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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】販売希望の商品を、煩雑な手続きを行うことな
く、簡易に仮想店舗に出品が可能なネット販売総合管理
システムを提供する。
【解決手段】商品の製造・卸売業者が所有する製造・卸
売業者端末と、仮想店舗において販売する仮想店舗業者
が所有する仮想店舗業者端末と、上記各業者を仲介する
仲介サーバと、上記各業者端末と仲介サーバを相互に接
続すると共に一般消費者端末が接続可能な広域ネットワ
ークとを備え、上記仲介サーバは上記製造・卸売業者端
末から入力された商品情報及び在庫情報を受信する商品
情報受信手段、及び在庫情報受信手段と、受信した上記
各情報を保存する商品情報及び在庫情報保存手段と、上
記仮想店舗業者端末から送信された上記仮想店舗業者が
販売を希望する商品の選択結果を受信する選択商品受信
手段と、受信された販売希望商品の商品情報及び在庫情
報を、上記仮想店舗業者が運営する複数の仮想店舗に表
示する商品陳列手段とを備える。
【選択図】図１



(2) JP 2012-89029 A 2012.5.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品の製造・卸売業者が所有する製造・卸売業者端末と、
　上記製造・卸売者の商品を、複数の仮想店舗において販売する仮想店舗業者が所有する
仮想店舗業者端末と、
　上記製造・卸売業者と上記仮想店舗業者を仲介する仲介サーバと、
　上記製造・卸売業者端末、仮想店舗業者端末及び仲介サーバを相互に接続すると共に、
一般消費者端末が接続可能な広域ネットワークとを備え、
　上記仲介サーバは、上記広域ネットワークを介して、上記製造・卸売業者端末から入力
された商品情報及び在庫情報を受信する商品情報受信手段、及び在庫情報受信手段と、
　受信した上記商品情報及び在庫情報を保存する商品情報及び在庫情報保存手段と、
　上記仮想店舗業者端末から上記広域ネットワークを介して送信された、上記仮想店舗業
者が販売を希望する商品の選択結果を受信する選択商品受信手段と、
　上記選択商品受信手段によって受信された販売希望商品の商品情報及び在庫情報を、上
記仮想店舗業者が運営する複数の仮想店舗に表示する商品陳列手段とを備えることを特徴
とするネット販売総合管理システム。
【請求項２】
　上記仲介サーバは、一般消費者端末から上記広域ネットワークを介して仮想店舗にアク
セスして商品を発注した場合に、上記商品の発注情報を受信する商品発注情報受信手段と
、
　上記商品発注情報受信手段によって受信した商品の発注情報を基に、当該商品の在庫情
報を更新する在庫情報更新手段と、
　上記在庫情報更新手段で更新された在庫情報を、同一の商品が陳列されている全ての仮
想店舗に反映する在庫情報反映手段とを備えることを特徴とする請求項１記載のネット販
売総合管理システム。
【請求項３】
　上記仲介サーバは、上記商品発注情報受信手段によって受信した商品の発注情報を、上
記製造・卸売業者端末に通知する発注情報通知手段を備えることを特徴とする請求項２記
載のネット販売総合管理システム。
【請求項４】
　上記仲介サーバは、仮想店舗業者端末を介して、仮想店舗業者の属性情報を受信する仮
想店舗業者情報受信手段と、上記仮想店舗業者情報受信手段で受信した仮想店舗業者の属
性情報を登録する仮想店舗業者登録手段とを備えることを特徴とする請求項１から請求項
３いずれか１項に記載のネット販売総合管理システム。
【請求項５】
　上記仲介サーバは、仮想店舗で販売した商品の代金の収集管理を行う販売金収集管理手
段を備えることを特徴とする請求項１から請求項４いずれか１項に記載のネット販売総合
管理システム。
【請求項６】
　上記仮想店舗業者の属性情報には、上記仮想店舗業者のメールアドレスが含まれると共
に、
　上記仲介サーバは、上記製造・卸売業者端末からのメール配信要求を受信すると共に、
登録された仮想店舗業者のメールアドレスに対して、メールを配信するメール配信手段を
備えることを特徴とする請求項４記載のネット販売総合管理システム。
【請求項７】
　上記仲介サーバは、上記製造・卸売業者端末からの仮想店舗業者情報収集要求を受信す
ると共に、製造・卸売業者の商品を販売する仮想店舗業者の属性情報を収集して上記製造
・卸売業者端末に配信する仮想店舗業者登録情報配信手段を備えることを特徴とする請求
項４記載のネット販売総合管理システム。
【請求項８】
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　上記仲介サーバは、仮想店舗業者情報受信手段で受信した仮想店舗業者の属性情報を審
査し、所定の条件を満たす仮想店舗業者のみ登録を許可する仮想店舗業者審査手段を備え
ることを特徴とする請求項４記載のネット販売総合管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネット上に構築された仮想店舗において商品を販売する、所謂ネッ
ト販売形態において、仮想店舗上に陳列表示される販売対象商品の商品情報、及び在庫情
報を管理するネット販売総合管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネット上に構築された仮想店舗において、無形、有形を問わずあらゆる
形態の商品が取引されている。
　また、複数の仮想店舗の集合体である所謂ネットショップモールが、複数のポータルサ
イト上に構築されており、同じ商品が複数の仮想店舗業者、及び複数の仮想店舗で販売さ
れることも珍しくない。
【０００３】
　従来、このような仮想店舗は、実際に販売対象商品の在庫を抱える製造・卸売業者、若
しくは商品を実際に仕入れて、自身で在庫を抱えた仮想店舗業者が、出店する形態が多か
った。
　しかしながら、ネット販売の需要が高まるに従い、自身では在庫を抱えず、製造・卸売
業者から、商品の仕様、写真等の商品情報と、販売可能な商品の在庫情報の提供を受けて
、上記商品情報及び在庫情報を、自身の仮想店舗に陳列表示して商品の販売を行う仮想店
舗経営者が増加している。
【０００４】
　上記のような形態の仮想店舗業者の場合、新規の商品を仮想店舗上に陳列する際には、
自身で販売希望商品の製造・卸売業者を探索して、商品情報、及び在庫情報を入手し、所
定のポータルサイト経由して自身の仮想店舗にアクセスして、上記製造・卸売業者から提
供された商品情報、在庫情報を基に、商品の陳列手続きを行う必要があった。
　このため手続きが非常に煩雑であり、且つ陳列手続きにあたっては、一定のコンピュー
タ知識が必要となるため、新たに仮想店舗を開店する際の障壁となっていた。
　特に、複数のポータルサイトに仮想店舗を展開する仮想店舗業者の場合、仮想店舗毎に
上記の陳列手続きが必要であり、販売商品種類を増やす、若しくは店舗を拡大する場合に
は、更に手続きが煩雑となり、仮想店舗の経営が困難になるという不具合を有していた。
【０００５】
　また、一つの製造・卸売業者の商品を、複数の仮想店舗業者が販売する場合には、仮想
店舗業者間において、当該商品の発注情報及び在庫情報等の授受がされておらず、且つ製
造・卸売業者と各仮想店舗業者間においても、商品の発注情報等がリアルタイムに授受し
ていない。
　従って、例えば製造・卸売業者の休日において、異なる仮想店舗業者の仮想店舗から商
品が複数発注された場合には、製造・卸売業者の営業開始日に、複数の仮想店舗から、休
日分の発注情報が一括して製造・卸売業者に通知され、発注合計数が、製造・卸売業者の
保有する商品在庫数を超過することがあった。
　このため、一般消費者は、仮想店舗で商品を発注した段階では「在庫あり」と表示され
ていたにも関わらず、実際には在庫切れとなり、商品を入手できないという不利益を受け
、仮想店舗業者にあっては、一般消費者からの信用が低下するという不具合を有していた
。
【０００６】
　上記不具合にも関わらず、仮想店舗への商品陳列手続きの負担を軽くするシステム及び
、複数の仮想店舗業者間において、リアルタイムに在庫管理が可能なシステムは現在まで



(4) JP 2012-89029 A 2012.5.10

10

20

30

40

50

提供されていなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の解決する課題は、販売希望の商品を、煩雑な手続きを行うことなく、簡易に仮
想店舗に出品が可能なネット販売総合管理システムを提供することにある。
【０００８】
　また、本発明の別途の解決課題は、複数の仮想店舗業者及び複数仮想店舗が存在してい
る場合であっても、各仮想店舗において表示される在庫情報が最新情報となり、購入後の
在庫切れの発生を未然に防止し、適正な売買取引を行うことができるネット販売総合管理
システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載した発明に係るネット販売総合管理システ
ムは、商品の製造・卸売業者が所有する製造・卸売業者端末と、上記製造・卸売者の商品
を、複数の仮想店舗において販売する仮想店舗業者が所有する仮想店舗業者端末と、上記
製造・卸売業者と上記仮想店舗業者を仲介する仲介サーバと、上記製造・卸売業者端末、
仮想店舗業者端末及び仲介サーバを相互に接続すると共に、一般消費者端末が接続可能な
広域ネットワークとを備え、上記仲介サーバは、上記広域ネットワークを介して、上記製
造・卸売業者端末から入力された商品情報及び在庫情報を受信する商品情報受信手段、及
び在庫情報受信手段と、受信した上記商品情報及び在庫情報を保存する商品情報及び在庫
情報保存手段と、上記仮想店舗業者端末から上記広域ネットワークを介して送信された、
上記仮想店舗業者が販売を希望する商品の選択結果を受信する選択商品受信手段と、上記
選択商品受信手段によって受信された販売希望商品の商品情報及び在庫情報を、上記仮想
店舗業者が運営する複数の仮想店舗に表示する商品陳列手段とを備えることを特徴とする
。
【００１０】
　自己の商品の販売を希望する製造・卸売業者は、製造・卸売業者端末から広域ネットワ
ークを介して仲介サーバにアクセスし、販売希望の商品の写真、仕様等の商品情報と、保
有する当該商品の在庫数を在庫情報として、上記仲介サーバに送信して登録することがで
きる。
　なお、上記製造・卸売業者は単数でも複数存在しても良く、一つの製造・卸売業者が登
録可能な商品数にも特に限定する必要は無い。
【００１１】
　一方、仮想店舗業者が、新たに販売商品を自己の仮想店舗に陳列表示する場合には、仮
想店舗業者端末から広域ネットワークを介して上記仲介サーバにアクセスし、上記製造・
卸売業者端末から登録された、商品情報及び在庫情報保存手段に保存された商品情報及び
在庫情報を参照して、仮想店舗に陳列を希望する商品を選択する。
　商品の選択情報は、上記仮想店舗業者端末から広域ネットワークを介して上記仲介サー
バの選択商品受信手段によって受信され、上記商品陳列手段は、受信した商品の選択情報
を基に、当該商品の商品情報及び在庫情報を、上記商品情報及び在庫情報保存手段読み出
し、上記商品陳列手段によって、上記仮想店舗業者が出店している仮想店舗にアクセスし
、商品情報及び在庫情報を陳列表示する。
【００１２】
　また、請求項２に記載した発明に係るネット販売総合管理システムは、上記仲介サーバ
は、一般消費者端末から上記広域ネットワークを介して仮想店舗にアクセスして商品を発
注した場合に、上記商品の発注情報を受信する商品発注情報受信手段と、上記商品発注情
報受信手段によって受信した商品の発注情報を基に、当該商品の在庫情報を更新する在庫
情報更新手段と、上記在庫情報更新手段で更新された在庫情報を、同一の商品が陳列され
ている全ての仮想店舗に反映する在庫情報反映手段とを備えることを特徴とする。
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【００１３】
　従って、一般消費者端末から発注した商品の発注情報は、上記広域ネットワークを介し
て、上記仲介サーバの商品発注情報受信手段によって受信される。
　更に、上記在庫情報更新手段によって、上記仲介サーバに保存されている在庫情報が更
新され、更新後の在庫情報は同一商品を陳列する全ての仮想店舗に通知されて反映される
。
【００１４】
　また、請求項３に記載した発明に係るネット販売総合管理システムは、上記仲介サーバ
は、上記商品発注情報受信手段によって受信した商品の発注情報を、上記製造・卸売業者
端末に通知する発注情報通知手段を備えることを特徴とする。
【００１５】
　従って、製造・卸売業者が発注情報を迅速に認識することができる。
【００１６】
　また、請求項４に記載した発明に係るネット販売総合管理システムは、上記仲介サーバ
は、仮想店舗業者端末を介して、仮想店舗業者の属性情報を受信する仮想店舗業者情報受
信手段と、上記仮想店舗業者情報受信手段で受信した仮想店舗業者の属性情報を登録する
仮想店舗業者登録手段とを備えることを特徴とする。
【００１７】
　従って、上記仲介サーバおいて、仮想店舗業者の属性情報が管理される。
【００１８】
　また、請求項５に記載した発明に係るネット販売総合管理システムは、上記仲介サーバ
は、仮想店舗で販売した商品の代金を収集管理する、販売金収集管理手段を備えることを
特徴とする。
【００１９】
　従って、仮想店舗業者自身が販売代金の収集管理を行う必要が無い。
【００２０】
　また、請求項６に記載した発明に係るネット販売総合管理システムは、上記仮想店舗業
者の属性情報には、上記仮想店舗業者のメールアドレスが含まれると共に、上記仲介サー
バは、上記製造・卸売業者端末からのメール配信要求を受信すると共に、登録された仮想
店舗業者のメールアドレスに対して、メールを配信するメール配信手段を備えることを特
徴とする。
【００２１】
　従って、製造・卸売業者が自己の商品を販売する仮想店舗業者に対して、連絡、広告発
送を希望する場合には、仲介サーバから一括して関連する仮想店舗業者に対して、メール
配信を行うことができる。
【００２２】
　また、請求項７に記載した発明に係るネット販売総合管理システムは、上記仲介サーバ
は、上記製造・卸売業者端末からの仮想店舗業者情報収集要求を受信すると共に、製造・
卸売業者の商品を販売する仮想店舗業者の属性情報を収集して上記製造・卸売業者端末に
配信する仮想店舗業者登録情報配信手段を備えることを特徴とする。
【００２３】
　従って、製造・卸売業者が、自己の商品を販売する仮想店舗業者の規模、若しくは取扱
商品等の属性情報を、広域ネットワークを介して簡単に入手することができる。
【００２４】
　また、請求項８に記載した発明に係るネット販売総合管理システムは、仮想店舗業者情
報受信手段で受信した仮想店舗業者の属性情報を審査し、所定の条件を満たす仮想店舗業
者のみ登録を許可する仮想店舗業者審査手段を備えること徴とする
【００２５】
　従って、審査を通過する信頼性の高い仮想店舗業者のみが登録される。
【発明の効果】
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【００２６】
　請求項１の発明にあっては、商品の製造・卸売業者が所有する製造・卸売業者端末と、
上記製造・卸売者の商品を、複数の仮想店舗において販売する仮想店舗業者が所有する仮
想店舗業者端末と、上記製造・卸売業者と上記仮想店舗業者を仲介する仲介サーバと、上
記製造・卸売業者端末、仮想店舗業者端末及び仲介サーバを相互に接続すると共に、一般
消費者端末が接続可能な広域ネットワークとを備え、上記仲介サーバは、上記広域ネット
ワークを介して、上記製造・卸売業者端末から入力された商品情報及び在庫情報を受信す
る商品情報受信手段、及び在庫情報受信手段と、受信した上記商品情報及び在庫情報を保
存する商品情報及び在庫情報保存手段と、上記仮想店舗業者端末から上記広域ネットワー
クを介して送信された、上記仮想店舗業者が販売を希望する商品の選択結果を受信する選
択商品受信手段と、上記選択商品受信手段によって受信された販売希望商品の商品情報及
び在庫情報を、上記仮想店舗業者が運営する複数の仮想店舗に表示する商品陳列手段とを
備えることから、製造・卸売業者にとっては、販売希望の商品情報等を登録することによ
って、販売を行ってくれる仮想店舗業者と個々にやり取りする必要が無い。
【００２７】
　また、仮想店舗業者にあっては、販売希望の商品の製造・卸売りを行う製造・卸売業者
を商品毎に探索する必要が無く、新たに販売商品を自己の仮想店舗に陳列表示する場合に
は、仮想店舗業者端末から広域ネットワークを介して上記仲介サーバにアクセスし、上記
製造・卸売業者端末から登録された、商品情報及び在庫情報保存手段に保存された商品情
報及び在庫情報を参照して、仮想店舗に陳列を希望する商品を選択するのみで良い。
　従って、販売希望の商品を、煩雑な手続きを行うことなく、簡易に仮想店舗に出品が可
能なネット販売総合管理システムを提供することができる。
【００２８】
　また、請求項２の発明にあっては、上記仲介サーバは、一般消費者端末から上記広域ネ
ットワークを介して仮想店舗にアクセスして商品を発注した場合に、上記商品の発注情報
を受信する商品発注情報受信手段と、上記商品発注情報受信手段によって受信した商品の
発注情報を基に、当該商品の在庫情報を更新する在庫情報更新手段と、上記在庫情報更新
手段で更新された在庫情報を、同一の商品が陳列されている全ての仮想店舗に反映する在
庫情報反映手段とを備えることから、同一の商品が陳列表示されている全ての仮想店舗間
において、在庫情報が常時最新の状態に更新される。
【００２９】
　従って、複数の仮想店舗業者及び複数仮想店舗が存在している場合であっても、各仮想
店舗において表示される在庫情報が最新情報となり、購入後の在庫切れの発生を未然に防
止し、適正な売買取引を行うことができるネット販売総合管理システムを提供することが
できる。
【００３０】
　また、請求項３の発明にあっては、上記仲介サーバは、上記商品発注情報受信手段によ
って受信した商品の発注情報を、上記製造・卸売業者端末に通知する発注情報通知手段を
備えることから、製造・卸売業者が発注情報を迅速に認識することができる。
　従って、商品発注から納品まで作業を迅速に行うことができる。
【００３１】
　また、請求項４の発明にあっては、上記仲介サーバは、仮想店舗業者端末を介して、仮
想店舗業者の属性情報を受信する仮想店舗業者情報受信手段と、上記仮想店舗業者情報受
信手段で受信した仮想店舗業者の属性情報を登録する仮想店舗業者登録手段とを備えるこ
とから、上記仲介サーバおいて、仮想店舗業者の属性情報が管理される。
　従って、仮想店舗業者の属性毎の分析等の作業を行い易くなり、販売戦略の検討等にお
いて有効な情報を入手し易くなる。
【００３２】
　また、請求項５の発明にあっては、上記仲介サーバは、仮想店舗で販売した商品の代金
を収集管理する、販売金収集管理手段を備えることから、仮想店舗業者自身が販売代金の
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収集管理を行う必要が無い。
　従って、仮想店舗の経営管理が容易となり、新規の仮想店舗業者の参入が容易となる。
【００３３】
　また、請求項６の発明にあっては、上記仮想店舗業者の属性情報には、上記仮想店舗業
者のメールアドレスが含まれると共に、上記仲介サーバは、上記製造・卸売業者端末から
のメール配信要求を受信すると共に、登録された仮想店舗業者のメールアドレスに対して
、メールを配信するメール配信手段を備えることから、製造・卸売業者が自己の商品を販
売する仮想店舗業者に対して、連絡、広告発送を希望する場合には、仲介サーバから一括
して関連する仮想店舗業者に対して、メール配信を行うことができるため、新規商品の紹
介及び宣伝等に極めて有効である。
【００３４】
　また、請求項７の発明にあっては、上記仲介サーバは、上記製造・卸売業者端末からの
仮想店舗業者情報収集要求を受信すると共に、製造・卸売業者の商品を販売する仮想店舗
業者の属性情報を収集して上記製造・卸売業者端末に配信する仮想店舗業者登録情報配信
手段を備えることから、製造・卸売業者が、自己の商品を販売する仮想店舗業者の規模、
若しくは取扱商品等の属性情報を、広域ネットワークを介して簡単に入手することができ
る。
　従って、自己の商品がどのような属性の仮想店舗業者から販売されているか等の商品販
売分析を迅速に行うことが可能であり、収益率が高い商品を効率的に提供することが可能
となる。
【００３５】
　また、請求項８の発明にあっては、仮想店舗業者情報受信手段で受信した仮想店舗業者
の属性情報を審査し、所定の条件を満たす仮想店舗業者のみ登録を許可する仮想店舗業者
審査手段を備えることから、製造・卸売業者は、審査を通以下した優良な仮想店舗業者に
のみ商品を卸すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施の形態を示し、実施例の形態ネット販売総合管理システムのシス
テム構成を示す概念図である。
【図２】本実施例にネット販売総合管理システムにおいて、商品の登録から販売までの流
れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　本発明を実施するための形態を添付図面を用いて以下説明する。
　図１に示すように、本実施例に係るネット販売総合管理システム１０は、商品の製造・
卸売業者が所有する製造・卸売業者端末１１と、上記製造・卸売者の商品を、複数の仮想
店舗１２ａ、１２ｂ、１２ｃにおいて販売する仮想店舗業者が所有する仮想店舗業者端末
１３と、上記製造・卸売業者と上記仮想店舗業者を仲介する仲介サーバ１４と、上記製造
・卸売業者端末１１、仮想店舗業者端末１３及び仲介サーバ１４を相互に接続すると共に
、一般消費者端末１５が接続可能な広域ネットワーク１６とを備え、上記仲介サーバ１４
は、上記広域ネットワーク１６を介して、上記製造・卸売業者端末１１から入力された商
品情報１７及び在庫情報１８を受信する商品情報受信手段１９、及び在庫情報受信手段２
０と、受信した上記商品情報１７及び在庫情報１８を保存する商品情報及び在庫情報保存
手段２１と、上記仮想店舗業者端末１３から上記広域ネットワーク１６を介して送信され
た、上記仮想店舗業者が販売を希望する商品の選択結果を受信する選択商品受信手段２２
と、上記選択商品受信手段２２によって受信された販売希望商品の商品情報１７及び在庫
情報１８を、上記仮想店舗業者が運営する複数の仮想店舗１２ａ、１２ｂ、１２ｃに表示
する商品陳列手段２３を備えている。
【００３８】
　また、上記仲介サーバ１４は、一般消費者端末１５から上記広域ネットワーク１６を介
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して仮想店舗１２ａにアクセスして商品を発注した場合に、上記商品の発注情報２４を受
信する商品発注情報受信手段２５と、上記商品発注情報受信手段２５によって受信した商
品の発注情報２４を基に、当該商品の在庫情報１８を更新する在庫情報更新手段２６と、
上記在庫情報更新手段２６で更新された在庫情報１８を、同一の商品が陳列されている全
ての仮想店舗１２ｂ、１２ｃに反映する在庫情報反映手段２７とを備えている。
【００３９】
　また、上記仲介サーバ１４は、上記商品発注情報受信手段２５によって受信した商品の
発注情報２４を、上記製造・卸売業者端末１１に通知する発注情報通知手段２８を備えて
いる。
【００４０】
　また、上記仲介サーバ１４は、仮想店舗業者端末１３を介して、仮想店舗業者の属性情
報２９を受信する仮想店舗業者情報受信手段３０と、上記仮想店舗業者情報受信手段３０
で受信した仮想店舗業者の属性情報２９を登録する仮想店舗業者登録手段３１とを備えて
いる。
【００４１】
　また、上記仲介サーバ１４は、仮想店舗１２ａ、１２ｂ、１２ｃで販売した商品の代金
を収集管理する、販売金収集管理手段３２を備えている。
【００４２】
　また、上記仮想店舗業者の属性情報２９には、上記仮想店舗業者のメールアドレスが含
まれると共に、上記仲介サーバ１４は、上記製造・卸売業者端末１１からのメール配信要
求を受信すると共に、登録された仮想店舗業者１３のメールアドレスに対して、メールを
配信するメール配信手段３３を備えている。
【００４３】
　また、上記仲介サーバ１４は、上記製造・卸売業者端末１１からの仮想店舗業者情報収
集要求を受信すると共に、製造・卸売業者の商品を販売する仮想店舗業者の属性情報２９
を収集して上記製造・卸売業者端末１１に配信する仮想店舗業者登録情報配信手段３４を
備えている。
【００４４】
　また、上記仲介サーバ１４は、仮想店舗業者情報受信手段３０で受信した仮想店舗業者
の属性情報２９を審査し、所定の条件を満たす仮想店舗業者のみ登録を許可する仮想店舗
業者審査手段３５を備えている。
【実施例】
【００４５】
　本実施例の構成について添付図面を用いて以下説明する。
　図１は、本発明の一実施の形態を示し、実施例の形態ネット販売総合管理システム１０
のシステム構成を示す概念図を示している。
　図１に示すように、製造・卸売業者端末１１は、商品の製造・卸売りを行う製造・卸売
業者が保有しているパーソナルコンピュータであり、仮想店舗業者端末１３は、仮想店舗
業者が保有しているパーソナルコンピュータである。
　また、一般消費者端末１５は、商品を購入する一般消費者の保有するパーソナルコンピ
ュータである。
　夫々、パーソナルコンピュータの種類、機種等は、特に限定されないが、広域ネットワ
ーク１６（インターネット）に接続されていることが必要である。
【００４６】
　また、仲介サーバ１４についても、特に機種の限定は不要であるが、複数の製造・卸売
業者端末１１と仮想店舗業者端末１３が広域ネットワーク１６を介して接続された場合で
あっても、円滑に処理を継続しうる十分なＣＰＵスペックを備え、また、上記商品情報及
び在庫情報保存手段２１は、多数の商品の商品情報１７、及び在庫情報１８等を保存可能
な容量を有する記憶容量を備えている。
【００４７】
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　また、仮想店舗１２ａ、１２ｂ、１２ｂは異なるポータルサイト上に構築されたネット
ショップモール等に存在するサイトである。
【００４８】
　本実施例の作用について添付図面を用いて説明する。
　図２に示すように、自己の商品の販売を希望する製造・卸売業者は、製造・卸売業者端
末１１から広域ネットワーク１６を介して仲介サーバ１４にアクセスする。
　この際、上記製造・卸売業者に対して、予めアクセス用ＩＤとパスワードを発行し、上
記製造・卸売業者が上記ＩＤ及びパスワードを入力することで、上記仲介サーバ１４にア
クセス可能とすることもできる。
【００４９】
　上記仲介サーバ１４にアクセス後、上記製造・卸売業者は、上記製造・卸売業者端末１
１から、販売を希望する商品の商品情報１７と当該商品の保有在庫数である在庫情報１８
を入力し、上記仲介サーバ１４に送信する。
　上記仲介サーバ１４において、送信された上記商品情報１７及び在庫情報１８は、商品
情報受信手段１９及び在庫情報受信手段２０により受信され、商品情報及び在庫情報保存
手段２１によって保存、蓄積される。
【００５０】
　仮想店舗への商品出品を希望する仮想店舗業者は、仮想店舗業者端末１３から広域ネッ
トワークを介して、上記仲介サーバ１４にアクセスする。
　なお、初回のアクセス時においては、自己の属性情報２９を上記仲介サーバの仮想店舗
業者情報受信手段３０に対して送信する。
　上記属性情報２９は、例えば店舗名称、住所、責任者氏名、取り扱い商品、メールアド
レス、電話番号、ファックス番号、自己の仮想店舗サイトにアクセス可能なＩＤ番号等を
含み、必要に応じてその他の情報を含むことができる。
【００５１】
　上記仲介サーバ１４の仮想店舗業者審査手段３５によって、上記仮想店舗業者情報受信
手段３０で受信した仮想店舗業者の属性情報２９が審査され、所定の条件を満たした場合
にのみ、ログイン用のＩＤ及びパスワード等を発行する。
　従って、製造卸売業者は、所定の信頼度を有する仮想店舗業者とのみ取引を行うことが
できる。
【００５２】
　上記仮想店舗業者は、取得したＩＤ及びパスワードで上記仲介サーバ１４にログインし
、上記仲介サーバ１４の商品情報及び在庫情報保存手段２１によって保存、蓄積された商
品情報１７及び在庫情報１８を参照し、販売を希望する商品を選択する。
　選択された商品は、上記仲介サーバの選択商品受信手段２２によって受信される。
【００５３】
　上記仲介サーバ１４の、商品陳列手段２３は、上記選択商品受信手段２２で受信した販
売希望商品の商品情報１７及び在庫情報１８を上記商品情報及び在庫情報保存手段２１か
ら読み込み、商品を選択した仮想店舗業者が有する仮想店舗１２ａ、１２ｂ、１２ｃに夫
々上記商品情報１７及び在庫情報１８を陳列表示する。
　従って、仮想店舗業者は自ら陳列表示手続きを行う必要がなく、また、複数の製造・卸
売業者の商品情報を、上記仲介サーバ１４を介して選択できることから、販売希望商品を
製造する製造・卸売業者を自ら探索する必要がないため、陳列手続きに要する労力が大幅
に軽減される。
　また、インターネットにアクセス可能であれば、コンピュータに関する詳細な知識が不
要であるため、新規に仮想店舗を出店する場合の負担も軽減される。
【００５４】
　なお、上記商品陳列手段２３が上記仮想店舗サイト１２ａ、１２ｂ、１２ｃにアクセス
するために必要なＩＤ、パスワード等の情報は、あらかじめ登録されている、当該仮想店
舗業者の属性情報２９から認識される。
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【００５５】
　以下、仮想店舗１２ａにおいて商品取引が行われる場合を例として説明する。
　図１、図２に示すように、一般消費者は、自己の一般消費者端末１５から広域ネットワ
ーク１６を介して、特定の仮想店舗１２ａにアクセスし、陳列表示されている商品情報１
７と在庫情報１８を確認して、商品の購入手続きを行う。
　商品の購入手続きが完了したタイミングで、上記仮想店舗１２ａから、仲介サーバ１４
に対して、発注情報２４が通知され、上記仲介サーバ１４の商品発注情報受信手段２５に
よって、上記発注情報２４が受信される。
　なお、購入手続きの完了タイミングは、商品が仮想の買い物籠に入れられた時点、若し
くは発注ボタンが選択された時点等、適宜設定することができる。
【００５６】
　上記仲介サーバ１４の在庫情報更新手段は、上記商品発注情報受信手段２５で受信した
発注情報２４から、発注数を確認し、発注された商品数に応じて、上記商品情報及び在庫
情報保存手段２１によって保存されている在庫情報１８を更新する。
　また、上記商品発注情報受信手段２５が発注情報２４を受信した後に、発注情報通知手
段２８によって、発注情報２４が製造卸売業者に対して通知される。
　従って、製造・卸売業者は迅速に発想準備を開始することができる。
【００５７】
　更に、上記仲介サーバ１４の在庫情報反映手段２７は、上記仮想店舗サイト１２ａ、１
２ｂ、１２ｃにアクセスし、上記仮想店舗１２ａ、１２ｂ、１２ｃにおいて表示されてい
る在庫情報１８を最新の状態に書き換える。
　なお、在庫情報反映手段２７は、商品発注情報受信手段２５で発注情報２４を受信した
タイミングで起動される形態、若しくはタイマー処理等によって、所定の時間間隔で定期
的に書き換え処理を行う形態のいずれも選択することができる。
　従って、異なるネットショップモールにおいて、異なる仮想店舗業者が多数の仮想店舗
を展開している場合であっても、全ての仮想店舗において、在庫情報が迅速に更新される
ため、発注数が過剰となり、発注後に在庫不足となって商品が未達となる事象を防止する
ことができる。
【００５８】
　また、商品が販売された場合は、当該商品の販売金が支払い管理を販売金収集管理手段
３２によって行われる。
　上記販売金収集管理手段３２は、例えばインターネットバンクと提携し、一般消費者か
らの入金の収集を行い、仮想店舗業者に対して自動的に振り込み処理を行うと共に、製造
・卸売業者に対しては販売量に応じて所定の金額を振り込む等の処理を行う。
　従って、仮想店舗業者、及び製造・卸売業者のいずれも煩雑な入金管理を行う必要がな
い。
【００５９】
　また、図１に示すように、製造・卸売業者が新規の商品の販売を行う場合等には、上記
製造・卸売業者端末１１端末から仲介サーバ１４にアクセスすることによって、仮想店舗
業者情報配信手段３４によって、自己の商品を取り扱う仮想店舗業者の属性情報２９の提
供を受けることができる。
　これによって、製造開始前に、売れ行き予測等の販売戦略を検討することができる。
　また、新規の商品を製造する場合等には、上記仲介サーバ１４のメール配信手段３３を
用いて、仮想店舗業者に対して、情報を配信することができるため、新製品の宣伝広告を
少ない労力で効果的に行うことができる。
【００６０】
　なお、製造・卸売業者端末１１、仮想店舗業者端末１３、及び一般消費者端末１５と仲
介サーバ１４とのマンマシンインターフェース仕様については、本実施例において特に限
定されない。
　また、ＩＤ、パスワードの仕様についても、適宜決定することができる。
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【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、インターネット上に構築された仮想店舗において商品を販売する、所謂ネッ
ト販売形態において、仮想店舗上に陳列表示される販売対象商品の商品情報、及び在庫情
報を管理するネット販売総合管理システムに適用可能である。
【符号の説明】
【００６２】
１０　ネット販売総合管理システム
１１　製造・卸売業者端末
１２ａ仮想店舗
１２ｂ仮想店舗
１２ｃ仮想店舗
１３　仮想店舗業者端末
１４　仲介サーバ
１５　一般消費者端末
１６　広域ネットワーク
１７　商品情報
１８　在庫情報
１９　商品情報受信手段
２０　在庫情報受信手段
２１　商品情報及び在庫情報保存手段
２２　選択商品受信手段
２３　商品陳列手段
２４　発注情報
２５　商品発注情報受信手段
２６　在庫情報更新手段
２７　在庫情報反映手段
２８　発注情報通知手段
２９　属性情報
３０　仮想店舗業者情報受信手段
３１　仮想店舗業者登録手段
３２　販売金収集管理手段
３３　メール配信手段
３４　仮想店舗業者登録情報配信手段
３５　仮想店舗業者審査手段
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