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(57)【要約】
【課題】所望のメニュー（商品）を抜き出して売上情報
を出力することができる出力装置、およびプログラムを
提供する。
【解決手段】複数のメニューを選択し、選択した複数の
メニューの売上情報を出力することにより、ユーザが任
意に選択した複数のメニューの売上情報を出力すること
ができるので、所望のメニューを抜き出して売上情報を
出力することができる。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の商品を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された複数の商品の売上情報を出力する出力手段と、
　を備えたことを特徴とする出力装置。
【請求項２】
　前記出力手段は、選択された複数の商品の前記売上情報に加えて、選択された複数の商
品の前記売上情報を合算した合計情報を出力することを特徴とする請求項１に記載の出力
装置。
【請求項３】
　前記選択手段は、予め設定されたグループに含まれる複数の商品を選択することを特徴
とする請求項１または２に記載の出力装置。
【請求項４】
　前記選択手段は、商品毎に、複数の商品を選択することを特徴とする請求項１または２
に記載の出力装置。
【請求項５】
　販売対象の商品は、商品を識別するための商品コードを有し、
　前記選択手段は、入力された前記商品コードの範囲に含まれる前記商品コードを有する
複数の商品を選択することを特徴とする請求項１または２に記載の出力装置。
【請求項６】
　コンピュータを、
　複数の商品を選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された複数の商品の売上情報を出力する出力手段と、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品の売上情報を出力する出力装置、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＰＯＳ（Point　Of　Sale）システムにおいては、当該ＰＯＳシステムの点検・
精算などの際に、販売対象のメニュー（商品）全部またはメニュー単品でしか売上情報を
出力することができないため、多種類のメニューを扱う店舗ではどの部門のメニューがど
の時間帯に最も売れるかの状態を正確に把握することが困難であった。そこで、特許文献
１では、各メニューが属する部門別の売上情報を時間帯別に分けて出力する技術を開示し
ている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、近年、新商品の売上げ把握などのため、所望のメニュー（商品）を抜き出し
て売上情報を出力したいという要望がある。しかしながら上記特許文献１で開示された技
術では、部門別時間帯別の売上情報を出力することはできるものの、所望のメニュー（商
品）を抜き出して売上情報を出力することができない、という課題がある。
【０００４】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、所望のメニュー（商品）を抜き出して
売上情報を出力することができる出力装置、およびプログラムを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、複数の商品を選択する選択
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手段と、前記選択手段により選択された複数の商品の売上情報を出力する出力手段と、を
備えたことを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明は、コンピュータを、複数の商品を選択する選択手段と、前記選択手段に
より選択された複数の商品の売上情報を出力する出力手段と、として機能させる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明にかかる出力装置およびプログラムは、所望のメニュー（商品）を抜き出して売
上情報を出力することができる、という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、ＰＯＳシステムとして機能する情報端末を正面側から見た外観形態を示
す斜視図である。
【図２】図２は、ＰＯＳシステムとして機能する情報端末を背面側から見た外観形態を示
す斜視図である。
【図３】図３は、情報端末の電気的接続を示すブロック図である。
【図４】図４は、ＨＤＤにインストールされている売上情報ファイルのファイル構造を示
す図である。
【図５】図５は、ＨＤＤにインストールされているグループファイルのファイル構造を示
す図である。
【図６】図６は、情報端末の機能構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、売上情報の出力処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】図８は、出力された売上情報の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかる出力装置、およびプログラムの最良な実
施の形態を詳細に説明する。
【００１０】
　本発明の実施の一形態を図１ないし図８に基づいて説明する。本実施の形態は、チェッ
クアウトカウンタに設置され、オーダーしたメニュー（販売対象の商品）の精算や点検な
どを支援する情報端末を出力装置として適用した例である。
【００１１】
　図１は、ＰＯＳシステムとして機能する情報端末を正面側から見た外観形態を示す斜視
図である。ＰＯＳ（Point　Of　Sale）として機能する情報端末１００は、本体部１０３
の上面に表示デバイスとしての液晶ディスプレイ１０４が載置されている。液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ：Liquid　Crystal　Display）１０４には、その表示面の上に入力デバイス
としてのタッチパネル１０５が積層配置されている。プリンタ１０１は、情報端末１００
の近傍に隣接設置されており、例えばＵＳＢ（Universal　Serial　Bus）等のインターフ
ェースを介して情報端末１００に接続されている。
【００１２】
　図２は、ＰＯＳシステムとして機能する情報端末を背面側から見た外観形態を示す斜視
図である。図２では、客面表示装置１０２が明確に示されている。客面表示装置１０２は
、一例として、７セグメント表示をするＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）表示装置であ
り、情報端末１００の本体部１０３の上面に載置されている。客面表示装置１０２も、プ
リンタ１０１と同様に、ＵＳＢ等のインターフェースを介して情報端末１００に接続され
ている。
【００１３】
　図３は、情報端末の電気的接続を示すブロック図である。図３に示すように、情報端末
１００には、マイクロコンピュータ３０１が備えられており、このマイクロコンピュータ
３０１が各部を駆動制御する。マイクロコンピュータ３０１は、各部を集中的に制御する
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ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）３０２に、バスライン３０３を介して、制御プロ
グラム等の固定的情報を予め記憶するＲＯＭ（Read　Only　Memory）３０４と、各種情報
を書き換え自在に記憶してワークエリア等として機能するＲＡＭ（Random　Access　Memo
ry）３０５とが接続されている。したがって、マイクロコンピュータ３０１は、情報処理
を実行する情報処理部を構成する。
【００１４】
　マイクロコンピュータ３０１には、バスライン３０３を介して、タッチパネルコントロ
ーラ３０６、表示コントローラ３０７、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）３０８、インター
フェース３０９、および通信インターフェース３１０が接続されている。タッチパネルコ
ントローラ３０６は、タッチパネル１０５からの入力信号をマイクロコンピュータ３０１
に取り込む。表示コントローラ３０７は、画像データに基づいて液晶ディスプレイ１０４
を駆動制御し、画像データを液晶ディスプレイ１０４に表示させる。インターフェース３
０９は、プリンタ１０１や客面表示装置１０２をマイクロコンピュータ３０１に接続させ
るためのインターフェースであり、前述したように、ＵＳＢ等によって構成されている。
通信インターフェース３１０は、マイクロコンピュータ３０１をＬＡＮ（Local　Area　N
etwork）経由で他の機器とデータ通信可能にするためのインターフェースである。
【００１５】
　ＨＤＤ３０８には、ＯＳ（Operating　System）、コンピュータプログラム、各種ファ
イル等がインストールされている。これらのＯＳ、コンピュータプログラム、各種ファイ
ル等は、情報端末１００の起動時にその全部又は一部がＲＡＭ３０５にコピーされてＣＰ
Ｕ３０２にアクセスされる。ＣＰＵ３０２は、こうしてコピーされたＯＳおよびコンピュ
ータプログラムに従った処理を実行する。
【００１６】
　図４は、ＨＤＤにインストールされている売上情報ファイルのファイル構造を示す図で
ある。売上情報ファイル４００は、オーダーしたメニュー（販売対象の商品）を識別する
ためのメニューコード４０１およびメニュー名４０２に対応させて、メニューの宣伝に用
いたメニューの数を表すプロモ４０３、値引きしたメニューの数や割引額の合計を表す値
引き／割引４０４、粗利益４０５、店内で飲食されたメニューの数およびその合計額を表
す店内飲食４０６、テイクアウトされたメニューの数およびその合計額を表すテイクアウ
ト４０７など、メニューの売上に関わる売上情報が登録されている。
【００１７】
　図５は、ＨＤＤにインストールされているグループファイルのファイル構造を示す図で
ある。グループファイル５００は、予め設定されたグループを識別するためのグループコ
ード５０１に対応させて、そのグループに含まれる複数のメニューそれぞれのメニューコ
ード５０２が登録されている。
【００１８】
　次いで、図６～８を用いて、情報端末１００のＨＤＤ３０８にインストールされたＯＳ
およびコンピュータプログラムによりマイクロコンピュータ３０１が実行する処理のうち
、本実施の形態の情報端末１００が有している特徴的な処理について説明する。図６は、
情報端末の機能構成を示すブロック図である。図７は、売上情報の出力処理の流れを示す
フローチャートである。図８は、出力された売上情報の一例を示す図である。
【００１９】
　本実施の形態にかかる情報端末１００で実行されるコンピュータプログラムは、図６に
示すような各部（選択手段６０１、出力手段６０２）を含むモジュール構成となっており
、実際のハードウェアとしてはマイクロコンピュータ３０１のＣＰＵ３０２がＨＤＤ３０
８からコンピュータプログラムを読み出して実行することにより上記各部がＲＡＭ３０５
上にロードされ、選択手段６０１、出力手段６０２がＲＡＭ３０５上に生成されるように
なっている。
【００２０】
　選択手段６０１は、キー操作によりメニューの点検または精算が選択されると、情報端
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末１００を点検モードへと移行させるとともに、メニューの売上情報およびＡＢＣ分析を
要求するためのメニュー別／ＡＢＣ分析ボタンを液晶ディスプレイ１０４に表示する。
【００２１】
　そして、メニュー別／ＡＢＣ分析ボタンがタッチされると（ステップＳ７０１）、選択
手段６０１は、メニューの売上情報の出力パターンを液晶ディスプレイ１０４に表示し、
表示した出力パターンの中から実際に売上情報を出力する際の出力パターンの選択を待つ
（ステップＳ７０２）。
【００２２】
　本実施の形態では、選択手段６０１は、予め設定されたグループに含まれる複数のメニ
ューの売上情報を出力する出力パターン、個別メニュー毎に選択した複数のメニューの売
上情報を出力する出力パターン、入力されたメニューコードの範囲に含まれるメニューコ
ードを有する複数のメニューの売上情報を出力する出力パターンを液晶ディスプレイ１０
４に表示するものとする。
【００２３】
　そして、選択手段６０１は、液晶ディスプレイ１０４に表示した出力パターンがタッチ
されると、予め設定されたグループに含まれる複数のメニューの売上情報を出力する出力
パターンがタッチ（選択）されたか否かを判断する（ステップＳ７０３）。
【００２４】
　予め設定されたグループに含まれる複数のメニューの売上情報を出力する出力パターン
が選択されたと判断した場合（ステップＳ７０３：Ｙｅｓ）、選択手段６０１は、液晶デ
ィスプレイ１０４に表示したテンキーがタッチされて、グループコード５０１が入力され
るのを待つ。そして、グループコード５０１が入力されると、選択手段６０１は、ＨＤＤ
３０８にインストールされたグループファイル５００から、入力されたグループコード５
０１に対応するメニューコード５０２を読み出す。次いで、選択手段６０１は、読み出し
たメニューコード５０２により識別されるメニューを、売上情報を出力するメニューとし
て選択する（ステップＳ７０４）。
【００２５】
　選択手段６０１によりメニューが選択されると、出力手段６０２は、ＨＤＤ３０８にイ
ンストールされた売上情報ファイル４００から、当該選択手段６０１により選択された複
数のメニューのメニューコード４０１に対応するプロモ４０３、値引き／割引４０４、粗
利益４０５、店内飲食４０６、テイクアウト４０７などの売上情報を読み出す。さらに、
出力手段６０２は、読み出した複数のメニューの売上情報を合算した合計情報を算出する
。なお、本実施の形態では、出力手段６０２は、複数のメニューの売上情報を、売上情報
の種類毎に合算するものとする。そして、出力手段６０２は、図８に示すように、選択し
た複数のメニューのメニューコード４０１の一覧８０１、読み出した複数のメニューの売
上情報８０２、および算出した合計情報８０３をプリンタ１０１から出力する（ステップ
Ｓ７０５）。
【００２６】
　なお、本実施の形態では、複数のメニューの売上情報８０２に加えて、メニューコード
４０１の一覧８０１および合計情報８０３を出力しているが、少なくとも複数のメニュー
の売上情報８０２が含まれていれば良く、これに限定するものではない。また、本実施の
形態では、プリンタ１０１におけるレシート印刷（紙媒体への印刷）により売上情報８０
２や合計情報８０３などを出力しているが、ユーザに売上情報８０２を提示できるもので
あれば、これに限定するものでなく、例えば、売上情報８０２や合計情報８０３などを液
晶ディスプレイ１０５に表示しても良い。
【００２７】
　また、予め設定されたグループに含まれる複数のメニューの売上情報を出力する出力パ
ターンがタッチされていないと判断した場合（ステップＳ７０３：Ｎｏ）、選択手段６０
１は、個別メニュー毎に選択された複数のメニューの売上情報を出力する出力パターンが
タッチ（選択）されたか否かを判断する（ステップＳ７０６）。
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【００２８】
　そして、個別メニュー毎に選択された複数のメニューの売上情報を出力する出力パター
ンが選択されたと判断した場合（ステップＳ７０６：Ｙｅｓ）、選択手段６０１は、選択
対象のメニューの一覧およびメニューの選択完了を指示する完了ボタンを液晶ディスプレ
イ１０４に表示する（ステップＳ７０７）。次いで、選択手段６０１は、売上情報を出力
する複数のメニューを、液晶ディスプレイ１０４に表示したメニューの一覧から、メニュ
ー毎に選択する（ステップＳ７０８）。選択手段６０１は、完了ボタンがタッチされるま
で、メニューの選択を継続して行う（ステップＳ７０９：Ｎｏ）。
【００２９】
　その後、完了ボタンがタッチされると（ステップＳ７０９：Ｙｅｓ）、選択手段６０１
は、選択したメニューの一覧および当該メニューの一覧の確認完了を指示するＯＫボタン
を液晶ディスプレイ１０４に表示する（ステップＳ７１０）。そして、ＯＫボタンが所定
時間内にタッチされなかった場合（ステップＳ７１１：Ｎｏ）、選択手段６０１は、選択
したメニューをリセットして（ステップＳ７１２）、ステップＳ７０７に示す処理に戻る
。一方、ＯＫボタンがタッチされた場合（ステップＳ７１１：Ｙｅｓ）、出力手段６０２
は、上述したステップＳ７０５に示す処理と同様に、選択手段６０１により選択したメニ
ューの売上情報８０２や合計情報８０３などをプリンタ１０１から出力する。
【００３０】
　また、個別メニュー毎に選択した複数のメニューの売上情報を出力する出力パターンが
タッチされていないと判断した場合（ステップＳ７０６：Ｎｏ）、選択手段６０１は、入
力されたメニューコードの範囲に含まれるメニューコードを有する複数のメニューの売上
情報を出力する出力パターンが選択されたと判断して（ステップＳ７１３）、選択対象の
メニューをメニューコード（例えば、番号）が小さい順に配列したメニューの一覧を液晶
ディスプレイ１０４に表示する（ステップＳ７１４）。
【００３１】
　そして、選択手段６０１は、液晶ディスプレイ１０４に表示されたメニューの一覧のう
ち、最初にタッチされたメニューをメニューコードの範囲の始点となるメニューとして選
択し（ステップＳ７１５）、続いてタッチされたメニューをメニューコードの範囲の終点
となるメニューとして選択する（ステップＳ７１６）。選択手段６０１は、始点のメニュ
ーのメニューコードと終点のメニューのメニューコードとの間に含まれるメニューコード
の範囲を選択するとともに、選択したメニューコードの範囲に含まれるメニューコードに
より識別される複数のメニューを、売上情報を出力するメニューとして選択する。そして
、選択手段６０１は、選択したメニューの一覧および当該メニューの一覧の確認完了を指
示するＯＫボタンを表示する（ステップＳ７１７）。そして、ＯＫボタンがタッチされな
かった場合（ステップＳ７１８：Ｎｏ）、選択手段６０１は、選択したメニューをリセッ
トして（ステップＳ７１９）、ステップＳ７１４に示す処理に戻る。一方、ＯＫボタンが
タッチされた場合（ステップＳ７１８：Ｙｅｓ）、出力手段６０２は、上述したステップ
Ｓ７０５に示す処理と同様に、選択手段６０１により選択したメニューの売上情報８０２
や合計情報８０３などをプリンタ１０１から出力する。
【００３２】
　このように本実施の形態にかかる情報端末１００によれば、複数のメニューを選択し、
選択した複数のメニューの売上情報８０２や合計情報８０３などを出力することにより、
ユーザが任意に選択した複数のメニューの売上情報８０２を出力することができるので、
所望のメニューを抜き出して売上情報８０２を出力することができる。また、ユーザが任
意に選択した複数のメニューの売上情報を１つのレシートで出力することができるので、
メニューの売上情報をメニューごとに出力する手間を省くことができる。さらに、合計情
報８０３を出力することにより、任意に選択したメニューの売上情報を合算する手間を軽
減し、かつ合算の際の間違いを防止することができる。
【００３３】
　なお、本発明は、上記実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
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の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化することができる。また、上記実施
の形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成す
ることができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施の形態にわたる構成要素を適宜組み合わせても良い。
【符号の説明】
【００３４】
　１００　情報端末
　６０１　選択手段
　６０２　出力手段
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３５】
【特許文献１】特開平５－３３４５６０号公報

【図１】

【図２】

【図３】
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