
JP 2009-251849 A 2009.10.29

10

(57)【要約】
【課題】売り場に設置された電子ＰＯＰ装置上の操作に
より、商品の割引量を変更することができる。
【解決手段】電子ＰＯＰ装置２は、商品広告画像を表示
する表示部３１と、表示部３１の表示制御を行う表示制
御部６１と、商品ごとに、割引量を示す属性情報を関連
付けたテーブルを記憶するタイムテーブル記憶部５２と
、少なくとも、タイムテーブルにおける各商品の属性情
報を書き替えるための書き替え操作部と、タイムテーブ
ルの書き替え結果を送信する無線通信部３５と、を備え
、ＰＯＳサーバ４は、商品マスタを記憶する商品マスタ
ＤＢ８１と、書き替え結果を受信する通信機構７３と、
書き替え結果に基づいて、商品マスタにおける各商品の
割引量を書き替える商品マスタ書き替え部７４,８３と
、を備えた。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ＰＯＰ装置と、ＰＯＳサーバと、がネットワークを介して接続された商品価格管理
システムであって、
　前記電子ＰＯＰ装置は、
　商品広告情報を表示する表示部と、
　前記表示部の表示制御を行う表示制御部と、
　商品ごとに、当該商品の割引量を示す属性情報を関連付けたテーブルを記憶するテーブ
ル記憶部と、
　少なくとも、前記テーブルにおける各商品の前記属性情報を書き替えるための書き替え
操作部と、
　前記書き替え操作部による前記テーブルの書き替え結果を前記ＰＯＳサーバに送信する
送信部と、を備え、
　前記ＰＯＳサーバは、
　商品ごとに、当該商品の単価と、当該商品の割引量と、を関連付けた商品マスタを記憶
する商品マスタ記憶部と、
　前記テーブルの書き替え結果を前記電子ＰＯＰ装置から受信する受信部と、
　前記テーブルの書き替え結果に基づいて、少なくとも、前記商品マスタにおける各商品
の前記割引量を書き替える商品マスタ書き替え部と、を備えたことを特徴とする商品価格
管理システム。
【請求項２】
　前記テーブル記憶部は、商品ごとに、当該商品の前記属性情報と、当該商品の商品広告
情報と、当該商品広告情報の表示時間帯と、を関連付けたタイムテーブルを記憶しており
、
　前記表示制御部は、前記タイムテーブルにしたがって、前記表示部の表示制御を行うこ
とを特徴とする請求項１に記載の商品価格管理システム。
【請求項３】
　前記書き替え操作部は、各表示時間帯に表示する前記商品広告情報をさらに書き替え可
能であり、
　前記商品マスタ書き替え部は、各商品広告情報の表示時間帯に合わせて、前記商品マス
タにおける各商品の前記割引量を書き替えることを特徴とする請求項２に記載の商品価格
管理システム。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記タイムテーブルを前記表示部に表示させ、
　前記書き替え操作部は、表示された前記タイムテーブルを書き替えることを特徴とする
請求項２または３に記載の商品価格管理システム。
【請求項５】
　前記電子ＰＯＰ装置は、
　前記表示部に表示されている前記商品広告情報に対応するクーポンを印刷・発行するク
ーポン発行部をさらに備え、
　前記クーポン発行部は、前記クーポンとして、当該商品広告情報に関連付けられている
商品を、前記属性情報が示す割引量で割引する割引クーポンを印刷・発行することを特徴
とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の商品価格管理システム。
【請求項６】
　表示部と、商品ごとに、当該商品の割引量を示す属性情報を関連付けたテーブルを記憶
するテーブル記憶部と、送信部と、を備えた電子ＰＯＰ装置と、
　商品ごとに、当該商品の単価と、当該商品の割引量と、を関連付けた商品マスタを記憶
する商品マスタ記憶部と、受信部と、を備えたＰＯＳサーバと、がネットワークを介して
接続された商品価格管理システムの制御方法であって、
　前記電子ＰＯＰ装置が、
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　前記表示部により、前記商品広告情報を表示する表示ステップと、
　少なくとも、前記テーブルにおける各商品の前記属性情報を書き替えるテーブル書き替
えステップと、
　前記送信部により、前記テーブルの書き替え結果を前記ＰＯＳサーバに送信する送信ス
テップと、を実行し、
　前記ＰＯＳサーバが、
　前記受信部により、前記テーブルの書き替え結果を前記電子ＰＯＰ装置から受信する受
信ステップと、
　前記テーブルの書き替え結果に基づいて、少なくとも、前記商品マスタにおける各商品
の前記割引量を書き替える商品マスタ書き替えステップと、を実行することを特徴とする
商品価格管理システムの制御方法。
【請求項７】
　コンピュータに、請求項６に記載の商品価格管理システムの制御方法における各ステッ
プを実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子ＰＯＰ装置とＰＯＳサーバとをネットワークを介して接続して構成され
、各商品の価格を管理する商品価格管理システム、商品価格管理システムの制御方法およ
びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＰＯＳシステムとして、ＰＯＰ広告を表示する複数のＰＯＰ表示装置と、各商品
のデータ管理、価格管理を行うストアコントローラと、を備えたものが知られている（特
許文献１参照）。このストアコントローラは、単価を含む各商品の商品データと、ＰＯＰ
表示装置の表示に係るスケジュールデータと、表示候補となる各ＰＯＰ広告の表示データ
と、を記憶しており、複数のＰＯＰ表示装置の表示を管理している。さらに、各ＰＯＰ表
示装置の操作部により、ストアコントローラと通信して、スケジュールデータおよび表示
データを設定・変更可能に構成されている。
【特許文献１】特開平５－１２８３７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このようなＰＯＳシステムでは、各売り場の担当者が、その売り場の各
商品を割引する場合、割引に係るＰＯＰ広告を表示するようにＰＯＰ表示装置の表示設定
を変更すると共に、ストアコントローラの商品データを書き替えて、商品の割引量を変更
する必要があった。そのため、表示設定の変更と、商品データの変更とで、２つの作業を
行なわなければならず、商品を割引する作業が煩雑であるという問題があった。また、商
品の価格管理はストアコントローラで行なわれているため、各売り場からストアコントロ
ーラのある場所まで移動し、ストアコントローラの操作部により商品データを変更する必
要があった。これも作業が煩雑となる原因となっている。
【０００４】
　本発明は、売り場に設置された電子ＰＯＰ装置上の操作により、商品の割引量を変更す
ることができる商品価格管理システム、商品価格管理システムの制御方法およびプログラ
ムを提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の商品価格管理システムは、電子ＰＯＰ装置と、ＰＯＳサーバと、がネットワー
クを介して接続された商品価格管理システムであって、電子ＰＯＰ装置は、商品広告情報
を表示する表示部と、表示部の表示制御を行う表示制御部と、商品ごとに、当該商品の割
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引量を示す属性情報を関連付けたテーブルを記憶するテーブル記憶部と、少なくとも、テ
ーブルにおける各商品の属性情報を書き替えるための書き替え操作部と、書き替え操作部
によるテーブルの書き替え結果をＰＯＳサーバに送信する送信部と、を備え、ＰＯＳサー
バは、商品ごとに、当該商品の単価と、当該商品の割引量と、を関連付けた商品マスタを
記憶する商品マスタ記憶部と、テーブルの書き替え結果を前記電子ＰＯＰ装置から受信す
る受信部と、テーブルの書き替え結果に基づいて、少なくとも、商品マスタにおける各商
品の割引量を書き替える商品マスタ書き替え部と、を備えたことを特徴とする。
【０００６】
　本発明の商品価格管理システムの制御方法は、表示部と、商品ごとに、当該商品の割引
量を示す属性情報を関連付けたテーブルを記憶するテーブル記憶部と、送信部と、を備え
た電子ＰＯＰ装置と、商品ごとに、当該商品の単価と、当該商品の割引量と、を関連付け
た商品マスタを記憶する商品マスタ記憶部と、受信部と、を備えたＰＯＳサーバと、がネ
ットワークを介して接続された商品価格管理システムの制御方法であって、電子ＰＯＰ装
置が、表示部により、商品広告情報を表示する表示ステップと、少なくとも、テーブルに
おける各商品の属性情報を書き替えるテーブル書き替えステップと、送信部により、テー
ブルの書き替え結果をＰＯＳサーバに送信する送信ステップと、を実行し、ＰＯＳサーバ
が、受信部により、テーブルの書き替え結果を電子ＰＯＰ装置から受信する受信ステップ
と、テーブルの書き替え結果に基づいて、少なくとも、商品マスタにおける各商品の割引
量を書き替える商品マスタ書き替えステップと、を実行することを特徴とする。
【０００７】
　これらの構成によれば、電子ＰＯＰ装置が商品ごとに属性情報を関連付けたテーブルを
有し、当該テーブルの属性情報を書き替えると、ＰＯＳサーバは、テーブルの書き替え結
果に基づいて、当該ＰＯＳサーバに記憶された商品マスタの割引量を書き替える。このよ
うに、電子ＰＯＰ装置上の操作に伴って商品マスタの割引量が変更されるため、各売り場
の担当者は、ＰＯＳサーバのある場所まで移動する必要がなく、商品の割引量の変更を容
易に行うことができる。なお、ここにいう割引量は、割引率（例えば、２割引）もしくは
割引額（例えば、１０００円引き）を表している。
【０００８】
　上記の商品価格管理システムにおいて、テーブル記憶部は、商品ごとに、当該商品の属
性情報と、当該商品の商品広告情報と、当該商品広告情報の表示時間帯と、を関連付けた
タイムテーブルを記憶しており、表示制御部は、タイムテーブルにしたがって、表示部の
表示制御を行うことが好ましい。
【０００９】
　この構成によれば、テーブル記憶部がタイムテーブルを記憶していることにより、各商
品広告情報の表示時間を容易に管理・変更することができる。また、タイムテーブルにし
たがって、属性情報に対応した商品広告情報を自動的に表示するため、各売り場の担当者
が、割引量の変更の都度、表示する商品広告情報を変更する必要がない。
【００１０】
　この場合、書き替え操作部は、各表示時間帯に表示する商品広告情報をさらに書き替え
可能であり、商品マスタ書き替え部は、各商品広告情報の表示時間帯に合わせて、商品マ
スタにおける各商品の割引量を書き替えることが好ましい。
【００１１】
　この構成によれば、各表示時間帯に表示する商品広告情報を書き替えると、その書き替
え結果がＰＯＳサーバに送信される。ＰＯＳサーバは、書き替え結果を受信し、この書き
替え結果から各商品広告情報の表示時間帯を取得する。その後、商品マスタ書き替え部は
、各商品広告情報の表示時間帯に合わせて、商品マスタにおける各商品の割引量を書き替
える。すなわち、各表示時間帯において、表示する商品広告情報に関連付けられた属性情
報が示す各広告商品の割引量と、商品マスタ上の各広告商品の割引量とが一致するように
、商品マスタを書き替える。このように、電子ＰＯＰ装置の表示スケジュールに対応した
割引量の変更を行うことができる。
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【００１２】
　この場合、表示制御部は、タイムテーブルを表示部に表示させ、書き替え操作部は、表
示されたタイムテーブルを書き替えることが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、表示部がタイムテーブルを表示し、各売り場の担当者は、その表示
を見ながらタイムテーブルの書き替えを行う。すなわち、商品広告情報の表示部を利用し
てタイムテーブルの書き替えを行うことができるため、書き替え作業を容易に行うことが
できる。
【００１４】
　この場合、電子ＰＯＰ装置は、表示部に表示されている商品広告情報に対応するクーポ
ンを印刷・発行するクーポン発行部をさらに備え、クーポン発行部は、当該クーポンとし
て、当該商品広告情報に関連付けられている商品を、属性情報が示す割引量で割引する割
引クーポンを印刷・発行することが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、広告商品の割引クーポンを発行することにより、広告商品の販売促
進になる。また、表示されている商品広告情報との整合性が取れた割引クーポンを発行す
ることができる。また、タイムサービスなどのように限られた時間だけ割引クーポンを発
行する場合であって、タイムサービス時間帯を過ぎてから商品の清算を行う場合でも、割
引クーポンの提示により、タイムサービス時間帯商品をカゴに入れたことを証明できる。
【００１６】
　本発明のプログラムは、コンピュータに、上記の商品価格管理システムの制御方法にお
ける各ステップを実行させることを特徴とする。
【００１７】
　この構成によれば、本プログラムをコンピュータに搭載するだけで、上記の商品情報提
供装置の制御方法を実行することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の一実施形態に係るＰＯＳシステム（商品価格管理
システム）について説明する。このＰＯＳシステム（Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　Ｓａｌｅｓ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）は、各商品の価格を管理すると共に、複数の電子ＰＯＰ装置を用いて、顧客
に商品情報を提供するものである。
【００１９】
　図１は、本発明のＰＯＳシステム１のシステム構成図である。同図に示すように、ＰＯ
Ｓシステム１は、店舗の各種売り場に設置された複数の電子ＰＯＰ(Ｐｏｉｎｔ　Ｏｆ　
Ｐｕｒｃｈａｃｅ)装置２と、複数の電子ＰＯＰ装置２と接続されるベースステーション
３と、ベースステーション３と接続されると共に、店舗内における各種情報（価格管理情
報および在庫管理情報など）を統括管理するＰＯＳサーバ４と、によって構成されている
。ＰＯＳサーバ４は、インターネットＩＮＴに接続されている。なお、ベースステーショ
ン３およびＰＯＳサーバ４は、ＬＡＮ５によって接続されている。
【００２０】
　ベースステーション３は、複数の電子ＰＯＰ装置２と無線接続されている（無線ＬＡＮ
通信やＰＨＳデータ通信等）と共に、ＰＯＳサーバ４と有線接続されており（ＬＡＮ通信
）、両者間におけるアクセスポイント（中継機）として機能する。なお、複数の電子ＰＯ
Ｐ装置２との接続に、有線接続を使用しても良いが、各電子ＰＯＰ装置２の設置を容易に
するため、無線接続を使用することが好ましい。
【００２１】
　次に、図２ないし図５を参照して電子ＰＯＰ装置２について説明する。図２は、電子Ｐ
ＯＰ装置２の外観斜視図、図３は、電子ＰＯＰ装置２の制御ブロック図、図４は、表示候
補となる画像ファイル名を示した図、図５は、タイムテーブルを示した図である。図２お
よび図３に示すように、電子ＰＯＰ装置２は、装置本体１１と、電子ＰＯＰ装置２（装置
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本体１１）のタイムテーブルの書き替えを行うためのリモコン１２と、を備えている。リ
モコン１２は、電子ＰＯＰ装置２が設置されている売り場の担当者や本店舗の店主が所持
する。すなわち、リモコン１２の所持者である担当者や店主のみが、電子ＰＯＰ装置２の
タイムテーブルの書き替えを行うことができるため、顧客が勝手にタイムテーブルの書き
替えを行うことができないようになっている。なお、パスワードや指紋認証により、顧客
による書き替えを防止する構成であっても良い。
【００２２】
　リモコン１２は、各種情報を表示する小型のディスプレイ１３と、各種操作子群１４と
、各種操作子群１４の操作信号を装置本体１１に送信する操作信号送信部１５と、を有し
ている。各種操作子群１４は、電子ＰＯＰ装置２の設定（タイムテーブルの書き替え）を
開始する設定ボタン１７と、各種項目を選択するための上ボタン１８、下ボタン１９およ
び選択ボタン２０と、を有している。リモコン１２の所持者（以下、ユーザと記載）が、
リモコン１２を装置本体１１に向けると共に、設定ボタン１７を押すと、電子ＰＯＰ装置
２は、テーブル書替画面（図８のＤ２参照）を表示する。その後、ユーザは、上下ボタン
１８,１９を用いて各項目を選び、選択ボタン２０を押すことで、選んだ項目を確定する
。
【００２３】
　装置本体１１は、複数の商品広告画像（商品広告情報）を表示する表示部３１と、発行
ボタン３２と、発行ボタン３２の押下をトリガとして割引クーポンＣを印刷・発行する印
刷部３３と、リモコン１２の操作信号を受信するリモコン受光センサ３４と、無線通信を
行う無線通信部（送信部）３５と、現在時刻を取得するためのタイマー３６と、各種記憶
データを記憶する記憶部３７と、これらを制御する制御部３８と、を備えている。これら
は一の筐体３９内に収容され、一体に形成されている。また、筐体３９の底部には、電子
ＰＯＰ装置２の前後方向に延在すると共に、筐体３９を立設可能とする一対の足部４０,
４０が設けられている。なお、ここにいう割引クーポンＣとは、商品に対する割引サービ
スを提供する割引サービス券を意味する。
【００２４】
　表示部３１は、有機ＥＬディスプレイ等のフラットディスプレイパネルで構成されてい
る。表示部３１には、商品を広告するための商品広告画像が表示される。図中では、商品
広告画像として、商品（牛乳パック等）の画像、商品名および商品の説明を表示している
。なお、商品広告画像は、商品の販促用の画像であれば、静止画であっても動画であって
も良い。
【００２５】
　発行ボタン３２は、クーポン発行のトリガを入力するための操作子である。顧客が、発
行ボタン３２を押した際、所定の条件を満たしている場合には、印刷部３３により割引ク
ーポンＣが印刷・発行される。
【００２６】
　印刷部３３は、ロール状に巻回された印刷用紙Ｔを供給、搬送する用紙供給部と、印刷
用紙Ｔ上に、割引クーポンＣの印刷データを印刷する印刷ヘッドと、印刷ヘッドにより印
刷された印刷用紙Ｔを筐体３９内から排出する排出口４５と、排出口４５下辺に臨んで形
成されると共に、印刷用紙Ｔの切断に利用される用紙カッタ４６と、を備えている（なお
、用紙供給部および印刷ヘッドは、図示省略）。クーポン発行の際には、印刷部３３は、
用紙供給部により印刷用紙Ｔを搬送しつつ、印刷ヘッドの発熱素子を選択的に駆動するこ
とによって、印刷用紙Ｔ上に印刷データを印刷する。この際、排出口４５から順次、印刷
用紙Ｔ上の印刷部分（印刷された部分）が排出される。印刷が終了したら、用紙供給部に
より、印刷部分全域が排出口４５から排出されるまで印刷用紙Ｔを送る。このようにして
、印刷データが印刷された印刷用紙Ｔが割引クーポンＣとして発行される。ユーザは、排
出口４５から排出された印刷部分を、用紙カッタ４６を利用して切り取り、割引クーポン
Ｃを取得する。
【００２７】
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　リモコン受光センサ３４は、リモコン１２の操作信号送信部１５から送信された操作信
号を受信する。無線通信部３５は、ベースステーション３と無線通信を行う。主に、タイ
ムテーブルを書き替えた際、ＰＯＳサーバ４に書き替え後のタイムテーブルを送信する。
タイマー３６は、現在時刻として、年、月、日、時、分、秒を取得するためのものである
。
【００２８】
　記憶部３７は、画像ファイル記憶部５１と、タイムテーブル記憶部（テーブル記憶部）
５２と、印刷データファイル記憶部５３と、を有している。
【００２９】
　画像ファイル記憶部５１は、表示候補となる各商品広告画像の画像ファイルを記憶する
ものである。画像ファイルには、当該画像ファイルのファイル名（以下、画像ファイル名
と記載）が含まれている。なお、表示候補となる商品広告画像の画像ファイル名は、１の
共通形式を有している。ここで、画像ファイル名の共通形式について説明する。
【００３０】
　図４は、表示候補となる各商品広告画像の画像ファイル名を示した図である。同図に示
すように、各画像ファイル名は、共通形式として、商品指定コードと、属性コード（属性
情報）と、拡張子コードと、を有している。
【００３１】
　商品指定コードは、広告対象となる商品の商品名を示したコードである。属性コードは
、当該画像ファイルの属性を示したコードである。属性コードは、「Ｘ」：商品広告、「
Ｔ」：タイムサービス、「Ｑ」：クーポン発行、といった画像ファイルの種別を示す種別
コードと、「０１０」：１０％ＯＦＦ、「０２０」：２０％ＯＦＦ、といった広告商品に
対する割引率を示す割引率コードとから構成されている。拡張子コードは、当該画像ファ
イルのファイル形式を示す拡張子である。例えば、「商品Ａプロモ－Ｘ０１０．ｊｐｇ」
という画像ファイル名では、商品指定コードが「商品Ａプロモ」、属性コードが、「Ｘ０
１０」、拡張子コードが、「．ｊｐｇ」である。すなわち、この画像ファイル名は、商品
広告画像の広告対象となる商品の商品名が「商品Ａ」であること、商品広告画像が「商品
広告」関連であること、商品広告画像が広告商品を「１０％ＯＦＦ」する旨を示すもので
あること、画像ファイルのファイル形式が「ＪＧＰファイル」であることを示している。
【００３２】
　タイムテーブル記憶部５２は、表示部１１による商品広告画像の表示を管理するための
タイムテーブル（テーブル）を記憶するものである。タイムテーブルは、表示時間帯と、
その表示時間帯に表示する商品広告画像の画像ファイル名とを対応付けたテーブルである
（図５参照）。さらに、各表示時間帯には、当該商品広告画像を表示するか否かを示すＯ
Ｎ／ＯＦＦ設定が為されている。「ＯＮ」設定の表示時間帯では、対応付けられた商品広
告画像を表示し、「ＯＦＦ」に設定されている表示時間帯では、商品広告画像の表示を行
なわない。なお、表示時間帯（Ｘ：ＸＸ～Ｙ：ＹＹ）に代えて、表示を開始する開始時刻
（Ｘ：ＸＸ～）のみを記憶させても良い。
【００３３】
　印刷データファイル記憶部５３は、各商品広告画像に対応した割引クーポンＣの印刷デ
ータファイルを記憶するものである。厳密には、「クーポン発行」関連の商品広告画像の
画像ファイル名と、印刷データファイルとを対応付けて記憶している。印刷データファイ
ルは、対応する画像ファイル名が示す商品、割引率の割引クーポンＣを印刷するよう作成
されている。すなわち、印刷される割引クーポンＣは、割引対象となる商品が、商品コー
ドが示す商品であり、割引率が、割引率コードが示す割引率となっている。例えば、画像
ファイル名「Ｏ×牛乳プロモ－Ｑ０１０．ｊｐｇ」に対し、商品「○×牛乳」を割引率「
１０％ＯＦＦ」で割引する割引クーポンＣの印刷データファイルが記憶されている。
【００３４】
　制御部３８は、表示制御部６１と、印刷制御部６２と、書き替え制御部６３と、を有し
ている。表示制御部６１は、タイムテーブル記憶部５２上のタイムテーブルにしたがって
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、表示部３１に商品広告画像を表示させる。厳密には、表示制御部６１は、タイマー３６
から現在時刻を取得し、タイムテーブルから、現在時刻が属する表示時間帯のＯＮ／ＯＦ
Ｆ設定を取得する。「ＯＮ」設定となっている場合、当該表示時間帯に対応する画像ファ
イル名を取得する。画像ファイル名を取得したら、画像ファイル記憶部５１から画像ファ
イル名に対応する画像ファイルを取得し、当該画像ファイルの商品広告画像を表示する。
なお、「ＯＦＦ」設定である場合には、商品広告画像の表示を行なわない。
【００３５】
　印刷制御部６２は、発行ボタン３２が押された際、表示している商品広告画像に対応す
る割引クーポンＣを、印刷部３３に印刷・発行させるものである。厳密には、発行ボタン
３２が押されると、印刷制御部６２は、タイマー３６から現在時刻を取得し、タイムテー
ブルから、現在時刻が属する表示時間帯のＯＮ／ＯＦＦ設定を取得する。「ＯＮ」設定と
なっている場合、当該表示時間帯に対応する画像ファイル名を取得する。次に、取得した
画像ファイル名の種別コードから商品広告画像の種別を抽出し、当該種別が「クーポン発
行」である場合には、印刷テーブルから、画像ファイル名に対応する印刷データファイル
を取得する。その後、印刷データファイルの印刷データを、印刷部３３に印刷させて、割
引クーポンＣを発行させる。すなわち、表示時間帯が「ＯＦＦ」設定である場合や、種別
が「クーポン発行」でない場合には、発行ボタン３２が押されてもクーポン発行を行なわ
ない。
【００３６】
　上記印刷テーブルの対応付けにより、このクーポン発行動作で、画像ファイル名の商品
コードおよび割引率コードに対応する商品および割引率の割引クーポンＣが発行される。
これにより、広告商品の販売促進になる。また、表示されている商品広告画像との整合性
が取れた割引クーポンＣを発行することができる。さらに、タイムサービスなどのように
限られた時間だけ割引クーポンＣを発行する場合であって、タイムサービス時間帯を過ぎ
てから商品の清算を行う場合でも、割引クーポンＣの提示により、タイムサービス時間帯
商品をカゴに入れたことを証明できる。なお、請求項にいうクーポン発行部は、印刷制御
部６２および印刷部３３により構成されている。
【００３７】
　書き替え制御部６３は、タイムテーブルの書き替え動作にかかる制御を行うものである
。表示制御部６１を介して、表示部３１にテーブル書替画面（図８のＤ２参照）を表示さ
せて、ユーザにタイムテーブルの書き替えを促す。書き替え制御部６３は、テーブル書替
画面として、タイムテーブルを表示する。ユーザは、この表示を見ながらタイムテーブル
の書き替えを行う。このように、商品広告画像の表示部３１を利用してタイムテーブルの
書き替えを行うため、書き替え作業を容易に行うことができる。
【００３８】
　次に、図６を参照して、ＰＯＳサーバ４について説明する。図６はＰＯＳサーバ４の制
御ブロック図である。ＰＯＳサーバ４は、一般的なコンピュータと同様の構成であり、表
示機構７１、入力機構７２、通信機構（受信部）７３、ＣＰＵ７４、ＲＯＭ７５，ＲＡＭ
７６およびハードディスク（ＨＤＤ）７７を有している。
【００３９】
　表示機構７１は、入力機構７２による入力内容やエラー表示、各電子ＰＯＰ装置２の管
理状態を確認するためのものである。入力機構７２は、キーボードやマウス等で構成され
る。通信機構７３は、ＬＡＮ５と接続されるものであり、各電子ＰＯＰ装置２やＰＯＳサ
ーバ４との通信に使用される。
【００４０】
　ＣＰＵ７４は、現在時刻を取得するタイマー機能を有し、ＰＯＳサーバ４全体を制御す
る中央制御装置である。ＲＯＭ７５は、ＣＰＵ７４が各種制御を行うための基本プログラ
ムを記憶しており、ＲＡＭ７６は、ワークエリアとして利用される。また、ハードディス
ク７７は、商品マスタＤＢ（商品マスタ記憶部）８１およびテーブルＤＢ８２を含む各種
データを記憶すると共に、商品マスタ書替プログラム８３を含む各種制御プログラムを記
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憶している。
【００４１】
　商品マスタＤＢ８１は、商品ごとの単価および割引率を示す商品マスタを記憶するデー
タベースである。厳密には、商品ＩＤおよび商品名に対応して、単価および割引率が記憶
されている。
【００４２】
　テーブルＤＢ８２は、通信機構７３により受信した各電子ＰＯＰ装置２のタイムテーブ
ルを記憶するものである。電子ＰＯＰ装置２ごとに、最新のタイムテーブルが記憶されて
いる。
【００４３】
　商品マスタ書替プログラム８３は、各電子ＰＯＰ装置２のタイムテーブルに基づいて、
商品マスタＤＢ８１を書き替えるためのプログラムである。商品マスタ書替プログラム８
３を実行するＣＰＵ７４（商品マスタ書き替え部）は、タイムテーブルを受信した都度お
よび各表示時間帯の開始時刻の都度、テーブルＤＢ８２の各タイムテーブルを読み出し、
この各タイムテーブルにしたがって、商品マスタＤＢ８１上の各商品の割引率を書き替え
る。
【００４４】
　次に、図７および図８を参照して、電子ＰＯＰ装置２によるタイムテーブルの書き替え
動作について説明する。図７は、本書き替え動作のフローチャートであり、図８は、表示
部３１における本書き替え動作の画面遷移図を示した図である。両図に示すように、この
動作は、ユーザがリモコン１２の設定ボタン１７を押したときに送信される操作信号が、
リモコン受光センサ３４に受信された際に実行される。設定ボタン１７の操作信号が受信
されると（Ｓ１：Ｙｅｓ）、電子ＰＯＰ装置２は、書き替え制御部６３により、テーブル
書替画面を表示する（Ｓ２）（図８のＤ２）。
【００４５】
　ここで、ユーザは、テーブル書替画面を見ながら、リモコン１２の各操作子を用いて設
定・変更を行う。上ボタン１８もしくは下ボタン１９が押されると、電子ＰＯＰ装置２は
、書き替え制御部６３により、各表示時間帯を順次選択項目とし、当該選択項目をハイラ
イト表示する（Ｓ３）。また、選択ボタン２０が押されると、電子ＰＯＰ装置２は、書き
替え制御部６３により、選択項目を確定項目とする（Ｓ４）。ユーザは、上ボタン１８、
下ボタン１９を用いて所望の表示時間帯を選択し（選択項目とし）、選択ボタン２０を押
して確定する（確定項目とする）。なお、選択候補となる表示時間帯は、表示領域に表示
されているものに限らず、表示が上下にスクロールして、多数の表示時間帯を選択できる
ように構成されている。
【００４６】
　表示時間帯を確定すると、電子ＰＯＰ装置２は、書き替え制御部６３により、テーブル
書替画面に複数の画像ファイル名を表示する（Ｓ５）（図８のＤ４）。上記表示時間帯の
選択と同様、上ボタン１８、下ボタン１９の操作から画像ファイル名を順次、選択項目と
し（Ｓ６）、選択ボタン２０の操作から選択項目を確定項目とする（Ｓ７）。なお、上ボ
タン１８もしくは下ボタン１９を押さずに、選択ボタン２０を押すと、変更前の画像ファ
イル名が確定される。
【００４７】
　画像ファイル名を確定すると、商品広告画像のＯＮ／ＯＦＦ設定を行う。テーブル書替
画面では、四角の枠を表示し、当該枠内に黒点があると「ＯＮ」、黒点がないと「ＯＦＦ
」と表示する。上ボタン１８もしくは下ボタン１９が押されると、電子ＰＯＰ装置２は、
書き替え制御部６３により、既存のＯＮ／ＯＦＦ設定を変更する（Ｓ８）。すなわち、「
ＯＮ」設定の場合は「ＯＦＦ」設定に変更して枠内の黒点を消し、「ＯＦＦ」設定の場合
は、「ＯＮ」設定に変更して枠内の黒点を表示する。また、選択ボタン２０が押されると
、電子ＰＯＰ装置２は、書き替え制御部６３により、当該設定を確定する（Ｓ９）。
【００４８】
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　ＯＮ／ＯＦＦ設定が確定すると、電子ＰＯＰ装置２は、書き替え制御部６３により、こ
れら確定した各設定に、タイムテーブル記憶部５２上のタイムテーブルが変更する（Ｓ１
０）。タイムテーブルを変更したら、変更後のタイムテーブルを、無線通信部３５により
、ＰＯＳサーバ４へ送信する（Ｓ１１）。なお、電子ＰＯＰ装置２は、これらの操作の結
果、タイムテーブルの変更が無いと判断した場合には、タイムテーブルの送信をキャンセ
ルしても良い。
【００４９】
　なお、各商品の割引率を変更する際には、この書き替え動作により、商品ファイル名を
、割引率コードのみ違う商品ファイル名に変更することで行う。例えば、商品ファイル名
「Ｏ×牛乳プロモ－Ｘ０１０．ｊｐｇ」を、商品ファイル名「Ｏ×牛乳プロモ－Ｘ０２０
．ｊｐｇ」に書き替えることで、割引率を「１０％ＯＦＦ」から「２０％ＯＦＦ」に変更
する。さらに、商品ファイル名「Ｏ×牛乳プロモ－Ｘ０００．ｊｐｇ」に書き替えること
で、割引しないよう変更することができる。このように、請求項にいう書き替え操作部は
、リモコン１２、表示部３１、表示制御部６１および書き替え制御部６３により構成され
ている。
【００５０】
　次に、図９を参照して、各電子ＰＯＰ装置２のタイムテーブルに基づく、商品マスタＤ
Ｂ８１の書き替え動作について説明する。図９は、商品マスタ書替え処理のフローチャー
トである。この書き替え動作は、ＰＯＳサーバ４がタイムテーブルを受信した都度、およ
び各表示時間帯の開始時刻の都度に実行するものである。また、テーブルＤＢ８２に記憶
された全タイムテーブルを対して、商品マスタ書替え処理を行うことで実行される。ここ
で、商品マスタ書替え処理について説明する。
【００５１】
　図９に示すように、まず、ＰＯＳサーバ４は、商品マスタ書替プログラム８３により、
テーブルＤＢ８２から対象となる１のタイムテーブルを読み出す（Ｓ２１）。対象のタイ
ムテーブルを読み出したら、読み出したタイムテーブルから現在時刻が属する表示時間帯
のＯＮ／ＯＦＦ設定を取得する（Ｓ２２）。「ＯＦＦ」設定である場合（Ｓ２３：Ｎｏ）
には、本処理を終了する。
【００５２】
　一方、「ＯＮ」設定である場合（Ｓ２３：Ｙｅｓ）には、読み出したタイムテーブルか
ら当該表示時間帯に対応した画像ファイル名を取得する（Ｓ２４）。画像ファイル名を取
得したら、当該画像ファイル名の種別コードから当該商品広告画像の種別を抽出する（Ｓ
２５）。商品広告画像の種別が「クーポン発行」である場合（Ｓ２６：Ａ）、本処理を終
了する。
【００５３】
　一方、商品広告画像の種別が「商品広告」もしくは「タイムサービス」である場合（Ｓ
２６：Ｂ）、画像ファイル名の商品コードから商品名を抽出し（Ｓ２７）、さらに、割引
コードから、商品広告画像の割引率を抽出する（Ｓ２８）。商品名および割引率を抽出し
たら、商品マスタにおける抽出した商品名の商品の割引率を、抽出した割引率に変更する
（Ｓ２９）。この商品マスタ書替え処理を、全タイムテーブルに対して行うことで、各タ
イムテーブルの割引率が、商品マスタに反映される。
【００５４】
　なお、２以上の電子ＰＯＰ装置２において、同一商品の商品広告画像を表示する場合、
電子ＰＯＰ装置２間で、当該商品に対する同時間帯の割引率が、相互に異なってしまう場
合がある。かかる場合、商品マスタをいずれか一方の割引率に合わせてしまうと、他方の
タイムテーブルと整合性が取れなくなってしまうという問題が発生する。そのため、売り
場ごとに、１の電子ＰＯＰ装置２のみを設置し、１の商品カテゴリの各商品を、１の電子
ＰＯＰ装置２のみで、広告することが好ましい。
【００５５】
　以上のような構成によれば、電子ＰＯＰ装置２が商品ごとに属性情報（属性コード）を
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関連付けたテーブルを有し、当該テーブルの属性情報を書き替えると、ＰＯＳサーバ４は
、テーブルの書き替え結果に基づいて、当該ＰＯＳサーバ４に記憶された商品マスタの割
引率を書き替える。このように、電子ＰＯＰ装置２上の操作に伴って商品マスタの割引率
が変更されるため、各売り場の担当者は、ＰＯＳサーバ４のある場所まで移動する必要が
なく、商品の割引率の変更を容易に行うことができる。
【００５６】
　また、商品広告画像の表示設定の変更にしたがって、商品マスタの割引率を書き替える
ため、割引率の変更に際して行う、商品広告画像の表示設定と、商品マスタの書き替えと
を１の動作で行うことができる。
【００５７】
　さらに、電子ＰＯＰ装置２がタイムテーブルを記憶していることにより、各商品広告画
像の表示時間を容易に管理・変更することができる。また、タイムテーブルにしたがって
、属性情報に対応した商品広告画像を自動的に表示するため、各売り場の担当者が、割引
率の変更の都度、表示する商品広告画像を変更する必要がない。
【００５８】
　またさらに、ＰＯＳサーバ４が、各表示時間帯における、タイムスケジュール上の各広
告商品の割引率と、商品マスタ上の各広告商品の割引率とが一致するように、商品マスタ
を書き替えるため、電子ＰＯＰ装置２の表示スケジュールに対応した割引率の変更を行う
ことができる。
【００５９】
　なお、本実施形態においては、商品を割引する割引量として割引率（例えば、１０％Ｏ
ＦＦ）を用いたが、割引量として、割引額（例えば、１０００円引き）を用いても良い。
【００６０】
　また、本実施形態においては、画像ファイル名が商品名、種別、割引率を含み、タイム
テーブルが、表示時間帯ごとに画像ファイル名を記憶したテーブルであった。しかしなが
ら、表示時間帯ごとに、画像ファイル名、商品、種別および割引率を記憶したテーブルを
用いても良い。
【００６１】
　また、本実施形態においては、電子ＰＯＰ装置２で商品広告画像の表示ダイヤグラムに
相当するタイムテーブルを書き替え、その書き替え結果を、ＰＯＳサーバ４で商品マスタ
の割引量に反映する構成としたが、電子ＰＯＰ装置２が商品ごとに割引量を記憶したテー
ブルを有し、電子ＰＯＰ装置２で当該テーブルを書き替え、その書き替え結果を、ＰＯＳ
サーバ４で商品マスタの割引量に反映する構成であっても良い。すなわち、電子ＰＯＰ装
置２における商品マスタに反映する書き替え動作は、商品マスタの割引量に反映可能なも
のならば、商品広告画像の表示に関連する書き替え動作である必要はない。
【００６２】
　さらに、本実施形態においては、タイムテーブルの書き替えに際し、書き替え結果とし
て、書き替えたタイムテーブル自体をＰＯＳサーバ４に送る構成であったが、書き替え結
果として、タイムテーブルの当該書き替えに係る書き替え履歴を、ＰＯＳサーバ４に送信
する構成であっても良い。かかる場合、ＰＯＳサーバ４は、書き替え履歴に基づいて商品
マスタを変更する。
【００６３】
　またさらに、本実施形態においては、ユーザ操作（発行ボタン３２の押下）をトリガと
して割引クーポンＣを発行したが、表示時間帯の開始時刻となると割引クーポンＣを１枚
排出し、それが引き抜かれたことをトリガにして次のクーポンを発行するようにしても良
い。
【００６４】
　なお、本実施形態においては、各電子ＰＯＰ装置２が、それぞれにおいて画像ファイル
や印刷データファイルを記憶する構成であったが、ＰＯＳサーバ４上で、これらのデータ
を記憶し、各電子ＰＯＰ装置２間で共有する構成であってもよい。かかる場合、各電子Ｐ
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ＯＰ装置２は、ＰＯＳサーバ４からこれらのデータを取得して、商品広告画像の表示、お
よび割引クーポンＣの発行を行う。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の一実施形態に係るＰＯＳシステムのシステム構成図である。
【図２】電子ＰＯＰ装置の外観斜視図である。
【図３】電子ＰＯＰ装置の制御ブロック図である。
【図４】表示候補となる画像ファイル名を示した図である。
【図５】タイムテーブルを示した図である。
【図６】ＰＯＳサーバの制御ブロック図である。
【図７】タイムテーブルの書き替え動作について示したフローチャートである。
【図８】タイムテーブルの書き替え動作の一例を示した画面遷移図である。
【図９】商品マスタ書替え処理を示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００６６】
　１：ＰＯＳシステム、　２：電子ＰＯＰ装置、　４：ＰＯＳサーバ、　１２：リモコン
、　３１：表示部、　３３：印刷部、　３５：無線通信部、　５２：テーブル記憶部、　
６１：表示制御部、　６２：印刷制御部、　６３：書き替え制御部、　７３：通信機構、
　７４：ＣＰＵ、　８１：商品マスタＤＢ、　８３：商品マスタ書替プログラム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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