
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レシートへの広告掲載について宣伝する広告受付情報を通信ネットワークを通じて広告
主端末装置に提供し、広告主を募集する手順と、
　前記募集に応じた広告主の要望である広告掲載条件と広告主が作成した広告データとを
前記広告主端末装置から前記通信ネットワークを通じて受け取り、広告掲載について詳細
に指示する発行指示情報を前記広告掲載条件に基づいて作成する手順と、
　前記発行指示情報と前記広告データとをＰＯＳ端末装置に送り、このＰＯＳ端末装置で
レシート発行時に前記発行指示情報に基づいて前記広告データをレシートに印刷出力する
手順と
　

　
ことを特徴とする広告掲載方法。

【請求項２】
　請求項１記載の広告掲載方法において、
　複数の店舗の中から配信先店舗を前記広告掲載条件に基づいて決定し、決定した配信先
店舗の前記ＰＯＳ端末装置に前記発行指示情報と前記広告データとを配信することを特徴
とする広告掲載方法。
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、
前記広告データの登録状況を示す登録状況情報を前記ＰＯＳ端末装置から受け取り、広

告データの配信先となり得る店舗とＰＯＳ端末装置とを明示する前記広告受付情報を前記
登録状況情報に基づいて更新する更新手順とを実行し、

この更新手順では、前記ＰＯＳ端末装置の広告データの登録件数に応じて、店舗を前記
広告データの配信先となり得る店舗から除外する



【請求項３】
　請求項１記載の広告掲載方法において、
　広告付きレシートの発行状況を示す発行進捗情報を前記ＰＯＳ端末装置から受け取り、
この発行進捗情報を集計して、前記広告付きレシートに印刷した広告データの提供元であ
る広告主端末装置に前記集計の結果を送信することを特徴とする広告掲載方法。
【請求項４】
　

　

　

　

　

。
【請求項５】
　
　

ことを特徴とする広告掲載サービスシステム。
【請求項６】
　請求項 記載の広告掲載サービスシステムにおいて、
　

　

　

ことを特徴とする広告掲載サービスシステム
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＰＯＳシステムで発行されるレシート用紙へ広告を掲載する広告掲載方法及び
広告掲載サービスシステムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、商品購入時に発行するレシート上に広告を印刷するようにしたＰＯＳシステム
が提案されている（例えば、特開２０００－３２２６５４号公報、特開２０００－１３７
７５４号公報）。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特開２０００－３２２６５４号公報に開示されたＰＯＳシステムでは、広
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レシートへの広告掲載について宣伝する広告受付情報を通信ネットワークを通じて広告
主端末装置に提供し、広告主を募集すると共に、この募集に応じた広告主の要望である広
告掲載条件と広告主が作成した広告データとを広告主端末装置から受け取るセンター端末
装置と、

このセンター端末装置から前記広告掲載条件と前記広告データとを受け取り、広告掲載
について詳細に指示する発行指示情報を前記広告掲載条件に基づいて作成するサーバー装
置と、

このサーバー装置から前記発行指示情報と前記広告データとを受け取り、レシート発行
時に前記発行指示情報に基づいて前記広告データをレシートに印刷出力し、前記広告デー
タの登録状況を示す登録状況情報を前記サーバー装置に送信するＰＯＳ端末装置とを有し
、

前記サーバー装置は、前記ＰＯＳ端末装置から受け取った登録状況情報を前記センター
端末装置に転送し、

前記センター端末装置は、広告データの配信先となり得る店舗とＰＯＳ端末装置とを明
示する前記広告受付情報を、前記サーバー装置から受け取った登録状況情報に基づいて更
新し、前記ＰＯＳ端末装置の広告データの登録件数に応じて、店舗を前記広告データの配
信先となり得る店舗から除外することを特徴とする広告掲載サービスシステム

請求項４記載の広告掲載サービスシステムにおいて、
前記サーバー装置は、複数の店舗の中から配信先店舗を前記広告掲載条件に基づいて決

定し、決定した配信先店舗の前記ＰＯＳ端末装置に前記発行指示情報と前記広告データと
を配信する

４
前記ＰＯＳ端末装置は、広告付きレシートの発行状況を示す発行進捗情報を前記サーバ

ー装置に送信し、
前記サーバー装置は、前記ＰＯＳ端末装置から受け取った発行進捗情報を前記センター

端末装置に転送し、
前記センター端末装置は、前記サーバー装置から受け取った発行進捗情報を集計し、前

記広告付きレシートに印刷した広告データの提供元である広告主端末装置に前記集計の結
果を送信する 。



告主からの広告掲載申し込みの受付、広告データの入力及び広告料の徴収を店舗の店員が
行うことになるため、店員が煩雑な作業を行わなければならず、この煩雑な作業により広
告掲載サービスの確実性が損なわれる可能性があった。
また、特開２０００－１３７７５４号公報では、インターネットや商用情報提供サービス
から得られる情報を顧客が選択して無償でレシートに印刷するシステムが提案されている
が、即時性が求められるＰＯＳ業務の中でレシート発行の度に顧客が情報を選択してイン
ターネットから広告データを取り出し、取り出した広告データを印刷する方法のため、レ
シートと広告の印刷に時間がかかるという問題点があった。
本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、広告付きレシートを即時印刷出力
することができ、信頼性の高い広告掲載サービスを提供することができる広告掲載方法及
び広告掲載サービスシステムを提供することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の広告掲載方法は、レシートへの広告掲載について宣伝する広告受付情報を通信
ネットワークを通じて広告主端末装置に提供し、広告主を募集する手順と、前記募集に応
じた広告主の要望である広告掲載条件と広告主が作成した広告データとを前記広告主端末
装置から前記通信ネットワークを通じて受け取り、広告掲載について詳細に指示する発行
指示情報を前記広告掲載条件に基づいて作成する手順と、前記発行指示情報と前記広告デ
ータとをＰＯＳ端末装置に送り、このＰＯＳ端末装置でレシート発行時に前記発行指示情
報に基づいて前記広告データをレシートに印刷出力する手順と

ようにしたも
のである。
　また、本発明の広告掲載方法の１構成例は、複数の店舗の中から配信先店舗を前記広告
掲載条件に基づいて決定し、決定した配信先店舗の前記ＰＯＳ端末装置に前記発行指示情
報と前記広告データとを配信するようにしたものである。
　また、本発明の広告掲載方法の１構成例は、広告付きレシートの発行状況を示す発行進
捗情報を前記ＰＯＳ端末装置から受け取り、この発行進捗情報を集計して、前記広告付き
レシートに印刷した広告データの提供元である広告主端末装置に前記集計の結果を送信す
るようにしたものである
【０００５】
　また、本発明の広告掲載サービスシステムは、レシートへの広告掲載について宣伝する
広告受付情報を通信ネットワークを通じて広告主端末装置に提供し、広告主を募集すると
共に、この募集に応じた広告主の要望である広告掲載条件と広告主が作成した広告データ
とを広告主端末装置から受け取るセンター端末装置（３１０）と、このセンター端末装置
から前記広告掲載条件と前記広告データとを受け取り、広告掲載について詳細に指示する
発行指示情報を前記広告掲載条件に基づいて作成するサーバー装置（２１０，２３０）と
、このサーバー装置から前記発行指示情報と前記広告データとを受け取り、レシート発行
時に前記発行指示情報に基づいて前記広告データをレシートに印刷出力

するＰＯＳ端末装置（１１０
）とを有

ものである。
　また、本発明の広告掲載サービスシステムの１構成例において、前記サーバー装置は、
複数の店舗の中から配信先店舗を前記広告掲載条件に基づいて決定し、決定した配信先店
舗の前記ＰＯＳ端末装置に前記発行指示情報と前記広告データとを配信するものである。
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、前記広告データの登録状
況を示す登録状況情報を前記ＰＯＳ端末装置から受け取り、広告データの配信先となり得
る店舗とＰＯＳ端末装置とを明示する前記広告受付情報を前記登録状況情報に基づいて更
新する更新手順とを実行し、この更新手順では、前記ＰＯＳ端末装置の広告データの登録
件数に応じて、店舗を前記広告データの配信先となり得る店舗から除外する

。

し、前記広告デー
タの登録状況を示す登録状況情報を前記サーバー装置に送信

し、前記サーバー装置は、前記ＰＯＳ端末装置から受け取った登録状況情報を前
記センター端末装置に転送し、前記センター端末装置は、広告データの配信先となり得る
店舗とＰＯＳ端末装置とを明示する前記広告受付情報を、前記サーバー装置から受け取っ
た登録状況情報に基づいて更新し、前記ＰＯＳ端末装置の広告データの登録件数に応じて
、店舗を前記広告データの配信先となり得る店舗から除外する



　また、本発明の広告掲載サービスシステムの１構成例において、前記ＰＯＳ端末装置は
、広告付きレシートの発行状況を示す発行進捗情報を前記サーバー装置に送信し、前記サ
ーバー装置は、前記ＰＯＳ端末装置から受け取った発行進捗情報を前記センター端末装置
に転送し、前記センター端末装置は、前記サーバー装置から受け取った発行進捗情報を集
計し、前記広告付きレシートに印刷した広告データの提供元である広告主端末装置に前記
集計の結果を送信するものである
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は本発明の実施
の形態となる広告掲載サービスシステムの構成を示すブロック図である。本実施の形態の
広告掲載サービスシステムは、広告主端末装置３２０と、小売業者または代理業者が運営
するセンター端末装置３１０と、広告主端末装置３２０とセンター端末装置３１０とを相
互に接続するインターネット３００と、小売業者の本部に設置された本部サーバー装置２
３０と、本部サーバー装置２３０とセンター端末装置３１０とを相互に接続するネットワ
ーク２４０と、小売業者の店舗毎に設置された店舗サーバー装置２１０と、本部サーバー
装置２３０と店舗サーバー装置２１０とを相互に接続するＩＳＤＮ（ Integrated Service
 Digital Network）やＷＡＮ（ Wide Area Network ）等のネットワーク２００と、各店舗
に設置されたＰＯＳ（ Point Of Sales）端末装置１１０と、店舗サーバー装置２１０とＰ
ＯＳ端末装置１１０とを相互に接続するＬＡＮ（ Local Area Network）等のネットワーク
１００とから構成されている。
【０００７】
広告主端末装置３２０は、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置である。広告主端末
装置３２０は、センター端末装置３１０がインターネット３００上に提供している広告受
付サイトにアクセスし、レシートへの広告掲載について説明する広告受付情報や広告付き
レシートの発行状況を示す発行進捗情報をセンター端末装置３１０から受け取って画面に
表示する機能を備えている。さらに、広告主端末装置３２０は、広告の掲載に関して広告
主が設定した条件を示す広告掲載条件やレシートに印刷する広告画像のデータ（以下、広
告データとする）をインターネット３００を介してセンター端末装置３１０に送信する機
能を有する。
【０００８】
センター端末装置３１０は、ワークステーションサーバー等の情報処理装置で構成され、
小売業者または代理業者によって運営される。プロバイダ等が運営するＷＷＷ（ World Wi
de Web）サーバースペースをセンター端末装置３１０として使用してもよい。センター端
末装置３１０を代理業者が運営する場合は、多数の小売業者の情報掲載と広告掲載の受け
付けも可能になる。
【０００９】
センター端末装置３１０は、広告主の操作により広告主端末装置３２０から送出された広
告掲載条件と広告データとを受け取り、広告登録完了情報を生成して広告主端末装置３２
０に送信する機能を備えている。また、センター端末装置３１０は、ＰＯＳ端末装置１１
０からの発行進捗情報を集計する機能を有し、その集計結果や広告掲載完了を知らせる情
報を広告主端末装置３２０に送信する機能を備えている。さらに、センター端末装置３１
０は、広告主に広告料を請求する処理として、クレジットカード会社との間で広告料のク
レジット決済を行う機能を備えている。
【００１０】
小売業者の本部サーバー装置２３０は、センター端末装置３１０から広告掲載条件と広告
データとをネットワーク２４０を介して受け取る。本部サーバー装置２３０は、レシート
への広告掲載について詳細な指示をＰＯＳ端末装置１１０に与える発行指示情報を広告掲
載条件に基づいて作成すると共に、広告データを配信する配信先店舗を広告掲載条件に基
づいて決定する。店舗決定後、本部サーバー装置２３０は、広告データと作成した発行指
示情報とをネットワーク２００を通じて配信先店舗の店舗サーバー装置２１０に送信する
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。また、本部サーバー装置２３０は、ＰＯＳ端末装置１１０に何種類の広告データが登録
されているかを示す登録状況情報と発行進捗情報とを店舗サーバー装置２１０から受け取
って管理し、センター端末装置３１０に送信する機能を有する。
【００１１】
店舗サーバー装置２１０は、本部サーバー装置２３０から受け取った発行指示情報と広告
データとをネットワーク１００を介して店舗内のＰＯＳ端末装置１１０に配信する。また
、店舗サーバー装置２１０は、ＰＯＳ端末装置１１０から受け取った各端末装置毎の登録
状況情報と発行進捗情報とを本部サーバー装置２３０に送信する機能を有する。
【００１２】
ＰＯＳ端末装置１１０は、受信した広告データと発行指示情報とをハードディスク装置や
メモリに格納し、レシート発行時に発行指示情報に基づき広告データを印刷データに付加
してレシートプリンタに転送し印字を行う。また、ＰＯＳ端末装置１１０は、複数の広告
の発行指示情報と広告データとを保持でき、レシート発行毎に異なる広告を印刷すること
もできる。さらに、ＰＯＳ端末装置１１０は、登録状況情報と発行進捗情報とをリアルタ
イムに店舗サーバー装置２１０に送信する機能を有する。
【００１３】
図２は、ＰＯＳ端末装置１１０のシステム階層を示す図である。一般的なＰＯＳ端末装置
のシステム構成としては、上位の階層から順に業務用アプリケーション５００と、ミドル
ウェアソフト５１０と、ＯＰＯＳ（ OLE for Point Of Sales）コントロール５２０と、オ
ペレーティングシステム５３０と、ＰＯＳデバイスドライバ５４０と、標準デバイスドラ
イバ５５０とがある。
【００１４】
本発明の広告発行アプリケーションは、ミドルウェアソフト５１０として提供される。こ
れにより、業務用アプリケーション５００と連携してレシートへの広告付加や広告登録状
況管理や発行進捗情報管理、店舗サーバー装置２１０との送受信が可能となる。また、更
に下位層のＯＰＯＳコントロール５２０、ＰＯＳデバイスドライバ５４０側に本発明の広
告発行アプリケーション機能を持たせた場合は、より高度なデータの隠蔽化が可能となり
高いセキュリティ下での広告発行業務が可能になる。
【００１５】
次に、図１、図３を参照して本実施の形態の動作を詳細に説明する。図３は、本実施の形
態の広告掲載サービスシステムの動作を示すシーケンス図である。最初に、広告主は、広
告主端末装置３２０を操作し、広告主端末装置３２０からインターネット３００を通じて
、小売業者または代理業者が運営するセンター端末装置３１０のホームページ（広告受付
サイト）にアクセスする（図３ステップＡ１）。
【００１６】
このアクセスに応じて、センター端末装置３１０は、広告主に対して広告受付情報を提示
するホームページのファイルをインターネット３００を通じて広告主端末装置３２０に送
信する（ステップＡ２）。これにより、広告主端末装置３２０の画面に広告受付情報が表
示される（ステップＡ３）。
【００１７】
広告受付情報には、広告の掲載方法の説明と、広告を掲載するまでの手順の説明と、顧客
に対して広告を提供する小売業者の規模の説明と、小売業者が販売活動を行う地域の説明
と、各種契約方法毎の広告料の説明と、広告データの作成方法や作成基準の説明などが含
まれる。
【００１８】
このような広告受付情報を基に、広告主は、広告データを作成すると共に、広告掲載条件
を設定する。広告掲載条件は、小売業者の規模により異なる。大規模業者の場合、広告を
提供する店舗、広告掲載の期間、広告付きレシートの発行数など詳細な条件を広告掲載条
件として設定することが可能である。小規模業者の場合、広告掲載の期間、広告付きレシ
ートの発行数といった程度の条件を広告掲載条件として設定することになる。
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【００１９】
設定完了後、広告主は、広告主端末装置３２０からインターネット３００を通じて広告デ
ータと広告掲載条件とをセンター端末装置３１０に送信する（ステップＡ４）。作成した
広告データを登録し広告掲載条件を設定するホームページには、ＣＧＩ（ Common Gateway
 Interface）やＡＳＰ（ Active Server Pages ）等によって生成された「登録」ボタンが
表示されており、広告主は、この「登録」ボタンをクリックする操作だけで、広告データ
と広告掲載条件の送信を容易に行うことができる。
【００２０】
次に、センター端末装置３１０は、インターネット３００を通じて広告データと広告掲載
条件とを受信すると、受信した広告データと広告掲載条件とを図示しない内部の記憶装置
に蓄積する広告登録処理を行い（ステップＡ５）、広告登録が完了したことを示す広告登
録完了情報を広告主端末装置３２０に送信する（ステップＡ６）。広告主端末装置３２０
の画面に表示された広告登録完了情報を見た広告主は、広告掲載受付が完了したことを知
ることができる。
【００２１】
次に、センター端末装置３１０は、広告データと広告掲載条件とをネットワーク２４０を
通じて本部サーバー装置２３０に送出する（ステップＡ７）。本部サーバー装置２３０は
、受信した広告掲載条件に基づいて発行指示情報を作成すると共に、広告データを配信す
る配信先店舗を広告掲載条件に基づいて決定する（ステップＡ８）。発行指示情報には、
広告付きレシートを発行するＰＯＳ端末装置１１０の台数、広告付きレシートの発行頻度
など詳細な指示情報が含まれる。
【００２２】
そして、本部サーバー装置２３０は、広告データと作成した発行指示情報とをネットワー
ク２００を通じて前記配信先店舗の店舗サーバー装置２１０に送信する（ステップＡ９）
。配信先店舗の店舗サーバー装置２１０は、受信した広告データと発行指示情報とを実際
に広告付きレシートを発行する、前記発行指示情報で指定された台数のＰＯＳ端末装置１
１０に送出する（ステップＡ１０）。
【００２３】
ステップＡ８～ステップＡ１０までの流れは、従来のＰＯＳシステムで周知のＰＬＵ（ Pr
ice Look Up ）データやディスプレイに流す動画データを各ＰＯＳ端末装置１１０に配信
する方法と同様に実現でき、日毎または随時更新することができる。
【００２４】
次に、ＰＯＳ端末装置１１０は、受信した広告データと発行指示情報とをハードディスク
装置やメモリなどの記憶装置（不図示）に格納する（ステップＡ１１）。ＰＯＳ端末装置
１１０は、顧客が購入した商品の名称、価格、個数、合計金額及び釣り銭の金額などの会
計情報をレシートプリンタによってレシートに印刷するが、このレシート発行時に会計情
報のデータと広告データとを所定のフォーマットで合成して印刷データを生成し、この印
刷データをレシートに印刷出力することにより、発行指示情報で指示された広告付きレシ
ートを発行する（ステップＡ１２）。
【００２５】
印刷データに広告データを付加してＰＯＳ端末装置１１０のレシートプリンタに転送する
ことにより、レシート印刷ごとの転送時間を軽減することができる。なお、広告データが
複数登録されている場合、ＰＯＳ端末装置１１０は、各広告データに対応する発行指示情
報が指示する発行頻度に従って各広告データを印刷する。
【００２６】
次に、ＰＯＳ端末装置１１０は、何種類の広告データが登録されているかを示す登録状況
情報と広告付きレシートの発行状況を示す発行進捗情報とを店舗サーバー装置２１０を経
由して本部サーバー装置２３０に送出する（ステップＡ１３）。本部サーバー装置２３０
は、各ＰＯＳ端末装置１１０毎の登録状況情報と発行進捗情報とを図示しない内部の記憶
装置に格納して管理する（ステップＡ１４）。登録状況情報は、次回の広告配信時のデー
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タとして活用される。ステップＡ１３，Ａ１４の流れは、各ＰＯＳ端末装置１１０から本
部サーバー装置２３０へ売上データを吸い上げて集計する方法と同様に実現できる。
【００２７】
次に、本部サーバー装置２３０は、ＰＯＳ端末装置１１０毎の登録状況情報と発行進捗情
報とをセンター端末装置３１０に送出する（ステップＡ１５）。センター端末装置３１０
は、本部サーバー装置２３０から受け取った発行進捗情報を集計して（ステップＡ１６）
、広告付きレシートの発行枚数を示す集計結果を広告主端末装置３２０に送信する（ステ
ップＡ１７）。
【００２８】
そして、センター端末装置３１０は、ＰＯＳ端末装置１１０毎の登録状況情報を基に、広
告データの配信先となり得る店舗やＰＯＳ端末装置１１０の数を決定して、ホームページ
に提示する前記広告受付情報を更新する（ステップＡ１８）。この広告受付情報の更新処
理では、例えばある店舗のＰＯＳ端末装置１１０に多数の広告データが登録されている場
合、新たな広告データを配信するには不向きと判断して、この店舗を広告データの配信先
となり得る店舗から除外するといった処理を行う。
【００２９】
本実施の形態によれば、広告主がインターネットやメールマガジン等にバナー広告を掲載
するような感覚でレシートに広告を付加することができる。レシートの広告は大きく目に
つきやすいため他の広告方法より効果が高い。レシートが多色化されればより効果は大き
い。その理由は、インターネットで受け付けられた広告データが設定された広告掲載条件
にもとづいてレシートに付加して印刷されるためである。
【００３０】
また、本実施の形態によれば、レシートの多色化の導入をしやすくなる。レシートの多色
化により他社との差別化ができるようになる。その理由は、多色化によるランニングコス
トが上がる分を多色化による多彩な広告表現ができることにより広告収入でまかなえるこ
とにある。
【００３１】
なお、本実施の形態では、店舗サーバー装置２１０を設けているが、システムによっては
ネットワーク２００から直接ＰＯＳ端末装置１１０に接続する場合もあり、この場合は、
本部サーバー装置２３０が店舗サーバー装置２１０の役割を兼ねることになる。
【００３２】
【発明の効果】
本発明によれば、レシートへの広告掲載について宣伝する広告受付情報を通信ネットワー
クを通じて広告主端末装置に提供し、募集に応じた広告主の要望である広告掲載条件と広
告主が作成した広告データとを広告主端末装置から通信ネットワークを通じて受け取り、
広告掲載について詳細に指示する発行指示情報を広告掲載条件に基づいて作成し、ＰＯＳ
端末装置でレシート発行時に発行指示情報に基づいて広告データをレシートに印刷出力す
るようにしたので、広告主の募集、広告主からの広告掲載申し込みの受付、広告データの
受け取りとＰＯＳ端末装置への配信、広告掲載条件に基づく広告の発行までの作業を店員
の手を煩わせることなく簡単、かつ確実に行うことができ、信頼性の高い広告掲載サービ
スを提供することができる。広告データの作成は、イメージデータでよいため、バナー広
告が流通している現在では問題にならない。また、ＰＯＳ端末装置に登録した広告データ
を発行指示情報に基づいてレシートに印刷させるようにしたことにより、ＰＯＳ運用に適
した広告の配信方法および広告発行方法を実現したので、広告付きレシートを即時印刷出
力することができる。また、店員が広告発行状況を見たり、発行指示情報を修正改ざんし
たりすることができないので、セキュリティ性を高めることができる。
【００３３】
また、広告付きレシートの発行状況を示す発行進捗情報をＰＯＳ端末装置から受け取り、
この発行進捗情報を集計して、広告付きレシートに印刷した広告データの提供元である広
告主端末装置に集計の結果を送信するようにしたので、小売業者が確実に広告収入を得る
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ことができる。その理由は、取引の無い広告主と小売業者とを結びつけることができ、ま
た小売業者のサーバー装置及びＰＯＳ端末装置とセンター端末装置との間で広告発行処理
と発行進捗管理とが行われ、広告主にもきちんと発行進捗情報が報告されることから、信
頼性の高いサービスを提供できるため、独立した広告掲載サービスが運営できるからであ
る。信頼性の高い広告掲載サービスが運営できれば、収入につながることはインターネッ
トやメールマガジン等のバナー広告の注目度が高い点が裏付けている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態となる広告掲載サービスシステムの構成を示すブロック図
である。
【図２】　本発明の実施の形態におけるＰＯＳ端末装置のシステム階層を示す図である。
【図３】　図１の広告掲載サービスシステムの動作を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
１００、２００、２４０…ネットワーク、１１０…ＰＯＳ端末装置、２１０…店舗サーバ
ー装置、２３０…本部サーバー装置、３００…インターネット、３１０…センター端末装
置、３２０…広告主端末装置。
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