
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

商品を登録する商品登録手段を備えてなる会計端末と、
　 会計端末にて登録された客買上商品のデータを当該商品を買上げた客の識別コー
ドとともに通信手段を介して収集 前記 会計端末から収集したデー
タに基づいて客別に売上実績を集計する売上実績集計手段 客別に集計された売上実

ータから客毎に売上実績ランクを決定し記憶するランク決定手段

　

識別コードで識別される客に対して
前記ランク決定手段により定められた前記売上実績ランクを取得するランク取得手段と、
　 ランク取得手
段により取得した前記売上実績ランクに応じてクーポンの発券制御データを前記通信手段
を介して前記 会計端末に送信するクーポン発券制御手段とを具備
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各店舗にそれぞれ設けられ、客を識別する識別コード及び当該客が入会した店舗を特定
する入会店コードが記録された会員カードのカードデータを読取るカードリーダ、及び前
記客が買上げる

前記各
するデータ収集手段、 各

、及び
績デ を備えてなるホスト
装置とからなり、

前記ホスト装置は、前記会計端末から前記通信手段を介して前記カードリーダで読取ら
れた会員カードのカードデータ問合せがあると、そのカードデータ中の入会店コードで特
定される店舗と当該カードデータ問合せ元の会計端末が設けられている店舗とが一致する
か否かを判断する店舗判断手段と、
　前記会計端末から前記通信手段を介して前記カードリーダで読取られた会員カードのカ
ードデータ問合せがあると、そのカードデータ中の客

前記店舗判断手段により店舗が一致すると判断されたことを条件に、前記

カードデータ問合せ元の



し、
　前記会計端末は、

　前記ホスト装置から前記通信手段を介して前記クーポンの発券制御データを受信すると
、そのデータに基づいてクーポンを発券するクーポン発券手段とを具備したことを特徴と
するクーポン発券システム。
【請求項２】
　 ホスト装置は、

識別コードで識
別される客に対してクーポン発券済か否かを判断する判断手段を設け、クーポン発券済の
客に対してはクーポン発券制御データを 会計端末に送信しな
いことを特徴とする請求項１記載のクーポン発券システム。
【請求項３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、小売店が顧客に対してその顧客の売上実績から値引クーポンを発券する場合に
利用するクーポン発券システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、小売店が顧客に対してその顧客の売上実績から値引クーポンを発券する場合には、
顧客の識別コードを入力する客識別コード入力手段として例えば会員カードのデータを読
取るためのカードリーダを備えるとともに、顧客の買上商品を登録する商品登録手段とし
てキーボードやスキャナ等を備えてなる会計端末，いわゆるＰＯＳ（ Point Of Sales）タ
ーミナルと、この会計端末にて登録された客買上商品のデータを当該商品を買上げた客の
識別コードとともに通信手段を介して収集し管理するホスト装置とからなるＰＯＳシステ
ムを利用し、ホスト装置にて顧客別に売上金額，点数等の売上実績データの集計処理を行
なって、その集計結果をもとに担当者が顧客毎に売上実績ランクを人為的に定め、そのラ
ンクに応じて各顧客に値引クーポンをダイレクトメールによって発送していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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前記カードリーダで読取った会員カードのカードデータ問合せを前記
ホスト装置に前記通信手段を介して行なうカードデータ問合せ手段と、

前記 前記会計端末から前記通信手段を介して前記カードリーダで読取ら
れた会員カードのカードデータ問合せがあると、そのカードデータ中の客

前記カードデータ問合せ元の

前記ホスト装置は、クーポンを発券するクーポンサービスイベントの売上実績データ集
計期間とクーポン発券期間とを記憶する期間記憶手段と、
　現在日付を計時する時計部と、
　前記会計端末から前記カードリーダで読取られた会員カードのカードデータ問合せがあ
ると、前記現在日付が前記クーポンサービスイベントの売上実績データ集計期間またはク
ーポン発券期間のいずれかに該当するか否かを判断する期間判断手段と、
　前記現在日付が前記クーポンサービスイベントの売上実績データ集計期間であるとき、
そのクーポンサービスイベントの案内情報を前記カードデータ問合せ元の会計端末に前記
通信手段を介して送信する案内情報送信手段とをさらに具備し、かつ、
　前記クーポン発券制御手段は、前記現在日付が前記クーポンサービスイベントのクーポ
ン発券期間であるとき、前記店舗判断手段により店舗が一致すると判断されたことを条件
に、前記ランク取得手段により取得した前記売上実績ランクに応じてクーポンの発行制御
データを前記カードデータ問合せ元の会計端末に前記通信手段を介して送信する手段であ
り、
　前記会計端末は、前記商品登録手段により登録された商品の明細データを印字したレシ
ートを発行するレシート発行手段と、
　前記ホスト装置から前記通信手段を介して前記クーポンサービスイベントの案内情報を
受信すると、その案内情報を前記レシートに印字する案内情報印字手段とをさらに具備し
たことを特徴とする請求項１記載のクーポン発券システム。



このように、小売店が顧客に対してその顧客の売上実績から値引クーポンを発券する場合
、従来はダイレクトメールを利用して各顧客にクーポンを発券していたので、ダイレクト
メールの発送に手間と経費がかかっていた。
このような問題は、顧客が来店して商品を購入した際に、その顧客のこれまでの商品購入
実績に応じて値引クーポンを自動的に発券できるようにすれば解決できる。
【０００４】
そこで本発明は、顧客が来店して商品を購入した際に、その顧客のこれまでの商品購入実
績に応じてクーポンを自動的に発券することができるクーポン発券システムを提供しよう
とするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本願請求項１記載の発明は、

商品を登録する商品登録手段を備えてなる会
計端末と、 会計端末にて登録された客買上商品のデータを当該商品を買上げた客の識別
コードとともに通信手段を介して収集

ホスト
装置とからなるクーポン発券システムであって、ホスト装置に、会計端末から

識別コードで識別される客に対してランク決定手段により定められた売上実
績ランクを取得するランク取得手段と、

ランク取得手段により取得した売上実績ランクに応じてクーポンの発券制
御データを通信手段を介して 会計端末に送信するクーポン発券制
御手段とを設ける一方、会計端末に、

ホスト装置か
ら通信手段を介して前記クーポンの発券制御データを受信すると、そのデータに基づいて
クーポンを発券するクーポン発券手段を設けることによって、上記課題を解決しようとし
たものである。
【０００６】
　また、請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明におけるホスト装置に、

識別コードで識別される客に対してクーポン発券済か否か
を判断する判断手段を設け、クーポン発券済の客に対してはクーポン発券制御データを

会計端末に送信しないようにすることによって、上記課題を解決し
ようとするものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施の形態を図面を用いて説明する。
なお、この実施の形態は、各チェーン店舗においてそれぞれ会員を募集し、会員になった
顧客に対しては、予め設定された集計期間内の全チェーン店舗でのその顧客の累計購入額
に応じて値引クーポンを発券するクーポンサービスイベントを実施する小売店に本発明を
適用した場合であり、クーポンの発券を会員に入会した店舗に制限している。
【０００８】
図１は本実施の形態のクーポンサービスイベントを導入する小売店に構築されるクーポン
発券システムの全体図であり、ＰＯＳシステムを主体に構成している。すなわち、各チェ
ーン店舗１０Ａ，１０Ｂ（図では２店舗のみ示すが、３店舗以上あってもよい）には、そ
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各店舗にそれぞれ設けられ、客を識別する識別コード及び
当該客が入会した店舗を特定する入会店コードが記録された会員カードのカードデータを
読取るカードリーダ、及び前記客が買上げる

各
するデータ収集手段、各会計端末から収集したデー

タに基づいて客別に売上実績を集計する売上実績集計手段、及び客別に集計された売上実
績データから客毎に売上実績ランクを決定し記憶するランク決定手段を備えてなる

通信手段を
介してカードリーダで読取られた会員カードのカードデータ問合せがあると、そのカード
データ中の入会店コードで特定される店舗と当該カードデータ問合せ元の会計端末が設け
られている店舗とが一致するか否かを判断する店舗判断手段と、会計端末から通信手段を
介してカードリーダで読取られた会員カードのカードデータ問合せがあると、そのカード
データ中の客

店舗判断手段により店舗が一致すると判断された
ことを条件に、

カードデータ問合せ元の
カードリーダで読取った会員カードのカードデータ

問合せをホスト装置に通信手段を介して行なうカードデータ問合せ手段と、

会計端
末から通信手段を介してカードリーダで読取られた会員カードのカードデータ問合せがあ
ると、そのカードデータ中の客

カ
ードデータ問合せ元の



れぞれ会計端末として機能する複数台のＰＯＳターミナル１１と、各ＰＯＳターミナル１
１を一元的に管理するストアコンピュータ１２とを通信手段としてのＬＡＮ（ Local Area
 Network）１３で接続してなるＰＯＳシステムを構築している。一方、各チェーン店舗１
０Ａ，１０Ｂを統轄する本部には、ホストコンピュータ等の本部コンピュータ２０を設置
し、この本部コンピュータ２０と各チェーン店舗１０Ａ，１０Ｂのストアコンピュータ１
２とを、ＩＳＤＮ（ Integrated Services Digital Network）等の通信回線３０により相
互通信自在にネットワーク接続している。ストアコンピュータ１２及び本部コンピュータ
２０は、ＰＯＳターミナル１１のホスト装置として機能する。
【０００９】
図３は前記ＰＯＳターミナル１１の要部構成を示すブロック図であり、制御部本体として
ＣＰＵ（ Central Processing Unit）４１を備えている。また、プログラム等の固定的デ
ータを予め格納したＲＯＭ（ Read Only Memory）４２、種々の可変的データを格納するた
めの各種メモリエリアを形成してなるＲＡＭ（ Random Access Memory）４３、現在の日付
及び時刻を計時する時計部４４の他、前記ＬＡＮ１３を通じて行なうデータ通信を制御す
るＬＡＮコントローラ４５、現金等を収容するためのドロワ４６の開放機構に駆動信号を
出力するＩ /Ｏポート４７、キャッシャ用の正面表示器４８にデータを表示させる表示コ
ントローラ４９、客用の客面表示器５０にデータを表示させる表示コントローラ５１、キ
ーボード５２が接続されるキーボードインタフェース５３、プリンタ５４が接続されるプ
リンタインタフェース５５、カードリーダ５６が接続されるカードリーダインタフェース
５７等を備えている。そして、ＣＰＵ４１と、ＲＯＭ４２、ＲＡＭ４３、時計部４４、Ｌ
ＡＮコントローラ４５、Ｉ／Ｏポート４７、表示コントローラ４９，５１及び各入出力機
器のインタフェース５３，５５，５７とを、アドレスバス，データバス等のバスライン５
８で接続して、制御回路を構成している。
【００１０】
前記キーボード５２は、顧客の買上商品に付されたコード，金額，買上点数等を入力する
商品登録手段としてキーや、１顧客が買上げる商品の登録終了を宣言する締めキー等を配
設したＰＯＳターミナル専用のキーボードである。
【００１１】
前記プリンタ５４は、商品を購入した顧客との取引明細をレシート用紙に印字し、買上レ
シートとして発行するレシートプリンタである。
【００１２】
前記カードリーダ５６は、会員になった顧客に対して発行される会員カード４０（図１参
照）に記録されているカードデータを読取るもので、会員カード４０には、図２に示すよ
うに、カード発行元を示す発行会社コードと、入会した店舗を示す入会店コードと、顧客
を識別する識別コードとしての会員番号とが少なくとも記録されている。ここに、カード
リーダ５６は、商品を買上げる顧客の識別コードを入力する客識別コード入力手段として
機能する。
【００１３】
図４は前記ストアコンピュータ１２の要部構成を示すブロック図であり、ＣＰＵ６１、Ｒ
ＯＭ６２、ＲＡＭ６３、時計部６４の他、前記ＬＡＮ１３を通じて行なうデータ通信を制
御するＬＡＮコントローラ６５、補助記憶装置として機能するＨＤＤ（ Hard Disk Drive
）装置６６に対するデータの書込みや読出しを制御するＨＤＤコントローラ６７、前記通
信回線３０を通じてのデータ送受信を司る通信インタフェース６８などを備えている。そ
して、ＣＰＵ６１と、ＲＯＭ６２、ＲＡＭ６３、時計部６４、ＬＡＮコントローラ６５、
ＨＤＤコントローラ６７及び通信インタフェース６８とをバスライン６９で接続して、制
御回路を構成している。
【００１４】
図５は前記本部コンピュータ２０の要部構成を示すブロック図であり、ＣＰＵ７１、ＲＯ
Ｍ７２、ＲＡＭ７３、時計部７４の他、ＨＤＤ装置７５に対するデータの書込みや読出し
を制御するＨＤＤコントローラ７６、前記通信回線３０を通じてのデータ送受信を司る通
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信インタフェース７７、キーボード，ディスプレイ，マウス，プリンタ等の各種入出力機
器が接続されるＩ／Ｏ機器インタフェース７８などを備えている。そして、ＣＰＵ７１と
、ＲＯＭ７２、ＲＡＭ７３、時計部７４、ＨＤＤコントローラ７６，通信インタフェース
７７及びＩ／Ｏ機器インタフェース７８とをバスライン７９で接続して、制御回路を構成
している。
【００１５】
かかる構成のＰＯＳターミナル１１，ストアコンピュータ１２及び本部コンピュータ２０
からなる本実施の形態は、クーポン発券システムとして機能するために、特に本部コンピ
ュータ２０のＨＤＤ装置７５に、図６に示すように、各チェーン店舗１０Ａ，１０Ｂにて
それぞれ会員になった顧客の会員番号に対応して、その顧客の氏名，住所，電話番号等の
会員個人情報に加えて、入会したチェーン店舗を示す入会店コードと、現時点の売上実績
データとを記憶する会員マスタファイル８１と、図７に示すように、クーポンサービスイ
ベントを識別するイベント番号に対応して、そのイベントにおける売上実績データ集計期
間の開始日及び終了日と、クーポン券発行期間の開始日及び終了日と、クーポンに印字さ
れるイベント明細情報と、売上実績ランク（本実施の形態ではＡ，Ｂ，Ｃの３ランクとす
る）毎の売上実績下限値データと、売上実績ランクに対応したクーポン発券枚数とを記憶
するクーポンマスタファイル８２とを形成している。なお、各クーポンサービスイベント
の売上集計期間開始日から券発行期間終了日までの期間は重複しないものとする。
【００１６】
しかして、本部コンピュータ２０のＣＰＵ７１は、毎営業日の各チェーン店舗閉店時刻経
過後に実施される閉店後処理において、図８の流れ図に示す処理を実行するものとなって
いる。
【００１７】
すなわち、ＳＴ（ステップ）１としてクーポンマスタファイル８２を検索して、時計部７
４にて計時されている現在日付が売上集計期間に設定されているクーポンサービスイベン
トがあるか否かを判断する。そして、該当するクーポンサービスイベント無しを判断した
場合には、ＳＴ２として翌日が売上集計期間の開始日に設定されているクーポンサービス
イベントがあるか否かを判断する。そして、該当するクーポンサービスイベント無しを判
断した場合には、その他の閉店後処理に移る。
【００１８】
ＳＴ２にて該当するクーポンサービスイベント有りを判断した場合、つまりクーポンマス
タファイル８２に翌日が売上集計期間の開始日であるクーポンサービスイベントが設定さ
れていることを確認した場合には、ＳＴ３としてそのクーポンサービスイベントの売上実
績データ集計期間開始日及び終了日と、クーポン券発行期間開始日及び終了日と、イベン
ト明細情報と、売上実績ランク毎の売上実績下限値データと、売上実績ランクに対応した
クーポン発券枚数とをクーポンマスタファイル８２から読み出し、図９に示すデータ構造
のイベント情報ファイル９１を作成する。そして、このイベント情報ファイル９１を各チ
ェーン店舗１０Ａ，１０Ｂのストアコンピュータ１２に、通信回線３０を介して転送した
ならば、その他の閉店後処理を実行する。
【００１９】
ＳＴ１にて該当するクーポンサービスイベント有りを判断した場合、つまりクーポンマス
タファイル８２に現在日付が売上集計期間内であるクーポンサービスイベントが設定され
ていることを確認した場合には、ＳＴ４として各チェーン店舗１０Ａ，１０Ｂのストアコ
ンピュータ１２から通信回線３０を介して会員売上履歴データを収集する。この会員売上
履歴データは、各ストアコンピュータ１２がそれぞれＬＡＮ１３によって接続された各Ｐ
ＯＳターミナル１１で登録された買上商品を購入した顧客の会員番号と、その顧客が購入
した商品の売上金額データとからなるもので、本部コンピュータ２０のＣＰＵ７１は、Ｓ
Ｔ５として各チェーン店舗１０Ａ，１０Ｂのストアコンピュータ１２から収集した会員売
上履歴データにより会員番号別に売上金額データを集計する。そして、会員マスタファイ
ル８１の売上実績エリアに記憶されている売上実績データに今回の売上金額集計データを
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それぞれ会員番号別に加算して、会員マスタファイル８１を更新する。なお、会員マスタ
ファイル８１の売上実績エリアは、売上集計期間開始日当日の閉店後処理開始までに０ク
リアされている。したがって、会員マスタファイル８１の売上実績エリアには、売上集計
期間内に各チェーン店舗１０Ａ，１０Ｂで商品を購入した顧客毎にその商品購入額が累計
される。ここに、本部コンピュータ２０は会計端末（ＰＯＳターミナル１１）から収集し
たデータに基づいて客別に売上実績を集計する売上実績集計手段を構成している。
【００２０】
さて、本部コンピュータ２０のＣＰＵ７１は、ＳＴ５にて会員マスタファイル８１の売上
実績エリアを更新した後、ＳＴ６として現在売上集計期間内のクーポンサービスイベント
の売上終了期間終了日が現在日付に一致するか否かを判断する。ここで一致しない場合，
つまり現在日付が売上集計期間の開始日から終了日前日までの間の場合には、ＳＴ７とし
て会員マスタファイル８１から各顧客の会員番号，入会店コード及び売上実績データを読
出し、入会店コード別に会員番号と売上実績データとをまとめて、図１０に示すデータ構
造の店別会員実績ファイル９２を作成する。そして、この店別会員実績ファイル９２をそ
れぞれ該当するチェーン店舗１０Ａ，１０Ｂのストアコンピュータ１２に通信回線３０を
介して転送したならば、その他の閉店後処理を実行する。
【００２１】
これに対し、現在日付が売上集計期間終了日に一致する場合には、会員マスタファイル８
１から各顧客の会員番号，入会店コード及び売上実績データを読出すとともに、クーポン
マスタファイル８２から現在日付が売上集計期間終了日のクーポンサービスイベントの売
上実績下限値データを取得する。そして各顧客毎に、その顧客の売上実績データと上記売
上実績下限値データとを比較照合して売上実績ランクを決定したならば、会員番号，売上
実績データ及び売上実績ランクを入会店コード別にまとめて、図１１に示すデータ構造の
店別会員ランクファイル９３を作成する。そして、この店別会員ランクファイル９３をそ
れぞれ該当するチェーン店舗１０Ａ，１０Ｂのストアコンピュータ１２に通信回線３０を
介して転送したならば、その他の閉店後処理を実行する。
【００２２】
なお、店別会員ランクファイル９３において、「発券済」は、対応する会員番号の顧客に
対して該当するクーポンサービスイベントの値引クーポンを発券済か否かを識別するフラ
グであって、初期段階では未発券を示す“０”にリセットされている。ここに、本部コン
ピュータ２０は、売上実績集計手段により客別に集計された売上実績のデータから客毎に
売上実績ランクを決定し店別会員ランクファイル９３として記憶するランク決定手段を構
成している。
【００２３】
ところで、本部コンピュータ２０での閉店後処理により各チェーン店舗１０Ａ，１０Ｂの
ストアコンピュータ１２に通信回線３０を介して転送されるイベント情報ファイル９１，
店別会員実績ファイル９２及び店別会員ランクファイル９３は、それぞれ該ストアコンピ
ュータ１２のＨＤＤ装置６６に上書き保存されるようになっている。
【００２４】
しかして、各ストアコンピュータ１２のＣＰＵ６１は、それぞれＬＡＮ１３で接続された
ＰＯＳターミナル１１から、該ＰＯＳターミナル１１のカードリーダ５６で読取った会員
カード４０のカードデータ問合せ伝文を受信すると、図１２の流れ図に示す会員問合せ処
理を実行するものとなっている。なお、カードデータ問合せ伝文には、会員カード４０に
記録されている発行会社コード，入会店コード及び会員番号がセットされている。
【００２５】
すなわちＣＰＵ６１は、ＳＴ１としてＨＤＤ装置６６に保存されているイベント情報ファ
イル９１の売上集計開始日と終了日のデータを読み出し、その開始日から終了日までの売
上集計期間内に時計部６４にて計時されている現在日付が含まれるか否かを判断する。こ
こで、含まれない場合には、ＳＴ２として同イベント情報ファイル９１の発券開始日と終
了日のデータを読み出し、その開始日から終了日までの発券期間内に現在日付が含まれる
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か否かを判断する。ここで、含まれない場合には、この処理を終了する。
【００２６】
ＳＴ１にて現在日付が売上集計期間内に含まれる場合には、ＳＴ３として問合せ伝文中の
カードデータの入会店コードが当該ストアコンピュータ１２に予め設定されている自店舗
コードと一致するか否かを判断する。ここで、一致する場合には、問合せ元ＰＯＳターミ
ナル１１のカードリーダ５６で読取られた会員カード４０の所有者である顧客は自店舗で
会員になった顧客なので、ＳＴ４，５，６，７の各処理を実行する。一致しない場合には
、他店舗で会員になった顧客なので、ＳＴ４～７の処理は実行しない。
【００２７】
ＳＴ４では、問合せ伝文中のカードデータの会員番号でＨＤＤ装置６６に保存されている
店別会員実績ファイル９２を検索し、該当する会員番号に対応する売上実績データが０か
否かを調べる。そして、売上実績データが０より大きい場合には、ＳＴ５として当該顧客
に現時点までの売上実績データである累計購入額を通知するための会員売上実績情報を作
成する。売上実績データが０の場合には、ＳＴ５の処理は実行しない。次に、ＳＴ６とし
てイベント情報ファイル９１からイベント明細情報，ランク別の売上実績下限値データ及
びランク別発券枚数の各データを読み出し、発券対象クーポンの内容を告知するイベント
案内情報を作成する。そして、ＳＴ７としてＳＴ５及びＳＴ６の処理で作成した会員売上
実績情報及びイベント案内情報を、問合せ元ＰＯＳターミナル１１にＬＡＮ１３を介して
送信する。
【００２８】
その後、ＣＰＵ６１は、ＰＯＳターミナル１１から問合せがあった会員カード４０のカー
ドデータとともに客買上商品の売上点数及び金額の売上データが送られてくるのを待機す
る。そして、ＳＴ９としてＬＡＮ１３を介して上記カードデータと売上データを受信した
ならば、ＳＴ１０としてそのカードデータ中の会員番号と商品の売上金額データとから会
員売上履歴データを作成し、ＲＡＭ６３に保存して、この処理を終了する。因みに、こう
して、ＲＡＭ６３に保存された会員売上履歴データが本部コンピュータ２０の閉店後処理
により収集されるものとなっている。なお、売上データ待機中にＬＡＮ１３を介して取引
中止を指令するコマンドを受信した場合には、その時点でこの処理を終了する。
【００２９】
一方、ＳＴ２にて現在日付が発券期間中であった場合には、ＳＴ１１として問合せ伝文中
のカードデータの入会店コードが当該ストアコンピュータ１２に予め設定されている自店
舗コードと一致するか否かを判断する。ここで、一致しない場合には、問合せ元ＰＯＳタ
ーミナル１１のカードリーダ５６で読取られた会員カード４０の所有者である顧客は他の
店舗で会員になった顧客なので、この処理を終了する。
【００３０】
これに対し、入会店コードが自店舗コードと一致する場合には、自店舗で会員になった顧
客なので、ＳＴ１２として問合せ伝文中のカードデータの会員番号でＨＤＤ装置６６に保
存されている店別会員ランクファイル９３を検索し、該当する会員番号がセットされてい
るか否かを調べる。そして、該当する会員番号がセットされていない場合には、クーポン
発券対象外の顧客なので、この処理を終了する。
【００３１】
これに対し、該当する会員番号が店別会員ランクファイル９３にセットされていた場合に
は、クーポン発券対象の顧客なので、ＳＴ１３として店別会員ランクファイル９３の該当
会員番号に対応する発券済フラグをチェックする。そして、発券済フラグが“１”にセッ
トされており、クーポン発券済を示す場合には、この処理を終了する。
【００３２】
これに対し、発券済フラグがセットされておらずクーポン未発券を示す場合には、ＳＴ１
４として店別会員ランクファイル９３の該当会員番号に対応する売上実績ランクを読出し
、イベント情報ファイル９１を参照してその売上実績ランクに対応するクーポン発券枚数
とイベント明細情報とを取得する。そして、ＳＴ１５として値引クーポンを発券する旨を
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通知するクーポン発券案内情報とともに、イベント明細情報から作成した発券枚数分クー
ポンの発券制御データをＬＡＮ１３を介して問合せ元のＰＯＳターミナル１１に送信する
。ここに、ストアコンピュータ１２は、会計端末（ＰＯＳターミナル１１）の客識別コー
ド入力手段（カードリーダ５６）により入力された識別コード（会員番号）で識別される
客に対して前記ランク決定手段により定められた売上実績ランクを取得するランク取得手
段と、このランク取得手段により取得した売上実績ランクに応じてクーポンの発券制御デ
ータを通信手段（ＬＡＮ１３）を介して会計端末（ＰＯＳターミナル１１）に送信するク
ーポン発券制御手段を構成している。
【００３３】
その後、ＣＰＵ６１は、ＰＯＳターミナル１１から問合せがあった会員カード４０のカー
ドデータとともに客買上商品の売上点数及び金額の売上データが送られてくるのを待機す
る。そして、ＳＴ１７としてＬＡＮ１３を介して上記カードデータと売上データを受信し
たならば、ＳＴ１８として店別会員ランクファイル９３の当該カードデータ中の会員番号
に対応する発券済フラグを“１”にセットして、この処理を終了する。なお、売上データ
待機中にＬＡＮ１３を介して取引中止を指令するコマンドを受信した場合には、その時点
でこの処理を終了する。
【００３４】
ところで、ストアコンピュータ１２の会員問合せ処理により問合せ元のＰＯＳターミナル
１１に送信される会員実績情報，イベント案内情報，クーポン発券案内情報及び発券枚数
分クーポンの発券制御データは、当該会員カード４０を提示した顧客との取引が終了する
までＲＡＭ４３に一時的に記憶されるようになっている。
【００３５】
そして、ＰＯＳターミナル１１のＣＰＵ４１は、１顧客が買上げる商品の登録終了を宣言
する締めキーの入力に応じて、図１３の流れ図に示すレシート印字処理を実行するものと
なっている。すなわちＣＰＵ４１は、このレシート印字処理を開始すると、先ず、ＳＴ１
としてこの顧客が買上げた商品の品名，価格やその小計金額，外税額，税込み合計金額，
預り金額，釣銭額等の取引明細データをプリンタ５４によりレシート用紙に印字させる。
【００３６】
次に、ＳＴ２としてイベント案内情報を記憶しているか否かを判断する。そして、イベン
ト案内情報を記憶していない場合には、ＳＴ３としてクーポン発券案内情報を記憶してい
るか否かを判断する。そして、クーポン発券案内情報も記憶していない場合には、ＳＴ１
の処理で印字した取引明細情報を示したレシートを買上レシートとして発行して、このレ
シート印字処理を終了する。
【００３７】
ＳＴ２にてイベント案内情報の記憶有りを判定した場合には、ＳＴ４としてそのイベント
案内情報をプリンタ５４によりレシート用紙に印字させる。次に、ＳＴ５として会員売上
実績情報を記憶しているか否かを判断する。そして、会員売上実績情報を記憶していない
場合には、ＳＴ１の処理で印字した取引明細情報とＳＴ４の処理で印字したイベント案内
情報とを示したレシートを買上レシートとして発行して、このレシート印字処理を終了す
る。
【００３８】
ＳＴ５にて会員売上実績情報の記憶有りを判定した場合には、ＳＴ６としてその会員売上
実績情報をプリンタ５４によりレシート用紙に印字させる。しかる後、ＳＴ１の処理で印
字した取引明細情報に続いてＳＴ４の処理で印字したイベント案内情報とＳＴ６の処理で
印字した会員売上実績情報を示したレシートを買上レシートとして発行して、このレシー
ト印字処理を終了する。
【００３９】
一方、ＳＴ３にてクーポン発券案内情報の記憶有りを判定した場合には、ＳＴ７としてそ
のクーポン発券案内情報をプリンタ５４によりレシート用紙に印字させる。そして、ＳＴ
１の処理で印字した取引明細情報に続いてＳＴ７の処理で印字したクーポン発券案内情報
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を示したレシートを買上レシートとして発行する。そしてさらに、クーポン発券案内情報
とともに記憶されている発券枚数分クーポンの発券制御データにより、プリンタ５４を駆
動してレシート用紙に発券枚数分の値引クーポンを印字し、クーポンレシートとして発行
したならば、このレシート印字処理を終了する。
【００４０】
図１４（ａ）はイベント案内情報有り及び売上実績情報有りのときに発行される買上レシ
ート１００の一例であり、領域１０１が取引明細情報を示し、領域１０２がイベント案内
情報を示し、領域１０３が会員売上実績情報を示している。また、図１４（ｂ）はクーポ
ン発券案内ありのときに発行される買上レシート１１０とクーポンレシート１２０の一例
であり、買上レシート１１０において領域１１１が取引明細情報を示し、領域１１２がク
ーポン発券案内情報を示している。
【００４１】
このように構成された本実施の形態において、クーポンマスタファイル８２に図７に示す
レコードが設定されており、現在日付がイベント番号「１」のクーポンサービスイベント
の売上集計開始日前日であったとする。そうすると、その日の本部コンピュータ２０にお
ける閉店後処理において、イベント番号「１」のクーポンサービスイベントに関するイベ
ント情報ファイル９１が作成され、各チェーン店舗１０Ａ，１０Ｂのストアコンピュータ
１２に転送される。
【００４２】
これにより、各ストアコンピュータ１２においては、その翌日からイベント番号「１」の
クーポンサービスイベントの売上集計終了日までの期間、ＬＡＮ１３で接続されたＰＯＳ
ターミナル１１にて会員カード４０を所持している顧客との取引が実行される毎に、図１
２中ＳＴ３～１０に示す処理が実行される。
【００４３】
すなわち、ＰＯＳターミナル１１を操作する店員，いわゆるキャッシャが、商品を買上げ
る顧客から会員カード４０の提示を受け、その会員カード４０のデータをカードリーダ５
６で読取らせると、当該ＰＯＳターミナル１１からストアコンピュータ１２に会員カード
４０のカードデータ問合せ伝文が送信される。これにより、ストアコンピュータ１２にお
いては、カードデータ中の入会店コードから自店舗で入会した顧客か否かが判断される。
そして、自店舗で入会した顧客であった場合には、既にいずれかのチェーン店舗１０Ａ，
１０Ｂにて商品売上のある顧客であればその顧客の会員売上実績情報とイベント案内情報
とが作成されて、ＰＯＳターミナル１１に送信される。
【００４４】
ＰＯＳターミナル１１においては、その後、キャッシャが当該顧客による買上商品の登録
を終了し締めキーを入力すると、図１３に示すレシート印字処理が実行される。この場合
、会員売上実績情報とイベント案内情報とがストアコンピュータ１２から送られてきてい
るので、図１４（ａ）に示すパターンの買上レシート１００が発行される。これにより、
買上レシート１００を受取った顧客は、現在実施中のクーポンとサービスイベントの内容
とともに、前回までの自身の売上実績データである累計購入額を把握できる。したがって
、これらのレシート印字情報から顧客の購買意欲を高めることができ、販売の促進を図る
ことができる。
【００４５】
また、ＰＯＳターミナル１１においては、締めキー入力後、当該顧客の会員カード４０の
カードデータとともに買上商品の売上点数及び金額の売上データがＬＡＮ１３を介してス
トアコンピュータ１２に送信される。これにより、ストアコンピュータ１２においては、
カードデータ中の会員番号と売上金額データとからなる会員売上履歴データが記憶保存さ
れる。
【００４６】
こうして、ストアコンピュータ１２に保存された会員売上履歴データ，つまり当営業日に
自店舗で商品を購入した会員である顧客の会員番号と売上金額データは、本部コンピュー
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タ２０において毎閉店後に実行される閉店後処理により、通信回線３０を介して本部コン
ピュータ２０に収集される。そして、会員マスタファイル８１上で会員番号別に売上金額
データが累積される。すなわち、当該クーポンサービスイベントの売上集計期間中に全チ
ェーン店舗１０Ａ，１０Ｂで商品を購入した各顧客の売上金額データが顧客別に集計され
る。この顧客別に集計された売上金額データをもとに、クーポンサービスイベントの売上
集計期間最終日前日までは、本部コンピュータ２０において店別会員実績ファイル９２が
作成され、それぞれ該当するチェーン店１０Ａ，１０Ｂのストアコンピュータ１２に送信
される。ストアコンピュータ１２においては、この店別会員実績ファイル９２のデータに
基づいて会員売上実績情報が作成される。
【００４７】
また、本部コンピュータ２０においては、継続中のクーポンサービスイベントにおける売
上集計期間最終日の閉店後処理で、そのクーポンサービスイベントにおける売上実績下限
値データに基づいて各顧客の売上実績ランクが決定される。例えば、継続中のクーポンサ
ービスイベントがイベント番号「１」のイベントであった場合、売上実績データ（累計購
入額）が３０００円以上で５０００円未満の顧客に対しては売上実績ランクが「Ａ」と決
定され、５０００円以上で１００００円未満の顧客に対しては売上実績ランクが「Ｂ」と
決定され、１００００円以上の顧客に対しては売上実績ランクが「Ｃ」と決定される。そ
して、店別会員ランクファイル９３が作成されて、それぞれ該当するチェーン店１０Ａ，
１０Ｂのストアコンピュータ１２に送信される。
【００４８】
その後、継続中のクーポンサービスイベントにおける券発行期間になり、その期間内にお
いて売上実績ランクが決定された顧客が入会した店で買物をすると、その顧客の売上実績
ランクに応じた発行枚数の値引クーポンがＰＯＳターミナル１１のプリンタ５４によりレ
シート用紙を用いて印字発行される。例えば、継続中のクーポンサービスイベントがイベ
ント番号「１」のイベントであり、その券発行期間中に売上実績ランクが「Ｂ」の顧客が
入会した店で商品を購入すると、ランク「Ｂ」の発券枚数は３枚に設定されているので、
図１４（ｂ）に示すパターンの買上レシート１１０と、クーポン３枚綴りのクーポンレシ
ート１２０とが印字発行される。これにより、クーポンレシート１２０を受取った顧客は
、後日、値引クーポンを利用して買物をすることができる。また、買上レシート１１０に
は、取引明細情報とともにクーポン発券案内情報１１２が印字されるので、買上レシート
１１０を受取った顧客がクーポンレシート１２０を受取り忘れるのを防ぐことができる。
【００４９】
このように本実施の形態によれば、顧客が来店して商品を購入した際に、その顧客のこれ
までの商品購入実績に応じて値引クーポンを自動的に発券できるので、ダイレクトメール
を使用していた従来と比較して、人的負荷が殆どなくなり手間を大幅に軽減できる上、経
費も大幅に節約できる効果を奏する。
【００５０】
なお、前記一実施の形態では、クーポン発券案内情報１１２を買上レシート１１０に印字
したが、正面表示器４８及び客面表示器４９に表示出力するようにしても、顧客及びキャ
ッシャに注意を喚起することができ、クーポンレシート１２０の受取忘れをより確実に防
ぐことができる。
【００５１】
また、前記一実施の形態では、売上実績集計手段及びランク決定手段を本部コンピュータ
２０に構成し、ランク取得手段及びクーポン発券制御手段をストアコンピュータ１２に構
成したが、これらの手段を１台のコンピュータ，例えばストアコンピュータ１２に設ける
ようにしてもよい。こうすることにより、チェーン店でない単独の小売店でも本発明のク
ーポン発券システムを適用することができる。
この他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能であるのは勿論である。
【００５２】
【発明の効果】
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以上詳述したように本願請求項１及び２記載の発明によれば、顧客が来店して商品を購入
した際に、その顧客のこれまでの商品購入実績に応じてクーポンを自動的に発券すること
ができ、クーポンの発券に要する手間と経費を大幅に削減することができるクーポン発券
システムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施の形態であるクーポン発券システムの全体構成図。
【図２】　同実施の形態で使用する会員カードのカードデータを示す図。
【図３】　同実施の形態におけるＰＯＳターミナルの要部構成を示すブロック図。
【図４】　同実施の形態におけるストアコンピュータの要部構成を示すブロック図。
【図５】　同実施の形態における本部コンピュータの要部構成を示すブロック図。
【図６】　同実施の形態において本部コンピュータが備える会員マスタファイルのデータ
構成を示す図。
【図７】　同実施の形態において本部コンピュータが備えるクーポンマスタファイルのデ
ータ構成を示す図。
【図８】　同実施の形態において本部コンピュータのＣＰＵが実行する閉店後処理の要部
を示す流れ図。
【図９】　同実施の形態において本部コンピュータが作成するイベント情報ファイルのデ
ータ構成を示す図。
【図１０】同実施の形態において本部コンピュータが作成する店別会員実績ファイルのデ
ータ構成を示す図。
【図１１】同実施の形態において本部コンピュータが作成する店別会員ランクファイルの
データ構成を示す図。
【図１２】同実施の形態においてストアコンピュータのＣＰＵが実行する会員問合せ処理
の要部を示す流れ図。
【図１３】同実施の形態においてＰＯＳターミナルのＣＰＵが実行するレシート印字処理
の要部を示す流れ図。
【図１４】同実施の形態においてＰＯＳターミナルから印字発行されるレシートの印字パ
ターン例を示す図。
【符号の説明】
１１…ＰＯＳターミナル（会計端末）
１２…ストアコンピュータ
２０…本部コンピュータ
４０…会員カード
８１…会員マスタファイル
８２…クーポンマスタファイル
９１…イベント情報ファイル
９２…店別会員実績ファイル
９３…店別会員ランクファイル
１００，１１０…買上レシート
１２０…クーポンレシート
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】
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