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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　寄せ書きを発起した発起利用者が前記寄せ書きの編集への参加を設定した参加予定利用
者を特定する予定利用者情報を記憶する予定利用者記憶部と、
　前記寄せ書きに対する編集内容の追加と、前記編集内容により前記寄せ書きを編集する
編集利用者を特定する編集利用者情報とを受け付ける編集受付部と、
　追加の前記編集内容に基づいて前記寄せ書きを編集する編集部と、
　前記予定利用者情報と、前記編集利用者情報とに基づいて、前記寄せ書きの編集をまだ
行っていない前記参加予定利用者の情報に関する進捗情報を検出する進捗情報検出部と、
　前記進捗情報を、前記発起利用者の発起利用者端末に送信する送信部とを有し、
　前記送信部は、前記発起利用者端末からの要求があった時までに追加された編集内容を
含む寄せ書きを、前記発起利用者端末に送信する
寄せ書き管理装置。
【請求項２】
　前記進捗情報は、前記参加予定利用者のうちの、前記編集内容を受け付けた前記参加予
定利用者及び前記寄せ書きの編集をまだ行っていない前記参加予定利用者の、少なくとも
一方の人数を含む請求項１に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項３】
　前記送信部は、前記編集内容及び前記寄せ書きに含まれるイラストの配置を発起人に選
択させる並び替え指定ページを前記発起利用者端末に送信し、
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　前記並び替え指定ページは、
　前記編集内容及び前記イラストを配置して選択可能にするイラスト編集内容選択領域と
、
　前記イラスト編集内容選択領域において選択された前記編集内容又は前記イラストを配
置する配置位置受付領域とを含み、
　前記編集部は、前記配置位置受付領域が受け付けた前記配置に基づいて前記編集内容及
び前記イラストを配置し、前記寄せ書きのデザイン確認ページを生成する
請求項１又は２に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項４】
　前記発起利用者の電子メールアドレスを受け付ける発起情報受付部と、
　前記発起利用者の前記電子メールアドレスを記憶する発起情報記憶部とを更に有し、
　前記送信部は、前記発起利用者の前記電子メールアドレスに前記進捗情報を送信する請
求項１から３のいずれか一項に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項５】
　前記寄せ書きの編集期限を受け付ける編集期限受付部を更に備え、
　前記送信部は、前記編集期限の前に、前記進捗情報を送信する
請求項１から４のいずれか一項に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項６】
　前記参加予定利用者の電子メールアドレスを受け付ける予定利用者受付部と、
　前記参加予定利用者の前記電子メールアドレスに前記寄せ書きに到達するための到達情
報及び前記寄せ書きの編集を要請する要請内容を送信する編集要請送信部と
を有する請求項１から５のいずれか一項に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項７】
　前記編集受付部は、前記予定利用者記憶部に利用者情報が格納されている利用者から、
前記編集内容を受け付ける
請求項１から６のいずれか一項に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項８】
　前記予定利用者情報の追加を前記予定利用者記憶部に登録させる追加利用者受付部
を更に有する請求項１から７のいずれか一項に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項９】
　前記寄せ書きの編集を、前記予定利用者記憶部に前記予定利用者情報が格納された前記
参加予定利用者以外にも認めるか否かを示す編集認否情報を受け付ける編集認否受付部を
更に備え、
　前記編集受付部は、前記編集認否情報に基づいて、前記寄せ書きに対する編集を受け付
ける請求項１から８のいずれか一項に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項１０】
　前記編集受付部は、
　前記参加予定利用者以外にも前記寄せ書きの編集を認めるか否かを前記編集認否情報か
ら判定し、
　前記参加予定利用者以外にも前記寄せ書きの編集を認める場合には、前記寄せ書きの編
集に際して前記編集利用者が入力するパスワードに基づいて前記編集利用者を認証し、
　前記参加予定利用者のみに前記寄せ書きの編集を認める場合には、前記パスワードと前
記編集利用者情報とに基づいて前記編集利用者を認証し、
　前記編集利用者を認証した場合に前記編集内容を受け付ける請求項９に記載の寄せ書き
管理装置。
【請求項１１】
　寄せ書きの種類を受け付ける発起受付部と、
　前記寄せ書きを発起した発起利用者が前記寄せ書きの編集への参加を設定した参加予定
利用者の電子メールアドレスを受け付ける予定利用者受付部と、
　前記寄せ書きの種類に基づいて、前記寄せ書きの編集を要請する要請内容を生成する要
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請内容生成部と、
　前記参加予定利用者の前記電子メールアドレスに前記寄せ書きに到達するための到達情
報及び前記要請内容を送信する編集要請送信部と
　前記寄せ書きに対する編集内容の追加と、前記編集内容により前記寄せ書きを編集する
編集利用者を特定する編集利用者情報とを受け付ける編集受付部と、
　前記参加予定利用者を特定する予定利用者情報と、前記編集利用者情報とに基づいて、
前記寄せ書きの編集をまだ行っていない前記参加予定利用者の情報に関する進捗情報を検
出する進捗情報検出部と、
　前記進捗情報を、前記発起利用者の発起利用者端末に、送信する送信部とを有し、
　前記送信部は、前記発起利用者端末からの要求があった時までに追加された前記編集内
容を含む寄せ書きを、前記発起利用者端末に送信する
　寄せ書き管理装置。
【請求項１２】
　前記生成された要請内容の編集内容を受け付ける要請内容編集受付部を更に備え、
　前記編集要請送信部は、前記編集された前記要請内容を送信する
請求項１１に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項１３】
　寄せ書きを発起した発起利用者が前記寄せ書きの編集への参加を設定した参加予定利用
者を特定する予定利用者情報を記憶する予定利用者記憶部と、
　前記参加予定利用者の電子メールアドレスを受け付ける予定利用者受付部と、
　前記寄せ書きに対する編集内容の追加と、前記編集内容により前記寄せ書きを編集する
編集利用者を特定する編集利用者情報とを受け付ける編集受付部と、
　追加の前記編集内容に基づいて前記寄せ書きを編集する編集部と、
　前記予定利用者情報と、前記編集利用者情報とに基づいて、前記寄せ書きを編集してい
ない前記参加予定利用者を検出する未編集利用者検出部と、
　予め定められた時に、前記寄せ書きを編集していない前記参加予定利用者の前記電子メ
ールアドレスに編集を催促する催促内容を含む電子メールを送信する催促メール送信部と
、
　前記予定利用者情報と、前記編集利用者情報とに基づいて、前記寄せ書きの編集をまだ
行っていない前記参加予定利用者の情報に関する進捗情報を検出する進捗情報検出部と、
　前記進捗情報を、前記発起利用者の発起利用者端末に、送信する送信部とを有し、
　前記送信部は、前記発起利用者端末からの要求があった時までに受け付けた前記編集内
容に基いて前記編集部が編集した前記寄せ書きを、前記発起利用者端末に送信する寄せ書
き管理装置。
【請求項１４】
　前記寄せ書きの編集期限を受け付ける編集期限受付部を更に備え、
　前記催促メール送信部は、前記編集期限の前に前記電子メールを送信する請求項１３に
記載の寄せ書き管理装置。
【請求項１５】
　寄せ書きに対する編集内容の追加と、前記編集内容により前記寄せ書きを編集する編集
利用者を特定する編集利用者情報とを受け付ける編集受付部と、
　追加の前記編集内容に基づいて前記寄せ書きを編集する編集部と、　前記寄せ書きを発
起した発起利用者が前記寄せ書きの編集への参加を設定した参加予定利用者を特定する予
定利用者情報と、前記編集利用者情報とに基づいて、前記寄せ書きの編集をまだ行ってい
ない前記参加予定利用者の情報に関する進捗情報を検出する進捗情報検出部と、
　前記発起利用者の発起利用者端末に、前記進捗情報と、前記発起利用者端末からの要求
があった時までに追加された前記編集内容を含む寄せ書きとを、送信する送信部と、
　前記寄せ書きを受け取る受取人の電子メールアドレスを受け付ける受取人情報受付部と
、
　前記受取人宛の前記寄せ書きがあることを示す内容と、前記寄せ書きに到達するための
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到達情報とを含む寄せ書き通知電子メールを前記受取人の前記電子メールアドレスに送信
する寄せ書き通知メール送信部と
を有する寄せ書き管理装置。
【請求項１６】
　前記寄せ書き通知電子メールを前記受取人に送信する予定時を受け付けておく送信予定
時受付部を更に備え、
　前記寄せ書き通知メール送信部は、前記予定時になったら前記寄せ書き通知電子メール
を送信する請求項１５に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項１７】
　前記寄せ書き通知電子メールを前記受取人に送信する予定時を受け付けておく送信予定
時受付部と、
　前記予定時の前に、前記予定時に近づいていることを示す内容の電子メールを予め定め
られた利用者の電子メールアドレスに送信する予定通知メール送信部と
を有する請求項１５に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項１８】
　寄せ書きに対する編集内容の追加と、前記編集内容により前記寄せ書きを編集する編集
利用者を特定する編集利用者情報とを受け付ける編集受付部と、
　追加の前記編集内容に基づいて前記寄せ書きを編集する編集部と、
　前記寄せ書きを発起した発起利用者が前記寄せ書きの編集への参加を設定した参加予定
利用者を特定する予定利用者情報と、前記編集利用者情報とに基づいて、前記寄せ書きの
編集をまだ行っていない前記参加予定利用者の情報に関する進捗情報を検出する進捗情報
検出部と、
　前記発起利用者の発起利用者端末に、前記進捗情報、及び、前記発起利用者端末からの
要求があった時までに追加された前記編集内容を含む寄せ書きを送信する送信部と、
　前記寄せ書きを受け取る受取人の電子メールアドレスを受け付ける受取人情報受付部と
、
　前記寄せ書きを含む電子メールを前記受取人の前記電子メールアドレスに送信する寄せ
書き送信部と
を備えた寄せ書き管理装置。
【請求項１９】
　前記寄せ書きを前記受取人に送信する予定時を受け付けておく送信予定時受付部を更に
備え、
　前記寄せ書き送信部は、前記予定時になったら前記寄せ書きを送信する
請求項１８に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項２０】
　前記寄せ書きを前記受取人に送信する予定時を受け付けておく送信予定時受付部と、
　前記予定時の前に、前記予定時に近づいていることを示す内容の電子メールを予め定め
られた利用者の電子メールアドレスに送信する予定通知メール送信部と
を有する請求項１８に記載の寄せ書き管理装置。
【請求項２１】
　寄せ書きの編集を発起した発起利用者を特定する利用者情報を受け付ける発起利用者受
付部と、
　前記発起利用者が前記寄せ書きの編集への参加を設定した参加予定利用者を特定する利
用者情報を受け付ける予定利用者受付部と、
　前記寄せ書きの受取人となる受取利用者を特定する利用者情報を受け付ける受取利用者
受付部と、
　前記参加予定利用者を特定する利用者情報と、前記寄せ書きを編集する編集利用者を特
定する利用者情報とに基づいて、前記寄せ書きの編集をまだ行っていない前記参加予定利
用者の情報に関する進捗情報を検出する進捗情報検出部と、
　前記発起利用者の発起利用者端末に、前記進捗情報と、前記発起利用者端末からの要求
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があった時までに受け付けた、前記寄せ書きに対する追加の編集内容を含む寄せ書きとを
、送信する送信部と、
　前記発起利用者を特定する利用者情報と、前記参加予定利用者を特定する利用者情報と
、前記受取利用者を特定する利用者情報と、前記寄せ書きを特定する寄せ書き特定情報と
を対応付けて記憶する寄せ書き管理記憶部と、
　関与した寄せ書きの検出を要請する利用者を特定する利用者情報を受け付ける関与利用
者受付部と、
　前記関与利用者受付部に受け付けられた前記利用者情報と対応付けられている前記寄せ
書き特定情報を検出する関連寄せ書き検出部と
を有する寄せ書き管理装置。
【請求項２２】
　寄せ書きの編集を発起した発起利用者の電子メールアドレスを受け付ける発起利用者受
付部と、
　前記発起利用者が前記寄せ書きの編集への参加を設定した参加予定利用者の電子メール
アドレスを受け付ける予定利用者受付部と、
　前記参加予定利用者の電子メールアドレスと、前記寄せ書きを編集する編集利用者を特
定する編集利用者情報とに基づいて、前記寄せ書きの編集をまだ行っていない前記参加予
定利用者の情報に関する進捗情報を検出する進捗情報検出部と、
　前記発起利用者の発起利用者端末に、前記進捗情報と、前記発起利用者端末からの要求
があった時までに受け付けた、前記寄せ書きに対する追加の編集内容を含む寄せ書きとを
、送信する送信部と、
　前記発起利用者の電子メールアドレスと、前記参加予定利用者の電子メールアドレスと
、前記寄せ書きを特定する寄せ書き特定情報とを対応付けて記憶する寄せ書き管理記憶部
と、
　前記寄せ書きを特定する前記寄せ書き特定情報を受け付ける寄せ書き特定受付部と、
　前記寄せ書き特定受付部が受け付けた前記寄せ書き特定情報に対応付けられている、前
記発起利用者又は前記参加予定利用者の電子メールアドレスの少なくとも一方を検出する
関与利用者アドレス検出部と
　を有する寄せ書き管理装置。
【請求項２３】
　寄せ書きを発起した発起利用者が前記寄せ書きの編集への参加を設定した参加予定利用
者を特定する予定利用者情報と、前記参加予定利用者の電子メールアドレスを記憶する予
定利用者記憶部と、
　前記寄せ書きに対する編集内容の追加と、前記編集内容により前記寄せ書きを編集する
編集利用者を特定する編集利用者情報とを受け付ける編集受付部と、
　追加の前記編集内容に基づいて前記寄せ書きを編集する編集部と、
　前記予定利用者情報と、前記編集利用者情報とに基づいて、前記寄せ書きの編集をまだ
行っていない前記参加予定利用者の情報に関する進捗情報を検出する進捗情報検出部と、
　前記発起利用者の発起利用者端末に、前記進捗情報と、前記発起利用者端末からの要求
があった時までに追加された前記編集内容を含む寄せ書きとを、送信する送信部と、
　前記編集内容のうち削除する削除編集内容の指示を受け付ける削除指示受付部と、
　前記削除編集内容を前記寄せ書きから削除する削除部と、
　前記削除編集内容の編集を行った前記編集利用者の電子メールアドレスに前記削除編集
内容を削除したことを示す内容の電子メールを送信する削除メール送信部と
を有する寄せ書き管理装置。
【請求項２４】
　寄せ書きを発起した発起利用者が前記寄せ書きの編集への参加を設定した参加予定利用
者を特定する予定利用者情報を記憶する予定利用者記憶ステップと、
　前記寄せ書きに対する編集内容の追加と、前記編集内容により前記寄せ書きを編集する
編集利用者を特定する編集利用者情報とを受け付ける編集受付ステップと、
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　追加の前記編集内容に基づいて前記寄せ書きを編集する編集ステップと、
　前記予定利用者情報と、前記編集利用者情報とに基づいて、前記寄せ書きの編集をまだ
行っていない前記参加予定利用者の情報に関する進捗情報を検出する進捗情報検出ステッ
プと、
　前記進捗情報を、前記発起利用者の発起利用者端末に、送信する進捗情報送信ステップ
と、
　前記発起利用者端末からの要求があった時までに追加された前記編集内容を含む寄せ書
きを、前記発起利用者端末に送信するステップと
を有する寄せ書き管理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、所定の受取人に渡すための寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理装置、寄せ
書き管理方法、所定の受取人に渡す商品の贈呈を支援する商品贈呈支援装置及び商品贈呈
支援方法、及び日付管理を行う日付管理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、結婚、出産、入学、卒業等といった機会に寄せ書きを送ることが行われている。こ
の場合には、寄せ書きの台紙を寄せ書きを記入すべき人に回していき、寄せ書きを完成さ
せている。また、結婚、出産、入学、卒業等といった機会に物を贈呈することが行われて
いる。この場合、各人が独自に受取人に贈呈する物を決定して受取人に贈呈したり、又は
、複数人の代表者が受取人に贈呈する物を決定して受取人に贈呈したりしている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来においては、寄せ書きの台紙の用意、寄せ書きを記入すべき人への呼
びかけ、台紙の回覧、進捗情報のチェック、回覧を滞留させている人への催促、台紙の回
収、及び台紙の受取人への送付等を行わなければならず、膨大な作業量及び時間がかかる
という問題が生じていた。また、物を贈呈する場合において、各人が独自に受取人に贈呈
する物を決定した場合には、同一の物が受取人に贈呈されるという問題が生じる畏れがあ
る。また、複数人の代表者が受取人に物を贈呈する場合には、代表者以外の人の意見が贈
呈したい物の決定に反映されないという問題が生じる畏れがある。
【０００４】
これに対して、複数人で受取人に贈呈する物を相談して決定するようにすれば、代表者以
外の人の意見が贈呈する物に反映されるようになるが、この場合には、相談のために時間
がかかるという問題が生じる。
また、寄せ書きを受け取った受取人が寄せ書きを記入してくれた人へのお礼を行うために
、膨大な手間と時間がかかるという問題が生じている。また、物を贈呈された受取人が物
を贈呈してくれた人に対してお礼を行うために、膨大な手間と時間がかかるという問題が
生じている。
また、寄せ書きを贈るためや、物を贈るためには、複数の人の記念日等を管理しておかな
ければならず、手間がかかるという問題が生じている。
【０００５】
そこで、本発明は上記の課題を解決することのできる寄せ書き管理装置、寄せ書き管理方
法、商品贈呈支援装置、商品贈呈支援方法、及び日付管理装置を提供することを目的とす
る。この目的は特許請求の範囲における独立項に記載の特徴の組み合わせにより達成され
る。また従属項は本発明の更なる有利な具体例を規定する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の第１の形態に係る寄せ書き管理装置は、
回線に接続され、複数の利用者により編集される寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理
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装置であって、寄せ書きの編集に参加すべき利用者を特定する利用者情報を記憶する予定
利用者記憶部と、寄せ書きの編集を行う利用者を特定する利用者情報と、当該寄せ書きに
対する編集内容とを回線を介して受け付ける編集受付部と、編集内容に基づいて寄せ書き
を編集する編集部と、予定利用者記憶部が記憶する利用者情報と、編集受付部が受け付け
た利用者情報とに基づいて、寄せ書きの編集の進捗に関する進捗情報を検出する進捗情報
検出部と、検出された進捗情報を回線を介して送信する進捗情報送信部とを有することを
特徴とする。
【０００７】
進捗情報検出部は、寄せ書きの編集に参加すべき利用者の中の寄せ書きの編集を行ってい
ない利用者を特定する利用者情報を含む進捗情報を検出するようにしてもよい。寄せ書き
の編集を発起した利用者である発起利用者の電子メールアドレスを記憶する発起情報記憶
部を有し、進捗情報送信部は、発起利用者の電子メールアドレス宛に進捗情報を送信する
ようにしてもよい。発起利用者の電子メールアドレスを回線から受け付ける発起情報受付
部を更に有するようにしてもよい。回線から寄せ書きの編集期限を受け付ける編集期限受
付部を更に備え、進捗情報送信部は、編集期限前の所定の時点に、進捗情報を送信するよ
うにしてもよい。回線を介して寄せ書きの編集に参加すべき利用者の電子メールアドレス
を受け付ける予定利用者受付部と、寄せ書きの編集に参加すべき利用者の電子メールアド
レス宛に寄せ書きに到達するための到達情報及び寄せ書きの編集を要請する要請内容を送
信する編集要請送信部とを有するようにしてもよい。
【０００８】
編集受付部は、予定利用者記憶部に利用者情報が格納されている利用者から寄せ書きに対
する編集内容を受け付けるようにしてもよい。寄せ書きの編集に参加すべき利用者を特定
する利用者情報の追加を回線を介して受け付け、受け付けた利用者情報を予定利用者記憶
部に登録させる追加利用者受付部を更に有するようにしてもよい。寄せ書きの編集を予定
利用者記憶部に利用者情報が格納された利用者以外に認めるか否かを示す編集認否情報を
回線を介して受け付ける編集認否受付部を更に備え、編集受付部は、編集認否受付部が受
け付けた編集認否情報に基づいて、寄せ書きに対する編集を受け付けるようにしてもよい
。
【０００９】
上記目的を達成するために、本発明の第２の形態に係る寄せ書き管理装置は、回線に接続
され、複数の利用者により編集される寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理装置であっ
て、寄せ書きの種類を回線を介して受け付ける発起受付部と、回線を介して寄せ書きの編
集に参加すべき利用者の電子メールアドレスを受け付ける予定利用者受付部と、寄せ書き
の種類に基づいて、寄せ書きの編集を要請する要請内容を生成する要請内容生成部と、寄
せ書きの編集に参加すべき利用者の電子メールアドレス宛に寄せ書きに到達するための到
達情報及び要請内容を送信する編集要請送信部とを備えることを特徴とする。生成された
要請内容の編集内容を回線を介して受け付ける要請内容編集受付部を更に備え、編集要請
送信部は、編集された要請内容を送信するようにしてもよい。
【００１０】
上記目的を達成するために、本発明の第３の形態に係る寄せ書き管理装置は、回線に接続
され、複数の利用者により編集される寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理装置であっ
て、寄せ書きの編集に参加すべき利用者を特定する参加者情報を記憶する予定利用者記憶
部と、回線を介して寄せ書きの編集に参加すべき利用者の電子メールアドレスを受け付け
る予定利用者受付部と、回線から寄せ書きの編集を行う利用者を特定する利用者情報と、
当該寄せ書きに対する編集内容を回線から受け付ける編集受付部と、編集内容に基づいて
寄せ書きを編集する編集部と、予定利用者記憶部が記憶する利用者情報と、編集受付部が
受け付けた利用者情報とに基づいて、寄せ書きの編集を行っていない利用者を検出する未
編集利用者検出部と、所定の時点に、寄せ書きの編集を行っていない利用者の電子メール
アドレス宛に編集を催促する催促内容を含む電子メールを送信する催促メール送信部とを
有することを特徴とする。回線を介して寄せ書きの編集期限を受け付ける編集期限受付部
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を更に備え、催促メール送信部は、編集期限前の所定の時点に電子メールを送信するよう
にしてもよい。
【００１１】
上記目的を達成するために、本発明の第４の形態に係る寄せ書き管理装置は、回線に接続
され、複数の利用者により編集される寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理装置であっ
て、寄せ書きに対する編集内容を回線を介して受け付ける編集受付部と、編集内容に基づ
いて寄せ書きを編集する編集部と、回線を介して寄せ書きを受け取る受取人の電子メール
アドレスを受け付ける受取人情報受付部と、受取人宛の寄せ書きがあることを示す内容と
、当該寄せ書きに到達するための到達情報とを含む寄せ書き通知電子メールを受取人の前
記電子メールアドレス宛に送信する寄せ書き通知メール送信部とを有することを特徴とす
る。
【００１２】
寄せ書き通知電子メールを受取人に送信する予定時点を受け付ける送信予定時点受付部を
更に備え、寄せ書き通知メール送信部は、予定時点に寄せ書き通知電子メールを送信する
ようにしてもよい。寄せ書き通知電子メールを受取人に送信する予定時点を受け付ける送
信予定時点受付部と、予定時点前の所定の時点に、予定時点に近づいていることを示す内
容の電子メールを所定の利用者の電子メールアドレス宛に送信する予定通知メール送信部
とを有するようにしてもよい。
【００１３】
上記目的を達成するために、本発明の第５の形態に係る寄せ書き管理装置は、回線に接続
され、複数の利用者により編集される寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理装置であっ
て、寄せ書きに対する編集内容を回線を介して受け付ける編集受付部と、編集内容に基づ
いて前記寄せ書きを編集する編集部と、寄せ書きを受け取る受取人の電子メールアドレス
を回線を介して受け付ける受取人情報受付部と、寄せ書きを含む電子メールを受取人の電
子メールアドレス宛に送信する寄せ書き送信部とを備えたことを特徴とする。寄せ書きを
受取人に送信する予定時点を受け付ける送信予定時点受付部を更に備え、寄せ書き送信部
は、予定時点に寄せ書きを送信するようにしてもよい。また、寄せ書きを受取人に送信す
る予定時点を受け付ける送信予定時点受付部と、予定時点前の所定の時点に、予定時点に
近づいていることを示す内容の電子メールを所定の利用者の電子メールアドレス宛に送信
する予定通知メール送信部とを有するようにしてもよい。
【００１４】
上記目的を達成するために、本発明の第６の形態に係る寄せ書き管理装置は、回線に接続
され、複数の利用者により編集される寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理装置であっ
て、寄せ書きに基づいた寄せ書きの出力形態を特定する出力形態情報を受け付ける出力形
態情報受付部と、出力形態情報に基づいて、寄せ書きに基づいた寄せ書きにおける配置に
関する配置候補を検出する候補検出部と、検出された配置候補を回線を介して送信する配
置候補送信部とを有することを特徴とする。
【００１５】
上記目的を達成するために、本発明の第７の形態に係る寄せ書き管理装置は、回線に接続
され、複数の利用者により編集される寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理装置であっ
て、寄せ書きの編集を発起した発起利用者を特定する利用者情報を受け付ける発起利用者
受付部と、寄せ書きの編集に参加すべき利用者を特定する利用者情報を受け付ける予定利
用者受付部と、寄せ書きの受取人となる利用者を特定する利用者情報を受け付ける受取利
用者受付部と、発起利用者を特定する利用者情報と、参加すべき利用者を特定する利用者
情報と、受取人となる利用者を特定する利用者情報と、寄せ書きを特定する寄せ書き特定
情報とを対応付けて記憶する寄せ書き管理記憶部と、関与した寄せ書きの検出を所望する
利用者を特定する利用者情報を受け付ける関与利用者受付部と、受け付けられた利用者情
報と対応付けられている寄せ書き特定情報を検出する関連寄せ書き検出部とを有すること
を特徴とする。
【００１６】
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上記目的を達成するために、本発明の第８の形態に係る寄せ書き管理装置は、回線に接続
され、複数の利用者により編集される寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理装置であっ
て、寄せ書きの編集を発起した発起利用者の電子メールアドレスを受け付ける発起利用者
受付部と、寄せ書きの編集に参加すべき利用者の電子メールアドレスを受け付ける予定利
用者受付部と、発起利用者の電子メールアドレスと、参加すべき利用者の電子メールアド
レスと、寄せ書きを特定する寄せ書き特定情報とを対応付けて記憶する寄せ書き管理記憶
部と、所定の寄せ書きを特定する寄せ書き特定情報を受け付ける寄せ書き特定受付部と、
受け付けた寄せ書き特定情報に対応付けられている、発起利用者又は編集に参加すべき利
用者の電子メールアドレスの少なくとも一方を検出する関与利用者アドレス検出部とを有
することを特徴とする。
【００１７】
上記目的を達成するために、本発明の第９の形態に係る寄せ書き管理装置は、回線に接続
され、複数の利用者により編集される寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理装置であっ
て、寄せ書きの編集に参加すべき利用者を特定する利用者情報と、当該利用者の電子メー
ルアドレスを記憶する予定利用者記憶部と、回線から寄せ書きの編集を行う利用者を特定
する利用者情報と、当該寄せ書きに対する編集内容を回線から受け付ける編集受付部と、
編集内容に基づいて寄せ書きを編集する編集部と、寄せ書きの削除すべき編集内容の指示
を受け付ける削除指示受付部と、削除すべき編集内容を寄せ書きから削除する削除部と、
削除すべき編集内容の編集を行った前記利用者の電子メールアドレス宛に編集内容を削除
したことを示す内容の電子メールを送信する削除メール送信部とを有することを特徴とす
る。
【００１８】
上記目的を達成するために、本発明の第１０の形態に係る寄せ書き管理装置は、回線に接
続され、所定の受取人に渡すための寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理装置であって
、寄せ書きに対する編集内容を回線を介して受け付ける編集受付部と、編集内容に基づい
て寄せ書きを編集する編集部と、受取人に渡す候補となる複数の商品のそれぞれを特定す
る商品特定情報を回線を介して送信する商品候補送信部と、商品特定情報の中から受取人
に渡すべき商品を特定する商品特定情報の選択指示を回線を介して受け付ける商品選択受
付部と、商品選択受付部が受け付けた商品特定情報の選択指示に関する状況を回線を介し
て所定の利用者に送信する選択状況送信部とを有することを特徴とする。
【００１９】
上記目的を達成するために、本発明の第１１の形態に係る寄せ書き管理方法は、複数の利
用者により編集される寄せ書きの編集を管理する寄せ書き管理方法であって、寄せ書きの
編集に参加すべき利用者を特定する利用者情報を記憶する予定利用者記憶ステップと、寄
せ書きの編集を行う利用者を特定する利用者情報と、当該寄せ書きに対する編集内容とを
回線を介して受け付ける編集受付ステップと、編集内容に基づいて寄せ書きを編集する編
集ステップと、予定利用者記憶ステップで記憶した利用者情報と、編集受付ステップで受
け付けた利用者情報とに基づいて、寄せ書きの編集の進捗に関する進捗情報を検出する進
捗情報検出ステップと、進捗情報を回線へ送信する進捗情報送信ステップとを有すること
を特徴とする。
【００２０】
上記目的を達成するために、本発明の第１２の形態に係る商品贈呈支援装置は、回線に接
続され、所定の受取人に渡す商品の贈呈を支援する商品贈呈支援装置であって、受取人に
渡す候補となる複数の商品のそれぞれを特定する商品特定情報を回線を介して送信する商
品候補送信部と、商品特定情報の中から受取人に渡すべき商品を特定する商品特定情報の
選択指示を回線を介して受け付ける商品選択受付部と、商品選択受付部が受け付けた商品
特定情報の選択指示に関する状況を回線を介して所定の利用者に送信する選択状況送信部
とを有することを特徴とする。
【００２１】
上記目的を達成するために、本発明の第１３の形態に係る商品贈呈支援方法は、所定の受
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取人に渡す商品の贈呈を支援する商品贈呈支援方法であって、受取人に渡す候補となる複
数の商品のそれぞれを特定する商品特定情報を回線を介して送信する商品候補送信ステッ
プと、商品特定情報の中から受取人に渡すべき商品を特定する商品特定情報の選択指示を
回線を介して受け付ける商品選択受付ステップと、商品選択受付ステップで、受け付けた
前記商品特定情報の選択指示に関する状況を回線を介して所定の利用者に送信する選択状
況送信ステップとを有することを特徴とする。
【００２２】
上記目的を達成するために、本発明の第１４の形態に係る日付管理装置は、回線に接続さ
れ、第１利用者が所望する第２利用者に関する日付を管理する日付管理装置であって、第
１利用者の電子メールアドレスを記憶する第１利用者記憶部と、第２利用者を特定する利
用者情報と、第２利用者に関する所定の日付とを記憶する第２利用者日付記憶部と、現在
の日付を管理する日付管理部と、現在の日付以降であり、且つ現在の日付から所定日数以
内である第２利用者に関する所定の日付を検出する対象日付出部と、第１利用者の前記電
子メールアドレス宛に日付に対応付けられた第２利用者を特定する利用者情報を送信する
日付通知メール送信部とを有することを特徴とする。
なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではなく、これら
の特徴群のサブコンビネーションも又発明となりうる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲
に係る発明を限定するものではなく、又実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせ
の全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
図１は、本発明の１実施形態に係る寄せ書き管理装置、商品贈呈支援装置、及び日付管理
装置の一例としてのサーバを含む処理ネットワークシステムの構成図である。本処理ネッ
トワークシステムは、寄せ書き管理装置、商品贈呈支援装置、及び日付管理装置の一例と
してのサーバ１０と、複数の端末３０とを有する。サーバ１０と端末３０とは、回線の一
例としてのインターネット２０を介して接続されている。
【００２４】
本実施形態では、端末３０として、Internet Explorer（商標）や、Netscape Communicat
or（商標）等といったブラウザを実行可能であり、且つ電子メールの受信を可能なソフト
ウエアを実行可能なコンピュータ（ＰＣ：Personal computer）を用いている。なお、端
末３０は、これに限られず、ウェブＴＶ（Television）や、ゲーム機であってもよく、要
は、インターネット２０に接続できる環境を有するものであればよい。
【００２５】
図２は、本発明の１実施形態に係るサーバの構成図である。サーバ１０は、寄せ書きデー
タベース１００と、ユーザデータベース１０２と、寄せ書き参加者データベース１０４と
、イラストマスタ１０６と、ギフトマスタ１０８と、ギフトデータベース１１０と、ギフ
ト候補データベース１１２と、印刷データベース１１４と、お礼ギフトデータベース１１
６と、お礼ギフト宛先データベース１１８と、アドレスデータベース１２０と、ライフイ
ベントデータベース１２２と、受信部１３０と、送信部１３２と、メール送信部１３４と
、処理部１３６と、記憶部１３８とを有する。
【００２６】
図３は、本発明の１実施形態に係る寄せ書きデータベースの構成を示す図である。寄せ書
きデータベース１００は、寄せ書きＮｏフィールドと、発起人Ｎｏフィールドと、受取人
氏名フィールドと、受取人Ｅｍａｉｌフィールドと、受取人パスワードフィールドと、寄
せ書きタイプフィールドと、タイトルフィールドと、イラストＮｏフィールドと、背景色
フィールドと、文字色フィールドと、寄せ書きリードフィールドと、関連ＵＲＬフィール
ドと、ＵＲＬコメントフィールドと、締め切り日フィールドと、参加者ＯＰＥＮフィール
ドと、進捗メールフィールドと、ＭＬ作成フィールドと、出力形態フィールドと、参加者
パスワードフィールドと、送信予定日フィールドとを有する。



(11) JP 4719335 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

【００２７】
寄せ書きＮｏフィールドは、寄せ書きを特定する寄せ書き特定情報の一例としての寄せ書
き番号を格納する。発起人Ｎｏフィールドは、寄せ書きの発起をした利用者（発起人）を
特定する発起人番号を格納する。受取人氏名フィールドは、寄せ書きの受取人となる利用
者の氏名を格納する。受取人Ｅｍａｉｌフィールドは、受取人を特定する利用者特定情報
の一例としての電子メールアドレス（Ｅｍａｉｌアドレス）を格納する。受取人パスワー
ドフィールドは、寄せ書きに関する処理を行う際の受取人のパスワードを格納する。寄せ
書きタイプフィールドは、寄せ書きの種類を格納する。寄せ書きの種類は、例えば「結婚
」「送別」が挙げられる。
【００２８】
タイトルフィールドは、寄せ書きにおけるタイトルを格納する。イラストＮｏフィールド
は、寄せ書きに含めるイラスト番号を格納する。背景色フィールドは、寄せ書きの背景色
を規定する背景色情報を格納する。文字色フィールドは、寄せ書きの文字の色を規定する
文字色情報を格納する。寄せ書きリードフィールドは、寄せ書きのための前書を格納する
。関連ＵＲＬフィールドは、関連するホームページのＵＲＬ（uniform resource locator
）を格納する。ＵＲＬコメントフィールドは、ＵＲＬに対するコメントを格納する。締め
切り日フィールドは、寄せ書きの締め切り日（編集期限）を格納する。
【００２９】
参加者ＯＰＥＮフィールドは、寄せ書きに対する編集を自由に認めるか否かの編集認否情
報を格納する。参加者ＯＰＥＮフィールドが”ｏｐｅｎ”の場合には、寄せ書きに対する
編集をいずれの利用者にも認め、参加者ＯＰＥＮフィールドが”ｃｌｏｓｅ”の場合には
、寄せ書きに対する編集を、発起人に登録された利用者のみに対して認める。進捗メール
フィールドは、寄せ書きに対する編集がある毎に進捗に関する進捗情報を電子メールで送
るか否かの情報を格納する。ＭＬ作成フィールドは、発起人及び参加者のメーリングリス
トを作成するか否かの情報を格納する。出力形態フィールドは、寄せ書きの出力形態を特
定する情報を格納する。参加者パスワードフィールドは、参加者が寄せ書きを編集する際
のパスワードを格納する。送信予定日フィールドは、受取人に寄せ書きがあることを通知
する電子メール（寄せ書き通知電子メール）を送信する予定時点の一例としての予定の日
付を格納する。
【００３０】
図４は、本発明の１実施形態に係るユーザデータベースの構成を示す図である。ユーザデ
ータベース１０２は、ユーザＮｏフィールドと、氏名フィールドと、Ｅｍａｉｌフィール
ドと、パスワードフィールドと、リマインダ質問フィールドと、リマインダ回答フィール
ドとを有する。
ユーザＮｏフィールドは、利用者（第１利用者）を特定する利用者番号を格納する。氏名
フィールドは、利用者の氏名を格納する。Ｅｍａｉｌフィールドは、利用者の電子メール
アドレスを格納する。パスワードフィールドは、自分が発起した寄せ書きの管理、利用者
のアドレス帳等を管理するページ（Ｍｙｐａｇｅ）を利用する際のパスワードを格納する
。リマインダ質問フィールドは、パスワードを忘れた際に利用者を認証する際に行う質問
を格納する。リマインダ回答フィールドは、質問に対する回答を格納する。
【００３１】
図５は、本発明の１実施形態に係る寄せ書き参加者データベースの構成を示す図である。
寄せ書き参加者データベース１０４の各レコードは、寄せ書きＮｏフィールドと、枝番フ
ィールドと、参加者氏名フィールドと、参加者Ｅｍａｉｌフィールドと、メッセージフィ
ールドと、参加者種別フィールドと、削除フィールドとを有する。寄せ書きＮｏフィール
ドは、寄せ書きの番号、寄せ書き番号を格納する。枝番フィールドは、同一の寄せ書きの
中における枝番を格納する。参加者氏名フィールドは、当該寄せ書きにおける編集に参加
すべき利用者（参加者）の氏名を格納する。参加者Ｅｍａｉｌフィールドは、参加者の電
子メールアドレスを格納する。メッセージフィールドは、寄せ書きにおける編集内容のメ
ッセージ（書き込み）を格納する。参加者種別フィールドは、参加者が発起人が参加を設
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定した利用者であるか、又は後に追加された参加者であるかの種別を格納する。削除フラ
グフィールドは、メッセージフィールドのメッセージを寄せ書きから削除するか否かを示
すフラグを格納する。
【００３２】
図６は、本発明の１実施形態に係る寄せ書きイラストマスタデータベースの構成を示す図
である。イラストマスタデータベース１０６の各レコードは、イラストＮｏフィールドと
、ジャンルフィールドと、イラストタイトルフィールドと、画像フィールドとを有する。
イラストＮｏフィールドは、寄せ書きに含ませるイラストを特定するイラスト番号を格納
する。イラストジャンルフィールドは、イラストの属するジャンルを格納する。イラスト
タイトルフィールドは、イラストのタイトルを格納する。画像フィールドは、画像のファ
イル名を格納する。
【００３３】
図７は、本発明の１実施形態に係る寄せ書きギフトマスタデータベースの構成を示す図で
ある。ギフトマスタデータベース１０８の各レコードは、ギフトＮｏフィールドと、ジャ
ンルフィールドと、商品カテゴリフィールドと、品名フィールドと、価格フィールドと、
画像フィールドと、詳細フィールドとを有する。ギフトＮｏフィールドは、ギフトを特定
するギフト番号を格納する。ジャンルフィールドは、ギフトの属するジャンルを格納する
。商品カテゴリフィールドは、商品の属する種類を格納する。品名フィールドは、商品名
を格納する。価格フィールドは、商品の価格を格納する。画像フィールドは、商品を示す
画像のファイル名を格納する。詳細フィールドは、商品に関する詳細な内容を格納する。
【００３４】
図８は、本発明の１実施形態に係る寄せ書きギフトデータベースの構成を示す図である。
ギフトデータベース１１０の各レコードは、寄せ書きＮｏフィールドと、ギフト有無フィ
ールドと、ギフトＮｏフィールドと、ギフト受取人氏名フィールドと、ギフト受取人住所
フィールドと、ギフト受取人ＴＥＬフィールドと、カード種類フィールドと、カードＮｏ
フィールドと、カード有効期限フィールドとを有する。
【００３５】
寄せ書きＮｏフィールドは、対応する寄せ書きの寄せ書き番号を格納する。ギフト有無フ
ィールドは、ギフトがあるか否かを示す情報を格納する。ギフトＮｏフィールドは、受取
人に贈るギフト番号を格納する。ギフト受取人氏名フィールドは、ギフトの受取人の氏名
を格納する。ギフト受取人住所フィールドは、ギフトの受取人の住所を格納する。ギフト
受取人ＴＥＬフィールドは、ギフトの受取人の電話番号を格納する。カード種類フィール
ドは、ギフトの支払に用いるクレジットカードの種類を格納する。カードＮｏフィールド
は、クレジットカードの番号を格納する。カード有効期限フィールドは、クレジットカー
ドの有効期限を格納する。
【００３６】
図９は、本発明の１実施形態に係る寄せ書きギフト候補データベースの構成を示す図であ
る。ギフト候補データベース１１２の各レコードは、寄せ書きＮｏフィールドと、ギフト
Ｎｏフィールドと、投票数フィールドとを有する。寄せ書きＮｏフィールドは、対応する
寄せ書きの寄せ書き番号を格納する。ギフトＮｏフィールドは、候補となるギフトのギフ
ト番号を格納する。投票数フィールドは、当該ギフトに対する投票数を格納する。
【００３７】
図１０は、本発明の１実施形態に係る寄せ書き印刷データベースの構成を示す図である。
印刷データベース１１４の各レコードは、寄せ書きＮｏフィールドと、印刷イメージフィ
ールドと、受取人住所フィールドと、受取人ＴＥＬフィールドと、カード種類フィールド
と、カードＮｏフィールドと、カード有効期限フィールドとを有する。寄せ書きＮｏフィ
ールドは、対応する寄せ書きの寄せ書き番号を格納する。印刷イメージフィールドは、当
該寄せ書きの印刷イメージを示す画像のファイル名を格納する。受取人住所フィールドは
、印刷物の受取人の住所を格納する。受取人ＴＥＬフィールドは、受取人の電話番号を格
納する。カード種類フィールドは、支払に使用するクレジットカードの種類を格納する。
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カードＮｏフィールドは、クレジットカードの番号を格納する。カード有効期限フィール
ドは、クレジットカードの有効期限を格納する。
【００３８】
図１１は、本発明の１実施形態に係るお礼ギフトデータベースの構成を示す図である。お
礼ギフトデータベース１１６の各レコードは、寄せ書きＮｏフィールドと、ギフトＮｏフ
ィールドと、カード種類フィールドと、カードＮｏフィールドと、カード有効期限フィー
ルドとを有する。寄せ書きＮｏフィールドは、対応する寄せ書きの番号を格納する。ギフ
トＮｏフィールドは、お礼に返すギフトのギフト番号を格納する。カード種類フィールド
は、支払に用いるクレジットカードの種類を格納する。カードＮｏフィールドは、クレジ
ットカードの番号を格納する。カード有効期限フィールドは、クレジットカードの有効期
限を格納する。
【００３９】
図１２は、本発明の１実施形態に係るお礼ギフト宛先データベースの構成を示す図である
。お礼ギフト宛先データベース１１８の各レコードは、寄せ書きＮｏフィールドと、枝番
フィールドと、宛先氏名フィールドと、宛先住所フィールドと、宛先ＴＥＬフィールドと
を有する。寄せ書きＮｏフィールドは、対応する寄せ書きの寄せ書き番号を格納する。枝
番フィールドは、同一の寄せ書きにおける枝番を格納する。宛先氏名フィールドは、宛先
となるユーザの氏名を格納する。宛先住所フィールドは、宛先のとなるユーザの住所を格
納する。宛先ＴＥＬフィールドは、宛先となるユーザの電話番号を格納する。
【００４０】
図１３は、本発明の１実施形態に係る寄せ書きアドレスデータベースの構成を示す図であ
る。アドレスデータベース１２０の各レコードは、アドレスＮｏフィールドと、ユーザー
Ｎｏフィールドと、枝番フィールドと、氏名フィールドと、Ｅｍａｉｌフィールドと、住
所フィールドと、ＴＥＬフィールドとを有する。アドレスＮｏフィールドは、アドレスデ
ータベースにおけるアドレス番号を格納する。ユーザーＮｏフィールドは、当該アドレス
データベースを利用するユーザのユーザデータベースにおけるユーザ番号を格納する。枝
番フィールドは、同一のユーザに対応する中におけるレコードの枝番を格納する。氏名フ
ィールドは、当該データベースを利用するユーザが管理を所望する管理対象ユーザ（第２
利用者）の氏名を格納する。Ｅｍａｉｌフィールドは、管理対象ユーザの電子メールアド
レスを格納する。住所フィールドは、管理対象ユーザの住所を格納する。ＴＥＬフィール
ドは、管理対象ユーザの電話番号を格納する。
【００４１】
図１４は、本発明の１実施形態に係るライフイベントデータベースの構成を示す図である
。ライフイベントデータベース１２２の各レコードは、アドレスＮｏフィールドと、枝番
フィールドと、イベント名称フィールドと、イベント日付フィールドと、事前通知フィー
ルドとを有する。アドレスＮｏフィールドは、対応するアドレスデータベース１２０のア
ドレス番号を格納する。枝番フィールドは、同一のアドレス番号における枝番を格納する
。イベント名称フィールドは、イベントの名称を格納する。イベント日付フィールドは、
イベントの日付を格納する。事前通知フィールドは、イベントの日付け以前の所定の時点
において事前通知を行うか否かを示す情報を格納する。
【００４２】
図２に戻り、受信部１３０は、インターネット２０を介して端末３０から種々の情報を受
け付ける。例えば、受信部１３０は、寄せ書きの編集を発起した発起利用者を特定する利
用者情報、例えば、電子メールアドレスを受け付ける。また、受信部１３０は、寄せ書き
の編集期限、寄せ書きの種類を受け付ける。また、受信部１３０は、寄せ書きの編集に参
加すべき利用者を特定する利用者情報、例えば、電子メールアドレスを受け付ける。また
、受信部１３０は、寄せ書きの編集に参加すべき利用者を特定する利用者情報の追加を許
可する利用者を特定する利用者情報を受け付ける。
【００４３】
また、受信部１３０は、寄せ書きの受取人となる利用者を特定する利用者情報、例えば、



(14) JP 4719335 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

電子メールアドレスを受け付ける。また、受信部１３０は、寄せ書き通知電子メールを受
取人に送信する予定時点を受け付ける。また、受信部１３０は、寄せ書きに基づいた寄せ
書きの出力形態を特定する出力形態情報を受け付ける。また、受信部１３０は、参加すべ
き参加者宛の電子メールに含める要請内容の編集内容を受け付ける。
【００４４】
また、受信部１３０は、寄せ書きに対する編集内容を受け付ける。本実施形態では、編集
内容とともに、当該編集を行う利用者を特定する利用者情報を受け付ける。また、受信部
１３０は、寄せ書きの編集に参加すべき利用者を特定する利用者情報の追加を受け付ける
。また、受信部１３０は、関与した寄せ書きの検出を所望する利用者を特定する利用者情
報を受け付ける。
【００４５】
また、受信部１３０は、寄せ書きを特定する寄せ書き特定情報を受け付ける。また、受信
部１３０は、寄せ書きの削除すべき編集内容の指示を受け付ける。また、受信部１３０は
、商品特定情報の中から受取人に渡すべき商品を特定する商品特定情報の選択指示を受け
付ける。
【００４６】
送信部１３２は、インターネット２０を介して端末３０等に種々の情報を送信する。例え
ば、送信部１３２は、種々のページを送信する。また、送信部１３２は、寄せ書きを送信
する。また、送信部１３２は、進捗情報を送信する。また、送信部１３２は、寄せ書きに
おける配置に関する配置候補を送信する。また、送信部１３２は受取人に渡す候補となる
複数の商品のそれぞれを特定する商品特定情報を送信する。また、送信部１３２は商品特
定情報の選択指示に関する状況を送信する。
【００４７】
メール送信部１３４は、インターネット２０を介して種々の電子メールを送信する。メー
ル送信部１３４は、寄せ書きの編集に参加すべき前記利用者の前記電子メールアドレス宛
に寄せ書きに到達するための到達情報及び要請内容を送信する。また、電子メール送信部
１３４は、発起人の電子メールアドレス宛に進捗情報を送信する。また、メール送信部１
３４は、編集を催促する催促内容を含む電子メールを送信する。
【００４８】
また、メール送信部１３４は、受取人宛の寄せ書きがあることを示す内容と、当該寄せ書
きに到達するための到達情報とを含む寄せ書き通知電子メールを受取人の電子メールアド
レス宛に送信する。また、メール送信部１３４は、予定時点に近づいていることを示す内
容の電子メールを所定の利用者の電子メールアドレス宛に送信する。削除すべき編集内容
の編集を行った利用者の電子メールアドレス宛に編集内容を削除したことを示す内容の電
子メールを送信する。
【００４９】
処理部１３６は、検出処理部１３６ａと、登録処理部１３６ｂと、管理処理部１６ｃと、
ページ処理部１３６ｄとを有する。検出処理部１３６ａは、寄せ書きの編集の進捗に関す
る進捗情報を検出する。本実施形態では、検出処理部１３６ａは、寄せ書きの編集に参加
すべき利用者の中の寄せ書きの編集を行っていない利用者を特定する利用者情報を含む進
捗情報を検出する。検出処理部１３６ａは、出力形態情報に基づいて、寄せ書きに基づい
て出力される寄せ書きにおける配置に関する配置候補を記憶部１３８から検出する。検出
処理部１３６ａは、利用者情報と対応付けられている寄せ書き特定情報を検出する。また
、検出処理部１３６ａは、寄せ書き特定情報に対応付けられている、発起人又は参加者の
電子メールアドレスの少なくとも一方を検出する。また、検出処理部１３６ａは、現在の
日付以降であり、且つ現在の日付から所定日数以内である利用者に関する所定の日付と対
応付けられている利用者情報を検出する。
【００５０】
登録処理部１３６ｂは、各種情報をデータベース１００～１２２に登録する。例えば、登
録処理部１３６ｂは、受信部１３０が受け付けた寄せ書きに対する編集内容をデータベー
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スに登録する。また、登録処理部１３６ｂは、削除すべき編集内容を寄せ書きから削除す
る。管理処理部１３６ｃは、寄せ書きの種類に基づいて、寄せ書きの編集を要請する要請
内容を生成する。また、管理処理部１３６ｃは、所定の宛先への電子メールをメール送信
部１３４に送信させる。また、管理処理部１３６ｃは、現在の日付を管理する。ページ処
理部１３６ｄは、データベース１００～１２２のデータに基づいてページを生成する。ペ
ージ処理部１３６ｄは、記憶部１３８に記憶されたページ、又は生成したページを送信部
１３２により送信させる。記憶部１３８は、種々のページを記憶する。
【００５１】
ここで、本実施形態では、特許請求の範囲にいう編集受付部、発起情報受付部、編集期限
受付部、予定利用者受付部、追加利用者受付部、編集認否受付部、発起受付部、要請内容
編集受付部、編集期限受付部、受取人情報受付部、送信予定時点受付部、出力形態情報受
付部、発起利用者受付部、受取利用者受付部、関与利用者受付部、寄せ書き特定受付部、
削除指示受付部、及び商品選択受付部は、主に受信部１３０によって構成される。
【００５２】
また、特許請求の範囲にいう進捗情報送信部、編集要請送信部、配置候補送信部、商品候
補送信部、及び選択状況送信部は、主に送信部１３２によって構成され、特許請求の範囲
にいう編集要請送信部、進捗情報送信部、催促メール送信部、寄せ書き通知メール送信部
、予定通知メール送信部、及び日付通知メール送信部は、主にメール送信部１３４によっ
て構成される。
【００５３】
また、特許請求の範囲にいう予定利用者記憶部は、主に寄せ書き参加者データベース１０
４により構成され、特許請求の範囲にいう発起情報記憶部は、主にユーザデータベース１
０２によって構成され、特許請求の範囲にいう寄せ書き管理記憶部は、主に寄せ書きデー
タベース、ユーザデータベース、寄せ書き参加者データベース、アドレスデータベース、
及びライフイベントデータベースによって構成され、特許請求の範囲に言う第１利用者記
憶部は、ユーザデータベース１０２によって構成され、特許請求の範囲に言う第２利用者
日付管理部は、お礼ギフト宛先データベース１１８及びライフイベントデータベース１２
２によって構成される。
【００５４】
また、特許請求の範囲にいう未編集利用者検出部、関連寄せ書き検出部、関与利用者アド
レス検出部、利用者情報検出部、進捗情報検出部、及び対象日付検出部は、主に検出処理
部１３６ａによって構成される。また、特許請求の範囲にいう編集部及び削除部は、主に
、登録処理部１３６ｂによって構成される。また、特許請求の範囲にいう要請内容生成部
及び日付管理部は、主に管理処理部１３６ｃによって構成される。
【００５５】
図１５は、本発明の１実施形態に係るサーバのハードウエア構成図である。サーバ１０は
、ＣＰＵ（central processing unit）１５０と、ＲＡＭ(random access memory)１５４
と、ＲＯＭ（read only memory）１５２と、通信Ｉ／Ｆ（インターフェース）１５６と、
ディスプレイ１５８と、入力装置１６０と、ハードディスク装置１６２と、ＦＤ（floppy
 disk）ドライブ１６４と、ＣＤ－ＲＯＭ（compact disk ROM）ドライブ１６６とを有す
る。
【００５６】
ＣＰＵ１５０は、ＲＡＭ１５４及びＲＯＭ１５２に格納されたプログラムに基づいて処理
を行う。通信Ｉ／Ｆ１５６は、インターネット２０との間のデータの受け渡しを仲介する
。ディスプレイ１５８は、各種情報を表示する。入力装置１６０は、サーバ１０に対する
設定等を入力する。ＦＤドライブ１６４は、フロッピーディスク１６８からデータ又はプ
ログラムを読み取ってＣＰＵ１５０に渡す。ＣＤ－ＲＯＭドライブ１６６は、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ１７０からデータ又はプログラムを読み取ってＣＰＵ１５０に渡す。ハードディスク１
６２は、ＦＤドライブ１６４又はＣＤ－ＲＯＭドライブ１６６によって読み出されたデー
タ又はプログラムや、ＣＰＵ１５０がプログラムを実行することにより作成されたデータ
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を記憶するとともに、記憶したデータ又はプログラムを読み取ってＣＰＵ１５０に渡す。
【００５７】
本実施形態では、上記機能を構成するためのプログラムを有するＣＤ－ＲＯＭ１７０から
、当該プログラムを読み出してハードディスク１６２にインストールさせておき、ハード
ディスク１６２から当該プログラムを読出してＣＰＵ１５０が実行することにより、上記
機能を実現する。
【００５８】
次に、本発明に１実施形態に係る処理ネットワークシステムにおける動作を説明する。
図１６は、本発明の１実施形態に係る主処理のシーケンス図である。処理ネットワークシ
ステムにおいて、端末３０からトップページの要求が送信される（ステップＳ１００）と
、サーバ１０の受信部１３０が当該トップページの要求を受信し、ページ処理部１３６ｄ
が記憶部１３８からトップページを取り出して、端末３０に送信する（ステップＳ１０２
）。端末３０は、図１７に示すトップページ２００を表示する。トップページ２００は、
編集する寄せ書きのタイプの選択入力を端末３０のユーザにより受け付けて、当該選択入
力をサーバ１０に送信するタイプ選択領域２００ａと、端末３０のユーザのアドレス帳等
を管理するマイページ（ＭｙＰａｇｅ）を表示させる要求をユーザから受け付けてサーバ
１０に送信するマイページボタン２００ｂと、寄せ書きの管理を行う管理ページを表示さ
せる要求をユーザから受け付けてサーバ１０に送信する管理ページボタン２００ｃを有す
る。
【００５９】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力をサーバ１０に送信
し（ステップＳ１０４）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力を受け付けて
処理部１３６に渡す。処理部１３６は、寄せ書きタイプの入力である場合には、寄せ書き
発起処理（ステップＳ１０８）を行い、管理ページの要求の入力である場合には、管理処
理（ステップＳ１１０）を行い、マイページの要求の入力である場合には、マイページ処
理を行う（ステップＳ１１２）。
【００６０】
図１８及び図１９は、本発明の１実施形態に係る寄せ書き発起処理（ステップＳ１０８）
のシーケンス図である。図１８のＡ及びＢは、それぞれ図１９のＡ及びＢに続いているも
のとする。まず、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から登録パスワード入力ページを
取り出して、送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２００）。端末３０
は、図２０に示す登録パスワード入力ページ２０２を表示する。登録パスワード入力ペー
ジ２０２は、ｅ－ｍａｉｌアドレス（電子メールアドレス）の入力を受け付けるｅ－ｍａ
ｉｌ入力領域２０２ａと、パスワードを受け付けるパスワード入力領域２０２ｂと、発起
人氏名の入力を受け付ける氏名入力領域２０２ｃと、発起人ｅ－ｍａｉｌアドレス入力領
域２０２ｄと、パスワードの登録入力を受け付けるパスワード入力領域２０２ｅと、パス
ワードを忘れた際のリマインダーの質問を受け付けるリマインダー質問入力領域２０２ｆ
と、リマインダーの質問の回答を受け付けるリマインダー回答入力領域２０２ｇと、入力
内容の送信を受け付けるＯＫボタン２０２ｈとを有する。
【００６１】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ２０２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力を受け付
けて処理部１３６に渡す。処理部１３６の管理処理部１３６ｃが、初回か否かを検出する
（ステップＳ２０４）。ここで、ｅ－ｍａｉｌとパスワードが入力されている場合には、
初回でないと検出し、発起人氏名、発起人ｅ－ｍａｉｌ、パスワード登録、リマインダー
質問、及びリマインダー回答が入力されている場合には初回であると検出する。
【００６２】
初回であると検出された場合には、登録処理部１３６ａが入力された、発起人氏名、発起
人ｅ－ｍａｉｌ、パスワード登録、リマインダー質問、及びリマインダー回答をユーザデ
ータベース１０２に登録する（ステップＳ２０６）。一方、初回でない場合には、検索処
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理部１３６ａにより入力されたｅ－ｍａｉｌとパスワードが登録されているか否かを検出
する（ステップＳ２０８）。この結果、登録されていない場合には再度ステップＳ２００
からのステップを実行する。
【００６３】
ユーザデータベース１０２に新たに登録した場合又は既に登録している場合には、ページ
処理部１３６ｄが記憶部１３８から基本情報入力ページを取り出して、送信部１３２によ
り端末３０へ送信させる（ステップＳ２１０）。端末３０は、図２１に示す基本情報入力
ページを表示する。基本情報入力ページ２０４は、寄せ書きの受取人の氏名の入力を受け
付ける受取人氏名入力領域２０４ａと、寄せ書きの受取人の電子メールアドレスの入力を
受け付ける受取人ｅ－ｍａｉｌ入力領域２０４ｂと、寄せ書きのタイトルの入力を受け付
ける寄せ書きタイトル入力領域２０４ｃと、寄せ書きに含めるイラストの選択を受け付け
る、又は寄せ書きに含めるユーザが作成したイラストのファイル名を受け付けるイラスト
選択入力領域２０４ｄとを有する。
【００６４】
また、基本情報入力ページ２０４は、寄せ書きの背景色の選択を受け付ける背景色選択領
域２０４ｅと、寄せ書きの文字色の選択を受け付ける文字色選択領域２０４ｆと、寄せ書
きの前書（リード）を受け付ける寄せ書きリード入力領域２０４ｇと、寄せ書きに関連す
るＵＲＬの入力を受け付ける関連ＵＲＬ入力領域２０４ｈと、ＵＲＬに関するコメントを
受け付けるＵＲＬコメント入力領域２０４ｉと、過去に登録されたアドレスを表示させる
要求を入力して送信する過去登録アドレス表示ボタン２０４ｊとを有する。
【００６５】
また、基本情報入力ページ２０４は、寄せ書きに参加すべき利用者（参加者）の電子メー
ルアドレスの入力を受け付ける参加者アドレス入力領域２０４ｋと、寄せ書きの編集の締
め切り日の入力を受け付ける締め切り日入力領域２０４ｌと、編集認否情報の選択を受け
付ける編集認否選択領域２０４ｍと、寄せ書きの進捗メールの要不要を入力する進捗メー
ル要不要選択領域２０４ｎと、発起人及び参加者の電子メールアドレスのリスト（メーリ
ングリスト）を作成するか否かを受け付けるメーリングリスト作成選択領域２０４ｏと、
ＷＥＢ以外についての寄せ書きの出力形態の選択を受け付ける出力形態入力領域２０４ｐ
と、各入力領域に入力された内容の送信を受け付けるＯＫボタン２０４ｑとを有する。
【００６６】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信する（ステップＳ２１２）。ここで、イラスト選択入力領域２０４ｄに、ユーザによ
り画像名が入力された場合には、該当する画像ファイルもサーバ１０に送信する。その後
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。管理処理部１３６ｃが、入力内容が過去に登録されたアドレスを表示させる要求である
か否かを検出する（ステップＳ２１４）。この結果、過去に登録されたアドレスを表示さ
せる要求である場合には、検出処理部１３６ａが発起人となった寄せ書きにおける参加者
の電子メールアドレスを寄せ書きデータベース、ユーザデータベース及び寄せ書き参加者
データベースに基づいて検出する。次いで、ページ処理部１３６ｄが当該電子メールアド
レスを含む寄せ書き単位アドレスページを生成して、送信部１３２により端末３０へ送信
させる（ステップＳ２１６）。端末３０は、図２２に示す寄せ書き単位アドレスページ２
０６を表示する。寄せ書き単位アドレスページ２０６は、各寄せ書き毎に参加した参加者
の電子メールアドレスを選択可能に表示する電子メールアドレス表示領域２０６ａ及び２
０６ｂと、電子メールアドレスをアドレスでソートさせる要求を送信させるアドレスソー
トボタン２０６ｃと、電子メールアドレスの選択を送信する要求を受け付けるＯＫボタン
２０６ｄとを有する。これによって、参加者の電子メールアドレスを容易に選択すること
ができる。
【００６７】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ２１８）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受
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け付けて処理部１３６に渡す。管理処理部１３６ｃが、電子メールアドレスのソートの要
求であるか否かを検出する（ステップＳ２２０）。この結果、電子メールアドレスのソー
トの要求である場合には、ページ処理部１３６ｄが電子メールアドレスをソートして対応
アドレスページを生成し、当該対応アドレスページを送信部１３２により端末３０へ送信
させる（ステップＳ２２２）。端末３０は、図２３に示す対応アドレスページ２０８を表
示する。対応アドレスページ２０８は、各寄せ書きに参加した参加者の電子メールアドレ
スを選択可能に表示する電子メールアドレス表示領域２０８ａと、電子メールアドレスを
寄せ書き毎にソートさせる要求を送信させる寄せ書きソートボタン２０８ｂと、電子メー
ルアドレスの選択を送信する要求を受け付けるＯＫボタン２０８ｃとを有する。これによ
って、参加者の電子メールアドレスを容易に選択することができる。
【００６８】
一方、端末から送信された入力内容が過去に登録されたアドレスを表示させる要求でない
場合、又は、電子メールアドレスのソートの要求でない場合には、登録処理部１３６ｂが
入力内容をデータベースに格納する（ステップＳ２２４）。すなわち、登録処理部１３６
ｂは、寄せ書きデータベース１００に新たなレコードを作成し、入力内容中の、寄せ書き
の受取人の氏名、寄せ書きの受取人の電子メールアドレス、寄せ書きのタイトル、選択さ
れた寄せ書きに含めるイラスト、選択された寄せ書きの背景色、選択された寄せ書きの文
字色、寄せ書きのリード、寄せ書きに関連するＵＲＬ、ＵＲＬに関するコメント、寄せ書
きの編集の締め切り日、選択された編集認否情報、寄せ書きの進捗メールの要不要、メー
リングリストを作成するか否か、及び選択された寄せ書きの出力形態を当該レコードの対
応するフィールドに格納する。
【００６９】
次いで、管理処理部１３６ｃが端末３０での入力内容に出力形態として印刷物が選択され
ているか否かを検出し（ステップＳ２２６）、印刷物が選択されている場合には、ページ
処理部１３６ｄが記憶部１３８から送付先登録ページを取り出して、送信部１３２により
端末３０へ送信させる（ステップＳ２２８）。端末３０は、図２４に示す送付先登録ペー
ジ２１０を表示する。送付先登録ページ２１０は、受取人の住所の入力を受け付ける受取
人住所入力領域２１０ａと、受取人の電話番号の入力を受け付ける受取人電話番号２１０
ｂと、支払を行うクレジットカードの種類の選択を受け付けるカード種類選択領域２１０
ｃと、クレジットカードの番号の入力を受け付けるカード番号入力領域２１０ｄと、クレ
ジットカードの有効期限の入力を受け付ける有効期限入力領域２１０ｅと、各入力領域に
入力された内容の送信を受け付けるＯＫボタン２１０ｆとを有する。
【００７０】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン２１０ｆが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２３０）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。登
録処理部１３６ｂが入力内容を印刷データベース１１４に登録する。すなわち、登録処理
部１３６ｂが印刷データベース１１４に新たなレコードを作成し、寄せ書きＮｏフィール
ドに該当する寄せ書き番号を登録するとともに、受取人の住所、受取人の電話番号、クレ
ジットカードの種類、クレジットカードの番号、クレジットカードの有効期限の入力を当
該レコードの該当するフィールドに格納する。
【００７１】
上記ステップＳ２３０が終わった場合、又は、出力形態として印刷物が選択されていない
場合には、ページ処理部１３６ｄが、ユーザによって入力された、寄せ書きの受取人の氏
名、寄せ書きの受取人の電子メールアドレス、寄せ書きのタイトル、選択された寄せ書き
に含めるイラスト、選択された寄せ書きの背景色、選択された寄せ書きの文字色、寄せ書
きのリード、寄せ書きに関連するＵＲＬ、ＵＲＬに関するコメント、寄せ書きの編集の締
め切り日、選択された編集認否情報、寄せ書きの進捗メールの要不要、メーリングリスト
を作成するか否か、及び選択された寄せ書きの出力形態、印刷物の送付先等を有する登録
内容確認ページを生成し、送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２３２
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）。端末３０は、図２５に示す登録内容確認ページ２１２を表示する。登録内容確認ペー
ジ２１２は、ユーザによって入力された上記内容を有するとともに、内容の確認を受け付
けるＯＫボタン２１２ａを有する。
【００７２】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン２１２ａが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２３４）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。ペ
ージ処理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知ページを取り出して、送信部１３２によ
り端末３０へ送信させる（ステップＳ２３６）。端末３０は、図２６に示す完了通知ペー
ジ２１４を表示する。完了通知ページ２１４は、”寄せ書きページができました”との表
示を有するとともに、ギフトを贈ることを受け付けるギフト贈呈ボタン２１４ａと、ギフ
トを贈らないことを受け付けるギフト不贈呈ボタン２１４ｂとを有する。
【００７３】
次いで、端末３０は、ユーザからの入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２３８）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。管理処理部１３ｃは、入力内容がギフトの贈呈を行うか否かのいずれであるかを検出し
（ステップＳ２４０）、ギフトの贈呈を行うと検出した場合には、ギフト候補処理（ステ
ップＳ２４２）を行う。
【００７４】
ギフト贈呈を行わないと検出した場合、又はギフト候補処理を終えた場合には、
管理処理部１３６ｃが参加者に寄せ書きの参加を要請する電子メールの内容を生成する（
ステップＳ２４４）。本実施形態では、管理処理部１３６ｃが、発起人の氏名、寄せ書き
のタイプ、ギフトの有無、出力形態、メーリングリストの有無、及び寄せ書きの編集認否
の少なくとも１つに基づいて、メール中の要請内容を生成する。また、本実施形態では、
電子メールの内容には、寄せ書きの編集を行うページに到達するためのページのＵＲＬ（
到達情報）、寄せ書きの編集に際して参加者が入力すべきパスワード、及び編集の締め切
り日がある。なお、本実施形態では、寄せ書きの編集に際して参加者が入力すべきパスワ
ードは、発起人のパスワードと異なる。
【００７５】
次いで、ページ処理部１３６ｄが管理処理部１３６ｃにより生成された要請内容を有する
呼びかけメール編集ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステッ
プＳ２４６）。端末３０は、図２７に示す呼びかけメール編集ページ２１６を表示する。
呼びかけメール編集ページ２１６は、メールを送信する参加者の電子メールアドレスを表
示するアドレス表示領域２１６ａと、参加者への要請内容を表示するとともに、ユーザか
らの編集内容を受け付ける要請内容表示編集領域２１６ｂと、各入力領域に入力された内
容の送信を受け付けるＯＫボタン２１６ｃとを有する。
【００７６】
次いで、端末３０は、ユーザからの入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２４８）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。管理処理部１３６ｃは、入力された内容にメールの内容を編集する内容が含まれていれ
ば、当該編集する内容に基づいて要請内容の編集を行う（ステップＳ２５０、Ｓ２５２）
。次いで、管理処理部１３６ｃがメール送信部１３４により参加者の電子メールアドレス
宛に要請内容等を有する電子メールを送信させる（ステップＳ２５４）。本実施形態では
、電子メールの送信元を発起人とする。本実施形態では、電子メールは、寄せ書きの編集
を行うページに到達するためのページのＵＲＬ、寄せ書きの編集に際して参加者が入力す
べきパスワード、及び編集の締め切り日等の内容を有する。これによって、参加者に対し
て容易且つ適切に寄せ書きの編集の要請を行うことができる。
【００７７】
ページ処理部１３６ｄが寄せ書きデータベース１００のデータに基づいて寄せ書きを生成
する。本実施形態では、寄せ書きのタイトル、背景色、文字色、寄せ書きリードを寄せ書
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きに反映させる。次いで、ページ処理部１３６ｄが当該寄せ書きを有する書き込みページ
を送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２５６）。端末３０は、図２８
に示す書き込みページ２１８を表示する。書き込みページ２１８は、寄せ書きのタイトル
、イラスト、及び寄せ書きリードを表示する表示領域の他に、寄せ書きに対する編集内容
を受け付ける記入欄２１８ａと、各入力領域に入力された内容の送信を受け付けるＯＫボ
タン２１８ｂとを有する。
【００７８】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン２１２ａが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２５８）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。ペ
ージ処理部１３６ｄは、受け付けた入力内容中の寄せ書きに対する編集内容に基づいて、
編集内容を確認するための書き込み確認ページを生成して送信部１３２により端末３０へ
送信させる（ステップＳ２６０）。端末３０は、図２９に示す書き込み確認ページ２２０
を表示する。書き込み確認ページ２２０は、ユーザによる寄せ書きに対する編集内容を表
示する領域を有するとともに、内容の確認を受け付けるＯＫボタン２２０ａを有する。
【００７９】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン２２０ａが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２６２）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。登
録処理部１３６ｂは、ユーザから入力されている編集内容を寄せ書き参加者データベース
１０４の発起人に対応付けられているレコードのメッセージフィールドに登録する（ステ
ップＳ２６４）。これによって寄せ書きが編集されることとなる。この後、ページ処理部
１３６ｄは、記憶部１３８から完了通知ページを取り出して送信部１３２により端末３０
へ送信させる（ステップＳ２６６）。端末３０は、図３０に示す”寄せ書きありがとう！
”との内容を有する完了通知ページ２２２を表示する。
【００８０】
図３１は、本発明の１実施形態に係るギフト候補処理（ステップＳ２４２）のシーケンス
図である。まず、ページ処理部１３６ｄが、記憶部１３８からギフトの検索条件を設定す
るためのギフト検索条件設定ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させ
る（ステップＳ３００）。端末３０は、図３２に示すギフト検索条件設定ページ３００を
表示する。ギフト検索条件設定ページ３００は、ギフトの予算を入力するギフト予算入力
領域３００ａと、ギフトの目的を選択する使用目的選択領域３００ｂと、希望するギフト
のカテゴリを選択する希望商品カテゴリ選択領域３００ｃと、各入力領域に入力された内
容の送信を受け付けるＯＫボタン３００ｄとを有する。
【００８１】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン３００ｄが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ３０２）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。検
出処理部１３６ａがギフトマスタデータベース１０８から入力内容に含まれている検索条
件に合致するギフトを検出する（ステップＳ３０４）。次いで、ページ処理部１３６ｄが
検出したギフトを含む検索結果・候補選択ページを生成して送信部１３２により端末３０
へ送信させる（ステップＳ３０６）。端末３０は、図３３に示す検索結果・候補選択ペー
ジ３０２を表示する。検索結果・候補選択ページ３０２は、ギフトを特定するギフト特定
情報を選択可能に表示するギフト選択領域３０２ａと、入力された内容の送信を受け付け
るＯＫボタン３０２ｂとを有する。
【００８２】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン３０２ｂが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ３０８）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。ペ
ージ処理部１３６ｄが入力内容に含まれる選択されたギフトを特定するギフト特定情報を
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含む選択候補一覧ページを作成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップ
Ｓ３１０）。端末３０は、図３４に示す選択候補一覧ページ３０４を表示する。選択候補
一覧ページ３０４は、ギフトを特定する情報及びギフトの画像を表示するギフト表示領域
３０４ａと、内容の確認を受け付けるＯＫボタン３０４ｂを有する。
【００８３】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン３０４ｂが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ３１２）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。登
録処理部１３６ｂが既に選択されたギフトを特定する情報をギフト候補データベース１１
２に登録する。更に、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８からカード情報登録ページを
取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ３１４）。端末３０は
、図３５に示すカード情報登録ページ３０６を表示する。カード情報登録ページ３０６は
、支払を行うクレジットカードの種類の選択を受け付けるカード種類選択領域３０６ａと
、クレジットカードの番号の入力を受け付けるカード番号入力領域３０６ｂと、クレジッ
トカードの有効期限の入力を受け付ける有効期限入力領域３０６ｃと、各入力領域に入力
された内容の送信を受け付けるＯＫボタン３０６ｄとを有する。
【００８４】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン３０６ｄが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ３１６）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。ページ
処理部１３６ｄが受け付けた入力内容に基づいて入力されたカード情報を確認するための
カード情報確認ページを生成し、当該カード情報確認ページを送信部１３２により端末３
０へ送信させる（ステップＳ３１８）。端末３０は、図３６に示すカード情報確認ページ
３０８を表示する。カード情報確認ページ３０８は、入力されたクレジットカードの種類
、番号、有効期限を表示する表示領域と、内容の確認を受け付けるＯＫボタン３０８ａを
有する。
【００８５】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン３０６ｄが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ３２０）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次いで
、登録処理部１３６ｂが既に入力されているクレジットカードの種類、番号、有効期限を
ギフトデータベース１１０に登録する（ステップＳ３２２）。
【００８６】
図３７は、本発明の１実施形態に係る参加者書き込み処理のシーケンス図である。端末３
０はユーザから電子メールで通知された寄せ書きの編集ページに到達するための到達ペー
ジのＵＲＬの入力を受け付けると、当該ＵＲＬの到達ページの送信要求をサーバ１０に送
信し（ステップＳ４００）、サーバ１０の受信部１３０が到達ページの要求を受けて処理
部１３６に渡す。ページ処理部１３６ｄが到達ページを記憶部１３８から取り出して送信
部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ４０２）。端末３０は、図３８に示す
到達ページ４００を表示する。到達ページ４００は、参加者の電子メールアドレスを入力
する電子メール入力領域４００ａと、寄せ書きの編集に際して参加者が入力すべきパスワ
ードを入力するパスワード入力領域４００ｂと、各入力領域に入力された内容の送信を受
け付けるＯＫボタン４００ｃとを有する。
【００８７】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン４００ｃが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ４０４）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次いで
、検出処理部１３６ａが入力内容に基づいて認証処理を行う（ステップＳ４０６）。本実
施形態では、検出処理部１３６ａは、当該ページから到達する寄せ書きに対応付けられて
いる編集認否情報が”ｏｐｅｎ”の場合には、入力内容のパスワードが当該寄せ書きの参
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加者用のパスワードと同一の場合に認証を行い、編集認否情報が”ｃｌｏｓｅ”の場合に
は、入力内容のパスワードが当該寄せ書きの参加者用のパスワードとが同一であり、且つ
入力内容の電子メールアドレスが当該寄せ書きの参加者として寄せ書き参加者データベー
ス１０４に格納されている場合に認証する。これによって、例えば、寄せ書きの編集を参
加者にのみ限ることを適切に行うことができる。
【００８８】
この結果、認証されなかった場合には、ページ処理部１３６ｄが拒絶ページを記憶部１３
８から取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ４０８）。端末
３０は、図３９に示す寄せ書きへの編集を拒絶する内容を有する拒絶ページ４０２を表示
する。一方、認証された場合には、ページ処理部１３６ｄが書き込みページを記憶部１３
８から取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ４１０）。端末
３０は、図４０に示す書き込みページ４０４を表示する。書き込みページ４０４は、参加
者の氏名の入力を受け付ける氏名入力領域４０４ａと、寄せ書きの編集内容の入力を受け
付ける編集内容受け付け領域４０４ｂと、入力された内容の送信を受け付けるＯＫボタン
４０４ｃと、参加者の電子メールアドレスの一覧を表示させる要求を受け付ける参加者一
覧ボタン４０４ｄと、みんなの寄せ書きを表示する表示領域とを有する。
【００８９】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ４１２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受
けて処理部１３６に渡す。そして、入力内容が参加者の電子メールアドレスの一覧を表示
させる要求か否かを管理処理部１３６ｃが検出する（ステップＳ４１４）。この結果、参
加者の電子メールアドレスの一覧を表示させる要求である場合には、検出処理部１３６ａ
が寄せ書き参加者データベース１０４から参加者の電子メールアドレスを検出し、ページ
処理部１３６ｄが検出された参加者の電子メールアドレスの一覧表を有する参加者アドレ
スページを生成し、送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ４１６）。端
末３０は、図４１に示す参加者の電子メールアドレスが一覧表を有する参加者アドレスペ
ージ４０６を表示する。
【００９０】
一方、参加者の電子メールアドレスの一覧を表示させる要求でない場合、すなわち、入力
内容が寄せ書きの編集内容である場合には、ページ処理部１３６ｄが当該編集内容を有す
る書き込み確認ページを生成し、送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ
４１８）。端末３０は、図４２に示す書き込み確認ページ４０８を表示する。書き込み確
認ページ４０８は、寄せ書きの編集内容を表示する表示領域と、内容の確認を受け付ける
ＯＫボタン４０８ａを有する。
【００９１】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン４０８ａが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ４２０）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次いで
、管理処理部１３６ｄが検出処理部１３６ａにより当該寄せ書きに対応付けられたレコー
ドがギフトデータベース１１０にあるか否かを検出し、対応付けられたレコードがない場
合には、ギフトの選択を行う必要がないのでなにもしない一方、対応付けられたれレコー
ドがある場合には、ギフトの選択を行う必要があるので、参加者ギフト処理を行う（ステ
ップＳ４２４）。次いで、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知ページを取
り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ４２６）。端末３０は、
図３０に示す完了通知ページ２２２を表示する。
【００９２】
その後、検出処理部１３６ａが、寄せ書きデータベース１００に基づいて、当該寄せ書き
についての進捗情報を電子メールで送信させることを希望しているか否か検出し（ステッ
プＳ４２８）、進捗情報を電子メールで送信させることを希望している場合には、検出処
理部１３６ａが当該寄せ書きの発起人の電子メールアドレスを検出し、管理処理部１３６
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ｃがメール送信部１３４により当該発起人の電子メールアドレス宛に進捗情報を電子メー
ルで送信する（ステップＳ４３０）。本実施形態では、進捗情報として、寄せ書きの編集
内容を入力した参加者を特定する情報を用いている。これによって、発起人に寄せ書きの
進捗情報を適切に通知することができる。
【００９３】
図４３は、本発明の１実施形態に係る参加者ギフト処理（ステップＳ４２４）のシーケン
ス図である。検出処理部１３６ａがギフト候補データベース１０７から当該寄せ書きに対
応付けられたギフトを特定するギフト情報を検出し、当該情報に基づいてギフトマスタデ
ータベース１０８から当該ギフトに関連する情報を検出する。本実施形態では、ギフトの
画像、値段等の関連情報を検出する。次いで、ページ処理部１３６ｄが、検出処理部１３
６ａにより検出されたギフト情報に基づいて、贈呈するギフトの投票を行うための投票ペ
ージを生成し、送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ５００）。端末３
０は、図４４に示す投票ページ５００を表示する。投票ページ５００は、ギフトの候補を
特定する商品特定情報、ギフトの値段、ギフトへの投票数等を表示し、投票（選択指示）
を受け付けるギフト投票領域５００ａと、投票を送信する要求を受け付ける投票受け付け
ボタン５００ｂと、別の商品を選ぶ要求を入力する別商品選択ボタン５００ｃとを有する
。
【００９４】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ５０２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受
けて処理部１３６に渡す。次いで、管理処理部１３６ｄが入力内容がギフトの投票である
か否かを検出し（ステップＳ５０４）、投票でない場合、すなわち、別の商品を選ぶ要求
である場合には、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８からギフト検索条件設定ページを
取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ５０６）。端末３０は
、図３２に示すギフト検索条件設定ページ３００を表示する。
【００９５】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン３００ｄが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ５０８）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。検
出処理部１３６ａがギフトマスタデータベース１０８から入力内容に含まれている検索条
件に合致するギフトを検出し、ページ処理部１３６ｄが検出したギフトを含む検索結果・
候補選択ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ５１０
）。端末３０は、図３３に示す検索結果・候補選択ページ３０２を表示する。
【００９６】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン３０２ｂが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ５１２）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。ペ
ージ処理部１３６ｄが入力内容に含まれる追加するギフトを特定するギフト特定情報を含
む追加候補確認ページを作成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ
５１４）。端末３０は、図４５に示す追加候補確認ページ５０２を表示する。追加候補確
認ページ５０２は、追加するギフトを特定するギフト特定情報を表示する追加ギフト表示
領域と、内容の確認を受け付けるＯＫボタン５０２ａを有する。
【００９７】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン５０２ａが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ５１６）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。登
録処理部１３６ｂが追加するギフトを特定する情報をギフト候補データベース１１２に登
録する。
【００９８】
次いで、検出処理部１３６ａがギフト候補データベース１０７から当該寄せ書きに対応付
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けられたギフトを特定するギフト情報を検出し、当該情報に基づいてギフトマスタデータ
ベース１０８から当該ギフトに関連する情報を検出する。本実施形態では、ギフトの画像
、値段等の関連情報を検出する。次いで、ページ処理部１３６ｄが、検出処理部１３６ａ
により検出されたギフト情報に基づいて、贈呈するギフトの投票を行うための投票状況・
投票ページを生成し、送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ５１８）。
端末３０は、図４６に示す投票状況・投票ページ５０４を表示する。投票状況・投票ペー
ジ５００は、ギフトの候補を表示し、投票を受け付けるギフト投票領域５０４ａと、投票
を送信する要求を受け付ける投票受け付けボタン５０４ｂとを有する。
【００９９】
次いで、端末３０は、ユーザから投票受け付けボタン５０４ａが押下された場合には、ユ
ーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ５２
０）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に
渡す。この後、ギフトの投票を受け取った場合には、登録処理部１３６ｂが投票されたギ
フトの投票数を集計してギフト候補データベース１１２の投票数を更新する（ステップＳ
５２２）。これによって、ギフトを贈る際に、参加者の意見を反映させることができる。
【０１００】
図４７は、本発明の１実施形態に係る管理処理（ステップＳ１１０）のシーケンス図であ
る。サーバ１０のページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から管理者パスワード入力ページ
を取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ６００）。端末３０
は、図４８に示す管理者パスワード入力ページ６００を表示する。管理者パスワード入力
ページ６００は、管理者（本実施形態では発起人）の電子メールアドレスを入力する電子
メール入力領域６００ａと、管理者が入力すべきパスワードを入力するパスワード入力領
域６００ｂと、各入力領域に入力された内容の送信を受け付けるＯＫボタン６００ｃとを
有する。
【０１０１】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン６００ｃが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ６０２）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次いで
、検出処理部１３６ａが入力内容に基づいて認証処理を行い、認証できた場合には、当該
管理者が作成している、すなわち、管理している寄せ書きを寄せ書きデータベース１００
から検出する（ステップＳ６０４）。次いで、ページ処理部１３６ｄが検出した寄せ書き
を特定する情報を含む作成寄せ書き一覧ページを生成して送信部１３２により端末３０へ
送信させる（ステップＳ６０６）。端末３０は、図４９に示す作成寄せ書き一覧ページ６
０２を表示する。作成寄せ書き一覧ページ６０２は、管理者が作成している寄せ書きを特
定する情報を表示する寄せ書き情報表示領域６０２ａと、入力領域に入力された内容の送
信を受け付けるＯＫボタン６０２ｂとを有する。
【０１０２】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン６０２ｂが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ６０８）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。次
いで、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から管理メニューページを取り出して送信部
１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ６１０）。端末３０は、図５０に示す管
理メニューページ６０４を表示する。管理メニューページ６０４は、メニュー１である寄
せ書きの最新状況を確認する要求を受け付ける寄せ書き状況確認ボタン６０４ａと、メニ
ュー２である書き込み状況を確認する要求を受け付ける書き込み状況確認ボタン６０４ｂ
と、メニュー３である寄せ書きに関する登録情報の変更要求を受け付ける登録変更ボタン
６０４ｃと、メニュー４である寄せ書きのデザインの変更要求を受け付けるデザイン編集
ボタン６０４ｄと、メニュー５である寄せ書きの内容削除の要求を受け付ける削除ボタン
６０４ｅと、メニュー６である催促メールの送信要求を受け付ける送信要求受付ボタン６
０４ｆと、メニュー７である寄せ書きの送信要求を受け付ける寄せ書き送信ボタン６０４
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ｇとを有する。
【０１０３】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ６１２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受
け付けて処理部１３６に渡す。次いで、管理処理部１３６ｃが入力内容に含まれるメニュ
ーの種類を検出する。この結果、メニュー１である場合には、ページ処理部１３６ｄが寄
せ書きデータベース１００と、寄せ書き参加者データベース１０４と、イラストマスタ１
０６とに基づいて寄せ書きを生成し、当該寄せ書きを有する最新状況確認ページを作成し
て送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ６１６）。端末３０は、図５１
に示す最新状況確認ページ６０６を表示する。最新状況確認ページ６０６は、現時点での
寄せ書きを表示する表示領域を有する。これによって、発起人は、寄せ書きの内容を適切
に確認することができる。
【０１０４】
また、メニュー２である場合には、検出処理部１３６ａが寄せ書き参加者データベース１
０４に基づいて、進捗情報の一例としての寄せ書きの書き込み状況を検出する。本実施形
態では、検出処理部１３６ａは、書き込み状況として、管理者が登録した人数、現在の書
き込み人数、登録者の書き込み人数、未登録者の書き込み人数、未書き込み人数を検出す
る。管理者が登録した人数は、参加者データベース１０４の当該寄せ書き番号に対応付け
られているレコードの中の参加者種別フィールドに”設定”が格納されているレコードの
数を数えることにより検出できる。また、現在の書き込み人数は、参加者データベース１
０４の当該寄せ書き番号に対応付けられているレコードの中のメッセージフィールドにメ
ッセージが格納されているレコードの数を数えることにより検出できる。また、登録者の
書き込み人数は、参加者データベース１０４の当該寄せ書き番号に対応付けられているレ
コードであって、参加者種別フィールドに”設定”が格納されているレコードにおけるメ
ッセージフィールドにメッセージが格納されているレコードの数を数えることにより検出
できる。
【０１０５】
また、未登録書き込み人数は、参加者データベース１０４の当該寄せ書き番号に対応付け
られているレコードであって参加者種別フィールドに”追加”が格納されているレコード
におけるメッセージフィールドにメッセージが格納されているレコードの数を数えること
により検出できる。また、未書き込みの人数は、参加者データベース１０４の当該寄せ書
き番号に対応付けられているレコードであって、参加者種別フィールドに”設定”が格納
されているレコードにおけるメッセージフィールドにメッセージが格納されていないレコ
ードの数を数えることにより検出できる。
【０１０６】
次いで、ページ処理部１３６ｄが検出処理部１３６ａによって検出された書き込み情報に
基づいて書き込み状況ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステ
ップＳ６１８）。端末３０は、図５２に示す書き込み状況ページ６０８を表示する。書き
込み状況ページ６０８は、書き込み状況を表示する書き込み状況表示領域６０８ａを有す
る。これによって、発起人は、寄せ書きの書き込み情報を適切に把握することができ、寄
せ書きの管理を容易且つ適切に行うことができる。
【０１０７】
また、メニュー３である場合には、処理部１３６が登録変更処理（ステップＳ６２０）を
行い、また、メニュー４である場合には、処理部１３６が再編集処理（ステップＳ６２２
）を行い、また、メニュー５である場合には、処理部１３６が書き込み削除処理（ステッ
プＳ６２４）を行い、また、メニュー６である場合には、処理部１３６が催促処理（ステ
ップＳ６２６）を行い、また、メニュー７である場合には、処理部１３６が寄せ書き送信
（ステップＳ６２８）を行う。
【０１０８】
図５３は、本発明の１実施形態に係る登録変更処理（ステップＳ６２０）のシーケンス図
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である。サーバ１０のページ処理部１３６ｄが寄せ書きデータベース１００及び寄せ書き
参加者データベース１０４に基づいて登録条件変更ページを作成して送信部１３２により
端末３０へ送信させる（ステップＳ７００）。端末３０は、図５４に示す登録条件変更ペ
ージ７００を表示する。登録条件変更ページ７００は、参加者の電子メールアドレスを表
示するとともに、参加者からの削除を受け付ける参加者削除領域７００ａと、過去に登録
されたアドレスを表示させる要求を入力して送信する過去登録アドレス表示ボタン７００
ｂと、参加者の電子メールアドレスの追加入力を受け付けるアドレス追加入力領域７００
ｃと、寄せ書きの編集の締め切り日の入力を受け付ける締め切り日入力領域７００ｄと、
編集認否情報の選択を受け付ける編集認否選択領域７００ｅと、寄せ書きの進捗メールの
要不要を入力する進捗メール要不要選択領域７００ｆと、発起人及び参加者のメーリング
リストを作成するか否かを受け付けるメーリングリスト作成選択領域７００ｇと、受取人
に商品等を贈るために用いるギフトページの作成の有無を受け付けるギフト受付領域７０
０ｈと、ページに入力された内容での変更を受け付ける変更ボタン７００ｉとを有する。
【０１０９】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ７０２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受
け付けて処理部１３６に渡す。次いで、管理処理部１３６ｃがギフトページを生成するか
否かを検出し、ギフトページが追加されている場合にはギフト候補処理（ステップＳ２４
２）を行う。
【０１１０】
ギフトページが追加されていない場合、又はギフト候補処理をおえた場合には、ページ処
理部１３６ｄが変更内容を確認するための変更通知メール編集ページを生成して、送信部
１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ７０６）。端末３０は、図５５に示す変
更通知メール編集ページ７０２を表示する。変更通知メール編集ページ７０２は、変更内
容を表示する変更内容表示領域７０２ａと、追加された参加者への寄せ書きへの要請内容
を含む電子メールの内容を表示するとともに、電子メールの内容に対する編集入力を受け
付けるメール内容編集領域７０２ｂと、入力領域に入力された内容の送信を受け付けるＯ
Ｋボタン７０２ｃとを有する。
【０１１１】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン７０２ｃが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ７０８）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。管
理処理部１３６ｃは、入力内容の中に電子メールの編集内容が含まれている場合には、編
集を行う（ステップＳ７１０、Ｓ７１２）。次いで、管理処理部１３６ｃがメール送信部
１３４により追加された参加者の電子メールアドレス宛に要請内容を有する電子メールを
送信させるとともに、ギフトページを新たに作成した時には、既に要請内容を含む電子メ
ールを送信している参加者に対してギフトの投票を促す内容を含む電子メールを送信させ
る（ステップＳ７１４）。次いで、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知ペ
ージを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ７１６）。端末
３０は、図５６に示す登録情報が変更されたとの内容を有する完了通知ページ７０４を表
示する。
【０１１２】
図５７は、本発明の１実施形態に係る再編集処理（ステップＳ６２２）のシーケンス図で
ある。サーバ１０のページ処理部１３６ｄが寄せ書きデータベース１００に基づいてデザ
イン条件変更ページを作成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ８
００）。端末３０は、図５８に示すデザイン条件変更ページ８００を表示する。デザイン
条件変更ページ８００は、現在のタイトルを表示するとともに変更を受け付けるタイトル
表示変更領域８００ａと、現在の寄せ書きの背景色を表示するとともに変更を受け付ける
背景色表示変更領域８００ｂと、現在の文字の色を表示するとともに変更を受け付ける文
字色表示変更領域８００ｃと、現在の寄せ書きリードを表示するとともに変更を受け付け
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る寄せ書きリード表示変更領域８００ｄと、現在の関連ＵＲＬを表示するとともに偏向を
受け付ける関連ＵＲＬ表示変更領域８００ｅと、現在のＵＲＬコメントを表示するととも
に変更を受け付けるＵＲＬコメント表示変更領域８００ｆと、ページに入力された内容で
の変更を受け付ける変更ボタン８００ｇとを有する。
【０１１３】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ８０２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受
け付けて処理部１３６に渡す。次いで、ページ処理部１３６ｄが入力内容中の変更内容に
基づいて寄せ書きを有する変更確認ページを作成して送信部１３２により端末３０へ送信
させる（ステップＳ８０６）。端末３０は、図５９に示す変更確認ページ８０２を表示す
る。変更確認ページ８０２は、変更後の設定に応じた寄せ書きを表示する表示領域と、寄
せ書きの確認を受け付けるＯＫボタン８０２ａとを有する。
【０１１４】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン８０２ａが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ８０８）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。登
録処理部１３６ｂは、既に受け付けた変更内容を寄せ書きデータベース１００に登録する
（ステップＳ８１０）。次いで、サーバ１０のページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から
完了通知ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ８１
２）。端末３０は、図６０に示す寄せ書きの画面が決定したとの内容を有する完了通知ペ
ージ８０４を表示する。
【０１１５】
図６１は、本発明の１実施形態に係る書き込み削除処理（ステップＳ６２４）のシーケン
ス図である。サーバ１０の検出処理部１３６ａが寄せ書き参加者データベース１０４に基
づいて、参加者による寄せ書きへの編集内容を検出し（ステップＳ９００）、ページ処理
部１３６ｄが検出された寄せ書きの編集内容に基づいて、削除書き込み選択ページを作成
して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ９０２）。端末３０は、図６
２に示す削除書き込み選択ページ９００を表示する。削除書き込み選択ページ９００は、
各参加者の編集内容を表示するとともに削除する編集内容の選択を受け付ける削除内容選
択領域９００ａと、選択した編集内容を削除する要求を受け付ける削除ボタン９００ｂと
を有する。なお、本実施形態では、削除内容選択領域９００ａにおいては、複数の編集内
容を選択することができる。
【０１１６】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ９０４）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受
け付けて処理部１３６に渡す。次いで、ページ処理部１３６ｄが入力内容中の変更内容に
基づいて削除する編集内容を選択し（ステップＳ９０６）、当該編集内容に基づいて削除
確認ページを作成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ９０８）。
端末３０は、図６３に示す削除確認ページ９０２を表示する。削除確認ページ９０２は、
削除する編集内容を表示する削除内容表示領域と、編集内容の削除の要求を受け付けるＯ
Ｋボタン９０２ａとを有する。
【０１１７】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン９０２ａが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ９１０）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。登
録処理部１３６ｂは、削除の要求を受けた編集内容を削除する。本実施形態では、登録処
理部１３６ｂは、寄せ書き参加者データベース１０４の該当する編集内容を含むレコード
における削除フラグフィールドに”削除”を格納する（ステップＳ９１２）。これによっ
て、寄せ書き参加者データベースに基づいて寄せ書きが生成される際に当該編集内容は含
まれなくなる。すなわち、寄せ書きから削除されることになる。
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【０１１８】
次いで、管理処理部１３６ｃがメール送信部１３４により編集内容を削除された参加者の
電子メールアドレス宛に編集内容を削除したとの内容を有する電子メールを送信させる（
ステップＳ９１４）。次いで、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知ページ
を取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ９１６）。端末３０
は、図６４に示す編集内容を削除したとの内容を有する完了通知ページ９０４を表示する
。これによって、寄せ書きにふさわしくない内容を容易に削除することができる。また、
削除内容を記載したユーザに削除したことを適切に通知することができる。
【０１１９】
図６５は、本発明の１実施形態に係る催促処理（ステップＳ６２６）のシーケンス図であ
る。サーバ１０の検出処理部１３６ａが寄せ書きデータベース１００及び寄せ書き参加者
データベース１０４に基づいて書き込みを行っていない催促対象となる参加者を検出する
（ステップＳ１０００）。次いで、ページ処理部１３６ｄが当該催促対象となる参加者を
特定する情報を含む催促対象者ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させ
る（ステップＳ１００２）。端末３０は、図６６に示す催促対象者ページ１０００を表示
する。催促対象者ページ１０００は、書き込みを行っていない参加者の電子メールアドレ
スを表示するとともに、電子メールを送信する参加者の選択を受け付ける催促対象選択領
域１０００ａと、選択した参加者への催促内容を含むメールの編集要求を受け付けるメー
ル編集ボタン１０００ｂとを有する。
【０１２０】
次いで、端末３０は、ユーザからメール編集ボタン１０００ｂが押下された場合には、ユ
ーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１０
０４）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６
に渡す。次いで、管理処理部１３６ｃが催促内容を生成し（ステップＳ１００６）、ペー
ジ処理部１３６ｄが当該催促内容を含む催促メール編集ページを生成して、送信部１３２
により端末３０へ送信させる（ステップＳ１００８）。端末３０は、図６７に示す催促メ
ール編集ページ１００２を表示する。催促メール編集ページ１００２は、催促メールを送
信する参加者の電子メールアドレスを表示する領域と、催促メールに含ませる催促内容を
表示するとともに、編集を受け付ける催促内容編集領域１００２ａと、入力領域に入力さ
れた内容の送信を受け付けるＯＫボタン１００２ｂとを有する。
【０１２１】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１００２ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１０１０）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。管理処理部１３６ｃは、入力内容の中に電子メールの催促内容に対して新たな編集内容
が含まれている場合には、編集を行う（ステップＳ１０１２、Ｓ１０１４）。次いで、管
理処理部１３６ｃがメール送信部１３４により選択された参加者の電子メールアドレス宛
に催促内容を有する電子メールを送信させる（ステップＳ１０１６）。次いで、ページ処
理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知ページを取り出して送信部１３２により端末３
０へ送信させる（ステップＳ１０１８）。端末３０は、図６８に示すメールを送信したと
の内容を有する完了通知ページ１００４を表示する。
【０１２２】
図６９は、本発明の１実施形態に係る寄せ書き送信処理（ステップＳ６２８）のシーケン
ス図である。サーバ１０の検出処理部１３６ａが寄せ書きデータベース１００に基づいて
、寄せ書きの出力形態にインターネット経由（ＷＥＢ）以外のものがあるか否かを検出し
（ステップＳ１１００）、出力形態にインターネット経由以外のものがある場合には、検
出処理部１３６ａが寄せ書きデータベース１００、及び印刷データベース１１４に基づい
て、当該寄せ書きについての登録情報を検出し、ページ処理部１３６ｄが検出された登録
情報に基づいて寄せ書きの受取人への送付日を予約する送付日予約ページを生成して送信
部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１１０２）。端末３０は、図７０に示
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す送付日予約ページ１１００を表示する。送付日予約ページ１１００は、登録されている
情報を表示する登録内容表示領域１１００ａ及び１１００ｃと、寄せ書きの送付日に予約
を受け付ける送付日予約領域１１００ｂと、入力内容の送信を受け付けるＯＫボタン１１
００ｄとを有する。
【０１２３】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１００ｄが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１１０４）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。検出処理部１３６ａは、寄せ書きの出力形態に基づいて記憶部１３８から配置候補の一
例としてのデザインの候補を検出する。本実施形態では、検出処理部１３６ａは、出力形
態と寄せ書きに参加する参加者数とに基づいてデザインの候補を検出する。ページ処理部
１３６ｄは、検出されたデザインの候補を有するデザイン選択ページを生成して送信部１
３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１１０６）。端末３０は、図７１に示すデ
ザイン選択ページ１１０２を表示する。デザイン選択ページ１１０２は、複数のデザイン
候補を選択可能に表示するデザイン選択領域１１０２ａと、入力内容の送信を受け付ける
ＯＫボタン１１０２ｂとを有する。これによって、出力形態に応じたデザインを容易且つ
適切に選択することができる。
【０１２４】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１０２ｂが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１１０８）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。検出処理部１３６ａは、イラストマスタデータベース１０６からイラストの候補を検出
する。また、検出処理部１３６ａは寄せ書きへの参加者の数と、入力内容において選択さ
れたデザインにおける書き込み可能な領域の数とに基づいて、選択すべきイラストの数を
検出する。次いで、ページ処理部１３６ｄは、検出されたイラストの候補を有し、選択す
べきイラスト数を表示するイラスト選択ページを生成して送信部１３２により端末３０へ
送信させる（ステップＳ１１１０）。端末３０は、図７２に示すイラスト選択ページ１１
０４を表示する。イラスト選択ページ１１０４は、フォントの選択を受け付けるフォント
選択領域１１０４ａと、イラスト候補を選択可能に表示するイラスト選択領域１１０４ｂ
と、入力内容の送信を受け付けるＯＫボタン１１０４ｃとを有する。
【０１２５】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１０４ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１１１２）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。ページ処理部１３６ｄは、入力内容に含まれる選択されたイラストと、寄せ書きへの参
加者の編集内容とをレイアウトした並び替え指定ページを生成して送信部１３２により端
末３０へ送信させる（ステップＳ１１１４）。端末３０は、図７３に示す並び替え指定ペ
ージ１１０６を表示する。並び替え指定ページ１１０６は、イラスト及び編集内容が、イ
ラスト及び編集内容に応じた数の領域に配置され、配置されたイラスト及び編集内容を選
択可能なイラスト編集内容選択領域１１０６ａと、選択したイラスト又は編集内容を配置
する位置の変更を受け付けることを目的として、イラスト編集内容選択領域と同じ数の空
欄の領域を表示する配置位置受付領域１１０６ｂと、入力内容の送信を受け付けるＯＫボ
タン１１０６ｃとを有する。ユーザは、イラスト編集内容選択領域１１０６ａに表示され
たイラスト又は編集内容を配置する場所を、配置位置受付領域１１０６ｂで指定する。
【０１２６】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１０６ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１１１６）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。ページ処理部１３６ｄは、入力内容に含まれるイラスト及び編集内容の配置位置の選択
に基づいて、デザイン及び編集内容を配置したデザイン確認ページを生成して送信部１３
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２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１１１８）。端末３０は、図７４に示すデザ
イン確認ページ１１０８を表示する。デザイン確認ページ１１０８は、デザイン及び編集
内容を配置したイメージ領域と、イラスト及び編集内容の配置位置に対する確認を受け付
けるＯＫボタン１１０８ａとを有する。
【０１２７】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１０８ａが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１１２０）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。登録処理部１３６ｃは、既にユーザによって選択されたデザイン及びイラストの配置の
情報を記憶部１３８に登録し、送付予約日を寄せ書きデータベース１００に格納する（ス
テップＳ１１２２）。
【０１２８】
一方、出力形態がインターネット経由のみの場合には、検出処理部１３６ａが寄せ書きデ
ータベース１００に登録された情報を検出し、ページ処理部１３６ｄが登録された情報を
含む送付予約日を受け付ける送付日予約ページを生成して送信部１３２により端末３０へ
送信させる（ステップＳ１１２４）。端末３０は、図７５に示す送付日予約ページ１１１
０を表示する。送付日予約ページ１１１０は、登録された情報を表示する表示領域１１１
０ａと、送付日の予約を受け付ける送付日入力領域１１１０ｂと、入力内容の送信を受け
付けるＯＫボタン１１１０ｃとを有する。
【０１２９】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１１０ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１１２５）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。登録処理部１３６ｂは、入力内容に含まれる送付予約日を寄せ書きデータベース１００
に登録する。
【０１３０】
送付日の予約を寄せ書きデータベース１００に登録した後に、検出処理部１３６ａが当該
寄せ書きに対応付けられているレコードがギフトデータベース１１０に格納されているか
を否か、すなわち、受取人へギフトを贈るか否かを検出し（ステップＳ１１２６）、ギフ
トを贈ると検出した場合には、ページ処理部１３６ｄがギフト候補データベース１１２と
、ギフトマスタデータベース１０８とに基づいてギフト投票結果ページを生成して送信部
１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１１２８）。端末３０は、図７６に示す
ギフト投票結果ページ１１１２を表示する。ギフト投票結果ページ１１１２は、ギフト候
補及び当該ギフト候補への投票数を表示するとともに、送付するギフトを受け付けるギフ
ト決定領域１１１２ａと、入力内容の送信を受け付けるＯＫボタン１１１２ｂとを有する
。
これによって、ギフトの決定に複数の利用者の意見を容易に反映させることができる。
【０１３１】
端末３０は、編集要求ボタン１１１２ｂが押下された場合には、ユーザから受け付けた当
該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１１３０）、サーバ１０の
受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。検出処理部１
３６ａは、ギフトデータベース１１０からギフト受取人の氏名、住所、電話番号等の送付
先の情報を取り出す。次いで、ページ処理部１３６ｄが検出処理部に検出された送付先の
情報を有する送付確認ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステ
ップＳ１１３２）。端末３０は、図７７に示す送付確認ページ１１１４を表示する。送付
確認ページ１１１４は、送付先の情報を表示する送付先情報表示領域１１１４ａと、支払
を行うクレジットカードについての各種情報を受け付けるカード情報入力領域１１１４ｂ
と、入力内容の送信を受け付けるＯＫボタン１１１４ｃとを有する。
【０１３２】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１１４ｃが押下された場合に、ユーザから
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受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１１３４）、
サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。
ページ処理部１３６ｄは、記憶部１３８から完了通知ページを取り出して送信部１３２に
より端末３０へ送信させる（ステップＳ１１３６）。更に、管理処理部１３６ｃは、メー
ル送信部１３４により当該寄せ書きの参加者の電子メールアドレス宛にギフトの一人あた
りの金額の内容を有する電子メールを送信させる。端末３０は、図７８に示すギフトを贈
るとの内容を有する完了通知ページ１１１６を表示する。
【０１３３】
一方、ギフトを贈らない場合には、ページ処理部１３６ｄは、記憶部１３８から完了通知
ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１１３８）。
端末３０は、図７９にメールを送信予約日に送信する内容を有する完了通知ページ１１１
８を表示する。
【０１３４】
図８０は、本発明の１実施形態に係る編集期限管理処理のシーケンス図である。サーバ１
０において、管理処理部１３６ｃが現在の日付を検出する（ステップＳ１２００）。次い
で、検出処理部１３６ａが寄せ書きデータベース１００から各寄せ書きの編集締め切り日
（編集期限）を検出する（ステップＳ１２０２）。
次いで管理処理部１３６ｃが、寄せ書きの中に編集期限まで現在の日付から所定日以内で
あるか否かを検出し（ステップＳ１２０４）、所定日以内の寄せ書きがある場合には、検
出処理部１３６ａが当該寄せ書きに書き込みをしていない参加者を寄せ書き参加者データ
ベース１０４から検出し、管理処理部１３６ｃがメール送信部１３４により当該寄せ書き
の発起人の電子メールアドレス宛に期限が迫っていること及び進捗情報の一例としての寄
せ書きへの書き込み状況を示す電子メールを送信させる（ステップＳ１２０６）。本実施
形態では、書き込みの状況として、例えば、寄せ書きの編集に参加すべき利用者の中で編
集を行っていない利用者を特定する利用者特定情報を用いている。また、管理処理部１３
６ｃは、メール送信部１３４により、書き込みをしていない参加者のメールアドレス宛に
、寄せ書きの書き込みを行うことを催促する催促内容を有する電子メールを送信する（ス
テップＳ１２０８）。これによって、発起人に期限が迫っていること及び寄せ書きへの書
き込み状況を把握させることができる。また、参加者に寄せ書きへの書き込みの期限が近
いことを把握させることができ、これによって寄せ書きへの書き込みを効果的に行わせる
ことができる。
【０１３５】
図８１は、本発明の１実施形態に係る送付期限管理処理のシーケンス図である。サーバ１
０において、管理処理部１３６ｃが現在の日付を検出する（ステップＳ１３００）。次い
で、検出処理部１３６ａが寄せ書きデータベース１００から各寄せ書きの送付予定日を検
出する（ステップＳ１３０２）。次いで、管理処理部１３６ｃが、各寄せ書きについて、
現在の日付が送付予定日か否かを検出し（ステップＳ１３０４）、この結果、送付予定日
である場合には、管理処理部１３６ｃが、メール送信部１３４により、当該寄せ書きの受
取人の電子メールアドレス宛に、寄せ書きのページに到達するためのページのＵＲＬ、寄
せ書きを参照するに際して受取人が入力すべきパスワード等の内容を有する電子メールを
送信させる（ステップＳ１３０６）。次いで、管理処理部１３６ｃが、寄せ書きを印刷物
で出力する場合には、送信部１３２により寄せ書き及び印刷に関するデータを印刷会社に
送信し、また、寄せ書きにギフトページが設定されている場合には、送信部１３２により
ギフトに関する情報を贈答品会社に送信する（ステップＳ１３０８）。また、管理処理部
１３６ｃは、メール送信部１３４により、寄せ書きの発起人及び参加者の電子メールアド
レス宛に、寄せ書きに関する連絡を受取人に通知したとの内容の電子メールを送信させる
（ステップＳ１３１０、Ｓ１３１２）。これによって、発起人及び参加者に、寄せ書きの
通知が受取人に送付されたことを適切に通知することができる。
【０１３６】
一方、現在の日付が送付予定日ではない場合には、管理処理部１３６ｃが、現在の日付が



(32) JP 4719335 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

送付予定日まで所定の日数以内か否かを検出し（ステップＳ１３１４）、現在の日付が送
付予定日まで所定の日数以内の場合には、管理処理部１３６ｃがメール送信部１３４によ
り、寄せ書きの発起人の電子メールアドレス宛に寄せ書きの通知まで所定の日数以内であ
ることを示す内容の電子メールを送信させる（ステップＳ１３１６）。これによって、発
起人に、送付予定日、寄せ書きのイラスト、寄せ書きの内容等の最終的な確認を促すこと
ができる。
【０１３７】
図８２及び図８３は、本発明の１実施形態に係る受取人受信処理のシーケンス図である。
端末３０は受取人から電子メールで通知された寄せ書きページに到達するためのページの
ＵＲＬの入力を受け付けると、当該ＵＲＬのパスワード入力ページの送信要求をサーバ１
０に送信し（ステップＳ１４００）、サーバ１０の受信部１３０がパスワード入力ページ
の要求を受けて処理部１３６に渡す。ページ処理部１３６ｄがパスワード入力ページを記
憶部１３８から取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１４０
２）。端末３０は、図８４に示すパスワード入力ページ１４００を表示する。パスワード
入力ページ１４００は、受取人の電子メールアドレスを入力する電子メール入力領域１４
００ａと、寄せ書きの参照に際して参加者が入力すべきパスワードを入力するパスワード
入力領域１４００ｂと、入力領域に入力された内容の送信を受け付けるＯＫボタン１４０
０ｃとを有する。
【０１３８】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１４００ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４０４）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次
いで、検出処理部１３６ａが入力内容に基づいて認証処理を行う（ステップＳ１４０６）
。本実施形態では、検出処理部１３６ａは、入力内容のパスワードと寄せ書きデータベー
ス１００の当該寄せ書きに対応付けられている受取人パスワードとが同一であり、且つ入
力内容の電子メールアドレスと当該寄せ書きに対応付けられている受取人の電子メールア
ドレスとが同一の場合に認証する。
【０１３９】
この結果、認証された場合には、ページ処理部１３６ｄが寄せ書きページを生成して送信
部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１４０８）。端末３０は、図８５に示
す寄せ書きページ１４０２を表示する。寄せ書きページ１４０２は、寄せ書きを表示する
寄せ書き表示領域１４０２ａと、お礼のメールを書く要求を受け付けるお礼メールボタン
１４０２ｂと、返礼品を贈る要求を受け付ける返礼品ボタン１４０２ｃとを有する。
【０１４０】
端末３０は、ユーザからお礼メールボタン１４０２ｂ又は返礼品ボタン１４０２ｃが押下
された場合には、ユーザから受け付けた入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４
１０）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６
に渡す。管理処理部１３６ｃが入力内容は返礼品を贈る要求であるか否かを検出する（ス
テップＳ１４１２）。
この結果、返礼品を贈る要求である場合には、ページ処理部１３６ｄが、記憶部１３８か
らギフトの検索条件を設定するためのギフト検索条件設定ページを取り出して送信部１３
２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１４１４）。端末３０は、図３２に示すギフ
ト検索条件設定ページ３００を表示する。
【０１４１】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン３００ｄが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４１６）、
サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。
検出処理部１３６ａがギフトマスタデータベース１０８から入力内容に含まれている検索
条件に合致するギフトを検出し、ページ処理部１３６ｄが検出したギフトを含む検索結果
・候補選択ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１４
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１８）。端末３０は、図３３に示す検索結果・候補選択ページ３０２を表示する。
【０１４２】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン３０２ｂが押下された場合には、ユーザから
受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４２０）、
サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す。
ページ処理部１３６ｄが入力内容に含まれる選択されたギフトを特定するギフト特定情報
と、送付先の登録を行う領域とを含む選択ギフト確認・送付先指定ページを作成して送信
部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１４２２）。端末３０は、図８６に示
す選択ギフト確認・送付先指定ページ１４０４を表示する。選択ギフト確認・送付先指定
ページ１４０４は、ギフトを特定する情報を表示するギフト表示領域１４０４ａと、送付
先の氏名、住所、電話番号等の送付先情報の入力を送付先情報入力領域１４０４ｂと、支
払を行うクレジットカードの種類、番号、有効期限等を入力するカード入力領域１４０４
ｃと、入力内容の送信要求を受け付けるＯＫボタン１４０４ｄを有する。なお、本実施形
態では、送付先情報入力領域１４０４ｂは、複数の送付先についての送付先情報を入力す
る領域を有している。
【０１４３】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１４０４ｄが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４２４）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。ページ処理部１３６ｄは、入力内容に基づいて、送付先確認ページを生成して送信部１
３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１４２６）。端末３０は、図８７に示す送
付先確認ページ１４０６を表示する。送付先確認ページ１４０６は、送付先の送付先情報
を表示する送付先表示領域１４０６ａと、クレジットカードの登録情報を表示するカード
情報表示領域１４０６ｂと、内容の確認を受け付けるＯＫボタン１４０６ｃとを有する。
【０１４４】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１４０６ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４２８）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。登録処理部１３６ｂは、確認された情報をお礼ギフトデータベース１１６と、お礼ギフ
ト宛先データベース１１８とに登録する。更に、管理処理部１３６ｃが送信部１３２によ
り確認された情報のデータを贈答品会社に送信する（ステップＳ１４２９）。
【０１４５】
返礼品を贈らない場合、又は、返礼品を贈るステップ（ステップＳ１４１４～Ｓ１４２８
）を終えた場合には、検出処理部１３６ａが当該寄せ書きの発起人及び参加者の電子メー
ルアドレスを、ユーザデータベース１０２及び寄せ書き参加者データベース１０４から検
出し、ページ処理部１３６ｄが検出された発起人及び参加者の電子メールアドレスを有す
るお礼メール編集ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップ
Ｓ１４３０）。端末３０は、図８８に示すお礼メール編集ページ１４０８を表示する。お
礼メール編集ページ１４０８は、発起人及び参加者の電子メールアドレスを選択可能に表
示するアドレス表示選択領域１４０８ａと、電子メールの内容を編集可能に表示するメー
ル編集領域１４０８ｂと、各入力領域に入力された内容の送信を受け付けるＯＫボタン１
４０８ｃとを有する。
【０１４６】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１４０８ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４３２）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。管理処理部１３６ｃが、メール送信部１３４により、入力内容に含まれる発起人又は参
加者の電子メールアドレス宛に、入力内容中の編集内容を有する電子メールを送信させる
（ステップＳ１４３４、Ｓ１４３６）。これによって、受取人は、発起人や参加者にお礼
の電子メールを容易に送ることができる。次いで、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８
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から完了通知ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ
１４３８）。端末３０は、図８９に示す完了通知ページ１４１０を表示する。完了通知ペ
ージ１４１０は、メールが送信された内容を表示する完了通知領域１４１０ａと、寄せ書
きを印刷物にする要求を受け付ける印刷要求ボタン１４１０ｂと、他のページの要求を行
う他ページ要求ボタン１４１０ｃと、商品の広告を表示する広告領域１４１０ｄとを有す
る。
【０１４７】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ１４４０）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受け付けて処理部１３６に渡す。管理処理部１３６ｃは、入力内容が印刷要求であるか否
かを検出し（ステップＳ１４４２）、印刷要求である場合には、ページ処理部１３６ｄが
記憶部１３８から出力依頼登録ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信さ
せる（ステップＳ１４４４）。端末３０は、図９０に示す出力依頼登録ページ１４１２を
表示する。出力依頼登録ページ１４１２は、寄せ書きの出力形態を受け付ける出力形態選
択領域１４１２ａと、印刷物送付先登録領域１４１２ｂと、クレジットカードの情報を登
録するカード登録領域１４１２ｃと、入力された内容の送信を受け付けるＯＫボタン１４
１２ｄとを有する。
【０１４８】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１４１２ｄが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４４６）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。ページ処理部１３６ｄは、入力内容に基づいて、登録内容確認ページを生成して送信部
１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１４４８）。端末３０は、図９１に示す
登録内容確認ページ１４１４を表示する。登録内容確認ページ１４１４は、出力形態を表
示する出力形態表示領域１４１４ａと、印刷物の送付先の送付先情報を表示する送付先情
報表示領域１４１４ｂと、クレジットカードのカード情報を表示するカード情報表示領域
１４１４ｃと、入力された内容の確認を受け付けるＯＫボタン１４１４ｄとを有する。
【０１４９】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１４１４ｄが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４５０）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。検出処理部１３６ａは、寄せ書きの出力形態に基づいて記憶部１３８からデザインの候
補を検出する。本実施形態では、検出処理部１３６ａは、出力形態と寄せ書きに参加する
参加者数とに基づいてデザインの候補を検出する。ページ処理部１３６ｄは、検出された
デザインの候補を有するデザイン選択ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送
信させる（ステップＳ１４５２）。端末３０は、図７１に示すデザイン選択ページ１１０
２を表示する。
【０１５０】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１０２ｂが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４５４）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。検出処理部１３６ａは、イラストマスタデータベース１０６からイラストの候補を検出
する。また、検出処理部１３６ａは寄せ書きへの参加者の数と、入力内容において選択さ
れたデザインにおける書き込み可能な領域の数とに基づいて、選択すべきイラストの数を
検出する。次いで、ページ処理部１３６ｄは、検出されたイラストの候補を有し、選択す
べきイラスト数を表示するイラスト選択ページを生成して送信部１３２により端末３０へ
送信させる（ステップＳ１４５６）。端末３０は、図７２に示すイラスト選択ページ１１
０４を表示する。
【０１５１】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１０４ｃが押下された場合には、ユーザか
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ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４５８）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。ページ処理部１３６ｄは、入力内容に含まれる選択されたイラストと、寄せ書きへの参
加者の編集内容とをレイアウトした並び替え指定ページを生成して送信部１３２により端
末３０へ送信させる（ステップＳ１４６０）。端末３０は、図７３に示す並び替え指定ペ
ージ１１０６を表示する。
【０１５２】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１０６ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４６２）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。ページ処理部１３６ｄは、入力内容に含まれるイラスト及び編集内容の配置位置の選択
に基づいて、デザイン及び編集内容を配置したデザイン確認ページを生成して送信部１３
２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１４６４）。端末３０は、図７４に示すデザ
イン確認ページ１１０８を表示する。
【０１５３】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１１０８ａが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１４６６）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受け付けて処理部１３６に渡す
。登録処理部１３６ｃは、既にユーザによって選択されたデザイン及びイラストの配置の
情報を記憶部１３８に登録することにより編集する（ステップＳ１４６８）。次いで、管
理処理部１３６ｃが送信部１３２により確認された情報のデータを印刷会社に送信する（
ステップＳ１４７０）。その後、ページ処理部１３６ｄが、記憶部１３８から完了通知ペ
ージを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１４７２）。端
末３０は、図９２に示す印刷物を贈るとの内容の完了通知ページ１４１６を表示する。こ
れによって、受取人は、所望の印刷形態での寄せ書きを容易に得ることができる。
【０１５４】
図９３は、本発明の１実施形態に係るマイページ処理（ステップＳ１１２）のシーケンス
図である。サーバ１０のページ処理部１３６ｄがパスワード入力ページを記憶部１３８か
ら取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１５００）。端末３
０は、図９４に示すパスワード入力ページ１５００を表示する。パスワード入力ページ１
５００は、マイページを利用する利用者の電子メールアドレスを入力する電子メール入力
領域１５００ａと、マイページの利用に際して利用者が入力すべきパスワードを入力する
パスワード入力領域１５００ｂと、入力領域に入力された内容の送信を受け付けるＯＫボ
タン１５００ｃとを有する。
【０１５５】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１５００ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１５０２）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次
いで、検出処理部１３６ａが入力内容に基づいて認証処理を行う。この結果、認証された
場合には、ページ処理部１３６ｄがメニュー選択ページを記憶部１３８から取り出して送
信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１５０４）。端末３０は、図９５に
示すメニュー選択ページ１５０２を表示する。メニュー選択ページ１５０２は、寄せ書き
アルバム、アドレス帳、又は、記念日カレンダーのいずれを利用するかの選択を受け付け
るマイページ選択領域１５０２ａと、入力された内容の送信を受け付けるＯＫボタン１５
０２ｂを有する。
【０１５６】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１５０２ｂが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１５０６）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次
いで、管理処理部１３６ｃは、入力された内容を検出し（ステップＳ１５０８）、寄せ書
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きアルバムの利用である場合には、処理部１３６はアルバム処理を行い（ステップＳ１５
１０）、アドレス帳の利用である場合には、処理部１３６はアドレス帳処理を行い（ステ
ップＳ１５１２）、記念日カレンダーを利用する場合には、処理部１３６はカレンダー処
理を行う（ステップＳ１５１４）。
【０１５７】
図９６は、本発明の１実施形態に係るアルバム処理（ステップＳ１５１０）のシーケンス
図である。サーバ１０の検出処理部１３６ａが、寄せ書きデータベース１００、ユーザデ
ータベース１０２、及び寄せ書き参加者データベース１０４に基づいて、受け付けたユー
ザが関与した寄せ書きを検出する（ステップＳ１６００）。次いで、ページ処理部１３６
ｄが検出された寄せ書きに基づいて、過去寄せ書き一覧ページを生成して送信部１３２に
より端末３０へ送信させる（ステップＳ１６０１）。端末３０は、図９７に示す過去寄せ
書き一覧ページ１６００を表示する。過去寄せ書き一覧ページ１６００は、自分が発起人
として関与した寄せ書きを表示するとともに、当該寄せ書きの表示要求を受け付ける発起
人関与寄せ書き表示領域１６００ａと、自分が参加者として関与した寄せ書きを表示する
とともに、当該寄せ書きの表示要求を受け付ける参加者関与寄せ書き表示領域１６００ｂ
と、自分が受取人として関与した寄せ書きを表示するとともに、当該寄せ書きの表示要求
を受け付ける受取人関与寄せ書き表示領域１６００ｃとを有する。
【０１５８】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ１６０２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受けて処理部１３６に渡す。次いで、検出処理部１３６ａが入力内容中の表示要求があっ
た寄せ書きの情報を寄せ書きデータベース１００、寄せ書き参加者データベース１０４等
から検出し（ステップＳ１６０４）、ページ処理部１３６ｄが検出された情報に基づいて
寄せ書きを有する寄せ書きページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（
ステップＳ１６０６）。端末３０は、図９８に示す寄せ書きページ１６０２を表示する。
寄せ書きページ１６０２は、寄せ書きを表示する寄せ書き表示領域１６０２ａと、寄せ書
きに関与した人の電子メールアドレス一覧の表示要求を受け付けるアドレス一覧ボタン１
６０２ｂとを有する。
【０１５９】
次いで、端末３０は、ユーザからアドレス一覧ボタン１６０２ｂが押下された場合には、
ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１
６０８）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に
渡す。次いで、検出処理部１３６ａは、寄せ書きデータベース１００、ユーザデータベー
ス１０２、及び寄せ書き参加者データベース１０４に基づいて、当該寄せ書きに関与した
人の電子メールアドレスを検出し、ページ処理部１３６ｄが検出された電子メールアドレ
スを有するアドレス表示ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ス
テップＳ１６１０）。端末３０は、図９９に示すアドレス表示ページ１６０４を表示する
。アドレス表示ページ１６０４は、発起人、参加者及び受取人として寄せ書きに関与した
人の電子メールアドレスを表示するとともに、メールを送信したい人の選択を受け付ける
アドレス表示領域１６０４ａと、選択した人に電子メールを送信する要求を受け付けるメ
ール送信ボタン１６０４ｂと、寄せ書きの表示を要求する寄せ書き表示ボタン１６０４ｃ
とを有する。
【０１６０】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ１６１２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受けて処理部１３６に渡す。次いで、管理処理部１３６ｃが入力内容が寄せ書きの表示要
求か否かを検出し（ステップＳ１６１４）、寄せ書きの表示要求である場合には、ステッ
プＳ１６０４以降のステップを行う。一方、メールを送る要求である場合には、ページ処
理部１３６ｄは、入力内容に含まれる選択された人の電子メールアドレスを有するメール
編集ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１６１６）
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。端末３０は、図１００に示すメール編集ページ１６０６を表示する。メール編集ページ
１６０６は、選択された人の電子メールアドレスを表示するアドレス表示領域１６０６ａ
と、メールの内容に対する編集を受け付けるメール編集領域１６０６ｂと、入力された内
容の送信を受け付けるＯＫボタン１６０６ｃとを有する。
【０１６１】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１６０６ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１６１８）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次
いで、管理処理部１３６ｃが入力内容中の電子メールの編集内容に基づいて電子メールを
編集し（ステップＳ１６２０）、メール送信部１３４により入力内容に含まれる電子メー
ルアドレス宛に当該電子メールを送信させる（ステップＳ１６２２）。その後、ページ処
理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知ページを取り出して送信部１３２により端末３
０へ送信させる（ステップＳ１６２４）。端末３０は、図１０１に示すメールを送ったと
の内容を有する完了通知ページ１６０８を表示する。これによって、自己が関与した寄せ
書きを容易に表示できるとともに、当該寄せ書きに関与したユーザに対して容易に電子メ
ールを送ることができる。
【０１６２】
図１０２は、本発明の１実施形態に係るアドレス帳処理（ステップＳ１５１２）のシーケ
ンス図である。サーバ１０のページ処理部１３６ｄが記憶部１３８からアドレス帳メニュ
ーページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１７００）
。端末３０は、図１０３に示すアドレス帳メニューページ１７００を表示する。アドレス
帳メニューページ１７００は、アドレス帳を参照する要求を受け付けるアドレス参照ボタ
ン１７００ａと、アドレス帳に対する追加登録の要求を受け付ける追加登録ボタン１７０
０ｂとを有する。
【０１６３】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ１７０２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受けて処理部１３６に渡す。次いで、管理処理部１３６ｃが入力内容中の要求がアドレス
の参照か否かを検出し（ステップＳ１７０４）、アドレスの参照でない場合には、処理部
１３６は新規登録処理を行う（ステップＳ１７０６）。一方、アドレス帳の参照である場
合には、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８からアドレス検索条件入力ページを取り出
して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１７０８）。
【０１６４】
端末３０は、図１０４に示すアドレス検索条件入力ページ１７０２を表示する。アドレス
検索条件入力ページ１７０２は、寄せ書きでの検索を受け付ける寄せ書き検索ボタン１７
０２ａと、名前の入力を受け付ける名前入力領域及び名前での検索を受け付ける名前検索
ボタンを有する名前検索受付領域１７０２ｂと、電子メールアドレスを受け付けるアドレ
ス入力領域及び電子メールアドレスでの検索受け付けるアドレス検索ボタンを有するアド
レス検索受付領域１７０２ｃと、記念日の入力を受け付ける記念日入力領域及び記念日で
の検索を受け付ける記念日検索ボタンを有する記念日検索受付領域１７０２ｄとを有する
。
【０１６５】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ１７１０）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受けて処理部１３６に渡す。次いで、管理処理部１３６ｃが入力内容中の検索条件を検出
し（ステップＳ１７１２）、検索条件が寄せ書きの場合には、処理部１３６は寄せ書き処
理を行い（ステップＳ１７１４）、検索条件が名前又は電子メールアドレスの場合には、
名前・Ｅｍａｉｌ処理を行い（ステップＳ１７１６）、検索条件が記念日の場合には、記
念日処理（ステップＳ１７１８）を行う。
【０１６６】
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図１０５は、本発明の１実施形態に係る新規登録処理（ステップＳ１７０６）のシーケン
ス図である。サーバ１０のページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から新規アドレス登録ペ
ージを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１８００）。端
末３０は、図１０６に示す新規アドレス登録ページ１８００を表示する。新規アドレス登
録ページ１８００は、登録する人の氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号等の登録
者基本情報の入力を受け付ける登録者基本情報入力領域１８００ａと、当該登録する人に
関する所定の日、例えば、誕生日、結婚式等の記念日の入力を受け付ける所定日入力領域
１８００ｂと、登録要求を受け付ける登録ボタン１８００ｃとを有する。
【０１６７】
次いで、端末３０は、ユーザから登録ボタン１８００ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１８０２）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次
いで、登録処理部１３６ｂが入力内容の登録者基本情報をアドレスデータベース１２０に
当該アドレス帳の利用者のユーザ番号と対応付けて登録し、所定の日に関する日情報は、
登録者基本情報と対応付けてライフイベントデータベース１２２に登録する。その後、ペ
ージ処理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知ページを取り出して送信部１３２により
端末３０へ送信させる（ステップＳ１８０４）。端末３０は、図１０７に示す完了通知ペ
ージ１８０２を表示する。完了通知ページ１８０２は、登録したとの内容と、メールの送
信を受け付けるメール送信受付ボタン１８０２ａとを有する。
【０１６８】
次いで、端末３０は、ユーザからメール送信受付ボタン１８０２ａが押下された場合には
、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ
１８０６）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６
に渡す。次いで、ページ処理部１３６ｄが登録した人宛のメールを編集するためのメール
編集ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１８０８）
。端末３０は、図１０８に示すメール編集ページ１８０４を表示する。メール編集ページ
１８０４は、送信先の電子メールアドレスを表示する送信先表示領域１８０４ａと、メー
ルの内容の編集を受け付ける編集受付領域１８０４ｂと、メールの送信要求を受け付ける
ＯＫボタン１８０４ｃとを有する。
【０１６９】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１８０４ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１８１０）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次
いで、管理処理部１３６ｃが入力内容中の電子メールの編集内容に基づいて電子メールを
編集して、メール送信部１３４により入力内容に含まれる電子メールアドレス宛に当該電
子メールを送信させる（ステップＳ１８１２）。その後、ページ処理部１３６ｄが記憶部
１３８から完了通知ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステ
ップＳ１８１４）。端末３０は、図１０１に示す完了通知ページ１６０８を表示する。
【０１７０】
図１０９は、本発明の１実施形態に係る寄せ書き処理（ステップＳ１７１４）のシーケン
ス図である。サーバ１０の検出処理部１３６ａが、寄せ書きデータベース１００、ユーザ
データベース１０２、及び寄せ書き参加者データベース１０４に基づいて、当該ユーザが
関与した寄せ書きを検出し、ページ処理部１３６ｄが検出された寄せ書きに基づいて、過
去寄せ書き一覧ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ
１９００）。端末３０は、図９７に示す過去寄せ書き一覧ページ１６００を表示する。
【０１７１】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ１９０２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受けて処理部１３６に渡す。次いで、検出処理部１３６ａは、寄せ書きデータベース１０
０、ユーザデータベース１０２、及び寄せ書き参加者データベース１０４に基づいて、入
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力内容中の選択された寄せ書きに関与した人の電子メールアドレスを検出し、ページ処理
部１３６ｄが検出された電子メールアドレスを有するアドレス表示ページを生成して送信
部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ１９０４）。端末３０は、図９９に示
すアドレス表示ページ１６０４を表示する。
【０１７２】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ１９０６）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受けて処理部１３６に渡す。次いで、管理処理部１３６ｃが入力内容がメール送信要求か
否かを検出し（ステップＳ１９０８）、メール送信要求でない場合には、検出処理部１３
６ａが表示要求があった寄せ書きの情報を寄せ書きデータベース１００、寄せ書き参加者
データベース１０４等から検出し、ページ処理部１３６ｄが検出された情報に基づいて寄
せ書きを有する寄せ書きページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ス
テップＳ１９１０）。端末３０は、図９８に示す寄せ書きページ１６０２を表示する。
【０１７３】
次いで、端末３０は、ユーザからアドレス一覧ボタン１６０２ｂが押下された場合には、
ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ１
６０８）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に
渡す。その後、処理部１３６は、ステップＳ１９０４以降のステップを行う。
【０１７４】
一方、メールを送る要求である場合には、ページ処理部１３６ｄは、入力内容に含まれる
選択された人の電子メールアドレスを有するメール編集ページを生成して送信部１３２に
より端末３０へ送信させる（ステップＳ１９１４）。端末３０は、図１００に示すメール
編集ページ１６０６を表示する。次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１６０６ｃ
が押下された場合には、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０
に送信し（ステップＳ１９１６）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容
を受けて処理部１３６に渡す。
【０１７５】
次いで、管理処理部１３６ｃが入力内容中の電子メールの編集内容に基づいて電子メール
を編集し、メール送信部１３４により入力内容に含まれる電子メールアドレス宛に当該電
子メールを送信させる（ステップＳ１９１８）。その後、ページ処理部１３６ｄが記憶部
１３８から完了通知ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステ
ップＳ１９２０）。端末３０は、図１０１に示すメールを送ったとの内容を有する完了通
知ページ１６０８を表示する。
【０１７６】
図１１０は、本発明の１実施形態に係る名前、Ｅｍａｉｌ処理のシーケンス図である。サ
ーバ１０の検出処理部１３６ａが、アドレスデータベース１２０、及びライフイベントデ
ータベース１２２に基づいて、名前又は電子メールアドレスに対応するユーザの情報を検
出する（ステップＳ２０００）。次いで、ページ処理部１３６ｄが検出された情報に基づ
いて、検索結果ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ
２００２）。端末３０は、図１１１に示す検索結果ページ２０００を表示する。検索結果
ページ２０００は、検索された登録者の登録者基礎情報を編集可能に表示する登録者基礎
情報領域２０００ａと、登録者の日情報を編集可能に表示する日情報領域２０００ｂと、
情報の更新要求を受け付ける更新要求ボタン２０００ｃと、当該登録者にメールを送信す
る要求を受け付けるメール送信ボタン２０００ｄとを有する。
【０１７７】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ２００４）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受けて処理部１３６に渡す。次いで、管理処理部１３６ｃが入力内容は、更新する要求か
否かを検出し（ステップＳ２００６）、更新する要求の場合には、登録処理部１３６ｂが
入力内容に基づいて、アドレスデータベース１２０又はライフイベントデータベース１２



(40) JP 4719335 B2 2011.7.6

10

20

30

40

50

２の少なくとも一方を更新する（ステップＳ２００８）。次いで、ページ処理部１３６ｄ
が記憶部１３８から完了通知ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させ
る（ステップＳ２０１０）。端末３０は、図１１２に示す完了通知ページ２００２を表示
する。完了通知ページ２００２は、情報を更新したとの内容と、メールの送信を受け付け
るメール送信受付ボタン２００２ａとを有する。
【０１７８】
次いで、端末３０は、ユーザからメール送信受付ボタン２００２ａが押下された場合には
、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ
２０１２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６
に渡す。
【０１７９】
更新する要求でない場合、又は、上記ステップＳ２０１２を終えた場合には、ページ処理
部１３６ｄが当該登録者宛の電子メールを編集するためのメール編集ページを生成して送
信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２０１４）。端末３０は、図１０８
に示すメール編集ページ１８０４を表示する。次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタ
ン１８０４ｃが押下された場合には、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容
をサーバ１０に送信し（ステップＳ２０１６）、サーバ１０の受信部１３０がページに対
する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次いで、管理処理部１３６ｃが入力内容中の
電子メールの編集内容に基づいて電子メールを編集して、メール送信部１３４により入力
内容に含まれる電子メールアドレス宛に当該電子メールを送信させる（ステップＳ２０１
８）。その後、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知ページを取り出して送
信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２０２０）。端末３０は、図１０１
に示す完了通知ページ１６０８を表示する。
【０１８０】
図１１３は、本発明の１実施形態に係る記念日処理（ステップＳ１７１８）のシーケンス
図である。サーバ１０の検出処理部１３６ａが、アドレスデータベース１２０及びライフ
イベントデータベース１２２に基づいて、記念日の条件に対応するユーザの情報を検出す
る（ステップＳ２１００）。次いで、ページ処理部１３６ｄが検出された情報に基づいて
、記念日カレンダー表示ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ス
テップＳ２１０２）。端末３０は、図１１４に示す記念日カレンダー表示ページ２１００
を表示する。記念日カレンダー表示ページ２０００は、登録者の記念日を表示するととも
に、選択を受け付ける表示選択領域２１００ａ、２１００ｂ、２１００ｃと、選択した登
録者の詳細情報を要求する詳細情報ボタン２１００ｄとを有する。
【０１８１】
端末３０は、ユーザから詳細情報ボタン２１００ｄが押下された場合には、ユーザから受
け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２１０４）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。サーバ
１０の検出処理部１３６ａが、アドレスデータベース１２０、及びライフイベントデータ
ベース１２２に基づいて、該当する名前又は電子メールアドレスに対応するユーザの情報
を検出する（ステップＳ２１０６）。次いで、ページ処理部１３６ｄが検出された情報に
基づいて、検索結果ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステッ
プＳ２１０８）。端末３０は、図１１１に示す検索結果ページ２０００を表示する。
【０１８２】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ２１１０）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受けて処理部１３６に渡す。次いで、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知
ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２１１２）。
端末３０は、図１１２に示す完了通知ページ２００２を表示する。
【０１８３】
次いで、端末３０は、ユーザからメール送信受付ボタン２００２ａが押下された場合には
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、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ
２１１４）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６
に渡す。次いで、ページ処理部１３６ｄが当該登録者宛の電子メールを編集するためのメ
ール編集ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２１１
６）。端末３０は、図１０８に示すメール編集ページ１８０４を表示する。
【０１８４】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１８０４ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２１１８）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次
いで、管理処理部１３６ｃが入力内容中の電子メールの編集内容に基づいて電子メールを
編集して、メール送信部１３４により入力内容に含まれる電子メールアドレス宛に当該電
子メールを送信させる（ステップＳ２１２０）。その後、ページ処理部１３６ｄが記憶部
１３８から完了通知ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステ
ップＳ２１２２）。端末３０は、図１０１に示す完了通知ページ１６０８を表示する。
【０１８５】
図１１５は、本発明の１実施形態に係るカレンダー処理（ステップＳ１５１４）のシーケ
ンス図である。サーバ１０のページ処理部１３６ｄが記憶部１３８からカレンダーメニュ
ーページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２２００）
。端末３０は、図１１６に示すカレンダーメニューぺージ２２００を表示する。カレンダ
ーメニューページ２２００は、記念日を参照する要求を受け付ける記念日要求ボタン２２
００ａと、記念日を登録する要求を受け付ける記念日登録ボタン２２００ｂとを有する。
【０１８６】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ２２０２）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受けて処理部１３６に渡す。次いで、管理処理部１３６ｃは、入力内容が記念日の参照要
求か否かを検出し（ステップＳ２２０４）、参照要求ではない場合、すなわち、記念日の
登録である場合には、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から新規アドレス登録ページ
を取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２２０６）。端末３
０は、図１０６に示す新規アドレス登録ページ１８００を表示する。
【０１８７】
次いで、端末３０は、ユーザから登録ボタン１８００ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２２０８）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次
いで、登録処理部１３６ｂが入力内容の登録者基本情報をアドレスデータベース１２０に
当該アドレス帳の利用者のユーザ番号と対応付けて登録し、所定の日に関する日情報は、
登録者基本情報と対応付けてライフイベントデータベース１２２に登録する（ステップＳ
２２１０）。その後、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知ページを取り出
して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２２１２）。端末３０は、図
１１７に示す登録した内容を有する完了通知ページ２２０２を表示する。
【０１８８】
一方、記念日の参照である場合には、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から検索条件
入力ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２２１４
）。端末３０は、図１１８に示す検索条件入力ページ２２０４を表示する。検索条件入力
ページ２２０４は、検索すべき記念日の範囲の入力を受け付ける記念日範囲入力領域２２
０４ａと、入力内容の送信要求を受け付けるＯＫボタン２２０４ｂとを有する。
【０１８９】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン２２０４ｂが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２２１６）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次
いで、検出処理部１３６ａがライフイベントデータベース１２２に基づいて、入力内容に
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含まれる検索すべき記念日の範囲に属する記念日を有するユーザの情報を検索する（ステ
ップＳ２２１８）。次いで、ページ処理部１３６ｄが検出された情報に基づいて、記念日
カレンダー表示ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ
２２２０）。端末３０は、図１１４に示す記念日カレンダー表示ページ２１００を表示す
る。
【０１９０】
端末３０は、ユーザから詳細情報ボタン２１００ｄが押下された場合には、ユーザから受
け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２２２２）、サ
ーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。サーバ
１０の検出処理部１３６ａが、アドレスデータベース１２０、及びライフイベントデータ
ベース１２２に基づいて、該当する名前又は電子メールアドレスに対応するユーザの情報
を検出する。次いで、ページ処理部１３６ｄが検出された情報に基づいて、検索結果ペー
ジを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２２２４）。端末３
０は、図１１１に示す検索結果ページ２０００を表示する。
【０１９１】
次いで、端末３０は、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に
送信し（ステップＳ２２２６）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を
受けて処理部１３６に渡す。次いで、ページ処理部１３６ｄが記憶部１３８から完了通知
ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２２２８）。
端末３０は、図１１２に示す完了通知ページ２００２を表示する。
【０１９２】
次いで、端末３０は、ユーザからメール送信受付ボタン２００２ａが押下された場合には
、ユーザから受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ
２２３０）、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６
に渡す。次いで、ページ処理部１３６ｄが当該登録者宛の電子メールを編集するためのメ
ール編集ページを生成して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステップＳ２２３
２）。端末３０は、図１０８に示すメール編集ページ１８０４を表示する。
【０１９３】
次いで、端末３０は、ユーザからＯＫボタン１８０４ｃが押下された場合には、ユーザか
ら受け付けた当該ページに対する入力内容をサーバ１０に送信し（ステップＳ２２３４）
、サーバ１０の受信部１３０がページに対する入力内容を受けて処理部１３６に渡す。次
いで、管理処理部１３６ｃが入力内容中の電子メールの編集内容に基づいて電子メールを
編集して、メール送信部１３４により入力内容に含まれる電子メールアドレス宛に当該電
子メールを送信させる（ステップＳ２２３６）。その後、ページ処理部１３６ｄが記憶部
１３８から完了通知ページを取り出して送信部１３２により端末３０へ送信させる（ステ
ップＳ２２３８）。端末３０は、図１０１に示す完了通知ページ１６０８を表示する。
【０１９４】
図１１９は、本発明の１実施形態に係るイベント日検出処理のシーケンス図である。サー
バ１０において、管理処理部１３６ｃが現在の日付を検出する（ステップＳ２３００）。
次いで、検出処理部１３６ａがライフイベントデータベース１２２から所定の日数以内に
発生する記念日を検出する（ステップＳ２３０２）。　次いで、検出処理部１３６ａが検
出された記念日に対応付けられたユーザのレコードをアドレスデータベース１２０から検
出する（ステップＳ２３０４）。次いで、検出処理部１３６ａが当該レコードを登録して
いるユーザの電子メールアドレスを検出する。ここで、レコードを登録しているユーザの
電子メールアドレスは、当該レコード中のユーザ番号を、ユーザ番号として格納している
ユーザデータベース１０２のレコードを検索することにより検出することができる。次い
で、管理処理部１３６ｃが、メール送信部１３４により、当該レコードを登録しているユ
ーザの電子メールアドレス宛に、前記ユーザを特定する情報と、記念日に関する情報とを
含む電子メールを送信させる（ステップＳ２３０６）。これによって、他のユーザの記念
日を登録しているユーザに、他のユーザの記念日が所定の日数以内になったことを適切に
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通知することができる。
【０１９５】
本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、
上記の実施形態では、利用者特定情報の一例として電子メールアドレスを用いていたが、
本発明はこれに限られず、例えば、利用者の氏名であってもよく、要は、利用者を特定す
ることのできる利用者情報であればよい。
【０１９６】
また、上記実施形態では、寄せ書きの送信予定日に寄せ書きへ到達するためのページのＵ
ＲＬを含む電子メールを送信するようにしたが、本発明はこれに限られず、寄せ書きの送
信予定日に、寄せ書きを含む電子メールを受取人の電子メールアドレス宛てに送信するよ
うにしてもよい。また、上記実施形態では、寄せ書きの受取先を単数、例えば一人とした
場合の例を示したが、本発明はこれに限られず、受取先を複数にするようにしてもよい。
この場合には、受取先の数に基づいて、表示画面やデータベースを構成するようにすれば
よい。
【０１９７】
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に
記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることがで
きることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的
範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【０１９８】
【発明の効果】
上記説明から明らかなように、本発明によれば、容易且つ適切に寄せ書きの編集を管理す
ることができる。また、容易且つ適切に物の贈呈を管理することができる。また、容易且
つ適切に、所定の利用者の日付を管理することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の１実施形態に係る寄せ書き管理装置、商品贈呈支援装置、及び日付管
理装置の一例としてのサーバを含む処理ネットワークシステムの構成図である。
【図２】　本発明の１実施形態に係るサーバの構成図である。
【図３】　本発明の１実施形態に係る寄せ書きデータベースの構成を示す図である。
【図４】　本発明の１実施形態に係るユーザデータベースの構成を示す図である。
【図５】　本発明の１実施形態に係る寄せ書き参加者データベースの構成を示す図である
。
【図６】　本発明の１実施形態に係る寄せ書きイラストマスタデータベースの構成を示す
図である。
【図７】　本発明の１実施形態に係る寄せ書きギフトマスタデータベースの構成を示す図
である。
【図８】　本発明の１実施形態に係る寄せ書きギフトデータベースの構成を示す図である
。
【図９】　本発明の１実施形態に係る寄せ書きギフト候補データベースの構成を示す図で
ある。
【図１０】　本発明の１実施形態に係る寄せ書き印刷データベースの構成を示す図である
。
【図１１】　本発明の１実施形態に係るお礼ギフトデータベースの構成を示す図である。
【図１２】　本発明の１実施形態に係るお礼ギフト宛先データベースの構成を示す図であ
る。
【図１３】　本発明の１実施形態に係る寄せ書きアドレスデータベースの構成を示す図で
ある。
【図１４】　本発明の１実施形態に係るライフイベントデータベースの構成を示す図であ
る。
【図１５】　本発明の１実施形態に係るサーバのハードウエア構成図である。
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【図１６】　本発明の１実施形態に係る主処理のシーケンス図である。
【図１７】　本発明の１実施形態に係るトップページの表示例である。
【図１８】　本発明の１実施形態に係る寄せ書き発起処理の第１のシーケンス図である。
【図１９】　本発明の１実施形態に係る寄せ書き発起処理の第２のシーケンス図である。
【図２０】　本発明の１実施形態に係る登録パスワード入力ページの表示例である。
【図２１】　本発明の１実施形態に係る基本情報入力ページの表示例である。
【図２２】　本発明の１実施形態に係る寄せ書き単位アドレスページの表示例である。
【図２３】　本発明の１実施形態に係る対応アドレスページの表示例である。
【図２４】　本発明の１実施形態に係る送付先登録ページの表示例である。
【図２５】　本発明の１実施形態に係る登録内容確認ページの表示例である。
【図２６】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図２７】　本発明の１実施形態に係る呼びかけメール編集ページの表示例である。
【図２８】　本発明の１実施形態に係る書き込みページの表示例である。
【図２９】　本発明の１実施形態に係る書き込み確認ページの表示例である。
【図３０】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図３１】　本発明の１実施形態に係るギフト候補処理のシーケンス図である。
【図３２】　本発明の１実施形態に係るギフト検索条件設定ページの表示例である。
【図３３】　本発明の１実施形態に係る検索結果・候補選択ページの表示例である。
【図３４】　本発明の１実施形態に係る選択候補一覧ページの表示例である。
【図３５】　本発明の１実施形態に係るカード情報登録ページの表示例である。
【図３６】　本発明の１実施形態に係るカード情報確認ページの表示例である。
【図３７】　本発明の１実施形態に係る参加者書き込み処理のシーケンス図である。
【図３８】　本発明の１実施形態に係る到達ページの表示例である。
【図３９】　本発明の１実施形態に係る拒絶ページの表示例である。
【図４０】　本発明の１実施形態に係る書き込みページの表示例である。
【図４１】　本発明の１実施形態に係る参加者アドレスページの表示例である。
【図４２】　本発明の１実施形態に係る書き込み確認ページの表示例である。
【図４３】　本発明の１実施形態に係る参加者ギフト処理のシーケンス図である。
【図４４】　本発明の１実施形態に係る投票ページの表示例である。
【図４５】　本発明の１実施形態に係る追加候補確認ページの表示例である。
【図４６】　本発明の１実施形態に係る投票状況・投票ページの表示例である。
【図４７】　本発明の１実施形態に係る管理処理のシーケンス図である。
【図４８】　本発明の１実施形態に係る管理者パスワード入力ページの表示例である。
【図４９】　本発明の１実施形態に係る作成寄せ書き一覧ページの表示例である。
【図５０】　本発明の１実施形態に係る管理メニューページの表示例である。
【図５１】　本発明の１実施形態に係る最新状況確認ページの表示例である。
【図５２】　本発明の１実施形態に係る書き込み状況ページの表示例である。
【図５３】　本発明の１実施形態に係る登録変更処理のシーケンス図である。
【図５４】　本発明の１実施形態に係る登録条件変更ページの表示例である。
【図５５】　本発明の１実施形態に係る変更通知メール編集ページの表示例である。
【図５６】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図５７】　本発明の１実施形態に係る再編集処理のシーケンス図である。
【図５８】　本発明の１実施形態に係るデザイン条件変更ページの表示例である。
【図５９】　本発明の１実施形態に係る変更確認ページの表示例である。
【図６０】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図６１】　本発明の１実施形態に係る書き込み削除処理のシーケンス図である。
【図６２】　本発明の１実施形態に係る削除書き込み選択ページの表示例である。
【図６３】　本発明の１実施形態に係る削除確認ページの表示例である。
【図６４】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図６５】　本発明の１実施形態に係る催促処理のシーケンス図である。
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【図６６】　本発明の１実施形態に係る催促対象者ページの表示例である。
【図６７】　本発明の１実施形態に係る催促メール編集ページの表示例である。
【図６８】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図６９】　本発明の１実施形態に係る寄せ書き送信処理のシーケンス図である。
【図７０】　本発明の１実施形態に係る送信日予約ページの表示例である。
【図７１】　本発明の１実施形態に係るデザイン選択ページの表示例である。
【図７２】　本発明の１実施形態に係るイラスト選択ページの表示例である。
【図７３】　本発明の１実施形態に係る並び替え指定ページの表示例である。
【図７４】　本発明の１実施形態に係るデザイン確認ページの表示例である。
【図７５】　本発明の１実施形態に係る送信日予約ページの表示例である。
【図７６】　本発明の１実施形態に係るギフト投票結果ページの表示例である。
【図７７】　本発明の１実施形態に係る送付確認ページの表示例である。
【図７８】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図７９】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図８０】　本発明の１実施形態に係る編集期限管理処理のシーケンス図である。
【図８１】　本発明の１実施形態に係る送付期限管理処理のシーケンス図である。
【図８２】　本発明の１実施形態に係る受取人受信処理の第１のシーケンス図である。
【図８３】　本発明の１実施形態に係る受取人受信処理の第２のシーケンス図である。
【図８４】　本発明の１実施形態に係るパスワード入力ページの表示例である。
【図８５】　本発明の１実施形態に係る寄せ書きページの表示例である。
【図８６】　本発明の１実施形態に係る選択ギフト確認・送付先指定ページの表示例であ
る。
【図８７】　本発明の１実施形態に係る送付先確認ページの表示例である。
【図８８】　本発明の１実施形態に係るお礼メール編集ページの表示例である。
【図８９】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図９０】　本発明の１実施形態に係る出力依頼登録ページの表示例である。
【図９１】　本発明の１実施形態に係る登録内容確認ページの表示例である。
【図９２】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図９３】　本発明の１実施形態に係るマイページ処理のシーケンス図である。
【図９４】　本発明の１実施形態に係るパスワード入力ページの表示例である。
【図９５】　本発明の１実施形態に係るメニュー選択ページの表示例である。
【図９６】　本発明の１実施形態に係るアルバム処理のシーケンス図である。
【図９７】　本発明の１実施形態に係る過去寄せ書き一覧ページの表示例である。
【図９８】　本発明の１実施形態に係る寄せ書きページの表示例である。
【図９９】　本発明の１実施形態に係るアドレス表示ページの表示例である。
【図１００】　本発明の１実施形態に係るメール編集ページの表示例である。
【図１０１】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図１０２】　本発明の１実施形態に係るアドレス帳処理のシーケンス図である。
【図１０３】　本発明の１実施形態に係るアドレス帳メニューページの表示例である。
【図１０４】　本発明の１実施形態に係るアドレス検索条件入力ページの表示例である。
【図１０５】　本発明の１実施形態に係る新規登録処理のシーケンス図である。
【図１０６】　本発明の１実施形態に係る新規アドレス登録ページの表示例である。
【図１０７】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図１０８】　本発明の１実施形態に係るメール編集ページの表示例である。
【図１０９】　本発明の１実施形態に係る寄せ書き処理のシーケンス図である。
【図１１０】　本発明の１実施形態に係る名前、Ｅｍａｉｌ処理のシーケンス図である。
【図１１１】　本発明の１実施形態に係る検索結果ページの表示例である。
【図１１２】　本発明の１実施形態に係る完了通知ページの表示例である。
【図１１３】　本発明の１実施形態に係る記念日処理のシーケンス図である。
【図１１４】　本発明の１実施形態に係る記念日カレンダー表示ページの表示例である。
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【図１１５】　本発明の１実施形態に係るカレンダー処理のシーケンス図である。
【図１１６】　本発明の１実施形態に係るカレンダーメニューページの表示例である。
【図１１７】　本発明の１実施形態に係る登録通知ページの表示例である。
【図１１８】　本発明の１実施形態に係る検索条件入力ページの表示例である。
【図１１９】　本発明の１実施形態に係るイベント日検出処理のシーケンス図である。
【符号の説明】
１０　サーバ　　　　　　　　　　　　　２０　インターネット
３０　端末　　　　　　　　　　　　　　１００　寄せ書きデータベース
１０２　ユーザデータベース　　　　　　１０４　寄せ書き参加者データベース
１０６　イラストマスタデータベース　　１０８　ギフトマスタデータベース
１１０　ギフトデータベース　　　　　　１１２　ギフト候補データベース
１１４　印刷データベース　　　　　　　１１６　お礼ギフトデータベース
１１８　お礼ギフト宛先データベース　　１２０　アドレスデータベース
１２２　ライフイベントデータベース　　１３０　受信部
１３２　送信部　　　　　　　　　　　　１３４　メール送信部
１３６　処理部　　　　　　　　　　　　１３６ａ　検出処理部
１３６ｂ　登録処理部　　　　　　　　　１３６ｃ　管理処理部
１３６ｄ　ページ処理部　　　　　　　　１３８　記憶部

【図１】 【図２】
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