
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力装置、印刷装置、表示装置、記憶装置を有し、本来印刷すべき情報に加えて他の情
報を付加して印刷する、以下の手段を備えることを特徴とするレシート印刷・発行システ
ム。
　（ａ）広告その他の付加情報を受信して記憶させ、 要求に応じて記憶した前記
付加情報を読み出す

記憶制御手段と、
　（ｂ） 付加情報のリストを 表示させる表示制御手段と、
　（ｃ）表示された前記リストの中から 前記付加情報を選択する入力を受付け
、 された前記付加情報を 読み出す 選択制御手段と、
　（ｄ

　（ｅ）前記 制御手段により読み出された前記付加情報を印刷データとして生成し、
印刷装置に送信する印刷データ生成手段。

【請求項２】
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読み出し
記憶制御手段であって、記憶した前記付加情報の中から所定の条件を

満たす付加情報を抽出して付加情報のリストを作成する
作成された前記 前記表示装置に

顧客による
選択 前記記憶制御手段に よう要求する

）前記選択制御手段は、選択入力待ち時間が経過しても顧客による選択がなかった
ときに、所定のルールに従い付加情報を前記付加情報のリストの中から選択する機能を更
に備え、

記憶
前記

オペレータ用及び顧客用の複数の入力装置、印刷装置、オペレータ用及び顧客用の複数
の表示装置、記憶装置を有し、本来印刷すべき情報に加えて他の情報を付加して印刷する
、以下の手段を備えることを特徴とするレシート印刷・発行システム。



【請求項３】
　前記記憶制御手段は、ネットワークを通じて入力される前記付加情報を受信して記憶さ
せることを特徴とする請求項 に記載のレシート印刷・発行システム。
【請求項４】
　前記選択制御手段は、少なくとも１つの前記付加情報を選択することを特徴とする請求
項 に記載のレシート印刷・発行システム。
【請求項５】
　前記印刷データ生成手段 、前記付加情報が複数個選択された 前記 制御
手段が読み出した複数の付加情報 所定の倍率に縮小した印刷情報 作成する機能を更に
備え ことを特徴とする請求項 に記載のレシート印刷・発行システ
ム。
【請求項６】
　 ことを特徴とする請求項 のいずれか
１項に記載のレシート印刷・発行システム。
【請求項７】
　前記レシート印刷・発行システム 、
　（ｆ）顧客の購入商品の商品登録を行い会計情報を出力する会計情報制御手段を更に含
み、そして、
　前記印刷データ生成手段は、前記会計情報制御手段が出力する会計情報と前記 制御
手段が読み出した前記付加情報とを合成して、レシートとして印刷する印刷データを生成

する ことを特徴とする請求項 のいずれか１項に
記載の 。
【請求項８】
　前記レシート印刷・発行システム 、
　（ｇ） 付番号を管理し、受付番号を印刷データとして出力する受付番号制御手段を

含み、そして、
　前記印刷データ生成手段は、前記受付番号制御手段が出力する印刷データと前記 制
御手段が読み出した前記付加情報とを合成した印刷データを生成して、前記印刷装置に送
信する とを特徴とする請求項 のいずれか１項に記載の

。
【請求項９】
　入力装置、印刷装置、表示装置、広告その他の付加情報を記憶した記憶装置とを有して
おり、本来の目的情報に加えて前記付加情報を付加して印刷するレシート印刷・発行シス
テムを使用した、以下のステップを備えることを特徴とする付加情報の印刷処理方法。
　（ａ）

　（ｂ） 付加情報のリストを 表示するステップと、
　（ｃ）表示された前記リストに含まれる 付加情報を選択する入力を受け付け
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　（ａ）広告その他の付加情報を受信して記憶させ、読み出し要求に応じて記憶した前記
付加情報を読み出す記憶制御手段であって、記憶した前記付加情報の中から所定の条件を
満たす付加情報を抽出して付加情報のリストを作成する記憶制御手段と、
　（ｂ）作成された前記付加情報のリストを前記顧客用表示装置に表示させる表示制御手
段と、
　（ｃ）表示された前記リストの中から顧客による前記付加情報を選択する入力を受付け
、選択された前記付加情報を前記記憶制御手段に読み出すよう要求する選択制御手段と、
　（ｄ）前記選択制御手段は、選択入力待ち時間が経過しても顧客による選択がなかった
ときに、所定のルールに従い付加情報を前記付加情報のリストの中から選択する機能を更
に備え、
　（ｅ）前記記憶制御手段により読み出された前記付加情報を印刷データとして生成し、
前記印刷装置に送信する印刷データ生成手段。

１又は２

１～３のいずれか１項

は ことにより 記憶
を に

る １～４のいずれか１項

前記所定の条件は、選択的に変更可能である １～５

は

記憶

し、前記印刷装置に送信 手段である １～６
レシート印刷・発行システム

は
受 更

に
記憶

手段であるこ １～６ レシート印刷・
発行システム

記憶した前記付加情報の中から所定の条件を満たす付加情報を抽出して付加情報
のリストを作成するステップと、

作成された前記 前記表示装置に
顧客による



るステップと、
　（ｄ）選択入力待ち時間が経過しても 選択入力を受信しないときには、所定
のルールに従い付加情報を

るステップと、
　（ｅ） された前記付加情報を読み出すステップと、
　（ｆ）読み出された前記付加情報を印刷データとして生成するステップと、
　（ｇ）生成された前記印刷データを印刷装置に送信するステップ。
【請求項１０】

【請求項１１】
　前記付加情報 、
　（ｈ）ネットワークを通じて入力される前記付加情報により、前記記憶されている付加
情報を更新するステップを更に備えることを特徴とする請求項 に記載の付加
情報 印刷 方法。
【請求項１２】
　前記ステップ（ ）は、少なくとも１つの前記付加情報を選択するステップであること
を特徴とする請求項 記載の付加情報 印刷 方法。
【請求項１３】
　前記ステップ（ ）は、前記付加情報が複数選択された 複数の
付加情報を所定の倍率に縮小した印刷データに作成する ことを特徴
とする請求項 に記載の付加情報 印刷 方法。
【請求項１４】
　前記ステップ（ ）の前記所定の条件は 選択的に変更可能であることを特徴とする請
求項 に記載の付加情報 印刷 方法。
【請求項１５】
　前記付加情報 、
　（ｉ）顧客の購入商品の商品登録を行い会計情報を出力するステップを更に含み、そし
て、
　前記ステップ（ ）は、前記会計情報と 前記付加情報とを合成して、レシ
ートとして印刷する印刷データを生成 ことを特徴とする請求項 ～

のいずれか１項に記載の 。
【請求項１６】
　前記付加情報 、
　（ｊ）受付番号 管理し、受付番号を印刷データとして出力するステップを更に含み、
そして、
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、選択された付加情報を読み出すよう要求す
顧客による

前記付加情報のリストの中から選択して、選択された付加情報
を読み出すよう要求す

要求

　オペレータ用及び顧客用の複数の入力装置、印刷装置、オペレータ用及び顧客用の複数
の表示装置、広告その他の付加情報を記憶した記憶装置とを有しており、本来の目的情報
に加えて前記付加情報を付加して印刷するレシート印刷・発行システムを使用した、以下
のステップを備えることを特徴とする付加情報の印刷処理方法。
　（ａ）記憶した前記付加情報の中から所定の条件を満たす付加情報を抽出して付加情報
のリストを作成するステップと、
　（ｂ）作成された前記付加情報のリストを前記顧客用の表示装置に表示するステップと
、
　（ｃ）表示された前記リストに含まれる顧客による付加情報を選択する入力を受け付け
、選択された付加情報を読み出すよう要求するステップと、
　（ｄ）選択入力待ち時間が経過しても顧客による選択入力を受信しないときには、所定
のルールに従い付加情報を前記付加情報のリストの中から選択して、選択された付加情報
を読み出すよう要求するステップと、
　（ｅ）要求された前記付加情報を読み出すステップと、
　（ｆ）読み出された前記付加情報を印刷データとして生成するステップと、
　（ｇ）生成された前記印刷データを印刷装置に送信するステップ。

の印刷処理方法は

９または１０
の 処理

ｃ
８～１１のいずれか１項に の 処理

ｆ ことにより読み出された
ステップを更に備える

８～１２のいずれか１項 の 処理

ａ 、
８～１３のいずれか１項 の 処理

の印刷処理方法は

ｆ 読み出された
するステップである ８ １

４ 付加情報の印刷処理方法

の印刷処理方法は
を



　前記ステップ（ ）は、前記受付番号と 前記付加情報とを合成した印刷デ
ータを生成 ことを特徴とする請求項 ～ のいずれか１項に記載の

。
【請求項１７】
　前記請求項 ～ に記載の付加情報 印刷 方法のステップを記録
したコンピュータで読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、例えば、レシートを発行するＰＯＳシステム又は店舗レジスタ、受付番号表
を発行する銀行、証券会社、病院等の受付番号表発行装置等において、レシート、受付番
号表に等に広告、紹介、イベントの開催案内などの各種情報（以下広告掲載情報または付
加情報と称する）を印刷することのできるレシート印刷・発行システム及びその印刷方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　コンビニエンス・ストア等に設置されるシステムとして、店舗内に設けた情報入力端末
などから入力した所定の情報を、ＰＯＳシステムから発行するレシート上に印刷するよう
にした広告掲載印刷が可能なＰＯＳシステムが提案されている。このようなシステムでは
、囲碁大会、カラオケ大会などの地域的なイベント情報又は広告などを個々の地域住民に
直接提供するものであり、個人のライフスタイルが多様化するなか、近い将来、非常に有
効な広告媒体になる可能性を有している。このような広告情報を印刷して顧客に提供でき
るシステムとしては、少なくともその基本的な機能として、顧客に印刷物を発行する機能
を有していればよい。
【０００３】
　広告掲載情報等は、このようなシステムで本来印刷すべき情報に加えてその余白などに
付加的に印刷される。従って本発明では、このような広告などの情報を付加情報または広
告掲載情報と称している。また、このような広告情報等を掲載する機能を有するＰＯＳシ
ステム等の各種システムをレシート印刷・発行システムと称する。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　従来の広告掲載が可能なＰＯＳシステムにおいては、コンビニエンス（以下コンビニと
称す）のオペレータ（店員）が入力した顧客情報に基づき自動的に印刷情報を抽出し、レ
シートに印刷するものである。そのため、レシート上に印刷される広告情報が、レシート
を受け取る顧客にとって、本当に興味ある情報であるかどうかはわからない。
【０００５】
　もし、レシートに印刷される情報がレシートを受け取る顧客にとって、本当に興味のあ
る情報である場合には、それを受け取った顧客は真剣にその情報を読むことが予想され、
その広告は極めて有効なものとなる。このような媒体は、顧客に一枚づつ確実に手渡され
るものであるから、活用の方法によっては、強力な広告媒体にもなり得る。
【０００６】
　さらに、このような広告媒体としては、レシートに限らず一定の目的のために印刷紙を
発行するようなシステムは総て、対象となり得るのであるから、これらのシステムを全体
として有機的に結合した広告メディアとして運用するとき、その広告効果は、極めて強力
なものとなる可能性を秘めている。
【０００７】
　例えば、銀行、病院等の受け付け番号表発行装置、自動現金預貯金機（ＡＴＭ）、駐車
場の発券装置等がこのような可能性を有している。このような広告媒体は 既に社会の中
に広く浸透しており、広告メディアとして使用するのに十分な規模を有している。
【０００８】
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ｆ 読み出された
するステップである ８ １４

付加情報の印刷処理方法

８ １６のいずれか１項 の 処理

、



　しかしながら、これらの広告媒体は、一人一人に個別に手渡されるという特性から、個
々の顧客が興味を持っている情報をいかに個別に提供できるかが、そのシステム運用の成
否を分けることになる。
【０００９】
　そこで、本発明は、印刷物を手渡される顧客にとって、できるだけ興味のある広告情報
を提供するようにしたレシート印刷・発行システム、広告提供方法及びその記録媒体を提
供することを目的とする。
【００１０】
　また、本発明はＰＯＳシステム等に限らず、印刷物を発行するあらゆるシステムに適用
可能なレシート印刷・発行システム及び広告提供方法を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明は、以下の手段及び方法を提供する。
【００１２】
　本発明の第１の態様に係るレシート印刷・発行システムは、入力装置、印刷装置、表示
装置、記憶装置を有し、本来印刷すべき情報に加えて他の情報を付加して印刷する、以下
の手段を備えることを特徴とするレシート印刷・発行システム。
　（ａ）広告その他の付加情報を受信して記憶させ、 要求に応じて記憶した前記
付加情報を読み出す

記憶制御手段と、
　（ｂ） 付加情報のリストを 表示させる表示制御手段と、
　（ｃ）表示された前記リストの中から 前記付加情報を選択する入力を受付け
、 された前記付加情報を 読み出す 選択制御手段と、
　（ｄ

　（ｅ）前記 制御手段により読み出された前記付加情報を印刷データとして生成し、
印刷装置に送信する印刷データ生成手段を備えており、本来印刷すべき情報に加えて

他の情報を付加して印刷することを特徴とする。この態様により、顧客は、自己の希望す
る付加情報を選択することが可能となり、効果的な広告が可能となる。
　また、 選択制御手段が、

ことにより、選択待ちによる装置の稼働率の低下を適切に防止できる。
【００１３】
　本発明の第２の態様に係るレシート印刷・発行システムは、
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読み出し
記憶制御手段であって、記憶した前記付加情報の中から所定の条件を

満たす付加情報を抽出して付加情報のリストを作成する
作成された前記 前記表示装置に

顧客による
選択 前記記憶制御手段に よう要求する

）前記選択制御手段は、選択入力待ち時間が経過しても顧客による選択がなかった
ときに、所定のルールに従い付加情報を前記付加情報のリストの中から選択する機能を更
に備え、

記憶
前記

前記 選択入力待ち時間が経過しても顧客による選択がなかった
ときに、所定のルールに従い付加情報を前記付加情報のリストの中から選択する機能を更
に備える

オペレータ用及び顧客用の
複数の入力装置、印刷装置、オペレータ用及び顧客用の複数の表示装置、記憶装置を有し
、本来印刷すべき情報に加えて他の情報を付加して印刷する、以下の手段を備えることを
特徴とするレシート印刷・発行システム。
　（ａ）広告その他の付加情報を受信して記憶させ、読み出し要求に応じて記憶した前記
付加情報を読み出す記憶制御手段であって、記憶した前記付加情報の中から所定の条件を
満たす付加情報を抽出して付加情報のリストを作成する記憶制御手段と、
　（ｂ）作成された前記付加情報のリストを前記顧客用表示装置に表示させる表示制御手
段と、
　（ｃ）表示された前記リストの中から顧客による前記付加情報を選択する入力を受付け
、選択された前記付加情報を前記記憶制御手段に読み出すよう要求する選択制御手段と、
　（ｄ）前記選択制御手段は、選択入力待ち時間が経過しても顧客による選択がなかった
ときに、所定のルールに従い付加情報を前記付加情報のリストの中から選択する機能を更
に備え、
　（ｅ）前記記憶制御手段により読み出された前記付加情報を印刷データとして生成し、
前記印刷装置に送信する印刷データ生成手段を備えており、ＰＯＳシステムの如き、オペ



【００１４】
　また、本発明の の態様にかかるレシート印刷・発行システムは、 記憶制御手段
が、ネットワークを通じて入力される付加情報を受信して記憶させ ことを特徴とする。
これにより、迅速に付加情報を更新可能となる。
【００１５】
　本発明の 態様にかかるレシート印刷・発行システムは、 選択制御手段が、少
なくとも１つの前記付加情報を選択す ことを特徴とする。従って、興味のある付加情報
については、一人の顧客に同時に複数の付加情報を提供可能となり、広告提供頻度をあげ
ることができる。
【００１６】
　本発明の第 の態様にかかるレシート印刷・発行システムは、 印刷データ生成手段

、前記付加情報が複数個選択された 前記 制御手段が読み出した複数の付
加情報 所定の倍率に縮小した印刷情報 作成する機能を更に備え ことを特徴とする。
これにより、多くの付加情報の印刷が可能となり、顧客の要望に答えることができる。従
って、広告機会を喪失することなく、広告の提供が可能となる。また、印刷空間を節約す
ることが可能となる。
【００１７】
　本発明の第 の態様にかかるレシート印刷・発行システムは、

ことを特徴とする。これは、コンビニなどで、オペレータに顧客デー
タを入力させるようにし、この顧客データを利用して、その顧客に最も適切と思われる付
加情報のリストを表示するものである。これにより、顧客の興味に対する広告のヒット率
を向上させることができる。
【００１８】
　本発明の の態様にかかるレシート印刷・発行システム 、（ｆ）顧客の購入商品の
商品登録を行い会計情報を出力する会計情報制御手段を更に含み、そして、印刷データ生
成手段は、会計情報制御手段が出力する会計情報と 制御手段が読み出した付加情
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 、 印刷装置に送信する
手段であることを特徴とする。この態様は、 商品清算システムに適用可能である
ことを明確にしたものである。商品清算システムとしては、ＰＯＳシステムが典型的な例
であるが、ＰＯＳシステムでなくとも、病院、調剤薬局等の金銭登録システムであっても
適用可能である。
【００１９】
　本発明の の態様にかかるレシート印刷・発行システム 、（ｇ） 付番号を管理し
、受付番号を印刷データとして出力する受付番号制御手段を 含み、そして、印刷デー
タ生成手段は、受付番号制御手段が出力する印刷データと 制御手段が読み出した
付加情報とを合成した印刷データを生成して、 印刷装置に送信する手段であることを
特徴とする。
【００２０】
　この態様は、本発明が受付番号表発行システムにも適用可能であることを明確にしたも
のである。もっとも、本発明はこれら以外であっても、例えば、ＡＴＭシステム、駐車場
の発券システム等、印刷物を発行するシステムであればあらゆるシステムに適用可能であ
る。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００２２】

10

20

30

40

50

(6) JP 3656729 B2 2005.6.8

レータ用及び顧客用の複数の入力装置とオペレータ用及び顧客用の複数の表示装置を備え
るものにおいて、本来印刷すべき情報に加えて他の情報を付加して印刷することを特徴と
する。この態様により、顧客は、自己の希望する付加情報を選択することが可能となり、
効果的な広告が可能となる。

第３ 前記
る

第４の 前記
る

５ 前記
が ことにより 記憶

を に る

６ 前記所定の条件が、選択
的に変更可能である

第７ は

前記記憶
し 前記

本発明が

第８ は 受
更に

前記記憶
前記



　図１（ａ）は、本発明で使用するＰＯＳシステム用レジスタ１０（以下ＰＯＳ端末装置
１０と称する）の正面斜視図を示す。図中、１２はオペレータ用キーボードであり、オペ
レータにより商品情報及び顧客情報等の入力が行われる。１３は、オペレータ用表示機で
ある。１５は、キャッシュドロアであり、１９はプリンタである。プリンタ１９により、
金銭登録処理後にレシート４０が発行される。レシート４０には、広告掲載情報の印刷が
可能である。２０はクレジットなどの磁気カードを読み取るカードリーダーである。
【００２３】
　図１（ｂ）は、図１（ａ）の背面斜視図である。１６は本発明で使用する情報選択装置
であり、タッチプレート付き表示機により構成されている。情報選択装置１６は、表示部
１７及び入力部１８（図８）を有しており、表示部１７に、顧客により選択可能な広告掲
載情報のリストが表示される。顧客はタッチプレートからなる入力部１８により、情報の
選択が可能である（詳細は後述する）。情報選択装置１６により顧客が選択した広告掲載
情報が、レシート４０上に印刷される。
【００２４】
　図２は、図１に示すＰＯＳ端末装置１０の構成をさらに詳細に示す図である。図２では
示していないが、ＣＰＵ１１には、ＲＯＭ，ＲＡＭ等のメモリー及びディスク等の記録装
置を含むことを前提として記載してある。ＣＰＵ１１には、オペレータ用キーボード１２
、オペレータ用表示機１３、バーコードリーダ１４、キャッシュドロワ１５、情報選択装
置１６、プリンタ１９、カードリーダ２０等が接続されている。ＣＰＵ１１は内部のメモ
リー等に記憶しているオペレーティングシステム（以下ＯＳと称する）及びその他のソフ
トウェアにより、接続されている各部を制御する。ＣＰＵ１１は、インタフェース２２を
介して、店舗サーバ３１に接続される。
【００２５】
　図３にその店舗サーバ３１及びそれに接続されている複数のＰＯＳ端末装置１０ａ～１
０ｃ（以下ＰＯＳ端末装置１０と称する）からなるＰＯＳシステム３０を示す。
【００２６】
　店舗サーバ３１のＣＰＵ３２は、ＰＯＳ端末装置１０のＣＰＵ１１と同様に、図示しな
いＲＯＭ，ＲＡＭ、ディスク等のメモリーを含んでいる。ＣＰＵ３２にはディスク装置等
の比較的記憶容量の大きいランダムアクセス可能な記憶装置３３が接続されており、ＣＰ
Ｕ３２により制御される。
【００２７】
　ＣＰＵ３２はＰＯＳ端末装置１０側インタフェース３４を介してＰＯＳ端末装置１０に
接続され、その反対側に位置するインタフェース３５により、図示していないセンターコ
ンピュータ又はネットワークコンピュータに接続される。これにより、センターコンピュ
ータまたはネットワークコンピュータから、インタフェース３５を介して、更新された商
品データ、及びレシートに印刷されるべき広告情報等が店舗サーバ３１に送信される。
【００２８】
　ＣＰＵ３２は、インターフェース３６を介して情報入力端末装置に接続される。情報入
力端末装置は本発明の本質的な要素ではないので、図示していない 情報入力端末装置は
、レシート４０に印刷する広告掲載の申し込みを受け付け、インタフェース３６を介して
、広告掲載情報等の各種広告データを店舗サーバ３１に送信するものである。
【００２９】
　図４は、本発明の一実施例にかかるＰＯＳシステム３０の基本的な機能を示す機能ブロ
ック図である。図４の各制御手段２～８の機能は、ＰＯＳ端末装置１０及びサーバ３１が
有機的に結合されることにより、すなわち、図２および図３に記載のＣＰＵ１１、３２及
びその内部メモリー等に記憶されているＯＳを含むソフトウェアが協働することにより実
現される。
【００３０】
　ＰＯＳシステム３０には、ＰＯＳシステム３０全体を制御する主制御手段２が設けられ
ており、主制御手段２には、表示制御手段３、選択制御手段４、印刷データ生成手段５、
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印刷制御手段６、金銭登録処理手段７及び記憶制御手段８の各種の制御手段と、オペレー
タ入出力装置２３とが接続されている。表示制御手段３及び選択制御手段４には情報選択
装置１６が接続されている。
【００３１】
　オペレータが顧客から商品清算の要求を受けると、オペレータはまず、キーボード１２
から顧客の年齢層、性別などの顧客データを入力する。主制御手段２は、この顧客データ
を受信すると、それを記憶制御手段７に送信する。記憶制御手段７は 顧客データを基に
して、記憶手段３２内の広告掲載情報を検索し、その顧客に対応する広告掲載情報リスト
（選択リスト）を作成する。
【００３２】
　選択リストは主制御手段２に送信され、そこから表示制御手段３に送られる。表示制御
手段３は、選択リストを情報選択装置１６の表示部１７に表示させる。表示制御手段３は
、同時に、選択制御手段４に選択リストの表示を完了したことを通知する。選択制御手段
４は 表示制御手段３からの通知を受け、選択入力部１８を入力可能 する。これにより
、顧客は 選択リストから希望の広告掲載情報（付加情報）を選択することが可能になる
。顧客が選択入力部１８から希望の広告掲載情報を選択すると、選択入力が選択制御手段
４に出力される。
【００３３】
　選択制御手段４は、情報選択装置１６の選択入力部１８からの選択入力があると、それ
を主制御手段２に伝える。主制御手段２は、記憶制御手段８を介して記憶装置３２から選
択された広告掲載情報を読み出して、印刷データ生成手段５に送信する。印刷データ生成

５は、金銭登録処理による会計処理データと広告掲載情報とを合成し、印刷制御手段
６の制御の下で、プリンタ１９から印刷してレシート４０を発行する。
【００３４】
　金銭登録処理手段７は、ＰＯＳシステム等の金銭登録機特有の機能であり、購入商品を
順次商品登録していく。ここで、商品登録とは、商品に付されたバーコード等を読み込ま
せることにより、該当商品の価格を記憶装置３２から読み取り、購入商品の名称、価格、
購入個数等を購入記録として記憶するとともに、在庫データからその購入された商品の個
数を差し引く等の一連の処理をいう。
【００３５】
　図５に、本発明に使用する受付番号表発行装置２５を示す。このような受付番号表発行
装置２５は、例えば銀行、証券会社、病院等で、使用することができる。受付番号表発行
装置２５も、ＰＯＳシステムと同じように、図示しないサーバに接続されている。広告情
報の選択リストは 表示部２６に表示され、入力部２７から選択入力される。
【００３６】
　ここでも、タッチプレートを表示部２６上に設けて、入力部２５のスペースを節約をす
ることも可能である。４１は、本装置により発行される受付番号表である。尚、このよう
な受付番号表発行装置２５では、顧客情報の入力が行われないので、自動的に特定の選択
リストを表示するよう構成するのが好ましい。
【００３７】
　選択リストの表示内容は、 データ等 基づいて時間帯毎に最も来訪者の多い顧客層
を割り出し、その顧客層に合わせて選択リストを表示するように構成こと できる。また
、職員等の担当者が、所定時間間隔毎に顧客層を確認して、適切な選択リストを表示する
ように調整してもよい。

【００３８】
　２８は、待ち合い室の天井または壁などに設置可能な大型表示機であり、ここに提供可
能な情報を表示する。待合室では、多くの人が時間を持て余しているので、僅かでも興味
があればその印刷を希望することも多いと考えられる。希望情報の出力サービスは、受付
番号表発行装置２５の特定ボタンを押して希望のデータを出力できるようにしても、全く
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別の出力専用の装置を設けてもよい。
【００３９】
　図６を用いて、本発明のＰＯＳシステム３０の選択リストの表示と、選択入力を可能に
するための処理を説明する。顧客がＰＯＳ端末装置１０で購入商品の清算（会計処理）を
依頼すると、オペレータ（店員）は、最初にその顧客の性別、年齢層等の顧客情報をキー
ボード１２から入力し、ＰＯＳ端末装置１０のＣＰＵ１１がその入力を受け付ける（Ｓ１
００）。ＣＰＵ１１は、顧客情報を受け付けると、インタフェース２２を介してサーバ３
１に顧客情報を送信する（Ｓ１０１）。サ‐バ３１はインタフェース３４を介して顧客情
報を受信すると（Ｓ２００ Ｙｅｓ）、その顧客情報が満たす広告掲載条件を有する広告
掲載情報（選択リスト）を記憶手段３３から検索する（Ｓ２０１）。
【００４０】
　検索が終了すると、検索によって抽出した選択可能な掲載情報のリストをインタフェー
ス３４を介してＰＯＳ端末装置１０に送信する（Ｓ２０２）。サーバ３１から選択リスト
を受信したＰＯＳ端末装置１０は（Ｓ１０２ Ｙｅｓ）、選択リストを情報選択装置１６
に表示し、顧客の選択入力を可能にする（Ｓ１０３）。これで、選択リスト表示処理は終
了し、以後分岐Ａにより図７のステップＳ１１０以降の処理を行う。
【００４１】
　図９に情報選択装置１６に表示される広告情報リスト（選択リスト）の表示例を示す。
情報選択装置１６の表示部１７に表示された画面の最上段には、精算額表示５１が表示さ
れている。精算額は、購入商品が商品登録される度に累積された積算金額が表示される。
図中の５２は広告情報リストである。本例では (1)～ (7)の情報が示されている。顧客は
この中から希望の情報を１個又は複数選択することができる。選択入力手段としては種々
の方法が使用可能であるが、本例では、広告情報リスト５２の画面部分をタッチプレート
で構成し、このリスト表示のマトリックスの一つを触るとその情報が選択されるように構
成されている。以上の処理を行うことにより、レシート受領者に適した広告情報のみを選
択リストとして表示することができるので、より適切な広告情報の提供が可能となる。
【００４２】
　次に図７を用いて、金銭登録処理について説明する。金銭登録処理は、ＰＯＳシステム
等の金銭を取り扱う装置にのみ適用される。オペレータが商品登録のためバーコードリー
ダ１４とキーボード１２等を使用して、商品の識別情報と商品の個数等の入力を行うと、
ＣＰＵ１１はこれらの情報入力を受け付け（Ｓ１１０）、この識別情報をインタフェース
２２を介してサーバ３１に送信する（Ｓ１１１）。
【００４３】
　サーバ３１は、インタフェース３４を介して商品の識別情報を受信すると（Ｓ２１０
Ｙｅｓ）、記憶装置３３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Ｓ２１１）、この価格情報をインタフェース３４を介してＰＯＳ端末装置１０に送
信する（Ｓ２１２）。その後、サーバ３１は購入商品の商品登録処理を行い（Ｓ２１３）
、再び次の商品登録処理を待つ（Ｓ２１０）。
【００４４】
　ＰＯＳ端末装置１０は、インターフェース２２を介して商品の価格情報を受信し（Ｓ１
１２）、価格情報をオペレータ用表示機１３、情報選択装置１６の表示部１７及び顧客表
示部（図示せず）等に表示する（Ｓ１１３）。
【００４５】
　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Ｓ１１４）。たとえ
ばオペレータが、キーボードの「合計」ボタンを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。入力が終わりでない場合（ステップＳ１１４ Ｎｏ）、ス
テップＳ１１０に戻る。一方、商品の識別情報の入力が終わった場合（Ｓ１１４ Ｙｅｓ
）、分岐Ｂより図８の印刷処理へ進む。
【００４６】
　図８を用いて、印刷処理について説明する。図８は、会計情報と広告掲載情報とを、合
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成してレシート４０に印刷する印刷処理を示すフローチャートである。図７の商品登録処
理が終わると、ＣＰＵ１１は、情報選択装置１６の入力部１８によって出力情報の選択が
されているかどうかを確認し（Ｓ１２０）、既に出力希望情報が選択されていると（Ｓ１
２０ Ｙｅｓ）、その選択入力情報をインタフェース２２を介してサーバ３１に送信する
（Ｓ１２１）。
【００４７】
　希望情報が未だ選択されていない場合には（Ｓ１２０ Ｎｏ）、選択入力の受付を強制
的に終了させるかどうかを確認し、強制終了させない場合には（Ｓ１２６ Ｎｏ）、再び
選択入力を待つ（Ｓ１２０）。もし、選択入力待ち時間が所定の時間以上に達した場合等
により、選択入力を強制的に終了させる場合には（Ｓ１２６ Ｙｅｓ）、

強制的に選択して出力する（Ｓ１２７）。
【００４８】
　サーバ３１は、インタフェース３４を介して、選択入力情報を受信すると（Ｓ２２０
Ｙｅｓ）、当該情報を記憶手段３３から読み出して、インタフェース３４を介して指定さ
れた出力希望情報（広告掲載情報）をＰＯＳ端末装置１０に送信する（Ｓ２２１）。ＰＯ
Ｓ端末装置１０のＣＰＵ１１は、インタフェース２２を介して広告掲載情報を受信する（
Ｓ１２３）。
【００４９】
　次に、ＰＯＳ端末装置１０は、Ｓ１２３において受信した広告掲載情報と、図７のステ
ップＳ１１０～Ｓ１１３において生成した会計情報とを合成して印刷情報を生成し（Ｓ１
２４）、プリンタ１９によりレシート４０として印刷して（Ｓ１２５）、本処理を終了す
る。具体的には、レシート４０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。
【００５０】
　図１０～図１ にレシート４０又は受付番号表４１の印刷例を示す。
【００５１】
　図１０は、会計処理データの下に広告掲載情報４２ａを印刷したレシート４０ａの例を
示す図である。図１１は、同じく会計情報の下に広告掲載情報を印刷したレシート４０ｂ
であり、複数の広告掲載情報４２ｂ～ｄを縮小印刷した例を示している。このように、複
数選択を許容するとともに縮小印刷することも可能であり、その場合には、例えば印刷デ
ータ生成手段５等において広告掲載情報を所定の割合で縮小するように構成することがで
きる。図１２は、レシート４０ｃの上部に広告掲載情報４２ｅを印刷をした例を示す図で
あり、図１３は 受付番号表４１の受付番号の下に広告掲載情報４２ｆを印刷をした例を
示す図である。
【００５２】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、印刷物を手渡される顧客にとって、できるだけ興
味のある広告情報を提供するようにしたレシート印刷・発行システム、広告提供方法及び
その記録媒体を提供することができる。したがって、レシート等の印刷物上にそれを受け
取る顧客にとって、本当に興味のある広告掲載情報（付加情報）を印刷することができ、
それを受け取った顧客は真剣にその情報を読むことが期待できるため、効果的な広告の掲
載が可能となる。このような媒体は、顧客に一枚づつ確実に手渡されるものであるから、
個々人の興味に合わせて広告情報を提供することは、極めて有効である。
【００５３】
　また、本発明はＰＯＳシステム等に限らず、レシートに限らず一定の目的のために印刷
紙を発行するようなシステムには総て、適用可能である。したがって、これらのシステム
を全体として有機的に結合した広告メディアとして運用するとき、大規模なメディアであ
りながら、個人の興味に応じた広告情報を提供することのできるシステムとして、極めて
、極めて強力な広告を提供できるシステムとなる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　（ａ）は、本発明で使用するＰＯＳシステム用レジスタ（ＰＯＳ端末装置）の
正面斜視図である。（ｂ）は （ａ）に示すＰＯＳ端末装置の背面斜視図である。
【図２】　図１に示すＰＯＳ端末装置の構成をさらに詳細に示す図である。
【図３】　店舗サーバ及びそれに接続されている複数のＰＯＳ端末装置からなるＰＯＳシ
ステムを示す図である。
【図４】　本発明の１実施例かかるＰＯＳシステムの基本機能を示す機能ブロック図であ
る。
【図５】　本発明に使用する番号表発行装置を示す図である。
【図６】　本発明のＰＯＳシステムの選択リストの表示と、選択入力を可能にするための
処理を説明する図である。
【図７】　金銭登録処理について説明するフローチャートである。
【図８】　会計情報と広告掲載情報とを、合成してレシートに印刷する印刷処理を示すフ
ローチャートである。
【図９】　情報選択装置に表示される広告情報リスト（選択リスト）の表示例を示す図で
ある。
【図１０】　会計処理データの下に広告掲載情報を印刷したレシートの例を示す図である
。
【図１１】　会計情報の下に広告掲載情報を印刷したレシートであるが、複数の広告掲載
情報を縮小印刷した例を示している。
【図１２】　レシートの上部に広告掲載情報を印刷した例を示す図である。
【図１３】　受付番号表の下欄に広告掲載情報を印刷をした例を示す図である。
【符号の説明】
　　　２　主制御手段
　　　３　表示制御手段
　　　４　選択制御手段
　　　５　印刷データ生成手段
　　　６　印刷制御手段
　　　７　金銭登録処理手段
　　　８　記憶制御手段
　　　１０　ＰＯＳ端末装置
　　　１１　ＰＯＳ端末装置のＣＰＵ
　　　１２　オペレータ用キーボード
　　　１３　オペレータ用表示機
　　　１４　バーコードリーダ
　　　１５　ドロワ
　　　１６　情報選択装置
　　　１７　表示部
　　　１８　選択入力部
　　　１９　プリンタ
　　　２０　カードリーダ
　　　２２　インタフェース
　　　３１　サーバ
　　　３２　サーバのＣＰＵ
　　　３３　記憶装置
　　　３４　ＰＯＳ側インタフェース
　　　３５　センターコンピュータ側インタフェース
　　　３６　情報入力側インタフェース
　　　４０　レシート
　　　４１　受付番号表
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　　　４２　広告掲載情報（付加情報）

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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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 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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