
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＰＯＳ情報を印刷する印刷装置および表示装置を有するＰＯＳ端末装置を備えたＰＯＳシ
ステムにおいて、所定のコードと広告情報とを対応付けて保存する記憶手段と、
前記印刷装置で用いられる印刷媒体もしくは包装物である容器と、を有し、
前記印刷媒体の本体もしくは容器の少なくとも一方には、コードが付され、
前記印刷媒体もしくはその容器に付されたコードを読みとるコード読み取り手段と、
前記ＰＯＳ情報とともに前記広告情報の印刷を制御する印刷制御手段とを有し、
前記印刷媒体もしくはその容器が装着されている間、前記コードに対応した広告情報を前
記ＰＯＳ情報とともに印刷することを特徴とするＰＯＳシステム。
【請求項２】
サーバシステムと、印刷装置および表示装置を有するＰＯＳ端末装置を備えたＰＯＳシス
テムとを有するネットワークシステムにおいて、
（ａ）所定のコードと、前記コードに対応付けられた広告情報とを有し広告データを、前
記サーバシステムから前記ＰＯＳシステムに配信する広告データ配信手段と、
（ｂ）前記ＰＯＳシステムにおいて、前記配信された広告データを前記コードと対応つけ
て保存するデータ記憶手段と、
（ｃ）前記印刷装置で用いられる印刷媒体もしくは包装物である容器と、を有し、
前記印刷媒体の本体もしくは容器の少なくとも一方には、コードが付され、
（ｄ）前記印刷媒体もしくはその容器に付されたコードを読みとるコード読み取り手段と
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、（ｅ）前記読み取り手段で読みとられたコードと、前記所定のコードとを比較し、広告
情報を特定する広告情報特定手段と、
（ｆ）前記ＰＯＳシステムにおいて、前記ＰＯＳシステムのＰＯＳ情報とともに前記広告
情報の印刷を制御する印刷制御手段とを有し、前記印刷媒体もしくはその容器で指定され
た広告情報を前記印刷出力することを特徴とするネットワークシステム。
【請求項３】
前記ネットワークシステムは、それぞれ複数の支店もしくは加入店を有するチェーン店毎
に対応して設置された複数の店舗ＰＯＳシステムを統括制御するセンターコンピュータを
有することを特徴とする請求項２に記載のネットワークシステム。
【請求項４】
前記ＰＯＳシステムのＰＯＳ端末装置において、前記印刷媒体もしくはその容器の着脱を
検出する印刷媒体検出手段を備え、前記印刷制御手段は、前記印刷媒体もしくはその容器
が取り外されたことを検知すると、前記広告情報の印刷を無効とすることを特徴とする請
求項１に記載のＰＯＳシステム。
【請求項５】
前記ＰＯＳシステムのＰＯＳ端末装置において、前記印刷媒体検出手段が、前記印刷媒体
もしくはその容器が取り外されたか、もしくは装着されたたことを検知した時、前記表示
手段に前記印刷媒体もしくはその容器のコードを読みとる指示を表示をする表示制御手段
を有することを特徴とする請求項４に記載のＰＯＳシステム。
【請求項６】
前記ＰＯＳシステムのＰＯＳ端末装置において、前記印刷媒体もしくはその容器が装着さ
れたたことを検知した後、前記印刷媒体もしくはその容器のコードを読みとる操作が実行
されていた場合、前記コードをその上位装置であるサーバシステムに転送する制御手段を
有することを特徴とする請求項４に記載のＰＯＳシステム。
【請求項７】
前記ＰＯＳシステムのＰＯＳ端末装置において用いられる印刷装置はインクジェットプリ
ンタであって、前記印刷媒体もしくはその容器は、インクジェットプリンタのインクを収
容するインクカートリッジであることを特徴とする請求項１に記載のＰＯＳシステム。
【請求項８】
前記印刷媒体もしくはその容器に付されるコードは、バーコードであることを特徴とする
請求項１に記載のＰＯＳシステム。
【請求項９】
前記印刷媒体もしくはその容器に付されるコードは、広告主と、広告情報を特定するコー
ドであることを特徴とする請求項１に記載のＰＯＳシステム。
【請求項１０】
前記前記ＰＯＳシステムのＰＯＳ端末装置において用いられる印刷装置はサーマルプリン
タであって、前記印刷媒体もしくはその容器は、サーマルプリンタの感熱記録用紙もしく
はその包装紙であることを特徴とする請求項１に記載のＰＯＳシステム。
【請求項１１】
前記ＰＯＳシステムは、レシートを印刷発行可能なプリンタを有する少なくとも１つのＰ
ＯＳ端末装置を有し、前記広告情報は、前記レシートの表面又は裏面に印刷されることを
特徴とする請求項１に記載のＰＯＳシステム。
【請求項１２】
前記コードはバーコードであって、前記感熱記録用紙のロール紙の先端部に付されると共
にこれを包装する包装紙にも付されていることを特徴とする請求項１０に記載のＰＯＳシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、店舗のキャッシュレジスタ、スーパーマーケット等のチェックカウンタ、銀行
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、証券会社、病院等の受付番号表発行装置等のいわゆるポイント・オブ・セールスを含む
ポイント・オブ・サービス（ＰＯＳ）における端末装置で発行するレシート、受付番号表
等に、広告、紹介、イベントの開催案内などの各種情報（以下広告情報と称する）を印刷
する広告掲載システム及び掲載処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
コンビニエンス・ストア（コンビニと略すこともある）等において、表面あるいは、裏面
にあらかじめ印刷された広告情報を有するレシート用紙を用いてレシート情報を印刷して
広告情報を提供するＰＯＳ（Ｐｏｉｎｔ  ｏｆ　ｓａｌｅ）システムが用いられたり、店
舗内に設けられた情報入力端末などから入力された広告等の情報を、レシート上に付加情
報として印刷することのできるＰＯＳシステムが提案されている。前者の例では固定的な
広告を長期間に渡って提供することに向いていて、後者は、地域的なイベント情報又は広
告などを個々の地域住民に直接提供することができるものであり、個人のライススタイル
が多様化する中、近い将来、非常に有効な広告媒体になり得るものである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術の前者においては、既に印刷された用紙を用いているため固
定的な情報を長期に渡って提供することに向いているが、逆に広告情報を変更するにはタ
イムラグが発生し、様々な広告をタイムリーに掲載したいニーズに答えられない。又、後
者においては、広告掲載を希望する場合には、その申し込みをするために情報入力端末を
設置してある店舗まで出向いて行き、情報入力端末を使用して広告掲載の申し込み手続き
をする必要があった。そのため、申し込み手続きが面倒であった。
【０００４】
この発明は、かかる点に鑑み、近年普及してきたインターネット等のネットワークを通じ
て広告情報を広告主の希望するチェーン店などの支店（店舗を含む）又は広告情報配信サ
ービスプロバイダへの加入店のＰＯＳ端末装置により印刷させるようにした広告掲載シス
テム及び掲載申し込みを受け付けて広告を掲載する方法を提供することを目的とする。
【０００５】
又、広告主が安心して広告料金を支払うことができる広告配信システムを提供することを
目的とする。
【０００６】
尚、この明細書では、支店とは銀行、証券会社等の各種組織の支店を含むほか、スーパー
マーケット、デパート等の支店となる店舗、及びコンビニエンス・ストア（以下、コンビ
ニと略称する）等の所定の契約により結ばれる系列店舗も含む概念として使用する。また
、ＰＯＳ端末装置とは、店舗で使用されるＰＯＳシステムに接続されるＰＯＳレジスタの
みならず、チケットあるいは受付番号表等の発行装置、明細書を発行する自動預貯金機（
ＡＴＭ）及び種々の印刷物を発行する発行装置を含むいわゆるポイント・オブ・サービス
と呼ばれる広義のＰＯＳ概念におけるＰＯＳ端末装置として使用する。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記目的を達成するため、下記の手段を提供するものである。本発明の第１
の態様にかかるネットワークシステムは、ＰＯＳ情報を印刷する印刷装置および表示装置
を有するＰＯＳ端末装置を備えたＰＯＳシステムにおいて、所定のコードと広告情報とを
対応付けて保存する記憶手段と

前記印刷媒体もしくはその容器に付されたコードを読みとるコード読み取り手段と

ともに前記広告情報の印刷を制御する印刷制御手段とを有し、前記印刷
媒体もしくはその容器が装着されている間、前記コードに対応した広告情報を前記ＰＯＳ
情報とともに印刷することを特徴とするＰＯＳシステムである。
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【０００８】
又、本発明は、サーバシステムと、印刷装置および表示装置を有するＰＯＳ端末装置を備
えたＰＯＳシステムとを有するネットワークシステムにおいて、（ａ）所定のコードと、
前記コードに対応付けられた広告情報とを有し広告データを、前記サーバシステムから前
記ＰＯＳシステムに配信する広告データ配信手段と、（ｂ）前記ＰＯＳシステムにおいて
、前記配信された広告データを前記コードと対応つけて保存するデータ記憶手段と、（ｃ
）

（ｄ）前記印刷媒体
もしくはその容器に付されたコードを読みとるコード読み取り手段と、（ｅ）前記読み取
り手段で読みとられたコードと、前記所定のコードとを比較し、広告情報を特定する広告
情報特定手段と、（ｆ）前記ＰＯＳシステムにおいて、前記
とともに前記広告情報の印刷を制御する印刷制御手段とを有し、前記印刷媒体もしくはそ
の容器で指定された広告情報を前記印刷出力することを特徴とするネットワークシステム
である。
【０００９】
この態様により、広告主は、印刷媒体、例えばインクカートリッジを店舗に提供し、店舗
では、印刷媒体の本体などに付されたコード、例えばバーコードを読みとることにより、
ネットワークを介して配信されてきた広告情報と、コードとの対応関係から、装着された
印刷媒体の提供者の広告を店舗のレシート上に印刷可能である。これによりインターネッ
ト等を通じてＰＯＳシステムからタイムリーに広告情報が配信されるので、広告主は、固
定情報では無くその時に必要な、あるいは効果のある広告宣伝が行える。
【００１０】
本発明のネットワークシステムは、更に、それぞれ複数の支店もしくは加入店を有するチ
ェーン店毎に対応して設置された複数の店舗ＰＯＳシステムを統括制御するセンターコン
ピュータを有することを特徴とするネットワークシステムである。
【００１１】
この態様により、広告を配信するサーバは、チェーン店などに対してはそのチェーン店の
センターコンピュータに広告データを送信するだけで良く、そのセンターコンピュータか
ら個々の店舗ＰＯＳシステム、あるいはそのシステム内のＰＯＳ端末装置に対してすみや
かに広告情報の配信が可能となる。
【００１２】
本発明のＰＯＳシステムのＰＯＳ端末装置において、印刷媒体もしくはその容器の着脱を
検出する印刷媒体検出手段を備え、印刷制御手段は、印刷媒体もしくはその容器が取り外
されたことを検知すると、広告情報の印刷を無効とすることを特徴とし、また印刷媒体検
出手段が、印刷媒体もしくはその容器が取り外されたか、もしくは装着されたたことを検
知した時、表示手段に印刷媒体もしくはその容器のコードを読みとる指示を表示をする制
御手段を有することを特徴とする。更に、前記印刷媒体もしくはその容器が装着されたた
ことを検知した後、前記印刷媒体もしくはその容器のコードを読みとる操作が実行されて
いた場合、前記コードをその 転送する制御手段を有する
ことを特徴とする。
【００１３】
この態様により、印刷媒体、たとえば感熱記録紙に付されたコードを記録紙の交換時に更
新することができ、これにより、このコードで特定される広告を正しく印刷することがで
きる。
【００１４】
本発明のＰＯＳシステムの印刷媒体もしくはその容器に付されるコードは、バーコードで
あることを特徴とする。
【００１５】
この態様により、通常ＰＯＳ端末装置に備えられているバーコードリーダを広告情報を特
定するコードの読み取りに用いることができる。
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前記印刷装置で用いられる印刷媒体もしくはその包装物である容器と、を有し、前記印
刷媒体の本体もしくは容器の少なくとも一方には、コードが付され、

ＰＯＳシステムのＰＯＳ情報

上位装置であるサーバシステムに



【００１６】
本発明の印刷媒体もしくはその容器に付されるコードは、広告主と、広告情報を特定する
コードであることを特徴とする。
【００１７】
この態様により、このコードを読みとったＰＯＳ端末装置は、このコードで指定される広
告主をカスタマーディスプレイに表示し、店舗顧客への広告、宣伝効果を高めることがで
きる。
【００１８】
本発明に用いるコードはバーコードであって、感熱記録用紙のロール紙の先端部に付され
ると共にこれを包装する包装紙にも付されていることを特徴とする。
【００１９】
この態様により、ロール紙を装着した後においても、その包装紙から、広告情報を特定す
るバーコードを読み取ることができる。
【００２０】

、少なくともサーバシステムと、表示装置及び印刷装置を有する店舗ＰＯＳ端末
装置を備えたＰＯＳシステムとを構成要素とするネットワークシステムにおいて、（ａ）
店舗ＰＯＳ端末装置におけるレシート上に印刷される広告情報を所定のコード対応させて
前記サーバシステムからＰＯＳシステムにネットワークを介して配信するステップと、（
ｂ）前記ＰＯＳシステムの店舗ＰＯＳ端末装置において、バーコードリーダにより印刷装
置に装着される印刷媒体もしくはそれを収容する容器に付されたコードを読みとるステッ
プと、（ｃ）前記読みとられた印刷媒体もしくはそれを収容する容器に付されたコードか
ら、前記サーバシステムにおいて、前記広告情報を特定するステップと、（ｄ）前記特定
された前記印刷媒体もしくはそれを収容する容器に付されたコードに対応する広告情報を
前記店舗ＰＯＳ端末装置のレシート上に前記ＰＯＳ端末装置のレシート情報とともに印刷
するステップ。以下の処理ステップを有することを特徴とする広告情報掲載処理方法であ
る。又、この広告情報掲載処理方法は、更に、（ｅ）前記印刷媒体もしくはそれを収容す
る容器の着脱を検知するステップと、（ｆ）前記印刷媒体もしくはそれを収容する容器の
取り外しが検知された時、この前記印刷媒体もしくはそれを収容する容器に対応する広告
情報の印刷を無効とするステップを有する。
【００２１】
この態様により、印刷媒体をＰＯＳシステムにセットすることにより、この印刷媒体に付
されたコードで指定された広告情報を、レシート等の印刷物に付加情報として印刷するこ
とが可能となり、又、タイムリーな広告配信が可能となる。
【００２２】
本発明の広告情報掲載処理方法は、印刷媒体もしくはそれを収容する容器に付されたコー
ドを読みとるステップの後、このコードを に転送するステ
ップを有する。
【００２３】
この態様により、上位装置は、コードに対応した広告情報を、記憶したデータから取り出
し、ＰＯＳ端末装置に転送し、印刷の準備を実行できる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００２５】
図１は、本発明のネットワークシステムが用いられるビジネスの形態を説明する説明図で
ある。
【００２６】
広告をレシート等に印刷出力したい会社、すなわち広告主１０は、この情報配信のサービ
スをする広告代理店等の会社、すなわち広告配信会社１１に広告データと共に申し込む。
この時に、広告するチェーン店、あるいは広告を印刷するレシート用の記録ロール紙の本
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数なども指定する。このような申込みは、広告配信会社のインターネットホームページに
アクセスして行うやり方が便利である。矢印１３は、電子データとして、その広告情報、
申込み情報が送付されることを示している。広告配信会社１１は、その広告主１０の広告
情報を特定するための所定のコードを決定し、広告配信会社１１のコンピュータに登録す
る。この所定のコードには、その広告主を示す広告主固有のコードをコンバインすること
もできる。又、このコードには、申込みの日付、広告店舗などの情報もコード化して含め
ることもできる。
【００２７】
広告配信会社は、上記の特定のコードをマシンリーダブル・コードの１種であるバーコー
ド生成印刷装置等を用いてバーコードに変換しラベルに印刷する。このラベルはについて
、少なくとも広告主から注文を受けた数量分のラベルを作成しておく。ラベルに印刷せず
直接、ロール紙あるいはその包装紙に印刷しても良い。
【００２８】
広告配信会社１１は、契約している店舗１２あるいはチェーン店本部（図示せず）から、
レシート用の記録用紙の発注を受けると、前述のラベルをロール紙の先端部、およびその
包装紙の少なくとも一方に貼り付ける。これらのラベルを貼り付けたロール紙を含む店舗
１２からの注文数量のロール紙を箱詰めして配送する。実線の矢印１５は、物の流れを示
している。
【００２９】
一方、広告主１０から受け取った広告用のデータは、広告配信会社１１の広告配信用のサ
ーバシステム（図示せず）に、上記所定のコードと対応付けて登録される。やはり、イン
ターネットを介して、所定の店舗、あるいはチェーン店のコンピュータに送信される。点
線の矢印１４は情報の流れを示している。
【００３０】
図２は、広告配信会社１１から送付される本発明で用いられる印刷媒体の実施例を示して
いる。図２（ａ）の２１は感熱記録紙のロール紙であり、その先端部には、上記で作成さ
れたバーコードラベル３１が貼り付けられている。この場合、サーマル紙を保護する包装
紙（図示せず）にも同じバーコードを印刷したラベルを貼り付けておくことが好ましい。
図２（ｂ）の２２は、

【００３１】
次に、図３に、本発明のネットワーク・システムの一実施例を示す。図中、５１は広告掲
載の申込を受け付け、それを配信するための受付・配信サーバシステムであり、５２はセ
ンターコンピュータである。センターコンピュータ５２は、例えば、コンビニエンス・ス
トア（コンビニともいう）などのＰＯＳ端末装置を有する販売時点管理システム（以下Ｐ
ＯＳシステムと称する）に接続されて、ＰＯＳ端末装置から収集されるデータを一元管理
するようなシステムを指している。尚、一般的には、店舗側の機器だけでなくセンターコ
ンピュータ５２をも含めて、全体をＰＯＳシステムと呼ぶこともあるが、本明細書では、
上述のようにセンターシステムと切り離した支店側のシステムという意味で使用する。
【００３２】
５３は個々の店舗に配置された店舗ＰＯＳシステムである。店舗ＰＯＳシステム５３は、
広告情報を掲載するレシート等を発行するＰＯＳ端末装置である店舗レジスタ（詳細は後
述する）を管理するシステムである。５４及び５６はインターネット１００に接続される
サーバである。５５はクライアントＰＣであり、広告の掲載を申し込む側すなわち広告主
のコンピュータであって、一般的にはパーソナルコンピュータ（以下ＰＣと略す）が用い
られる。図３において、センターコンピュータ５２は、受付・配信サーバシステム５１と
専用線で接続されている。一方、センターコンピュータ５２Ｂ（５２）は、インターネッ
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インクカートリッジであり、印刷媒体としてインクジェットプリン
タに装着されるものである。印刷媒体であるインクカートリッジが用いられている実施例
である。カートリッジの２２の側面に上記バーコードラベル３２が貼り付けられている。
一般的には、インクカートリッジはその包装物である個装箱に入れられて販売されるので
、その個装箱にも同じバーコードを有するラベルを貼り付けることが好ましい。



トを介して接続されていて、通常、受付・配信５１サーバシステム５１とは、別の業者に
よって運営されていることを想定している。どちらもそれぞれ独自のチェーン店のホスト
マシーンとして機能している。以下の説明では、これらを区別せず、センターコンピュー
タ５２として総称する。
【００３３】
クライアントＰＣ５５は、インターネット１００に接続されているサーバ５４及びインタ
ーネット１００を経由して、受付・配信サーバシステム５１にアクセスする。クライアン
トＰＣ５５は、電話回線に接続されたＰＣであっても、企業等の組織のネットワークに接
続されているＰＣであってもよい。また、クライアントＰＣ５５が接続されるサーバ５４
は、インターネット接続業者、いわゆるプロバイダであっても、クライアントＰＣ５５の
自社サーバであってもよい。
【００３４】
受付・配信サーバシステム５１は、クライアントＰＣ５５からの要求に応じて申込フォー
ムを送信する。クライアントＰＣ５５は取得した申込フォームに基づき、所定の申込情報
と広告情報とを返信する。受付・配信サーバシステム５１は、受信した情報を記憶すると
ともに、受け付けたことを示す確認メールを送信する。
【００３５】
受付・配信サーバシステム５１は、料金の支払い等を確認後、センターコンピュータ５２
等を介して、クライアントＰＣ５５によって指定された店舗ＰＯＳシステム５３に対して
、広告情報及び管理情報等を配信する。この広告管理情報は前述の所定のコードを含んで
いる。尚、図示していないが、例えば、クライアント－サーバ・システム等のような社内
ネットワークシステムを利用することにより、センターコンピュータ５２を介さずに店舗
ＰＯＳシステム５３に対して直接配信することも可能である。
【００３６】
広告情報を受信した店舗ＰＯＳシステム５３は、その店舗で発行するレシート等に本来の
印刷事項（購入商品の清算金額等）に加えて受付・配信サーバシステム５１から送信され
た広告情報を印刷する。この時、店舗ＰＯＳシステム５３は、上記管理情報で指定された
所定のコードと印刷媒体、例えば感熱記録紙、あるいは印刷媒体の容器、例えばインクカ
ートリッジに付されたコードが一致した広告情報が選択されて印刷される様に構成されて
いる。
【００３７】
ここで、店舗ＰＯＳシステム５３とは、コンビニエンス・ストア、デパート、スーパーマ
ーケット、ショッピングモール等で使用するＰＯＳシステムを含むほか、銀行、証券会社
等で使用される受付番号発行システム等の所定の印刷物を顧客に発行する各種システムを
含んでいる。
【００３８】
サーバ５６はアプリケーション・サービス・プロバイダー（ＡＳＰ）と呼ばれるサービス
業者によって運営され、加入店は、加入店ＰＯＳシステム５７を介して在庫管理、財務、
税務管理等の様々なサービスを受ける。このような店舗は、ＰＯＳシステムと言っても一
般的にＰＯＳ端末装置１台、あるいは２台程度の小規模な店舗の場合が多い。又、独自の
サーバを持たずに、端末装置が直接サーバ５６に接続されている場合もある。
【００３９】
受付・配信サーバシステム５１は、受信した広告情報を含む広告関連情報をインターネッ
ト１００およびサーバ５６を介して他の加入店ＰＯＳシステム２７に配信することもでき
る。この場合、このような加入店はいかなる業態のものでもよいが、例えば、医院、薬局
、中・小規模商店などが対象となる。医院、薬局の場合には治療費及び入院費等を清算す
るレジスタ、受付順番に番号表を発行する受付番号発行装置、医師の処方箋に従って薬剤
を提供する薬局のレジスタ等によりレシート、受付番号表などの印刷物が発行される。本
発明では、以上のようなＰＯＳシステム、加入店ＰＯＳシステム等で使用されるＰＯＳ端
末装置、レジスタ、受付番号表発行装置等を総称して、ＰＯＳ端末装置と称する。
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【００４０】
（受付・配信サーバシステム）
図４に受付・配信サーバシステム５１の基本構造の一例を示す。ＷＷＷサーバ１１１は、
又、図示していないが種々のデータを記憶する記憶装置が装備されていて、ホームページ
（図示せず）、その他のＷｅｂページ、更にはＷｅｂページに提供する情報を記憶してお
り、クライアントＰＣ５５からの要求に応じてホームページその他のＷｅｂページをクラ
イアントＰＣ５５に送信する。クライアントＰＣ５５はそのブラウザにより、ホームペー
ジを取得しすることができる。例えば、クライアントＰＣ５５がホームページから広告掲
載の申込を希望したとする。例えば、ホームページ上の所定の箇所がクリックされると、
ＷＷＷサーバ１１１に申込ページの送信要求が出されるように設定しておくことにより、
申込ページの送信要求が受付・配信サーバシステム５１に送信される。ＷＷＷサーバ１１
１のサーバエンジン１１２は、クライアントＰＣ５５から申込ページの要求を受信すると
、申込ページ１１３をクライアントＰＣ５５に送信する。
【００４１】
広告主１０が申込ページ１１３にしたがって、会社名、又は氏名、メールアドレスなどの
顧客管理情報や、広告を掲載したい地域、店舗名等の広告管理情報の所定の入力を実施し
、更に広告したい内容の広告情報を入力すると、クライアントＰＣ５５は、これらの広告
関連情報を受付・配信サーバシステム５１に送信する。受付・配信サーバシステム５１の
ＷＷＷサーバ１１１はクライアントＰＣ５５からの送信データを受信すると、そのデータ
を受付・配信管理サーバ１２０等の他のサーバへ送出し、受付・配信管理サーバ１２０は
、必要に応じて所定の処理を行う。
【００４２】
クライアントＰＣ５５からの広告情報として、文字データだけでなく、絵、写真などの画
像データも受け付けることができる。画像データの受信方法には、どのような方法を使用
してもよい。例えば、クライアントＰＣ５５からメールの添付ファイルとして送信するよ
うにして、メールサーバ１１５で受信することも可能である。さらに、申込ページ１１３
にＦＴＰサーバ１１６のＩＤとパスワードを含ませておき、ＦＴＰ（ファイル・トランス
ファー・プロトコル）により、申込ページ１１３の操作によって、画像ファイルをＦＴＰ
サーバ１１６へ自動的に送信させるようにしてもよい。
【００４３】
申込ページ１１３の手順に従い入力されたデータは、受付・配信管理サーバ１２０の受付
管理部１２１により、所定の処理が行われる。申込関連情報の顧客管理情報、広告管理情
報は、それぞれ、顧客管理情報記憶部１２３、広告管理情報記憶部１２５に記憶され、広
告情報は、広告情報記憶部１２４に記憶される。これらの記憶部１２３～１２５は、それ
ぞれ情報が電子データとして関連づけられてデータベースに登録され記憶される。上記複
数の記憶部に記憶され正式に登録された情報は、情報配信管理部１２２によって管理され
、所定の処理により情報の配信処理が実行される。
【００４４】
受付管理部１２１は、広告主１０のＩＤ、パスワード、あるいは、クレジット番号などか
ら信用照会をし、身元が確実と判定した場合に申込確定とみなし、各記憶部１２３～１２
５の記憶を正式登録する。次に受付・配信管理サーバ１２０の情報配信管理部１２２は、
管理情報に従い、所定の複数の店舗ＰＯＳシステムに接続されたセンターコンピュータ５
２に広告情報および少なくとも広告情報を特定するコードとを対応付けて送信する。セン
ターコンピュータ５２は、それらのデータをクライアントＰＣ５５から指定された地域の
ＰＯＳシステム、あるいは直接指定された店舗の店舗ＰＯＳシステム５３に送信しても良
い。この場合に、各店舗ＰＯＳシステム５３Ａ～５３Ｃのうち、Ａ店舗、Ｂ店舗のみに配
信する等の指定が可能である。又、一旦センターコンピュータ５２にデータを蓄積し、店
舗ＰＯＳシステムからの要求に応じて配信する方式でも良い。尚、図４においては、セン
ターコンピュータ５２に階層的に接続されている形態で示しているが、クライアント・サ
ーバー・システムの形式で接続されていてもよい。
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【００４５】
受付・配信サーバシステム５１と内部ネットワークによって接続されていない、外部の広
告掲載サービスの加入店ＰＯＳシステム５７がある場合には、インターネット１００を介
して、広告に必要なデータを送信する。
【００４６】
情報配信管理部１２２は、情報の配信処理に加えて、例えば管理情報の中で広告内容の変
更が設定されていれば、この管理情報に従って、現在の広告掲載の中止と新規広告内容へ
の更新の指示を行たり、又発行枚数の報告義務の設定がされていれば、センターコンピュ
ータ５２あるいは、加入店ＰＯＳシステム５７から定期的に実際に発行された印刷出力回
数などの情報を受け取り、これらを積算して総発行枚数を算出し、広告主１０からの問い
合わせに答えられる様にデータとして保存する。
【００４７】
コードデータ処理部１２６は、広告主１０からの申込みに応じて、同時に送信されてきた
広告情報のデータを特定するためのコードを決定し、これをバーコードに変換して、ラベ
ル作成部１３０に転送する。ラベル作成部１３０は、送信されてきたバーコードデータに
応じて所定のバーコードを印刷し、所定数のラベルを作成する。
【００４８】
又、情報配信がセンターコンピュータ５２に接続されているＰＯＳシステムのみに限定さ
れている場合は、このような管理をセンターコンピュータ５２に移管することも可能であ
る。
【００４９】
（ＰＯＳシステム及び店舗レジスタ）
図５に店舗ＰＯＳシステム５３の構成の一例を示す。店舗ＰＯＳシステム５３にはＰＯＳ
端末装置の上位装置となる店舗サーバ１３１が設けられ、店舗ＰＯＳシステム５３の店舗
サーバ１３１には複数のＰＯＳ端末装置１５０ａ～１５０ｃ（以下ＰＯＳ端末装置１５０
と称す）が接続される。店舗サーバ１３１は、必ずしも１つの店舗毎に１台づつ設けられ
る必要はなく、一定の地域毎に設けられてもよい。
【００５０】
店舗サーバ１３１の各部は、ＣＰＵ１３２によって制御される。ＣＰＵ１３２は、ＲＯＭ
１３６、ＲＡＭ１３７、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１３８などを主な構成要素と
して制御部を構成する。
【００５１】
店舗サーバ１３１はインターフェイス１３４を介してセンターコンピュータ５２と通信す
る。一方、店舗サーバ１３１は、ＰＯＳ端末装置側インターフェイス１３５を介してＰＯ
Ｓ端末装置１５０とも通信する。店舗サーバ１３１は、センターコンピュータ５２から送
信された広告情報と所定のコードを含む広告管理情報とをインターフェイス１３４を介し
て受信し、これらをハードディスクドライブ１４３などの記憶装置に記憶する。記憶装置
には、その店舗で扱う商品の商品コード、価格などを記憶している。ＣＰＵ１３２は、Ｐ
ＯＳ端末装置１５０から送信された商品の識別番号をＰＯＳ端末装置側インターフェイス
１３５を介して受信し、その商品の価格等のデータをインターフェイス１３５を介してＰ
ＯＳ端末装置１５０に送信する。
【００５２】
店舗サーバ１３１は、インターフェイス１３４を介して、商品の販売状況をセンターコン
ピュータに送信し、また、センターコンピュータ５２から、仕入計画、商品価格の更新情
報様々な情報を得ることができる。さらに図示しないネットワーク・インターフェイスを
介してディジタル通信回線などを用いたコンピュータ通信網に接続し、直接、受付・配信
サーバシステム５１と通信するようにすることも可能である。店舗サーバ１３１は各種デ
ータの記憶部として機能し、又、ＰＯＳ端末装置１５０と共働して、レシート情報あるい
は広告情報の印刷制御手段として機能する。
【００５３】
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この例では、店舗ＰＯＳシステム５３の構成を示したが、加入店ＰＯＳシステム７の場合
には、インターフェイス１３４、プロバイダ等のＡＳＰサーバ５６を介してインターネッ
ト１００に接続される（図２参照）。
【００５４】
図６は、本発明のＰＯＳ端末装置の例として、コンビニエンス・ストアのＰＯＳ端末装置
１５０の外観を示す略図である。ＰＯＳ端末装置１５０は、オペレータ用キーボード１５
３、カスタマーディスプレイ１５４、キャッシュドロワー１５５、オペレータ用ディスプ
レイ１５６、レシートプリンタ１６０、バーコードスキャナ１５７等を有している。レシ
ートプリンタ１６０は一例として、サーマルプリンタを用いていて印刷媒体として感熱記
録紙１７０が用いられる。
【００５５】
図６において、バーコードスキャナ１５７は商品に付されたバーコードを読みとり金銭登
録処理を実行する際に用いられるコード読み取り手段として機能する。本発明では、更に
、レシートプリンタ１６０に用いられる感熱記録紙に付されたバーコードを読みとるため
にも利用される。
【００５６】
コンビニエンス・ストアでは、顧客からの清算要求があると、まず顧客の年齢、性別等の
顧客情報を入力している。これらのデータは、売り上げ分析等の営業戦略情報として、チ
ェーン店の店舗ＰＯＳシステム全体を管理するセンターコンピュータ５２に収集されて分
析される。顧客情報の入力後、購入商品の商品登録が行われ、全ての商品登録が終わると
、購入項目、合計金額、消費税が印字されたレシート１７０がプリンタ１６０から発行さ
れて、顧客に渡される。
【００５７】
ここで、商品登録とは、商品に付されたバーコード等を読み込ませることにより、該当商
品の価格を店舗サーバ１３１の記憶装置１３８から読み取り、購入商品の名称、価格、購
入個数等をまたはＰＯＳ端末装置１５０の記憶装置に記憶するとともに、在庫データから
その購入された商品の個数を差し引く等の一連の処理をいう。
【００５８】
本発明で使用されるＰＯＳ端末装置１５０はさらに、このレシート１７０に広告情報を印
刷し、この広告掲載レシートを顧客に手渡すことにより広告宣伝の機能をはたすものであ
る。図２に示すように、感熱記録紙２１のロール紙の先端部、又はその包装紙に付された
バーコードは、オペレータの操作によって、あらたにロール紙をセットしたときにバーコ
ードリーダ１５７を用いて読みとられる。このバーコードのコードデータから、セットし
たロール紙に対応した広告情報が記憶装置１３８に保存されているデータの中から選択さ
れ、広告情報としてレシート上に便宜印刷される準備が成される。この場合、レシート印
刷毎に、店舗サーバからデータを転送していては処理時間がかかるため、あらかじめＰＯ
Ｓ端末装置１５０内の記憶装置にダウンロードしておくことが好ましい。
【００５９】
図６のカスタマーディスプレイ１５４には、広告主１０から指定された印刷すべき広告情
報をそのまま表示したり、あるいは、広告主の会社紹介などのレシートに印刷されるもの
とは別の関連情報を表示しても良い。
【００６０】
図７は、ＰＯＳ端末装置１５０の内部の回路構成を示すブロック図である。ＰＯＳ端末装
置１５０は、ＣＰＵを有するコントローラ１６０、ＨＤＤなどの記憶装置１５２、オペレ
ータ用キーボード１５３、カスタマーディスプレイ１５４、キャッシュドロワ１５５、オ
ペレータ用ディスプレイ１５６、バーコードリーダ１５７、カードリーダ１５８及びプリ
ンタ１６０を有し、これらの各装置は、コントローラ１５１で制御されている。ディスプ
レイ１５６は、専用ドライバ回路１５６ａに、ディスプレイ１５４は、専用ドライバ１５
４ａにそれぞれ接続されている。コントローラ１５１はインターフェイス１５９を介して
、店舗サーバ１３１と通信を行う。図示しないが、コントローラ１５１は、ＣＰＵ、ＲＯ
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Ｍ、ＲＡＭ、リアルタイムクロック等を有し、ＰＯＳ端末装置１５０を統括制御する。プ
リンタ１６０は、専用のプリンタ制御部１６０ａを有し、一般的にはプリンタ制御部とプ
リンタは一体にハウジングに納められている。プリンタ１６０は、各種のセンサーを有し
ていて、代表的な例として、記録用ロール紙の終了、または終了が近いことを検知するペ
ーパアウトセンサー１６１ａ、ロール紙がセットされているかどうかを検知するロール紙
センサー１６１ｂが備えられている。その他に、図示しないが、ロール紙を収容する収容
部のカバーの開閉を検知するカバーオープンセンサーが備えられている。
【００６１】
インクジェットプリンタでは、インクのインク切れを検出するインクアウトセンサー、イ
ンクカートリッジの装着を検知するカートリッジセンサー、カバーの開閉を検知するカバ
ーオープンセンサーなどが備えられている。このような構成により、一般的に、サーマル
プリンタであっても、インクジェットプリンタであっても、どちらも記録媒体が無くなっ
てしまう前に、そのことをオペレータに警告できる構成となっていて、印刷時の印刷トラ
ブルを回避できるようになってる。
【００６２】
プリンタ１６０は、一般的にレシート専用のプリンタが用いられるが、レシート用紙の表
面、裏面のそれぞれに印刷可能なプリンタであれば、裏面に広告情報を印刷することも可
能である。又、多色印刷可能なカラープリンタであれば広告情報をカラーで印刷してより
広告の効果を上げることも可能である。
【００６３】
図５、図６、図７では、ＰＯＳ端末装置１５０としてコンビニのＰＯＳ端末装置を例に挙
げて説明したが、金銭の登録とレシート１７０の発行を行う装置であれば、病院の清算レ
ジスタ、調剤薬局の清算レジスタであっても同様にＰＯＳ端末装置として使用可能である
。
【００６４】
次に、図８を用いて、情報配信を受ける店舗ＰＯＳシステムの内部構成について説明する
。図８は、本発明の店舗サーバ１３１の機能構成図である。
【００６５】
店舗サーバ１３１には、複数のＰＯＳ端末装置１５０が接続される。店舗サーバ１３１は
、中央制御部２００を有し、複数の店舗端末装置１５０の全体を制御し、通信制御部２０
１、およびセンターコンピュータ５２を介して受付・配信サーバシステム５１との間でデ
ータの授受が行われる。中央制御部２００は、商品データ管理部１１０、広告データ管理
部１１１、広告出力数計数部１１２、ＰＯＳ端末装置管理部１１３などが備えられている
。
【００６６】
更に、ハードディスクドライブ等の記憶装置を用いて、広告データ記憶部２２１、コード
データ記憶部２２２、端末データ記憶部２２３，既出力数記憶部２２４、商品データベー
ス２２０などが構築されている。
【００６７】
２３１、２３２、２３３、２３４はそれぞれの記憶エリアを示していて、広告情報は、そ
れぞれ申込単位毎に、その広告コードと関連付けられて保存される。
【００６８】
広告データ管理部１１１は、広告情報を受信し、広告データ記憶部２２１に格納したり、
不要となったデータを消去したりという役割を担う。又、ＰＯＳ端末装置１５０でロール
紙の交換が実施され、新しいロール紙に付されていたバーコードが読み込まれると、これ
が店舗サーバ１３１の店舗端末管理部１１３に通知される。店舗端末管理部１１３は、こ
のバーコードに対応する広告データを検索し、このバーコードに対応する広告データをそ
のＰＯＳ端末装置１５０に送信し、同時広告データ管理部１１１に通知する。それぞれの
端末装置では、ロール紙の終了のタイミングは通常それぞれ異なり、又、ロール紙に付さ
れているバーコードも同一とは限らない。このような条件の中で、広告データ管理部１１
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１は、不要となったデータの消去などの印刷出力を無効にする処理を実施するとともに、
それぞれのＰＯＳ端末に装着されたロール紙に付されたバーコードに対応する広告情報を
、確実にそのＰＯＳ端末装置に設定する。
【００６９】
広告出力数計数部１１２は、各端末で印刷出力されたそれぞれの広告情報の印刷出力数を
計数し結果を既出力数記憶部に保存する。商品データ管理部１１０は、商品データベース
の保守管理をする。
【００７０】
（広告申込の手続）
図９を用いて、クライアントＰＣ５５から広告の掲載を申し込む手続きについて説明する
。図９は、クライアントＰＣ５５と受付・配信サーバシステム５１での広告掲載の申込処
理を説明するためのフローチャートである。
【００７１】
クライアントＰＣ５５が受付・配信サーバシステム５１のホームページを取得し、そのホ
ームページから広告掲載の申込みをすると、クライアントＰＣ５５のブラウザが受付・配
信サーバシステム５１に対して広告申込ページを送信要求する（Ｓ１０１）。受付・配信
サーバシステム５１のＷＷＷサーバ１１１は、広告申込ページの送信要求を受信すると（
Ｓ２０１：Ｙｅｓ）、申込ページ１１３をクライアントＰＣ５５に送信する（Ｓ２０２）
。ここでは、説明を簡単にするために、ＷＷＷサーバ１１１内に申込ページ１１３が記憶
されていて、ＷＷＷサーバ１１１のみでクライアントＰＣ５５に申込ページを送信するよ
うな形で記載している。しかし、実際には、クライアントＰＣ５５による入力データを受
付・配信サーバシステム５１で受信する必要がある。
【００７２】
受付・配信サーバシステム５１から送信された申込ページ１１３をクライアントＰＣ５５
が受信すると（Ｓ１０２）、申込顧客である広告主１０は、ＰＣに表示された申込ページ
１１３のフォームに従い所定の入力をする（Ｓ１０３）。尚、この申込ページ１１３では
、住所、会社名あるいは名前、住所、電話番号、Ｅ－メールアドレスなどのお申込者情報
の他に、これまで申し込んだことがあるか、等の情報が求められ、広告主はこれに沿って
入力する。Ｅ－メールアドレスは、広告掲載サービス提供者からの各種連絡に利用する。
典型的な例としては、申込の確認のための連絡、料金の請求書及び領収書の送付などがあ
る。
【００７３】
申込みページには、広告情報となる入力したテキスト文の入力欄が設けられ、テキスト文
が入力可能にまた、画像の場合には、画像ファイルを添付する事ができるように構成され
ている。更に、その印刷サイズの指定できる様に構成しても良い。全ての必要情報の入力
操作が終了すると、入力データは申込情報及び広告情報として受付・配信サーバシステム
５１に送信される（Ｓ１０４）。
【００７４】
受付・配信サーバシステム５１がクライアントＰＣ５５から送信された申込情報と広告情
報（以下申込情報等と称す）を受信すると（Ｓ２０３：Ｙｅｓ）、申込情報等は夫々の情
報に応じて顧客管理情報記憶部１２３、広告情報記憶部１２４、広告情報管理情報記憶部
１２５に記憶される（Ｓ２０４）。この時、申込み単位毎に、受付管理番号が付され、こ
れに関係する受信情報と共に広告管理情報記憶部１２５の所定のエリアに、申込み単位毎
に記憶される。この段階では、身元確認手続きが完了していないので、一時的な記憶にと
どまる。
【００７５】
次に、クレジット番号、あるいは過去の利用実績等の情報によって身元確認の処理が実行
される（Ｓ２０５）。また、同時に、広告をするロール紙の本数などに基づいて利用料金
が計算され、Ｅ－メールを通じて請求書の発行の準備なども行われる。（図示せず）身元
確認が終了すると受付登録済みの報告が申込者に送信される（Ｓ２０６）。この後、正式
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な受付登録が実行され（Ｓ２０７）、申込み情報と、広告情報とに基づいて、所定のコー
ドが決定される（Ｓ２０８）。
【００７６】
所定のコードは、ラベル作成部１３０に転送され（Ｓ２０９）、ラベル作成部１３０にお
いて、所定のコードは、バーコードデータに変換され、申込みページで指定されたロール
紙の数分のラベルが作成される（Ｓ２１０）。ラベルの数は、ロール紙本体と、その包装
紙に貼り付ける場合は、少なくとも申込数の２倍が作成される。
【００７７】
図１０は、店舗ＰＯＳシステム５３における広告情報の設定、印刷処理のフローチャート
であり、以下に説明する。
【００７８】
受付・配信サーバシステムでは、広告情報等を受信し（Ｓ３０１）、これを、広告主に指
定されたチェーン店の店舗ＰＯＳシステムに配信する（Ｓ３０２）。店舗ＰＯＳシステム
では、送信されてきた広告情報等を受信し、記憶装置に保存する（Ｓ３０１）。ＰＯＳ端
末装置から、ロール紙の交換を実施し、あたらしい広告コードが読み込まれ、広告コード
の更新要求が送信されてくると（Ｓ３１２）、これに対応した広告データをＰＯＳ端末装
置に送信する（Ｓ３１３）。
【００７９】
ＰＯＳ端末装置では、広告情報の印刷を含む通常の金銭登録処理が実施されていて（Ｓ３
２１）、ロール紙の終了を示す状態がペーパアウトセンサにより検知されると（Ｓ３２２
）、ロール紙の交換、そのロール紙に付されたバーコードの読み取り処理が実施され（Ｓ
３２３）、あたらしいロール紙のバーコードをサーバに送信する（Ｓ３２４）。また、取
り出されたロール紙で印刷出力された出力数をサーバに通知する（Ｓ３２５）。このデー
タは広告主へのサービスに用いられる。これにより、前回のロール紙に関係するデータは
不要となり、端末装置からは消去される（Ｓ３２６）。次に、店舗サーバからあらたなロ
ール紙のバーコードに対応する広告データを受信し（Ｓ３２７）し、記憶装置に格納して
、印刷出力に備える。また、必要に応じて、印刷情報や、同時に広告主のメッセージなど
の付加情報で、ディスプレイに表示すべきデータが含まれている場合、これをカスタマー
ディスプレイに表示する（Ｓ３２８）。
【００８０】
図１１は、図１０のロール紙交換・バーコード読み取りの処理の更に詳しい処理を示した
フローチャートである。
【００８１】
ロール紙の終了（ペーパアウト）、もしくは終了が近いことをペーパアウト・センサーを
用いて検出すると、ＰＯＳ端末装置は、この旨をオペレータ用ディスプレイに表示する（
Ｓ４０１）。オペレータは、それを確認すると、所定のキー操作を実施し、これにより、
オペレータが気づいたかどうかをチェックする（Ｓ４０２）。次に、ロール紙の収容され
ている部位のカバーが開けられたかカバーオープンセンサーにてチェックする（Ｓ４０３
）。この後、ロール紙のバーコードが読み込まれたかチェックし（Ｓ４０４）、読み込ま
れなければ（Ｎｏ：Ｓ４０４）、所定時間経過したかチェックし（Ｓ４０５）、所定時間
経過していれば（Ｙｅｓ：Ｓ４０５）、無視して次のステップへ進み、経過していなけれ
ば再度バーコードの読み取り実行の有無をチェックする（Ｓ４０４）。
【００８２】
バーコードが読み込まれても、そうでなくとも、次に新しいロール紙がセットされたかど
うかをロール紙センサーでチェックし（Ｓ４０６）、セットされるまで待機する。セット
が完了すると（Ｙｅｓ：Ｓ４０６）、バーコードの読みとりが完了しているかチェックし
（Ｓ４０７）、完了していなければ、バーコードの読みとりを指示する表示をオペレータ
用ディスプレイに表示する（Ｓ４０９）。バーコードが読み込まれるまで、このルーチン
を繰り返し待機する。バーコードが読み込まれると、このバーコードデータを記憶装置の
所定のエリアに格納し、ロール紙交換処理が終了する。
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【００８３】
尚、広告情報が指定されていないロール紙が用いられる場合も考えられるため、このよう
な場合は、店舗に準備した、“広告印刷無し”を示す専用のバーコードを読み込む様にし
ても良いし、又は、キーボードからその旨を入力するように構成しても良い。
【００８４】
又、バーコードの状態が悪く、読み取り不能の場合は、キーボードからの入力を受け付け
ることができるように構成する事が好ましい。
【００８５】
図１２は、会計処理データの下に広告情報を印刷したレシートの例を示す図である。広告
情報３００をレシ－ト上に印刷した状態を示していて、上記の一連の処理により、広告主
から指定された印刷媒体を用いて、広告主が準備した広告情報３００を、レシート上にタ
イムリーに印刷可能となる。
【００８６】
尚、以上の説明では、レシートプリンタがサーマルプリンタであって、印刷媒体が感熱記
録紙である例を用いて説明したが、レシートプリンタが、インクジェットプリンタであっ
て、印刷媒体がインクの場合は、このインクを収容する容器にバーコードを印刷したラベ
ルを貼り付けることによって、全く同様な処理が実施可能でこのような実施例も本願発明
の一実施形態である。
【００８７】
更に、実施例の中では、バーコードを所定のコードを付すための媒体として用いたが、こ
れに限ることなく、ＯＣＲキャラクタであっても良いし、また、近年インクジェットカー
トリッジに用いられているフラッシュメモリの中にデータとしてセットしても良い。
【００８８】
更に、実施例では、広告データの更新は、ロール紙の交換時点で実施される処理を示した
が、広告主が同一であれば、広告主の求めに応じて、ＰＯＳ端末に保存されている広告デ
ータを更新することにより、ロール紙の交換を待たずに、最新の広告データへの切換が可
能である。このようなことを考慮すると、広告情報に対応するコードは、広告主を示すコ
ードと、その広告主の特定の広告情報であることを示す、例えばシリアル番号から構成さ
れることが好ましい。更に、シリアル番号が所定の番号、例えば００００などであれば、
その広告主の特定の広告情報を指定するのではなく、常に最新のデータに更新されるなど
の対処も可能である。
【００８９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係るシステム又は方法によれば、ネットワークを介して、広
告配信を希望する会社、あるいは個人がインターネットにアクセス可能なＰＣを用いて、
このシステムに接続されているコンビニエンス・ストア、あるいはスーパーマーケット等
で発行されるレシート、あるいはチケット上に広告掲載をするための申込が可能となった
。
【００９０】
又、本発明によれば、広告情報は、ネットワークを介して、それぞれの店舗に配信される
ため、極めて迅速かつ簡易に、広告情報の更新が可能である。そのため、期間限定の広告
情報では、その期間が過ぎた場合、広告の内容を素早く切り換えることができ、従来のよ
うにプリプリントされた用紙では、期間が過ぎた用紙を廃棄しなければならないという事
態が発生していたが、そのようなことを防止する事が可能であり、きわめて効率的である
。
【００９１】
更に、広告主が、印刷媒体のコストを負担する仕組みが構築できるため、店舗では、ロー
ル紙代のコストが削減でき、広告主は、効率的な広告宣伝が可能となりメリットが大きい
。
【００９２】
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更に、ネットワークを活用しての広告配信のため、情報は双方向となり、広告主に対して
、広告の状況を知らせるなどのサービスが提供できる。
【００９３】
更に、本発明によると、すでに張り巡らされているコンビニエンス・ストア、チェーンス
トア等の各種店舗網を利用することにより広告情報の配信を効率的に行うことが可能とな
り、タイムリーな広告情報の更新も容易である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のネットワークシステムが用いられるビジネスの形態を説明する説明図で
ある。
【図２】本発明で用いられる印刷媒体の実施例を示す略図である。
【図３】本発明で使用するネットワークシステムの一実施例を示す図である。
【図４】　本発明の受付・配信サーバシステムの基本構造の例を示す図である。
【図５】本発明の店舗ＰＯＳシステムの構成を示す図である。
【図６】本発明のＰＯＳ端末装置の例として、コンビニエンス・ストアのＰＯＳ端末装置
の外観図である。
【図７】　本発明のＰＯＳ端末装置の内部回路構成を示すブロック図である。
【図８】本発明の店舗サーバの機能構成図である。
【図　９】本発明の広告掲載の申込処理を説明するためのフローチャートである。
【図１０】　本発明の広告情報の設定、印刷処理のフローチャートである。
【図１１】　本発明のロール紙交換・バーコード読み取りの処理の更に詳しい処理を示し
たフローチャートである。
【図１２】会計処理データの下に広告情報を印刷したレシートの例を示す図である。
【符号の説明】
１０　広告主
１１　広告配信会社
２１　ロール紙
２２　インクカートリッジ
３１　バーコードラベル
３２　バーコードラベル
５１　受付・配信サーバシステム
５２　センターコンピュータ
５３　店舗ＰＯＳシステム
５４　サーバ
５６　ＡＳＰサーバ
５５　クライアントＰＣ
５７　加入店ＰＯＳシステム
１００　インターネット
１１１　ＷＷＷサーバ
１１２　サーバエンジン
１１３　申込ページ
１１５　メールサーバ
１１６　ＦＴＰサーバ
１２０　受付・配信管理サーバ
１３０　ラベル作成部
１３１　店舗サーバ
１５０　ＰＯＳ端末装置
１５１　コントローラ
１５２　ＰＯＳ用キーボード
１５４　カスタマーディスプレイ
１５６　オペレータ用ディスプレイ
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１５７　バーコードリーダ
１６０　プリンタ
１７０　レシート
２００　中央制御部
２０１　通信制御部
２１０　商品データ管理部
２１１　広告データ管理部
２１２　広告出力数計数部
２１３　店舗端末管理部
２２１　広告データ記憶部
２２２　コードデータ記憶部
２２３　端末データ記憶部
２２４　既出力数記憶部
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

(19) JP 3666585 B2 2005.6.29



フロントページの続き

(51)Int.Cl.7                            ＦＩ                                                        
   Ｇ０６Ｋ   7/00                         Ｇ０７Ｇ   1/14    　　　　          　　　　　
   Ｇ０７Ｇ   1/12                         Ｂ４１Ｊ   3/04    １０１Ｚ          　　　　　
   Ｇ０７Ｇ   1/14                         Ｂ４１Ｊ   3/20    １０９Ｂ          　　　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              G07G 1/00- 5/00
              G06F17/60
              G06F19/00
              B41G 1/00- 7/00
              G06K 7/00- 7/14

(20) JP 3666585 B2 2005.6.29


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

