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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め登録した店舗ごとに各種商品の価格を受信する店舗別商品価格受信手段と、この店
舗別商品価格受信手段の受信した商品の価格を店舗別に登録する商品別価格登録手段と、
商品の購入予定者別に購入予定の商品についての過去の履歴を基にして作成され、１つの
店舗で一度に商品を購入する際の購入候補となる一群の商品を表わした購入候補商品リス
トと、前記購入予定者ごとに商品の購入を行う複数の店舗を含む地域あるいは予め登録さ
れた複数の店舗の通知があったとき前記地域に存在する予め登録された店舗の全部あるい
は通知された複数の店舗における購入予定とされる各商品の総額を演算する購入総額演算
手段とを備えた販売店管理サーバと、
　この販売店管理サーバと通信ネットワークを介して接続され、前記商品の購入を行う複
数の店舗を含む地域あるいは予め登録された複数の店舗を選択する調査対象選択手段と、
商品の購入予定者を表わす情報を前記販売店管理サーバに送ってその購入予定者に対応し
た前記購入候補商品リストを受信して表示する購入候補商品リスト表示手段と、この購入
候補商品リスト表示手段に表示された購入候補商品リストの中から今回購入予定の複数の
商品を選択する商品選択手段と、前記購入候補商品リストに表示された以外の商品を同一
店舗で併せて購入を予定するときのこれらの商品を追加指定する商品追加指定手段と、前
記調査対象選択手段によって選択した前記地域に存在する予め登録された店舗の全部ある
いは通知された複数の店舗における前記商品選択手段および商品追加指定手段で購入を予
定した商品の全部について前記購入総額演算手段が算出した総額を表示する店舗別購入予
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定商品総額表示手段とを備えた顧客端末と、
　前記販売店管理サーバと通信ネットワークを介して接続され、各種商品の価格をこれら
の商品を取り扱う店舗ごとに前記店舗別商品価格受信手段に送信する店舗別商品情報送信
手段を備えた店舗端末
とを具備することを特徴とする販売店情報表示システム。
【請求項２】
　前記商品別価格登録手段は、商品の価格が日時によって変動するとき、これらの価格を
日時に対応して登録することを特徴とする請求項１記載の販売店情報表示システム。
【請求項３】
　前記顧客端末は、商品を購入する日時を指定する購入日時指定手段を具備することを特
徴とする請求項２記載の販売店情報表示システム。
【請求項４】
　前記購入予定商品総額表示手段は、前記購入総額演算手段の演算した各店舗ごとの購入
予定商品の総額を店舗名と共に安い順に表示することを特徴とする請求項１記載の販売店
情報表示システム。
【請求項５】
　前記店舗別購入予定商品総額表示手段には、２以上の予め定めた数の商品を指定した場
合に、これら複数種類の商品についての総額が表示されることを特徴とする請求項１記載
の販売店情報表示システム。
【請求項６】
　前記店舗別購入予定商品総額表示手段には、総額と共に個々の商品の販売価格が表示さ
れることを特徴とする請求項１記載の販売店情報表示システム。
【請求項７】
　前記購入総額演算手段は、購入予定とされる各商品の個数と単価を基にして演算を行う
ことを特徴とする請求項１記載の販売店情報表示システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は商品を購入する際に販売店の取り扱う商品の価格等を表示する販売店情報表示
システムに係わり、特にインターネット、ＣＡＴＶ等のネットワークや携帯型電話機を使
用して情報を取得する場合に有効な販売店情報表示システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
商品の価格はそれぞれの販売店でセール等により変動している。そこで買い物に行く主婦
等は従来から新聞の折込チラシを参考にしてどの店が安いかの判断を行って、訪れる販売
店を決定している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、チラシに載っていないような商品は、どこが安いかの判断ができない。こ
のため、スーパーマーケットで他の商品の購入のついでに例えばビールを買ったら、かえ
って最寄の酒屋の方が安かったということもある。
【０００４】
また、販売店の側では、チラシやテレビ等による広告を行わないと十分な集客を行うこと
ができず、広告代の占める割合が大きくて経営を圧迫しつつも広告を継続しなければなら
ないという問題がある。また、多くの中小の販売店では一部に安い商品が存在しても広告
を頻繁に使用することができないので、自分の店を十分宣伝することができないという問
題がある。更に、このような販売店はインターネットを使用してそのホームページで自分
の店を宣伝することができるが、需要者の側では高額の商品を購入する場合はさておき、
それぞれの販売店のホームページを見て日々の商品を決めることはわずらわしいし時間も
かかるという問題があった。また、土地に不慣れな者は、どこにどのような販売店がある
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か十分知ることができず、地理的に１番近いといった理由で価格の高い店を多用するとい
った場合もあった。
【０００５】
更に、比較的珍しい商品については、どの販売店が取り扱っているかがわからず、幾つも
の販売店に電話を掛けたり、販売店を渡り歩いて時間を無駄に費やすといった問題があっ
た。
【０００６】
そこで本発明の目的は、購買者側では日用品等の商品を安価に購入したり、販売店側では
経済的に多くの購買者を集めることのできる販売店情報表示システムを提供することにあ
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明では、（イ）予め登録した店舗ごとに各種商品の価格を受信する店舗別商品価格
受信手段と、この店舗別商品価格受信手段の受信した商品の価格を店舗別に登録する商品
別価格登録手段と、商品の購入予定者別に購入予定の商品についての過去の履歴を基にし
て作成され、１つの店舗で一度に商品を購入する際の購入候補となる一群の商品を表わし
た購入候補商品リストと、前記した購入予定者ごとに商品の購入を行う複数の店舗を含む
地域あるいは予め登録された複数の店舗の通知があったとき前記した地域に存在する予め
登録された店舗の全部あるいは通知された複数の店舗における購入予定とされる各商品の
総額を演算する購入総額演算手段とを備えた販売店管理サーバと、（ロ）この販売店管理
サーバと通信ネットワークを介して接続され、前記した商品の購入を行う複数の店舗を含
む地域あるいは予め登録された複数の店舗を選択する調査対象選択手段と、商品の購入予
定者を表わす情報を前記した販売店管理サーバに送ってその購入予定者に対応した前記し
た購入候補商品リストを受信して表示する購入候補商品リスト表示手段と、この購入候補
商品リスト表示手段に表示された購入候補商品リストの中から今回購入予定の複数の商品
を選択する商品選択手段と、前記した購入候補商品リストに表示された以外の商品を同一
店舗で併せて購入を予定するときのこれらの商品を追加指定する商品追加指定手段と、前
記した調査対象選択手段によって選択した前記した地域に存在する予め登録された店舗の
全部あるいは通知された複数の店舗における前記した商品選択手段および商品追加指定手
段で購入を予定した商品の全部について前記した購入総額演算手段が算出した総額を表示
する店舗別購入予定商品総額表示手段とを備えた顧客端末と、（ハ）前記した販売店管理
サーバと通信ネットワークを介して接続され、各種商品の価格をこれらの商品を取り扱う
店舗ごとに前記した店舗別商品価格受信手段に送信する店舗別商品情報送信手段を備えた
店舗端末
とを販売店情報表示システムが具備する。
【００２７】
【発明の実施の形態】
【００２８】
【実施例】
以下実施例につき本発明を詳細に説明する。
【００２９】
図１は本発明の一実施例における販売店情報システムの概要を表わしたものである。この
システムは、インターネット網１０１を使用している。インターネット網１０１には本実
施例の販売店サーバ１０２の他に、パーソナルコンピュータ１０３が接続されている。ま
た、インターネット網１０１には帯型電話機のための携帯電話網１０４も接続されている
。携帯電話網１０４に接続された基地局１０５は無線によって携帯電話機１０６と接続さ
れている。したがって、パーソナルコンピュータ１０３と携帯電話機１０６はインターネ
ット網１０１上の販売店サーバ１０２にアクセスすることができる。販売店サーバ１０２
はデータベース１０７を配置しており、日々変化する販売店情報をそれぞれの販売店がこ
こに格納するようになっている。また、商品の購買者は販売店サーバ１０２のホームペー
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ジにアクセスすることで、販売店や商品に関する情報を自分のパーソナルコンピュータ１
０３や携帯電話機１０６の表示画面に表示できるようになっている。
【００３０】
図１ではパーソナルコンピュータ１０３と携帯電話機１０６が販売店サーバ１０２のホー
ムページにアクセスすることができることにしているが、その他の各種端末、たとえば図
示しないＣＡＴＶ（ケーブルテレビジョン）網を介したゲーム機も同様に販売店サーバ１
０２のホームページにアクセスすることができるものであれば、本実施例の販売店情報シ
ステムの構成員となることができる。
【００３１】
ところで本実施例の販売店情報システムでは、パーソナルコンピュータ１０３等の端末を
使用して、会員となった販売店側が自分の取り扱う商品の価格を販売店サーバのデータベ
ース１０７にアップロードする。商品は自分の取り扱っているすべてのものであってもよ
いし、価格的に競争力のある一部の商品のみであってもよい。他では手に入りにくい珍し
い商品や特殊な商品であってもよい。ただし店頭にある商品の情報をなるべく多くアップ
ロードしておけば、生鮮食料品を購入する場合のように各種の商品の購入の総額によって
販売店を選択する客に対して有利に働く場合が多い。一部の商品の情報しかアップロード
しておかないと、購買者がその日購入する幾つかの商品を指定してそれらの総額を算出し
ようとした場合に、その販売店の総額が算出できないことになる。このような都合のよい
情報しか示さない販売店から購買者の足が遠のく可能性が多い。しかしながら、単品また
は少数の商品のみを取り扱い、大量販売により価格で勝負するといった販売店が存在して
もよい。販売店は所定の手数料を販売店サーバ１０２側に支払う。この支払いはインター
ネット上の売上に対するものであってもよいし、商品の価格に基づいて固定的にあるいは
変動的に定められるものであってもよい。
【００３２】
本実施例の場合、購買者は特に販売店サーバ１０２側に手数料を支払う必要はない。購買
者は購買を予定している地域で販売店情報を集めることができる。具体的には商品を指定
してそれを販売する店がどこにあるかとか、その商品を一番安く売る店はどこで、その価
格は幾らであるといった情報を収集することができる。購買を予定している地域は、最も
広い場所の場合には地球全域ということになるが、通常は、購買に行ける範囲、あるいは
商品を購入できる地域範囲を限定して指定することができる。このためには購買者が購買
する場所の情報が必要となる。この点で購買者は２つのタイプに分けることができる。前
者は、携帯電話機１０６を使用してシステムを利用する者である。この購買者は基地局１
０５を携帯電話機１０６が使用する関係で、販売店サーバ１０２側はその者の現在位置を
常に把握することができる。すなわち、商品を購入したくなったとき特に本人の住所ある
いは居場所を申請しなくても、システム側はこれを知ることができる。図１で破線で示し
た第１の領域１１１は、このような領域である。なお、ＧＰＳ（Global Positioning Sys
tem）を搭載した端末も同様に端末の所在を販売店サーバ１０２側に自動的に知らせるこ
とができる。
【００３３】
場所の情報に関する後者のタイプは、たとえばパーソナルコンピュータ１０３からインタ
ーネットにアクセスして本実施例のシステムを使用しようとするような者をいう。このよ
うな者の場合には、購買を予定している地域を指定することが必要である。会社に勤めて
いるような者は、購買を予定している地域が自宅周辺に限らず、勤務地周辺となる場合も
ある。一度、住所あるいは購買希望地域を指定して会員登録をしてしまえば、購買者の購
買を予定している地域をいちいち指定する必要はない。図１の破線で示した第２の領域１
１２は、たとえば勤務地から半径２Ｋｍ以内というように指定した領域である。購買を予
定している地域を指定するので、現在いる場所とは異なった場所の指定が可能である。し
たがって、携帯電話機１０６を使用して販売店サーバ１０２にアクセスする者であっても
、出張予定先である商品を購入するための販売店情報を事前に集める場合には、場所を入
力する必要があり、その場合には後者のタイプとなる。
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【００３４】
図２は、ある購買者が販売店サーバのホームページにアクセスして商品選択ページをパー
ソナルコンピュータの表示画面に表示している状態を示したものである。購買者は販売店
サーバ１０２にアクセスし、図示しないメニュー画面から会員番号を入力してこの商品選
択ページ１２１を表示することができる。購買者はこれに先立って販売店情報の表示の対
象となる場所の登録を行う。この後は会員登録番号を会員番号欄１２２に入力するだけで
その者の過去に調査した商品のリストを呼び出すことができる。たとえば、毎日スーパマ
ーケットでほぼ決まった商品を購入する主婦のような購買者の場合には、過去に調査した
商品のリストを呼び出して一部修正して商品の調査を行うことは実用的である。場所をい
ろいろ変更して調査を行いたい場合もあり、このような場合には調査場所変更欄１２３を
入力して、登録した場所以外の場所を指定する。このためには、各場所を表示したプルダ
ウンメニューが表示されるようになっていてもよいし、具体的な地名や調査範囲を指定す
るようになっていてもよい。
【００３５】
図２の商品選択ページ１２１では購買者が主婦であると想定している。この主婦は日々の
買い物に販売店サーバ１０２を用いて調査する。会員番号を入力して商品カテゴリ表示欄
１２４からプルダウンメニュー形式で表示される商品カテゴリとして「生鮮食品購入履歴
」を選択すると、日々購入する生鮮食品のリストが、データベース１０７から会員番号に
対応して読み出される。これらは購入頻度の高いものから表示される。この主婦は生鮮食
品のリストからその日購入予定のものを幾つか選択し、リストにないもので調査したい商
品がある場合には追加購入欄１２５をクリックして購入する商品を追加する。購入日の欄
１２６は、入力する日時が初期設定されているが、これを適宜変更することができる。ま
た、次の日の買い物を検討するために仕事の終わった深夜に入力作業を行うような場合に
は、次の日が自動的に設定されるようにすることもできる。もちろん、入力した日付等は
、適宜変更することができる。午前や午後あるいは深夜等の時間帯を指定できるようにし
たのは、午前中だけ安い商品や開店時に数量を指定して特価品が売り出される場合や、シ
ステムの価格に深夜料金が適用される販売店を考慮したためである。以上の必要事項を入
力した後に調査ボタン１２７を押すと、その内容で販売店サーバ１０２は図示しないＣＰ
Ｕ（中央処理装置）にデータベース１０７の検索を行わせ、その結果を調査結果ページに
表示することになる。
【００３６】
図３は、販売店入力ページの一例を表わしたものである。販売店入力ページ１３１は、こ
の販売店情報表示システムを構成する会員としての販売店が販売店サーバ１０２に自分の
商品の情報をアップロードするためのページである。各販売店は会員登録を行い、このと
きその販売店の場所の入力も行うようになっている。これは購買者がたとえば新宿区と渋
谷区とか、新宿駅から半径５００メートルの範囲内というように場所を指定して商品に関
する情報を求めるからである。
【００３７】
販売店入力ページ１３１には商品入力テーブル１３２が用意されている。この商品入力テ
ーブル１３２は商品選択ページ１２１の場合と同様にデータベース１０７に格納されたそ
の販売店の過去のテーブルを呼び出して修正することができる。また、販売店が独自に自
分のパーソナルコンピュータ１０３等で作成した所定の様式に沿ったデータをウエブ上で
貼り付けることも可能である。もちろん、新規作成のテーブルを呼び出して、これにホー
ムページ上で一つ一つ商品の名前や価格等の情報を入力してもよい。更に、機動性を出す
必要があるような場合、たとえば競合の販売店に出向いて商品の価格を調べた後、自分の
販売店の同様の商品の価格を修正する必要があるような場合には、図１に示した携帯電話
機１０６を用いてインターネット網１０１にアクセスして、販売店入力ページ１３１を表
示し、必要な項目の修正を行うこともできる。もちろん、自分の販売店の販売店入力ペー
ジ１３１をアクセスするためには、会員登録を行った際のパスワードを入力する等のセキ
ュリティ対策が行われることは当然である。
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【００３８】
商品入力テーブル１３２には、販売店サーバ１０２のデータベース１０７に格納するそれ
ぞれの商品の価格とその価格が有効な期間とが入力される。価格を特に安くしたセール期
間とそれ以外の期間の双方の価格を入力することができる。この商品入力テーブル１３２
で期間について「－」で記した箇所はセール期間以外を示している。なお、入力する商品
の名称は代表的なものであれば具体的に表示してもよいが、有名メーカ品あるいはノーブ
ランド（その販売店の独自商品）品というような区分けで入力するようにしてもよい。
【００３９】
商品入力テーブル１３２の下には目玉商品入力欄１３３が設けられている。この欄には添
付ファイルとして商品の情報や外観を示した情報を添付することができるようになってい
る。これに対して商品入力テーブル１３２に記された商品は、原則として他の販売店と競
合するいわゆる定番の商品が大多数を占めるようになっている。このため本実施例ではこ
れらの商品について添付ファイルは付属しないようになっている。特殊商品入力欄１３４
は、他の販売店ではあまり販売されていないような珍しいあるいは特殊な商品を入力する
欄である。この欄には商品の情報や外観を示した情報を表わした添付ファイルを添付する
ことができるようになっている。手作りの商品の場合には、その商品の特色や製造あるい
は加工した個人の名前等を記した情報を付け加えてもよい。
【００４０】
なお、この販売店情報表示システムに販売店として登録する会員は、必ずしも各種の商品
を販売する販売店を営んでいる者に限らない。たとえば、外国のあるビールを１種類だけ
大量に購入している個人が販売店として登録してもよい。この場合には商品入力テーブル
１３２あるいは特殊商品入力欄１３４等にその商品を入力する。通常の場合、その商品は
競合する他の商品（ビール等）と比べて大変安いか、他の販売店では手に入らないもので
ある。
【００４１】
図４は、図２で説明した主婦が調査した結果としてのホームページ上の調査結果ページの
内容を表わしたものである。調査場所がその主婦の居住する新宿区であった場合、調査は
データベース１０７上に格納された新宿区の各販売店における生鮮食料品を検索すること
によって行われる。この結果として検索した各商品について安い順にソートされ、それら
の結果がたとえば上位から３つの販売店について調査結果ページ１４１の商品別結果テー
ブル１４２に表示される。もしその主婦が１つの商品のみを調査した場合には、この商品
別結果テーブル１４２にその１つの商品の結果が表示される。上位幾つの販売店を表示す
るかは、購買者が別の表示用設定ページで自由に設定することができる。
【００４２】
この商品別結果テーブル１４２により、たとえば豆腐が１番安いのはＡ店だとか卵が１番
安いのがＣ店であるというのが、チラシを見比べるよりも迅速に知ることができる。ビー
ルの場合には前記した大量に単品を輸入しているＧ店が安いので、その店に足を運んだり
、あるいはこのＧ店のホームページにアクセスして銘柄等の更に詳細な情報を入手するこ
とができる。
【００４３】
商品別結果テーブル１４２の下には、総合成績テーブル１４３が配置されている。総合成
績テーブル１４３は、たとえば図２で示した商品選択ページ１２１を入力した主婦が調査
した場合に、それらのトータルが幾らになり、その場合にどの店で買い物を行った場合が
１番経済的であるかを示したものである。この例の場合にはその主婦が１５品目の商品を
調査した場合を示しており、Ａ店が１番経済的な買い物を行うことができることが示され
ている。もちろん、その主婦はビールをＧ店で別に買う等によって更に経済的な買い物を
行うことができる。なお、調査対象となった商品の一部の情報が欠けているような販売店
の場合には、その販売店は購買者の選択した各商品のトータル購入金額を算出することが
できない。
【００４４】



(7) JP 4416265 B2 2010.2.17

10

20

30

40

50

図５は、販売店サーバ側が調査結果ページを該当の購買者の表示画面に表示させるための
処理の流れの概要を表わしたものである。販売店サーバ１０２は購買者から販売店情報の
調査の依頼があると調査する商品の数ｋを図示しない作業用メモリに記憶し（ステップＳ
１６１）、パラメータｎを初期化して“１”に設定する（ステップＳ１６２）。そして、
第１の商品（豆腐）について新宿区の販売店についてのデータベース１０７を検索して安
いものから上位をソートして作業用メモリの他の領域におけるその主婦の会員番号に対応
した領域に格納する（ステップＳ１６３）。この後、パラメータｎが調査する商品の数ｋ
に到達したかどうかをチェックして（ステップＳ１６４）、到達していない場合には（Ｎ
）パラメータｎを“１”だけカウントアップして（ステップＳ１６５）、２番目の商品（
卵）について同様の調査を行う。以下同様に商品の数ｋについてすべて調査が行われるま
で、同様の調査を繰り返す。
【００４５】
ステップＳ１６４でパラメータｎが調査する商品の数ｋを越えたら（Ｙ）、商品別結果テ
ーブル１４２を作成してこれを表示する（ステップＳ１６６）。次にある程度上位の商品
について各販売店ごとに価格を掛け算してこれらの和を求めて、この例では１５品目の総
額を算出する（ステップＳ１６７）。そしてこれを総合成績テーブル１４３として表示す
る（ステップＳ１６８）。これと共に、今回選択した各商品をこの会員の過去に選択した
商品の購買リストに反映させる（ステップＳ１６９）。反映に際しては日付の新しいもの
ほどウエイトを付けながら、頻度の高いものほど次回には上位に表示されるような工夫を
行う。
【００４６】
図６は、この販売店情報表示システムの他の使用例として購買者が目玉商品探索ページを
記入している状態を表わしたものである。目玉商品探索ページ１８１では、各販売店の目
玉商品をリストアップすることができる。この際に、ジャンルとして商品のカテゴリのう
ちの所望のものを選択したり、探索の対象としてデパートやスーパマーケット、ブティッ
ク等を包括的にあるいはリストの中から選択して選ぶことができる。購買する日付を入力
して調査ボタン１８２を押すと、各販売店が目玉商品として入力したものの中から該当す
る商品がピックアップされて表示される。
【００４７】
なお、図２に示した商品選択ページ１２１についても場所を指定する代わりに、デパート
やスーパマーケット等の販売店をリストの中から選択したり、あるいは入力欄に入力する
ようにして、これら選択あるいは入力された販売店を調査の対象とするようにしてもよい
。
【００４８】
図７は、珍しい商品を購入する場合等に活用することのできる販売店調査ページの調査内
容の設定と調査結果の一例を表わしたものである。ここでは、調査品目としてあるキャン
ペーンで販売された「特性ガラスコップ付ウィスキＡ－１」という商品が新宿区と渋谷区
でまだ手に入るかを調べたものである。販売店調査ページ１９１には、新宿区と渋谷区で
その商品を購入できる店がＦ店、Ｅ店、Ｇ店の３店であることがそれらの販売店の位置情
報と共に示されている。販売店情報は、図３に示した販売店入力ページ１３１の特殊商品
入力欄１３４あるいは商品入力テーブル１３２および販売店の住所から拾い出したもので
ある。特殊な商品を扱っている専門店や、特に商品の品揃えの優れた大型店の販売店情報
から調査の対象となった商品の有無や価格に関する情報を抽出することができる。
【００４９】
抽出された各販売店については、更新された日付や販売店のホームページのアドレスある
いは電話番号等の付加情報が表示できるようになっている。更新された日付を見ることに
よって、その商品が手に入るかどうかの予測を行うことができる。
【００５０】
なお、以上説明した実施例では商品について説明したが、理髪店の料金等のサービスにつ
いても地域を指定してその中で各販売店のサービスのための価格を安価な順等に表示する
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ことができる。
【００５１】
また実施例ではパーソナルコンピュータ１０３を使用した販売店情報システムを中心とし
て説明したが、携帯電話機１０６やゲーム機等の他の端末を使用して同様に販売店情報を
ネットワーク上（ＣＡＴＶを含む）で表示できることはもちろんである。
【００５２】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、商品の購買者が指定した地域あるいは予め登録さ
れた幾つかの店舗を指定して特定の複数の商品についての購入総額に相当する価格情報を
得ることができるので、事前に商品を購入する販売店を選択することができる。また、チ
ラシ広告と比べて各販売店の情報を効率的に比較することができるので、チラシ広告等の
紙による広告を減少させることができ、資源の効率的な使用と広告代の削減を図ることが
できる。
【００５３】
　また、たとえばいつも買い物に行く地域の店舗に関する情報を簡単に呼び出すことがで
きる。
【００５６】
　更に本発明によれば、購買予定の複数の商品に対して最も安い販売店を表示することに
しているので、たとえばスーパマーケットで幾つもの商品を一度に購入するような場合に
、それらの商品をまとめて購入するときに最も安くなる販売店を簡単に見つけることがで
きる。これにより、特定の商品だけ安くても幾つもの商品を購入したときに結局高くなる
販売店を避けて、買い物に行く販売店を適正に選択することができるようになる。もちろ
ん、商品を幾つものグループに区分けして入力して、たとえば衣料品関係ならＡという販
売店が安いとか、生鮮食料品の加工品に限ってはＢという販売店が安いといった調査を行
って、複数の販売店を渡り歩くことも可能である。
【００５８】
　更にまた本発明によれば、予め登録した販売店の中から商品の購入予定者が販売店を選
択し、それら選択した販売店について選択した商品の総額を表示させることにしたので、
たとえばお気に入りの複数のデパートとか専門店を購買者が複数選択し、それらについて
の希望する商品の総額のチェックを行うことができ、それによりショッピングの目的地を
決定することができる。
【００５９】
　また本発明によれば、商品の購入予定者の購入予定の商品についての過去の履歴を基に
作成した購入候補となる一群の商品を表わした購入候補商品リストを表示して商品を選択
させることにしたので、過去の履歴を使用することで商品の選択が容易になり、また選択
漏れを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例における販売店情報システムの概要を表わしたシステム構成図
である。
【図２】本実施例である購買者が販売店サーバのホームページにアクセスして商品選択ペ
ージをパーソナルコンピュータの表示画面に表示している状態を示した平面図である。
【図３】本実施例で販売店入力ページの一例を表わした平面図である。
【図４】図２で説明した主婦が調査した結果としてのホームページ上の調査結果ページの
内容を表わした平面図である。
【図５】本実施例で販売店サーバ側が調査結果ページを該当の購買者の表示画面に表示さ
せるための処理の流れの概要を表わした流れ図である。
【図６】販売店情報表示システムの他の使用例として購買者が目玉商品探索ページを記入
している状態を表わした平面図である。
【図７】珍しい商品を購入する場合等に活用することのできる販売店調査ページの調査内
容の設定と調査結果の一例を表わした平面図である。
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【符号の説明】
１０１　インターネット網
１０２　販売店サーバ
１０３　パーソナルコンピュータ
１０４　携帯電話網
１０６　携帯電話機
１０７　販売店サーバのデータベース
１１１　第１の領域
１１２　第２の領域
１２１　商品選択ページ
１３１　販売店入力ページ
１４１　調査結果ページ
１８１　目玉商品探索ページ
１９１　販売店調査ページ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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