発明のＰＯＳシステムの機能ブロック図。
【図６】図１に示すＰＯＳシステムの情報入力端末で実行される 掲載情報仮登録処理
の流れを示すフローチャート。
【図７】図１に示すＰＯＳシステムの情報入力端末に表示される入力画面のメインメニュ
ーの表示例。
【図８】図１に示すＰＯＳシステムの情報入力端末に表示される 掲載情報の種類の入
力メニューの表示例。
【図９】図１に示すＰＯＳシステムの情報入力端末に表示される有効期限の入力メニュー
の表示例。
【図１０】図１に示すＰＯＳシステムの情報入力端末に表示される特定条件の入力メニュ
ーの表示例。
【図１１】図１に示すＰＯＳシステムの情報入力端末に表示される 掲載情報の入力メ
ニューの表示例。
【図１２】図１に示すＰＯＳシステムの情報入力端末に表示される確認メニューの表示例
。
【図１３】図１に示すＰＯＳシステムの情報入力端末に表示される登録確認メニューの表
示例。
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【図１４】図１に示すＰＯＳシステムのキャッシュレジスタとサーバで実行される課金処
理の流れを示すフローチャート。
【図１５】図１に示すＰＯＳシステムのキャッシュレジスタとサーバで実行される会計処
理の流れを示すフローチャート。
【図１６】図１に示すＰＯＳシステムにおいて出力されるレシートの印刷例を示す説明図
。
【符号の説明】
１０１　　ＰＯＳシステム
１１１　　情報入力端末
１１２　　ＣＰＵ
１１３　　ディスプレイ
１１４　　タッチパネル
１１５　　スキャナ
１１６　　印刷機構
１１８　　インターフェース
１２１　　サーバ
１２２　　ＣＰＵ
１２３　　入力端末側インターフェース
１２４　　キャッシュレジスタ側インターフェース
１２５　　不揮発性記憶装置
１２６　　ネットワークインターフェース
１３１　　キャッシュレジスタ
１３２　　ＣＰＵ
１３３　　バーコードリーダ
１３４　　キーボード
１３５　　インターフェース
１３６　　ディスプレイ
１３７　　銭箱
１３８　　カード読取装置
１３９　　印刷機構
６０１　　メインメニュー
６０２　　 掲載情報入力ボタン
６０３　　チケット予約発行ボタン
６０４　　旅行予約発行ボタン
６０５　　ＣＤ予約注文ボタン
６０６　　ゲーム予約注文ボタン
７０１　　種類入力メニュー
７０２　　学校行事ボタン
７０３　　バザーボタン
７０４　　講習会ボタン
７０５　　その他ボタン
８０１　　有効期限入力メニュー
８０２　　年入力部
８０３　　月入力部
８０４　　日入力部
８０５　　カーソル
８０６　　テンキー
９０１　　特定条件入力メニュー
９０２　　性別入力ボタン
９０３　　年齢層入力ボタン
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９０４　　職業入力ボタン
１００１　 掲載情報入力メニュー
１００２　入力部
１００３　カーソル
１００４　五十音表
１００５　スキャナボタン
１１０１　確認メニュー
１１０２　 掲載情報の種類
１１０３　有効期限
１１０４　特定条件
１１０５　 掲載情報
１１０６　確認ボタン
１４０１　レシート
１４０２　 掲載情報印刷領域
１４０３　会計情報印刷領域
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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