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(57)【要約】
購読が購読期間を有し、該購読期間が当初第１の期間で
ある、加入者による製品またはサービスの購読に対する
要求に応えて、方法は該加入者に第１の期間の間該製品
またはサービスを自動的に提供することを含む。該方法
は、該加入者を該第１の期間中に発生する１つまたは複
数のくじのくじ引きに自動的に登録することも含む。該
１回または複数のくじのくじ引きは、１つまたは複数の
対応するジャックポットを有する。また該方法は、該購
読期間の最後に次の期間のために該購読を自動的に更新
することと、該更新された購読に関連して、該次の期間
中に発生する１回または複数のくじのくじ引きに該加入
者を自動的に登録することとも含む。次の期間のために
該購読を自動更新する動作及び該加入者をその期間中に
発生する１回または複数回のくじのくじ引きに自動的に
登録する動作が、該加入者が該購読を終了するまで繰り
返される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
購読が購読期間を有し、該購読期間が当初第１の期間である、加入者による製品またはサ
ービスの前記購読に対する要求に応えて、
　（ａ）該第１の期間、該製品またはサービスを該加入者に自動的に提供することと、
　（ｂ）前記第１の期間中に発生する１回または複数のくじのくじ引きに該加入者を自動
的に登録し、前記１回または複数のくじのくじ引きが１つまたは複数の対応するジャック
ポットを有することと、
　（ｃ）該購読期間の最後に、次の期間のために該購読を自動的に更新することと、
　（ｄ）該更新された購読に関連して、該次の期間中に発生する１回または複数のくじの
くじ引きに該加入者を自動的に登録することと、
　（ｅ）該加入者が該購読を終了するまで動作（ｃ）から（ｅ）を繰り返すことと、
を備える方法。
【請求項２】
該購読を繰り返し自動的に更新するために該加入者から許可を受けることをさらに備える
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
該購読の該繰り返される更新時に該購読期間中に発生する該１回または複数のくじのくじ
引きに登録される該加入者の資格に条件を付けることをさらに備える請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
該購読期間中に複数のくじのくじ引きがある請求項１に記載の方法。
【請求項５】
所定の最低金額を超えて少なくとも１回のくじのくじ引きのために該ジャックポットを設
定することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記少なくとも１回のくじのくじ引きが勝者を生じさせることができない場合に、連続す
るくじのくじ引きのためのジャックポットに、そのくじのくじ引きのための前記ジャック
ポットをまとめる（ｒｏｌｌｉｎｇ）ことをさらに備える請求項５に記載の方法。
【請求項７】
所定の最大金額以下に前記少なくとも１回のくじのくじ引きを制限することをさらに備え
る請求項６に記載の方法。
【請求項８】
前記少なくとも１回のくじのくじ引きための前記ジャックポットが所定の最大金額に到達
し、そのくじのくじ引きが勝者を出すことができない場合、前記ジャックポットの一人ま
たは複数の勝者を決定するために第２のくじ引きを実施することをさらに備える請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
該第２のくじ引きが、前記ジャックポットの勝者の数を決定するために１から２０の番号
を無作為に選択することを備える請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
所定の日付に達し、前記少なくとも１回のくじのくじ引きのための前記ジャックポットが
所定の最大金額に到達しない場合に、前記ジャックポットの勝者があるまで追加のくじ引
きを実施することをさらに備える請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
該くじのくじ引きが、複数の勝利登録を特定することと、これらの登録を決勝戦出場者と
して扱うことと、単一の勝者を決定するために第２のくじ引きを開催することとを備える
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
該加入者に、自動支払方法を介して該購読の支払いを要求することをさらに備える請求項



(3) JP 2008-537230 A 2008.9.11

10

20

30

40

50

１に記載の方法。
【請求項１３】
該自動支払方法が、クレジットカード、チャージカード、デビットカード、電話代請求書
に対する請求、及び銀行口座からの自動引き落としの１つを含む請求項１２に記載の方法
。
【請求項１４】
前記製品またはサービスがリワードプログラムである請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
該加入者に前記製品またはサービスを提供することが、該リワードプログラムに該加入者
の名前を登録することを備える請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記リワードプログラムが、品目またはサービスに対する割引、メリット、または取引の
内の少なくとも１つを該加入者に提供する少なくとも１つのパートナー企業を備える請求
項１４に記載の方法。
【請求項１７】
該パートナー企業が該加入者に提供する該割引、メリット、または取引の価値に基づいて
該パートナー企業に見返りを与えることをさらに備える請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
該パートナー企業のための該リワードが、広告スペース、検索結果の一番上への優先掲載
、及び１回または複数のくじに対する無料登録の内の少なくとも１つを含む請求項１７に
記載の方法。
【請求項１９】
該リワードプログラムがニュースレター、オンライン市場、オンラインショッピング領域
、オンラインクーポン領域及び瞬時リワード通知ツールの内の少なくとも１つを含む請求
項１５に記載の方法。
【請求項２０】
該オンライン市場が案内広告リストを備える請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
該加入者が該オンライン市場で無料で案内広告リストを掲示する資格がある請求項２０に
記載の方法。
【請求項２２】
該加入者の該案内広告リストが、該加入者が保持する多くの購読に関連する優先掲載を受
け取る請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
該オンラインショッピング領域が少なくとも１つのパートナー企業によって販売に供され
る割引製品またはサービスを備える請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
該加入者に電子的に該ニュースレターを送信することをさらに備える請求項１９に記載の
方法。
【請求項２５】
該ニュースレターが該リワードプログラムに対する更新を含む請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
該ニュースレターが該リワードプログラムの１つまたは複数のオンライン特長に対するリ
ンクを含む請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
該オンラインクーポン領域が従来方式の小売店に対する印刷可能クーポン、及びインター
ネットショッピング業者に対するオンラインクーポンの内の少なくとも１つを備える請求
項１９に記載の方法。
【請求項２８】
該瞬時リワード通知ツールが、パートナー企業によって販売に供される製品またはサービ
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スに対する特別な取引または割引について該加入者に電子的に通知する請求項１９に記載
の方法。
【請求項２９】
該加入者が、該加入者が保持する多くの購読に関連する該特別な取引または割引の優先通
知を受け取る請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
該製品またはサービスの該加入者だけが入手できる指定されたクレジットカードを申請す
る機会を該加入者に提供することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項３１】
該加入者が該指定されたクレジットカードを取得すると、クレジットカードくじに該加入
者を自動的に登録することをさらに備える請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
該加入者がパートナー企業から品目を購入するために該クレジットカードを使用する場合
に、少なくとも１回の追加のくじに該加入者を自動的に登録すること、あるいは該クレジ
ットカードくじに追加の回数、該加入者を自動的に登録することをさらに備える請求項３
１に記載の方法。
【請求項３３】
該加入者が該指定されたクレジットカードを取得すると、参加企業で割引を提供する高速
リワードプログラムに該加入者の名前を自動的に登録することとをさらに備える請求項３
０に記載の方法。
【請求項３４】
該加入者が複数の購読を購入するためのリワードを受け取る請求項１に記載の方法。
【請求項３５】
該購読の販売の粗利益のパーセンテージがジャックポットに寄付される請求項１に記載の
方法。
【請求項３６】
前記１回または複数のくじのくじ引きが乱数生成機構を使用して対応する勝者を選択する
請求項１に記載の方法。
【請求項３７】
前記乱数生成機構がコンピュータ化された乱数生成器を備える請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
コンピュータシステムと、
　該コンピュータシステムでの実行時に、
　購読が購読期間を有し、該購読期間が当初第１の期間である、製品またはサービスの前
記購読に対する購読者による要求に応えて、
　（ａ）該第１の期間に該製品またはサービスを該加入者に自動的に提供することと、
　（ｂ）前記第１の期間中に発生する１回または複数のくじのくじ引きに該加入者を自動
的に登録し、前記１回または複数のくじのくじ引きが１つまたは複数の対応するジャック
ポットを有することと、
　（ｃ）該購読期間の最後に、次の期間のために該購読を自動的に更新することと、
　（ｄ）該更新された購読に関連して、該次の期間中に発生する１回または複数のくじの
くじ引きに該加入者を自動的に登録することと、
　（ｅ）該加入者が該購読を終了するまで動作（ｃ）から（ｅ）を繰り返すことと、
の機能を実行するプログラムコードを記憶するコンピュータ可読媒体と、
を備える装置。
【請求項３９】
（ａ）製品またはサービスの購読に加入者の名前を登録し、前記購読が購読期間を有し、
該購読期間が当初第１の期間であることと、
　（ｂ）該購読に関連して、該購読期間中に発生する１回または複数のくじのくじ引きに
該加入者を自動的に登録することと、
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　（ｃ）該購読期間の最後に、次の期間のために該購読を自動的に更新することと、
　（ｄ）該更新された購読に関連して、該次の期間中に発生する１回または複数のくじの
くじ引きに該加入者を自動的に登録することと、
　（ｅ）該該加入者が該購読を終了するまで動作（ｃ）から（ｅ）を繰り返すことと、
を備えるコンピュータによって実現される方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
【０００２】
　本願は、その内容が参照することにより本書に組み込まれている、２００５年４月１５
日に出願された米国仮出願番号第６０／６７１，８４８号、２００５年５月５日に出願さ
れた米国仮出願番号第６０／６７７，９６５号、及び２００５年１１月４日に出願された
米国仮出願番号第６０／７３３，９８６号の利点を主張する。
【０００３】
　本発明は、概して購読サービス、リワードプログラム及びくじに関する。
【背景技術】
【０００４】
　いくつかの企業は消費者を促して製品またはサービスを購入させようと試みるためにク
ーポンを使用している。２００３年には、米国で約２，５８０億枚のクーポンが配布され
、クーポンを顧客に見返りを与えるための人気のある手段とした。２００４年には、９６
０億通のダイレクトメールが、４９０億ドル以上の費用をかけて送付された。特にＡＯＬ
、ＭＳＮ、Ｇｏｏｇｌｅ、及びＹａｈｏｏ等の高トラフィックのウェブサイトにとってイ
ンターネット上の広告はますます高価になってきたが、インターネットクーポンはクーポ
ン市場の成長する分野を示している。大きな広告費のために、インターネットクーポンの
成長は大きなメディア予算を持つ大企業にほぼ独占的に限定されてきた。その結果、イン
ターネットはクーポン市場全体の一パーセントの二分の１（０．５％）を占めるに過ぎな
い。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　いくつかの企業は自社製品を販売促進し、顧客の忠誠心に報いるためにくじを使用して
いる。くじは有用なマーケティングツールであるが、くじ、特に魅力的な賞品を提供する
くじを運営する費用は多くの企業にとっては法外に高い。
【０００６】
　リワードプログラムの購読は、自動的に更新し、加入者が自分の購読を維持する限り自
動的に加入者を複数のくじに無料で登録する。リワードプログラムは、加入者の絶え間な
く変わるニーズと欲望を満たすために週に三回更新される莫大なリワード、メリット及び
特別割引を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一般的には、１つの態様では、方法は、購読が購読期間を有し、購読期間が当初第１の
期間中である製品またはサービスの購読に対する加入者による要求に応えて、第１の期間
に製品またはサービスを加入者に自動的に提供することを含む。方法は、第１の期間中に
発生する１回または複数回のくじ引きに自動的に加入者を登録することも含む。１回また
は複数回のくじのくじ引きは１つまたは複数の対応するジャックポットを有する。方法は
、購読期間の最後に、次の期間のために購読を自動的に更新することと、更新された購読
と関連して加入者を、次の期間の間に発生する１回または複数回のくじのくじ引きに自動
的に登録することも含む。次の期間のために購読を自動的に更新する動作、及び加入者を
その期間中に発生する１回または複数回のくじのくじ引きに自動的に登録する動作は、加
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入者が購読を終了するまで繰り返される。
【０００８】
　他の実施形態は、以下の特長の１つまたは複数を含む。購読を繰り返し自動的に更新す
るために加入者から許可を受けること。購読の繰り返される更新に関して購読期間中に発
生する１回または複数回のくじのくじ引きで登録される加入者の資格に条件を付けること
。加入者に、クレジットカード、チャージカード、デビットカード、電話請求書への請求
、及び銀行口座からの自動引き落としの内の１つ等の自動支払方法を介して購読の支払い
を行うように要求すること。
【０００９】
　依然として他の実施形態で見られる追加の特長及び変形は以下を含む。所定の最低金額
を超える少なくとも１回のくじのくじ引きのジャックポットを設定する。該少なくとも１
回のくじのくじ引きが勝者を出すことができない場合、そのくじのくじ引きのためのジャ
ックポットを連続するくじのくじ引きのためのジャックポットにまとめること。該少なく
とも１回のくじのくじ引きのジャックポットを所定の最大金額以下となるように制限する
こと。該少なくとも１回のくじのくじ引きのジャックポットが所定の最大金額に達し、そ
のくじのくじ引きが勝者を出すことができない場合には、前記ジャックポットの一人また
は複数の勝者を決定するために第２のくじ引きを実施すること。第２のくじ引きはジャッ
クポットの勝者数を決定するために１から２０の番号を無作為に選択することを含む。あ
るいは、所定の日付に達し、該少なくとも１回のくじのくじ引きのジャックポットが所定
の最大金額に達していない場合には、ジャックポットの勝者があるまで追加のくじ引きを
実施すること。くじのくじ引きは複数の勝者登録を特定することと、これらの登録を決勝
戦出場者として扱うことと、単一の勝者を決定するために第２のくじ引きを開催すること
とを含む。該１回または複数回のくじのくじ引きは乱数生成機構を使用して対応する勝者
を選択してよい。乱数生成機構はコンピュータ化された乱数発生器を含んでよい。
【００１０】
　さらに他の実施形態に見られるさらに多くの特長及び変形は以下を含む。製品またはサ
ービスがリワードプログラムである。加入者に製品またはサービスを提供することは、リ
ワードプログラムに加入者の名前を登録することを含む。リワードプログラムは、品目ま
たはサービスに対する割引、メリット、または加入者に対する取引の内の少なくとも１つ
を提供する少なくとも一社のパートナー企業を含む。パートナー企業は、広告スペース、
検索結果の一番上への掲載、及び１回または複数回のくじへの無料登録をパートナー企業
に提供することによって等、それが加入者に提供する割引、メリット、または取引の金額
に基づいて見返りを受ける。リワードプログラムは、ニュースレター、オンライン市場、
オンラインショッピング領域、オンラインクーポン領域、及び瞬時リワード通知ツールの
内の少なくとも１つを含む。オンライン市場は案内広告リストを含む。加入者は、オンラ
イン市場に無料で案内広告リストを掲示する資格がある。加入者の案内広告リストは加入
者が保持する購読数に関連した優先掲載を受ける。オンラインショッピング領域は少なく
とも一社のパートナー企業によって売りに出された割引製品またはサービスを含む。ニュ
ースレターは加入者に電子的に送信される。ニュースレターはリワードプログラムに対す
る更新を含む。ニュースレターは、リワードプログラムの１つまたは複数のオンライン特
長に対するリンクを含む。オンラインクーポン領域は従来方式の小売店への印刷可能クー
ポン及びインターネットショッピング業者に対するオンラインクーポンの少なくとも１つ
を含む。瞬時リワード通知ツールは、パートナー企業により販売に供される製品またはサ
ービスに対する特別な取引または割引を加入者に電子的に通知する。加入者は、加入者が
保持する購読数に関連した特別な取引または割引の優先的な通知を受信する。
【００１１】
　さらに他の実施形態で見られるさらに多くの特長及び変形は以下を含む。１つの態様で
は、方法は、製品またはサービスの加入者だけが利用できる指定されたクレジットカード
を申請する機会を加入者に与えることと、加入者が指定のクレジットカードを取得すると
、クレジットカードのくじに加入者を自動的に登録することとを含む。加入者がパートナ
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ー企業から品目を購入するために該クレジットカードを使用すると、加入者は少なくとも
１回の追加のくじに自動的に登録されるか、あるいはクレジットカードのくじに追加の回
数登録される。加入者が指定のクレジットカードを取得すると、加入者は参加企業で割引
を提供する高速リワードプログラムに自動的に名前を登録される。
【００１２】
　一般的には、別の態様で、装置はコンピュータシステムと、コンピュータシステムでの
実行時に、購読が購読期間を有し、購読期間が当初第１の期間である、製品またはサービ
スの購読に対する加入者による要求に応えて、（ａ）第１の期間に加入者に製品またはサ
ービスを自動的に提供する機能と、（ｂ）前記第１の期間中に発生する１回から複数回の
くじのくじ引きに加入者を自動的に登録し、前記１回または複数回のくじのくじ引きが１
つまたは複数の対応するジャックポットを有する機能と、（ｃ）購読期間の最後に、次の
期間の購読を自動的に更新する機能と、（ｄ）更新された購読に関連して、次の期間中に
発生する１回または複数回のくじのくじ引きに加入者を自動的に登録する機能と、（ｅ）
加入者が購読を終了するまで動作（ｃ）から（ｅ）を繰り返す機能とを実行するプログラ
ムコードを記憶するコンピュータ可読媒体とを含む。
【００１３】
　一般的には、さらに別の態様で、コンピュータにより実現される方法は、製品またはサ
ービスの購読に加入者の名前を登録することを含む。購読は購読期間を有し、当初第１の
期間である。方法は、購読に関連して、購読期間中に発生する１回または複数回のくじの
くじ引きに加入者を自動的に登録することも含む。方法は、購読期間の最後に、次の期間
のために購読を自動的に更新することと、更新された購読に関連して、次の期間中に発生
する１回または複数回のくじ引きに加入者を自動的に登録することも含む。次の期間のた
めに購読を自動的に更新する動作と、次の期間中に発生する１回または複数回のくじのく
じ引きに加入者を自動的に登録する動作は、加入者が購読を終了するまで繰り返される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
プログラムの概要
【００１５】
　１－８００－ジャックポット社（１－８００－ＪＡＣＫＰＯＴ，Ｉｎｃ．）（企業）は
、指定された期間存続し、自動的に更新されるリワードプログラムの購読を提供する。該
企業のリワードプログラムの促進の一部は、リワードプログラム購読の初期購入で、及び
自動更新のたびに、該企業が自動的に、加入者が自分の購読を維持する限り該企業によっ
て提供される複数のくじのあらゆるくじ引きに無料で加入者を登録するということである
。加入者はリワードプログラムの指定された購読期間についてクレジットカードまたはデ
ビットカードで支払いを行い、加入者がリワードプログラムから積極的に退会しない場合
、リワードプログラム購読の毎自動更新の自動支払いを可能にする。
【００１６】
　リワードプログラム購読の利点及びリワードの金額はその購読の費用を大きく上回る。
リワードの多くは加入者が独占的に利用できる。リワードプログラムは案内広告のオンラ
イン市場、特別な取引及び割引を特色とするオンラインショップサイト、特に気前のよい
取引と割引のライブの更新を加入者のデスクトップまたはｅ－メールボックスにもたらす
ライブリワード更新サービス、週に三回更新されるクーポンと特別な割引を含むクーポン
セクション、週に三回更新されるオンラインニュースレター、及び他のくじへの無料登録
だけではなく独自の統合されたリワードも含むジャックポットクレジットカードを申請す
る独占的な機会を含む。
【００１７】
　加入者の変化するニーズと欲望を満たすために、該企業は、リワード、および他の特別
な取引と割引をリワードプログラム加入者に提供する用意がある他の企業（パートナー企
業）と提携する。該企業は、企業がパートナー企業としてリワードプログラムに参加する
のを奨励するために多くの刺激策を提供する。例えば、該企業は該企業のウェブサイトで
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の及びそのオンラインニュースレターでの広告を自らの提供物に、及びパートナー企業に
よって提供される特別な取引と割引に制限する。パートナー企業は、自分達がリワードプ
ログラム加入者に提供する取引と割引に基づいて広告スペースを利用できる。パートナー
企業が加入者に提供する取引と割引がよいほど、それが該企業のウェブサイトとニュース
レターで受け取る広告スペースはよくなる。また、該企業は、リワードプログラム加入者
に最善の取引と割引を提供するパートナー企業にそのオンラインショッピング領域で優先
的な掲載を与える。また、該企業は、パートナー企業が該企業によって処理されるクレジ
ットカードトランザクションを有する場合に、他の複数のくじだけではなく、独自の「企
業パートナーくじ」にパートナー企業を無料で登録する。
【００１８】
　第１に、リワードプログラムの動作の概要が提示される。次に、リワードプログラムの
多様な特長がさらに詳しく説明される。
【００１９】
　図１に描かれているように、該企業は、加入者の絶え間なく変わるニーズと欲望を満た
すために更新され、週に三度自動的に新しくする膨大なリワード、メリット、特別な取引
と割引を提供するリワードプログラムの購読を奨励し、販売に供する。該企業は例えばテ
レビ、新聞及びインターネットの広告を掲載し、リワードプログラムと複数のくじの両方
を促進する。
【００２０】
　潜在的な加入者が購読を購入することに関心を持つ場合、潜在的な加入者は、該潜在的
な加入者を「新規加入者」ウェブページに案内する該企業のウェブサイトにアクセスする
か、あるいは該企業の通話料無料の電話番号（１－８００－ＪＡＣＫＰＯＴ）に電話をか
け、本物のオペレータまたは自動化されたオペレータに連絡するかのどちらかである（１
２０）。「新規加入者」ウェブページは、該企業の加入者データベースと直接接続し、該
潜在的な加入者が自分のアカウントを作成するために提供する情報（後述される）を活用
できる。該潜在的な加入者が通話料無料の電話番号に電話をかけて、本物のオペレータま
たは自動化されたオペレータに連絡すると、オペレータは、該企業のコンピュータと関連
する該企業の加入者データベースに該加入者のアカウント情報をじかに入力する。
【００２１】
　どのようにして該潜在的な加入者が該企業に連絡をするのかに応じて、該企業のウェブ
ページまたは本物のオペレータまたは自動化されたオペレータのどちらかがリワードプロ
グラムの購読に関連する多くのメリットを該潜在的な加入者に知らせる（１３０）。
【００２２】
　これは以下の情報を含む。
　ａ．リワードプログラム。加入者の絶え間なく変わるニーズ及び欲望を満たすために、
週に三回更新されるリワードプログラムに関連するすべてのリワード、メリット、特別な
取引及び割引。
　ｂ．＄１０，０００ジャックポットくじ引き。一人の幸運な出場者が、週に三回開催さ
れる＄１０，０００のジャックポットに勝つことが保証される、毎回＄１０，０００のジ
ャックポットくじ引きへの自動的な無料登録。
　ｃ．＄１００万から＄５００万のくじ引き。週に三回開催される毎回＄１００万から＄
５００万のジャックポットくじ引きへの自動的な無料登録。
　ｄ．スーパージャックポット。＄１００万から＄５００万のジャックポットが５００万
＄に達すると、あるいは所定の日付が経過し、定期的なくじ引きの間に勝者が選択されな
かった場合に、加入者は自動的に、スーパージャックポットが報いられることが保証され
ているスーパージャックポットくじ引きに無料で登録される。
　ｅ．ジャックポットリワードクレジットカード。以下のリワード及びメリットを含むジ
ャックポットクレジットカードを申請する機会。
　ｉ．ジャックポットポイント。カード所有者が自分のジャックポットクレジットカード
を使用するたびに、自動的にジャックポットポイントをカード所有者に与える。
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　ｉｉ．ジャックポット高速リワードプログラム。カード所有者が、参加レストランで食
事をする、参加するホテルに宿泊する、あるいは参加小売店で買い物をするために自分の
ジャックポットクレジットカードを使用すると、カード所有者が最大２０％の節約を自動
的に受けることができるようにするジャックポット高速リワードプログラムに自動的にカ
ード所有者の名前を登録する。
　ｉｉｉ．ジャックポットクレジットカードくじ。自動的に、ジャックポットクレジット
カードくじに無料でジャックポットカード所有者を登録し、週に三回開催されるくじ引き
の間に貴重な賞品を勝ち取るために１１回の追加のチャンスをジャックポットカード所有
者に提供する。
　ｉｖ．ジャックポット高速リワードくじ。ジャックポットカード所有者が参加する小売
店からそのジャックポットクレジットカードを使用して購入するたびに、ジャックポット
カード所有者がジャックポット高速リワードくじに無料で登録される。
　ｆ．該潜在的な加入者は、購読を購入することが容易であることを思い出させられる。
該潜在的な加入者は、購読するために該企業の通話料無料の電話番号を使用してただ一度
電話をかけるだけでよいか、あるいは該企業のウェブサイトにアクセスするだけでよい。
いったん該加入者が自分の購読を購入すると、該加入者が自分の購読を積極的に取り消さ
ない限り、それは自動的に更新し、無期限に続く。
　ｇ．該潜在的な加入者は、長期のコミットメントがないことを告げられる。該加入者は
いつでも自分の購読を取り消すことが許され、自分が取り消し時にまだ受け取っていない
リワードプログラムの各更新について払い戻しを受ける。
【００２３】
　該潜在的な加入者は次に加入者アカウントを作成するために必要な情報を該企業に提供
する（１４０）。どのようにして該潜在的な加入者が該企業に連絡したのかに応じて、該
潜在的な加入者は「新規加入者」ウェブページでオンラインカスタマ情報書式に書き込む
か、あるいは本物のオペレータまたは自動化されたオペレータに自分の情報を提供するか
のどちらかである。
【００２４】
　第１に、該加入者は必要な個人情報及び支払い情報を提供する（１４１）。
　１．（名前が自分のクレジットカードに表示されるように）名前
　２．（それらが自分のクレジットカード明細書に表示されるように）住所、都市、州、
郵便番号及び国
　３．クレジットカードの種類（例えば、Ｖｉｓａ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ、Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ）
　４．クレジットカード番号と有効期限
　５．生年月日
　６．「母の旧姓」のようなセキュリティコード質問に対する答え
【００２５】
　オペレータまたはウェブサイトは、自分の電話番号とｅ－メールアドレスを提供するよ
うに該加入者を促すが、要求しない。該加入者は、自分が購入を希望するリワードプログ
ラム購読の数も選択する。該加入者はリワードプログラムの複数の購読を購入するという
オプションを有する。
【００２６】
　次に、該加入者は自分の自動購読支払いオプションを選択する（１４２）。該企業は該
加入者に２つの自動支払オプションを与える。
　１．更新ごとに＄１．２５。該加入者は購読の初期購入で、及びそれ以後の自動更新の
たびに該企業のコンピュータにより自分のクレジットカードに＄１．２５が自動的に請求
されることを選ぶことができる。
　ａ．いったん該加入者が自分の購読を購入すると、それは該企業のコンピュータによっ
て毎週月曜日、水曜日、及び金曜日に、つまりリワードプログラムの各更新で自動的に更
新され、該加入者が自分の購読を積極的に取り消さない限り無期限に続行する。
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　ｂ．毎週月曜日、水曜日、及び金曜日に、該企業のコンピュータは、更新日の東部時間
の午前１２時の前に、該加入者が自分の購読を取り消したかどうかを確認する。該加入者
が自分の購読を取り消した場合には、該企業のコンピュータは該加入者のクレジットカー
ドに請求するのを中止し、リワードプログラムにおける該加入者の登録を取り消す。
　ｃ．該加入者が自分のリワードプログラム購読を取り消さなかった場合には、該企業の
コンピュータは該加入者のクレジットカードに購読のたびに＄１．２５を請求し、該＄１
．２５の購読料の内の＄．６３以上を＄１００万から＄５００万のくじジャックポットに
寄付する。
　２．＄１２の前払いオプション。該加入者は、リワードプログラム購読の初期購入で、
及びそれ以降４週間ごとに該企業のコンピュータによって自分のクレジットカードが自動
的に＄１２を請求されることを選ぶことができる。
　ａ．前払いオプションにより、該加入者は購読のコストの所定の金額、例えば２０％を
節約する。
　ｂ．いったん該加入者が自分の購読を購入すると、該企業のコンピュータは自動的に毎
週月曜日、水曜日、及び金曜日に購読を更新し、該加入者が自分の購読を積極的に取り消
さない限り無期限に続行する。
　ｃ．該加入者が自分の購読を取り消す場合、該企業のコンピュータは該加入者のクレジ
ットカードに請求するのを中止し、リワードプログラムにおける該加入者の登録を取り消
す。加えて、該加入者が前払いオプションを選んだ場合には、該企業のコンピュータは、
該加入者が取り消し時点でまだ受け取っていないリワードプログラムの更新ごとに該加入
者に＄１を自動的に払い戻す。
　ｉ．該企業のコンピュータは、毎週月曜日、水曜日及び金曜日、東部時間午前１２時に
リワードプログラム購読を自動的に更新する。該企業のコンピュータは、該加入者が自分
の購読を取り消したかどうかをこれらの時間の前に決定する。加入者が自分のリワードプ
ログラム購読を取り消していない場合には、該企業のコンピュータは＄１００万から＄５
００万のくじジャックポットに、現在のリワードプログラム更新のために該＄１．００の
購読料の内＄．５０以上を寄付する。
　ｉｉ．前払い加入者が自分の購読を取り消さず、新しい４週間の前払い期間の始まりに
ある場合、該企業のコンピュータは該加入者のクレジットカードに購読ごとに＄１２を請
求し、現在のリワードプログラム更新のための該＄１．００の購読料の内の＄．５０以上
を＄１００万から＄５００万のくじジャックポットに寄付する。
【００２７】
　次に、加入者はリワードプログラム購読協定の契約条件に合意し、購読料の自動支払い
を許可する（１４３）。該加入者がオンラインで購読する場合、ウェブサイトは該加入者
にリワードプログラム購読協定の契約条件に合意するためのボックスにチェックマークを
付けることを要求する。該加入者が通話料無料番号に電話をかけると、本物のオペレータ
または自動化されたオペレータが該加入者に、リワードプログラム購読協定の契約条件に
合意する旨の口頭での確認を行うことを要求する。該加入者は、該企業のコンピュータま
たはオペレータが該購読申し込みを処理するのを許可することによって該購読を完了する
。こうする際に、該加入者は、以前に選択された自動支払いオプションに従って提供され
たクレジットカードに請求することによって、該企業がそのコンピュータを使用し、現在
の購読料、及び将来の購読料の自動支払いを処理することを許可する（１４２）。該加入
者がオンラインで購読している場合は、該加入者はウェブサイト上の「購読完了」アイコ
ンをクリックすることによってこのプロセスを完了する。通話料無料番号に電話をかけた
加入者は、オペレータに該企業のコンピュータが購読の購入を完了することを口頭で許可
することによってこのプロセスを完了する。該加入者の口頭での許可は該企業のコンピュ
ータまたはサードパーティのコンピュータによって電子的に記録され、検証のために記憶
装置に電子的に記憶される。
【００２８】
　十分な加入者情報を受信したら、該企業のコンピュータは加入者アカウントを作成する
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（１４０）。加入者アカウントを作成するために、該企業の加入者データベースと通信中
の該企業のコンピュータは料金請求書作成発行、徴収、及びカスタマサービスのための一
意の加入者アカウント番号を生成する。該企業のコンピュータは、該加入者がリワードプ
ログラムのオンラインメリットにアクセスできるように加入者にログインも指定する。加
入者が自分のｅ－メールアドレスを提供する場合は、該企業のコンピュータはそのアドレ
スを該加入者のログインとして割り当てる。それ以外の場合、該企業のコンピュータがロ
グインを生成する。該企業のコンピュータは、オンラインメリットにアクセスするための
パスワードも該加入者に与える。該加入者が自分のｅ－メールアドレスを提供すると、該
企業のコンピュータは該加入者のログイン及び該加入者のパスワードの確認を該加入者に
自動的にｅ－メールする。該加入者がｅ－メールアドレスを提供しなかった場合には、該
企業のコンピュータは該加入者にログインとパスワードを与える。オペレータまたはウェ
ブページが該加入者にログインとパスワードを伝達し、該加入者に自分の記録のために自
分のログインとパスワードのコピーを印刷する、または書き付けることを奨励する。
【００２９】
　次に、該企業のコンピュータは、該加入者の情報が正確であることを検証し、該加入者
によって選択された自動支払いオプションに従って、該加入者が該企業に提供したクレジ
ットカードに購読料を請求することによって購読のための自動支払いを取得する（１５０
）。
【００３０】
　該企業のコンピュータは次に該加入者の名前をリワードプログラムに登録し（１７０）
、それにより該加入者がリワードプログラム加入者が入手できるリワード、取引及び特別
な割引を利用開始できるようにする。また、該企業のコンピュータは、該企業が購読期間
中に開催する複数のくじのくじ引きに該加入者を無料で登録する（１６０）。くじとリワ
ードプログラムはさらに詳しく後述される。
【００３１】
　該加入者のリワードプログラム購読を自動的に更新する前に、該企業のコンピュータは
、該加入者が自分の購読を取り消したかどうかを決定する（１８０）。該加入者は該企業
の通話料無料の電話番号に電話をかけることによって、あるいは自分の加入者アカウント
にログインし、取り消しをオンラインで提出することによって自分の購読を取り消すこと
ができる。該加入者が自分の購読を取り消さなかった場合には、該企業のコンピュータは
次の購読期間のための自動支払いを取得し（１５０）、加入者はリワードプログラム（１
７０）及び複数のくじへの無料登録（１６０）を受け続ける。該加入者が自分の購読を取
り消した場合には、該企業のコンピュータは同の自動支払いだけではなくリワードプログ
ラム購読も取り消す（１９０）。
複数のくじ
【００３２】
　該企業のコンピュータは自動的に、加入者が自分のリワードプログラム購読を購入する
とき、及び購読更新のたびに複数のくじに加入者を無料で登録する。該企業は、２回の同
時くじ、つまり＄１０，０００のくじと＄１００万から＄５００万のくじを開催する。２
回のくじは、該加入者の各くじへの無料登録を形成する別々の番号のセットを有する。く
じのくじ引きは、例えば月曜日、水曜日、及び金曜日等、週の同じ夜に開催される。＄１
０，０００のくじは各くじのくじ引きで保証されたジャックポットの勝者を有し、＄１０
０万から＄５００万のくじは各くじのくじ引きの間に＄１００万から＄５００万のジャッ
クポットに勝つチャンスを出場者に提供する。
＄１０，０００のくじ
【００３３】
　図２は、＄１０，０００のくじの動作のフローチャートを示す。＄１０，０００のくじ
は、各くじ引きの間に一人の出場者が＄１０，０００のジャックポットを獲得することを
保証する。
【００３４】
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　加入者がリワードプログラム購読を購入すると、該企業のコンピュータは、該加入者の
その購読に対する＄１０，０００のくじへの無料登録を形成する、合計６５の白い番号の
中から５個の白い番号と、合計６５の赤の「ジャックポット」番号の中から１個の赤の「
ジャックポット」番号のセットを該加入者に無作為に割り当てる（２１０）。各購読は独
自の番号のセットを受け取り、番号の各セットは＄１０，０００のくじへの別個の登録を
表す。該加入者は適切な企業のウェブサイトでそれらを入力することにより自分自身の番
号を選択するオプションを有する。これらの選択された番号は、該加入者が自分の番号を
変更する、あるいは自分の購読を取り消すことがない限り現在の及びすべての将来の＄１
０，０００くじのくじ引きへの該加入者の登録を表す。
【００３５】
　該加入者が自分の購読をオンラインで購入すると、該企業のコンピュータは該加入者に
＄１０，０００のジャックポットくじの次のくじ引きへの第２の無料登録に表す「ボーナ
ス」番号の第２のセットを割り当て、それにより該加入者が勝つ確率を二倍にする（２２
０）。「ボーナス」番号の第２のセットは、次の＄１０，０００のくじのくじ引きへの登
録を表すが、そのくじ引き後には期限切れになり、追加のくじ引きには適用しない。加え
て、適用法によりくじに登録する資格がある人はメールによって無料で登録してよい（２
１５）。
【００３６】
　＄１０，０００のくじのくじ引きは、毎週月曜日、水曜日、及び金曜日に東部時間の約
午後１０時に開催される（２３０）。＄１０，０００のジャックポットを獲得する確率は
、くじ引きの時点でのくじに対する登録総数で決定される。
【００３７】
　該企業のコンピュータが獲得する最低確率の登録を特定し、その登録が勝者である（２
４０）。例えば、単一の登録の赤の「ジャックポット」番号だけではなく５個すべての白
の番号がくじ引きで選択される６個のボールと一致すると、該企業はその登録を保持して
いる出場者に＄１０，０００のジャックポットを与える（２４５）。どの登録も６個すべ
ての数に一致しないケースもある。例えば、どの登録も５個すべての白い番号と赤の「ジ
ャックポット」番号に一致しないが、１つの登録が５個すべての白い番号に一致する場合
には、ジャックポットは、これが最低の確率の登録である、つまり最も一致する数である
ために、その登録が５個すべての白い番号に一致する出場者に与えられる（２４５）。あ
るいはどの登録も５個すべての白い番号と赤の「ジャックポット」番号、または５個すべ
ての白い番号に一致しないが、１つの登録が４個の白い番号と赤の「ジャックポット」番
号に一致する場合には、ジャックポットはその登録を保持する出場者に与えられる。
【００３８】
　複数の勝利登録があるケースもあり、そのケースでは、くじ引きに対して複数の決勝戦
出場者がある（２４６）。例えば、＄１０，０００のくじのくじ引きの間にどの登録も５
個すべての白い番号と赤の「ジャックポット」番号に一致しないが、複数の登録が５個す
べての白い番号に一致する場合、該企業はこれらの出場者をジャックポットの決勝出場者
として扱い、出場者のそれぞれに一意の特定番号を割り当てる（２５５）。企業は、次に
これらの出場者のうちの一人の一意の番号を無作為に選ぶために第２のくじ引きを開催し
（２５６）、その出場者に＄１０，０００のジャックポットを与える（２５０）。同様に
登録が５個すべての白い番号と赤のジャックポット番号、あるいは５個すべての白い番号
に一致しないが、複数の登録が４個の白い番号と赤の「ジャックポット」番号に一致する
場合（２４６）には、該企業はこれらの出場者をジャックポットの決勝戦出場者として扱
い、彼らのそれぞれに一意の特定番号を割り当てる（２５５）。該企業は次に、これらの
出場者の内の一人の一意の番号が無作為に選ばれ（２５６）、その出場者が＄１０，００
０のジャックポットを与えられる（２５０）第２のくじ引きを開催する。
【００３９】
　一般的には、該企業のコンピュータは＄１０，０００のくじのくじ引きのすべての登録
を調べ、くじ引きの間に選択される５個すべてのの白い番号と１個の赤の「ジャックポッ
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ト」番号のいくつかまたはすべてと一致する番号の登録を特定し、それらの確率に従って
登録を編成し、最低の確率、つまり最も一致する番号の登録を選択する。その登録が最低
の確率の勝利番号の特定の番号に一致する一人または複数の出場者を特定し、該企業は単
一の勝者に＄１０，０００のジャックポットを与えるか、または勝者を決定するために前
述されたように第２回のくじ引きを開催する。
【００４０】
　企業によって提供されるすべてのくじのジャックポットは、２９年以上支払い可能であ
る３０回の均等年賦に基づいたジャックポット年金である。ジャックポットの勝者は授与
のときに、ジャックポット支払いの次に示す方法の１つを選択しなければならない。つま
り、年金の年払い（２５２）または一時払いの現金支払い（２５１）である。勝者が２９
年の年金オプションを選択すると、該企業は２９年に渡って支払い可能な３０回の均等年
賦で勝者に支払い、第１回の支払いを勝者の選択に続き可能な限り妥当に迅速に行う。勝
者が一時払いオプションを選択すると、該企業は勝者に、２９年の年金の現在の金額に等
しいただ１回の一時払いを支払う。現金支払いオプションの金額は、年金額を米国政府Ｓ
ＴＲＩＰ（分割）債権のための現在の市場レートから引き出される割引率で乗算すること
に各くじの前によって確立される。
　＄１００万から＄５００万のくじ
【００４１】
　リワードプログラムの加入者は、自動的に企業のコンピュータによって、該加入者が自
分の購読を維持する限り、出場者が週に三回のくじ引きのそれぞれの間に＄１００万から
＄５００万の間のジャックポットを獲得するチャンスを有する＄１００万から＄５００万
のくじに無料で登録される。＄１００万から＄５００万のくじは、最大＄５００万まで増
大する可能性を有する＄１００万の最初の最小のジャックポットで開始する。該企業は、
ジャックポットが＄５００万に達するまで、リワードプログラム購読の販売からその益金
の少なくとも５０％を＄１００万から＄５００万のくじのジャックポット賞金に寄付する
。該企業はジャックポット保険を購入するか、または該企業が＄１００万の最小ジャック
ポットを支払うために購読販売高から十分な収益を有する前に出場者が＄１００万のジャ
ックポットを獲得した場合に、該企業がジャックポットを与えることができることを保証
するために十分な資金を取り除けておくかのどちらかである。更新支払いオプションごと
の＄１．２５を使用して購入されるあらゆる購読は、少なくとも更新ごとに＄．６３分、
保証される金額を削減する。＄１２の前払いオプションを使用して購入されたあらゆる購
読は、更新ごとに少なくとも＄．５０分、保証される金額を削減する。いったん該企業が
＄１００万の最小ジャックポットをカバーするためにリワードプログラム購読の売上高か
ら十分な収益を生み出すと、ジャックポットは拡大を始め、最大＄５００万まで増大する
可能性を有する。
【００４２】
　図３は、＄１００万から＄５００万のくじの動作のフローチャートである。
【００４３】
　加入者がそのリワードプログラム購読を購入すると、該企業のコンピュータは該加入者
に、＄１００万から＄５００万のくじに対する該加入者の無料登録を形成する合計６５個
の白い番号の中から５個の白い番号と、合計６５個の赤の「ジャックポット」番号の中か
ら１つの赤の「ジャックポット」番号のセットを無作為に割り当てる（３１０）。各購読
は番号の独自のセットを受け取り、番号の各セットは別々の登録を表す。該加入者は適切
な企業のウェブサイトにそれらを入力することにより自分自身の番号を選択するオプショ
ンを有する。これらの選択された番号は、該加入者が自分の番号を変更する、あるいは自
分の購読を取り消さない限り、現在の及びすべての将来の＄１００万から＄５００万のく
じのくじ引きでの該加入者の登録を表す。加えて、適用法によってくじに登録する資格の
ある人はメールで無料で登録してよい（３１５）。
【００４４】
　該企業は毎週月曜日、水曜日、及び金曜日の東部時間で約午後１０時半に＄１００万か
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ら＄５００万のくじのくじ引きを開催する（３２０）。＄１００万から＄５００万のくじ
のくじ引きは、６５個の白いボールが入ったドラムの中から５個の白いボールを、６５個
の赤の「ジャックポット」ボールが入ったドラムの中から１個の赤の「ジャックポット」
ボールを引き出すことを含む。このようにして、＄１００万から＄５００万のジャックポ
ットを獲得する確率は５３６，８９２，７２０分の１である。
【００４５】
　６個のボールを引き出した後、該企業のコンピュータは、任意の登録が勝者であるかど
うかを決定する（３３０）。出場者の登録が引き出された赤の「ジャックポット」番号を
加えた５個の白い番号に一致すると、該企業はその出場者にジャックポットを与える（３
３５）。
【００４６】
　＄１００万から＄５００万のジャックポットに勝者がいない場合、該企業のコンピュー
タはジャックポットを次のくじ引きにまとめ、それは、ジャックポットが＄５００万に達
するまで、あるいは所定の日付になるまで前述されたように増大を続ける（３４０）。
【００４７】
　スーパージャックポット。＄１００万から＄５００万のくじのジャックポットが＄５０
０万に達する、あるいは所定の日付に達し、勝者が定期的なくじのくじ引きの間にまだ選
択されていない場合、該企業は、翌晩、東部時間で約午後１０時半にスーパージャックポ
ットのくじ引きを開催し、そのときスーパージャックポットは与えられることが保証され
ている（３５５）。
【００４８】
　ジャックポットが所定の日付の前に＄５００万に達すると、ジャックポットは制限され
、それ以上拡大しない。スーパージャックポットの最終的なくじ引きの直前に購読販売か
ら生じた収益は＄５００万を超える可能性があり、そのケースでは該企業のコンピュータ
は追加の収益を次のジャックポットにまとめる（スーパージャックポットロールオーバー
）収益）。スーパージャックポットロールオーバー収益に関連するくじの登録は繰り越さ
ないが、代わりに現在のスーパージャックポットくじ引きで登録として見なす。
【００４９】
　ジャックポットが所定の日付までに＄５００万まで拡大しない場合には、スーパージャ
ックポットのジャックポットは＄５００万未満であるが、リワードプログラム購読販売か
らの益金の５０％以上の金額である。例えば、該企業は、ジャックポットが１２月３０日
までに与えられない場合には、該企業がジャックポットのサイズに関係なくリワードプロ
グラム購読販売からの益金の５０％以上のジャックポットを与えると保証するスーパージ
ャックポットくじ引きを１２月３１日に開催すると決定することがある。この例を使用し
て、該企業が＄２００万のジャックポットのために１２月３０日に定期的な＄１００万か
ら＄５００万のくじのくじ引きを開催し、誰もジャックポットを獲得せず、該企業は翌晩
にスーパージャックポットくじ引きを開催し、そのときに後述されるスーパージャックポ
ットの授与を支配する規則に従って＄２００万のジャックポットを与える権利を留保する
。
【００５０】
　スーパージャックポットを与えるためには、最初に、該加入者のデータベースに接続さ
れた該企業のコンピュータは前回のジャックポット払い出し以来の＄１００万から＄５０
０万のくじの登録のすべてを採取し、各登録に一意の特定番号を無作為に割り当てる（３
５５）。複数の前の登録のある加入者はスーパージャックポットくじ引きで選ばれる１つ
または複数の勝利番号に対するそれらの比較を容易にするために、該企業コンピュータに
よって連続番号のブロックを無作為に割り当てられる。
【００５１】
　スーパージャックポットのくじ引きの前に、該企業はその中に２０個のボールが入った
ドラムの中から１個のボールを引き出す。該ボールの番号が該企業がスーパージャックポ
ットのくじ引きの間に選択する勝利番号の数を決定する。勝利番号を保持する出場者はス
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ーパージャックポットのジャックポットを均等に分割する（３５６）。例えば、番号「１
６」が選択されると、該企業のコンピュータはスーパージャックポットのくじ引きの間に
１６個の番号を選択し、それらの１６個の番号を保持する出場者がスーパージャックポッ
トのジャックポットを等しく分割する。
【００５２】
　次に該企業が、それがスーパージャックポットの勝利番号に表す番号の１６セットを無
作為に選択するスーパージャックポットくじ引きを開催する。例えば、６５個の白い番号
と６５個の赤の「ジャックポット」番号のスーパージャックポットくじ引きで活用される
番号の範囲、及びスーパージャックポットを獲得する確率はくじ引きの時点でくじの登録
総数によって決定される。１６個の勝利番号に一致する登録を保持する出場者がスーパー
ジャックポットの勝者であり、かれらはスーパージャックポットを均等に分割する（３３
５）。
【００５３】
　＄１０，０００のくじに関しては、＄１００万から＄５００万のくじとスーパージャッ
クポットくじの勝者（複数の場合がある）が、授与の時点で、ジャックポット支払いの以
下の方法の１つを選択する。つまり年金の年払い（３３７）または一時払い現金支払い（
３３６）である。
　ジャックポット登録、払い出し、及び有資格
【００５４】
　単一のジャックポットの複数の勝者。２人または３人以上の加入者が同じくじ引きで、
例えば同じくじ引きで６個すべての勝利番号に一致することによって勝つと、それらの加
入者はジャックポットを均等に分配し、各自が自分の最適の払い出し方法を選択する。
【００５５】
　登録期日。出場者は、くじ引きの当日の東部時間午後７時までに多様なくじに登録でき
る。
【００５６】
　無料登録。くじへの登録は無料である。
　ａ）リワードプログラム加入者。リワードプログラムの加入者は自動的に、くじのくじ
引きのそれぞれに対して次のくじ引きに無料で登録される。複数の購読を行う加入者は次
のくじのくじ引きに対する複数の無料登録を受け取る。くじのくじ引きの当日の東部時間
午後７時前にリワードプログラム購読を購入する加入者はその夜のくじのくじ引き、及び
彼らが自分達の購読を維持する限りそれ以後の各くじのくじ引きに自動的に無料で登録さ
れる。くじ引きの当日の東部時間午後７時以後にリワードプログラム購読を購入する加入
者はその夜のくじのくじ引きには無料で登録されないが、代わりにその夜のくじ引きの後
に開催される次のくじのくじ引き、及び彼らが自分達の購読を維持する限りそれ以後の各
くじのくじ引きに自動的に無料で登録される。
　ｂ）登録の無料の代替方法。加入者と非加入者を含むあらゆる人は、該企業の本社に登
録書式と切手を貼った返信用封筒を郵送することによって無料でくじに登録できる。各く
じには専用の登録書式がある。出場者は好むだけ頻繁に各くじに登録することができるが
、各登録は出場者によって手書きされ、第１種郵便により別々に送付されなければならな
い。くじ引きの当日の東部時間午後７時前に受領される郵送の登録はその夜のくじのくじ
引きに自動的に無料で登録される。くじ引きの当日の東部時間午後７時以降に受領される
郵送の登録はその夜のくじのくじ引きには無料で登録されないが、その夜のくじ引きの後
に開催される次のくじのくじ引きに自動的に無料で登録される。
【００５７】
　等しい勝算。郵送の登録を含むすべての登録方法は同じ勝算を有する。
【００５８】
　プレイするためには年齢が１８歳以上でなければならない。加入者及び非購読参加者は
プレイするためには年齢が１８歳以上でなければならず、自分の名前、住所、及び生年月
日を提供しなければならず、自分の電話番号とｅ－メールアドレスを提供することを促さ
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れるが、必要とされない。
【００５９】
　世界中。くじは、その参加が適用法により禁止されていない世界中の出場者が利用でき
る。
　リワードプログラム
【００６０】
　リワードプログラム及びその特長がここでさらに詳しく説明される。
【００６１】
　図４は、リワードプログラムのオンライン部分を描いている。前述されたように、加入
者が購読を購入すると、該企業のコンピュータは加入者に、加入者が該企業のウェブサイ
ト上の自分のリワードプログラムアカウントにアクセスできるようにするログインとパス
ワードを割り当てる（４１５）。ジャックポットリワードプログラムは週に三回更新され
る。該企業は最新の更新の通知を、該企業のコンピュータが週に三回か入社にｅ－メール
するオンラインニュースレターを介して配布する（４１６）。加入者がニュースレターを
開くと、加入者は、すべてのリワード、クーポン、特別な取引及び割引だけではなくオン
ライン市場、オンラインショッピングにも容易にアクセスできる該企業のウェブサイトに
リンクされる。オンラインニュースレターによって該企業は効率的且つコスト効率よく世
界市場に到達できるようになる。
【００６２】
　加入者が、それに直接的にアクセスする、あるいはニュースレターの中の適切なリンク
をクリックするかのどちらかによってリワードプログラムウェブサイトにアクセスする（
４２０）と、ウェブサイトは加入者に、リワードプログラム購読に含まれているリワード
とメリットを含むリンクされるウェブページにアクセスするオプションを与える。ウェブ
サイトは、さらに詳しく後述されるように、特に貴重なリワードを加入者に提供するパー
トナー企業に広告スペースも提供する。ウェブサイトは多様なくじも促進し、多様なジャ
ックポットの規模と、多様なくじの次のくじ引きまでの時間数、分数、及び秒数を示すカ
ウントダウンクロックに付いての情報も提供する（４５０）。
【００６３】
　リワードプログラムのメリット及びリワードの加入者に対する価値は購読コストを大幅
に上回る。ウェブサイトは、該加入者はアクセスするオプションを有し、さらに詳しく後
述される以下のリワード及びメリットへのリンクを含む。
【００６４】
　ジャックポット市場（４３０）は、加入者が販売用の家及び車、求人広告と履歴書、個
人的な広告と案内広告を一覧表示することが許されるサイトである。各購読は、該企業の
市場ウェブサイトで一度に１つのリストを掲示する権利を加入者に与える（４３１）。
【００６５】
　ジャックポットショッピング（４３５）は、週に三回更新され、加入者が独占的に使用
できる特別な取引と割引を特色とするオンラインショッピングサイトである（４３６）。
加入者が独占的に使用できる特別な取引と割引に加えて、ジャックポットショッピングは
インターネットショッピング業者と、加入者の郵便番号に及び周辺に位置する従来方式の
小売店から入手できる数百万の取引と割引を集計し、索引を付ける。
【００６６】
　「Ｃｈａ　Ｃｈｉｎｇ」ライブリワード更新（４７０）は、リワードプログラム加入者
のデスクトップまたはｅ－メールボックスに特に気前のよい取引と割引のライブリワード
更新をもたらす瞬時通知ツールである。加入者は瞬時通知ツール（４７１）をダウンロー
ドしインストールするか、あるいは「Ｃｈａ　Ｃｈｉｎｇ」ライブリワード更新をｅ－メ
ールを介して受信するかというオプションを有する。該企業のパートナー企業が過剰な在
庫を有する、あるいは販売促進を実行することを希望するときには、彼らは、該企業のコ
ンピュータによって加入者のデスクトップまたは電子メールボックスにライブリワード更
新を送出させることによって、自分達の在庫を迅速に販売する、あるいは自分達の製品を
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販売促進することを試みることができる。
【００６７】
　ジャックポットクーポン（４６５）は、参加するインターネットショッピング業者及び
従来方式の小売店（４６６）用の印刷可能なクーポン、及び該企業のウェブサイトまたは
割引を提供するパートナー企業のウェブサイトでオンラインで商品に換えられるオンライ
ンクーポンを特色とするサイトである。＄２００以上に値するクーポン及び特別割引が週
に三回更新され、リワードプログラム加入者が独占的に利用できる。
【００６８】
　ジャックポットクレジットカード（４４０）は、加入者にジャックポットクレジットカ
ードを申請する独占的な機会を提供し、該カードに関連するリワードを説明する（４４４
）サイトである。ジャックポットクレジットカードのリワード部分は、やはりさらに詳し
く後述される４つの主要な構成要素を有する。
　１．ジャックポットポイントリワードプログラム。ジャックポットカード保有者は、自
分達がジャックポットクレジットカードを使用して行う購入の１ドルごとに１ジャックポ
ットポイントを受け取る。
　２．ジャックポット高速リワードプログラム。ジャックポットカード保有者は、該企業
のコンピュータによって、カード所有者が自動的に、彼らが参加レストランで食事をする
、参加ホテルに宿泊する、あるいは参加小売店で買い物をするためにジャックポットクレ
ジットカードを使用するときに使われた１ドル当たり最大２０ポイントの追加のジャック
ポットポイントを受け取るジャックポット高速リワードプログラムに自動的に登録される
。
　３．ジャックポットクレジットカードくじ。ジャックポットカード所有者は、カード所
有者が数百万ドルに値する賞金を勝ち取る１１の追加の方法、及び週に三回のくじ引きの
それぞれの間に何かを獲得する３回に１回よりよい確率を有するであろうジャックポット
クレジットカードくじに該企業のコンピュータによって無料で自動的に登録される。
　４．ジャックポット高速リワードくじ。ジャックポットカード所有者は、彼らがジャッ
クポットクレジットカードを使用して参加小売店から購入するたびに、ジャックポット高
速リワードくじに該企業のコンピュータによって自動的に無料で登録される。
　パートナー企業
【００６９】
　企業はつねに、自社製品を販売促進し、自社顧客に見返りを与えるための新しく、且つ
革新的な方法を探している。製品を販売促進し、顧客に見返りを与える効果的な手段は、
クーポン、及び他の特別な取引と割引を提供することによる。２００３年には、約２，５
８０億枚のクーポンが米国で配布され、クーポンを顧客に見返りを与える一般的な方法に
した。インターネットは企業に多数の潜在的な顧客と対話様式で通信する能力を与える。
その結果として、インターネットクーポンはクーポン市場の大きな潜在的な成長の領域を
示す。しかしながら、インターネット上で広告することは、特に高トラフィックインター
ネットサイトに対してはますます高価になってきた。高額に設定された費用のために、イ
ンターネットクーポンの現在の成長は、通常、大きなメディア予算を持つ大企業に限られ
ている。
【００７０】
　該企業は、リワードをベースにした市場を創出することによって、企業（パートナー企
業）に、そのマーケティング予算の規模よりむしろそれらの加入者に提供するメリット、
リワード、特別な取引と割引の価値に基づいて多数の加入者へのアクセスを提供すること
によって、この市場を動的に変える。この新しいリワードをベースにした市場は、加入者
にとって、及びリワードプログラムの加入者に届くためにリワード、特別な取引と割引を
提供する用意があるパートナー企業にとって互いに有益である。パートナー企業が加入者
に提供する取引と割引がよいほど、彼らが受け取るそれらの加入者に対するアクセスはよ
くなる。要するに、該企業は、パートナー企業がその加入者に提供するリワードに基づい
て彼らに見返りを与える市場を創出する。
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【００７１】
　パートナー企業の一例は、幅広い範囲の金融サービス（例えば、クレジットカード、当
座勘定、投資口座、年金口座、大学費用預金口座、住宅ローン、車とトラックのローン等
）のために加入者に特別な取引と割引を提供する民間金融機関（パートナー銀行）である
。加えて、該パートナー銀行は、企業と連帯してジャックポットクレジットカードを加入
者に提供してよい。
【００７２】
　以下は、リワードプログラム加入者に特別な取引と割引を提供することによってリワー
ドプログラムに参加するパートナー企業が利用できるリワードとメリットのいくつかの例
である。
　１．広告スペース。該企業はニュースレターにおいて、及び該企業のウェブサイトでの
広告を独自の提供物及びパートナー企業によって提供される特別な取引と割引に制限する
。パートナー企業がリワードプログラム加入者に提供する取引と割引に基づいて彼らは広
告スペースを利用できる。パートナー企業が加入者に提供する取引と割引がよいほど、彼
らが該企業のウェブサイトとニュースレターで受け取る広告スペースはよくなる。これは
パートナー企業が彼らが加入者に提供するリワード、取引及び割引の価値を高めるための
強力な刺激策を生じさせる。パートナー企業が加入者に提供するリワード、取引、及び割
引の価値が増加すると、リワードプログラムは加入者にとってさらに貴重になり、加入者
ベースを拡大する。同様に、多数の加入者に到達する能力は、該企業のウェブサイト上で
の広告をパートナー企業にとってさらに貴重なものとし、彼らを加入者にさらによい取引
と割引を提供する気にさせ、さらにリワードプログラムの価値を高める。
　２．ショッピング検索での優先的な掲載。該企業は、リワードプログラム加入者に最高
の取引と割引を提供するパートナー企業にジャックポットショッピング検索結果の優先的
な掲載を与える。
　３．クレジットカードトランザクションでの節約。該企業は、パートナー企業がそのク
レジットカードトランザクションを処理させるために現在支払っているものに一致する、
または引き下げることに合意する。該企業が、企業が現在支払っているものに一致する、
または引き下げることができない場合には、該企業はパートナー企業にリワードプログラ
ムに対する無料の一年の購読を与える。
　４．数百万を獲得する確率。該企業は＄１００万から＄５００万のジャックポットを与
えるたびに、該企業はリワードプログラムに参加する１つのパートナー企業に＄１０，０
００のジャックポットも与える。パートナー企業は、ジャックポットクレジットカードが
彼らの企業から何かを購入するのに使用されるたびにパートナー企業くじに対する無料の
登録を受け取る。企業が受け取るパートナー企業くじへの無料登録数は、ジャックポット
クレジットカード所有者に対して彼らが与えるジャックポットポイント数に正比例する。
例えば、パートナー企業がジャックポットクレジットカードを使用して使われる＄１ごと
に１０ジャックポットポイントを与える場合、その企業はジャックポットクレジットカー
ドを使用して使われる１ドルごとにパートナー企業くじに対する１０の登録を受け取る。
　５．数百万を獲得する確率を二倍にする。該企業に自分達のクレジットカードトランザ
クションを処理させるパートナー企業は、自分達がパートナー企業くじを獲得する確率を
二倍にする。例えば、企業がジャックポットクレジットカードを使用して費やされる＄１
ごとに１０ジャックポットポイントを与え、彼らが該企業に自分達のクレジットカードト
ランザクションを処理させる場合、企業はジャックポットポイントカードを使用して費や
される＄１ごとにパートナー企業くじに対する２０回の登録を受け取る。
　６．無料リワードプログラム購読。該企業によって自分達のクレジットカードトランザ
クションを処理させるパートナー企業は、自動的に彼らを＄１０，０００のくじと＄１０
０万から＄５００万のくじに無料で登録するリワードプログラムの無料の購読を受け取る
。
　ジャックポット市場
　図５は、プログラムのジャックポット市場部分を描いている。
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【００７３】
ジャックポット市場（５００）は、５つの主要なセクション、つまり不動産、車、職、個
人広告及び案内広告に分割する案内広告リスト用のオンラインサイトである。該企業のコ
ンピュータは、以下の２つのソースからジャックポット市場のための案内広告リストを獲
得する。
　１．インターネット検索、集計（Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）及び索引付け。該企業のコ
ンピュータは、例えばＣａｒｓ．ｃｏｍ、Ｖｅｈｉｘ．ｃｏｍ、Ａｕｔｏｔｒａｄｅｒ．
ｃｏｍ、Ｍｏｎｓｔｅｒ．ｃｏｍ、ＨｏｔＪｏｂｓ．ｃｏｍ、ｅＢａｙ　Ｒｅａｌ　Ｅｓ
ｔａｔｅ、Ｙａｈｏｏ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ等の非加入者のサードパーティ企業によ
って運営されている多様なオンライン案内広告記載サイトに記載されている数百万のオン
ライン案内広告を集計し、索引を付けるためにインターネットを検索するメタ検索技術を
使用している。これによって、該企業のウェブサイトの訪問者は、彼らがジャックポット
市場での検索を実行するときに多様なサイトからの幅広い範囲のリストにアクセスできる
。
　２．加入者。加入者は、彼らがリワードプログラムの購読を維持する限り、購読ごとに
一度に１つの案内広告を掲示することを許される（５１０）。
　ａ．加入者リストは、加入者によって掲示され、該企業のコンピュータに記憶される。
　ｂ．加入者はいつでも記載を中止し、購読期間ごとに一度、あるいは週に三回ほど頻繁
に自分達の記載を変更するまたは置換することができる。
　ｃ．ジャックポット市場でこのような項目を記載するコストは、リワードプログラムの
購読料に含まれている。
　ｄ．加入者によって掲示される案内広告は、メタ検索技術を使用して該企業のコンピュ
ータによって集計され、索引を付けられるサードパーティ案内広告記載サイトから非加入
者記載上方の優先的な掲載を受ける。
　ｅ．複数の購読を所有する優位点。同時に複数の案内広告記載を維持することに関心の
ある加入者は複数の購読を購入することによりそのようにすることができる。該企業のコ
ンピュータは、どの加入者が複数の購読を有するのかを特定し、彼らに適用可能な検索結
果のための優先掲載を与える。加入者が所有する購読が多いほど、加入者の案内広告が適
用可能な検索結果で受け取る掲載位置は高くなる。加入者は同時に複数のカテゴリ（不動
産、車、職、個人広告及び案内広告）に複数の記載を有することができる。例えば、１０
の購読を購入する加入者は同時に１０の異なる案内広告を掲示でき、加入者の１０の広告
は適用可能な検索結果で、１０未満の購読を有する加入者による類似する記載よりも高く
記載されることが保証される。５つの購読を有する加入者は同時に５つの異なる案内広告
を掲示することができ、彼の５つの広告は検索結果で、５未満の購読を有する加入者によ
る類似する記載より高く記載されることが保証される。ただ１つの購読を有する加入者は
１つの案内広告を掲示することができ、彼の広告は検索結果で、メタ検索技術を使用して
該企業のコンピュータによって集計され、索引が付けられた非加入者サードパーティによ
る類似する記載よりも高く記載されることが保証される。
　ｆ．企業が加入者である場合がある。パートナー企業を含むが、これに限定されない企
業は、リワードプログラムの１つまたは複数の購読を購入することによって加入者になる
ことができ、他のリワードプログラム加入者のように市場に対応する広告リストを掲載す
ることができる。一般的には、購読を保持する企業は、複数のくじへの無料の登録を受け
ることを含む、加入者に帰される、本書に説明されるアクションのすべても実行できる。
【００７４】
　ジャックポット市場での広告記載は、加入者（５２０）と非加入者（５３０）の双方に
よって表示、アクセス可能であるが、加入者だけがジャックポット市場に直接的に案内広
告を掲示し、それらの広告に対して優先掲載を受けることができる。
【００７５】
　ジャックポット市場は以下の５つの主要なセクションを有する。つまり、不動産、車、
職、個人広告、及び案内広告である。
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　１．車セクション（５４５）。ジャックポット市場は、加入者が車、トラック、自動車
パーツ及び他の車両関連の商品の案内広告を掲載できる車セクション（５４５）を含む。
　ａ．加入者はリワードプログラム購読料金を上回る追加の費用をかけずに購読ごとに一
度１つの案内広告を出す権利を与えられている。新車と中古車のディーラー及び他の車の
所有者を含む、複数の車両の記載を希望する加入者は、複数の購読を購入することにより
同時にそうすることができる。複数の購読を購入すると、検索結果で売り手に、記載を見
る潜在的な買い手の数を劇的に増加する可能性のある優先掲載も提供される。
　ｂ．例えば、１０の購読を購入する車のディーラーは２台の異なる車のための広告を掲
示することができ、彼の１０台の車は検索結果で、１０未満の購読を有する加入者によっ
て記載される類似した車より高く記載されることが保証される。５つの購読を有する加入
者は５台の異なる車の広告を掲示することができ、彼の５台の車は検索結果で、５つ未満
の購読の加入者によって記載される類似した車よりも高くに記載されることが保証される
。単一の購読を有する加入者は１台の車の広告を掲示でき、彼の車は、メタ検索技術を使
用して該企業のコンピュータによって集計され、索引が付けられた非加入者によるサード
パーティサイトでの車の記載の上方に記載されることが保証される。
　ｃ．例えば、該企業のウェブサイトへの訪問者が、例えば２００４年のＦｏｒｄ　Ｅｘ
ｐｌｏｒｅｒを購入することに関心がある場合、彼は市場の「検索」ボックスに「２００
４　Ｆｏｒｄ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ」と入力し、「検索」をクリックするであろう。該企業
のコンピュータは、最も多くの購読を有する加入者が最初に記載された状態で、その加入
者によって掲示される２００４　Ｆｏｒｄ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒのすべてを降順で検索し、
索引付けする。同時に、企業のコンピュータはメタ検索技術を活用し、Ｃａｒｓ．ｃｏｍ
、Ｖｅｈｉｘ．ｃｏｍ、Ａｕｔｏｔｒａｄｅｒ．ｃｏｍ、ｅＢａｙ　Ｍｏｔｏｒｓ、Ｙａ
ｈｏｏ　Ａｕｔｏｓ、Ｅｄｍｕｎｄｓ．ｃｏｍ、ｋｂｂ．ｃｏｍ等の多様なオンライン車
記載サイトに掲示される２００４　Ｆｏｒｄ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒリストのすべてを集計し
、索引を付ける。訪問者が彼の興味を引き、リワードプログラム加入者によって記載され
る２００４　Ｆｏｒｄ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒを見ると、訪問者は該記載をクリックし、該企
業のコンピュータが該企業のコンピュータで動作するＥｘｐｌｏｒｅｒの完全なリストを
提供する。訪問者が彼の興味を引き、Ｖｅｈｉｘ．ｃｏｍのような車のサードパーティ案
内広告記載サイトによって記載される２００４　Ｆｏｒｄ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒを見ると、
訪問者は該記載をクリックし、該企業のコンピュータが彼を、該車両の完全な説明を見る
ことができるＶｅｈｉｘ．ｃｏｍのウェブサイトに移動させる。
　ｄ．該企業及びパートナー銀行と保険会社等のパートナー企業は、市場の車のセクショ
ンに車両のローン及び保険を広告する独占権を有している。加入者が該企業またはパート
ナー企業によって提供されるローンで車両を購入する、あるいは該企業またはパートナー
企業によって提供される保険で車両に保険をかける場合（５４６）、その加入者は自動的
に、リワードプログラムに対する無料購読と、加入者が該企業またはパートナー企業を通
して車のローンまたは保険を有する限り、該企業によって提供される複数のくじに対する
無料登録を受ける（５４７）。
　２．不動産セクション（５５０）。ジャックポット市場は、加入者がリワードプログラ
ム購読料を上回る追加の費用をかけずに販売または賃貸用に資産を記載できる不動産セク
ション（５５０）を含む。
　ａ．加入者はリワードプログラム購読料を越える追加料金をかけずに購読ごとに一度１
つの案内広告を掲示する権利を与えられている。不動産業者と資産家を含む、複数の資産
の記載を希望する加入者は、複数の購読を購入することによって同時にそうすることがで
きる。また、複数の購読を購入すると、検索結果で売り手に、彼らの記載を見る潜在的な
買い手の数を劇的に増加する可能性のある優先掲載も提供される。
　ｂ．例えば、１０の購読を購入する不動産業者は１０軒の異なる家の広告を掲示するこ
とができ、彼の１０軒の家は検索結果で、１０未満の購読の加入者によって記載される類
似した家よりも高く記載されることが保証される。５つの購読を有する加入者は５軒の異
なる広告を掲示することができ、彼らの５軒の家は検索結果で、５未満の購読を有する加
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入者によって記載される類似した家よりも高く記載されることが保証される。単一の購読
を有する加入者は１軒の家の広告を掲示することができ、彼の家は、メタ検索技術を使用
して該企業のコンピュータによって集計され、索引が付けられた非加入者によるサードパ
ーティサイトでの不動産掲載より高く掲載されることが保証される。
　ｃ．例えば、該企業のウェブサイトの訪問者が、例えば＄５００，０００未満の価格が
付けられ、特定の郵便番号に位置する３つのベッドルームと、２つの浴室のある家を購入
することに関心がある場合、訪問者はジャックポット市場不動産ウェブページに移動し、
不動産検索の下にベッドルーム「３」、浴室「２」、価格帯「＄５００，０００未満」及
び場所「都市と州」または「郵便番号」の検索基準を入力する。該企業のコンピュータは
、最も多い購読を有する該加入者が最初に記載された状態で、その加入者によって掲示さ
れているその地理的領域内の＄５００，０００未満の価格の３つのベッドルーム、２つの
浴室の家のすべてを降順で検索し、索引を付ける。同時に、該企業コンピュータはメタ検
索技術を活用し、ｅＢａｙ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ、Ｙａｈｏｏ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａ
ｔｅ、ＦｏｒＳａｌｅＢｙＯｗｎｅｒ．ｃｏｍ等の不動産業者と家の所有者による多様な
オンライン不動産サイトに掲示されるその地理的領域記載の中の＄５００，０００未満の
価格の３つのベッドルーム、２つの浴室の家のすべてを集計し、索引付ける。訪問者が、
彼の興味を引き、リワードプログラム加入者によって記載される家を見ると、訪問者は記
載をクリックし、該企業のコンピュータが該企業のコンピュータで動作している家の完全
なリストを開く。訪問者が、彼の興味を引き、ｅＢａｙ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅのよう
な別の案内広告サービスによって記載される家を見る場合、訪問者は該記載をクリックし
、それにより彼らは訪問者が家の完全なリストを見ることのできるｅＢａｙ　Ｒｅａｌ　
Ｅｓｔａｔｅウェブサイトに移動する。
　ｄ．該企業及び住宅ローンブローカー、銀行、及び保険会社等のパートナー企業は、ジ
ャックポット市場の不動産セクションに住宅ローンと、住宅所有者または賃借人の保険を
広告する独占権を有する。該企業またはパートナー企業（５５１）を通して住宅ローンあ
るいは住宅所有者または賃借人の保険を購入する加入者は、リワードプログラム（５５３
）の無料購読を受け、彼らが住宅ローンあるいは住宅所有者の保険を該企業またはパート
ナー企業（５５２）を通して有する限り、該企業によって提供される多様なくじの中に自
動的に無料で登録される。
　３．職セクション（５４０）。ジャックポット市場は、加入者が職の機会（５４２）ま
たは彼らの履歴書（５４１）を掲示する権利を与えられる職セクション（５４０）を含む
。
　ａ．加入者は、リワードプログラム購読料金を上回る追加費用なしで購読ごとに一度１
つの案内広告を出す権利を与えられる。同時に複数の職の記載を希望する、企業を含む加
入者は、複数の購読を購入することによってそうすることができる。複数の購読を購入す
ると、検索結果で企業に、彼らの記載を見る潜在的な求職者の数を劇的に増加する可能性
のある優先掲載も提供される。
　ｂ．例えば、１０の購読を購入する企業は、１０の異なる職に案内広告を掲示すること
ができ、その１０の職は検索結果で、１０未満の購読を有する加入者によって記載される
類似する職よりも高く記載されることが保証される。５つの購読を有する加入者は５つの
異なる職の広告を掲示することができ、彼の５つの職は検索結果で、５つ未満の購読を有
する加入者によって記載される類似する職よりも高く記載されることが保証される。単一
の購読を有する加入者は、メタ検索技術を使用して該企業のコンピュータによって集計さ
れ、索引が付けられた、非加入者によるサードパーティサイトでの職の記載の上方に記載
されることが保証される。
　ｃ．例えば、該企業のウェブサイトの訪問者が、基本給が少なくとも年額＄６５，００
０のニューヨーク市での会計の職に関心がある場合、訪問者はジャックポット市場職ウェ
ブページにアクセスし、職検索の下で所望される職種「会計」、都市「ニューヨーク市」
、給与範囲「＄５０，０００から＄１００，０００」の検索基準を入力する。該企業のコ
ンピュータは、最も多い購読を有する加入者が最初に記載される状態で、その加入者によ
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って掲示される年間給与範囲が＄５０，０００から＄１００，０００のニューヨーク市で
の会計職のすべてを降順で検索し、索引を付ける。同時に、該企業のコンピュータはメタ
検索技術を活用し、Ｍｏｎｓｔｅｒ．ｃｏｍ、ＨｏｔＪｏｂｓ．ｃｏｍ、Ｃａｒｒｅｒｂ
ｕｉｌｄｅｒ．ｃｏｍ、Ｉｎｄｅｅｄ．ｃｏｍ、ＮＹＴｉｍｅｓ．ｃｏｍ等の多様なオン
ライン職のサイトに掲示される年間給与範囲が＄５０，０００から＄１００，０００のニ
ューヨーク市の会計職のすべてを集計し、索引付ける。加入者が、彼の興味を引き、別の
リワードプログラム加入者によって記載される就職口を見ると、加入者は該記載をクリッ
クし、それが該企業のコンピュータで動作する職の要件の完全なリストを開く。加入者が
彼の興味を引き、Ｍｏｎｓｔｅｒ．ｃｏｍのような別の職リストサイトによって記載され
る就職口を見ると、加入者は該記載をクリックし、それが彼を、職の要件の完全なリスト
を見ることのできるＭｏｎｓｔｅｒ．ｃｏｍウェブサイトに移動させる。
　４．個人セクション（５５５）。加入者は、リワードプログラム購読料を上回る追加の
費用をかけずに個人のプロファイルを作成、掲示及び検索できる。
　ｄ．加入者はリワードプログラム購読料金を上回る追加の費用をかけずに購読ごとに１
回、１つの個人広告を掲載する権利を与えられる。任意の目的で複数の購読を購入すると
、加入者の個人広告に検索結果で、彼らの個人リストを見る視聴者数を劇的に増加する可
能性のある、優先掲載が与えられる。
　ｅ．例えば、１０の購読を購入する加入者は、５つの主要なカテゴリのどれかに１０の
異なる案内広告を掲示することができ、それらの記載の内の１つが個人的広告である場合
、彼らの個人的な広告は適用可能な検索結果で、１０未満の購読を有する加入者による類
似した個人的な広告よりも高く記載されることが保証される。
　５．案内広告セクション（５６０）。ジャックポット市場は、加入者が合法的に売買で
きる実質的に何かに対する案内広告を掲載できる一般的な案内広告セクション（５６０）
を含む。
　ｆ．加入者はリワードプログラム購読料を上回る追加の費用をかけずに購読ごとに一度
１つの案内広告を出す権利を与えられる。複数の案内広告リストの維持を希望する加入者
は、複数の購読を購入することによって同時にそうすることができる。複数の購読を購入
すると、適用可能な検索結果で売り手に、彼のリストを見る潜在的な売り手の数を劇的に
増加する可能性のある優先掲載が与えられる。
　ｇ．例えば、１０の購読を購入する加入者は、書籍、宝石、電子機器、バイク、楽器、
スポーツイベントの券等の１０の異なる広告を掲示することができ、彼の１０の記載は検
索結果で、１０未満の購読を有する加入者による類似した記載より高く記載されることが
保証されている。５つの購読を有する加入者は５つの異なる品目の広告を掲載することが
でき、それらの５つの広告は検索結果で、５未満の購読を有する加入者によって記載され
る類似した車より高く記載されることが保証される。単一の購読を有する加入者は、メタ
検索技術を使用して該企業のコンピュータによって集計され、索引が付けられた非加入者
によるサードパーティサイトに掲示される類似した記載の上方に記載されることが保証さ
れる。
　ジャックポットショッピング
【００７６】
　図６は、プログラムのジャックポットショッピング部分を描いている。ジャックポット
ショッピング（６００）は、加入者に対して商品及びサービスに対する特別な取引と割引
を提供するサイトである。該企業のコンピュータは取引と割引を定期的に更新し、索引を
付け、それらをリワードプログラム加入者が独占的に使用できるようにする。加入者にと
って独占的に使用可能である特別な取引と割引に加えて、該企業のコンピュータは（前述
された）メタ検索技術を活用し、ジャックポットショッピングウェブページ上でインター
ネットショッピング業者及び加入者の郵便番号に、および周辺に位置する従来方式の小売
店から入手できる数百万の取引と割引を集計し、索引を付ける。
【００７７】
　リワードプログラムの加入者は、興味のある品目及びサービス（６１０）がないかジャ
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ックポットショッピングをブラウズし、検索し、該企業及びパートナー企業から所望され
るように商品及びサービスを購入できる。ジャックポットショッピングで入手できる商品
及びサービスの例は以下を含む。
　旅行（６１０）。加入者は、ジャックポットショッピングウェブサイト（６１１）で正
規航空運賃を購入すると、連れの航空券を１００％割り引いて受け取る。加入者はジャッ
クポットショッピングウェブサイト（６１２）で正規船旅運賃を購入すると連れの船旅券
を１００％割り引いて受け取る。ジャックポットショッピングウェブサイト（６１３）で
予約した二泊目の滞在のホテルの部屋の価格を５０％割り引いて受ける。
　書籍（６２０）。加入者はジャックポットショッピングウェブサイトで購入されたすべ
ての書籍の３０％から５０％の間の割引を得て（６２１）、割引後＄３０を越えるすべて
の書籍の購入に対して送料無料を得る（６２２）。
　電子機器（６３０）。加入者は、ジャックポットショッピングウェブサイトで購入され
たアップルｉＰｏｄｓ（６３１）、キャノンデジタルカメラ（６３２）、デルラップトッ
プ（６３３）及びソニープレイステーション（６３４）の購入の１００％割引を得る。
　「Ｃｈａ－Ｃｈｉｎｇ」ライブリワード更新
【００７８】
「Ｃｈａ－Ｃｈｉｎｇ」ライブリワード更新は、リワードプログラム加入者のデスクトッ
プまたはｅ－メールボックスに特に気前のよい取引と割引の更新をもたらす瞬時通知ツー
ルである。
【００７９】
　加入者は、ライブリワード更新を自分達のｅ－メールボックス、デスクトップコンピュ
ータ、ラップトップコンピュータ、またはＰＤＡ等の彼らがインターネットにアクセスす
る際に活用する他の適切な装置に配信させるというオプションを有する。加入者が自分の
ｅ－メールボックスにライブリワード更新を配信させることを選ぶ場合、加入者は加入者
アカウントにログインし、該企業のウェブサイト上のアイコンをクリックし、そのライブ
リワード更新がｅ－メールを介して配信されるのを要求する。該企業のコンピュータは、
次に、該加入者のログインでもある該加入者のｅ－メールアドレスを、ライブリワード更
新をｅ－メールを介して受信することを希望する加入者のデータベースに追加する。
【００８０】
　加入者が、自分のデスクトップ、ラップトップ、または他の装置に直接的にライブリワ
ード更新を配信させることを選ぶ場合、加入者は自分の加入者アカウントにログインし、
企業のウェブサイト上のアイコンをクリックし、そのライブリワード更新が自分のデスク
トップに直接的に配信されるのを要求する。該企業のコンピュータは、次に、該加入者が
インストールされるのを承認するダウンロードを自分たちのデスクトップ、ラップトップ
または他の装置に提供する。該ダウンロードは彼らのコンピュータにインストールされる
実行ファイルを提供し、その機能性は将来のリリースによって該企業によって制御される
。ダウンロードは、加入者のデスクトップ用にライブリワード更新アイコン、及びライブ
リワード更新が活性化されるたびに強調表示し、「Ｃｈａ－Ｃｈｉｎｇ」音を鳴らすユー
ティリティバー用のアイコンを提供する。該企業のコンピュータが、該加入者のコンピュ
ータがオンであるときはつねに該企業が該加入者にコンテンツをプッシュできる状態で、
ダウンロードは加入者のコンピュータの起動シーケンスに、起動し、該加入者のデスクト
ップ上でアクティブなインターネット接続を維持する該コマンド文字列も埋め込む。した
がって、アイコンの点滅及び「Ｃｈａ－Ｃｈｉｎｇ」音に基づいて、該加入者はライブリ
ワード更新ウィンドウ内の新しいコンテンツに気付く。
【００８１】
　加入者がライブリワード更新を自分のデスクトップと、自分のｅ－メールボックスに直
接に配信させることを選ぶ場合は、加入者は自分の加入者アカウントにログインし、該企
業のウェブサイト上のアイコンをクリックし、ライブリワード更新が彼のデスクトップ及
びｅ－メールボックスに直接に配信されることを要求する。該企業のコンピュータは、次
に、該加入者の代わりに前述された機能を実行する。
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【００８２】
　パートナー企業が過剰な在庫を有する、あるいは販売促進を実行することを希望すると
き、パートナー企業は該企業によってライブリワード更新を加入者のデスクトップに、ま
たはｅ－メールボックスに送出させることによって、自分達の在庫を迅速に販売しようと
する、あるいは自社製品を販売促進しようと試みることができる。該パートナー企業は、
該企業に、それが特に気前のよい取引または割引をジャックポット加入者に提供すること
を希望することを通知する。該企業が、パートナー企業によって提供されている製品また
はサービスがその加入者の全員または数人にとって特に関心がある、あるいは貴重である
と判断する場合には、該企業のコンピュータは、ｅ－メールまたは該加入者のデスクトッ
プ上のアクティブなインターネット接続を介して、その加入者の数人または全員のデスク
トップまたはｅ－メールボックスに取引または割引のライブリワード更新を送信する。該
取引が該加入者のデスクトップに達するとき、あるいは該加入者が自分達のｅ－メールを
開くときに、ライブリワード更新は、金銭登録機が、それが開かれるときに出す「Ｃｈａ
－Ｃｈｉｎｇ」音を出すことによって、特別な取引または割引が利用可能であることを、
加入者に聞き取れるように通知する。ポップアップウィンドウも、加入者に取引または割
引を通知する。
【００８３】
　加入者は、彼ら自身、及び彼らの家族のためのカスタマプロファイルを作成するように
奨励される。彼らのプロファイルに一致する特別な取引及び割引が利用可能になると、加
入者は彼らにとって関心があってよい、入手可能な特別な取引または割引があることをｅ
－メール、または彼らのデスクトップ上のアクティブなインターネット接続を介して通知
される。プロファイルが正確であるほど、ライブリワード更新はさらによく該加入者の役
に立つ。
【００８４】
　該企業のコンピュータは、複数の購読を有する加入者を特定し、彼らの優先順位通知を
与える。加入者が購入する購読が多いほど、該企業のコンピュータが彼らに彼らのプロフ
ァイルに合う最良の取引と割引について通知するのが早くなり、それによって彼らに特別
な取引または割引を利用する最良の機会を与える。
　ジャックポットクーポン
【００８５】
　図７は、プログラムのジャックポットクーポンの部分を描いている。２００３年には、
約２，５８０億枚のクーポンが米国で配布され、クーポンを顧客に見返りを与える人気の
ある手段にした。ジャックポットクーポンは、クーポンを配布するさらに効率的且つ費用
効果が高い方法を提供する。
【００８６】
　ジャックポットクーポン（７００）は、リワードプログラム加入者が独占的に利用でき
る＄２００を超える価値のあるクーポンと特別な割引を特色とするサイトである。該企業
は、週に三回クーポンと特別な割引を更新し、それらを該企業のウェブサイトでオンライ
ンで利用できるようにする。該企業は加入者に、週に三回配布され、ジャックポットクー
ポンウェブサイトへのリンクを含むオンラインニュースレターを介してクーポンと割引の
更新を知らせる。リワードプログラムの加入者は加入者にとって関心のある商品とサービ
スのクーポンのためにジャックポットクーポンをブラウズし、検索できる（７１０）。ジ
ャックポットクーポンは参加する「従来方式の小売店」用の印刷可能クーポン、及び該企
業のウェブサイトまたは割引を提供するパートナー企業のウェブサイトでオンラインで商
品に換えられるオンラインクーポンを含む。従来方式の小売店用のクーポンは、加入者が
クーポンを印刷し、参加する小売業者が容易に走査できるバーコードを含む。オンライン
クーポンは電子的であり、該企業のウェブサイトで、あるいは割引を提供するパートナー
企業のウェブサイトでオンラインで商品と引き換えることができる。
【００８７】
　クーポンは、加入者が容易に関心のあるクーポンをブラウズし、発見するのに役立つ多
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様なカテゴリに分けられる。該カテゴリは、家と庭（７２０）、衣料品とアクセサリー（
７２１）、車（７２２）、オフィス（７２３）、玩具（７２４）、娯楽（７２５）、健康
と栄養摂取（７３０）、及び加入者にとって関心がある可能性のある他のカテゴリを含む
。便宜的に、該カテゴリはサブカテゴリを有してよい。健康と栄養摂取は、赤ちゃんの健
康と栄養摂取（７３１）、冷凍食品（７３２）、シリアルと朝食（７３３）、健康と美（
７３４）、及び飲料（７３５）等のサブカテゴリを有する。
　ジャックポットクレジットカード
【００８８】
　ジャックポットクレジットカードは、リワードプログラム加入者が独占的に利用可能で
あり、パートナーバンクによって提供される。図８は、該プログラムのジャックポットク
レジットカードの部分を描いている。該企業及びパートナー銀行は、加入者がカードを申
請する尤度を高めるために、ジャックポットクレジットカードを申請する機会を広告し、
加入者に提供する（８１５）。加入者が前述されたようにそれらのリワードプログラム購
読を購入すると、該企業は加入者に、彼がジャックポットクレジットカードを申請する「
独占的な」機会を有することを知らせ、彼にジャックポットクレジットカード申し込みを
完了する機会を与える。また、加入者がリワードプログラム購読を購入後、該企業のコン
ピュータは自動的にジャックポットクレジットカードのメリットを浮き彫りにするウェル
カムｅ－メールを加入者に送信し、オンラインカード申請へのリンクを提供する。該企業
のコンピュータは加入者に、カードの申請書を含み、該加入者が申請するために電話をか
けることのできる通話料無料の番号（例えば１－８８８－ＪＡＣＫＰＯＴ）を留意する、
ジャックポットクレジットカードのメリットを浮き彫りにする彼のリワードプログラム購
読に関するウェルカムレターも送付する。該企業のコンピュータは、適切な場合、加入者
に事前承認された申請書も送付する。ニュースレターは、ジャックポットクレジットカー
ドについての目立つように掲載された広告、及びジャックポットクレジットカードくじを
獲得したカード所有者からの証明書も含む。
【００８９】
　該企業のコンピュータは、ジャックポットクレジットカードを取得していない加入者を
特定し、彼らに、カード使用時にジャックポットポイントを獲得する新しい方法について
のｅ－メール、及びジャックポットポイントリワードプログラムに参加する新しい企業に
関する通知を送信する。これらのｅ－メールはオンラインのジャックポットクレジットカ
ード申請に対するリンクも含む。前述されたように、リワードプログラムウェブサイトは
、カードのための販売促進、関連するリワード、ジャックポットクレジットカードくじ、
及びジャックポット高速リワードくじだけではなく、ジャックポットクレジットカード情
報及び申請する機会に対するリンクも含む。要約すると、該企業及びパートナー銀行は、
該クレジットカードに加入者の注意を引付けるために多種多様な技法を使用する。
【００９０】
　加入者がジャックポットクレジットカードを申請することを希望する場合、加入者は、
該企業の通話料無料の電話番号に電話をかけることによって、該企業のウェブサイト上ま
たはニュースレターの中のクレジットカード申請に対するリンクをクリックすることによ
って、あるいは彼が郵便で受領する申請書を記入することによって申請する（８２０）。
該　加入者は、リワードプログラム購読を購入したとき、クレジットカード申請に必要と
される情報の多くを提供した。したがって、ジャックポットクレジットカードを申請する
には、該加入者は自分の社会保障番号、現在の世帯年収、及び該企業が信用調査を実施す
るための彼の許可等のクレジットカード申請を完了するために必要とされる追加の情報を
供給する必要があるに過ぎない。
【００９１】
　該加入者が提供する情報を使用して、該企業またはパートナー銀行は、加入者に対する
信用調査を実行し、クレジットカードについて該加入者を承認するかどうかを決定する。
該加入者がジャックポットクレジットカードの信用需要を満たしている場合には、パート
ナー銀行はジャックポットクレジットカードのために加入者を承認する（８２５）。パー
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トナー銀行は、次に該加入者が該加入者のためのクレジットカードアカウントを作成する
ために自分のクレジットカード申請で提供した情報を活用し、該加入者にジャックポット
クレジットカードを送付する（８３０）。該カードには、カードを活性化するために１－
８８８－ＪＡＣＫＰＯＴ等の通話料無料の電話番号をダイヤルするという指示だけではな
く、そのメリットとリワードの説明も付いている。
【００９２】
　ジャックポットクレジットカードは、カード所有者がクーポンまたは割引カードを提示
することなく賞品及び特別な割引を自動的に且つ慎重に受け取ることができるようにする
ために多くのリワードとメリットを直接的に統合する。該企業は、該加入者にジャックポ
ットクレジットカードに伴うメリットとリワードに対する更新、及びジャックポットクレ
ジットカードくじとジャックポット高速リワードくじの結果を定期的に知らせる。例えば
、各くじのくじ引きの翌朝、該企業は加入者に、彼らの勝利番号のある勝利番号ｅ－メー
ルとともに、例えばジャックポットポイント等の彼らの賞品の説明、及び彼らが獲得した
賞品の総数を送信する。
【００９３】
　ジャックウポットクレジットカードリワード及びメリットは以下を含む。
【００９４】
　　ジャックポットポイントリワードプログラム。該加入者がジャックポットクレジット
カード（８３９）で行う購入の１ドルごとに、該加入者は１ジャックポットポイントを受
け取る（８５１）。各ジャックポットポイントは＄０．０１という現金値を有し、現金（
８５７）について、航空券、商品、及びギフト券等の種々のリワード（８５６）について
、または５２９教育費預金計画（８５８）等の現金同等物について換金できる（８５５）
。現金償還値は１，０００ジャックポットポイントで開始する。
【００９５】
　また、該加入者は、例えば、残高（８４０）を送金することに対してジャックポットポ
イントを獲得し、例えば別のクレジットカードからジャックポットクレジットカードへ該
加入者が移す残高の＄１００ごとに１０ジャックポットポイントを獲得する。これはクレ
ジットカードごとに１回限りの提供である。
【００９６】
　また、該加入者は、ジャックポットクレジットカード（８３８）への自動支払いを行う
ことに対してジャックポットポイントを獲得する。例えば、該加入者は、自分がジャック
ポットクレジットカードで当然支払うべき少なくとも最小の支払いを遅れずに支払うため
に自動支払いを使用するときに料金請求項作成発行サイクルごとに５０ジャックポットポ
イントを獲得する。
【００９７】
　該企業のコンピュータは、該加入者に彼のアカウントのジャックポットポイントの総数
を知らせるために、該加入者に定期的にｅ－メールを送信する。ジャックポットポイント
ｅ－メールは広告、及び該加入者が追加の購読またはジャックポットショッピングサイト
で入手できる他の商品とサービスを購入するために自分のジャックポットポイントをただ
ちに使用できるサイトへのリンクを含む。加入者は、ジャックポットクレジットカード及
びジャックポット高速リワードプログラムに参加する新しい企業に関する通知を使用する
ことによってジャックポットポイントを獲得する新しい方法についてもｅ－メールを送ら
れる。
【００９８】
　ジャックポット高速リワードプログラム。該企業は、ジャックポットクレジットカード
を使用して高速リワードプログラムに自動的に加入者の名前を登録する。該加入者が自分
達のジャックポットクレジットカード（８４５）を使用してパートナー企業から購入する
たびに、該加入者は使った１ドルあたり最高２０ジャックポットポイント等のより高いレ
ート（８５２）でジャックポットポイントを自動的に受け取る。高速リワードプログラム
によってパートナー企業は、ジャックポットクレジットカード所有者である加入者に直接
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的に市販でき、同様にジャックポットクレジットカード所有者は、彼らが獲得するジャッ
クポットポイント数の増加により恩恵を得る。該企業とパートナー銀行はクレジットカー
ドの使用増加から恩恵を得る。
【００９９】
　該加入者は、例えば、参加レストランで食事をする、参加するホテルに宿泊する、また
は参加小売店で買い物をするために、自分のジャックポットクレジットカードを使用する
ときにも余分なジャックポットポイントを獲得する。以下は、ジャックポット高速リワー
ドプログラムのいくつかの例のリワードである。
　ａ）参加小売店での購入の１ドルあたり３ジャックポットポイントを得る。
　ｂ）参加食料品店及び薬局で選択されたブランド商品の購入の１ドルあたり６ジャック
ポットポイントを獲得する。
　ｃ）販売促進期間中に車のレンタルの１ドルあたり３ジャックポットポイントを獲得す
る。車を３日間借りる加入者は４日目を無料で得る。
　ｄ）参加するホテルでの宿泊、または３泊の滞在において１ドルあたり２０ジャックポ
ットポイントを獲得し、参加するホテルで４泊目を無料で取得する。
【０１００】
　リワードプログラムをカードに統合する。ジャックポット高速リワードプログラムは、
リワード、ジャックポットリワードプログラムに関連する特別な取引及び割引の多くをジ
ャックポットクレジットカードに統合する。これにより、リワードプログラム加入者は、
クーポンまたは割引カードを提示しなくても自分達のジャックポットクレジットカードを
使用するときにリワード及び特別な割引を自動的に且つ慎重に受け取ることができる。ジ
ャックポットカード所有者の名前は、多種多様のクレジットカードトランザクションにつ
いて気前のよいジャックポットリワードを提供する高速リワードプログラムに自動的に登
録され、ジャックポットカード所有者は現金、航空券、商品、ギフト券、または５２９教
育費預金計画を含む他の現金同等物を含む種々のリワードに対して自分達のジャックポッ
トポイントを引き換えることができる。
【０１０１】
　ジャックポットクレジットカードくじ。該企業は、ジャックポットクレジットカード所
有者である加入者（加入者／カード所有者）を無料でジャックポットクレジットカードく
じ（８５０）に登録する。加入者／カード所有者は、彼らがリワードプログラムの加入者
及びジャックポットカード所有者であり続ける限り、ジャックポットクレジットカードく
じの週に三回のくじ引きのそれぞれに１回の無料登録を受ける。
【０１０２】
　該加入者が自分のジャックポットリワードクレジットカードを活性化すると、該企業の
コンピュータは合計６５個の白の番号の中から５個の白い番号と、合計６５個の赤の「ジ
ャックポット」番号の中から１個の赤の「ジャックポット」番号のセットを加入者／カー
ド所有者に無作為に割り当てる。該加入者が該企業のウェブサイトでオンラインで自分の
登録番号を変更する、自分の購読を取り消す、あるいは自分のジャックポットクレジット
カードを取り消すことがない限り、これらの選択された番号は該加入者の現在の及びすべ
ての将来のジャックポットクレジットカードくじのくじびきでの登録を表す。
【０１０３】
　該企業は毎週月曜日、水曜日及び金曜日の東部時間、午後１０時１５分頃にジャックポ
ットクレジットカードくじのためのくじ引きを開催する。くじ引きは、６５個の白い番号
が入ったドラムの中から５個の白い番号を、６５個の赤の「ジャックポット」番号が入っ
たドラムの中から１個の赤の「ジャックポット」番号を引くことを含む。
【０１０４】
　前述された＄１００万から＄５００万のくじとは異なり、正確に６個すべての番号に一
致する出場者にジャイアントジャックポットを与える代わりに、ジャックポットクレジッ
トカードくじは１個の番号、２個の番号、３個の番号、４個の番号、５個の番号、または
６個の番号に一致する加入者にさらに小さな賞品を与える。これは、カード所有者が各く
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じのくじ引き中に何かを獲得するはるかに高い確率を生じさせる。ジャックポットクレジ
ットカードくじのくじ引きの間に何かを獲得する確率は２．８７分の１である。
【０１０５】
　企業は、例えば１個の番号に一致することに対して１ジャックポイント、及び６個すべ
ての番号に一致することに対して１，０００，０００ジャックポットポイント等のジャッ
クポットポイントで賞品を与える。各ジャックポットポイントは、＄．０１に相当する現
金を有し、無制限の現金リワード、航空券、商品、ギフト券、または５２９教育費預金計
画を含む他の現金同等物を含む種々のリワードに引き換えることができる。現金償還レベ
ルは１，０００ポイントつまり＄１０まで低いレベルで開始する。
【０１０６】
　ジャックポット高速リワードくじ。また、該加入者／カード所有者は、自分のジャック
ポットクレジットカードを使用してリワードプログラムによって提供される商品またはサ
ービスを購入するたびにジャックポット高速リワードくじに無料で自動的に登録される。
該加入者／カード所有者が、オンラインと従来の小売店の所在地の両方でパートナー企業
によって提供される商品及びサービス等、ジャックポットショッピングサイトで商品また
はサービスを購入するために自分のジャックポットクレジットカードを使用する場合、該
企業のコンピュータは該加入者／カード所有者をジャックポット高速リワードくじに無料
で自動的に登録する。また、高速リワードくじへの無料登録は、該加入者がクーポン及び
自分のジャックポットクレジットカードを使用して購入するときに該加入者の名前で活性
化されるジャックポットクーポンのバーコードに記憶される。
【０１０７】
　ジャックポット高速リワードくじの獲得賞品は＄１００，０００のジャックポットであ
る。毎月月末に、該企業のコンピュータは、加入者／カード所有者が請求書作成発行月の
間に獲得したジャックポット高速リワードくじに対する無料登録のすべてを特定する。該
企業のコンピュータは、６５個の白い番号の中から５個の白い番号と、６５個の赤の「ジ
ャックポット」番号の中から１個の赤の「ジャックポット」番号のセットを該加入者／カ
ード所有者に無作為に割り当てる。これらの選択された番号は、現在のジャックポット高
速リワードくじのくじ引きにおける該加入者／カード所有者の登録を表すが、そのくじ引
きの後に期限切れとなり、追加のくじ引きには適用しない。
【０１０８】
　ジャックポット高速リワードくじのためのくじ引きは、該加入者／カード所有者が自分
のジャックポットクレジットカードを使用することによりくじに対する無料の１回または
複数の登録を獲得した、請求書作成発行月の月末の翌月の１５日目に開催される。ジャッ
クポット高速リワードくじに勝つ確率は、くじ引きの時点でのくじの登録総数によって決
定される。
【０１０９】
　各ジャックポット高速リワードくじのくじ引き後に、該企業のコンピュータはくじ引き
に対するすべての登録を調べ、くじ引きの間の選択された５個の白い番号と１個の赤の「
ジャックポット」番号のいくつかまたはすべてに一致する番号の登録を特定し、その確率
に従って登録を編成し、例えば最も一致する番号等の最低の確率の１回または複数の登録
を分離する。その登録が最低の確率の特定数の勝利番号に一致する一人または複数の出場
者を特定したので、該企業は＄１０，０００ジャックポットをただ一人の勝者に与えるか
、あるいは前述されたように勝者を決定するために第２のくじ引きを開催する。
　追加リワードプログラム購読を無料で取得すること
【０１１０】
　加入者は、以下のような該企業またはパートナー企業からの品目及びサービスの「購読
に類似した」購入を行う、例えば繰り返すことによって無料のリワードプログラム購読及
び＄１０，０００のくじ及び＄１００万から＄５００万のくじに対する無料の登録を取得
できる。
　１．該企業のパートナー銀行に＄２，５００の初期最小残高のある当座勘定、投資勘定
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、または大学費用預金勘定を開設すること。
　２．該企業、パートナー企業、またはパートナー銀行を通して住宅ローン、住宅担保ロ
ーンを購入すること、あるいは信用枠を開設すること。
　３．該企業、パートナー企業またはパートナー銀行を通して車またはトラックに資金供
給すること。
　４．該企業またはそのパートナー企業の１つを通して家、自動車、生命保険、健康保険
、事業保険、補足保険、または他の形の保険を購入すること。
　５．該企業またはそのパートナー企業の１つを通して、ケーブルテレビサービス、イン
ターネットサービス、携帯電話サービスまたは電話サービス、衛星無線サービス、インタ
ーネット無線サービス、インターネットテレビサービス、ｅ－メールサービス、テキスト
メッセージングサービス、瞬時メッセージングサービス、または他の通信サービスを購入
すること。
　６．加入者のコンピュータ上で各購読更新を用いて自動的に更新する該企業またはその
パートナー企業の１つを通してアンチウィルスソフトウェアまたはコンピュータユーティ
リティソフトウェアを購入すること。
　７．該企業またはそのパートナー企業の１つを通してクラブまたは団体（例えば、ヘル
スクラブまたは自動車協会）へのメンバーシップを購入すること。
　８．該企業またはそのパートナー企業の１つを通して自分自身または自分達の子供たち
のためにオンライン教育サービスまたはオンラインビデオゲームサービスの購読またはメ
ンバーシップを購入すること。
　９．該企業またはそのパートナー企業の１つを通してオンラインゲームまたは他の腕前
を競うゲームでの購読、メンバーシップまたは他の形の参加を購入すること。
　１０．該企業またはそのパートナー企業の１つを通して雑誌及び新聞の購読を購入する
こと。
　１１．該企業またはそのパートナー企業の１つを通して定期券（例えば、スポーツ、劇
場等）を購入すること。
加えて、リワードプログラムに参加し、自分達のクレジットカードトランザクションを該
企業またはそのパートナー企業の１つによって処理させる企業は、リワードプログラムの
追加購読を無料で受け取り、あらゆるくじのくじ引きに無料で自動的に登録される。リワ
ードプログラムに参加する企業は、彼らの会社から何かを購入するためにジャックポット
クレジットカードが使用されるたびに、パートナー企業くじへの無料登録も受け取る。
　購読を自動的に更新し、加入者をくじに登録するためのシステム
【０１１１】
　一般的には、１台または複数のコンピュータは、本書に説明されている方法の多様な構
成要素を実行するようにプログラムできる。
【０１１２】
　図９は、本書で説明されている機能を実現できるシステムの高水準ブロック図を示して
いる。本来、図は、接続の該加入者側にあるクライアントコンピュータ９１０または他の
通信装置、接続の該企業側にあるサーバシステム９４０、及び該２つのシステムを相互接
続する（インターネット等の）通信ネットワーク９３０を含む。
【０１１３】
　クライアントシステム９１０は、該加入者がサーバと対話するインタフェースを提供す
るブラウザ９２０を実現するコンピュータで実行しているソフトウェアを含む。サーバシ
ステム９４０は、同様にそのソフトウェアを通して、クライアントのコンピュータのブラ
ウザで表示される多様なウェブページ９４１を実現する。サーバシステムは、以下を含む
前述された機能性を実現する実行可能ソフトウェア９４２も含む。
　該加入者の購読を自動的に更新すること、
　購読を支払うために該加入者のクレジットカードまたはデビットカードに自動的に請求
すること、　すべての加入者を特定する加入者データベース９４３及びそれらの加入者の
関連情報を維持すること、
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　加入者ごとのジャックポットクレジットカードのステータスを示すアカウントを維持す
ること、
　加入者がプログラムへの参加を通して獲得するジャックポットポイント及び他のリワー
ドを追跡調査する加入者ごとのアカウントを維持すること、
　リワードプログラムに関連する情報９４４のデータベースを維持すること、
　不動産、自動車、職、個人広告及び案内広告に関する多様な市場ウェブページを維持す
ること、
　加入者が独占的に使用可能なオンラインショッピングサイトを維持すること、
　加入者が独占的に使用可能なクーポン及び他の特別な割引のあるウェブページを維持す
ること、
　制限された時間に使用可能な特別なリワード及び割引の加入者ライブリワード更新を自
動的に送信することと、
　開かれると、該企業のウェブサイトに該加入者を自動的に連れて行く電子ニュースレタ
ーを含むｅ－メールを週に三回、各加入者に自動的に送信することと、
　適切なくじに加入者及び企業を自動的に登録することと、
　くじの勝者を特定することと、
　それらの勝者に通知するためのプロセスを開始することと、
　各くじのくじ引き後にくじの結果を加入者に自動的に送信すること。
【０１１４】
　サーバは単一のエンティティとして示されているが、機能性とデータベースが、一箇所
にまたは複数の別々の場所に位置する、多くの別々のコンピュータと記憶装置の間で分散
されるのが分散システムである。
　プログラムの変形物
【０１１５】
　説明されたように、該加入者はジャックポットで該企業を呼び出すことによって、また
は該企業のウェブサイトにアクセスすることによってプログラムを購読する。一般的には
、該企業は、それが潜在的な加入者に効果的に売買できるようにし、加入者が容易に購入
できるようにする任意の手段によって購読販売を提供できる。例えば、該企業は郵送で懇
願を送出し、加入者は通信販売によって購読を購入できるであろう。あるいは、該企業は
人気のある場所に開かれた小売店を開き、加入者は購読を購入するために「歩み寄る」こ
とができるであろう。また、該企業は、電話で潜在的な加入者に懇願し、彼らが関心のあ
る加入者に即時販売を行うことができるようにする。
【０１１６】
　該企業は、加入者のクレジットカード、チャージカード、デビットカード、電話料金、
または携帯電話料金を請求することによって加入者に購読料を自動的に請求するが、該企
業の該加入者の銀行口座からの自動引き落としまたは資金送金、電子小切手、電話による
小切手及びファックスによる小切手等によって請求書が作成発行されるケーブルテレビ請
求書、インターネットサービス請求書、公共料金請求書を加入者に継続的に請求する、ま
たは請求書作成発行できるようにする任意の他の方法を使用できる。
【０１１７】
　該加入者はインターネットを使用してリワードプログラムのメリットとリワードの多く
にアクセスするが、該企業は他の方法でメリットとリワードを提供できる。該企業は印刷
されたクーポン、ショッピングカタログ、及び案内広告を周期的に該加入者に郵送するこ
とができ、該加入者は電話で、または郵送書式で応答する。
【０１１８】
　多様なくじのためのジャックポットは、必然的に＄１０，０００及び＄１００万から＄
５００万の範囲に限定されない。ジャックポットは任意の金額となる場合がある。くじが
公平に且つ誠実に運営され、くじの一人または複数の勝者が無作為に選択される限り、該
企業は、説明した６個のボールのくじ引き以外の方法で多様なくじを運営することができ
る。該企業はまた、適切と考えるように、週に三回より多く、または少なくくじを運営で
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の支払い計画を、それが適切と考えるように変えることができる。同様に、くじ引きの回
数と曜日、同のための登録期日と他の規則と特性は、本書に説明されたものと異なること
がある。加えて、該企業は、適切と考えるようにくじに腕前を競うゲームの構成要素を追
加できる。
【０１１９】
　該企業は説明されたリワードプログラムと異なるリワードプログラムの購読も提供でき
る。
【０１２０】
　該企業は説明されたリワードプログラム以外の製品またはサービスの購読も提供できる
。購読自体が加入者にとってどれほど「お値打ち品」に相当するかに関係なく、くじは購
読を購入するように加入者を惹きつけてよい。プログラムは、他の種類のリワードプログ
ラム、他の種類の購読、メディアコンテンツ（例えば、雑誌、新聞、書籍、写真、音楽、
映像、ビデオゲーム等）、金融サービス（例えば、当座勘定、投資勘定、年金口座、抵当
権付住宅ローン、住宅担保ローン、信用枠、クレジットカード、ギフト券、車またはトラ
ックのローン、保険等）、金融取引（株、商品等の売買等）、サービス（例えば、ケーブ
ルテレビ、インターネット、電話、ＶｏＩＰ、携帯電話、オンラインビデオゲーム、衛星
無線、インターネット無線、インターネットテレビ、コーリングカード、ｅ－メール、テ
キストメッセージング、インスタントメッセージング、他の通信サービス、セキュリティ
サービス等）、クラブ（購入クラブ、書籍クラブ、旅行クラブ、自動車クラブ等）、レン
タルとリース（車、トラック、コンピュータ、家具、テレビ等）、協会、メンバーシップ
、定期券、及び多様な腕前を競うゲームおよびオンライン（例えばオンラインポーカー、
チェス等）とオフライン（ポーカー、ボーリング等）両方の腕前を競うゲームの協議会へ
の参加、コンピュータソフトウェア及びサービス（例えば、オペレーティングシステム、
アンチウィルスソフトウェア、コンピュータユーティリティソフトウェア、ワープロソフ
トウェア、データ管理ソフトウェア、金融管理ソフトウェア等）、オンライン対話サービ
ス（オンラインビデオゲーム、オンライン教育サービス等）、慈善活動と慈善活動に関連
した活動（慈善のための寄付、政治的な寄付、祈祷のための支払い、苗木を植樹するため
の支払い等）を含むが、これに限定されない、自動更新で購読としてまたは「購読のよう
に」販売できるあらゆる考えられる製品とサービスに適用する。
【０１２１】
　他の実施形態は以下の請求項の範囲内である。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】購読プログラムの全体的な動作のフローチャートである。
【図２】＄１０，０００のくじの動作のフローチャートを示す。
【図３】＄１００万から＄５００万のくじの動作のフローチャートである。
【図４】プログラムのリワードプログラム部分のオンライン部分を描く。
【図５】プログラムのジャックポット市場部分を描く。
【図６】プログラムのジャックポットショッピング部分を描く。
【図７】プログラムのジャックポットクーポンを描く。
【図８】プログラムのジャックポットクレジットカード部分を描く。
【図９】プログラムを実行するためのシステムを描く。



(32) JP 2008-537230 A 2008.9.11

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(33) JP 2008-537230 A 2008.9.11

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(34) JP 2008-537230 A 2008.9.11

【図９】



(35) JP 2008-537230 A 2008.9.11

10

20

30

40

【国際調査報告】



(36) JP 2008-537230 A 2008.9.11

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LC,LK,L
R,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY
,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

