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(57)【要約】
　広告サービス提供方法が開示される。本方法は、少な
くとも１つの広告主の連絡先をフォンブックに登録する
ステップと、フォンブックに登録された広告主から発信
された広告情報をサーバ装置から受信するステップと、
広告情報の受信を報知するステップと、広告情報に対す
る確認要請信号が入力されると、受信された広告情報を
表示するステップとを含む。よって、便利に広告サービ
スを提供することができるようになる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ端末装置の広告サービス提供方法において、
　少なくとも１つの広告主の連絡先をフォンブックに登録するステップと、
　前記フォンブックに登録された広告主から発信された広告情報をサーバ装置から受信す
るステップと、
　前記広告情報の受信を報知するステップと、
　前記広告情報に対する確認要請信号が入力されると、前記受信された広告情報を表示す
るステップと
　を含むことを特徴とする広告サービス提供方法。
【請求項２】
　前記報知するステップは、
　未確認広告情報の数を報知する数字アイコンをホーム画面に表示するステップと、
　前記数字アイコンが選択されると、前記未確認広告情報に対するお知らせメッセージを
ディスプレイするステップと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の広告サービス提供方法。
【請求項３】
　前記報知するステップは、
　フォンブック画面内にお知らせメニューをディスプレイするステップと、
　前記お知らせメニューが選択されると、未確認広告情報に対するお知らせメッセージを
前記フォンブック画面にディスプレイするステップと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の広告サービス提供方法。
【請求項４】
　前記報知するステップは、
　未確認広告情報の存在を報知するお知らせメッセージを含むスライドダイアログウィン
ドウを表示するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の広告サービス提供方法
。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの広告主の連絡先をフォンブックに登録するステップは、
　ＱＲコード（登録商標）またはバーコードを読み取り、前記ＱＲコード（登録商標）ま
たはバーコードから広告主の連絡先情報を検出するステップと、
　前記検出された連絡先情報を前記フォンブックに追加するステップと
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の広告サービス提供方法。
【請求項６】
　前記広告情報に対する確認要請信号が予め設定された時間の間未入力の場合、前記受信
された広告情報を削除するステップを更に含むことを特徴とする請求項１ないし５のいず
れか一項に記載の広告サービス提供方法。
【請求項７】
　ユーザ端末装置の広告サービス提供方法において、
　連絡先検索領域を含むフォンブック画面をディスプレイするステップと、
前記連絡先検索領域に検索ワードが入力されると、前記検索ワードをサーバ装置に伝送す
るステップと、
　前記サーバ装置のデータベースに登録された広告情報のうち、前記検索ワードに対応す
る広告情報を受信するステップと、
　前記ユーザ端末装置に保存された連絡先情報の中から、前記検索ワードに対応する連絡
先情報を検索するステップと、
　前記検索された連絡先情報及び前記受信された広告情報を前記フォンブック画面に表示
するステップと
　を含む広告サービス提供方法。
【請求項８】
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　新規連絡先情報が保存されると、前記新規連絡先情報を前記サーバ装置に伝送し、前記
サーバ装置のデータベースに前記新規連絡先情報を登録するステップを更に含むことを特
徴とする請求項７に記載の広告サービス提供方法。
【請求項９】
　前記受信された広告情報は、
　前記フォンブック画面上で、前記ユーザ端末装置の位置からの距離、登録回数、通話回
数、おすすめ回数のうち、少なくとも１つの基準に基づいて整列されて表示されることを
特徴とする請求項７に記載の広告サービス提供方法。
【請求項１０】
　ユーザ端末装置において、
　アプリケーションが保存された保存部と、
　前記アプリケーションの実行画面をディスプレイするディスプレイ部と、
　サーバ装置と通信を行う通信部と、
　前記実行画面上で固有情報が入力されると、前記固有情報を前記サーバ装置に伝送し、
前記固有情報に対応する有効情報が前記サーバ装置に登録されていると、前記有効情報に
対応するお知らせメッセージを前記実行画面にディスプレイする制御部と
　を含むことを特徴とするユーザ端末装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　前記お知らせメッセージが選択されると、前記サーバ装置から前記有効情報を受信して
前記保存部に保存し、前記保存部に保存されたウォレットプログラムが共有するようにし
、前記ウォレットプログラムが実行されると、前記ウォレットプログラムによって前記有
効情報を反映した支払いサービスを提供することを特徴とする請求項１０に記載のユーザ
端末装置。
【請求項１２】
　前記アプリケーションは、フォンブックプログラム、カレンダープログラム、ギャラリ
ープログラムのうちの少なくとも１つであり、
　前記固有情報は、前記ユーザ端末装置のフォンブック、前記フォンブックに保存される
広告主連絡先情報、カレンダー画面に記入されるスケジュール情報、前記ユーザ端末装置
に保存された写真、前記写真のメタデータのうちの少なくとも１つを含み、
　前記有効情報は、クーポン、スタンプカード、招待状、イベントカードのうちの少なく
とも１つを含むことを特徴とする請求項１０または１１に記載のユーザ端末装置。
【請求項１３】
　サーバ装置において、
　売場管理システム及びユーザ端末装置と通信を行うための通信インターフェース部と、
　前記売場管理システムから受信される売場情報が売場別に記録される売場データベース
と、
　前記ユーザ端末装置から受信されるユーザ情報がユーザ別に記録されるユーザデータベ
ースと、
　前記売場データベースに記録された売場情報及び前記ユーザデータベースに記録された
ユーザ情報を比較にてマッチする情報を探索し、相互マッチするユーザ情報及び売場情報
が探索されると、前記探索された売場情報に含まれたクーポンを前記探索されたユーザ情
報に対応するユーザ端末装置に発行する制御部と
　を含むことを特徴とするサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ端末装置、サーバ装置及びそれらを含むシステム並びにその広告サー
ビス方法に関し、より詳細には、フォンブック（Ｐｈｏｎｅｂｏｏｋ）機能を用いて広告
情報を提供するユーザ端末装置、サーバ装置及びそれらを含むシステム並びにその広告サ
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ービス方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、情報通信技術と半導体技術等の目覚ましい発達により、ユーザ端末装置の普及と
利用とが急ピッチで増加している。特に、最近のユーザ端末装置は、各自の伝統的な固有
領域に留まることなく、他の端末機の領域でサポートされる複合的な性能を備えるように
なる段階にまできている。
【０００３】
　例えば、移動通信端末機の場合には、音声通話やメッセージ送受信のような一般的な通
信機能の他にも、テレビ視聴機能（例えば、ＤＭＢ(Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄ
ｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ)やＤＶＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔｉｎｇ）のような移動放送）、音楽再生機能（例えば、ＭＰ３（ＭＰＥＧ　Ａｕ
ｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３）、写真撮影機能、データ通信機能、インターネット接続機能及
び近距離無線通信機能等多様な機能を提供している。
【０００４】
　一方、移動通信サービスが発展するにつれ、ユーザが携帯することができる携帯電話や
、タブレットパソコン、ＰＤＡ、電子手帳、ラップトップコンピュータ等のような小型ユ
ーザ端末装置は現代人にとって必需品となりつつある。よって、最近は、ユーザ端末装置
を対象とする広告サービスやこのような装置を用いて商品を購入することができるショッ
ピングサービスへの関心が高まっている。
【０００５】
　現在の広告サービスは、ユーザの意思とは関係なく、不特定多数の人に広告メッセージ
を一方的に伝送するやり方で行われている。よって、広告メッセージを望まないユーザは
、無分別なスパム（Ｓｐａｍ）性広告メッセージによって不愉快な思いをすることが頻繁
に起きている。このとき、ユーザは当該番号のメッセージをそれ以上受信しないようにス
パム番号として登録したり、広告メッセージの内容を確認せずに削除する。すなわち、従
来の広告サービス方法は、広告への露出や情報提供の効果を期待することは困難であると
いう問題点があった。
【０００６】
　なお、ユーザ端末装置上で便利に利用することができるショッピングサービスもまだサ
ポートされていない現状にある。
【０００７】
　よって、ユーザ端末装置を活用してショッピングに関連するサービスを提供することが
できる技術が必要になってきた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、アプリケーションを基盤とするショッピングに関連する多様なサービスを提供するユ
ーザ端末装置、サーバ装置及びそれらを含むシステム並びにその広告サービス方法を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以上のような目的を達成するための本発明の一実施形態によると、ユーザ端末装置の広
告サービス提供方法は、少なくとも１つの広告主の連絡先をフォンブックに登録するステ
ップと、前記フォンブックに登録された広告主から発信された広告情報をサーバ装置から
受信するステップと、前記広告情報の受信を報知するステップと、前記広告情報に対する
確認要請信号が入力されると、前記受信された広告情報を表示するステップとを含む。
【００１０】
　ここで、前記報知するステップは、未確認広告情報の数を報知する数字アイコンをホー
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ム画面に表示するステップと、前記数字アイコンが選択されると、前記未確認広告情報に
対するお知らせメッセージをディスプレイするステップとを含んでよい。
【００１１】
　または、前記報知するステップは、フォンブック画面内にお知らせメニューをディスプ
レイするステップと、前記お知らせメニューが選択されると、未確認広告情報に対するお
知らせメッセージを前記フォンブック画面にディスプレイするステップとを含んでよい。
【００１２】
　または、前記報知するステップは、未確認広告情報の存在を報知するお知らせメッセー
ジを含むスライドダイアログウィンドウを表示するステップを含んでよい。
【００１３】
　そして、前記少なくとも１つの広告主の連絡先をフォンブックに登録するステップは、
ＱＲコード（登録商標）またはバーコードを読み取り、前記ＱＲコード（登録商標）また
はバーコードから広告主の連絡先情報を検出するステップと、前記検出された連絡先情報
を前記フォンブックに追加するステップとを含んでよい。
【００１４】
　以上のような実施形態において、前記広告情報に対する確認要請信号が予め設定された
時間の間未入力の場合、前記受信された広告情報を削除するステップを更に含んでよい。
【００１５】
　一方、本発明の別の実施形態によると、ユーザ端末装置の広告サービス提供方法は、少
なくとも１つの広告主の連絡先をフォンブックに登録するステップと、前記フォンブック
に登録された広告主の広告情報発信事実を報知するステップと、前記広告情報に対する確
認要請が入力されると、サーバ装置から前記広告主の発信した広告情報を受信するステッ
プと、前記受信された広告情報をディスプレイするステップとを含む。
【００１６】
　本発明の更に別の実施形態によると、ユーザ端末装置の広告サービス提供方法は、前記
ユーザ端末装置にインストールされたアプリケーションの実行画面をディスプレイするス
テップと、前記実行画面を通じて固有情報が入力されると、前記固有情報をサーバ装置に
伝送するステップと、前記固有情報に対応する広告主の発信した広告情報を前記サーバ装
置から受信してディスプレイするディスプレイステップとを含む。
【００１７】
　この場合、前記ディスプレイステップは、前記固有情報に対応する広告主の発信した広
告情報に対するお知らせメッセージをディスプレイするステップと、前記お知らせメッセ
ージが選択されると、前記広告情報を前記サーバ装置からダウンロードするステップと、
前記ダウンロードされた広告情報をディスプレイするステップとを含んでよい。
【００１８】
なお、前記アプリケーションは、フォンブックプログラム、カレンダープログラム、ギャ
ラリープログラムのうち、少なくとも１つであってよい。
【００１９】
　なお、前記広告情報は、写真、イメージ、メッセージ、クーポン、スタンプカード、招
待状、イベントカードのうち、少なくとも１つであってよい。
【００２０】
一方、本発明の更に別の実施形態によると、サーバ装置のデータ管理方法は、モバイル広
告サービスに加入した広告主の連絡先を受信するステップと、前記モバイル広告サービス
に加入した加入者のユーザ端末装置に保存された固有情報を受信するステップと、前記広
告主の連絡先が前記固有情報に含まれるかを検索するステップと、前記固有情報に前記広
告主の連絡先が含まれると、前記加入者情報を顧客情報データベースに自動的に登録する
ステップとを含む。
【００２１】
　または、サーバ装置の広告サービス提供方法は、ユーザ端末装置に保存された固有情報
を受信して保存するステップと、前記固有情報に対応する広告主が広告情報を発信すると
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、前記広告情報の発信事実を前記ユーザ端末装置に通知するステップと、前記ユーザ端末
装置から前記広告情報に対する確認要請が伝送されると、前記広告情報を前記ユーザ端末
装置に伝送するステップとを含んでよい。
【００２２】
　ここで、前記固有情報は、前記ユーザ端末装置のフォンブック、前記フォンブックに保
存される広告主連絡先情報、カレンダー画面に記入されるスケジュール情報、前記ユーザ
端末装置に保存された写真、前記写真のメタデータのうち、少なくとも１つを含んでよい
。
【００２３】
　または、ユーザ端末装置の広告サービス提供方法において、連絡先検索領域を含むフォ
ンブック画面をディスプレイするステップと、前記連絡先検索領域に検索ワードが入力さ
れると、前記検索ワードをサーバ装置に伝送するステップと、前記サーバ装置のデータベ
ースに登録された広告情報のうち、前記検索ワードに対応する広告情報を受信するステッ
プと、前記ユーザ端末装置に保存された連絡先情報の中から、前記検索ワードに対応する
連絡先情報を検索するステップと、前記検索された連絡先情報及び前記受信された広告情
報を前記フォンブック画面に表示するステップと、を含んでよい。
【００２４】
　ここで、新規連絡先情報が保存されると、前記新規連絡先情報を前記サーバ装置に伝送
し、前記サーバ装置のデータベースに前記新規連絡先情報を登録するステップを更に含ん
でよい。
【００２５】
　そして、前記受信された広告情報は、前記フォンブック画面上で、前記ユーザ端末装置
の位置からの距離、登録回数、通話回数、おすすめ回数のうち、少なくとも１つの基準に
基づいて整列されて表示されてよい。
【００２６】
　一方、本発明の更に別の実施形態によると、ユーザ端末装置は、アプリケーションが保
存された保存部と、前記アプリケーションの実行画面をディスプレイするディスプレイ部
と、サーバ装置と通信を行う通信部と、前記実行画面上で固有情報が入力されると、前記
固有情報を前記サーバ装置に伝送し、前記固有情報に対応する有効情報が前記サーバ装置
に登録されていると、前記有効情報に対応するお知らせメッセージを前記実行画面にディ
スプレイする制御部とを含む。
【００２７】
　ここで、前記制御部は、前記お知らせメッセージが選択されると、前記サーバ装置から
前記有効情報を受信して前記保存部に保存し、前記保存部に保存されたウォレットプログ
ラムが共有するようにし、前記ウォレットプログラムが実行されると、前記ウォレットプ
ログラムによって前記有効情報を反映した支払いサービスを提供してよい。
【００２８】
　または、前記アプリケーションは、フォンブックプログラム、カレンダープログラム、
ギャラリープログラムのうちの少なくとも１つであり、前記固有情報は、前記ユーザ端末
装置のフォンブック、前記フォンブックに保存される広告主連絡先情報、カレンダー画面
に記入されるスケジュール情報、前記ユーザ端末装置に保存された写真、前記写真のメタ
データのうちの少なくとも１つを含み、前記有効情報は、クーポン、スタンプカード、招
待状、イベントカードのうちの少なくとも１つを含んでよい。
【００２９】
　一方、ユーザ端末装置は、連絡先情報を保存する保存部と、連絡先検索領域を含むフォ
ンブック画面をディスプレイするディスプレイ部と、前記連絡先検索領域に検索ワードが
入力されると、前記検索ワードをサーバ装置に伝送し、前記サーバ装置のデータベースに
登録された広告情報のうち、前記検索ワードに対応する広告情報を受信する通信部と、前
記保存部に保存された連絡先情報の中から前記検索ワードに対応する連絡先情報を検索し
、前記検索された連絡先情報及び前記受信された広告情報を前記フォンブック画面に表示
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する制御部とを含んでよい。
【００３０】
　この場合、前記制御部は、前記保存部に新規連絡先情報が保存されると、前記新規連絡
先情報を前記サーバ装置に伝送して前記サーバ装置のデータベースに前記新規連絡先情報
を登録してよい。
【００３１】
　または、サーバ装置の広告サービス提供方法は、複数のユーザ端末装置と通信を行い、
前記複数のユーザ端末装置のそれぞれに保存される情報を受信するステップと、広告情報
が保存されたデータベースを前記受信された情報を用いてアップデートさせるステップと
、前記複数のユーザ端末装置のうちの１つのユーザ端末装置のフォンブック画面上に検索
ワードが入力されると、前記検索ワードに対応する広告情報を前記データベースから検索
するステップと、検索結果を前記ユーザ端末装置に伝送するステップとを含んでよい。
【００３２】
　そして、前記検索結果を前記ユーザ端末装置の位置からの距離、登録回数、通話回数、
おすすめ回数のうちの少なくとも１つの基準に基づいて整列し、前記ユーザ端末装置のフ
ォンブック画面に合致するフォーマットで構成するステップを更に含んでよい。
【００３３】
　一方、ユーザ端末装置の検索方法は、フォンブック画面をディスプレイするステップと
、前記フォンブック画面上に検索ワードが入力されると、前記検索ワードをサーバ装置に
伝送するステップと、前記サーバ装置に保存された情報のうち、検索ワードに対応する情
報を受信するステップと、前記受信された情報を前記フォンブック画面上にディスプレイ
するステップとを含んでよい。
【００３４】
　本発明の更に別の実施形態によると、サーバ装置は、売場管理システム及びユーザ端末
装置と通信を行うための通信インターフェース部と、前記売場管理システムから受信され
る売場情報が売場別に記録される売場データベースと、前記ユーザ端末装置から受信され
るユーザ情報がユーザ別に記録されるユーザデータベースと、前記売場データベースに記
録された売場情報及び前記ユーザデータベースに記録されたユーザ情報を比較にてマッチ
する情報を探索し、相互マッチするユーザ情報及び売場情報が探索されると、前記探索さ
れた売場情報に含まれたクーポンを前記探索されたユーザ情報に対応するユーザ端末装置
に発行する制御部と、を含む。
【００３５】
　本発明の更に別の実施形態によると、売場管理システムは、クーポンを保存する保存部
と、サーバ装置と通信を行って前記クーポンを前記サーバ装置に伝送する通信部と、前記
サーバ装置を介して前記クーポンを発行されたユーザ端末装置と近距離無線通信方式で通
信し、支払いを行う支払い部と、前記支払い過程で前記クーポンが使用されると、アップ
デートされたクーポンを生成して前記保存部に保存し、前記アップデートされたクーポン
を前記サーバ装置に伝送する制御部とを含む。
【００３６】
　なお、検索方法を行うためのプログラムが保存された非一時的に読み取り可能な媒体が
提供されてよい。
【００３７】
　前記検索方法は、フォンブック画面をディスプレイするステップと、前記フォンブック
上に検索ワードが入力されると、前記検索ワードをサーバ装置に伝送するステップと、前
記サーバ装置に保存された情報のうち、前記検索ワードに対応する情報を受信するステッ
プと、前記受信された情報を前記フォンブック画面上にディスプレイするステップとを含
んでよい。
【００３８】
　または、ショッピングサービス提供方法を行うためのプログラムが保存された非一時的
に読み取り可能な媒体が提供されてよい。
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【００３９】
　前記ショッピングサービス提供方法は、アプリケーションの実行画面上に広告情報を表
示するステップと、広告情報が選択されると、ウォレットプログラムを自動実行させて支
払い手段を含む支払い画面を表示するステップと、支払い画面上で支払い手段が選択され
ると、選択された支払い手段を用いて支払いを行うステップとを含んでよい。
【００４０】
　そして、データ共有方法を実行するためのプログラムが保存された非一時的に読み取り
可能な媒体が提供されてよい。
【００４１】
　前記データ共有方法は、サーバ装置から受信されるお知らせメッセージを含むアプリケ
ーション実行画面をディスプレイするステップと、前記お知らせメッセージが選択される
と、前記お知らせメッセージに対応する有効情報を前記サーバ装置からダウンロードする
ステップと、ダウンロードされた前記有効情報を支払いプログラムに登録させるステップ
とを含んでよい。
【００４２】
　または、支払い方法を実行するためのプログラムが保存された非一時的に読み取り可能
な媒体が提供されてよい。
【００４３】
　前記支払い方法は、サーバ装置からダウンロードされる有効情報が他アプリケーション
を通じて提供されるステップと、前記有効情報を保存するステップと、売場管理システム
にアクセスされると、予め保存された有効情報の中から前記売場管理システムに対応する
有効情報を検索するステップと、前記検索された有効情報を適用し、前記売場管理システ
ムの支払い装置と支払いとを行うステップとを含んでよい。
【００４４】
　または、支払い方法を実行するためのプログラムが保存された非一時的に読み取り可能
な媒体が提供されてよい。
【００４５】
　前記支払い方法は、他アプリケーションによってサーバ装置からダウンロードする有効
情報を登録するステップと、支払いが開始されると、前記登録された有効情報を適用して
支払い金額を算定するステップと、前記支払い金額に対する支払いプロセスを進めるステ
ップとを含んでよい。
【００４６】
　一方、本発明の更に別の実施形態によると、ユーザ端末装置は、サーバ装置と通信を行
うための通信部と、前記サーバ装置から受信した有効情報が保存された保存部と、前記ユ
ーザ端末装置の位置を検出する位置検出部と、前記保存された有効情報のうち、前記位置
に対応する有効情報をおすすめする画面をディスプレイするディスプレイ部と、前記画面
上で少なくとも１つの有効情報が選択されると、前記選択された有効情報を用いて電子シ
ョッピングを行う制御部とを含む。
【００４７】
　そして、前記制御部は、前記ユーザ端末装置の位置と、前記有効情報を発信した売場の
間の距離を各有効情報別に算出し、前記距離が近い順に予め設定された数の有効情報をお
すすめしてよい。
【００４８】
　なお、前記制御部は、前記ユーザ端末装置の位置を基準に予め設定された距離内の売場
から発信された有効情報のうち、人気度を基準に前記有効情報をおすすめしてよい。
【００４９】
　なお、前記有効情報は、クーポン情報及びイベント情報のうち少なくとも一方であり、
前記制御部は、前記電子ショッピングを行うためのイベントが発生すると、ウォレットア
プリケーション及び位置基盤おすすめアプリケーションをそれぞれ実行させて前記有効情
報をおすすめし、前記おすすめされた有効情報の中から少なくとも１つの有効情報が選択
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されると、選択された有効情報を用いて支払い金額を算出してよい。
【００５０】
　一方、本発明の更に別の実施形態によると、ユーザ端末装置は、フォンブック情報が保
存された保存部と、ユーザ端末装置の位置を検出するための位置検出部と、位置基盤おす
すめメニューが含まれた画面をディスプレイするディスプレイ部と、前記位置基盤おすす
めメニューが選択されると、サーバ装置に登録された事業者情報のうち、前記位置を基準
に予め設定された領域内に位置する事業者情報をサーバ装置から受信する通信部と、前記
受信された事業者情報を前記フォンブック情報に追加する制御部とを含む。
【００５１】
　なお、前記制御部は、フォンブックプログラムが実行されると、前記フォンブック情報
を用いてフォンブック画面をディスプレイし、前記フォンブック画面内のグループメニュ
ーに前記受信された事業者情報をグルーピングした新規グループを追加表示してよい。
【００５２】
　一方、本発明の更に別の実施形態によると、ユーザ端末装置は、ディスプレイ部と、電
話通話のためのコール処理部と、電話発信が行われると、発信情報をサーバ装置に伝送し
、電話の相手の発信した情報を前記サーバ装置から受信する通信部と、前記電話発信の後
に接続が行われるまで前記情報を含む通話待機画面を構成して前記ディスプレイ部にディ
スプレイする制御部とを含む。
【００５３】
　ここで、前記情報は、広告フレーズ、イメージ、クーポン、イベント案内カード、最新
クーポン発信事実を報知するためのメッセージのうち、少なくとも１つを含んでよい。
【００５４】
　なお、ユーザ端末装置は、ディスプレイ部と、フォンブック情報が保存された保存部と
、前記ユーザ端末装置の位置を検出するための位置検出部と、前記ユーザ端末装置の位置
をサーバ装置に伝送する通信部と、前記フォンブック情報に登録された事業者のうち、前
記位置に対応する事業者が発信した広告情報が前記サーバ装置から受信されると、前記受
信された広告情報を前記ディスプレイ部にディスプレイする制御部とを含んでよい。
【００５５】
　なお、本発明の更に別の実施形態によると、サーバ装置は、予め登録された事業者の発
信した情報が保存されるデータベース部と、ユーザ端末装置から位置情報を受信する通信
部と、前記データベース部に保存された情報の中から、前記ユーザ端末装置のフォンブッ
クプログラムに登録された事業者の発信した情報を検出し、検出された情報を前記ユーザ
端末装置に伝送する制御部とを含む。
【００５６】
　なお、本発明の更に別の実施形態によると、サーバ装置は、ユーザ端末装置で電話発信
が行われると、その発信情報を獲得する通信部と、予め登録された事業者の発信した情報
が保存されたデータベース部と、前記データベース部に保存された情報の中から、前記ユ
ーザ端末装置の発信情報に対応する事業者の発信した情報を検出し、前記ユーザ端末装置
に伝送する制御部とを含む。
【００５７】
　ここで、前記情報は、広告フレーズ、イメージ、クーポン、イベント案内カード、最新
クーポン発信事実を報知するためのメッセージのうち、少なくとも１つを含んでよい。
【００５８】
　なお、前記制御部は、前記発信情報を伝送した前記ユーザ端末装置に関する情報が未保
存の状態なら、前記ユーザ端末装置のユーザを新規顧客として前記データベース部に登録
し、前記発信情報を有する事業者から新規顧客確認命令が入力されると、前記登録された
新規顧客に関する情報を前記事業者に伝送してよい。
【００５９】
　なお、本発明の一実施形態に係るサーバ装置のサービス提供方法は、登録された事業者
から有効情報生成要請が入力されると、前記事業者に関する有効情報を生成するステップ



(10) JP 2015-531176 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

と、前記有効情報を保存するステップと、予め設定された条件が満たされると、ユーザに
対して前記有効情報を伝送するステップと、前記有効情報に関連する履歴情報を保存する
ステップと、前記事業者から前記履歴情報に対する要請が入力されると、前記履歴情報を
前記事業者に提供するステップとを含む。
【００６０】
　以上説明したように、本発明によれば、アプリケーション画面を用いて広告情報をはじ
めとする多様な情報を表示することができる。それにより、ショッピングに関連する多様
なサービスを提供することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の一実施形態に係るネットワークシステムの構成を示すブロック図である
。
【図２】本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る広告サービス提供方法を説明するためのフローチャー
トである。
【図４】本発明の多様な実施形態に係る広告報知方法を説明するための図である。
【図５】本発明の多様な実施形態に係る広告報知方法を説明するための図である。
【図６】本発明の多様な実施形態に係る広告報知方法を説明するための図である。
【図７】本発明の多様な実施形態に係る広告報知方法を説明するための図である。
【図８】本発明の多様な実施形態に係る広告報知方法を説明するための図である。
【図９】本発明の多様な実施形態に係る広告報知方法を説明するための図である。
【図１０】本発明の多様な実施形態に係る広告報知方法を説明するための図である。
【図１１】本発明の別の実施形態に係る広告サービス提供方法を説明するためのフローチ
ャートである。
【図１２】本発明の多様な実施形態に係る広告情報提供方法を説明するための図である。
【図１３】本発明の多様な実施形態に係る広告情報提供方法を説明するための図である。
【図１４】本発明の多様な実施形態に係る広告情報提供方法を説明するための図である。
【図１５】本発明の多様な実施形態に係る広告情報提供方法を説明するための図である。
【図１６】本発明の多様な実施形態に係る広告情報提供方法を説明するための図である。
【図１７】本発明の更に別の実施形態に係る広告サービス提供方法を説明するためのタイ
ミング図である。
【図１８】サーバ装置のデータベース生成方法を説明するための図である。
【図１９】固有情報保存方法を説明するためのフローチャートである。
【図２０】ユーザ端末装置を用いた固有情報保存方法を説明するための図である。
【図２１】本発明の更に別の実施形態に係る広告サービス提供方法を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２２】図２１の広告サービス提供方法を説明するための図である。
【図２３】本発明の更に別の実施形態に係る広告サービス提供方法を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２４】広告サービスを提供するユーザ端末装置の画面構成例を示す図である。
【図２５】広告サービスを提供するユーザ端末装置の画面構成例を示す図である。
【図２６】広告サービスを提供するユーザ端末装置の画面構成例を示す図である。
【図２７】ネットワークシステムの別の構成例を示す図である。
【図２８】広告アプリケーションを用いて広告サービスを提供する方法を説明するための
フローチャートである。
【図２９】広告アプリケーションの実行画面の多様な例を示す図である。
【図３０】広告アプリケーションの実行画面の多様な例を示す図である。
【図３１】広告アプリケーションの実行画面の多様な例を示す図である。
【図３２】広告アプリケーションの実行画面の多様な例を示す図である。
【図３３】広告アプリケーションの実行画面の多様な例を示す図である。
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【図３４】広告アプリケーションの実行画面の多様な例を示す図である。
【図３５】広告アプリケーションの実行画面の多様な例を示す図である。
【図３６】広告アプリケーションの実行画面の多様な例を示す図である。
【図３７】広告アプリケーションの実行画面の多様な例を示す図である。
【図３８】広告アプリケーションの実行画面の多様な例を示す図である。
【図３９】サーバ装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図４０】サーバ装置におけるデータ管理方法を説明するためのフローチャートである。
【図４１】広告提供サーバを用いた広告情報発信方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【図４２】広告提供サーバを用いたＱＲコード（登録商標）生成方法を説明するためのフ
ローチャートである。
【図４３】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図４４】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図４５】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図４６】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図４７】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図４８】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図４９】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図５０】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図５１】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図５２】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図５３】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図５４】広告提供サーバで提供する広告生成画面の多様な例を示す図である。
【図５５】ネットワークシステムの更に別の構成例を示す図である。
【図５６】本発明の更に別の実施形態に係るネットワークシステムの構成及び動作を説明
するための図である。
【図５７】ネットワークシステムにおけるショッピングサービス提供方法を説明するため
のタイミング図である。
【図５８】本発明の更に別の実施形態に係るネットワークシステムの構成及び動作を説明
するための図である。
【図５９】お知らせメッセージを用いて有効情報を発信される過程を説明するための図で
ある。
【図６０】ネットワークシステムの動作の別の例を説明するための図である。
【図６１】ネットワークシステムの細部構成の例を示す図である。
【図６２】本発明の一実施形態に係る支払いシステムの構成を示す図である。
【図６３】ウォレットプログラムが管理する情報構造の一例を示す図である。
【図６４】ＰｏＳシステムが管理する情報構造の一例を示す図である。
【図６５】本発明の一実施形態に係る支払い方法を説明するためのフローチャートである
。
【図６６】ネットワークシステムの更に別の動作を説明するための図である。
【図６７】ネットワークシステムに使用される売場管理システムの構成の一例を示すブロ
ック図である。
【図６８】ネットワークシステムに使用されるサーバ装置の構成の一例を示すブロック図
である。
【図６９】ウォレットプログラムがクーポンを自動的に検索する方法を説明するためのフ
ローチャートである。
【図７０】本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置の構成を示すブロック図である。
【図７１】ユーザ端末装置で使用されるプログラム構成の一例を示す図である。
【図７２】本発明の別の実施形態に係るユーザ端末装置の構成を示すブロック図である。
【図７３】本発明の更に別の実施形態に係るサービス提供システムの構成を示す図である
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。
【図７４】クーポン生成のための生成画面の一例を示す図である。
【図７５】図７３のサービス提供システムのサービス提供方法を説明するための図である
。
【図７６】サーバ装置で提供する管理画面の一例を示す図である。
【図７７】本発明の更に別の実施形態に係るユーザ端末装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図７８】有効情報をおすすめする方法を説明するためのフローチャートである。
【図７９】有効情報をおすすめする多様な方法例を示す図である。
【図８０】有効情報をおすすめする多様な方法例を示す図である。
【図８１】有効情報をおすすめする多様な方法例を示す図である。
【図８２】フォンブック情報及び位置情報を用いて情報を提供する方法を説明するための
フローチャートである。
【図８３】位置情報を用いて事業者情報を受信する方法を説明するためのフローチャート
である。
【図８４】事業者情報を受信して利用する方法例を示す図である。
【図８５】事業者情報を受信して利用する方法例を示す図である。
【図８６】発信情報を用いてサービスを提供するユーザ端末装置の構成を示すブロック図
である。
【図８７】図８６のユーザ端末装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図８８】サーバ装置から受信された情報を用いて通話待機画面を構成する方法を説明す
るための図である。
【図８９】発信情報を用いてサービスを提供するネットワークシステムの構成を示す図で
ある。
【図９０】図８９のネットワークシステムに使用されるサーバ装置の構成を示すブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００６２】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。な
お、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、
同一の符号を付することにより重複説明を省略する。なお、本発明の要旨を曖昧にするお
それのある公知技術及び構成に対する詳細な説明は省略する。
【００６３】
　一方、本明細書及び図に開示された本発明の実施形態は、本発明の技術内容を容易に説
明し、本発明の理解を促すために特定の例を提示したものに過ぎず、本発明の範囲を限定
するものではない。ここで、開示された実施形態の他にも、本発明の技術的な思想を基と
する別の変形例が実施可能であることは、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する
者に自明である。
【００６４】
　図１は、本発明の一実施形態に係るネットワークシステムの構成を示すブロック図であ
る。図１によると、システムはサーバ装置２００と複数のユーザ端末装置１００－１～１
００－ｎを含む。サーバ装置２００と複数のユーザ端末装置１００－１～１００－ｎはネ
ットワーク１０を通じて通信を行うことができる。
【００６５】
　ネットワーク１０は、多様な類型で実現されてよい。例えば、３Ｇや４Ｇ（Ｇｅｎｅｒ
ａｔｉｏｎ）移動通信網、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、ＩＥＥＥ無線通信網
、クラウドネットワーク等のような多様な通信ネットワークが利用されてよい。ユーザ端
末装置１００－１～１００－ｎは、携帯電話や有線電話、タブレットパソコン、ＰＤＡ、
パソコン、ＭＰ３プレーヤ、テレビ等のような多様な電子装置で実現されてよい。サーバ
装置２００は、ウェブサーバ、クラウドサーバ等で実現されてよい。図１においては、説
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明の便宜上、サーバ装置２００が１つの装置として示しているが、サーバ装置２００の種
類及び数は実施形態に応じて多様に変更されてよい。
【００６６】
　サーバ装置２００は、複数のユーザ端末装置１００－１～１００－ｎのそれぞれと連動
して多様なサービスを提供することができる。具体的には、各種広告情報を提供する広告
サービス、連絡先提供サービス、物品購入のためのショッピングサービス及びこのような
サービスが組み合わせられた類型のサービス等を提供することができる。図１のシステム
は、当該システムから提供されるサービスの種類に応じて、広告システム、ショッピング
システム、連絡先提供システム等のような多様な名前に呼ばれてよいが、以下では説明の
便宜上、ネットワークシステムとして説明を進める。
【００６７】
　サーバ装置２００は、各ユーザ端末装置１００－１～１００－ｎと通信を行い、各ユー
ザ端末装置１００－１～１００－ｎに個別に保存する情報を受信することができる。サー
バ装置２００は、受信された情報を用いて、データベースをアップデートさせる。データ
ベースには、各ユーザ端末装置１００－１～１００－ｎにおいて保存する電話番号や、名
称、住所情報、メールアドレス、ホームページ情報、広告フレーズ等のような多様な情報
が記録されてよい。
【００６８】
　ユーザ端末装置１００－１～１００－ｎは、携帯電話、タブレットパソコン、ラップト
ップパソコン、ＰＤＡ、電子手帳、電子書籍、ＭＰ３プレーヤ等のように携帯可能な装置
や、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、ＴＶ（Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）、キ
ヨスク端末、デジタルフォトフレーム等のように固定された位置で使用する装置等のよう
に多様に実現されてよい。本明細書では、ユーザ端末装置という名前に統一して記載する
。
【００６９】
　ユーザ端末装置１００－１～１００－ｎは、その性格に応じて多様に区分してよい。例
えば、一般ユーザが使用する常用デバイス、各種売場でビジネス目的で使用する業務用デ
バイス、広告コンテンツ等を提供する広告事業者が使用する専用デバイス等に区分してよ
い。
【００７０】
　実施形態によって、ネットワークシステムには常用デバイス、業務用デバイス、専用デ
バイスのうち少なくとも１つ以上のユーザ端末装置が含まれてよい。よって、ネットワー
クシステムは各種広告サービス、検索サービス、支払いサービス、ショッピングサービス
等のような多様なサービスを提供することができる。特に、サーバ装置２００は、各ユー
ザ端末装置１００－１～１００－ｎにインストールされたアプリケーションと連動し、上
述のサービスを提供することができる。以下では、本発明の多様な実施形態について具体
的に説明する。
【００７１】
＜プッシュ方式で広告サービスを提供する実施形態＞
　本発明の第１実施形態によると、サーバ装置２００は各ユーザ端末装置１００－１～１
００－ｎにインストールされたアプリケーションと連動し、各種情報を提供することがで
きる。
【００７２】
　本実施形態によると、各ユーザ端末装置１００－１～１００－ｎが受信する情報には、
広告メッセージ、お知らせメッセージ、クーポン、招待状、ニュース、スタンプカード等
のような多様な情報が含まれてよい。このうち、お知らせメッセージとは、広告受信事実
またはアップデート有無等を報知するためのメッセージを意味し、広告メッセージとは、
モバイルネットワークを通じて伝送されるメッセージのうち、広告する意図で作成された
イメージ、テキスト等を含むメッセージを意味する。本実施形態においては、説明の便宜
上、このような多様な情報を通称して広告情報と記載する。
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【００７３】
　ユーザ端末装置１００は、各種アプリケーションをサーバ装置２００と同期化させて広
告サービスを提供することができる。具体的には、フォンブックアプリケーション、カレ
ンダーアプリケーション、ギャラリープログラム等で使用するデータがサーバ装置２００
等と同期化されてよい。
【００７４】
　図２は、本発明の一実施形態に係るユーザ端末装置１００の構成を示すブロック図であ
る。図２のユーザ端末装置１００は、図１のネットワークシステムを構成するユーザ端末
装置１００－１～１００－ｎのいずれか１つであってよい。図２によると、ユーザ端末装
置１００は、通信部１１０と、制御部１２０と、保存部１３０及びディスプレイ部１４０
を含む。
【００７５】
　通信部１１０は、サーバ装置２００をはじめとする多様な外部装置と通信を行うための
構成要素である。通信部１１０は、３Ｇ、４Ｇ、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）
、ＩＥＥＥ等のような多様な通信方式によって通信を行うことができる。
【００７６】
　保存部１３０は、ユーザ端末装置１００を駆動させるためのＯ／Ｓ（Ｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　ｓｙｓｔｅｍ）、ファームウェア、アプリケーション等のような多様なプログラム、
プログラム実行に必要なデータ及びコンテンツを保存することができる。一例として、保
存部１３０はフォンブックアプリケーション、カレンダーアプリケーション、ギャラリー
アプリケーション等のようなプログラムを保存することができる。フォンブックアプリケ
ーションとは、ユーザが入力したり外部装置から受信した名前、電話番号、写真、住所、
Ｅ－ｍａｉｌ、メッセンジャアドレス、ＳＮＳアドレス等のような多様な固有情報を管理
し、このような固有情報が選択されると、選択された固有情報に対応する機能を連動させ
るアプリケーションを意味する。カレンダーアプリケーションとは、日付及び曜日に区分
されたカレンダーを提供し、カレンダー内にユーザの記入する各種日程を管理するアプリ
ケーションを意味する。ギャラリーアプリケーションとは、ユーザが撮影したりダウンロ
ードした動画または静止映像をユーザの操作によって閲覧できるように提供するアプリケ
ーションを意味する。
【００７７】
　制御部１２０は、ユーザの選択によって、保存部１３０に保存されたプログラム及びデ
ータを用いて多様な画面を構成する。具体的には、各種アプリケーション実行画面やホー
ム画面、アイコン画面、コンテンツ再生画面等のような多様な画面を構成することができ
る。
ディスプレイ部１４０は、制御部１２０において構成した画面をディスプレイする。
【００７８】
　上述のように、制御部１２０はフォンブックアプリケーション、カレンダーアプリケー
ション、ギャラリーアプリケーション等で使用するデータをサーバ装置２００のような外
部装置に伝送し、同期化させることができる。
【００７９】
　フォンブックアプリケーションの場合を例えると、制御部１２０は定められた時間周期
が到来したり、フォンブック情報が変更（削除、追加、修正）される度に、サーバ装置２
００とフォンブック情報を同期化することができる。
【００８０】
　例えば、少なくとも１つの広告主（すなわち、各種売場）の名前、電話番号、住所、ホ
ームページアドレス、Ｅ－ｍａｉｌアドレス、ＩＤ等のような各種固有情報がフォンブッ
クに登録されると、制御部１２０は通信部１１０を介してフォンブックに登録された情報
をサーバ装置２００に伝送することができる。
【００８１】
　これらの固有情報は、ユーザ端末装置１００のフォンブックメニューを通じて、手動で
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登録されたり、通話またはメッセージ送受信ログ記録で特定の広告主のログ記録選択の後
に連絡先追加メニュー入力を通じて登録されたり、以前に受信されたモバイル広告メッセ
ージに含まれた連絡先追加メニュー入力を通じて登録されてよい。
【００８２】
　実施形態によって、制御部１２０はフォンブックに登録された広告主に対する情報のみ
をサーバ装置２００に伝送することができ、フォンブック全体をサーバ装置２００に伝送
することもできる。または、フォンブック内で各種情報を区分するためのカテゴリを基準
に、特定カテゴリに含まれた情報のみをサーバ装置２００に伝送することもできる。その
後、ユーザ端末装置１００はフォンブックに登録された広告主の発信する広告情報を受信
してユーザに提供することができる。
【００８３】
　一方、ユーザ端末装置１００は、フォンブック以外に他のアプリケーションによって入
力される情報をサーバ装置２００に提供することもできる。この場合、サーバ装置２００
は、各ユーザ端末装置から提供される情報をパーシング（Ｐａｒｓｉｎｇ）し、マッチす
る広告主、すなわち売場を決定することができる。
【００８４】
　カレンダープログラムを利用する場合を例えると、ユーザはカレンダープログラムを実
行させ、自分のスケジュールを入力することができる。スケジュールには、日付及び時間
以外に場所も含まれてよい。例えば、“１月２５日の午後２時にＡＢＣＤカフェ－業務会
議”というスケジュールが入力されているとしたら、制御部１２０は当該スケジュール情
報をサーバ装置２００に伝送する。サーバ装置２００には、インテリジェントサーバが含
まれてよい。インテリジェントサーバは、各ユーザ端末装置２００から伝送されたスケジ
ュール情報を分析し、ＡＢＣＤカフェのようなキーワードを抽出する。インテリジェント
サーバは、予め保存された広告主情報のうち、ＡＢＣＤカフェに対応する広告主を選択す
る。そして、当該広告主（すなわち、ＡＢＣＤカフェ）で発行したクーポンや招待状、イ
ベント等のような広告情報が存在するかを判断する。判断結果、クーポンが存在する場合
、インテリジェントサーバは当該スケジュール情報を伝送したユーザ端末装置１００にク
ーポンの存在事実を報知するお知らせメッセージを伝送する。お知らせメッセージは、多
様な方式で表示されてよい。一例として、お知らせメッセージはカレンダープログラムの
実行画面内に表示されてよい。よって、ユーザがお知らせメッセージを選択すると、ユー
ザ端末装置１００はそのクーポンをサーバ装置２００からダウンロードすることができる
。
【００８５】
　または、ユーザ端末装置１００は、ギャラリープログラムを用いて、サーバ装置２００
と連動することもできる。すなわち、ユーザ端末装置１００では、写真が撮影されると、
撮影された写真及びそのメタデータを保存部１３０に保存する。ギャラリープログラムは
、このような写真及びメタデータを管理するためのプログラムである。メタデータには、
写真撮影場所、撮影時間、写真撮影時に通信接続されていたＡＰアドレス等が含まれてよ
い。制御部１２０は、写真撮影が行われると、そのメタデータをサーバ装置２００に伝送
することができる。サーバ装置２００のインテリジェントサーバは、予め保存された広告
主情報のうち、当該メタデータに含まれた場所、ＡＰアドレス等に対応する位置の広告主
に関する情報を選択することができる。この場合、１つに選択することが困難な場合、一
定半径内に位置する複数の売場を選択することもできる。サーバ装置２００は、選択され
た売場に対するお知らせメッセージをユーザ端末装置１００に伝送する。制御部１２０は
、受信されたお知らせメッセージをギャラリープログラムの実行画面内に表示することが
できる。ユーザがお知らせメッセージを選択すると、制御部１２０は選択されたお知らせ
メッセージに対応する売場の広告情報をギャラリープログラムの実行画面に提供すること
ができる。
【００８６】
　その他にも、ユーザ端末装置１００は多様なアプリケーションの実行過程で入力される
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データをサーバ装置２００に提供し、サーバ装置２００から選別的な広告情報を提供され
てよい。
　一方、広告情報は、多様な方式で提供されてよい。
【００８７】
　一例として、制御部１２０は、フォンブックに登録された広告主から発信された少なく
とも１つの広告情報が通信部１１０を介してサーバ装置２００から受信されると、広告情
報の受信事実をユーザに報知することができる。このとき、制御部１２０は、フォンブッ
クに基づいて広告情報の受信事実を報知することができる。
【００８８】
　具体的には、制御部１２０は、広告情報の受信事実を報知するためのポップアップウィ
ンドウをディスプレイしたり、ディスプレイ部１４０の一側で内側にスライドされつつ表
示されるスライドダイアログウィンドウをディスプレイすることができる。または、フォ
ンブックアプリケーションに対応するアイコンに受信事実を報知するたための添付記号を
追加表示したり、お知らせ音を出力する方式で報知することもできる。
【００８９】
　制御部１２０は、広告情報に対する確認要請信号が入力されると、受信された広告情報
をディスプレイ部１４０にディスプレイする。確認要請信号は、ポップアップウィンドウ
、スライドダイアログウィンドウ、アイコン等を選択したり、別途の確認ボタンを選択す
る方式で入力されてよい。広告情報の受信事実を通知する方法及びそれに対して確認要請
信号を入力する方法等については、具体的に後述する。
【００９０】
　図３は、ユーザ端末装置で広告サービスを提供する方法の一例を説明するためのフロー
チャートである。
【００９１】
　図３によると、ユーザ端末装置は広告主の固有情報がフォンブックに登録されると、登
録された広告主の固有情報をサーバ装置２００に伝送する（Ｓ３１０）。サーバ装置２０
０は、伝送された広告主の固有情報をデータベースに記録して管理する。サーバ装置２０
０は、管理中の広告主に対応する情報が新規登録されると、新規情報の登録事実を、その
広告主に関する情報を有するユーザ端末装置１００に伝送する。
【００９２】
　ユーザ端末装置１００は、その通知事実を簡単な方式でユーザに報知することができる
（Ｓ３３０）。報知方式については、後述の図を参照して具体的に説明する。
【００９３】
　ユーザは、通知された広告情報を確認するために、確認要請を入力することができる（
Ｓ３４０）。ユーザ端末装置１００は、確認要請に応じて広告情報をダウンロードする（
Ｓ３５０）。そして、ダウンロードされた広告情報を画面上に表示する（Ｓ３６０）。
【００９４】
　ユーザ端末装置１００は、定められた時間の間にユーザの確認要請が入力されない場合
、新規情報に対するお知らせを削除する。以下では、新規情報に対する報知方式について
具体的に説明する。
【００９５】
　図４は、アイコンに添付記号を表示して新規広告情報の発生有無を通知する方法を説明
するための図である。以下の明細書及び図に記載された各種業者名や連絡先情報等は、説
明の便宜上のため、任意に作られた用語に過ぎず、特別な意味を有するものではない。
【００９６】
　図４によると、ユーザ端末装置１００は、ホーム画面４００をディスプレイすることが
できる。ホーム画面４００とは、ユーザ端末装置１００の初期画面またはメイン画面を意
味する。
【００９７】
　図４の（ａ）は、ホーム画面４００の一例を示す。ホーム画面４００には、各種アプリ
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ケーションやフォルダに対するアイコン４１０と、ウィジェット画面４２０と、固定メニ
ュー４３０～４６０等が表示されてよい。固定メニュー４３０～４６０には、電話アイコ
ン４３０、フォンブックアイコン４４０、メッセージアイコン４５０、アプリケーション
確認アイコン４６０等が表示されてよいが、必ずしもそれに限定されるものではない。ア
プリケーション確認アイコン４６０が選択されると、ホーム画面４００は各種アプリケー
ション及びフォルダに対するアイコンの整列されるアイコン整列画面に変更されてよい。
アイコン整列画面でも、固定メニュー４３０～４６０はその位置に固定的に表示されてよ
いが、アプリケーション確認アイコン４６０はホーム画面変更アイコンに変更されて表示
されてよい。
【００９８】
　制御部１２０は、サーバ装置２００から新規広告情報の登録された事実が通知されると
、図４の（ｂ）に示すように、フォンブックアプリケーションに対応するアイコン４４０
の一側に添付記号を表示する。図４の（ｂ）では、新規情報の数を示す数字が添付記号と
して使用された場合を示す。このような添付記号は数字に限定されたものではなく、簡単
なテキストやイメージで実現されてよい。ユーザは添付記号を見て、当該アイコン４４０
を選択することができる。アイコン４４０が選択されると、制御部１２０はアイコン４４
０に対応するプログラムを実行させ、その実行画面をディスプレイ部１４０に表示する。
図４に示すように、フォンブックアプリケーションのアイコン４４０が選択された場合に
は、制御部１２０はフォンブック画面をディスプレイする。フォンブック画面内には、新
規情報に対するお知らせメッセージが表示されてよい。フォンブック画面でお知らせメッ
セージが選択されると、制御部１２０は選択されたお知らせメッセージに対応する新規情
報をサーバ装置２００からダウンロードして表示する。
【００９９】
　図５は、新規情報の報知方式の別の例を示す。図５の（ａ）に示すように、ホーム画面
４００が表示された状態で新規情報の登録事実が通知されると、図５の（ｂ）に示すよう
に、制御部１２０は新規情報の登録事実を報知するためのお知らせメッセージをスライド
ダイアログ画面４７０の形態で表示する。スライドダイアログ画面４７０とは、画面の一
側で内側にスライドされるように漸進的に拡張される形の画面を意味する。スライドダイ
アログ画面４７０には、簡単なテキストと新規情報の数とを報知するための数字、イメー
ジ等が表示されてよい。このような状態でユーザがスライドダイアログ画面４７０が選択
されると、制御部１２０は、図５の（ｃ）に示すように、その新規情報を受信したアプリ
ケーションの実行画面をディスプレイする。図５の（ｃ）では、フォンブック画面５００
が表示された状態を示す。図５の（ｃ）によると、フォンブック画面５００には検索ワー
ド入力領域５１０と、連絡先情報５２０とともに、新規情報に対するお知らせメッセージ
５３０が表示される。お知らせメッセージ５３０のうちの１つが選択されると、制御部１
２０は選択されたお知らせメッセージに対応する新規情報をサーバ装置２００からダウン
ロードして、ディスプレイする。
【０１００】
　図６は、お知らせメッセージを選択して新規情報を表示する方法の一例を説明するため
の図である。図６の（ａ）のように、お知らせメッセージ５３０を含むフォンブック画面
５００が表示された状態で、１つのお知らせメッセージが選択されると、制御部１２０は
選択されたお知らせメッセージに対応する情報をサーバ装置２００から受信してディスプ
レイする。図６の（ｂ）では、広告フレーズ６１０及びクーポン６２０等を含む広告情報
画面６００がディスプレイされた状態を示す。ユーザがクーポン６２０を選択すると、制
御部１２０は選択されたクーポン６２０に対応する有効情報を保存部１３０に保存し、ウ
ォレットアプリケーションのような支払いプログラムで利用するように処理することがで
きる。それについては、後述の別の実施形態で具体的に説明する。
【０１０１】
　図７は、お知らせメニューを用いてお知らせメッセージを確認する方法を説明するため
の図である。図７の（ａ）は、お知らせメニュー７００を含むフォンブック画面５００が
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表示された状態を示す。
【０１０２】
　お知らせメニュー７００とは、モバイル広告メッセージを確認するために、ユーザが選
択することができるメニューを意味する。図７の（ａ）に示すように、お知らせメニュー
７００は、バー（Ｂａｒ）状に表示されてよく、その形及び位置はこれに限定されるもの
ではない。お知らせメニュー７００には、未確認の新規情報の数が同時表示されてよい。
図７の（ａ）では、２つの新規情報があることを報知するための数２が表示された状態を
示す。未確認のメッセージが存在しない場合、お知らせメニュー７００そのものが表示さ
れなくてよく、他にはメッセージ数が０と表示されてよい。
【０１０３】
　お知らせメニュー７００は、フォンブックプログラムそのものでフォンブックリスト内
に生成するメニューで実現されてよく、フォンブックプログラムとは別途に生成されるグ
ラフィック客体（ｇｒａｐｈｉｃ　ｏｂｊｅｃｔ）で実現されてよい。すなわち、制御部
１２０は、フォンブックプログラムの実行によって生成されるフォンブック画面とお知ら
せメニュー７００を互いに異なるグラフィックレイヤでレンダリングすることができる。
よって、フォンブック５００のレイアウトを変更せずにお知らせメニュー７００を重畳表
示することができる。
【０１０４】
　制御部１２０は、お知らせメニュー７００が選択されると、図７の（ｂ）に示すように
、受信されたお知らせメッセージ全体７１０をフォンブック画面５００に追加表示するこ
とができる。図６の例と比較すると、図７では、フォンブック画面５００内にはお知らせ
メッセージが即座に表示されずに、お知らせメニュー７００が先に提供され、お知らせメ
ッセージはそのお知らせメニューが選択された際に表示されるように段階的に実現されて
よい。
【０１０５】
　図８は、お知らせメッセージを選択して新規情報を表示する方法の別の例を説明するた
めの図である。図８の（ａ）によると、フォンブック画面５００内には、新規情報に対す
るお知らせメッセージが、他情報とともにフォンブックリスト５２０に表示されてよい。
すなわち、新規情報は、フォンブック画面に予め登録された連絡先情報（仮に、広告主連
絡先）に対応するため、当該連絡先情報をフォンブックリスト５２０内で識別力をもって
表示する方式で、ユーザに通知することができる。図８では、新規情報の受信事実を報知
するために、感嘆符（！）のような添付記号５４１、５４２が使用された場合を示してい
るが、フォンブック画面は必ずしもこのような形態に限定されるものではない。例えば、
新規情報に対応する連絡先情報枠を他の枠に比べて大きく表示したり、ハイライト表示し
て新規情報の受信事実を通知することもできる。
【０１０６】
　制御部１２０は、新規情報に対応する連絡先情報が選択されると、当該新規情報をサー
バ装置２００から受信し、図８の（ｂ）に示すように、ディスプレイすることができる。
図８の（ｂ）では、各種広告フレーズを含む広告情報画面８００が表示された状態を示す
。
【０１０７】
　以上のように、フォンブックに登録された広告主から受信される各種情報はフォンブッ
クアプリケーションによって多様な形態で提供されてよい。上述のように、このような情
報は、フォンブックアプリケーション以外のカレンダープログラムや、ギャラリープログ
ラムによって提供されてよい。
【０１０８】
　図９は、カレンダープログラムを用いて、新規情報を提供する方法を説明するための図
である。図９の（ａ）はカレンダープログラムの実行画面、すなわち、カレンダー画面を
示す。図９の（ａ）によると、カレンダー画面９００内には年、月、日、曜日等が表示さ
れる。フォンブックに登録された広告主が特定期限内に使用可能な招待状のような情報を
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サーバ装置２００に登録した場合、サーバ装置２００は当該広告主に対する連絡先情報を
有するユーザ端末装置１００にお知らせメッセージを伝送することができる。カレンダー
プログラムはお知らせメッセージ内の日付情報を用いて、カレンダー画面９００内の特定
日付を識別力をもって表示することができる。図９の（ａ）では、特定期限に対して別の
日付と区別できるようにボックス９１０、９２０及び添付記号９１１、９２１を表示した
状態を示す。このような状態で、ユーザが１つのボックス９１０または添付記号９１１を
選択した場合、制御部１２０は当該日付に対応する情報をサーバ装置２００からダウンロ
ードし、その情報に基づいてお知らせ画面９３０を表示する。図９の（ｂ）では、お知ら
せ画面９３０の一例を示す。お知らせ画面９３０内には、広告のための各種フレーズ９３
１、９３２が表示されてよい。
【０１０９】
　図１０は、ギャラリープログラムを用いて新規情報を提供する方法を説明するための図
である。図１０の（ａ）は、ギャラリープログラムに対応するアイコンが選択された際、
表示されるギャラリー画面１０００を示す。ギャラリー画面１０００内には、各種動画コ
ンテンツ及び静止映像コンテンツを含むフォルダ１０１０、１０２０、１０３０、１０４
０が表示されてよい。図１０の（ａ）では、各フォルダ１０１０、１０２０、１０３０、
１０４０が複数のサムネールイメージが重なった形で表示されているが、各フォルダ１０
１０、１０２０、１０３０、１０４０はフィルだイメージで表示されてよい。フォルダ１
０１０、１０２０、１０３０、１０４０のうち、新規情報を含むフォルダ１０４０には添
付記号１０４１が追加で表示されてよい。制御部１２０は、添付記号１０４１の追加され
たフォルダ１０４０が選択されると、選択されたフォルダ１０４０内のイメージに対する
サムネールイメージをディスプレイ部１４０にディスプレイする。
【０１１０】
　図１０の（ｂ）では、複数のサムネールイメージ１０５１～１０５６が表示された状態
を示す。図１０の（ｂ）によると、複数のサムネールイメージ１０５１～１０５６のうち
、新規情報に対応するイメージ１０５１、１０５２、１０５３が同時に表示される。具体
的には、売場の写真、広告イメージ、クーポンイメージ等が表示されてよい。新規情報を
示すためのイメージはハイライト表示され、他イメージ１０５４、１０５５、１０５６と
区別されてよい。サーバ装置２００は、広告主から写真が登録されると、当該広告主の連
絡先情報を有しているユーザ端末装置に対して写真登録事実を通知する。通知されるユー
ザ端末装置１００は、図１０の（ａ）のようにギャラリープログラムを用いて写真登録事
実を報知し、ユーザがギャラリープログラムを実行させたり、新規の写真を確認するため
の確認要請を入力すると、当該写真をダウンロードして図１０の（ｂ）のように表示する
ことができる。
【０１１１】
　以上では、サーバ装置が広告主に関連する固有情報を有しているユーザ確認装置に対し
て広告主の情報発信事実を先に通知した後、ユーザ確認要請が受信されると、発信された
情報を伝送する実施形態について説明したが、通知の前に先に情報を受信することもでき
る。
【０１１２】
　図１１は、ユーザ端末装置の広告サービス提供方法の更に別の例を説明するためのフロ
ーチャートである。
【０１１３】
　図１１を参照すると、ユーザ端末装置１００の制御部１２０は、広告主の連絡先や、氏
名、住所、ＩＤ、ホームページアドレス、Ｅ－ｍａｉｌアドレス、ニックネーム、事業者
名等のような多様な固有情報がフォンブックに登録されると（Ｓ１１１０）、その固有情
報またはフォンブック自体をサーバ装置２００に伝送する。固有情報をフォンブックに登
録する方法は多様に実現されてよい。例えば、ユーザは、ユーザ端末装置１００の画面上
に表示されたフォンブックメニューを選択した後、広告主に関連する各種固有情報を手動
で記入することができる。制御部１２０は、記入された固有情報をフォンブックに登録す
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る。または、ユーザは通話またはメッセージ送受信ログ記録から特定の広告主のログ記録
を選択した後、連絡先追加メニューを選択することができる。この場合、制御部１２０は
、選択された広告主の固有情報をフォンブックに登録することができる。または、制御部
１２０は、サーバ装置１００で配信したメッセージをパーシングし、当該メッセージ内に
含まれた連絡先や業者名、ホームページアドレス、Ｅ－ｍａｉｌアドレス等のような固有
情報をフォンブックに自動的に登録させることもできる。
【０１１４】
　サーバ装置２００は、伝送された固有情報に対応する広告主から新規の広告情報が発信
されると、その広告情報をユーザ端末装置１００に伝送する。
【０１１５】
　ユーザ端末装置は、サーバ装置２００から伝送される広告情報を受信する（Ｓ１１２０
）。広告情報が連絡先を含む場合にはフォンブックアプリケーションが受信することがで
き、日程情報を含む場合にはカレンダーアプリケーションが受信することができ、写真や
動画コンテンツを含む場合にはギャラリーアプリケーションが受信することができる。
【０１１６】
　制御部１２０は、広告情報の受信事実を報知することができる（Ｓ１１３０）。受信事
実は図４ないし図１０で説明した方式またはこれらを組み合わせた方式等のように多様な
方式で報知することができる。その他にも、制御部１２０は、スピーカ（ＳＰＫ）を用い
て効果音を出力したり、振動発生部（図示せず）を通じて振動信号を出力し、広告情報の
受信事実を報知することもできる。
【０１１７】
　制御部１２０は、ユーザが受信された広告情報に対する確認要請を入力すると、受信さ
れた広告情報を画面上にディスプレイすることができる（Ｓ１１４０）。制御部１２０は
、広告情報を受信したプログラムの実行画面上に広告情報を表示することができる。例え
ば、フォンブックアプリケーションが実行された場合には、フォンブック画面上に広告情
報を表示することができる。
【０１１８】
　よって、ユーザはフォンブックに登録された広告主によって発信された各種広告情報を
受信することができる。以下では、第１及び第２実施形態に係る各種情報ディスプレイ方
法について具体的に説明する。
【０１１９】
　図１２は、フォンブックアプリケーションを用いて各種広告情報を提供する方法を説明
するための図である。ユーザがフォンブックアイコンを選択すると、制御部１２０は、図
１２の（ａ）に示すようなフォンブック画面１２１０をディスプレイする。フォンブック
画面１２１０内には複数のフォンブック項目が表示される。１つのフォンブック項目には
、代表イメージ１２１１、アイコン１２１２、お知らせフレーズ１２１３、名称１２１４
等が表示されてよい。アイコン１２１２は、当該フォンブック項目に表示された情報の種
類を意味する記号や文字で表現されてよい。具体的には、当該フォンブック項目がクーポ
ンを含んでいることを報知するクーポンアイコン１２１２ａ、１２１２ｂ、招待状を含ん
でいることを報知する招待状アイコン１２１２ｃ等のように、多様な形態で表現されてよ
い。クーポンアイコン１２１２ａ、１２１２ｂの形状はダウンロードが完了しているアイ
コン１２１２ａか、ダウンロードが完了していないアイコン１２１２ａ、１２１２ｂかに
応じて、異なるように表現されてよい。図１２の（ａ）では、クーポンアイコン１２１２
ａ、１２１２ｂ、招待状アイコン１２１２ｃのみを示しているが、その他にも、スタンプ
カードを含んでいることを報知するアイコンや、写真を含んでいることを報知するアイコ
ン等のように多様なアイコンが更に使用されてよい。各アイコン１２１２は、フォンブッ
ク項目のタイプによって、時間的に区分されるように色相や大きさ等が異なるように表示
されてよい。なお、フォンブックリストの各項目は図１２の（ｂ）に示すように、複数の
アイコンを含むこともできる。
【０１２０】
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　お知らせフレーズ１２１３は、各フォンブック項目内で名称１２１４の下側に表示され
てよい。お知らせフレーズ１２１３は、ユーザ端末装置１００のユーザがフォンブック登
録時に入力された各種フレーズや、広告主が登録させた各種広告フレーズ等で表示されて
よい。
【０１２１】
　なお、代表イメージ１２１１も、ユーザがフォンブック登録時に入力した写真や、広告
主から受信した広告イメージ、売場の写真等で表示されてよい。
【０１２２】
　図１２の（ａ）のフォンブック画面１２１０には、フォンブック項目以外にも、検索ワ
ード入力領域１２１６、お知らせメニュー１２１５等が更に含まれる。ユーザが、お知ら
せメニュー１２１５を選択すると、制御部１２０は図１２の（ｂ）に示すように、各種広
告情報を含む画面１２２０を表示する。このような画面１２２０は、お知らせメニュー１
２１５の性格に応じて、多様な方式で表示されてよい。例えば、お知らせメニュー１２１
５がフォンブックプログラムによって生成されるフォンブック画面そのものに含まれたメ
ニューなら、制御部１２０は、ユーザがお知らせメニュー１２１５を選択した際、広告情
報の整列された画面１２２０を即座にディスプレイすることができる。一方、お知らせメ
ニュー１２１５がフォンブックプログラムと別に生成され、フォンブック画面１２１０上
に重畳表示されたＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）なら、制御
部１２０は画面下段に表示されたお知らせメニュー１２１５をユーザの操作によって上方
にスクロールさせつつ、各種広告情報を含む画面１２２０が漸進的に表示されるように処
理することができる。
【０１２３】
　切り替わった画面１２２０内では、既存のフォンブック画面に表示されていた情報と、
未確認の新規広告情報が同時に表示されてよく、未確認の広告情報が優先的に表示されて
よい。既存のフォンブック画面に表示されていた情報と、未確認の新規広告情報が同時に
表示される場合、制御部１２０は、未確認の広告情報と既存の固有情報とが視覚的に区分
されるように、各項目の背景色や、大きさ、文字の大きさ、文字の色、フォントタイプ等
を変更したり、ハイライト効果を与えることができる。ユーザは、図１２の（ｂ）のよう
な画面で特定項目を選択し、詳細な情報を確認することができる。
【０１２４】
　例えば、図１２の（ｂ）のように、項目ＥＦＧバーガーが選択されたなら、図１２の（
ｃ）のように、制御部１２０は、当該項目に対する詳細情報画面１２３０を出力する。詳
細情報画面とは、選択された項目に関連する多様な細部情報を表示する画面を意味する。
【０１２５】
　図１２の（ｃ）によると、詳細情報画面１２３０は、選択された項目を示すインディケ
ータ領域１２３１、選択された項目に対応する連絡先情報を表示する連絡先表示領域１２
３２、映像通話メニュー１２３３、広告主から受信された広告情報を表示するお知らせメ
ッセージ表示領域１２３４等が含まれてよい。お知らせメッセージ表示領域１２３４には
、クーポンや、招待状、スタンプカード等に対するお知らせメッセージが表示されてよい
。
【０１２６】
　図１２の（ｃ）では、お知らせメッセージがクーポンイメージ１２３５で表示された場
合を示す。クーポンイメージは実際のクーポンではなく、クーポンのダウンロードが可能
な状態であることを報知するための用途で提供されるイメージを意味する。説明の便宜の
ため、本明細書では、クーポンや招待状、スタンプカード等が実際ダウンロードされる前
に受信されるメッセージはお知らせメッセージと定義し、実際ダウンロードされて利用可
能なクーポンや招待状、スタンプカード等は有効情報と定義する。図１２の（ｃ）に示す
ように、お知らせメッセージに含まれるクーポンイメージ１２３５では、当該クーポンが
まだダウンロードされる前であることを報知するためのフレーズ（Ｔａｐ　ｔｏ　ｕｎｌ
ｏｃｋ）が表示されてよい。
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【０１２７】
　制御部１２０は、ダウンロード前のクーポンイメージ（以下、第１クーポンイメージ１
２３５）がタッチ（例えば、タップ）されると、当該クーポンのダウンロード要請信号を
通信部１１０を介してサーバ装置２００に伝送する。
【０１２８】
　それにより、制御部１２０は、サーバ装置２００から当該クーポンをダウンロードする
。ダウンロードが完了すると、図１２の（ｄ）に示すように、制御部１２０は、第１クー
ポンイメージ１２３５を第２クーポンイメージ１２４１に変更する。第２クーポンイメー
ジ１２４１は有効情報に該当する。第２クーポンイメージ１２４１では、ダウンロードす
る前であることを報知するフレーズ等は削除され、実際のクーポン使用のためのバーコー
ドや各種割引内訳情報等が表示されてよい。
【０１２９】
　図１２では、フォンブックプログラムによって受信された広告情報がクーポンを含む場
合について説明してきた。しかし、上述のように、広告情報はクーポンの他にも、招待状
や写真等のような多様な情報を含んでよい。
【０１３０】
　図１３ないし図１５では、招待状を含む広告情報を受信する場合の画面表示方法の多様
な例について説明する。
【０１３１】
　図１３は、招待状を含む広告情報が受信された状態を示す。サーバ装置２００は、特定
ユーザ端末装置のフォンブックに登録された広告主、カレンダープログラムに入力された
スケジュールに対応する広告主、ギャラリープログラムに保存された写真に対応する広告
主等から招待状を含む広告情報が受信されると、当該広告情報に対応するお知らせメッセ
ージを当該ユーザ端末装置に伝送する。
【０１３２】
　制御部１２０は、図１２で説明したように、フォンブック画面上のお知らせメニュー１
２１５を用いて新規情報の発信事実を報知することができる。このような状態で、当該情
報に対する確認要請が入力されると、制御部１２０は、図１３に示すように、フォンブッ
ク画面１３００内に招待状イメージ（以下、第１招待状イメージ１３１０という）を表示
することができる。第１招待状イメージ１３１０は、招待状のダウンロードが可能なこと
を報知するためのお知らせメッセージに該当する。第１招待状イメージ１３１０は、招待
内容、日程、場所等を報知するための各種フレーズとともに、出席１３１１、保留１３１
２及び欠席１３１３等のようなメニューを含んでよい。
【０１３３】
　このようなメニュー１３１１、１３１２、１３１３のうちいずれかが選択されると、制
御部１２０は選択されたメニューによって第１招待状イメージを変更する。
【０１３４】
　図１４は、メニュー選択による招待状変更方法を説明するための図である。制御部１２
０は、第１招待状イメージ１３１０内のメニュー１３１１、１３１２、１３１３のいずれ
かが選択されると、選択されたメニューによって有効情報をサーバ装置２００から受信し
、第１招待状イメージ１３１０を第２招待状イメージに変更する。第２招待状イメージは
、選択されたメニューの種類に応じて異なるように表現されてよい。
【０１３５】
図１４の（ａ）は、第１招待状イメージ１３１０内で出席メニュー１３１１が選択された
場合を示す。この場合、制御部１２０は、第１招待状イメージ１３１０を出席事実を報知
するフレーズ（例えば、Ｉ‘ｍ　ｇｏｉｎｇ　ｔｏ　ａｔｔｅｎｄ）を含む第２招待状イ
メージ１３２０－１に変更して表示する。
【０１３６】
　図１４の（ｂ）は、第１招待状イメージ１３１０内で保留メニュー１３１２が選択され
た場合を示す。この場合、制御部１２０は、第１招待状イメージ１３１０を決定保留を示



(23) JP 2015-531176 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

すフレーズ（例えば、Ｍａｙｂｅ　Ｉ‘ｍ　ｎｏｔ　ｓｕｒｅ）を含む第２招待状イメー
ジ１３２０－２に変更して表示する。
【０１３７】
　図１４の（ｃ）は、第１招待状イメージ１３１０内で欠席メニュー１３１３が選択され
た場合を示す。この場合、制御部１２０は、第１招待状イメージ１３１０を欠席事実を示
すフレーズ（例えば、Ｎｏ　Ｔｈａｎｋｓ）を含む第２招待状イメージ１３２０－３に変
更して表示する。
【０１３８】
　これらのメニューのうち、出席１３１１または保留１３１２メニューが選択される場合
、制御部１２０は招待状に含まれた日程情報を日程管理プログラム、すなわちカレンダー
プログラムに登録することができる。詳細には、制御部１２０は、出席または保留された
招待状のメタデータから日程情報を抽出し、抽出された日程情報に基づいてカレンダープ
ログラムに日程を登録することができる。
【０１３９】
　図１５は、カレンダープログラムの実行画面の一例を示す。図１５によると、カレンダ
ープログラムの実行画面１５００はカレンダー１５１０及び日程情報表示領域１５２０等
を含む。制御部１２０は、カレンダー１５１０内で当該日付（９月３０日）をハイライト
して予定があることを表示することができる。そして、制御部１２０は、日カレンダー１
５１０から当該日付（例えば、９月３０日）が選択（タップ）されると、当該日付をハイ
ライト表示し、ハイライトされた当該日付に登録された日程の概略情報を日程情報表示領
域１５２０に表示する。
【０１４０】
　カレンダー１５１０から当該日付（９月３０日）が選択（例えば、ロングタッチ）され
たり、日程情報表示領域１５２０が選択（例えば、タップ）されると、制御部１２０は選
択された日程に対する詳細情報画面１５３０をディスプレイする。この場合、当該広告主
がクーポン等を発行している場合、制御部１２０はそのクーポンをダウンロードして詳細
情報画面１５３０内に同時に表示させることもできる。
【０１４１】
　図１６は、フォンブック画面を用いてスタンプカードを発行する方法を説明するための
図である。図１６によると、制御部１２０は、スタンプカードに対するお知らせメッセー
ジ１６１０を含むフォンブック画面１６００をディスプレイすることができる。お知らせ
メッセージ１６１０は、スタンプカード名、スタンプカード情報、ダウンロードメニュー
１６１１及び無料通話メニュー１６１２等を含むスタンプカードイメージで表現されてよ
い。
【０１４２】
　メニューのうち、ダウンロードメニュー１６１１が選択されると、制御部１２０は第１
スタンプカードイメージ１６１０を第２スタンプカードイメージ１６２０に変更して表示
する。第２スタンプカードイメージ１６２０は利用回数及び残りの回数を表示するための
スタンプ領域１６２１、無料通話メニュー１６２２、使用方法及び有効期限等を含んでよ
い。
【０１４３】
　無料通話メニュー１６１２、１６２２は、ユーザが選択した際、当該売場に直接電話を
つなげ、その電話代は売場に課することを申請するためのメニューである。無料通話メニ
ュー１６１２、１６２２は、広告主が提供しない場合には非活性化状態で表示されたり、
表示されなくてよい。
【０１４４】
　スタンプ領域１６２１は、予め設定された数（例えば、１０）で構成され、スタンプカ
ードを発行した支店または加盟店を利用する度に、または累積使用金額に応じて、１つず
つ色が変更される。制御部１２０は、ユーザ端末装置１００を用いてオフライン売場で近
距離無線通信（ＲＦＩＤ、ＮＦＣ等）方式で支払いが行われるか、テキストメッセージ等
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を通じて支払い情報を受信する場合、当該スタンプカードイメージのスタンプ領域１６２
１にスタンプを１つずつ追加して表示することができる。具体的には、制御部１２０は支
払い情報が受信されると、その支払い情報から事業者（または、広告主）の連絡先情報を
抽出し、抽出された事業者（または、広告主）の連絡先情報に連動したスタンプカードイ
メージのスタンプを追加することができる。このとき、事業者（または、広告主）は、支
払い承認の際にスタンプ数に関する情報を支払い情報に含めることができる。すなわち、
事業者は顧客が複数個を注文した場合、複数のスタンプを追加するようにする情報を支払
い情報に含めることができる。
【０１４５】
　以上のように、広告サービスを提供するための別途の応用プログラムがなくても、フォ
ンブックアプリケーション、カレンダーアプリケーション、ギャラリーアプリケーション
等のような基本プログラムを用いて各種広告サービスを提供することができる。
【０１４６】
　以上では、サーバ装置２００が、ユーザ端末装置１００におけるプッシュ方式で広告サ
ービスを提供する実施形態について説明してきたが、広告サービスは検索方式で提供され
てよい。
【０１４７】
＜検索方式で広告サービスを提供する実施形態＞
　図１７は、本発明の更に別の実施形態による広告サービスを提供するサービス提供方法
を説明するためのフローチャートである。説明の便宜上、図１７では、３つのユーザ端末
装置とサーバ装置とからなるネットワークシステムにおける動作について示している。
【０１４８】
　図１７によると、サーバ装置２００は各ユーザ端末装置１００－１～１００－ｎから提
供される情報を登録する。上述の実施形態でのように、各ユーザ端末装置はフォンブック
アプリケーション、カレンダーアプリケーション、ギャラリーアプリケーション等のよう
な多様なアプリケーションを通じて入力されるデータをサーバ装置２００に提供すること
ができる。図１７では、フォンブックプログラムを通じて入力される連絡先情報をサーバ
装置２００に提供する場合を例えて説明する。
【０１４９】
　具体的には、ユーザ端末装置１（１００－１）で連絡先情報を保存する場合（Ｓ１７１
０）、ユーザ端末装置１（１００－１）は保存された連絡先情報をサーバ装置２００に伝
送する（Ｓ１７１５）。サーバ装置２００は、伝送された連絡先情報を用いてデータベー
ス（Ｄａｔａｂａｓｅ：ＤＢ）をアップデートさせる（Ｓ１７２０）。サーバ装置２００
は、ユーザ端末装置２（１００－２）で連絡先情報が保存され（Ｓ１７２５）、その情報
が伝送される場合にも（Ｓ１７３０）、伝送された情報を用いてデータベースをアップデ
ートさせる（Ｓ１７３５）。すなわち、サーバ装置２００は、予め登録された複数のユー
ザ端末装置１００－１～１００－ｎでフォンブック機能によって保存される情報を集約し
て、統合管理することができる。
【０１５０】
　このような状態で、ユーザ端末装置３（１００－３）でフォンブック機能が実行される
と（Ｓ１７４０）、ユーザ端末装置３（１００－３）はフォンブック画面をディスプレイ
する（Ｓ１７４５）。ユーザは、連絡先検索のための検索ワードをフォンブック画面上に
入力することができる（Ｓ１７５０）。ユーザ端末装置３（１００－３）は、入力された
検索ワードをサーバ装置２００に伝送する（Ｓ１７５５）。サーバ装置２００は、伝送さ
れた検索ワードを含む情報をデータベースから検索する（Ｓ１７６０）。それによって、
情報が検索されると、サーバ装置２００は検索結果をユーザ端末装置３（１００－３）に
伝送する（Ｓ１７６５）。ユーザ端末装置３（１００－３）は、検索された検索結果をフ
ォンブック画面に表示する（Ｓ１７７０）。検索結果は、広告フレーズや、イメージ、業
者名、連絡先、クーポン、招待状、スタンプカード、知人の名前、知人の連絡先情報等の
ような多様な情報であってよい。
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【０１５１】
　サーバ装置２００は、検索結果を伝送するうえで、検索結果をユーザ端末装置３（１０
０－３）のフォンブック画面の構成に合致するフォーマットで構成して伝送することがで
きる。仮に、ユーザ端末装置３（１００－３）のフォンブックプログラムが連絡先及び商
号名のみをフォンブック画面に表示する程度の低いバージョンのアプリケーションなら、
サーバ装置３３００は連絡先及び商号名のみを伝送することができる。アプリケーション
バージョン情報は、検索ワード伝送時に、または、以前の登録過程で予め受信し、保存す
ることができる。よって、伝送データ量を軽減することができる。
【０１５２】
　図１８は、サーバ装置２００で各ユーザ端末装置の情報を収集してデータベースをアッ
プデートする方法を説明するための図である。図１８によると、サーバ装置２００は、各
ユーザ端末装置の間の関係を考慮し、データベースを複数のグループに区分して管理する
ことができる。例えば、ソーシャルネットワークサービスでは、各ユーザ端末装置の間で
情報を共有することができる関係設定をすることができる。サーバ装置２００は、情報共
有関係を締結したユーザ端末装置の情報同士に分類し、データベース部１８００を生成す
ることができる。
【０１５３】
　図１８によると、第１グループには、ユーザ端末装置１及び２の情報が統合記録される
。情報のうち、Ｂ１、Ｃ５はそれぞれ重複登録された状態である。第２グループには、ユ
ーザ端末装置３、４、５の情報が統合記録される。情報のうち、Ａ１、Ｄ１はそれぞれ３
回重複登録され、Ａ３、Ｃ１、Ｅ１はそれぞれ２回重複登録される。その他に、ユーザ端
末装置の多様な関係設定によって組み合わせられ、その情報が多様なグループに分類され
て記録されてよい。
【０１５４】
　このような状態で、ユーザ端末装置３（１００－３）でＥ１に対して友達おすすめ検索
要請をすると、サーバ装置２００は第２グループ及びその他のユーザ端末装置３（１００
－３）の属するグループのうち、Ｅ１に対する情報を検索し、ユーザ端末装置３（１００
－３）に提供する。または、人気おすすめ検索要請をすると、サーバ装置２００は全グル
ープの中から情報を検索して提供することができる。
【０１５５】
　図１８のデータベース構成は一例に過ぎないため、その他に多様な形態のデータベース
が生成及びアップデートされてよい。データベース部１８００は、サーバ装置２００に内
蔵されてよいが、サーバ装置２００と別途に独立した装置で実現されてよい。
【０１５６】
　図１７で説明したユーザ端末装置１、２、３は、図２で説明した構成を有してｙおい。
制御部１２０は、図２を参照して説明したように、多様なデータをサーバ装置２００に伝
送することができる。なお、サーバ装置２００から提供される情報を各プログラムの実行
画面に表示することができる。
【０１５７】
　一例として、フォンブックプログラムが実行されると、制御部１２０は、フォンブック
画面をディスプレイ部１４０にディスプレイする。フォンブック画面とは、ユーザ端末装
置に保存しておいた各種連絡先情報を提供し、当該画面で直接電話をかけたり、メッセー
ジを送信する等のことができるようにつなげるため画面を意味する。フォンブック画面に
は、連絡先検索領域が含まれてよい。
【０１５８】
　制御部１２０は、連絡先検索領域に検索ワードが入力されると、入力された検索ワード
に対応する情報をフォンブック画面上に表示する。制御部１２０は、検索ワードに対応す
る情報を保存部１３０だけでなく、サーバ装置２００から検索することもできる。
【０１５９】
　すなわち、通信部１１０は、連絡先検索領域に検索ワードが入力されると、検索ワード
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をサーバ装置２００に伝送し、サーバ装置２００のデータベースに登録された広告情報の
うち、検索ワードに対応するお知らせメッセージを受信する。受信されるお知らせメッセ
ージには、広告情報、クーポン情報、イベント情報、招待状、知人情報等が含まれてよい
。
【０１６０】
　制御部１２０は、保存部１３０に保存された連絡先情報のうち、検索ワードに対応する
連絡先情報、通信部１１０を介して受信された情報等をフォンブック画面上に表示する。
このような情報の表示順、検索順、表示方法等は、実施形態に応じて多様であってよい。
【０１６１】
　一方、制御部１２０は、名称、各種電話番号、住所、Ｅ－ｍａｉｌアドレス、ホームペ
ージアドレス、ＳＮＳアカウント等のような多様な固有情報が入力された後、情報登録命
令が入力されると、保存部１３０に新規情報を保存することもできる。新規情報が保存さ
れると、制御部１２０は新規情報をサーバ装置２００に伝送するように通信部１１０を制
御する。サーバ装置２００は、新規情報を用いてデータベースをアップデートさせること
ができる。
【０１６２】
　図１９は、固有情報を登録する方法を説明するためのフローチャートである。図１９に
よると、ユーザ端末装置１００で情報保存のためのメニューが選択されると（Ｓ１９１０
）、制御部１２０は、名称、各種電話番号、住所、Ｅ－ｍａｉｌアドレス、ホームページ
アドレス、ＳＮＳアカウントのような多様な固有情報を入力することができる入力画面を
ディスプレイ部１４０上にディスプレイする。情報保存メニューは、フォンブック画面内
に表示されてよいが、必ずしもそれに限定されるものではなく、ホーム画面内に別途に表
示されてよい。
【０１６３】
　入力画面は、名称、電話番号、住所情報、メールアドレス、グループ等を選択すること
ができる多様な入力領域を含むことができる。ユーザは、各入力領域を選択して固有情報
を入力することができる（Ｓ１９２０）。
【０１６４】
　固有情報は、友達、家族、ビジネス、その他のような多様なグループ別に区分保存され
てよい。固有情報は、グループ指定状態に応じて異なるように処理されてよい。例えば、
ユーザが新規固有情報をビジネスグループに保存すると（Ｓ１９３０、Ｓ１９４０）、ユ
ーザ端末装置１００は当該連絡先情報をサーバ装置２００に伝送して登録させる（Ｓ１９
５０）。すなわち、ビジネス関係で得た連絡先情報は、ユーザ端末装置１００とサーバ装
置２００のいずれにも保存されて管理されてよい。
　一方、他グループに保存される場合（Ｓ１９６０）には、サーバ装置２００に別途で提
供されない。
【０１６５】
　図２０は、ユーザ端末装置１００で固有情報を登録するために表示する入力画面構成の
一例を示す。
【０１６６】
　図２０によると、ユーザ端末装置１００は名称を入力するための第１入力領域２０１０
、電話番号入力のための第２入力領域２０２０、住所情報入力のための第３入力領域２０
３０、グループ選択のための第４入力領域、連絡先保存メニュー２０５１、取り消しメニ
ュー２０５２を含む入力画面２０００をディスプレイする。
【０１６７】
　ユーザが第１ないし第４入力領域に対してそれぞれ情報を記入した後、連絡先保存メニ
ュー２０５１を選択すると、制御部１２０は第１ないし第４入力領域に記入された情報を
保存部１３０に保存する一方で、通信部１１０を介してサーバ装置２００に伝送して登録
させる。
【０１６８】
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　サーバ装置２００は、複数のユーザ端末装置から上述の方式で伝送される情報をデータ
ベースに記録する。それによって、予め登録されたユーザ端末装置のフォンブック情報を
共有することができる。
【０１６９】
　ユーザ端末装置に保存されるフォンブック情報には、各種広告情報が含まれ得るため、
サーバ装置２００は広告提供者から別途の広告を受けなくても、各ユーザ端末装置の望む
業者の連絡先情報を提供することができる。このような広告情報は、保存部１３０に保存
された連絡先情報検索結果とともに提供されてよく、連絡先情報が検索されない場合に提
供されてよい。
【０１７０】
　図２１は、本発明の一実施形態に係る広告サービス方法を説明するためのフローチャー
トである。図２１によると、ユーザ端末装置１００は、フォンブック機能が実行されると
（Ｓ２１１０）、フォンブック画面をディスプレイする（Ｓ２１２０）。
【０１７１】
　フォンブック画面上で検索語が入力されると（Ｓ２１３０）、ユーザ端末装置は検索ワ
ードをサーバ装置に伝送し（Ｓ２１４０）、検索ワードに対応する情報を受信する（Ｓ２
１５０）。それと別に、ユーザ端末装置は予め保存された固有情報のうち、検索ワードに
対応する情報を検索する（Ｓ２１６０）。検索が完了すると、ユーザ端末装置は保存され
た情報から検索された連絡先情報と、サーバ装置から受信された情報をフォンブック画面
に表示する（Ｓ２１７０）。
【０１７２】
　図２２は、図２１の方法に係るフォンブック画面の構成の一例を示す図である。図２２
によると、ユーザ端末装置１００は、連絡先検索領域２２１０及び連絡先表示領域２２２
０を含むフォンブック画面２２００をディスプレイする。図２２の（ａ）に示すように、
キーボードやキーパッド等のような別途の入力手段が具備されていないユーザ端末装置の
場合、ユーザが連絡先検索領域２２１０をタッチすると、フォンブック画面２２００内に
は、ソフトキーボードが表示されてよい。ユーザは、ソフトキーボードを用いて検索ワー
ドを入力することができる。検索ワードは、文字、数字、記号等のような多様なテキスト
で構成されてよい。
【０１７３】
　図２２の（ｂ）では、“ＡＡＡチキン”という検索ワードが入力された場合を示す。制
御部１２０は、保存部１３０に保存された連絡先情報のうち、“ＡＡＡチキン”という検
索ワードを含む連絡先情報を全て検索する。それとは別に、制御部１２０は、“ＡＡＡチ
キン”という検索ワードをサーバ装置２００に伝送する。サーバ装置２００は、保存され
たデータベースから“ＡＡＡチキン”という検索ワードを含む情報を全て検索した後、ユ
ーザ端末装置１００に伝送する。サーバ装置２００は、サーバ装置２００内に設けられた
データベース以外に各種ソーシャルネットワークサーバに登録された情報も全て検索する
ことができる。
【０１７４】
　制御部１２０は、検索された連絡先情報及び受信された情報をフォンブック画面２２０
０内に表示する。具体的には、フォンブック画面２２００内で連絡先検索領域２２１０の
下側に、保存部１３０から検索された連絡先情報２２２０を先に表示し、各種サーバから
検索された情報２２３０、２２４０をその下側に順次に表示することができる。フォンブ
ック画面２２００に表示される各情報は広告イメージ、連絡先、住所情報等のような多様
な情報で構成されてよい。
【０１７５】
　図２２の（ｂ）に示すように、サーバから検索された情報２２３０、２２４０を表示す
る際は、その検索ソースを同時に表示することができる。図２２の（ｂ）では、保存部１
３０から３つの連絡先情報が検索されて表示され、Ａサーバから１つの情報が検索され、
Ｂサーバから２つの情報が検索されて表示されている状態を示す。Ａサーバがソーシャル
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ネットワークサービスを提供するサーバである場合、ユーザ端末装置に知人として登録さ
れた他ユーザの中から検索ワードに対応するユーザ情報が検索されてよく、他ユーザの装
置に保存された情報の中から検索ワードに対応する情報が検索されてよい。
【０１７６】
　図２１及び図２２では、自ら検索された連絡先情報とサーバ装置から検索された情報と
を同時に表示するものとして説明したが、サーバ装置に対しては、必要な時にのみ要請し
て情報を受信することもできる。
【０１７７】
　図２３は、必要な時にサーバ装置から情報を受信する実施形態に係る広告サービス方法
を説明するためのフローチャートである。図２３によると、検索ワードが入力されると（
Ｓ２３１０）、制御部１２０は入力された検索ワードに対応する連絡先情報を保存部１３
０から先に検索する（Ｓ２３２０）。
【０１７８】
　制御部１２０は、検索結果が存在すると、検索された連絡先情報をフォンブック画面に
表示する（Ｓ２３３０）。一方、検索結果が存在しない場合、検索ワードをサーバ装置２
００に伝送し（Ｓ２３４０）、その検索結果を受信し（Ｓ２３５０）。フォンブック画面
に表示する（Ｓ２３６０）。
【０１７９】
　図２４は、図２３の実施形態に係るフォンブック画面の構成例を示す。図２４の（ａ）
に示すように、フォンブック画面は検索ワード入力領域２２１０及び連絡先表示領域２２
２０に区分される。このような状態で、検索ワード入力領域２２１０に“ＢＢＢ”のよう
な検索ワードを入力すると、制御部１２０は保存部１３０から検索ワードを含む連絡先情
報を先に検索する。連絡先情報が検索されない場合、制御部１２０は、図２４の（ｂ）の
ように連絡先情報がないことを報知するメッセージを表示する。それとともに、制御部１
２０は、サーバ検索のためのメニュー２２３０を表示する。ユーザが当該メニュー２２３
０を選択すると、通信部１１０は検索ワードの“ＢＢＢ”をサーバ装置２００に伝送する
。それにより、サーバ装置２００から検索結果が伝送されると、図２４の（ｃ）のように
制御部１２０は検索結果２４００をフォンブック画面に表示する。図２４の（ｃ）のよう
に、検索結果２４００は“ＢＢＢ”のような検索ワードを含む多様なお知らせメッセージ
であってよい。お知らせメッセージには、各種業者で登録した広告情報や、クーポン情報
、イベント情報、招待状情報等だけでなく、知人の電話番号、住所情報、Ｅ－ｍａｉｌア
ドレス、ＳＮＳ新規登録コンテンツ等のような多様な情報が含まれてよい。
【０１８０】
　一方、サーバ装置から伝送されるお知らせメッセージは多様な基準に沿って整列されて
よい。具体的には、ユーザ端末装置の位置からの距離、登録回数、通話回数、おすすめ回
数のうち、少なくとも１つの基準に沿って整列されて表示されてよい。
【０１８１】
　図２５は、このような基準のうち、最新登録順の基準にお知らせメッセージが整列され
る例を示す。具体的には、お知らせメッセージのうち、連絡先情報が受信された場合を示
す。図２５によると、フォンブック画面２５００上には、整列基準を示す領域２５１０、
その整列基準に沿って整列された連絡先情報を表示する領域２５２０、２５３０が表示さ
れる。第１領域２５２０は、検索当日付けで登録された連絡先情報を表示し、第２領域２
５３０は、検索当日を基準に１週間以内に登録された連絡先情報を示す。
【０１８２】
　図２５では、１つの基準に沿って整列された状態を示しているが、本発明の更に別の実
施形態によると、ユーザの選択によって多様な基準を選択的に適用して連絡先情報を整列
させることもできる。
【０１８３】
　図２６は、このような実施形態に係るユーザ端末装置におけるフォンブック画面の構成
を示す。図２６の（ａ）によると、ユーザ端末装置１００はユーザ端末装置１００の位置
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からの距離を基準に整列するための第１タップ２６１０、人気おすすめ数順に整列するた
めの第２タップ２６２０、友達おすすめ数順に整列するための第３タップ２６３０等をフ
ォンブック画面２６００に表示する。
【０１８４】
　図２６の（ａ）では、第１タップ２６１０が選択された場合の検索結果を示す。例えば
、“コーヒー”のような検索ワードが入力された場合なら、サーバ装置２００は連絡先名
や広告フレーズ等に“コーヒー”という単語が含まれる情報を全て検索し、その検索結果
に対応する場所とユーザ端末装置１００の位置間の距離が近い順に最上位から表示する。
それにより、多様な検索結果２６１１が画面上に表示される。サーバ装置２００が距離基
盤整列を行うためには、ユーザ端末装置１００はその位置情報をサーバ装置２００に伝送
することもでき、サーバ装置２００がユーザ端末装置１００との通信を中継するセルの基
地局位置を基盤としてユーザ端末装置２００の位置を推定することもできる。または、サ
ーバ装置２００は、検索ワードを含む全検索結果をユーザ端末装置１００に提供し、ユー
ザ端末装置１００が自分の位置を基準に近い順に整列して表示することもできる。
【０１８５】
　図２６の（ｂ）は、第２タップ２６２０が選択された場合のフォンブック画面２６００
を示す図である。図２６の（ｂ）でのように、ユーザが人気順のおすすめのための第２タ
ップ２６２０を選択するようになると、検索ワードを含む情報２６２１は、サーバ装置２
００に最も多く登録されたり、最も多く通話された情報が最上位に表示されるように順次
に整列されてフォンブック画面に表示される。
【０１８６】
　図２６の（ｃ）は、第３タップ２６３０が選択された場合のフォンブック画面２６００
を示す図である。図２６の（ｃ）によると、検索ワードを含む情報２６３１は、ユーザ端
末装置１００の知人で登録された他装置で最も多く登録されたり、最も多く通話された情
報順に順次に整列されてフォンブック画面に表示される。
【０１８７】
　図２６の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、検索ワードに対応する多様な広告情報
がユーザの選択によって多様な基準に整列されて表示されてよい。
【０１８８】
　図１７ないし図２６では、フォンブック検索ワードによって検索される広告情報を提供
する多様な実施形態について説明しているが、その他にもカレンダープログラム、ギャラ
リープログラム等によっても検索及び広告サービスが行われてよい。
【０１８９】
　例えば、カレンダープログラムが実行され、各種スケジュール情報が入力されると、制
御部１２０はそのスケジュール情報をサーバ装置２００に伝送することができる。サーバ
装置２００は、スケジュール情報に含まれたキーワードのうち、予め保存された広告主情
報（すなわち、売場情報）にマッチするキーワードが存在するかを判断することができる
。判断結果、マッチする広告主情報が検索されると、サーバ装置２００は検索された広告
主情報に対応する広告情報をユーザ端末装置１００に伝送する。広告情報には単なる広告
メッセージの他に、クーポンや招待状、スタンプカード等も含まれてよい。
【０１９０】
　または、ユーザ端末装置１００で新たな写真が撮影されると、制御部１２０はその写真
やメタデータをサーバ装置２００に伝送することができる。サーバ装置２００は、写真ま
たはメタデータを分析し、予め保存された広告主情報（すなわち、売場情報）とマッチす
るか否かを判断する。判断結果、マッチする広告主がある場合、サーバ装置２００はその
広告主の発信した広告情報を伝送する。
【０１９１】
　以上のように、本実施形態では、サーバ装置２００がユーザ端末装置１００で入力され
る情報にマッチする情報を検索することができる。このように、プッシュ方式以外の検索
方式で広告サービスを提供することができる。
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【０１９２】
　一方、上述の実施形態では、フォンブックアプリケーション、カレンダーアプリケーシ
ョン、ギャラリーアプリケーション等のように、ユーザ端末装置１００に固有にインスト
ールされたアプリケーションを用いて広告サービスを提供する実施形態について説明した
が、広告サービスはこのような固有アプリケーション以外に広告サービスを提供するため
に設けられた広告アプリケーションによって提供されてよい。
【０１９３】
＜広告アプリケーションを利用する実施形態＞
　図２７は、本発明の更に別の実施形態に係るネットワークシステムの構成について示す
。上述のように、ネットワークシステムは図１に示す構成に限定されることなく、多様に
変形されてよい。仮に、サーバ装置２００は必ずしも１つの装置で実現されるものではな
く、多様な数及び種類に区分されてよい。図２７の構成は以下で説明する実施形態の他に
、上述の多様な実施形態に係る広告サービスを提供するネットワークシステムで実現され
てよい。
【０１９４】
　図２７によると、ネットワークシステムは、移動通信網１１と、インターネット網１２
等のような多様なネットワークを通じて接続されたユーザ端末装置１００と、サーバ装置
２００と、広告提供サーバ２７００と、広告主端末装置２８００等を含むことができる。
ユーザ端末装置１００は、携帯電話Ａ、タブレットパソコンＢ、ラップトップコンピュー
タＣ等のような多様な形態で実現されてよい。ユーザ端末装置１００は、図２に示す構成
を有することができる。保存部１３０には、上述の固有アプリケーション以外にも、多様
なアプリケーションがインストールされてよい。そのうちの１つでモバイル広告アプリケ
ーションが使用されてよい。
【０１９５】
　モバイル広告アプリケーションは、上述のように、フォンブックアプリケーション、カ
レンダーアプリケーション、ギャラリーアプリケーション等のようなプログラムを通じて
入力される情報を用いて、広告サービスを提供することができる。ユーザ端末装置１００
の制御部１２０は、サーバ装置２００に上述の情報を伝送した後、その情報に対応する広
告情報を受信し、予め設定された規則に沿って整列して表示することができる。
【０１９６】
　例えば、ユーザ端末装置１００は、広告メッセージ、イベント案内カード、クーポン、
招待状及びスタンプカードのような各種広告情報を距離順、おすすめ順、人気順等のよう
な多様な基準に沿って表示することができる。
【０１９７】
　サーバ装置２００は、ユーザ端末装置１００と、広告提供サーバ２７００と、広告主端
末装置２８００等と通信を行い、広告サービスを提供する。
【０１９８】
　サーバ装置２００は、広告管理サーバ２１０と、データサーバ２２０と、プッシュサー
バ２３０等で構成されてよい。広告管理サーバ２１０と、データサーバ２２０と、プッシ
ュサーバ２３０等は、それぞれ独立した装置で実現されてよく、図１のネットワークシス
テムのように１つの装置で実現されてよい。１つのサーバ装置２００で構成される場合、
広告管理サーバ２１０と、データサーバ２２０と、プッシュサーバ２３０等が管理する情
報は、サーバ装置２００内の保存部（図示せず）に保存されてよい。
【０１９９】
　データサーバ２２０は、ユーザ端末装置１００と、広告提供サーバ２７００と、広告主
端末装置２８００等から伝送される各種データを保存する。具体的には、データサーバ２
２０はユーザ端末装置１００から伝送されるフォンブック情報、カレンダー情報、写真、
メタデータ等のような固有情報と、広告主（すなわち、売場）から伝送される各種広告情
報等を保存する。データサーバ２２０の名称は、保存される情報に応じてフォンブックサ
ーバ、カレンダーサーバ、写真サーバ等のように多様に呼ばれてよいが、以下ではデータ



(31) JP 2015-531176 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

サーバと統一して説明する。
【０２００】
　広告管理サーバ２１０は、データサーバ２２０に保存された情報に基づいて、上述の多
様な実施形態に係る広告サービスを管理する。なお、広告管理サーバ２１０は、各ユーザ
端末装置１００から提供される情報を用いてデータサーバ２２０に記録されたデータをア
ップデートすることができる。
【０２０１】
　広告管理サーバ２１０は、広告提供サーバ２７００、広告主端末装置２８００から各種
広告情報を受信し、その受信された広告情報をデータサーバ２２０に一定期間の間に保存
することができる。定められた期間が経過すると、広告管理サーバ２１０はデータサーバ
２２０に保存されたデータを削除する。
【０２０２】
　データサーバ２２０は、ユーザ端末装置１００から伝送される情報、広告提供サーバ２
７００等から伝送される情報、広告主端末装置２８００から伝送される情報等を保存し、
随時アップデートして記録する。特に、データサーバ２２０は、ユーザ端末装置１００の
フォンブック情報、カレンダー情報、ギャラリー情報等を受信して保存し、同期化サービ
スを通じて最新の状態を保持することができる。
【０２０３】
　なお、データサーバ２２０は、広告主の顧客情報を管理することができる。詳細には、
データサーバ２２０は、広告主の電話番号をフォンブックに含んでいるユーザ端末装置の
情報を集約して広告主のための顧客情報データベースを自動的に生成することができる。
【０２０４】
　プッシュ（Ｐｕｓｈ）サーバ２３０は、プッシュサービス（ｐｕｓｈ　ｓｅｒｖｉｃｅ
）をサポートするサーバである。すなわち、プッシュサーバ２３０は、データサーバ２２
０に保存された広告情報を当該ユーザ端末装置１００にプッシュ方式で伝送することがで
きる。または、プッシュサーバ２３０は、予め設定されたプッシュ条件が満たされると、
ユーザ端末装置１００に伝送する広告情報が存在するという事実を報知するお知らせメッ
セージをユーザ端末装置１００に先に伝送した後、ユーザ端末装置からそのお知らせメッ
セージを選択すると、その広告情報を伝送することもできる。上述の検索方式を基盤とし
て広告サービスを提供する実施形態では、広告管理サーバ２１０がユーザ端末装置１００
から伝送される検索ワードに対応する広告情報をデータサーバ２２０から検索し、ユーザ
端末装置１００に提供することができる。
【０２０５】
　広告提供サーバ２７００は、広告主端末装置２８００を介して広告主（または、事業者
）がモバイル広告メッセージを生成及び管理することができるようにするウェブサービス
を提供するサーバである。すなわち、広告提供サーバ２７００は、広告主の要請に応じて
、クーポン、スタンプカード、招待状や広告メッセージ等のような多様な広告情報を生成
し、サーバ装置２００に伝送することができる。広告主は、自分の端末装置、すなわち、
広告主端末装置２８００を用いて広告提供サーバ２７００にアクセスし、そのウェブペー
ジを確認することができる。広告主は、広告提供サーバ２７００で提供するウェブページ
上で自分の望む内容や形態で広告情報を生成することができる。広告提供サーバ２７００
は、生成された広告情報に対して正当な方式で支払いが行われると、生成された広告情報
をサーバ装置２００に伝送し、データサーバ２２０に登録させる。
【０２０６】
　図２７では、広告提供サーバ２７００が広告管理サーバ２１０と、データサーバ２２０
と、プッシュサーバ２３０等と異なる独立したサーバ装置として示しているが、これらの
サーバのうち少なくとも１つと一体として実現されてよい。
【０２０７】
　広告主端末装置２８００は、広告主（または、事業者、管理者等）が使用する端末装置
を意味する。広告主端末装置２８００は、ユーザ端末装置１００と類似する構成を有して
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よいため、広告主端末装置２８００の構成については、図示及び説明は省略する。広告主
端末装置２８００は、ノートパソコン（Ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、デス
クトップパソコン、ネットブック（Ｎｅｔｂｏｏｋ）、携帯電話、ＰＤＡ、電子手帳等の
ような多様な装置で実現されてよいが、本明細書では広告主端末装置という名称に統一し
て記載する。
【０２０８】
　広告主端末装置２８００は、広告提供サーバ２７００に接続し、ニュースやクーポン、
招待状、スタンプカード、ＱＲコード（登録商標）等を含む広告情報を生成し、インター
ネット網１２及び移動通信網１１を通じて顧客のユーザ端末装置に伝送することができる
。
【０２０９】
　そのために、広告主端末装置２８００はログインが完了すると、モバイル広告サービス
を提供するための初期画面を表示し、初期画面で入力される入力信号に対応し、ニュース
、クーポン、招待状、スタンプカードまたはＱＲコード（登録商標）生成要請、統計情報
閲覧要請、プロフィール情報閲覧要請等を広告提供サーバ２７００に伝送することができ
る。広告主端末装置２８００は、広告提供サーバ２７００から、要請に対応するウェブペ
ージを受信して画面に出力することができる。それについては、図を参照しつつ詳細に後
述する。
【０２１０】
　広告提供サーバ２７００は、広告主端末装置２８００を介して広告主（または、事業者
）がモバイル広告メッセージを生成及び管理できるようにするウェブサービスを提供する
サーバである。すなわち、広告提供サーバ２７００は、広告主の要請に応じて、クーポン
、スタンプカード、招待状や広告メッセージ等のような多様な広告情報を生成し、サーバ
装置２００に伝送することができる。広告主は、自分の端末装置、すなわち広告主端末装
置２８００を用いて広告提供サーバ２７００にアクセスし、そのウェブページを確認する
ことができる。広告主は、広告提供サーバ２７００で提供するウェブページ上で自分の望
む内容や形態で広告情報を生成することができる。広告提供サーバ２７００は、生成され
た広告情報をサーバ装置２００に伝送し、データサーバ２２０に登録させる。
【０２１１】
　図２７では、広告提供サーバ２７００が広告管理サーバ２１０と、データサーバ２２０
と、プッシュサーバ２３０等と異なる独立したサーバ装置であるとして示しているが、こ
れらのサーバのうち少なくとも１つと一体として実現されてよい。
【０２１２】
　ユーザ端末装置１００は、予めインストールされた広告アプリケーションを用いて広告
提供サーバ２７００にアクセス、広告提供サーバ２７００はユーザ端末装置１００の広告
アプリケーションと連動して多様なウェブページ画面をユーザ端末装置１００に提供し、
ユーザ及び広告主が広告サービスを享受できるようにする。
【０２１３】
　図２８は、広告アプリケーションを用いて広告サービスを提供する方法を説明するため
のフローチャートである。図２８によると、ユーザ端末装置１００で広告アプリケーショ
ンが実行されると（Ｓ２８１０）、制御部１２０は広告提供サーバ２７００に接続する（
Ｓ２８２０）。
【０２１４】
　このとき、制御部１２０はユーザ認証手続きを進めることができる。例えば、制御部１
２０は、ＩＤ及びパスワード入力のためのログインウィンドウを出力し、入力されたＩＤ
及びパスワードを広告提供サーバ２７００に伝送し、ユーザ認証手続きを進めることがで
きる。自動ログイン機能が設定された場合には、制御部１２０はログインウィンドウを出
力せずに、予め保存されたＩＤ及びパスワードを広告提供サーバ２７００に伝送し、ユー
ザ認証手続きを進めることができる。
【０２１５】
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　広告提供サーバ２７００に接続が完了すると、制御部１２０はユーザ端末装置１００の
現在の位置情報を確認し（Ｓ２８３０）、確認された位置情報を広告提供サーバ２７００
に伝送することができる（Ｓ２８４０）。広告提供サーバ２７００は位置情報が伝送され
ると、その位置情報に基づいて適切な広告情報を選択し、選択された広告情報をユーザ端
末装置１００に伝送する。具体的には、広告提供サーバ２７００は、ユーザ端末装置１０
０の現在の位置を基盤に一定距離内に位置する広告主の発信した広告情報を伝送すること
ができる。距離は、各ユーザ端末装置のユーザが直接設定することができる。なお、広告
提供サーバ２７００は、ユーザ端末装置１００から提供される各種固有情報に対応する広
告主が発信した広告情報を選別して伝送することもできる。制御部１２０は、伝送された
広告情報を受信し（Ｓ２８５０）、予め設定された規則に沿って整列して表示することが
できる（Ｓ２８６０）。
【０２１６】
　例えば、制御部１２０は、クーポン、招待状、スタンプカードのうち少なくとも１つを
ダウンロードしたことのある広告主が発信した広告情報、フォンブックに登録された広告
主によって発信された広告情報、その他の広告情報順に沿って各広告情報に優先順位を与
え、その優先順位に沿って各広告情報を整列して表示することができる。同一の優先順位
を有する広告情報に対しては、距離順、人気順、友達おすすめ順等のような多様な基準に
沿って整列することもできる。
【０２１７】
　その後、特定広告情報が選択されると、制御部１２０は選択された広告情報に対する詳
細情報、有効情報等を表示することができる。
【０２１８】
　図２８では、広告提供サーバが直接広告情報を提供するかのように説明しているが、上
述のように広告提供サーバ２７００は単に広告情報を生成する業者のサーバとしてのみ使
用され、サーバ装置２００で図２８を参照して説明した広告提供サーバの機能を行うよう
に実現されてよい。以下では、広告提供サーバまたはサーバ装置が広告サービスを提供す
る場合を区分せずに、具体的に説明する。
【０２１９】
　図２９ないし図３７は、広告アプリケーションを用いて広告サービスを提供する方法を
説明するための図である。
【０２２０】
　図２９の（ａ）によると、制御部１２０は、広告アプリケーションが実行されると、初
期画面２９１０をディスプレイする。初期画面２９１０には、広告提供サーバ２７００ま
たは広告管理サーバ２１０等に接続するためのログインメニュー等が表示されてよい。ユ
ーザは、ログインメニューを選択してログインを行うことができる。
【０２２１】
　ログインが行われると、制御部１２０は図２９の（ｂ）及び（ｃ）のような、多様なレ
イアウトを有する広告情報画面２９２０、２９３０を表示することができる。図２９の（
ｂ）の画面２９２０と、図２９の（ｃ）の画面２９３０は、マップ表示メニュー２９０１
の位置が異なるという相違点を除いては同一である。すなわち、図２９の（ｂ）の画面２
９２０では、マップ表示メニュー２９０１が検索領域２９２３に含まれており、図２９の
（ｃ）の画面２９３０では、マップ表示メニュー２９０１が名称領域２９２１に含まれて
いる。その他にも、広告情報画面のレイアウトは多様に変形されてよい。以下では、図２
９の（ｂ）に示す広告情報画面を基準に、具体的に説明する。広告情報画面２９２０は、
名称領域２９２１、検索方式選択領域２９２２、検索領域２９２３、広告リスト領域２９
２４及びメニュー領域２９２５を含むことができる。名称領域２９２１は、広告アプリケ
ーションの名称が表示される領域である。図２９では、広告アプリケーションの名称であ
る“ＫＬＭ”であるとして示しているが、このような名称は説明の便宜上、任意に作成さ
れたものであり、既存の特定プログラムやサービスを指す名称ではない。
【０２２２】
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　検索方式選択領域２９２２は、受信された広告情報に対する検索方式を選択するための
領域である。検索方式は、距離順（Ｎｅａｒｂｙ）、セレンディピティ順（Ｓｅｒｅｎｄ
ｉｐｉｔｙ）、人気順（Ｐｏｐｕｌａｒ）、業種順（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃａｔｅｇｏｒ
ｙ）、広告種類順（Ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ　ｔｙｐｅ）、友達おすすめ順等のよう
に多様な方式の中から選択されてよい。ユーザは、検索方式選択領域２９２２を左右にド
ラッグ（Ｄｒａｇ）またはフリック（Ｆｌｉｃｋ）して検索方式を変更することができる
。特別なユーザ選択がない場合には、デフォルトに設定された検索方式が採択されてよい
。図２９の（ｂ）及び（ｃ）では、距離順に整列する検索方式がデフォルト値に設定され
た場合を示す。この場合、制御部１２０は、広告アプリケーションが実行され、広告提供
サーバ２７００から広告情報が受信されると、受信された広告情報を距離順に整列して画
面上に表示する。
【０２２３】
　検索領域２９２３は、広告情報のカテゴリを選択することができるカテゴリ選択メニュ
ー２９０２、広告情報を検索する検索ワードを入力する検索ワード入力フィールド２９０
３を含むことができる。図２９の（ｂ）によると、検索領域２９２３内にはマップ表示メ
ニュー２９０１が同時に表示されてよい。広告リスト領域２９２４は受信された広告情報
が予め設定された規則に沿って整列されて表示される領域である。
【０２２４】
　広告リスト領域２９２４の下側には、メニュー領域２９２５が表示されてよい。メニュ
ー領域２９２５には、広告アプリケーションを制御するためのメニュー２９０４～２９０
７が表示されてよい。具体的には、検索メニュー２９０４、ＱＲスキャン（ＱＲ　Ｓｃａ
ｎ）メニュー２９０５、保存箱メニュー２９０６及び設定メニュー２９０７を含むことが
できる。検索メニュー２９０４は、広告情報を選択された検索方式で検索するモードを活
性化するためのメニューである。検索メニュー２９０４は、広告アプリケーションの実行
の際、初期に自動的に実行されるデフォルトメニューである。
【０２２５】
　ＱＲスキャンメニュー２９０５は、広告主の発信した広告情報に含まれたＱＲコード（
登録商標）をスキャンするためのスキャンモードを活性化するためのメニューである。保
存箱メニュー２９０６は、ダウンロードされたクーポン、招待状、スタンプカード等を保
存する保存箱に移動するためのメニューである。設定メニュー２９０７は、ユーザ情報（
ログインＩＤ及びパスワード等）及びソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）連動情
報を設定する設定モードを活性化するためのメニューである。
【０２２６】
　図２９の（ｂ）及び（ｃ）の広告情報画面２９２０、２９３０でマップ表示メニュー２
９０１が選択されると、制御部１２０は図２９の（ｄ）のように、現在使用可能なクーポ
ン、招待状、スタンプカード等を含んでいる広告情報を発信した広告主の位置をマップ上
に表示することができる。このとき、制御部１２０は、保存箱にクーポンまたは招待状等
が保存された広告主（または、事業者）とクーポンまたは招待状等が保存されていない広
告主（または、事業者）が視覚的に区分できるように表示することができる。例えば、図
２９の（ｄ）の画面２９４０のように、クーポン、招待状等が保存箱に保存された広告主
（または、事業者）を示すマーカー（Ｍａｒｋｅｒ）２９０９ａの色と、クーポンや招待
状等が保存箱に保存されていない広告主（または、事業者）を示すマーカー２９０９ｂの
色を異なるように表示することができる。色の他にも、形や大きさを異なるように表示し
たり、保存箱に保存されていない広告主に対してはマーカー表示を省略することもできる
。
【０２２７】
　マップ上に表示されたマーカーのうちの特定マーカーが選択されると、制御部１２０は
当該広告主の登録した広告情報に対する概略情報をポップアップウィンドウ２９０９の形
態で表示することができる。このとき、複数の広告情報が存在する場合、制御部１２０は
割引率の高いクーポン（または、スタンプ）を含むモバイル広告から一定時間おきにポッ
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プアップウィンドウ２９０９に表示されるように制御することができる。ポップアップウ
ィンドウ２９０９が選択されると、制御部１２０は当該広告情報に対する詳細画面を出力
することができる。
【０２２８】
　一方、制御部１２０は、検索方式選択領域２９２２でドラッグまたはフリックイベント
の発生によって検索方式を変更することができる。例えば、検索方式選択領域２９２２で
ドラッグまたはフリックイベントを通じて業種別に検索方式が選択されると、制御部１２
０は図３０のような画面を表示することができる。
【０２２９】
　図３０は、業種別の検索方式が選択された場合に、ディスプレイ部１４０で表示される
画面の一例を示す。図３０によると、業種カテゴリ画面３０１０には業種別に区分された
カテゴリが表示される。これらのカテゴリから特定の業種のカテゴリが選択されると、制
御部１２０は選択されたカテゴリに属する業種の広告主（または、事業者）の発信した広
告情報のリスト画面３０２０を出力する。図３０では、「全てを見る」が選択され、全業
種に属する広告主の広告情報がリスト状に表示された画面３０２０を示す。
【０２３０】
　図３１は、セレンディピティ検索方式が選択された場合に、ディスプレイ部１４０で表
示される画面の一例を示す。図３１によると、検索方式選択領域２９２２におけるドラッ
グまたはフリックイベントを通じてセレンディピティ検索方式が選択されると、制御部１
２０はセレンディピティ検索方式によって広告情報を分類して表示する。図３１では、セ
レンディピティ検索方式に応じて分類された広告情報画面３１００を示す。
【０２３１】
　図３１を参照すると、セレンディピティ検索方式による広告情報画面３１００は名称領
域３１０１、検索方式選択領域３１０２、整列方式選択領域３１０３、リスト領域３１０
４及びメニュー領域３１０５を含むことができる。整列方式選択領域３１０３は、セレン
ディピティ検索方式によって分類された広告情報の整列方式を選択するための領域である
。整列方式選択領域３１０３は、保存箱（Ｍｙ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ）、ニュース、ク
ーポン、スタンプ及び招待状等のような多様なメニューを含むことができる。図３１では
、保存箱メニューが選択された場合を示す。保存箱メニューが選択されると、制御部１２
０は保存箱に保存されたクーポン、招待状、スタンプを、位置情報に基づいて現在の位置
で使用可能な順に表示することができる。
【０２３２】
　図３２は、セレンディピティ検索方式による広告情報画面の更に別の例を示す。図３２
の（ａ）によると、セレンディピティ検索方式による広告情報画面３２００には名称領域
３２１１、検索方式選択領域３２１２、リスト領域３２１３及びメニュー領域３２１４が
表示されてよい。図３２の（ａ）によると、名称領域３２１１内には整列方式選択メニュ
ー（Ｓｏｒｔｉｎｇ）３２１０が表示されてよい。
【０２３３】
　図３２の（ａ）に示す整列方式選択メニュー３２１０はドロップダウン（Ｄｒｏｐ　ｄ
ｏｗｎ）方式で各種メニューを表示する。すなわち、ユーザが整列方式選択メニュー３２
１０を選択すると、制御部１２０は図３２の（ｂ）のように、複数の整列方式のうちいず
れか１つを選択することができるメニューリスト３２２０を表示する。
【０２３４】
　なお、図３２の（ａ）に示すように、制御部１２０は各広告項目にクーポンイメージを
同時に表示したり、概略情報のみを表示することもできる。例えば、制御部１２０は、広
告情報画面３２００内で第１の広告項目３２１３－１には広告フレーズとともにクーポン
イメージ３２３０を同時に表示することができる。
　または、制御部１２０は、第２ないし第４の広告項目３２１３－２～３２１３－４では
、概略情報のみを表示することができる。
【０２３５】
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　クーポンイメージが同時に表示された第１の広告項目３２１３－１で予め設定された入
力信号が発生する場合、制御部１２０はクーポンイメージ３２３０を除去し、第２ないし
第４の広告項目３２１３－２～３２１３－４のように概略情報のみを表示することもでき
る。その反対に、概略情報のみを表示している第２ないし第４の広告項目３２１３－２～
３２１３－４で予め設定された入力信号が発生する場合、制御部１２０は当該広告項目に
対応するクーポンイメージ（または、招待状イメージ、スタンプカードイメージ等）を当
該項目内に表示することができる。
【０２３６】
　図３３は、人気順の検索方式による広告情報画面の一例を示す。図３３によると、人気
順の検索メニューが選択されると、制御部１２０は人気順に沿って広告情報を分類した広
告情報画面３３００を表示する。人気順による広告情報出力画面３３００は名称領域３３
０１、検索方式選択領域３３０２、広告リスト領域３３０３及びメニュー領域３３０４を
含むことができる。
【０２３７】
　広告リスト領域３３０３は、人気順に沿って各種広告情報を表示する領域である。この
とき、各広告情報には人気順位を示す数字アイコン３３１１が同時に表示されてよい。各
広告情報の大きさは人気順に応じて異なるように決定されてよい。例えば、図３３に示す
ように、制御部１２０は人気の高い広告情報は大きく表示し、相対的に人気の低い広告情
報は小さく表示してよい。制御部１２０は、ユーザのスクロール操作によって、広告リス
ト領域３３０３をスクロールさせることができる。広告リスト領域３３０３の下側にはメ
ニュー領域３３０４が表示されてよい。メニュー領域３３０４の種類及び機能については
、既に上述しているため、繰り返し説明は省略する。図３４は、広告種類検索方式による
広告情報画面の一例を示す。図３４によると、検索方式選択領域から広告種類検索方式が
選択されると、制御部１２０は広告種類別に広告情報を分類して広告情報画面３４００を
ディスプレイすることができる。
【０２３８】
　広告種類による広告情報画面３４００は、名称領域３４０１、検索方式選択領域３４０
２、広告リスト領域３４０３及びメニュー領域３４０４を含むことができる。広告リスト
領域３４０３ではクーポンを含む広告情報、スタンプを含む広告情報等のように、多様な
種類で区分された広告情報が表示される。
【０２３９】
　広告リスト領域３４０３は、アコーディオンメニュー方式で表示されてよい。すなわち
、ユーザは広告リスト領域３４０３内に表示されたボタン３４０３ａ、３４０３ｂを通じ
てリストを開いたり閉じたりすることができる。なお、広告リスト領域３４０３は、スク
ロール可能である。
【０２４０】
　以上のように、ユーザは検索メニュー２９０４を用いて各種広告情報を確認することが
できる。その他にも、広告情報画面にはＱＲスキャンメニューも表示されてよい。ユーザ
は、ＱＲスキャンメニューを選択し、ＱＲコード（登録商標）を認識して広告情報を確認
することもできる。
【０２４１】
　図３５は、ＱＲスキャンメニューを利用する方法について説明するための図である。ユ
ーザがＱＲスキャンメニューを選択すると、制御部１２０はユーザ端末装置１００に設け
られたカメラ（図示せず）を活性化させる。ユーザは、カメラを用いてＱＲコード（登録
商標）を読み取ることができる。ＱＲコード（登録商標）が読み取られると、制御部１２
０は図３５の（ａ）に示すように、読み取られたＱＲコード（登録商標）を画面３５１０
上にディスプレイする。そして、読み取られたＱＲコード（登録商標）をロードして分析
し、当該広告主の広告情報をサーバ装置２００または広告提供サーバ２７００から受信す
ることができる。図３５の（ｂ）は、ＱＲコード（登録商標）ロード中の画面３５２０を
示す。
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【０２４２】
　ＱＲコード（登録商標）の分析は、ユーザ端末装置１００で行われてよいが、サーバ装
置２００や広告提供サーバ２７００で行われてよい。この場合、ユーザ端末装置１００は
、読み取られたＱＲコード（登録商標）イメージをサーバ装置２００や広告提供サーバ２
７００に伝送し、サーバ装置２００や広告提供サーバ２７００は受信されたＱＲコード（
登録商標）イメージを分析し、それに対応する広告情報をユーザ端末装置１００に提供す
ることができる。広告情報の受信が完了すると、制御部１２０は広告情報画面３５３０を
表示する。広告情報画面３５３０には、名称領域３５０１、広告主情報表示領域３５０２
、チェックインメニュー表示領域３５０３及びクーポン表示領域３５０４等を含んでよい
。広告主情報表示領域３５０２は、代表イメージ、広告主名、住所、チェックイン数、コ
メント数、連絡先追加メニュー３５０２ａ、無料通話メニュー３５０２ｂ、詳細情報表示
メニュー３５０２ｃを含んでよい。クーポン表示領域３５０４は、スペシャルオファーク
ーポン表示領域３５０４ａと通常クーポン表示領域３５０４ｂを含んでよい。
【０２４３】
　図３５の（ｃ）では、スペシャルオファークーポン及び通常クーポンのダウンロード前
の状態を示している。制御部１２０は、図３５の（ｃ）に示す広告情報画面内でクーポン
イメージ３５０４が選択されると、当該クーポンに対する有効情報をサーバ装置２００ま
たは広告提供サーバ２７００からダウンロードしてよい。
【０２４４】
　図３５の（ｄ）では、スペシャルオファークーポン３５０４ａが選択されてダウンロー
ドされた後のクーポンイメージ状態を示す。図３５の（ｄ）によると、スペシャルオファ
ークーポン３５０４ａでＴａｐ　Ｔｐ　ｕｎｌｏｃｋのようなフレーズが削除されている
ことが分かる。この他にも、広告情報画面には、招待状表示領域、ニュース表示領域等が
更に表示されてよい。
【０２４５】
　一方、図３５の（ｃ）のような広告情報画面３５３０でチェックインメニュー３５０３
ａが活性化されると、制御部１２０はチェックイン画面をディスプレイすることができる
。図３６はチェックイン画面の一例を示す。
【０２４６】
　図３６によると、チェックイン画面３６００は名称領域３６０１、広告主情報表示領域
３６０２、当該広告主に対して評価することができる評価領域３６０３及び完了メニュー
３６０４を含むことができる。評価領域３６０３は、星点数を与えることができる星点数
評価領域３６０３ａ及び意見を書き込めるコメント作成領域３６０３ｂを含むことができ
る。図３６では、５つの星イメージを通じて星点数を与えることができる画面構成の一例
を示す。図３６に示すような画面が表示されると、ユーザは５つの星アイコンのうち１つ
をタッチすることで、星点数を与えることができる。例えば、左から４番目の星アイコン
をタッチする場合、ユーザは計５点のうち４点の星点数を与えたことになる。このような
画面構成及び動作は一例に過ぎないため、本発明の内容は必ずしもそれに限定されるもの
ではない。
【０２４７】
　星点数や書き込みが完了した後、完了メニュー３６０４が入力されると、制御部１２０
は入力された星点数及びコメント等を保存部１３０に保存する。そして、当該広告主のチ
ェックイン数を１だけ増加させ、ディスプレイ部１４０に以前の画面をディスプレイする
。
【０２４８】
　以上では、ＱＲコード（登録商標）スキャン時にチェックインメニュー及びスペシャル
オファークーポンを含む詳細な広告情報画面を出力するものとして説明したが、本発明が
必ずしもそれに限定されるものではない。例えば、本発明の別の例では、近距離無線通信
（ＲＦＩＤまたはＮＦＣ）を通じて広告情報や、支払い情報、電子レシート等を受信する
場合にも、チェックインメニュー及びスペシャルオファークーポンを含む詳細情報画面を



(38) JP 2015-531176 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

出力することもできる。
【０２４９】
　一方、図３５の（ｃ）または（ｄ）に示す広告情報画面３５３０で詳細情報表示メニュ
ー３５０２ｃが選択されると、制御部１２０は図３７のような詳細情報画面３７００をデ
ィスプレイすることができる。
【０２５０】
　図３７によると、詳細情報画面３７００には名称領域３７０１、広告主情報表示領域３
７０２、マップ表示領域３７０３、ユーザのコメントが登録されるレビュー領域３７０４
、広告主によって登録される追加情報を表示する追加情報領域３７０５を含むことができ
る。追加情報は、運営時間、メニュー及び値段、店内写真等であってよい。図３７のよう
な画面構成は一例に過ぎないため、多様に変形されてよい。
【０２５１】
　最後に、保存箱メニュー２９０６が活性化される場合、制御部１２０は図３８のような
画面をディスプレイする。
【０２５２】
　図３８によると、制御部１２０は保存箱メニュー２９０６が選択されると、保存箱に保
存された広告情報を示す保存箱画面３８００をディスプレイする。図３８によると、保存
箱画面３８００は、保存された広告情報をリスト３８１０状で表示する。制御部１２０は
、保存箱に保存された広告情報を有効期限順に整列して表示することができる。各広告情
報には、アコーディオンメニューボタンが表示されてよい。アコーディオンメニューボタ
ンは、選択有無によって、２つの形態３８２０ａ、３８２０ｂのいずれか一方で表示され
てよい。制御部１２０は、アコーディオンメニューボタンが選択されると、第１形態３８
２０ａで表示し、当該広告情報内にクーポンイメージ、招待状イメージ及びスタンプカー
ドイメージのうち少なくとも１つを表示する。一方、アコーディオンメニューボタンが選
択されない場合、第２形態３８２０ｂで表示し、当該広告情報内に概要情報（例えば、名
称、有効期限等）のみを表示する。
【０２５３】
　以上のように、ユーザ端末装置１００のユーザは、フォンブック、カレンダー、ギャラ
リー等のように、ユーザ端末装置１００の基本プログラムの他に、広告アプリケーション
を用いて多様な広告サービスを提供されてよい。広告アプリケーションは、広告提供の他
に支払いサービス、購入履歴管理サービス等のような多様な付加サービスを更に提供する
ことができる形態で実現されてよい。具体的には、ショッピングに関連するトータルサー
ビスを提供するウォレットプログラム形態で作成され、ユーザ端末装置に提供されてもよ
い。それについては、後述の別の実施形態で具体的に説明する。
【０２５４】
　以下では、上述の多様な実施形態で、ユーザ端末装置１００と連動して各種広告サービ
スを提供するサーバ装置の構成及びその動作について具体的に説明する。
【０２５５】
＜サーバ装置の構成及び動作に対する多様な実施形態＞
　図３９は、本発明の一実施形態に係るサーバ装置の構成を示すブロック図である。図３
９のサーバ装置３９００は、上述の多様な実施形態で説明したサーバ装置２００または広
告提供サーバ２７００として動作することができる。
【０２５６】
　図３９によると、サーバ装置３９００は、通信インターフェース部３９１０、サーバ制
御部３９２０、データベース部３９３０を含む。
　通信インターフェース部３９１０は、ユーザ端末装置１００をはじめとする多様な外部
装置と通信を行い、情報を受信する。
　データベース部３９３０は、受信された情報を記録するための構成要素である。
　サーバ制御部３９２０は、通信インターフェース部３９１０を介して受信される情報を
用いてデータベース部３９３０を随時アップデートさせることができる。なお、サーバ制
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御部３９２０は、通信インターフェース部３９１０を介して受け付けられる各種コマンド
に応答し、データベース部３９３０の情報を各ユーザ端末装置に伝送することもできる。
【０２５７】
　例えば、プッシュ方式基盤の広告サービスを提供する実施形態によると、通信インター
フェース部３９１０は、接続されたユーザ端末装置で広告主に関連する固有情報が保存さ
れると、その固有情報を受信することができる。サーバ制御部３９２０は、受信された固
有情報をデータベース部３９３０に保存することができる。なお、サーバ制御部３９２０
は、各種広告主の端末装置２８００や広告提供サーバ２７００等から提供される広告情報
が受信されると、その広告情報もデータベース部３９３０に保存することができる。サー
バ制御部３９２０は、予め設定されたプッシュ条件が満たされると、データベース部３９
３０に保存された広告情報を当該ユーザ端末装置１００に伝送する。
【０２５８】
　または、検索方式基盤の広告サービスを提供する実施形態によると、フォンブック機能
が実行され、フォンブック画面がディスプレイされた状態で、検索ワードが入力されると
、当該ユーザ端末装置は検索ワードを伝送する。通信インターフェース部３９１０は、伝
送された検索ワードを受信する。サーバ制御部３９２０は、検索ワードに対応する広告情
報をデータベース部３９３０から検索する。そして、その検索結果をユーザ端末装置に伝
送する。この場合、サーバ制御部３９２０は、検索結果をユーザ端末装置の位置からの距
離、登録回数、通話回数、おすすめ回数のうち、少なくとも１つの基準に沿って整列し、
ユーザ端末装置のフォンブック画面に合致するフォーマットで構成して伝送することもで
きる。
【０２５９】
　または、広告アプリケーションを用いて広告サービスを提供する実施形態によると、サ
ーバ制御部３９２０は、ユーザ端末装置１００から広告アプリケーションが実行されると
、データベース部３９３０に記録された各種情報を当該ユーザ端末装置１００に伝送して
広告情報画面を構成するようにする。よって、上述の実施形態で説明したように、多様な
広告情報を提供することができる。
【０２６０】
　以上のように、サーバ装置３８００は実施形態に応じて多様な動作を行うことができる
。以下では、サーバ装置３８００で提供する多様なサービスについて具体的に説明する。
【０２６１】
　図４０は、プッシュ方式基盤の広告サービスを提供する実施形態に係るサーバ装置で顧
客情報を記録したデータベースを管理する方法を説明するための図である。図４０による
と、サーバ装置３８００は、広告主に関連する各種固有情報を受信して（Ｓ４０１０）保
存することができる。詳細には、事業者（または、広告主等）は、モバイル広告サービス
に加入し、自分の連絡先情報及び自分の有している顧客情報（電話番号、Ｅ－ｍａｉｌア
ドレス等）等をサーバ装置３８００に登録することができる。具体的には、売場名、売場
イメージ、売場位置、電話番号、ホームページアドレス、売場で販売する商品情報、商品
イメージ、割引率、割引期間、イベント情報、クーポン（クーポンＩＤ、シリアル番号、
クーポンイメージ、クーポン名、クーポンの種類等）、招待状、広告フレーズ等のように
売場で提供される多様な情報が含まれてよい。説明の便宜上、以下では、広告主または事
業者の提供する各種広告情報を売場情報と称する。
【０２６２】
　なお、サーバ装置３８００は、ユーザ端末装置から各種固有情報を受信することができ
る（Ｓ４０２０）。この場合、ユーザ端末装置は、サーバ装置３８００の事業者と広告サ
ービス契約を締結したユーザの使用するユーザ端末装置であってよい。ユーザ端末装置か
ら受信される固有情報には、ユーザ端末装置を所有するユーザ自分の名前や電話番号、メ
ールアドレス、メッセンジャアドレス、ニックネーム、生年月日、住所、ユーザＩＤ等だ
けでなく、ユーザ端末装置のフォンブックリストに登録された知人の名前や電話番号、メ
ールアドレス、メッセンジャアドレス、ニックネーム、生年月日、住所、ＩＤ等のような
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情報、カレンダーに保存された日程情報、ギャラリーに保存された写真や、そのメタデー
タまでも含まれてよい。説明の便宜上、以下ではユーザの提供する各種情報をユーザ情報
と称する。
【０２６３】
　サーバ装置３８００は、売場情報及びユーザ情報がそれぞれ受信されると、受信された
情報をデータベース部３９３０に保存する。この場合、売場情報及びユーザ情報は区分保
存されてよく、売場情報は売場別に、ユーザ情報はユーザ別に更に区分されて保存されて
よい。
【０２６４】
　サーバ制御部３９２０は、周期的にユーザ端末装置や広告主端末装置２８００、広告提
供サーバ２７００等と通信してデータを同期化させることができる。
【０２６５】
　このような状態で、サーバ制御部３９２０は、広告主に関連する固有情報を登録したユ
ーザ端末装置を検索することができる（Ｓ４０３０）。上述のように、サーバ制御部３９
２０は、フォンブックアプリケーション、カレンダーアプリケーション、ギャラリーアプ
リケーション等のような多様なアプリケーションで入力される情報と、売場情報を比較し
て検索を行うことができる。加入者が検索されると、サーバ制御部３９２０は広告主に関
連する固有情報を保存している加入者情報を当該広告主の顧客情報データベースに登録す
ることができる。一例として、特定加入者のフォンブックに広告主の連絡先情報が含まれ
た場合、サーバ制御部３９２０はその加入者の電話番号を広告主の顧客情報データベース
に追加することができる。それにより、広告主は顧客情報を手動で収集及び管理すること
ができる。このように収集された顧客情報は、サーバ装置３９００で持続的に管理されて
よい。例えば、サーバ装置３９００は、顧客の顧客情報管理（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｒｅｌ
ａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ：ＣＲＭ）情報に基づいて、顧客の等級を自動的に分
類することができる。顧客関係管理情報は、チェックイン点数、クーポン、招待状及びス
タンプ使用内訳、新規加入、支払い内訳、コメント作成回数等を含むことができる。
【０２６６】
　一方、以上では広告主の顧客情報データベースにユーザの電話番号を自動的に追加する
場合を例えて説明したが、サーバ装置３９００はその他に多様な動作を行うことができる
。例えば、ユーザのフォンブックから広告主の連絡先情報が削除される場合、サーバ装置
３９００は当該事業者の顧客情報データベースからユーザ情報を削除することもできる。
【０２６７】
　その他にも、検索方式基盤の広告サービスを提供する実施形態によると、サーバ制御部
３９２０は、各ユーザ端末装置のフォンブック画面を通じて入力される検索ワードを通信
インターフェース部３９１０を介して受信する。そして、その検索ワードにマッチする売
場情報をデータベース部３９３０から探索し、ユーザ端末装置に提供する。フォンブック
画面を通じて入力される検索ワードの他にも、カレンダー画面を通じて入力される日程情
報や、撮影された写真、メタデータ等を受信し、それにマッチする売場情報を探索して提
供することもできる。
　このような実施形態に係るサーバ装置の動作については、図１７を参照して既に説明し
ているため、繰り返し説明は省略する。
【０２６８】
　一方、上述のように、サーバ装置３９００は図２７のネットワークシステムに含まれる
サーバ装置２００や広告提供サーバ２７００で実現されてよい。広告提供サーバ２７００
で実現される場合、サーバ装置３９００は広告主端末装置２８００と連動して広告情報生
成サービス、ＱＲコード（登録商標）生成サービス、評価サービス等のような多様なサー
ビスを提供することができる。以下では、サーバ装置で提供するこのような多様なサービ
スを利用する方法について具体的に説明する。
【０２６９】
　図４１は、本発明の一実施形態に係る広告情報発信方法を説明するためのフローチャー
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トである。すなわち、従来は、広告を制作するためには、広告制作業者に依頼して広告情
報を作成しなければならなかった。この場合、多くの費用及び時間がかかり、広告主（ま
たは、事業者）は自分の望む方向に広告情報が正確に作られたか随時確認することが困難
であるという問題点があった。よって、本実施形態では、広告主（または、事業者）が自
分の端末装置、すなわち、広告主端末装置２８００を用いて各種広告情報を直接生成でき
るように、サーバ装置３９００が広告生成画面を提供する。以下では、サーバ装置３９０
０が広告提供サーバ２７００で実現された場合を基準に広告情報発信方法を説明する。
【０２７０】
　図４１によると、広告提供サーバ２７００は広告主端末装置２８００がアクセスすると
、メインページデータを伝送する。広告主端末装置２８００ではメインページデータを用
いて、画面を構成してディスプレイすることができる。広告主端末装置２８００のユーザ
、すなわち、広告主は当該画面を通じて広告情報生成要請を入力することができる（Ｓ４
１１０）。ユーザ端末装置１００は、広告情報生成要請が入力されると、広告提供サーバ
２７００に伝送する。
【０２７１】
　広告提供サーバ２７００は、広告情報生成要請に応じて、広告生成画面データを広告主
端末装置２８００に伝送してディスプレイするようにする（Ｓ４１２０）。
【０２７２】
　広告主端末装置２８００で広告生成画面がディスプレイされると、事業者は広告生成画
面を通じて各種ユーザインタラクションを行い、自分が望む形態で広告情報を生成するこ
とができる（Ｓ４１３０）。具体的には、広告主は広告生成画面を通じて広告情報を生成
し、その広告情報を伝送する顧客情報を入力することができる。広告主端末装置２８００
は、入力された情報を広告提供サーバ２７００に伝送する。広告提供サーバ２７００は広
告情報及び伝送する顧客等級が受信され、広告情報生成完了命令が入力されると（Ｓ４１
３０、Ｓ４１４０）、広告情報生成作業を終了する。そして、生成された広告情報を発信
する（Ｓ４１５０）。広告情報は、データサーバ２２０に保存されて後日発送されてよい
が、ユーザ端末装置１００に直接伝送されてよい。
【０２７３】
　一方、広告情報生成要請が入力されない場合、広告主端末装置２８００は広告主（また
は、事業者）のインタラクションに対応する機能を行うことができる（Ｓ４１６０）。例
えば、広告主端末装置２８００は、ユーザの要請に応じて、ＱＲコード（登録商標）生成
手続きを行ったり、事業者詳細情報画面を出力したり、広告情報の利用現状に対する統計
情報画面を出力したり、待機状態を保持することができる。
【０２７４】
　このように、事業者（または、広告主）は、図４０で説明した顧客情報管理方法によっ
て分類された顧客等級を用いてモバイル広告を効率的に発信することができる。言い換え
ると、事業者（または、広告主）は自分の電話番号を保存していたり、頻繁に使用する、
すなわち、自分たちを贔屓にしてくれる加入者に広告情報を発信することにより、広告効
果を最大化することができる。
【０２７５】
　一方、以上では広告主端末装置２８００を用いてモバイル広告を発信する場合を例えて
説明してきた。広告主端末装置２８００は、特殊な構成を備える端末装置ではなく、ユー
ザ端末装置のうちの一つが使用され得ることは上述したとおりである。すなわち、広告主
はパソコンだけでなく、ラップトップパソコン、携帯電話、タブレットパソコン等のよう
なインターネット接続機能を備える多様な端末機を用いてモバイル広告を発信することが
できる。
【０２７６】
　単なる広告情報の他に、広告主は広告提供サーバ２７００が提供する画面を通じてＱＲ
コード（登録商標）やバーコードのような特殊な広告情報も生成することができる。
【０２７７】
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　図４２は、本発明の実施形態に係るモバイル広告のためのＱＲコード（登録商標）生成
方法を説明するためのフローチャートである。以下では、広告主が自分の端末装置を用い
てモバイル広告のためのＱＲコード（登録商標）を生成する場合を例えて説明する。図４
２を参照すると、広告主端末装置２８００は、ＱＲコード（登録商標）生成要請が入力さ
れると（Ｓ４２１０）、ＱＲコード（登録商標）生成画面を表示する（Ｓ４２２０）。Ｑ
Ｒコード（登録商標）生成要請は、広告提供サーバ２７００が提供するウェブページ上で
入力されてよい。
【０２７８】
　広告主は、ＱＲコード（登録商標）生成画面内でＱＲコード（登録商標）生成のための
各種情報を入力することができる（Ｓ４２３０）。詳細には、広告主端末装置２８００は
、ＱＲコード（登録商標）発行のための予め定義されたテンプレート（Ｔｅｍｐｌａｔｅ
）のうち、特定類型のテンプレートの選択情報及び選択されたテンプレート上に挿入され
るメッセージ情報を受信してよい。テンプレートは、広告提供サーバ２７００から提供し
てよい。
【０２７９】
　広告主端末装置２８００はテンプレートが選択され、挿入されるメッセージ情報が入力
されると、それに基づいて生成されるＱＲコード（登録商標）のプレビュー画面を出力す
ることができる（Ｓ４２４０）。
【０２８０】
　このような状態で、ＱＲコード（登録商標）の発行要請が受信されると（Ｓ４２５０）
、広告提供サーバ２７００はＱＲコード（登録商標）を生成する（Ｓ４２６０）。広告主
は、プリントメニュー、登録メニュー、保存メニュー等のように多様なメニューを選択し
てＱＲコード（登録商標）を使用することができる。プリントメニューが選択されると、
広告主端末装置２８００はプレビュー画面に対応するＱＲコード（登録商標）イメージを
生成する。一方、登録メニューが選択されると、広告提供サーバ２７００は生成されたＱ
Ｒコード（登録商標）をデータサーバ２２０に保存したり、ユーザ端末装置に直接伝送し
て発行することができる（Ｓ４２６０）。保存メニューを選択すると、広告主端末装置２
８００はプレビュー画面に対応するＱＲコード（登録商標）イメージを広告提供サーバ２
７００からダウンロードして、自体の保存部に保存する。
【０２８１】
　一方、ＱＲコード（登録商標）発行要請が入力されない場合、広告主端末装置２８００
はステップＳ４２２０に復帰することができる。すなわち、広告主端末装置２８００は広
告主がテンプレートまたはメッセージ情報等を変更すると、変更された情報によってプレ
ビュー画面を変更して出力し、変更されない場合は以前の画面をそのまま表示することが
できる。
【０２８２】
　一方、ＱＲコード（登録商標）生成要請が受信されない場合には、広告主端末装置２８
００は広告主（または、事業者）のインタラクションによる機能を行うことができる（Ｓ
ステップＳ４２７０）。例えば、広告主端末装置２８００は、広告主（または、事業者）
の要請に応じて、広告情報発信手続きを行ったり、事業者詳細情報画面を出力したり、広
告情報の利用現状に対する統計情報画面を出力したり、待機状態を保持することができる
。
【０２８３】
　以上のように、広告主は広告提供サーバ２７００を用いてＱＲコード（登録商標）も直
接獲得することができる。獲得されたＱＲコード（登録商標）は印刷して自分の売場に貼
り付けて顧客の呼び込みに活用することができる。広告提供サーバ２７００を使用して即
座にＱＲコード（登録商標）を生成できるようになるため、広告主は自分の販売政策に応
じてＱＲコード（登録商標）に各種クーポンやスタンプカード、イベント、招待状等のよ
うな有効情報またはそれに対するお知らせメッセージをコードさせ、顧客呼び込み効果を
向上させることができる。以上では、広告主端末装置２８００を用いてＱＲコード（登録
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商標）を発行する場合を例えて説明してきた。しかし、本発明はそれに限定されない。例
えば、広告主は、パソコン、ラップトップパソコン、携帯電話、タブレットパソコン等の
ようなインターネット接続機能を有する多様な端末機を用いてＱＲコード（登録商標）を
発行することもできる。
【０２８４】
　その他にも、広告提供サーバ２７００は、多様な広告情報を発信することができる。図
４３ないし図５４は、本発明の多様な実施形態に係る広告情報発信方法を説明するための
画面の例示図である。
【０２８５】
　図４３ないし図５４によると、広告主は広告情報発信及び管理のためのウェブサービス
を提供するウェブページに接続することができる。そのために、広告主は、予めウェブサ
イトに会員加入を完了し、会員加入時に登録した際の登録したログイン情報を入力するこ
とができる。
【０２８６】
　ウェブサーバに対する接続が完了すると、広告主端末装置２８００は図４３に示すよう
なウェブページの初期画面をディスプレイすることができる。初期画面は、ウェブサービ
スロゴ表示領域４２１０、広告主のプロフィールイメージ表示領域４２２０、第１メニュ
ー領域４２３０、一定基準（全体／今週／新規会員）別にチェックイン数を表示するチェ
ックイン情報表示領域４２４０、第２メニュー領域４２５０、実施中のイベントを表示す
る第１イベント表示領域４２６０、一定期間（例えば、１週間）内にイベントが予定され
た顧客情報を表示する第２イベント表示領域４２７０、等級別の顧客情報を表示する等級
表示領域４２８０、ユーザが登録したレビュー情報を表示するレビュー表示領域４２９０
、広告主の情報を表示する広告主情報表示領域４３００、モバイル広告生成メニューが表
示される広告情報生成領域４３１０及びモバイル広告の発信ヒストリを表示するヒストリ
表示領域４３２０を含んでよい。
【０２８７】
　ウェブサービスロゴ表示領域４２１０は、初期画面を出力するように命令するホームメ
ニュー４２１０ａ、広告主が登録したプロフィール情報画面を出力するように命令するプ
ロフィール情報表示メニュー４２１０ｂ、ウェブサービスのログアウトを命令するログア
ウトメニュー４２１０ｃ及びウェブサービスのロゴ４２１０ｄを含んでよい。第１メニュ
ー領域４２３０は、発信リスト表示メニュー４２３０ａ及び統計情報表示メニュー４２３
０ｂを含んでよい。第２メニュー領域４２５０は、ＱＲコード（登録商標）生成画面を出
力するように命令するＱＲコード（登録商標）生成メニュー４２５０ａ及びスタンプ生成
画面を出力するように命令するスタンプ生成メニュー４２５０ｂを含んでよい。
【０２８８】
　図４３の画面で、ヒストリ表示領域４３２０は、広告主が以前に発信した広告情報を表
示する領域として、全部表示、ニュース表示、招待状表示、クーポン表示のような整列基
準を含む整列メニュー４３２０ａ、整列メニュー４３２０ａから選択された整列基準に該
当する広告情報を最新発行順に表示するモバイル広告表示領域４３２０ｂ及び画面に出力
されないモバイル広告を更に出力するように命令する「もっと見る」メニュー４３２０ｃ
等を含むことができる。広告情報生成領域４３１０は、広告情報のうち、ニュース生成画
面を出力するように命令するニュース生成メニュー４３１０ａ、招待状生成画面を出力す
るように命令する招待状生成メニュー４３１０ｂ、クーポン生成画面を出力するように命
令するクーポン生成メニュー４３１０ｃを含んでよい。ニュース生成メニュー４３１０ａ
が入力される場合、広告主端末装置２８００は図４３に示すように、広告情報生成領域４
３１０にニュース内容を入力するための吹き出し４３１０ｄを出力することができる。吹
き出し４３１０ｄは、ニュースを伝送する顧客等級を選択することができるスライドメニ
ュー４３１０ｅ及びニュースの発信を要請するアップデートメニュー４３１０ｆを含む。
なお、吹き出し内には、ニュースが入力される前に、“Ｗｈａｔ’ｓ　ｇｏｉｎｇ　ｏｎ
？”のような案内メッセージが表示される。ニュースが入力されると、案内メッセージは
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除去される。なお、アップデートメニュー４３１０ｆは、ニュース内容が入力される前に
は、非活性化状態（選択不可状態）であり、ニュース内容が入力される時点で活性化され
てよい。
　一方、招待状生成メニュー４３１０ｂが入力される場合、広告主端末装置２８００は招
待状生成画面４３０５を出力することができる。
【０２８９】
　図４４は、招待状生成画面の一例を示す。図４４によると、招待状生成画面４２１５は
、ポップアップウィンドウの形態で出力されてよい。しかし、本発明はそれに限定されな
い。例えば、招待状生成画面４２１５は、全画面で出力されてよい。
【０２９０】
　招待状生成画面４２１５は、ウィンドウ名称表示領域４３０１、招待状情報入力領域４
３０２、プレビュー表示領域４３０３及び招待状伝送メニュー領域４３０４を含むことが
できる。ウィンドウ名称表示領域４３０１は、招待状を生成するためのポップアップウィ
ンドウであることを報知するフレーズ（例えば、ｃｒｅａｔｅ　ａｎ　ｉｎｖｉｔａｔｉ
ｏｎ）と終了ボタン４３０１ａを含むことができる。招待状情報入力領域４３０２は、招
待状題名入力のための招待状題名入力フィールド４３０２ａ、招待状の種類を選択する招
待状種類選択フィールド４３０２ｂ、招待日付を入力するための日時選択フィールド４３
０２ｃ、場所情報を入力するための場所入力フィールド４３０２ｄ、招待状を発送した顧
客を選択するための等級選択フィールド４３０２ｅ及び招待状に返信機能の追加有無を選
択するための返信機能選択フィールド４３０２ｆを含んでよい。プレビュー表示領域４３
０３は、招待状情報入力領域４３０２に入力された情報に基づいて招待状のプレビューイ
メージを表示することができる。招待状伝送メニュー領域４３０４は、等級選択フィール
ド４３０２ｆから選択された等級の顧客のユーザ端末装置に招待状を伝送するように命令
する伝送メニューを含んでよい。
　一方、クーポン生成メニュー４３１０ｃが入力される場合、広告主端末装置２８００は
クーポン生成画面を出力することができる。
【０２９１】
　図４５は、クーポン生成画面の一例を示す。図４５によると、クーポン生成画面４５０
５は、ポップアップウィンドウの形態で出力されてよい。しかし、本発明はそれに限定さ
れない。例えば、クーポン生成画面４５０５は全画面で出力されてよい。
【０２９２】
　クーポン生成画面４５０５は、招待状生成画面４２１５と類似する形態を有する。すな
わち、クーポン生成画面４５０５は、ウィンドウの名称表示領域４５０１、クーポン情報
入力領域４５０２、プレビュー表示領域４５０３及びクーポン伝送メニュー領域４５０４
を含んでよい。クーポン情報入力領域４５０２は、クーポン題名入力のためのクーポン題
名入力フィールド４５０２ａ、クーポン種類を選択するクーポン種類選択フィールド４５
０２ｂ、割引情報を入力するための割引情報入力フィールド４５０２ｃ、クーポン使用方
法を入力するための使用方法入力フィールド４５０２ｄ、クーポンの有効期限を設定する
有効期限設定フィールド４５０２ｅ、クーポンを発行する顧客を選択するための等級選択
フィールド４５０２ｆ及びクーポン発行数を設定するためのクーポン数量フィールド４５
０２ｇを含んでよい。
【０２９３】
　図４６は、スタンプ生成画面の一例を示す。図４６によると、スタンプ生成メニュー４
２５０ｂが入力されると、広告主端末装置２８００はスタンプ生成画面をディスプレイす
ることができる。スタンプ生成画面は、図４６に示すように、ウェブページの一部領域に
表示されてよい。しかし、本発明はそれに限定されない。例えば、スタンプ生成画面は、
ポップアップウィンドウの形態で表示されてよい。
【０２９４】
　スタンプ生成画面は、名称表示領域４６０１、スタンプ情報入力領域４６０２、プレビ
ュー表示領域４６０３及びスタンプ生成メニュー領域４６０４を含んでよい。スタンプ情
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報入力領域４６０２は、スタンプのデザインテンプレートを選択するためのテンプレート
選択フィールド４６０２ａ、スタンプ題名入力のためのスタンプ題名入力フィールド４６
０２ｂ、スタンプ完了回数を設定するスタンプ数設定フィールド４６０２ｃ、スタンプ使
用方法を入力するための使用方法入力フィールド４６０２ｄ及びスタンプ有効期限を設定
する有効期限設定フィールド４６０２ｅを含んでよい。プレビュー表示領域４６０３は、
スタンプ情報入力領域４６０２で設定された情報に基づいて生成されるスタンプイメージ
をリアルタイムで表示することができる。スタンプ生成メニュー領域４６０４は、スタン
プ生成を命令するスタンプ生成メニューを含む。スタンプ生成メニューは、スタンプ情報
入力領域に内容が入力される前には非活性化状態であり、内容が入力されると活性化され
る。
【０２９５】
　図４７は、ＱＲコード（登録商標）生成画面の一例を示す。図４７によると、ＱＲコー
ド（登録商標）生成メニュー４２５０ａが入力されると、広告主端末装置２８００はＱＲ
コード（登録商標）生成画面を出力することができる。ＱＲコード（登録商標）生成画面
は、図４７に示すように、ウェブページの一部領域に表示されてよい。しかし、本発明は
それに限定されない。例えば、ＱＲコード（登録商標）生成画面はポップアップウィンド
ウの形態で表示されてよい。
【０２９６】
　ＱＲコード（登録商標）生成画面は、名称表示領域４７０１、ＱＲコード（登録商標）
情報入力領域４７０２、プレビュー表示領域４７０３及びＱＲコード（登録商標）生成メ
ニュー領域４７０４を含んでよい。ＱＲコード（登録商標）情報入力領域４７０２は、Ｑ
Ｒコード（登録商標）のデザインテンプレートを選択するためのテンプレート選択フィー
ルド４７０２ａ及び広告フレーズを入力するためのメッセージ入力フィールド４７０２ｂ
を含んでよい。プレビュー表示領域４７０３は、ＱＲコード（登録商標）情報入力領域４
７０２で入力された情報に基づいて生成されるＱＲコード（登録商標）イメージをリアル
タイムで表示することができる。ＱＲコード（登録商標）生成メニュー領域４７０４は、
広告主端末装置２８００と接続されたプリンタ（図示せず）を通じてＱＲコード（登録商
標）をプリントするように命令する第１プリントメニュー４７０４ａ及びイメージで保存
するように命令する第２プリントイメージ４７０４ｂを含む。
【０２９７】
　以上のように、広告主は広告提供サーバ２７００の提供するウェブページ上で、招待状
、クーポン、スタンプカード、ＱＲコード（登録商標）等のような多様な広告情報を直接
生成することができる。それにより、広告主は多様なプロモーション戦略を立てて、行う
ことができる。一方、広告主は、広告提供サーバ２７００やサーバ装置２００等から広告
情報の利用現状を確認することもできる。
【０２９８】
　図４８ないし図５１は、本発明の実施形態に係る広告情報の利用現状に対する統計情報
を表示する画面の例示図である。
【０２９９】
　図４８ないし図５１を参照すると、統計情報表示メニュー４２３０ｂが入力されると、
広告主端末装置２８００は統計情報画面を出力することができる。統計情報画面は発信さ
れたモバイル広告（ニュース、招待状、クーポン、スタンプ）に対する一定期間中の利用
現状に対する分析結果をグラフ状に表示する画面である。ここで、図４８は、ニュースに
対する統計情報を示す画面の例示図であり、図４９は、招待状に対する統計情報を示す画
面の例示図であり、図５０は、クーポンに対する統計情報を示す画面の例示図であり、図
５１は、スタンプに対する統計情報を示す画面の例示図である。
【０３００】
　統計情報表示画面は、統計情報を閲覧しようとするモバイル広告を選択するモバイル広
告選択領域４８０１、４９０１、５００１、５１０１、選択されたモバイル広告に対する
概略情報を表示するオーバービュー（Ｏｖｅｒｖｉｅｗ）領域４８０２、４９０２、５０
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０２、５１０２、分析情報を表示する分析情報表示領域４８０３、４９０３、５００３、
５１０３を含んでよい。
【０３０１】
　モバイル広告選択領域４８０１、４９０１、５００１、５１０１は、ドロップダウンメ
ニューで形成され、登録順を基準にモバイル広告のリストを出力することができる
【０３０２】
　分析情報表示領域４８０３、４９０３、５００３、５１０３は、モバイル広告選択領域
４８０１、４９０１、５００１、５１０１から選択されたモバイル広告に対する多様な分
析情報をグラフを用いて表示する。分析情報は、モバイル広告を受信した全顧客数、モバ
イル広告の受信経路（フォンブック、広告アプリケーション、ＱＲコード（登録商標）等
）による分布グラフ、モバイル広告を受信した顧客の年齢層、性別分布グラフ等を含んで
よい。なお、招待状に対する分析情報は、出席／保留／欠席に対する分布グラフを含み、
クーポンに対する分析情報は、ダウンロード比率、使用比率、残りの期間等を示すグラフ
を含み、スタンプに対する分析情報は、ダウンロード比率、完了比率、使用比率、残りの
期間等を示すグラフを含んでよい。分析情報は、縦棒グラフ、横棒グラフ、円グラフ、折
れ線グラフ等を用いて多様な形態で表示されてよい。
【０３０３】
　図５２は、チェックイン情報に対する詳細情報を表示する画面を示す。図５２を参照す
ると、チェックイン情報の詳細情報表示メニュー４２４０ａが入力されると、広告主端末
装置２８９００はチェックイン情報に対する詳細情報画面を出力することができる。詳細
情報画面は、チェックイン情報に対する統計を収集するための期間を設定する期間設定領
域５２０１、全期間のチェックイン数、選択された期間の間のチェックイン数及び新規顧
客のチェックイン数に関する情報を表示するチェックイン情報表示領域５２０２及びチェ
ックイン数を基準とする地域別、業種別順位を表示する順位情報提供領域５２０３を含ん
でよい。チェックイン情報表示領域５２０２は、チェックイン情報を数字及びグラフで表
示することができる。図５２では、折れ線グラフを用いて選択された期間の間のチェック
イン数を日付別に表示する場合を一例として示している。一方、折れ線グラフの折れた地
点にマウスが位置したりタッチされると、当該日付とチェックイン数を表示するポップア
ップウィンドウ（図示せず）が出力されてよい。なお、折れ線グラフの横軸で特定の日付
が選択（マウスクリックまたはタッチ）される場合、時間別にチェックイン数を示す棒グ
ラフ（図示せず）がポップアップウィンドウの形態で出力されてよい。
【０３０４】
　図５３及び図５４は、広告主のプロフィール情報を管理するための画面の例示図である
。
【０３０５】
　図５３及び図５４を参照すると、プロフィール情報表示メニュー４２１０ｂが入力（マ
ウスクリックまたはタッチ）されると、広告主のプロフィール情報画面が出力されてよい
。プロフィール情報画面は、図５３の画面の例示図に示すように、事業者名、事業者登録
番号を含んでよい。なお、プロフィール情報画面は、Ｅ－ｍａｉｌアドレス、電話番号、
業種カテゴリ、細部業種、住所等のような基本情報と、運営時間、メニュー及び値段、店
内の写真等のような追加情報を含んでよい。
【０３０６】
　プロフィール情報画面で編集メニュー５３１０が入力される場合、プロフィール情報画
面は、プロフィール情報の編集画面に切り替わってよい。プロフィール情報編集画面は、
図５４の画面の例示図に示すように、事業者名及び事業者登録番号表示領域５４０１を含
む。このとき、事業者名及び事業者登録番号は修正が不可能である。なお、プロフィール
情報編集画面は、プロフィールイメージ変更領域５４０２、基本情報修正領域５４０３及
び追加情報修正領域５４０４を含んでよい。一方、図５４の画面の例示図で薄く表示され
た部分は、現在画面上に表示されないが、スクロール時に画面に表示されることを意味す
る。
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【０３０７】
　以上のように、本発明の多様な実施形態によると、ユーザはサーバ装置２００、広告提
供サーバ２７００等から多様な方式で広告情報を受信することができ、事業者（または、
広告主）もこのようなサーバ装置を用いて多様な広告効果を得ることができる。
【０３０８】
　この場合、ユーザ端末装置に保存された各種アプリケーションがサーバ装置２００と連
動できる。代表的に、フォンブックアプリケーションが活用されてよい。仮に、ユーザは
自分の除く商店やその他の業者の連絡先情報を予めフォンブックに保存させることができ
る。ユーザは、特定業者に電話をかけようとする場合、フォンブック機能を実行させた後
、所望の連絡先情報を検索する。しかし、うっかり連絡先情報を保存できなかった場合も
あり得る。このような場合には、ユーザは連絡先情報を提供するサービスを利用したり、
知人に連絡して所望の業者の情報を探さなければならない。このような手間を解消するた
めに、サーバ装置は接続された各ユーザ端末装置の連絡先情報を予め登録させておき、各
ユーザ端末装置で必要になるたびに連絡先情報を提供することもできる。
【０３０９】
　なお、ユーザは自分が広告情報を受けてみたい特定の事業者に対する固有情報のみをフ
ォンブックに記入することができる。よって、無分別に発送される広告情報を全て受信せ
ずに、興味のある事業者の発信する広告情報のみを選別して確認することもできる。
【０３１０】
　一方、図１及び図２７のネットワークシステムの他にも、ネットワークシステムは図５
５のような形態で構成されてよい。図５５によると、広告システムは、ＤＢサーバ５５１
０、広告提供者装置５５２０、サーバ装置５５３０、ユーザ端末装置１００を含む。
ＤＢサーバ５５１０は、ユーザ端末装置１００から伝送される各種情報を保存する。
【０３１１】
　広告提供者装置５５２０は、各種広告情報を保存する。広告提供者装置５５２０は、広
告制作者や広告主から広告情報を受信することができる。広告提供者装置５５２０は、Ｈ
ＴＴＰＳ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｓｅｃｕｒｉ
ｔｙ）等のようなプロトコルを用いて各種情報を伝送することができる。
【０３１２】
　サーバ装置５５３０は、ユーザ端末装置１００から連絡先をはじめとする各種固有情報
が登録されると、登録された連絡先をＤＢサーバ５５１０に保存することができる。そし
て、ユーザ端末装置１００から検索ワードを伝送すると、サーバ装置５５３０は、検索ワ
ードに対応する連絡先リスト及び広告リストをＤＢサーバ５５１０及び広告提供者装置５
５２０に要請してリストを受信することができる。サーバ装置５５３０は、受信されたリ
ストをユーザ端末装置１００に伝送する。
　以上のように、サーバ装置は多様な形態で実現され、ユーザ端末装置に広告サービスを
提供することができる。
【０３１３】
　一方、以上では、広告サービス及びその他の付加サービスを提供するネットワークシス
テムと、そのシステムに含まれる装置について説明してきた。その他にも、ネットワーク
システムでは、ユーザ端末装置を用いた代金支払いサービスや購入履歴を管理するサービ
スを提供することもできる。このようなサービスは、ウォレットのようなプログラムを用
いて行うことができる。ウォレット（ｗａｌｌｅｔ）プログラムとは、モバイル支払いを
行うためのアプリケーションを意味する。ウォレットプログラムは、スマートウォレット
、電子ウォレット、支払いアプリケーション、ショッピング管理アプリケーション等のよ
うな多様なネーミングで呼ばれてよいが、本明細書ではウォレットプログラムに統一して
説明する。以下では、ウォレットプログラムを利用する実施形態について具体的に説明す
る。
【０３１４】
＜ウォレットプログラムを利用する実施形態＞
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　図５６は、本発明の更に別の実施形態に係るネットワークシステムの構成及び動作を説
明するための図である。図５６によると、ネットワークシステム５６００は、ユーザ端末
装置５６１０、売場管理システム５６２０、サーバ装置５６３０を含む。
【０３１５】
　ユーザ端末装置５６１０は、サーバ装置５６３０から各種情報を受信することもできる
、その逆に情報を登録することもできる。具体的には、上述の多様な実施形態で説明した
ように、各種お知らせメッセージや、クーポン、招待状、連絡先情報、ソーシャルグラフ
等のような広告情報を送受信することができる。
【０３１６】
　売場管理システム５６２０とは、各種商品やサービスを提供する売場で注文、支払い、
広告、顧客管理等を総括的に管理するためのシステムを意味する。売場管理システム５６
２０は、カードリーダーやバーコードリーダー、ＱＲコード（登録商標）読み取り機等の
ような多様な支払い装置と、データベース等を備えることができる。
【０３１７】
　サーバ装置５６３０は、ユーザ端末装置５６１０や売場管理システム５６２０だけでな
く、多様な外部装置から情報を収集して管理するための装置である。例えば、広告主や広
告業者のサーバ装置から広告を受けて登録することができる。サーバ装置５６３０は、ユ
ーザ端末装置間の関係に基づいて、ユーザ端末装置５６１０に各種お知らせメッセージを
伝送することができる。例えば、第１ユーザが広告情報を登録させた場合、第１ユーザに
関する情報が保存されているか、第１ユーザに対する検索ワードを入力したユーザ端末装
置に対して、お知らせメッセージを伝送することができる。お知らせメッセージとは、各
種広告や、クーポン、招待状等を発信事実または使用事実を報知するために提供されるメ
ッセージを意味する。
【０３１８】
　ユーザ端末装置５６１０は、サーバ装置５６３０の伝送した各種のお知らせメッセージ
や有効情報等のような広告情報をディスプレイすることができる。図５６のネットワーク
システムは、上述の多様な実施形態で説明したような方式で、広告サービスを提供するこ
とができる。ユーザ端末装置５６１０は、それによって受信される広告情報を用いて、フ
ォンブック画面やカレンダー画面、ギャラリー画面または別途のアプリケーション実行画
面等にお知らせメッセージを表示することができる。表示画面については上述の多様な実
施形態で具体的に示しているため、繰り返し説明は省略する。ユーザは、画面上で自らが
興味のあるお知らせメッセージを選択することがきる。選択が行われると、ユーザ端末装
置５６１０はサーバ装置５６３０やその他の外部装置から、選択されたお知らせメッセー
ジに対応する有効情報を受信することができる。
【０３１９】
　有効情報とは、お知らせメッセージで案内したサービスを利用するために直接必要とす
る情報を意味する。例えば、割引クーポン発行に対する案内メッセージが選択された場合
には、その割引クーポンのイメージと、割引クーポン番号、バーコード等のように実際の
割引クーポンサービスを利用するための情報を直接ダウンロードすることができる。ユー
ザ端末装置５６１０は、ダウンロードされた有効情報をウォレットプログラムに登録させ
る。当該クーポンが売場管理システム５６２０から発行された場合、ユーザ端末装置５６
１０が当該売場を来店したり、当該売場で支払いを試みる場合、ウォレットプログラムは
売場管理システム５６２０から発行したクーポンを活性化させ、支払いに反映する。例え
ば、クーポン番号を売場管理システム５６２０に伝送し、割引された値段で支払いを行う
ことができる。売場管理システム５６２０では、自分の発行したクーポンが自分の売場で
使用されたことを判断し、広告効果を確認することができ、ユーザ管理も効果的に行うこ
とができるようになる。
　その他にも、ユーザ端末装置５６１０は売場管理システム５６２０の発行するデジタル
スタンプや、電子レシート、商店情報等を受信することもできる。
【０３２０】
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　一方、売場管理システム５６２０とサーバ装置５６３０との間にも、各種情報が送受信
されてよい。すなわち、サーバ装置５６３０は、お得意や周辺の顧客情報等を売場管理シ
ステム５６２０に伝送することができ、売場管理システム５６２０は売上額や商品の値段
等のような金銭情報と主な商品販売情報、顧客の好み情報、売場位置情報、宣伝内容等を
サーバ装置５６３０に伝送することができる。
【０３２１】
　なお、売場管理システム５６２０は、クーポン等を生成するためのツール（ｔｏｏｌ）
を使用し、各種クーポン情報や、イベント情報等を生成してサーバ装置５６３０に登録さ
せることができる。または、上述の実施形態で説明したように、外部サーバの提供するウ
ェブサイトを用いてクーポン等を生成することもできる。この場合、外部サーバからサー
バ装置５６３０にクーポン、スタンプカード、招待状、イベントカード等をはじめとする
各種広告情報が直接伝達されてよい。サーバ装置５６３０に登録される情報は、上述のよ
うに、サーバ装置５６３０の管理するユーザ端末装置にお知らせメッセージの形態で伝送
されてよい。
【０３２２】
　以上のように、ユーザ端末装置５６１０は売場管理システム５６２０やサーバ装置５６
３０を介して提供される情報をウォレットプログラム等のような別途のアプリケーション
で使用するように提供することができる。すなわち、ウォレットプログラムは、フォンブ
ックプログラムや、カレンダープログラム、ギャラリープログラム等のような他アプリケ
ーションで使用する情報を共有し、支払いや購入履歴管理等に利用することができる。そ
れにより、売場管理システム５６２０やサーバ装置５６３０を介して提供される広告から
品物購入及び支払いまでつなげることができる。
【０３２３】
　以上のように、ユーザ端末装置５６１０は、フォンブック画面やカレンダー画面のよう
な各種アプリケーションの実行画面上に表示されたお知らせメッセージを用いて実際に使
用可能なクーポン、イベントカード等のような有効情報を発信されることができる。よっ
て、支払いに活用することができる。
【０３２４】
　図５７は、このような実施形態に係る支払い方法を説明するためのタイミング図である
。図５７によると、サーバ装置５６３０は多様な外部装置から提供される情報に登録する
ことができる（Ｓ５７１０）。登録される情報には、お知らせメッセージだけでなく、ク
ーポン情報、ポイントカード情報、スタンプカード情報、イベント情報、招待状、連絡先
情報等のように多様な広告情報が含まれてよい。
【０３２５】
　なお、ユーザ端末装置５６１０は、フォンブックまたはカレンダーのようなプログラム
を実行させることができる（Ｓ５７１５）。フォンブックプログラムやカレンダープログ
ラムは、ユーザ端末装置５６１０に保存された情報だけでなく、サーバ装置５６３０から
伝送されるお知らせメッセージも同時に表示することができる。
【０３２６】
　すなわち、上述の多様な実施形態で説明したように、サーバ装置５６３０は定められた
広告主から提供される広告情報が登録されたり、フォンブック画面上で検索ワードが入力
され、その検索ワードに対応する情報が検索される場合、それによるお知らせメッセージ
をユーザ端末装置５６１０に伝送することができる（Ｓ５７２０）。それにより、フォン
ブック画面、カレンダー画面、ギャラリー画面等のような各種プログラム実行画面にはユ
ーザ端末装置５６１０上に入力された連絡先情報や日程情報の他にも、多様な広告情報や
、クーポン、イベント情報、招待状情報等に対するお知らせメッセージが表示されてよい
。
【０３２７】
　ユーザは、フォンブック画面やカレンダー画面、ギャラリー画面等でお知らせメッセー
ジを選択することができる（Ｓ５７２５）。ユーザが１つのお知らせメッセージを選択す
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ると、ユーザ端末装置５６１０は選択されたお知らせメッセージを提供したサーバ装置５
６３０にアクセスし、当該お知らせメッセージに対応する有効情報を受信する。受信され
た有効情報は、ウォレットプログラムやその他に定められたプログラムで提供されて登録
されてよい（Ｓ５７３０）。具体的には、クーポンやスタンプカード、割引イベントや無
料贈呈イベント等のような各種サービスを実際の売場から受けるために必要な有効情報が
ウォレットプログラムに登録されてよい。
【０３２８】
　ユーザは、その後に当該商品を販売する売場に直接訪れることができる。このような状
態で、売場管理システムに備えられた支払い装置にタグ付けするようになると（Ｓ５７３
５）、ウォレットプログラムが実行される（Ｓ５７４０）。ウォレットプログラムは自動
的に実行されてよく、ユーザがアイコンをタッチして手動で実行させることもできる。
【０３２９】
　ウォレットプログラムが実行されると、ウォレットプログラムは登録されている有効情
報を適用して支払いを行う（Ｓ５７４５）。例えば、割引クーポンが登録されている場合
には、その割引クーポン情報を売場管理システム５６２０に伝送する。それにより、売場
管理システム５６２０は割引された金額に対する支払いを要請し、ウォレットプログラム
はユーザの選択した支払い手段を用いて要請された金額に対する支払いを行う。または、
特定期限内に割引サービスを提供するというイベントに対する有効情報が登録されている
場合、ウォレットプログラムはその有効情報を売場管理システム５６２０に提示する。よ
って、売場管理システム５６２０はその支払い時点が有効情報に記録された期限内なら、
割引された金額で支払いプロセスを進める。
【０３３０】
　このように、ユーザ端末装置５６１０は支払い情報を売場管理システム５６２０に伝送
して支払いを完了することができる（Ｓ５７５０）。支払い情報は、ＮＦＣタグ付け方式
で伝送されてよく、その他の無線通信方式で伝送されてよい。支払い情報には、クレジッ
トカード名や、カード番号、有効期限、ユーザ認証番号、割引クーポン番号、割引クーポ
ン内容、予め登録されたイベントの内容、支払い金額、ユーザ情報等が含まれてよい。
【０３３１】
　売場管理システム５６２０は、支払いが行われると、電子レシートを発行することがで
きる（Ｓ５７５５）。発行された電子レシートはウォレットプログラムが登録して管理す
ることができる。電子レシート発行まで完了すると、ウォレットプログラムは自動的に終
了したり、ユーザの選択によって終了してよい（Ｓ５７６０）。
【０３３２】
　本実施形態によると、フォンブックやカレンダープログラムを通じて提供された広告情
報によって支払いまで連続して行われることができるようになる。それにより、ショッピ
ングの便宜性が大きく増大する。
【０３３３】
　図５８は、お知らせメッセージ伝送及び有効情報発信に関連するネットワークシステム
の動作を具体的に説明するための図である。
【０３３４】
　図５８の（ａ）はユーザ端末装置５６１０の動作を示し、図５８の（ｂ）はサーバ装置
５６３０の動作を示し、図５８の（ｃ）は売場管理システム５６２０の動作を示す。上述
のように、有効情報はクーポン以外にも、多様な類型で存在することができるが、図５８
ではクーポン発行の場合を例えて説明する。
【０３３５】
　売場管理システム５６２０では、クーポン生成ツール（Ａｕｔｈｏｒｉｎｇ　ｔｏｏｌ
）を用いてクーポンを生成する（１）。生成されたクーポンはサーバ装置５６３０に登録
される。
【０３３６】
　サーバ装置５６３０は、特定イベントが発生すると、クーポン発行事実をユーザ端末装
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置５６１０に通知する（２）。具体的には、フォンブックやカレンダーアプリケーション
が実行された際、ユーザが設定しておいた条件に応じて、クーポン事実を報知するお知ら
せメッセージを自動的にプッシュすることもでき、ユーザが検索を行った際、その検索ワ
ードに該当するクーポンを報知するための案内メッセージを伝送する方式で通知すること
ができる。図５８では、フォンブックプログラムで当該クーポンの発行事実を通知された
場合を示す。しかし、それに限定されずに、クーポン発行事実は多様なプログラムの実行
画面を通じて報知することができることは、既に説明している。
【０３３７】
　ユーザ端末装置５６１０は、受信されたお知らせメッセージをフォンブック画面５６１
１に表示する。それにより、フォンブックと連携し、ユーザが利用可能なクーポンに関す
る情報を表示することができる（３）。
【０３３８】
　その後、ユーザ端末装置５６１０は表示されたお知らせメッセージが選択される等のイ
ベントが発生すると、ウォレットプログラムとフォンブックプログラムとを連動させる（
４）。すなわち、お知らせメッセージを伝送したサーバ装置５６３０にアクセスして実際
使用可能なクーポン、すなわち、有効情報をダウンロードすることができる（５）。ダウ
ンロードされたクーポンはウォレットプログラムに登録される。それにより、ユーザ端末
装置５６１０のウォレット実行画面５６１２内にダウンロードされたクーポンに関する情
報が表示される。
【０３３９】
　ユーザは、ユーザ端末装置５６１０のウォレットプログラムを用いて売場管理システム
５６２０に対して支払いを行うことができる（６）。ウォレットプログラムは自動または
手動で実行されてよい。手動実行オプションが設定された場合には、ユーザがウォレット
プログラムに対するアイコンを選択した際、ウォレットプログラムが実行される。ユーザ
は、ウォレットプログラムの実行画面内で使用可能な有効情報を検索した後、支払いに利
用することができる。一方、自動実行オプションが設定された場合、ユーザがユーザ端末
装置５６１０を売場管理システム５６２０に対してタグ付けするようになると、ウォレッ
トプログラムが自動実行される。それにより、当該売場管理システム５６２０に関する情
報を用いて、その売場で使用可能な有効情報を確認する。そして、確認された有効情報を
用いて支払いを行う。更に別の実施形態によると、有効情報内に売場位置情報等が含まれ
る場合には、ユーザ端末装置５６１０はＧＰＳ受信部（図示せず）によって算出された現
在位置情報と売場位置情報とを比較し、ウォレットプログラムを自動実行するか否かを決
定することもできる。その他にも、自動実行条件は実施形態に応じて多様に設定されてよ
い。
【０３４０】
　図５９は、フォンブック画面やカレンダー画面、ギャラリー画面等に表示されるお知ら
せメッセージを選択して有効情報をダウンロードする過程について説明するための図であ
る。
【０３４１】
　図５９の（ａ）は、ユーザ端末装置５６１０で各種お知らせメッセージ５９１０－１～
５９１０－３を含むフォンブック画面をディスプレイしている状態を示す。このような状
態で、１つのお知らせメッセージ５９２０－２を選択すると、ユーザ端末装置５６１０で
は、そのお知らせメッセージ５９２０－２に対応する各種有効情報をダウンロードするた
めの画面５９５０をディスプレイする。図５９の（ｂ）は、このような画面の構成例を示
す。図５９の（ｂ）によると、ユーザ端末装置５６１０の画面上には、クーポンやイベン
トに関する情報５９５１、５９５２等が表示されてよい。このような状態で、ユーザが１
つの情報５９５１を選択すると、ユーザ端末装置５６１０はサーバ装置５６３０から選択
された情報に関する有効情報を受信する。受信された有効情報はウォレットプログラムに
登録される。それにより、図５９の（ｃ）に示すように、ウォレットプログラムの実行画
面５９６０内には予め登録されたクレジットカード５９６１やＩＤカード５９６２以外に
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新たに発行された有効情報、すなわちクーポン５９６３が表示されてよい。
【０３４２】
　以上のように、フォンブックプログラム、カレンダープログラム、ギャラリープログラ
ム等のようなアプリケーションは、外部装置から受信された情報をウォレットプログラム
に提供し、ショッピングサービスを利用できるように処理することができる。このような
フォンブックプログラム、カレンダープログラム、ギャラリープログラム、ウォレットプ
ログラム等は、ユーザ端末装置に搭載された非一時的な読み取り可能な媒体にインストー
ルされ、上述の動作を行うことができる。
【０３４３】
　一例として、非一時的な読み取り可能な媒体にインストールされたフォンブックプログ
ラムは、サーバ装置から受信されるお知らせメッセージを含むアプリケーションの実行画
面、すなわちフォンブック画面をディスプレイするステップと、お知らせメッセージが選
択されると、お知らせメッセージに対応する有効情報をサーバ装置からダウンロードする
ステップと、ダウンロードされた有効情報を支払いプログラムに登録させるステップとを
順次に行うことができる。よって、支払いプログラムでデータを共有することができるよ
うになる。
【０３４４】
　一方、図５８では、お知らせメッセージを先に発送した後にユーザが選択すると、それ
によってクーポンや招待状等のような有効情報を伝送する実施形態について説明してきた
が、必ずしもそれに限定されるものではない。すなわと、クーポンや招待状のような有効
情報そのものをお知らせメッセージに伝送することもできる。
【０３４５】
　図６０は、このような実施形態に係るネットワークシステムの構成及び動作を説明する
ための図である。説明の便宜上、図６０のネットワークシステムも、図５８と同様にユー
ザ端末装置５６１０、サーバ装置５６３０、売場管理システム５６２０を含む形態で示し
ているが、ネットワークシステムを構成する装置の種類及び数はそれに限定されない。
【０３４６】
　図６０によると、売場管理システム５６２０で生成されたクーポン（１）はサーバ装置
５６３０に登録される。サーバ装置５６３０は、特定イベントが発生すると、クーポンそ
のものをユーザ端末装置５６１０に発行する（２）。すなわち、図５８の実施形態のよう
に、クーポン発行事実を通知（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）するのではなく、直接クーポ
ンを伝送する。図６０では、説明の便宜上、クーポンのみを示しているが、クーポンの他
に招待状やその他の有効情報も同様に発行されてよい。このような有効情報は、上述の多
様な例のように、自動的にプッシュされてよく、ユーザの検索によって発行されてよい。
【０３４７】
　発行されたクーポン等のような有効情報は、ユーザ端末装置５６１０内のＲＯＭやフラ
ッシュメモリ等に保存されてよい。フォンブックプログラムは保存された有効情報を、ウ
ォレットのような支払いプログラムが管理する保存領域にコピーすることができる。よっ
て、ウォレットプログラムが有効情報を利用することができる。または、フォンブックプ
ログラムは有効情報が保存されたメモリアドレスをウォレットプログラムで通知し、ウォ
レットプログラムが利用するようにすることもできる。
【０３４８】
　一方、フォンブックプログラム、カレンダープログラム、ギャラリープログラム等のよ
うに、ユーザ端末装置にインストールされているプログラムと、ウォレットプログラムの
標準化されたＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
を使用したり、同一製造メーカまたはプログラマによって生成され、同一のＡＰＩを使用
する場合なら、アプリケーションをＡＰＩを通じて相互インターフェーシングすることが
できる。それにより、上述のように、有効情報を直接共有することができる。一方、その
他の場合には、アプリケーション間のインターフェーシングのためにＡＰＩ共有作業が必
要になる。例えば、フォンブックプログラムとウォレットプログラムとを連動させるため
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の場合には、ウォレットプログラムの製作者は、フォンブックプログラムまたはフォンブ
ックプログラムがインストールされたユーザ端末装置の制作者に対してＡＰＩをオープン
させることを要請し、フォンブックプログラムのＡＰＩをアップデートさせなければなら
ない。それにより、フォンブックプログラムをはじめとする多様なアプリケーションとウ
ォレットプログラムとは連動することができる。
【０３４９】
　ユーザ端末装置５６１０は、受信された有効情報をフォンブック画面５６１１に表示す
ることができる。具体的には、フォンブック画面５６１１内には、フォンブックリストと
ともにお知らせメニュー５６１３が表示されてよい。上述のように、お知らせメニュー５
６１３は、フォンブックプログラムによってフォンブック画面のレイアウトそのものに設
けられたメニューであってよいが、フォンブックプログラムと別に別のグラフィックレイ
ヤに生成され、フォンブック画面５６１０に重畳表示されるメニューで実現されてよい。
この場合、ユーザがお知らせメニュー５６１３を選択するようになると、ユーザ端末装置
５６１０は、ユーザが利用可能なクーポンに関する情報を表示することができる（３）。
【０３５０】
　その後、ユーザ端末装置５６１０は、特定イベントが発生すると、ウォレットプログラ
ムを実行させ（４）、その画面５６１２をディスプレイする。ここで、イベントとは、ユ
ーザがウォレットプログラムに対応するアイコンを直接選択するイベントの他にも、売場
内に来店するイベント、または売場管理システムから売場情報を配信されるイベント、売
場管理システムにタグ付け（ｔａｇｇｉｎｇ）されるイベント等であってよい。ユーザは
、ユーザ端末装置５６１０のウォレットプログラムを用いて売場管理システム５６２０に
対して支払いを行うことができる（５）。具体的には、ウォレットプログラムが実行され
た状態で、売場管理システム５６２０内の支払い装置にタグ付けをするようになると、制
御部１２０は発行されたクーポンを適用して支払いを行う。
【０３５１】
　図６０では、フォンブック画面５６１０を用いてお知らせメッセージを表示するものと
説明したが、フォンブックプログラムの他にカレンダープログラム、ギャラリープログラ
ム等が利用されてよく、別途の広告のために設けられた広告アプリケーションが活用され
てよい。
【０３５２】
　図６０で説明したような広告サービス方法も非一時的な読み取り可能な媒体にインスト
ールされたプログラムによって提供されてよい。すなわち、非一時的な読み取り可能な媒
体にインストールされたプログラムは、サーバ装置からクーポンのような有効情報をダウ
ンロードするステップと、ダウンロードされた有効情報を支払いプログラムで提供するス
テップとを順次に行うことができる。よって、支払いプログラムでユーザ端末装置に記録
された各種固有情報を活用することができるようになる。
　以上のように、商品に対する広告、選択、支払い等のようなショッピングサービスのぜ
んぱんがネットワークシステムで実現されてよい。
【０３５３】
　図５８及び図６０で説明したネットワークシステムで、売場管理システム５６２０はユ
ーザの購入履歴やクーポン発行履歴、クーポン使用状態等を考慮し、持続的な顧客管理を
行うことができる。すなわり、売場管理システム５６２０は、自分の発行したクーポンを
ダウンロードしたユーザ端末装置５６１０が支払いまで行うと、当該ユーザ端末装置５６
１０のユーザをターゲットに選定し、それによる各種付加サービスを提供することができ
る。例えば、一般客に比べて高い割引率を適用したり、無料ギフト贈呈、ポイント積立率
アップ、割引期間延長等のような付加サービスを提供することができる。それについては
、後述で再び説明する、
【０３５４】
　図６１は、ネットワークシステムの細部構成例を示す。図６１によると、ネットワーク
システムは、商店に備えられた売場管理システム６１１０、ＭＡＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｄ
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ｖｅｒｔｉｓｉｎｇ＆Ｃｏｍｍｅｒｃｅ）システム６１２０、ユーザ端末装置６１３０、
他ユーザ装置６１４０を含む。
【０３５５】
　売場管理システム６１１０には、ＰｏＳシステム６１１１、ＰＧモジュール（Ｐａｙｍ
ｅｎｔ　ｇａｔｅｗａｙ　ｍｏｄｕｌｅ）６１１２、ＶＡＮ（Ｖａｌｕｅ－ａｄｄｅｄ　
ｎｅｔｗｏｒｋ）モジュール６１１３、電子メニュー６１１４、各種アクセサリーユニッ
ト６１１５、６１１６等が含まれる。
【０３５６】
　ＰｏＳシステム６１１１とは、販売に関連する各種情報を収集し、管理する装置を意味
する。ＰＧモジュール６１１２とは、クレジットカード、携帯電話、口座振替、現金払い
等のような多様な方式で電子支払いサービスを提供するためのモジュールである。ＶＡＮ
モジュール６１１３とは、クレジットカード等を用いて支払いが行われる場合、クレジッ
トカード使用情報をカード会社と仲介して承認するためのモジュールである。電子メニュ
ー６１１４は、当該売場で販売している商品を表示し、選択するためのディスプレイユニ
ットであってよい。
【０３５７】
　なお、アクセサリーユニットは、クレジットカードリーダー６１１５、ＮＦＣモジュー
ル６１１６だけでなく、バーコードやＱＲコード（登録商標）読み取り機等があってよい
。売場管理システム６１１０のＰｏＳシステム６１１１は電子メニュー６１１４を通じて
入力される情報に基づいて販売内訳を整理し、各種アクセサリーユニットを通じて支払い
情報が受信されると、ＰＧモジュール６１１２、ＶＡＮモジュール６１１３等を用いて支
払いを行い、その支払い情報を管理することができる。
【０３５８】
　ＭＡＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ＆Ｃｏｍｍｅｒｃｅ）システム６１２
０は、他ユーザ装置６１４０や売場管理システム６１１０等から受信される各種情報を用
いて、ユーザ端末装置６１３０に関する各種情報を提供することができる。
【０３５９】
　ユーザ端末装置６１３０は、ウォレットプログラム６１３１、フォンブックプログラム
６１３２、カレンダープログラム６１３３等のように、多様なプログラムを用いてショッ
ピングサービスをサポートする。図示していないが、ギャラリープログラムやその他のプ
ログラムがショッピングサービスに使用されてよい。
【０３６０】
　ＭＡＣシステム６１２０は、ユーザ端末装置６１３０のウォレットプログラムと連動し
て、クーポンやその他の広告情報等提供することができる。または、ＭＡＣシステム６１
２０は、ユーザ端末装置６１３０のフォンブックプログラム６１３２と連動し、クーポン
やイベント情報、その他の多様な広告情報をプッシュ（ｐｕｓｈ）することができる。す
なわち、上述のプッシュ方式基盤の広告サービス実施形態で説明したように、ユーザ端末
装置６１３０は広告主の発行した各種広告情報を受け取ることができる。
　または、上述の検索方式基盤の広告サービス実施形態でのように、ユーザ端末装置６１
３０は検索を通じて各種広告情報を提供されることもできる。
【０３６１】
　一方、フォンブックプログラム６１３２やカレンダープログラム６１３３、その他のプ
ログラム等に表示されたお知らせメッセージに対応する有効情報はウォレットプログラム
６１３１に提供されてよい。
【０３６２】
　すなわち、図５８及び図５９を参照して説明したように、クーポンやイベント等に対す
るお知らせメッセージが選択されると、その選択されたメッセージに対応する有効情報が
ユーザ端末装置にダウンロードされる。ダウンロードされた有効情報は、ウォレットプロ
グラム６１３１によって管理される。または、図６０を参照して説明したように、別途の
お知らせなく、有効情報が直接ダウンロードされる場合には、ダウンロードされた有効情
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報は直接ウォレットプログラム６１３１によって管理される。
【０３６３】
　ウォレットプログラム６１３１は、売場管理システム６１１０のアクセサリーユニット
６１１６とタグ付けされる際、管理中の有効情報、すなわちクーポンやイベントカード等
を適用して支払いを行うことができる。
【０３６４】
　その他に、ユーザはウォレットプログラムではなく、クレジットカード６１５０を用い
て直接支払いを行うこともできる。この場合、従来と同等に、紙のレシートが発行される
こともできるが、ウォレットプログラム６１３１で電子レシートが発行されることもでき
る。ウォレットプログラム６１３１は以上のように多様な情報を管理することができる。
一方、売場が大きい場合には、ＰｏＳシステムは複数の装置で実現されてよい。
【０３６５】
　図６２は、複数のＰｏＳ端末を含むネットワークシステムの構成の一例を示す。図６２
の（ａ）は、ユーザ端末装置６１３０でフォンブック画面を通じて広告情報を提供する過
程を示す。すなわち、フォンブック画面６１３０には各種連絡先情報６２１０とともにお
知らせメッセージを表示するためのメニュー６２１０が表示されてよい。ユーザがメニュ
ー６２１０を選択すると、各種お知らせメッセージを表示する画面６２２０が表示される
。画面６２２０内には、売場の電話番号や、広告イメージだけでなく、各種クーポンやイ
ベント情報のような多様な広告情報が表示されてよい。
【０３６６】
　ユーザが表示されたお知らせメッセージ項目のうちいずれかを選択すると、選択された
項目に対応する有効情報がユーザ端末装置６１３０にダウンロードされ、図６２の（ｂ）
のように表示される。図６２の（ｂ）では、クーポンが発行された状態を示す。ユーザは
クーポンを選択し、Ｐａｙボタン６２３０を選択して支払いを行うことができる。支払い
は、メインＰｏＳ端末６１１０だけでなく、サブＰｏＳ端末６１１０－１を通じても可能
である。サブＰｏＳ端末６１１０－１は売場内の店員が個別に所持する装置であってよい
。サブＰｏＳ端末６１１０－１は注文書や支払い内訳等をメインＰｏＳ端末６１１０に伝
送する。
【０３６７】
　図６２の（ｄ）は、メインＰｏＳ端末６１１０を示す。メインＰｏＳ端末６１１０は、
管理者が使用する装置であってよい。メインＰｏＳ端末６１１０は売場開店準備段階、開
店後営業段階、閉店後レジ締め段階等のように多様な段階に応じて異なる管理画面をディ
スプレイすることができる。このような画面は、ＰｏＳが管理する情報に基づいて生成さ
れてよい。このような情報の例については、具体的に後述する。
【０３６８】
　以上のような多様なネットワークシステムによると、フォンブック基盤広告、ウォレッ
ト、モバイルＰｏＳ連携のコマースサービスの提供が可能になる。
【０３６９】
　図６３は、ウォレットプログラムが管理する情報の構成の一例を示す図である。
【０３７０】
　ウォレットプログラム６３００は、金額支払いを担当するペイメント（ｐａｙｍｅｎｔ
）６３１０パートと、ショッピング管理（ｓｈｏｐｐｉｎｇ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）６
３２０パートとに区分されてよい。ペイメント６３１０パートでは、カードリスト６３１
１、支払いモード６３１２、請求書６３１３のような情報が管理され、ショッピング管理
６３２０パートではウィッシュ（ｗｉｓｈｅｓ）６３２１、経路（ｓｈｏｐ　ｐａｔｈ）
６３２２等のような情報が管理される。
【０３７１】
　カードリスト６３１１には、クレジットカード情報６３１１－１、ＩＤカード情報６３
１１－２、ポイントカード／スタンプ６３１１－３、インスタントカード６３１１－４等
のような多様なカード情報が含まれる。このうち、ポイントカード／スタンプ６３１１－
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３、インスタントカード６３１１－４等には、上述の実施形態で説明したように、外部装
置から発行された各種有効情報が含まれてよい。すなわち、売場内で割引や無料贈呈、試
飲、無料来店、無料ギフト贈呈等のような各種サービスを提供するためのクーポンやスタ
ンプカード、イベントカード等のような有効情報が発信されたなら、ウォレットプログラ
ム６３００内のポイントカード／スタンプ６３１１－３の部分に保存されてよい。または
、１回無料サービスチケットや、招待券等のような有効情報が発信されたなら、インスタ
ントカード６３１１－４に含まれて管理されてよい。
【０３７２】
　ユーザ端末装置は、ウォレットアプリケーション６３００を用いて支払いを行う際、ク
レジットカード情報６３１１－１で選択されたクレジットカードとともに、ポイントカー
ド／スタンプ６３１１－３、インスタントカード６３１１－４等に保存された有効情報を
利用することができる。
【０３７３】
　一方、支払いモード６３１２には、自動モード６３１２－１、手動モード６３１２－２
等のようなモード情報が含まれる。その他に、請求書６３１３には、請求書、振り分け額
、割賦金額６３１３－１～６３１３－３等のような情報が含まれ、ウィッシュ６３２１情
報には購入しようとするアイテムや購入場所、クーポン６３２１－１～６３２１－３等の
ような情報が含まれ、経路情報６３２２にはマップやアイテムリスト６３２２－１、６３
２２－２のような情報が含まれる。
【０３７４】
　ユーザ端末装置５０３０は、ウォレットプログラム６３００を実行させ、図６３に示す
ような多様な情報を管理及び利用することができる。
【０３７５】
　図６４は、売場管理システム内のＰｏＳシステムが管理する情報の構造の一例を示す。
図６４によると、ＰｏＳシステムが管理するＰＯＳ情報６４００にはビズチップ（Ｂｉｚ
　Ｔｉｐ）６４１０、ショップマネージャ（Ｓｈｏｐ　ｍａｎａｇｅｒ）６４２０、注文
及び支払い（Ｏｒｄｅｒ　＆　Ｐａｙ）６４３０、セッティング６４４０のような多様な
情報が含まれる。
【０３７６】
　ビズチップ（Ｂｉｚ　Ｔｉｐ）６４１０には、販売管理６４１１、プロモーション６４
１２、統計情報６４１３等が含まれてよい。プロモーションモジュール６４１２は、クー
ポン生成ツール等を用いて各種クーポンやイベントカード、招待券、スタンプカード等の
ような有効情報を生成することができる。プロモーションモジュール６４１２は、有効情
報を生成するために統計情報６４１３を参考にすることができる。例えば、ＰｏＳシステ
ム内には、統計情報６４１３に基づいた各商品別の販売情報が表示されてよい。売場管理
者は特定商品に対する販売率が低迷している場合、ＰｏＳシステムの画面上で当該商品に
対する特別割引クーポンを生成するためのメニューを選択することができる。プロモーシ
ョンモジュール６４１２は、メニュー選択が行われると、当該商品に対して売場管理者が
入力する各種サービス情報を用いて、割引クーポンを生成することができる。または、売
場管理システムは統計情報６４１３や顧客管理情報６４２２を用いて、優秀顧客やしばら
くの間購入のない顧客に対する割引クーポンやイベントカード等を生成することもできる
。このように、生成された有効情報はサーバ装置に伝送され、登録されたユーザ端末装置
に伝送されてよい。
【０３７７】
　その他に、ショップマネージャ（Ｓｈｏｐ　ｍａｎａｇｅｒ）６４２０には、アイテム
管理情報６４２１、顧客管理情報６４２２、従業員管理情報６４２３等が含まれる。その
うち、顧客管理情報６４２２には以前に取引した履歴のある顧客の氏名、住所、電話番号
、購入内訳及びその他の特記事項に関する情報が含まれてよい。なお、有効情報が発行さ
れた顧客に対しては、その発行された有効情報に対する内容、例えば、クーポン番号や特
典内容等が記録され、管理されてよい。
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【０３７８】
　注文及び支払い６４３０は、注文（ｏｒｄｅｒ）６４３１、注文書（ｏｒｄｅｒ　ｓｌ
ｉｐｓ）６４３２、支払い６４３７等に区分される。注文情報６４３１には、配送６４３
３、ラッピング６４３４、予約６４３５、テーブル注文６４３６等のような多様な注文事
項が含まれてよい。支払い６４３７には、割引６４３８、計算６４３９等に関する情報が
保存されてよい。
【０３７９】
　図６４に示すように、注文及び支払い６４３０は従業員のアカウントを通じてもアクセ
スすることができるが、その他の情報に対しては管理者のアカウントを通じてのみアクセ
スすることができるように、アクセス権限が制限されてよい。
【０３８０】
　管理者は、新規の顧客との取引が行われた場合には、売場管理システムに設けられたデ
ィスプレイとキーボード（図示せず）等を用いて、顧客に対する最新情報や取引内訳等を
入力することができる。そして、当該業者からクーポンを発行したり、イベントを実行し
ようとする場合には、それに関する情報も売場管理システムに登録させることができる。
【０３８１】
　図６５は、図６３を参照して説明したウォレットプログラムがインストールされたユー
ザ端末装置と、図６４を参照して説明した情報を管理するＰｏＳシステムとを含むネット
ワークシステムにおける支払い過程を具体的に説明するための図である。
【０３８２】
　図６５によると、支払いモードは自動モード及び手動モードに区分される。自動モード
が設定された状態で、ウォレットプログラムが実行されていない場合（ａ）、ユーザは端
末装置を売場管理システムのアクセサリー装置に接触させる。接触により近距離無線通信
方式で各種信号が送受信されてよい（Ｓ６５１０）。
【０３８３】
　ユーザ端末装置は信号が受信されると、ウォレットプログラムを自動実行させる（Ｓ６
５１５）。ウォレットプログラムには各種外部装置から伝送されたお知らせメッセージを
用いて発信された多様な有効情報が登録されていてよい。
【０３８４】
　ウォレットプログラムが実行されると、ユーザ端末装置は取引金額が少額かを判断する
（Ｓ６５２０）。
【０３８５】
　一方、自動モードが設定された状態で、ウォレットプログラムが既に実行中の場合（ｂ
）には、ユーザが端末装置をＰｏＳに接触させるようになると（Ｓ６５３０）、ウォレッ
トプログラム自動実行過程を経ることなく、即座に取引金額が少額かを判断する過程が進
められてよい（Ｓ６５２０）。この場合、登録された有効情報があれば、ウォレットプロ
グラムはその有効情報に応じて支払い金額を割引したり、無料で処理して支払いを進める
こともできる。
【０３８６】
　なお、少額か否かを判断する基準金額は任意に設定されてよい。例えば、３０万ウォン
に設定されている場合、ユーザ端末装置は３０万ウォン以下の金額に対しては即座に支払
いを行い、支払い完了状態を表示する（Ｓ６５２５）。
【０３８７】
　一方、取引金額が３０万ウォンを超過する金額の場合には、ＰＩＮ入力画面を表示する
（Ｓ６５３５）。ユーザはＰＩＮ入力画面上で暗証番号入力を完了すると（Ｓ６５４０）
、暗証番号情報が一致するかを判断する（Ｓ６５４５）。判断の結果、暗証番号が不一致
の場合、暗証番号入力画面を再び表示する（Ｓ６５８０）。この場合、失敗回数を表示す
ることができる。一方、暗証番号が一致する場合、ＰｏＳに接触することを案内するメッ
セージを表示する（Ｓ６５５０）。このような状態で、ユーザが端末装置を売場管理シス
テムに接触させると（Ｓ６５５５）、支払いに必要な各種情報を送受信して支払いを行い
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、支払い完了状態を表示する（Ｓ６５２５）。この過程でも、有効情報が使用できること
は勿論である。支払い完了時には支払い完了した金額のみが表示されてよい。
【０３８８】
　一方、手動モードが設定された状態の場合（ｃ）、ユーザは支払いアプリアイコンを直
接選択して実行させなければならない。ユーザが支払いアプリを実行させると（Ｓ６５６
０）、ユーザ端末装置は設定されたカード情報を表示する（Ｓ６５６５）。このような状
態で、ユーザが支払い実行ボタンを押すと（Ｓ６５７０）、暗証番号入力画面を表示する
ステップに進められる（Ｓ６５７５）。その後のステップは、既に説明しているため、繰
り返し説明は省略する。
【０３８９】
　ＰＩＮ入力画面を用いてユーザを認証するステップはセキュリティ処理されてよい。例
えば、ユーザ端末装置はユーザの入力した暗証番号を任意の暗号化アルゴリズムを用いて
暗号化した後、ＰｏＳに提供することができる。
【０３９０】
　以上のように、フォンブックやカレンダー、ギャラリープログラム等のような多様なア
プリケーションを通じてクーポンやイベント、連絡先情報等のような多様な広告情報を提
供し、このような広告情報をウォレットプログラムのような支払いプログラムでも利用し
て支払いに反映することができる。結果的に、広告で支払い、購入履歴管理等の動作が連
続的に行われるようになる。よって、ショッピングサービスの便宜性が大きく増大する。
【０３９１】
　なお、売場管理システムでは、多様な方式でユーザ端末装置に広告やその他の情報を提
供し、商品に対する興味やアクセスの容易さを向上させることができる。なお、実際の購
入まで行われる場合には、その購入者に対して更なる特典を提供し、お得意さんを増やし
ていくこともできる。以下では、ネットワークシステムを活用したショッピング方法及び
顧客管理方法について説明する。
【０３９２】
　図６６は、ネットワークシステムを活用したショッピング方法及び顧客管理方法を説明
するための図である。図６６によると、ネットワークシステム６６００は、ユーザ端末装
置５６１０、売場管理システム５６２０、サーバ装置５６３０を含む。説明の便宜上、図
５６を参照して説明したネットワークシステムと同一の構成を有するものとして示してい
るが、ネットワークシステムに含まれる構成要素の種類及び数はそれに限定されない。
【０３９３】
　図６６によると、ユーザ端末装置５６１０は保存されたユーザ情報をサーバ装置５６３
０に提供し（１）、売場管理システム５６２０は売場情報を生成してサーバ装置５６３０
に提供する（２）。
【０３９４】
　ユーザ情報には、ユーザ端末装置５６１０を所有するユーザ自身の名前や電話番号、メ
ールアドレス、メッセンジャアドレスやニックネーム、生年月日、住所、ユーザＩＤだけ
でなく、ユーザ端末装置５６１０のフォンブックリストに登録された知人の氏名、電話番
号、メールアドレス、メッセンジャアドレスやニックネーム、生年月日、住所、ＩＤ等の
ような情報までも含まれてよい。なお、売場情報には、売場名、売場イメージ、売場の位
置、電話番号、ホームページアドレス、売場で販売している商品情報、商品イメージ、割
引率、割引期間、イベント情報、クーポン（クーポンＩＤ、シリアル番号、クーポンイメ
ージ、クーポン名、クーポンの種類等）、招待状、広告フレーズ等のように売場で提供さ
れる多様な情報が含まれてよい。
【０３９５】
　サーバ装置５６３０は、売場管理システム５６２０から受信される売場情報を売場デー
タベースに記録し、ユーザ端末装置５６１０から受信されるユーザ情報はユーザデータベ
ースに記録する。複数の売場管理システム５６２０が存在する場合には、サーバ装置５６
３０は売場データベースを売場別に区分して売場情報を記録する。なお、複数のユーザを
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管理する場合には、ユーザ別に区分してユーザ情報を記録する。サーバ装置５６３０は、
売場管理システム５６２０やユーザ端末装置５６１０から新たな情報が受信されると、受
信された情報に基づいて売場データベースやユーザデータベースをアップデートすること
ができる。
【０３９６】
　一方、サーバ装置５６３０は、特定イベントが発生すると、売場データベースの情報と
ユーザデータベースの情報とを比較し、ユーザ端末装置５６１０に対応するお知らせメッ
セージや有効情報等を伝送する（３）。例えば、サーバ装置５６３０はユーザ端末装置５
６１０から受信されたユーザ情報にマッチする売場情報が新たにアップデートされる場合
、その売場情報のうち、ユーザ端末装置５６１０に発行可能な情報（例えば、広告やクー
ポン、招待状等）を伝送することができる。または、予め保存された売場情報に対応する
ユーザ情報が新たにアップデートされる場合にも、そのユーザ情報にマッチする売場情報
のうち、少なくとも一部の情報を当該ユーザ端末装置５６１０に伝送することもできる。
その他に、上述の多様な実施形態で説明したように、プッシュ方式または検索方式によっ
てユーザ端末装置５６１０に各種情報を伝送することができる。
【０３９７】
　ユーザ端末装置５６１０では、フォンブック、カレンダー、ギャラリープログラム等の
ようなアプリケーションや、別途に設けられた広告アプリケーション等がサーバ装置５６
３０から伝送される情報を受信し、ウォレットプログラム、すなわち、支払いプログラム
に提供することができる。
【０３９８】
　その後には、ユーザがユーザ端末装置５６１０を所持した状態で、売場管理システム５
６２０が管理する売場に来店して実際商品を購入することができる。すなわち、ユーザは
、ユーザ端末装置５６１０のクーポンブック画面やカレンダー画面、またはウォレット画
面に表示される各種情報によって来店欲求や商品の購入欲求を感じられる。このように、
売場管理システム５６２０はネットワークシステム５８００を用いて広告効果を得ること
ができる。
【０３９９】
　支払いは、多様な手段で行われてよい。一例として、ユーザは近距離無線通信方式で支
払いを行うことができる（４）。この場合、ユーザ端末装置５６１０は売場管理システム
５６２０内の支払い装置にタグ付けされると、ウォレットプログラムが管理しているクー
ポンやその他の有効情報を用いて支払いを行うことができる。支払い方法については、図
６５をはじめとする上述の説明で具体的に触れているため、繰り返し説明は省略する。
【０４００】
　支払いは行われると、売場管理システム５６２０はユーザ端末装置５６１０のユーザに
対する購入履歴を管理することができる。売場管理システム５６２０はユーザ端末装置５
６１０の購入過程及び事業者政策に応じて、当該ユーザ端末装置５６１０のユーザにサポ
ートされる各種サービスをアップデートすることができる。例えば、売場管理システム５
６２０から予め発行したクーポンが支払い過程で使われた場合、売場管理システム５６２
０を運営する事業者（または、広告主、管理者等）の販売戦略に成功した場合と見なして
よい。よって、その購入者に対してその場で割引率を増加させたり、一般客より高い割引
を適用する特典付きクーポンを発行したり、無料ギフト贈呈、割引期間延長、イベント参
加機会付与等のような多様な特典を与える政策を立てることができる。一例として、追加
割引クーポンを発行するようにする制作が樹立している場合を仮定すると、売場管理シス
テム５６２０はこのような政策によってクーポンをアップデートし（５）、サーバ装置５
６３０に伝送することができる（６）。それにより、サーバ装置５６３０が管理する売場
データベースに記録された情報がアップデートされてよい。
【０４０１】
　サーバ装置５６３０は、アップデートされた情報を再びユーザ端末装置５６１０に伝送
することができる（７）。すなわち、ユーザは一般客より高い割引率が適用されるクーポ
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ンを再発行されるようになる。このような一連の過程を通じて、ユーザは割引や無料ギフ
ト受け取り等のような各種付加特典を受けることができるようになり、事業者は広告効果
及び販売促進効果等を奏することができるようになる。それにより、ショッピングサービ
スが活性化できる。
【０４０２】
　図６７は、このようなネットワークシステムを構成するための売場管理システム５６２
０の構成の一例を示す。図６７によると、売場管理システム５６２０は、通信部５６２１
、制御部５６２２、保存部５６２３、支払い部５６２４を含む。
【０４０３】
　通信部５６２１は、サーバ装置５６３０をはじめとする各種外部装置と通信を行うため
の構成要素である。通信部５６２１は、各種有線または無線通信方式によって通信を行う
ことができる。具体的に、通信部５６２１は、売場管理システムに関連する売場情報をサ
ーバ装置５６３０に伝送する。売場情報には、上述のように、売場名、売場イメージ、売
場の位置、電話番号、ホームページアドレス、売場で販売する商品情報、商品イメージ、
割引率、割引期間、イベント情報、クーポン（クーポンＩＤ、イメージ、クーポン名、ク
ーポンの種類等）、招待状、広告フレーズ等のように売場で提供できる多様な情報が含ま
れてよい。売場情報のうち、クーポンや招待状等のように実際に使用可能な有効情報は、
制御部５６２２が生成ツール（Ａｕｔｈｏｒｉｎｇ　ｔｏｏｌ）を用いて直接生成するこ
ともできるが、必ずしもそれに限定されるものではない。すなわち、外部装置で有効情報
を受けて、それを通信部５６２１を介してサーバ装置５６３０に伝達することもできる。
【０４０４】
　保存部５６２３には、各種プログラム及び情報が保存されてよい。具体的には、上述の
ように、クーポンをはじめとする多様な売場情報が保存部５６２３に保存されてよい。そ
の他にも、ユーザの購入履歴情報等のような情報も保存されてよい。一例として、保存部
５６２３には図６３のような多様な情報及びプログラムが保存されてよい。
【０４０５】
　制御部５６２２は、保存部５６２３に保存された各種情報を通信部５６２１を介してサ
ーバ装置５６３０に伝送することができる。一例として、制御部５６２２で生成したクー
ポンもサーバ装置５６３０に伝送され、マッチするユーザ端末装置５６１０に発行されて
よい。
【０４０６】
　支払い部５６２４は、ユーザ端末装置との間で支払いを行うための構成要素である。支
払い部５６２４は、支払い方式に応じて多様な形態で実現されてよい。具体的には、支払
い部５６２４は、クレジットカードリーダー、バーコードリーダー、ＱＲコード（登録商
標）読み取り機、ＮＦＣモジュール等のような多様な支払い装置を含むことができる。Ｎ
ＦＣモジュールを含む場合、支払い部５６２４は、ユーザ端末装置５６１０がタグ付けさ
れると、近距離無線通信方式で通信して支払いを行う。支払い方式については、図６５を
はじめとする上述の多様な説明で具体的に触れているため、繰り返し説明は省略する。
【０４０７】
　ユーザ端末装置５６１０では、支払い過程でクーポンを使用することができる。一例と
して、割引クーポンが使用された場合には、支払い金額が割引された状態で支払いが行わ
れてよい。
【０４０８】
　制御部５６２３は、支払い過程でクーポンが使用された否かを判断することができる。
具体的には、支払い部５６２４を介して入力されるクーポンＩＤやシリアル番号等を確認
し、保存部５６２３に保存されたクーポンと一致するか否かを判断する。判断の結果が一
致する場合には、売場管理システムで発行されたクーポンと判断し、制御部５６２３はク
ーポンに対応する特典を適用して支払いを行うように支払い部５６２４を制御する。
【０４０９】
　制御部５６２３は、売場管理システムで発行されたクーポンが使用された場合、当該ク
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ーポンを使用したユーザ端末装置５６１０のユーザのためのアップデートされたクーポン
を生成することができる。例えば、割引率をアップしたり、割引期間を延ばしたクーポン
、割引が適用される商品範囲を拡張させるクーポン、無料ギフト贈呈クーポン等のような
アップグレードクーポンを生成した後、保存部５６２３に保存することができる。そして
、制御部５６２３は、アップグレードされたクーポンを通信部５６２１を介してサーバ装
置５６３０に伝送することができる。それにより、当該ユーザは自分が所有するユーザ端
末装置５６１０でアップグレードされたクーポンを再発行することができる。この場合、
再発行されたクーポンによって再購入を誘導することができる。それにより、売場管理シ
ステムで発行したクーポンを使用するユーザと、そうでない一般客との間で、異なるサー
ビスを提供することにより、当該売場に対する関心度や、クーポン使用要求、再購入欲求
等を増大させることができる。
【０４１０】
　または、クーポン再発行以外に現場で更なる特典を提供することもできる。すなわり、
制御部５６２３は、クーポンに提示された特典に加え、追加特典を適用して支払いを進め
ることができる。例えば、１０％割引クーポンが使用されるとしても、２０％の割引を提
供することができる。それにより、異なる経路でクーポンを発行された他ユーザと異なる
サービスを提供することができるため、売場管理システムで提供する各種お知らせメッセ
ージや有効情報に対する関心度を向上させることができるようになる。
　一方、制御部５６２２は商品購入が完了すると、その商品を購入したユーザに対する購
入履歴情報を保存部５６２３に保存して管理することもできる。
【０４１１】
　なお、図６７に示していないが、売場管理システムでは売場内で各種情報を配信するた
めのブロードキャスティング手段（ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　ｍｅａｎｓ）を更に含ん
でよい。それにより、売場管理システムを有するＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、ＩＰアドレス、Ｗｉ－Ｆｉアドレス等を配信することができる。
この場合、来店したユーザのユーザ端末装置は配信された情報を受信し、売場管理システ
ム５６２０を認識することができる。ユーザ端末装置５６１０はウォレットプログラムを
実行させ、ウォレットプログラムが管理する有効情報のうち、認識された売場管理システ
ム５６２０に対応する有効情報を検索することができる。検索結果、使用可能なクーポン
が発見されると、ユーザ端末装置５６１０は画面上に発見されたクーポンを表示する。こ
のような状態で、ユーザがクーポンを選択し、ユーザ端末装置５６１０を支払い部５６２
４にタグ付けさせると、支払い部５６２４は上述のように支払いを行う。上述のように、
制御部５６２２は支払いに使用されたクーポンに基づいて、その場で追加特典を提供した
り、後日使用可能なアップグレードクーポンを生成することができる。
【０４１２】
　図６８は、図６６に示すネットワークシステムを構成するためのサーバ装置５６３０の
構成の一例を示す。図６８によると、サーバ装置５６３０は、通信インターフェース部５
６３１、制御部５６３２、売場データベース５６３３、ユーザデータベース５６３４を含
む。
【０４１３】
　通信インターフェース部５６３１は、売場管理システム及びユーザ端末装置等をはじめ
とする各種外部装置と通信を行うためのインターフェースである。
【０４１４】
　売場データベース５６３３は、サーバ装置５６３０と通信を行う各種売場管理システム
から受信される売場情報を記録するためのデータベースである。複数の売場管理システム
を管理する場合、各システムから受信される売場情報は売場別に記録されてよい。例えば
、ＡＡＡ売場から受信される売場情報は第１区域に保存し、ＢＢＢ売場から受信される売
場情報は２区域に保存されてよい。
【０４１５】
　ユーザデータベース５６３４は、サーバ装置５６３０と通信を行うユーザ端末装置５６
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１０から受信されるユーザ情報を記録するためのデータベースである。複数のユーザが登
録されている場合、ユーザ別にデータベース区域を区分してユーザ情報を記録することが
できる。
【０４１６】
　売場データベース５６３３及びユーザデータベース５６３４の各区域は、実現例に応じ
て１つのストレージ（ｓｔｏｒａｇｅ）内に物理的にまたは論理的に区分されて保存され
てよく、または独立的に分離された複数の個別ストレージの形態で実現されてよい。
【０４１７】
　制御部５６３２は、通信インターフェース部５６３１を介して受信される情報を売場デ
ータベース５６３３やユーザデータベース５６３４内の定められた区域に記録して管理す
る。
【０４１８】
　制御部５６３２は、売場データベース５６３３に記録された売場情報及びユーザデータ
ベース５６３４に記録されたユーザ情報を比較してマッチする情報を探索する。探索結果
、相互マッチするユーザ情報及び売場情報が探索されると、探索された売場情報に含まれ
たクーポンを探索されたユーザ情報に対応するユーザ端末装置に発行する。マッチするか
否かは、テキストが一致するか否かに応じて決定されてよい。例えば、ユーザ情報が＜Ｃ
ＣＣＣ売場＞という単語を含む場合、制御部５６３２は＜ＣＣＣＣ＞または＜ＣＣＣＣ売
場＞というキーワードを含む売場情報を検索する。それにより、当該キーワードを含む売
場情報が検索されると、制御部５６３２は検索された売場情報のうち、少なくとも一部を
用いてお知らせメッセージや有効情報を提供することができる。お知らせメッセージや有
効情報の伝送順や伝送方式、伝送条件等は上述のように、実施形態に応じて多様に実現で
きるため、それに対する図示及び説明は省略する。
【０４１９】
　複数の売場情報が検索された場合には、制御部５６３２は複数の売場情報のそれぞれに
関する代表情報（例えば、売場名）のみをリスト状にユーザ端末装置５６１０に伝送する
ことができる。それにより、１つの代表情報が選択されると、制御部５６３２は選択され
た代表情報に対応する売場情報のうち、お知らせメッセージや有効情報を伝送することが
できる。
【０４２０】
　図６８では、図６６のネットワークシステムを構成するためのサーバ装置５６３０の構
成の一例を示しているが、サーバ装置５６３０の構成はそれに限定されるものではない。
なお、上述の別の実施形態も、図６８のような構成を有するサーバ装置５６３０で実現で
きることは勿論である。
【０４２１】
　なお、図６６をはじめとする上述のネットワークシステムを構成するユーザ端末装置は
上述の別の実施形態で示した構成と同様に実現されてよく、各図面に示す構成要素が適切
に組み合わせられた形態で実現されてよい。ユーザ端末装置の構成要素については、上述
の他実施形態で具体的に説明しているため、繰り返し説明は省略する。
【０４２２】
　一方、上述のように、ユーザ端末装置にインストールされたウォレットプログラムは特
定イベントが発生すると自動的に実行され、その機能を行うことができる。イベントのう
ちの１つとしては、来店して売場管理システムが配信する売場情報を受信するイベントが
あってよい。図６９は、このような場合にウォレットプログラムによって行われる動作を
説明するためのフローチャートである。
【０４２３】
　図６９によると、ユーザ端末装置５６１０は売場管理システムで配信する情報を受信す
ることができる（Ｓ６９１０）。ユーザ端末装置５６１０は情報が受信されると、ウォレ
ットプログラムを自動で実行させる。ウォレットプログラムはユーザ端末装置５６１０が
以前に発行されたクーポンを検索する（Ｓ６９２０）。検索結果、受信された情報に対応



(63) JP 2015-531176 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

するクーポンが発見されると（Ｓ６９３０）、ウォレットプログラムは発見されたクーポ
ンを画面上にディスプレイする（Ｓ６９４０）。それにより、ユーザがクーポンを選択し
て支払いのためのインタラクション（例えば、タグ付け）を行うと、ウォレットプログラ
ムは選択されたクーポンを適用して支払いを行う。
【０４２４】
　このようなウォレットプログラムは、ユーザ端末装置に搭載された非一時的な読み取り
可能な媒体にインストールされてよい。それにより、サーバ装置からダウンロードされる
有効情報をフォンブックプログラムやカレンダープログラム等のような他アプリケーショ
ンを通じて提供されるステップと、提供された有効情報を保存するステップと、売場管理
システムにアクセスされると、保存された有効情報のうち、売場管理システムに対応する
有効情報を検索するステップと、検索された有効情報を適用し、売場管理システムの支払
い装置と支払いを行うステップとを順次に行い、支払いをすることができる。一方、上述
のように、ユーザ端末装置は、携帯電話やタブレットパソコン、テレビ、パソコン、ラッ
プトップコンピュータ、ＰＤＡ、キヨスク端末等のような多様な装置で実現されてよい。
最近普及されるユーザ端末装置は、通信機能の他にも多様な機能を具備している。
【０４２５】
　図７０は、複数の機能を総合的に具備しているユーザ端末装置の構成の一例を示す。上
述の多様な実施形態で説明したユーザ端末装置は図７０のような形態で実現されてよい。
【０４２６】
　図７０によると、ユーザ端末装置５６１０は、通信部１１０と、制御部１２０と、保存
部１３０と、ディスプレイ部１４０と、ＧＰＳ受信部１５１と、ＤＭＢ受信部１５２と、
バッファ部１５３と、タッチ検知部１５４と、動作検知部１５５と、オーディオ処理部１
５６と、ビデオ処理部１５７と、スピーカ１６１と、ボタン１６２、撮影部１６３及びマ
イク１６４を含む。
【０４２７】
　制御部１２０は、保存部１３０に保存されたプログラムを用いてユーザ端末装置の動作
を全般的に制御することができる。具体的には、フォンブックプログラムを実行させ、フ
ォンブック画面をディスプレイ部１４０にディスプレイする。
【０４２８】
　制御部１２０は、ＲＡＭ１２１、ＲＯＭ１２２、メインＣＰＵ１２３、ＧＰＵ（Ｇｒａ
ｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１２４、バス１２５等を含んでよい。ＲＡ
Ｍ１２１、ＲＯＭ１２２、メインＣＰＵ１２３、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１２４等はバス１２５を通じて相互接続されてよい。その他に、各
種インターフェースが更に含まれてよいが、それに対する図示及び説明は省略する。
【０４２９】
　メインＣＰＵ１２３は、保存部１３０にアクセスし、保存部１３０に保存されたＯ／Ｓ
を用いてブートを行う。ＲＯＭ１２２には、システムブートのための命令語セット等が保
存される。ターンオン命令が入力されて電源を供給されると、メインＣＰＵ１２３はＲＯ
Ｍ１２２に保存された命令語に応じて保存部１３０に保存されたＯ／ＳをＲＡＭ１２１に
コピーし、Ｏ／Ｓを実行させてシステムをブートさせる。ブートが完了すると、メインＣ
ＰＵ１２３は保存部１３０に保存された各種プログラムをＲＡＭ１２１にコピーし、ＲＡ
Ｍ１２１にコピーされたプログラムを実行させて各種動作を行う。メインＣＰＵ１２３は
フォンブックプログラムが選択されると、フォンブックプログラムをＲＡＭ１２１にコピ
ーした後に実行させる。
【０４３０】
　ＧＰＵ１２４は、メインＣＰＵ１２３の制御に応じて、壁紙やアイコン表示画面、アン
ロック画面及びその他の画面を生成することができる。具体的には、ＧＰＵ１２４は、フ
ォンブックプログラム、カレンダープログラム、ギャラリープログラム、ウォレットプロ
グラム等のような多様なプログラムの実行に応じて、多様な画面をレンダリングすること
ができる。
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【０４３１】
　ＧＰＵ１２４は、保存部１３０に保存された画面データに基づいて、検索ワード入力領
域、連絡先表示領域に表示される客体の座標値、形態、大きさ、カラー等のような属性値
を演算する。ＧＰＵ１２４は、演算した属性値に基づいて上述のような多様な画面を生成
することができる。生成された画面データは、バッファ部１５３に保存される。バッファ
部１５３に保存された画面データはディスプレイ部１４０によってディスプレイされてよ
い。
【０４３２】
　通信部１１０は、多様な通信方式に応じて、多様な類型の外部機器と通信を行う構成で
ある。通信部１１０は、Ｗｉ－Ｆｉチップ１１１、ブルートゥースチップ１１２、ＮＦＣ
チップ１１３、無線通信チップ１１４を含む。Ｗｉ－Ｆｉチップ１１１、ブルートゥース
チップ１１２、ＮＦＣチップ１１３は、それぞれ、Ｗｉ－Ｆｉ方式、ブルートゥース方式
、ＮＦＣ方式で通信を行う。無線通信チップ１１４は、ＩＥＥＥ、Ｚｉｇｂｅｅ(登録商
標)、３Ｇ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ）等のような多様な通信規格に応じて通信を行うチップを意味する。通信部
１１０は、上述の多様なチップのうち、少なくとも１つ以上またはその他の通信規格によ
るチップを備え、それを用いてサーバ装置等と通信を行うことができる。
【０４３３】
　制御部１２０は、フォンブックプリグラム、カレンダープログラム、ギャラリープログ
ラム等のような多様なプログラムの実行画面を通じて入力された検索ワードを通信部１１
０を介して外部のサーバ装置に伝送する。
【０４３４】
　ＧＰＳ受信部１５１は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）衛星からＧＰＳ信号を受信し、ユーザ端末装置５６１０の現在位置を算出するための
構成要素である。実施形態によっては、制御部１２０は検索ワードを外部のサーバ装置に
伝送する際、ＧＰＳ受信部１５１で算出されたユーザ端末装置５６１０の位置情報を同時
に伝送することができる。それにより、サーバ装置は、ユーザ端末装置５６１０の位置を
基準に情報をソーティング（Ｓｏｒｔｉｎｇ）して伝送することができる。
【０４３５】
　ＤＭＢ受信部１５２は、ＤＭＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔｉｎｇ）信号を受信して処理する構成要素である。バッファ部１５３は、ディス
プレイ部１４０でディスプレイされる画面データを保存するための構成である。
【０４３６】
　タッチ検知部１５４は、ディスプレイ部１４０表面に対するタッチを検知するための構
成要素である。制御部１２０は、ディスプレイされたフォンブック画面内に表示された各
客体の座標値と、タッチ検知部１５４のタッチ座標値を比較し、どの客体が選択されたか
判断することができる。
【０４３７】
　動作検知部１５５は、ジャイロセンサ、地磁気センサ、加速度センサ等を用いてユーザ
端末装置５６１０の回転状態のような動作を検知するための構成要素である。制御部１２
０は、タッチ検知部１５４によって検知されるタッチ操作の他にも、動作検知部１５５に
よって検知される動作によっても、多様な制御動作を行うことができる。
【０４３８】
　オーディオ処理部１５６は、コンテンツに含まれたオーディオデータに対する処理を行
う構成要素である。オーディオ処理部１５６では、オーディオデータに対するデコードや
増幅、ノイズフィルタリング等のような多様な処理が行われてよい。
【０４３９】
　ビデオ処理部１５７は、コンテンツに含まれたビデオデータに対する処理を行う構成要
素である。ビデオ処理部１５７では、ビデオデータに対するデコード、スケーリング、ノ
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イズフィルタリング、フレームレート変換、解像度変換等のような多様なイメージ処理を
行うことができる。
【０４４０】
　オーディオ処理部１５６及びビデオ処理部１５７は、外部ソースから受信されたコンテ
ンツまたは保存部１３０に保存されたコンテンツを再生するためのプログラムが実行され
る際に駆動されてよい。
【０４４１】
　ディスプレイ部１４０は、ビデオ処理部１５７で生成したイメージフレームをディスプ
レイすることができる。なお、スピーカ１６１はオーディオ処理部１５６で生成したオー
ディオデータを出力する。
【０４４２】
　ボタン１６２は、ホームボタン、プッシュボタン、タッチボタン、ホイールボタン等の
ような多様な形態でユーザ端末装置５６１０のボディ（ｂｏｄｙ）に設けられてよい。
【０４４３】
　撮影部１６３は、撮影動作を行うための構成要素である。制御部１２０は、撮影部１６
３で撮影されたイメージをフォンブック画面内に連絡先情報とともに表示することができ
る。
【０４４４】
　マイク１６４は、ユーザ音声やその他の音を受信し、オーディオデータに変換するため
の構成である。制御部１２０は、マイク１６４を介して入力されるユーザ音声を通話（ｃ
ａｌｌ）過程で利用したり、オーディオデータに変換して保存部１３０に保存することが
できる。または、制御部１２０は、マイク１６４で入力される音声入力語を検索ワードと
認識し、上述の情報検索を行うこともできる。
【０４４５】
　図７０は、ユーザ端末装置５６１０が、通信機能、ＤＭＢ機能、ＧＰＳ受信機能等のよ
うな多様な機能を総合的にサポートする場合に、搭載可能な各種構成要素を総合的に示し
ている。よって、実施形態によっては、図７０に示す構成要素のうち、一部は省略または
変更されてよく、別の構成要素が更に追加されてよい。
【０４４６】
　図７１は、ユーザ端末装置に適用され得るソフトウェアの階層図の一例を示す。図７１
によると、ユーザ端末装置５６１０はハードウェア７１００だけでなく、ＯＳ１３１、フ
レームワーク１３２、通話アプリケーション１３３、マルチメディアアプリケーション１
３４、カメラアプリケーション１３５、ブラウザ１３６、フォンブックプログラム１３７
のような多様なソフトウェアを含んでよい。
【０４４７】
　ハードウェア７１００は、図７１に示すディスプレイ部１４０、スピーカ１６１、ボタ
ン１６２、撮影部１６３、マイク１６４、ＧＰＳ受信部１５１、ＤＭＢ受信部１５２、通
信部１１０等のような多様な構成を意味する。
【０４４８】
　運営体制（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＯＳ）１３１は、ハードウェア７１０
０の全般的な動作を制御して管理する機能を行う。すなわち、ＯＳ１３１は、ハードウェ
ア管理やメモリ、セキュリティ等の基本的な機能を担当する階層である。ＯＳ１３１は、
ディスプレイ部を駆動させるためのディスプレイドライバ、データ送受信のための通信ド
ライバ、撮像部を起動させるためのカメラドライバ、オーディオ部を駆動させるためのオ
ーディオドライバ、電源管理者等のモジュールを駆動させてユーザ端末装置の動作を制御
することができる。
【０４４９】
　ＯＳ１３１より上位階層にフレームワーク（ｆｒａｍｅ　ｗｏｒｋ）階層１３２が存在
する。フレームワーク１３２は、アプリケーション階層の各アプリケーションプログラム
１３３～１３７と、ＯＳ階層１３１を接続する役割を行う。例えば、フレームワーク階層
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１３２はロケーションマネージャ（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｍａｎａｇｅｒ）、報知マネージ
ャ（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｍａｎａｇｅｒ）及びディスプレイ部に映像を表示する
ためのフレームバッファ（ｆｒａｍｅ　ｂｕｆｆｅｒ）を含む。
【０４５０】
　フレームワーク階層１３２の上部階層には、多様な機能を実現するためのアプリケーシ
ョン階層が存在する。このようなアプリケーション階層内にフォンブックプログラム１３
７が存在する。フォンブックプログアム１３７が実行されると、上述のように、サーバ装
置と連動して広告情報も提供することができる。または、上述の広告サービス方法はフォ
ンブックプログラム以外にも、カレンダープログラム、ギャラリープログラム等によって
実現されてよい。
【０４５１】
　図７２は、ユーザ端末装置の更に別の構成例を示すブロック図である。図７２によると
、ユーザ端末装置７２００は、制御部７２１０、メモリ部７２２０、ストレージ部７２２
５、表示部７２３０、入力部７２４０、通信部７２５０、オーディオ処理部７２６０、位
置情報受信部７２７０、近距離無線通信部７２８０、外部入出力部７２９０、カメラ部７
２９５を含むことができる。メモリ部７２２０は、運営体制７２２１、広告アプリケーシ
ョン７２２２、フォンブック７２２３、ウォレットプログラム等のような多様なプログラ
ムが記録されてよい。
【０４５２】
　位置情報受信部７２７０は、衛星航法装置（例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉ
ｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓ
ａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＧＬＯＮＡＳＳ等）を通じて位置情報を受信するこ
とができる。詳細には、位置情報受信部７２７０は、少なくとも３つの衛星から信号を受
信し、受信された少なくとも３つの信号を分析し、ユーザ端末装置７２００の現在の位置
情報を算出することができる。ユーザ端末装置７２００の位置情報は、位置基盤のモバイ
ル広告受信に利用される。
【０４５３】
　例えば、位置情報受信部７２７０は、制御部７２1０の制御下で広告アプリケーション
７２２２の実行時に活性化され、ユーザ端末装置７２００の位置情報を算出することがで
きる。制御部７２1０は、算出された位置情報を通信部７２５０を介してサーバ装置等に
伝送することができる。
【０４５４】
　近距離無線通信部７２８０は、他ユーザ端末装置と近距離無線通信（Ｓｈｏｒｔ　ｒａ
ｎｇｅ　ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）をサポートする。近距離無線
通信部７２８０は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）及び
ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）をサポー
トすることができる。ここで、ＮＦＣ及びＲＦＩＤは公知の技術として、本発明の技術分
野で通常の知識を有する者に自明であるため、詳細な説明を省略する。特に、近距離無線
通信部７２８０は、広告情報を受信することができる。例えば、近距離無線通信部７２８
０は、レストラン、デパート、マート等の入り口に設置された近距離無線通信装置から広
告情報を受信することができる。詳細には、ユーザ端末装置７２００は、入り口を通過す
る際、近距離無線通信装置から広告情報を受信したり、入り口に設置された近距離無線通
信装置に接触時に広告情報を受信することができる。
【０４５５】
　外部入出力部７２９０は、ユーザ端末装置７２００と外部端末機（例えば、充電器、イ
ヤホン、パソコン等）を接続するインターフェース役割を行う。このような外部入出力部
７２９０は、ＵＳＢ規格のインターフェース、マイクロＵＳＢ規格のインターフェース、
４極イヤホン規格のインターフェース等を含むことができる。または、ギア部入出力部７
２９０は、ユーザ端末装置７２００の製造メーカによって特定規格のインターフェースを
含むこともできる。
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【０４５６】
　カメラ部７２９５は、被写体を撮影するための装置として、被写体を撮影した映像を電
気信号に変換してデジタルデータで保存することができる。カメラ部７２９５は、ＣＣＤ
（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセンサまたはＣＭＯＳ（Ｃｏ
ｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）イメ
ージセンサで実現されてよい。カメラ部７２９５は、写真撮影機能及び動画撮影機能をサ
ポートすることができる。特に、カメラ部７２９５は、ＱＲコード（登録商標）のスキャ
ンメニュー入力時に駆動され、ＱＲコード（登録商標）を撮影することができる。撮影さ
れたＱＲコード（登録商標）は制御部７２1０に伝送される。
【０４５７】
　オーディオ処理部７２６０は、オーディオ信号を送受信してエンコード及びデコードを
行う音響部品で形成されてよい。このようなオーディオ処理部７２６０は、コーデック（
Ｃｏｄｅｃ）及びオーディオアンプ（Ａｍｐ）等を含むことができる。オーディオ処理部
７２６０は、マイク（ＭＩＣ）及びスピーカ（ＳＰＫ）と接続され、マイあく（ＭＩＣ）
から入力されるアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換し、データ化する。そして、
オーディオ処理部７２６０は、制御部７２1０から入力されるデジタル音声信号をアナロ
グ音声信号に変換してスピーカ（ＳＰＫ）を通じて出力することができる。なお、オーデ
ィオ処理部７２６０は、ユーザ端末装置７２００で発生する多様なオーディオ信号をスピ
ーカ（ＳＰＫ）を通じて出力することができる。例えば、オーディオ処理部７２６０は、
ＭＰ３ファイル、動画ファイル再生等によるオーディオ信号をスピーカ（ＳＰＫ）を通じ
て出力することができる。特に、オーディオ処理部７２６０は、広告情報の受信を報知す
る効果音を出力することができる。
【０４５８】
　通信部７２５０は、通話のための通話チャネル及びデータ伝送のための通信チャネル等
を形成することができる。特に、通信部７２５０は、制御部７２1０の制御下で外部装置
と通信を行うことができる。詳細には、通信部７２５０は、制御部７２1０の制御下で同
期化（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ）のために、周期的にまたは情報変更がある際に
情報を伝送することができる。なお、通信部７２５０は、サーバ装置２００から伝送され
る各種情報広告を受信することができる。
【０４５９】
　なお、通信部７２５０は、広告アプリケーション７２２２が実行されると、制御部７２
1０の制御下で広告提供サーバ２７００に接続要請信号を伝送することができる。接続要
請信号は、ＩＤ及びパスワードを含むことができる。通信部７２５０は、広告提供サーバ
２７００に接続されると、制御部７２1０の制御下でユーザ端末装置７２００の位置情報
を伝送することができる。
【０４６０】
　通信部７２５０は、広告提供サーバ２７００から現在の位置と一定距離範囲内に存在す
る広告主が発信する広告情報を受信することができる。なお、通信部７２５０は、広告情
報の検索方式が変更される場合、変更された検索方式を広告提供サーバ２７００に伝送す
る。そして、広告提供サーバ２７００から変更された検索方式に対応する広告情報を受信
することができる。
【０４６１】
　通信部７２５０は、広告情報に含まれたクーポンまたはスタンプのダウンロード要請信
号を各種サーバ装置２００や広告提供サーバ２７００に伝送することができる。なお、通
信部７２５０は、ユーザが入力したコメント、星点数情報等を伝送することができる。な
お、通信部７２５０は、モバイル広告の受信及び表示を制御するための多様な制御信号を
外部装置に伝送し、それに対する応答信号を受信することができる。
【０４６２】
　入力部７２４０は、数字または多様な文字情報を受信し、各種機能の設定及びユーザ端
末装置７２００の機能制御のための入力キー及び機能キーを含むことができる。例えば、
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入力部７２４０は、音声通話要請のための通話キー、テレビ電話要請のためのテレビ電話
キー、音声通話またはテレビ電話終了等を要請する終了キー、オーディオ信号の出力音量
を調整することができる音量キー及び方向キー等を含むことができる。特に、入力部７２
４０は、広告サービスを制御するための多様な制御信号を制御部７２1０に伝送すること
ができる。このような入力部７２４０は、タッチパッド（Ｔｏｕｃｈ－ｐａｄ）、タッチ
スクリーン（Ｔｏｕｃｈ－ｓｃｒｅｅｎ）、ボタン式キーパッド（Ｋｅｙ　ｐａｄ）、ジ
ョイスティック（Ｊｏｙｓｔｉｃｋ）、ホイールキー（Ｗｈｅｅｌ　Ｋｅｙ）等のような
入力手段のいずれか１つまたはこれらの組み合わせによって形成されてよい。
【０４６３】
　表示部７２３０は、ユーザ端末装置７２００の各種メニューをはじめ、ユーザが入力し
た情報またはユーザに提供するための情報を表示する。例えば、表示部７２３０は、ユー
ザ端末装置７２００の利用による多様な画面、例えば、待機画面、メッセージ作成画面、
通話画面等を提供することができる。特に、表示部７２３０は、広告情報の受信を報知す
る画面、受信された広告情報を予め設定された検索方式によって表示する画面、広告アプ
リケーションの実行による多様な画面等を表示することができる。
【０４６４】
　表示部７２３０は、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）
、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｅｄ　Ｄｉｏｄｅ）、ＡＭＯＬＥ
Ｄ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｅｄ　Ｄｉ
ｏｄｅ）等で形成されてよい。一方、表示部７２３０がタッチスクリーンで形成される場
合、表示部７２３０は入力部７２４０の機能を行うこともできる。
【０４６５】
　メモリ部７２２０は、本発明の実施形態に係る機能動作に必要なプログラムをはじめ、
ユーザデータ等を保存することができる。例えば、メモリ部７２２０は、ユーザ端末装置
７２００の動作全般を制御するプログラム及びユーザ端末装置７２００をブートさせる運
営体制（ＯＳ：Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）７２２１、ユーザ端末装置７２００
のその他のオプション（Ｏｐｔｉｏｎｓ）機能、例えば、カメラ機能、音再生機能、イメ
ージまたは動画再生機能、近距離無線通信機能等に必要な応用プログラム等を保存するこ
とができる。なお、メモリ部７２２０は、ユーザ端末装置７２００の使用によって発生す
るユーザデータ、例えばテキストメッセージ、ゲーム　ファイル、音楽ファイル、映画フ
ァイル等を保存することができる。特に、メモリ部７２２０は、フォンブック７２２３を
管理するためのフォンブック管理プログラムを保存することができる。フォンブック管理
プログラムは、データサーバ２２０にフォンブック７２２３やフォンブックに記録された
各種固有情報を伝送し、フォンブックを管理することができる。なお、フォンブック管理
プログラムは、フォンブック７２２３と広告情報を連動して管理することができる。例え
ば、フォンブック管理プログラムは、フォンブックリスト出力時、リストの項目ごとに広
告情報の存在有無を表示することができる。広告情報の存在有無は、数字形態のアイコン
で表示されてよい。リストから特定項目が選択される場合、前記フォンブック管理プログ
ラムは選択された項目の詳細情報を出力することができる。詳細情報は、上述の多様な実
施形態のように多様な画面で表現されてよい。
【０４６６】
　なお、メモリ部７２２０は、広告アプリケーション７２２２を保存することができる。
広告アプリケーション７２２２はユーザ端末装置７２００の現在地位を基準に一定範囲内
に存在する広告主の発信した広告情報を受信して多様な検索方式によって表示することが
できる。このような広告アプリケーション７２２２を用いた広告サービス方法については
、既に具体的に説明しているため、繰り返し説明は省略する。
【０４６７】
　ストレージ部７２２５は、ユーザデータを保存するための装置である。ストレージ部７
２２５は、メモリ部７２２０と別途に実装されるか、メモリ部７２２０の一部の保存領域
を分割して割り当てられる内部メモリとＳＤカード、マイクロＳＤカード、Ｔフラッシュ
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カード等のような外部メモリを含むことができる。
【０４６８】
　制御部７２1０は、ユーザ端末装置７２００の動作全般及びユーザ端末装置７２００の
内部ブロック間の信号の流れを制御することができる。内部ブロック間の信号の流れはバ
ス（Ｂｕｓ）を通じて行われてよい。例えば、制御部７２1０は、中央処理装置（Ｃｅｎ
ｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ：ＣＰＵ）、アプリケーションプロセッサ（
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）等であってよい。特に、制御部７２1０
は、フォンブック７２２３または広告アプリケーション７２２２を基盤として、広告情報
の受信及び表示を制御することができる。
【０４６９】
　一方、図７０を参照して説明したように、ユーザ端末装置７２００は放送受信のための
放送受信モジュール、ＭＰ３モジュールのようなデジタル音源再生モジュール及び接近セ
ンシングのための接近センサモジュール等の付加機能を提供するための構成要素を選択的
に更に含むことができる。このような構成要素は、デジタル機器のコンバージェンス（ｃ
ｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ）傾向に応じて、変形が非常に多様であり、全てを列挙することは
できないものの、ユーザ端末装置７２００は言及された構成要素と等しい水準の構成要素
を更に含んでよい。
【０４７０】
　以上のように、本発明の多様な実施形態によると、ユーザ端末装置は多様な方式で広告
情報を提供することができる。ユーザ端末装置は、広告情報をお知らせメッセージ形態で
表示することができる。ユーザ端末装置は、そのお知らせメッセージが選択されると、お
知らせメッセージに対応する有効情報をウォレットプログラムに登録させることができる
。
【０４７１】
　それにより、ウォレットプログラムの実行画面内には、ユーザが保持している各種クレ
ジットカードや銀行カード情報、ＩＤカード情報とともに、ユーザに発行された各種有効
情報が表示されてよい。有効情報には、ポイントカード、クーポン、スタンプカード、イ
ベントクーポン等のような多様な情報が表示されてよい。ユーザは、これの情報の中から
選択して支払いに利用することができる。
【０４７２】
　具体的には、ウォレットプログラム、すなわち、支払いプログラムはフォンブックやカ
レンダー、ギャラリー、広告アプリケーション等のような多様な他アプリケーションによ
ってサーバ装置からダウンロードされる有効情報を登録するステップと、支払いが開始さ
れると、登録された有効情報を適用して支払い金額を算定するステップと、支払い金額に
対する支払いプロセスを進めるステップとを順次に行い、支払いを行うことができる。
【０４７３】
　支払いプロセスについて具体的に説明すると、支払いプログラムは支払い手段を選択す
るための画面を提供することができる。支払い手段が選択されると、ＰＩＮ（Ｐｅｒｓｏ
ｎａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ）入力画面を生成して画面上にデ
ィスプレイする。ユーザは、ＰＩＮ入力画面上に自分の暗証番号を入力することができる
。暗証番号入力が完了すると、ユーザ端末装置が一致するか否かを確認する。確認結果、
不一致の場合は再入力を要請し、一致する場合は支払いに進む。支払いは、ＮＦＣタグ付
け方式または無線認証方式で行われてよい。ＮＦＣタグ付けで支払う場合、ユーザ端末装
置は、ＰｏＳ（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｓａｌｅ）端末装置に接触することを案内するメッセ
ージを表示する。ユーザがこのようなメッセージを参考にして、ユーザ端末装置をＰｏＳ
システム側に移動させて接触させるようになると、ユーザ端末装置及びＰｏＳシステムは
支払い情報を送受信して支払いを行う。無線認証方式で行われる場合、ユーザ端末装置は
ユーザの選択した支払い手段に関する各種情報を暗号化して支払い装置に伝送して支払い
を行うことができる。以上のように、本発明の更に別の実施形態によると、広告と購入が
連続的なプロセスで行われることができる。
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【０４７４】
　以上のように、ユーザ端末装置はサーバ装置及びＰｏＳ（Ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　Ｓａｌｅ
）端末装置等とともにショッピングサービスを提供することができる。ショッピングサー
ビスは、大きく、商品を検索及び選択するステップ、購入するステップ、購入後に管理す
るステップ等に区分されてよい。商品を検索及び選択するステップにおいて、上述のフォ
ンブックを用いて提供される広告情報がユーザに有用に作用することができる。しかし、
本発明の更に別の実施形態によると、商品を検索及び選択するステップ以外にも、購入す
るステップと購入後に管理するステップまでもユーザ端末装置、サーバ装置及びＰｏＳシ
ステム等を含むネットワークシステムで自然に行われることができる。
【０４７５】
　一方、上述のように、本発明の多様な実施形態によると、ユーザ端末装置１００は、サ
ーバ装置２００と連動して多様なサービスを提供することができる。このようなサーバ装
置２００は、品物を販売したり広告する事業者自らが運営することもできるが、サーバの
運営が可能なだけの時間的、経済的に余裕のない小業者・小企業家（ｓｍａｌｌ　ｔｒａ
ｄｅｒｓ　ａｎｄ　ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｒｓ）がある場合もある。よって、本発明の更
に別の実施形態では、このような小業者・小企業家に対しても、上述の多様なサービスを
提供できるシステムが提供される。
【０４７６】
＜小業者・小企業家のためのサービス提供システム＞
　図７３は、小業者・小企業家のためのサービスを提供するサービス提供システムの構成
の一例を示す。図７３によると、サービス提供システムは、複数のユーザ端末装置１００
－１～１００－ｎ、サーバ装置２００及び事業者端末装置７３００を含む。
【０４７７】
　事業者端末装置７３００及びユーザ端末装置１００－１～１００－ｎは、パソコンやラ
ップトップパソコン、携帯電話、タブレットパソコン、ＰＤＡ、キヨスク端末、テレビ等
のような多様な電子装置で実現されてよい。事業者端末装置７３００及びユーザ端末装置
１００－１～１００－ｎという名称は、端末装置を使用する人が特定売場を運営及び管理
する事業者か、その売場で品物やサービスを購入するユーザかに応じて異なるように定め
たものであり、その端末装置の種類そのものは同様であってよい。
【０４７８】
　すなわち、サーバを単独で運営できない事情がある事業者は、事業者端末装置７３００
を用いてサーバ装置２００にアクセスすることができる。サーバ装置２００は、事業者端
末装置７３００にサービス画面を提供する。
【０４７９】
　事業者は、サービス画面を通じてサーバ装置２００が提供するサービスに加入すること
ができる。すなわち、サーバ装置２００は、サービス画面上で事業者が会員加入メニュー
を選択すると、事業者個人情報及び売場情報等のような多様な情報と、会員加入条件等を
案内する案内画面を提供する。事業者が案内画面を通じて各種必要な情報を入力し、会員
加入のための条件（例えば、年齢制限、提供提供及び利用に同意、サービス提供費用納付
等）を満たす場合、当該事業者及びその事業者の売場に関する情報をサーバ装置２００に
登録させる。なお、サーバ装置２００は、当該事業者に対して事業者アカウントを与える
。事業者は、事業者アカウントに対してＩＤ及びパスワードを設定し、利用することがで
きる。
【０４８０】
　図７３では、事業者が事業者アカウントを通じてログインした場合、事業者端末装置７
３００に提供されるサービス画面７３１０の一例を示す。
【０４８１】
　サービス画面７３１０は、他にＳＭＢ（Ｓｍａｌｌ　Ｍｅｒｃｈａｎｔ　Ｂｕｓｉｎｅ
ｓｓ）サイトと称することもできる。サービス画面７３１０には、事業者が利用すること
ができる各種サービスに対するメニュー７３１１～７３１６が表示されてよい。図７３で
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は、クーポン生成メニュー７３１１、イベント登録メニュー７３１２、顧客管理メニュー
７３１３、売場管理メニュー７３１４、クーポン履歴７３１５、イベント履歴７３１６等
が表示された場合を示す。
【０４８２】
　クーポン生成メニュー７３１１やイベント登録メニュー７３１２が選択されると、サー
バ装置２００はクーポンやイベントカード等のような各種有効情報を生成することができ
る生成画面を提供する。事業者端末装置７３００は、このような生成画面をディスプレイ
し、事業者はその生成画面で適切なクーポンやイベントカード等のような有効情報を生成
することができる。生成画面では、クーポンやイベントカードを便利に生成することがで
きる各種ツール（ｔｏｏｌ）が提供されてよい。
【０４８３】
　図７４は、クーポン生成画面の一例を示す図である。図７４によると、生成画面７４０
０には、クーポンの種類を選択するための選択領域７４０１、割引クーポンの場合、その
割引率を選択するための入力領域７４０２、無料ギフト贈呈クーポンの場合、贈呈する無
料ギフトの名称を入力するための入力領域７４０３、クーポンを使用可能な有効期限を選
択するための選択領域７４０４、クーポン使用条件を選択するための選択領域７４０５、
クーポンに入る広告フレーズを入力するための広告フレーズ入力領域７４０６、クーポン
の形態を選択するための選択領域７４０７等のような多様なツールが表示されてよい。こ
のツールのうち、クーポンの種類に応じて選択できないツールがある場合があるため、こ
のようなツールは選択不可能な非活性状態に表示することができる。例えば、無料ギフト
贈呈クーポンの場合には、割引率入力領域７４０２は不要であるため、その領域７４０２
は薄く表示することができる。または、クーポンの種類を選択する選択領域７４０１以外
の残りの領域は、クーポンの種類に応じて選択的に表示することもできる。
【０４８４】
　一方、図７４では、ユーザが選択する設定値に応じてクーポンが生成される場合を示し
ているが、それは一例に過ぎず、生成画面７４００内に表示されるツールとその位置、内
容等も図７４と異なるように実現されてよい。例えば、図７４の他には、ユーザが直接ド
ローイングしたクーポンイメージをそのまま受信したり、各種リファレンスクーポンイメ
ージを表示してユーザが選択し、そのクーポンイメージに入るテキストのみをユーザが入
力して編集する方式で、生成画面を実現することもできる。事業者は図７４のような生成
画面を用いて、有効情報を生成するための各種データを入力して有効情報を生成すること
ができる。
【０４８５】
　生成が完了すると、事業者端末装置７３００はサーバ装置に有効情報生成要請を伝送す
る。サーバ装置２００は、有効情報生成要請が入力されると、その生成画面で入力された
内容に応じて、各種有効情報、すなわち、クーポンやイベントカード等を生成し、データ
ベースに保存する。サーバ装置２００は、ユーザ端末装置１００－１～１００－ｎのうち
、予め設定された条件を満たす端末装置が発見されると、その端末装置に有効情報を伝送
することができる。それにより、ユーザ端末装置のユーザは、有効情報、すなわち、クー
ポンやイベントカードを電子ショッピングに用いて割引や、無料ギフト贈呈等のような多
様なサービスを受けることができるようになる。結果的に、事業者はクーポンやイベント
カードを直接作らなくても、サーバ装置２００を介してクーポンやイベントカードを提供
することができる。それにより、多様なプロモーション活用及び広告活動を行うことがで
きる。
【０４８６】
　その他に、顧客管理メニュー７３１３や売場管理メニュー７３１４等のようなメニュー
が選択されると、サーバ装置２００は当該事業者の売場で品物を購入したり、来店した履
歴のある顧客に関する情報や、売場で売っている品物、労働者、売上額等のような情報等
を含む管理画面を提供することができる。それにより、事業者は別途の管理システムを具
備しなくても、ユーザ端末装置７３００を介してサーバ装置２００に接続し、自分の事業
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を適切に管理することができる。
【０４８７】
　なお、サービス画面７３１０には、クーポン履歴メニュー７３１５やイベント履歴メニ
ュー７３１６等のようなメニューも含まれてよい。事業者はこれらのメニューを選択し、
サーバ装置２００に対して履歴情報を要請することができる。サーバ装置２００は、登録
された事業者の発行したクーポンやイベントカード等がユーザ端末装置にダウンロードし
たり、ユーザ端末装置で電子ショッピング過程に使用する場合、その履歴情報を保存する
。それにより、事業者端末装置７３００から履歴情報要請が入力されると、保存された履
歴情報を事業者に提供することができる。履歴情報には、各種有効情報のダウンロード回
数や使用回数、及びその使用者情報、購入品物情報、購入日付、購入時刻等が含まれてよ
い。
【０４８８】
　図７５は、サービス提供システムにおける情報提供方法を説明するためのタイミング図
である。図７５によると、事業者端末装置７３００ではサーバ装置２００に対して有効情
報生成を要請する（Ｓ７５１０）。有効情報生成要請は、事業者端末装置７３００に表示
された生成画面で事業者が各種データを入力した後、完了ボタンを押すと自動的にサーバ
装置２００に伝送されてよい。
【０４８９】
　サーバ装置２００は、有効情報生成要請に応じて、有効情報を生成し（Ｓ７５１５）、
保存する（Ｓ７５２０）。上述のように、サーバ装置２００は、サービスを申請した多様
な事業者に対してアカウントを与え、そのアカウントを通じて入力されるデータを用いて
事業者別に有効情報を生成及び保存することができる。
【０４９０】
　このような状態で、事業者端末装置７３００は予め設定された条件が満たされる場合（
Ｓ７５２５）、その条件を満たしたユーザ端末装置１００に有効情報を伝送する（Ｓ７５
３０）。有効情報を受信したユーザ端末装置１００はその有効情報を保存する（Ｓ７５３
５）。ここで、条件は、上述の多様な実施形態で説明したように多様に設定されてよい。
【０４９１】
　一例として、ユーザ端末装置１００でフォンブックプログラムが実行され、そのフォン
ブック画面で検索ワードが入力されると、ユーザ端末装置１００はその検索ワードをサー
バ装置２００に伝送することができる。サーバ装置２００は、検索ワードを含む事業者情
報を検索し、当該事業者情報が存在すると、条件を満たすと判断することができる。別の
例として、ユーザ端末装置１００でフォンブックに新たな連絡先情報が追加されたり、カ
レンダーに新たな日程情報が入力される場合にも、ユーザ端末装置１００はその入力され
た情報をサーバ装置２００に伝送することができる。サーバ装置２００は、伝送された情
報を含む事業者情報が存在すると、その条件を満たすと判断することもできる。
【０４９２】
　更に別の例として、サーバ装置２００はユーザ端末装置１００の位置を確認し、その位
置に対応する事業者情報が発生すると、伝送条件が満たすと判断することもできる。この
場合、サーバ装置２００は、ユーザ端末装置１００の現在位置を基準に一定半径以内に位
置する売場の事業者情報を選択的に伝送することもできる。
【０４９３】
　その他にも、有効情報の伝送条件は実施形態によって多様に設定されてよい。このよう
な条件が満たない場合（Ｓ７５２５）、サーバ装置２００は有効情報を発信しない。
【０４９４】
　一方、図７５では、有効情報を直接伝送するものとして示しているが、上述の別　の実
施形態で説明したように、サーバ装置２００は有効情報があることを報知するお知らせメ
ッセージを先に伝送し、ユーザ端末装置１００でそのお知らせメッセージに応答してダウ
ンロード要請を伝送すると、そのとき、有効情報を伝送することもできる。
【０４９５】
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　サーバ装置２００は、有効情報を伝送した場合、その有効情報伝送に関連する履歴情報
を保存することができる（Ｓ７５４０）。履歴情報には、伝送された有効情報の種類と、
伝送回数、伝送先、伝送時点、伝送日時等のような多様な情報が含まれてよい。
【０４９６】
　ユーザ端末装置７３００は、履歴情報に対する確認命令が入力されると（Ｓ７５４５）
、その命令に応じて、履歴情報をサーバ装置２００に要請することができる（Ｓ７５５０
）。サーバ装置２００はその要請に応じて、履歴情報を事業者端末装置７３００に伝送す
る（Ｓ７５５５）。
【０４９７】
　上述のように、サーバ装置２００は登録された事業者に対して、クーポンやイベントカ
ードのような有効情報の発信サービス、広告サービス、情報確認サービス、管理サービス
等のような多様なサービスを提供することができる。特に、サーバ装置２００は、ユーザ
個人別にクーポン使用情報や、ダウンロード情報等をトラッキングすることができるため
、個人ユーザの購入パターンや消費パターンに対する分析サービスまたは統計サービスを
提供することもできる。
【０４９８】
　図７６は、事業者端末装置７３００でディスプレイされる管理画面の一例を示す図であ
る。図７６によると、事業者端末装置７３００はサーバ装置２００にアクセスし、サーバ
装置２００の提供する管理画面７６００をディスプレイすることができる。管理画面７６
００には予め設定されたレイアウトに応じて多様な情報が表示されてよい。
【０４９９】
　具体的には、管理画面７６００には、特定アイテムに対するクーポン発行のための領域
７６１０、実行中の有効情報のダウンロード及びユーザに関連する履歴情報を示す領域７
６２０、売り上げに関連する各種情報を表示する領域７６３０、チェックイン領域７６４
０、顧客情報を表示する領域７６５０、周辺地域情報を示す領域７６６０等が設けられて
よい。
　それにより、小規模の店を運営する事業者でも、自分の売場をより効果的に管理しつつ
、多様なセールスプロモーション戦略を立てることができる。
　以上のように、本発明の更に別の実施形態に係るサービス提供システムは、多様な事業
者に活用されることができる。
【０５００】
　一方、サービス提供システムに加入した事業者の数が増えると、ユーザに提供される情
報の種類及び数も増えるようになる。この場合、多すぎる情報が提供されると、ユーザは
逆に情報活用に困ることもあり得る。このような点を考慮し、本発明の更に別の実施形態
によると、ユーザ端末装置の状況に合わせて適した情報のみを選択的に提供することがで
きる。以下では、ユーザ端末装置の状況に適応的にサービスを提供する方法について具体
的に説明する。
【０５０１】
＜ユーザ端末装置の状況に適応的なサービスを提供する実施形態＞
　図７７は、本発明の更に別の実施形態に係るユーザ端末装置の構成を示すブロック図で
ある。図７７によると、ユーザ端末装置１００は、通信部１１０と、制御部１２０と、保
存部１３０と、ディスプレイ部１４０及び位置検出部１７０を含む。
【０５０２】
　位置検出部１７０は、ユーザ端末装置の位置を検出するための構成要素である。一例と
して、位置検出部１７０は、図７１に示すＧＰＳ受信部１５１で説明したように、ＧＰＳ
チップを用いて位置を検出することができる。具体的には、３つ以上の衛星から受信され
る信号の受信時刻と、衛星との距離を測定して現在位置を算出する。別の例として、位置
検出部１７０は、通信部１１０によって通信接続される基地局情報に基づいて、ユーザ端
末装置１００の現在位置を検出することもできる。または、位置検出部１７０は、ユーザ
端末装置１００と有線または無線で接続された外部装置から提供される位置情報に基づい



(74) JP 2015-531176 A 2015.10.29

10

20

30

40

50

て、ユーザ端末装置１００の現在位置を類推することもできる。以上のように、位置検出
部１７０はユーザ端末装置の現在位置を示す位置情報を制御部１２０に提供する。
【０５０３】
　保存部１３０には、ユーザ端末装置１００の動作に必要な各種プログラムと、データ等
が保存されてよい。一例として、保存部１３０には電子ショッピングに使用できるクーポ
ンやイベントカード、スタンプカード等のような有効情報が保存されてよい。このような
有効情報は、上述のように外部のサーバ装置からダウンロードされたものであってよい。
すなわち、上述の多様な実施形態で説明したように、通信部１１０は多様な方式でサーバ
装置で提供される各種広告情報や有効情報等を受信することができ、保存部１３０はこの
ような情報を保存することができる。
【０５０４】
　制御部１２０は、位置検出部１７０から提供される位置情報と、保存部１３０に保存さ
れた有効情報を用いて、電子ショッピングプロセスを進めることができる。電子ショッピ
ングプロセスの進行中に、ディスプレイ部１４０は制御部１２０の制御に応じて、多様な
画面をディスプレイし、ユーザはこのような画面を通じて電子ショッピングを進めること
ができる。
　以下では、このような情報を用いて多様な方法例について具体的に説明する。
【０５０５】
　図７８によると、制御部１２０は、通信部１１０を介してサーバ装置２００から有効情
報がダウンロードされると、その有効情報を保存部１３０に保存する（Ｓ７８１０）。こ
のような状態で、ユーザ端末装置の位置が検出されると（Ｓ７８２０）、制御部１２０は
、その位置に対応する有効情報を選択的に検出する（Ｓ７８３０）。そして、検出された
有効情報をおすすめするおすすめ画面を構成してディスプレイ部１４０を介してディスプ
レイする（Ｓ７８４０）。制御部１２０は、位置基盤おすすめアプリケーションを実行さ
せ、有効情報をおすすめすることができる。
【０５０６】
　ユーザは、おすすめ画面上で有効画面を選択することができる。制御部１２０は有効情
報が選択されると（Ｓ７８５０）、選択された有効情報を用いて電子ショッピングを行う
ことができる（Ｓ７８６０）。電子ショッピングはウォレットプログラムによって行われ
てよい。電子ショッピングは、有効情報の種類に応じて、異なるプロセスで進められてよ
い。すなわち、有効情報は、クーポン情報やイベント情報、スタンプカード情報等のよう
な多様に実現されてよい。
【０５０７】
　例えば、１つの割引クーポンが選択された場合を例えると、制御部１２０はその割引ク
ーポンをウォレットプログラムに提供する。ウォレットプログラムは、割引クーポンを用
いてディスカウントされた支払い金額を演算する。制御部１２０は、ディスカウントされ
た金額に対してユーザ承認が行われると支払いを行う。割引クーポンを用いた支払い過程
については、上述の別の実施形態で具体的に説明しているため、繰り返し説明は省略する
。
【０５０８】
　図７８では、有効情報を基準として説明しているが、クーポンやイベントカード等の有
効情報以外にも、広告情報に対しても同様の方式で提供されてよい。
【０５０９】
　一方、制御部１２０は、おすすめ画面内に表示される有効情報を多様な基準に応じて順
次におすすめすることができる。例えば、制御部１２０はユーザ端末装置１００の位置と
、有効情報を発信した売場との間の距離を各有効情報別に算出することができる。それに
より、算出された距離が短い順、すなわち近い順から予め設定された数の有効情報のみを
おすすめすることができる。
【０５１０】
　図７９は、現在位置からの距離を基準に有効情報をおすすめする方法を説明するための
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図である。図７９のマップ７９００のような環境で、ユーザ端末装置１００が（ａ）地点
にいる際は、おすすめ画面７９１０には（ａ）地点から最も近いＡＡＡ売場の有効情報７
９１１から最も遠いＤＤＤ売場の有効情報７９１４まで順序に表示される。このような状
態で、ユーザ端末装置１００が（ｂ）地点に移動するようになると、おすすめ画面７９１
０が変更され、（ｂ）地点から最も近いＣＣＣ売場の有効情報７９１３が最上位に表示さ
れる。
【０５１１】
　一方、本実施形態では、サーバ装置２００は当該地点内に位置する全売場のうち、ユー
ザ端末装置１００のフォンブックに登録された売場で発信された有効情報や広告情報のみ
を選択的に提供することができるが、必ずしもそれに限定されるものではなく、実施形態
によっては変形されてよい。
【０５１２】
　一方、制御部１２０は、位置や距離以外にも、多様な基準に応じて有効情報をおすすめ
することもできる。例えば、人気度に応じて各有効情報に対して優先順位を与え、その優
先順位に応じて順次におすすめすることができる。または、新規でダウンロードすべきク
ーポンよりは、既にダウンロードしてあってすぐに使えるクーポンを優先的におすすめす
ることもできる。
【０５１３】
　図８０は、人気度に基づいた有効情報をおすすめした画面構成の一例を示す。人気度は
、有効情報使用回数だけでなく、おすすめ数、売場電話受発信回数、お店訪問回数、購入
履歴、クーポン数、割引率、割引金額、無料ギフト金額等に基づいて算出することができ
る。制御部１２０は、サーバ装置２００からこのような情報を受信し、その受信された情
報に基づいて有効情報をおすすめすることができる。
【０５１４】
　なお、図８１は、有効期限に基づいて有効情報をおすすめした画面構成の一例を示す。
図８１によると、制御部１２０は有効期限が締め切られる順に各種クーポンやイベントカ
ード等をおすすめすることができる。
【０５１５】
　このように、人気度や有効期限等のような基準に応じて有効情報をおすすめする実施形
態でも位置基盤おすすめが適用されてよい。すなわり、制御部１２０はユーザ端末装置の
現在位置を基準に予め設定された距離内の売場から発信された有効情報の中からおすすめ
することができる。なお、有効情報以外に広告情報に対しても、上述のようにおすすめす
ることはできる。
【０５１６】
　一方、以上のような実施形態では、ユーザ端末装置１００が自主的に位置に基づいて情
報をおすすめするものとして説明したが、情報おすすめ動作はサーバ装置２００によって
行われてよい。
【０５１７】
　図８２は、有効情報をおすすめする別の方法を説明するためのフローチャートである。
図８２によると、ユーザ端末装置１００はサーバ装置２００にフォンブック情報を伝送す
る（Ｓ８２００）。なお、ユーザ端末装置１００はサーバ装置２００に位置情報を伝送す
ることもできる（Ｓ８２１０）。フォンブック情報及び位置情報は周期的に伝送されてよ
く、フォンブックがアップデートされるイベント、ユーザ端末装置１００が一定距離以上
移動するイベント、ユーザ端末装置１００がターンオフされた後ターンオンされるイベン
ト、情報更新のためのユーザ命令が入力されるイベント等のように、多様なイベントが発
生する際に伝送されてよい。
【０５１８】
　更に別の実施形態では、サーバ装置２００はユーザ端末装置１００の位置情報を、ユー
ザ端末装置１００が通信接続されたセル（ｃｅｌｌ）を取り扱う基地局等のような別途の
外部装置から獲得することもできる。
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【０５１９】
　サーバ装置２００は、ユーザ端末装置１００の位置が確認されると、そのユーザ端末装
置１００の有するフォンブックに登録された事業者情報のうち、現在地位に対応する事業
者の発信した情報をユーザ端末装置１００に伝送することができる（Ｓ８２２０）。当該
情報には、その事業者の住所情報やイメージ、各種広告情報、各種有効情報等が含まれて
よい。
【０５２０】
　ユーザ端末装置１００は、受信された情報をポップアップ形態でディスプレイすること
ができる（Ｓ８２３０）。サーバ装置２００は、ユーザ端末装置の現在位置や、各情報の
人気度等のような多様な基準で、おすすめする情報及びそのおすすめ順位等を決定するこ
とができる。
【０５２１】
　以上のように、本実施形態によると、ユーザ端末装置の状況に適応的な情報をおすすめ
することができるため、情報活用度が向上する。
【０５２２】
　一方、ユーザ端末装置は、サーバ装置から提供される事業者情報等をフォンブックと連
携して使用することもできる。
【０５２３】
　図８３は、サーバ装置から提供される情報をフォンブックに使用する実施形態について
具体的に説明するためのフローチャートである。図８３によると、ユーザは、ユーザ端末
装置１００で提供されるメニューのうち、位置基盤おすすめメニューを選択することがで
きる。ユーザ端末装置１００に具備されたディスプレイ部１４０は、位置基盤おすすめメ
ニューを含む画面をディスプレイする。
【０５２４】
　画面上で位置基盤おすすめメニューが選択されると（Ｓ８３１０）、通信部１１０はユ
ーザ端末装置１００の現在地位に対応する事業者情報をサーバ装置２００から受信するこ
とができる（Ｓ８３２０）。
【０５２５】
　サーバ装置２００は、ユーザ端末装置１００の位置情報をユーザ端末装置１００から直
接受信したり、または、他装置から受信し、その位置情報に合致する事業者情報を全て一
括で伝送することができる。ユーザ端末装置１００で直接位置を検出する場合、ユーザ端
末装置１００は位置を検出するための位置検出部１７０を含むことができる。
【０５２６】
　制御部１２０は、通信部１１０を介してサーバ装置２００から事業者情報が伝送される
と、伝送された事業者情報をフォンブック情報に追加する（Ｓ８３３０）。フォンブック
情報とは、ユーザ端末装置１００に具備された保存部１３０に保存された情報を意味する
。制御部１２０で実行されるフォンブックプログラムはフォンブック情報を用いて、フォ
ンブック画面を構成することができる。
【０５２７】
　このような実施形態によると、ユーザは任意の地域でその地域内の各種売場や小業者・
小企業家の電話番号をサーバ装置２００から一括してダウンロードして使用することがで
きるようになる。このような実施形態は、地域単位で行われてよいが、特定の建物や売場
単位で行われてよい。
【０５２８】
　例えば、大型売場の場合、内部に多くの小業者・小企業家が密集している場合がある。
このような場合、ユーザが当該売場内に入ると、サーバ装置２００は当該売場内の全小業
者・小企業家の電話番号をユーザに一括して提供することができる。このようなサービス
は、売場を運営する事業者とサーバ装置２００を運営する事業者間の契約を通じて提供さ
れてよい。
【０５２９】
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　一方、制御部１２０は、ダウンロードされた事業者情報をフォンブック画面内のグルー
プメニューで新規グループに分類して保存することができる。新規グループには、ダウン
ロードされた全事業者情報がグルーピングされていてよい。
【０５３０】
　図８４は、図８３の実施形態に係るユーザ端末装置１００の動作を説明するための図で
ある。図８４によると、ユーザ端末装置１００のホーム画面またはアイコン整列画面８４
１０には位置基盤サービスアプリケーションに対するアイコン８４１１が表示されてよい
。ユーザが当該アイコン８４１１を選択すると、制御部１２０は位置基盤サービスアプリ
ケーションを実行させる。それにより、制御部１２０は、位置検出部１７０を用いてユー
ザ端末装置１００の現在地位を把握し、その現在位置に基づいて提供することができる各
種メニュー８４２１を含む画面８４２０をディスプレイする。
【０５３１】
　画面８４２０内で位置基盤サービスメニューが選択されると、制御部１２０はサーバ装
置２００に位置情報を伝送し、当該位置の全事業者情報を受信する。
　このような状態で、フォンブックプログラムが実行されると、制御部１２０はフォンブ
ック画面８４３０をディスプレイする。
【０５３２】
　フォンブック画面８４３０のグループメニュー８４３１には受信された事業者情報をグ
ルーピングした新規グループ８４３２が更に表示される。ユーザが当該グループ８４３２
を選択すると、制御部１２０はサーバ装置２００から受信された各種事業者情報を含むフ
ォンブック画面８４４０をディスプレイする。
【０５３３】
　一方、図８３及び図８４では、当該地域の全事業者に関する情報を提供するものとして
説明したが、サーバ装置２００はユーザ端末装置１００のフォンブックに保存された事業
者に関連する情報や、その他の条件に基づいて一部の事業者情報のみを選択的に提供する
こともできる。
【０５３４】
　図８５によると、ユーザ端末装置１００は現在位置を基準に一定半径内の売場のうり、
ユーザ端末装置１００のフォンブックに登録された売場に関連する情報８５１０のみを選
択的に示す画面８５００をディスプレイする。ここでの情報とは、連絡先情報よりは広告
情報や有効情報等であってよい。ユーザは、全売場情報を確認しようとする場合、「売場
情報をもっと見る」メニュー８５２０を選択することができる。制御部１２０は、当該メ
ニュー８５２０が選択されると、サーバ装置２００に要請して全売場に関する情報を受信
してディスプレイすることもできる。
【０５３５】
　一方、図８３及び図８４では、受信された情報がフォンブックプログラムに利用される
実施形態を説明しているが、サーバ装置２００から受信される情報は、フォンブックプロ
グラム以外にカレンダープログラムやギャラリープログラム等のような多様なプログラム
に使用されてよい。
【０５３６】
　すなわち、サーバ装置２００からイベントカード情報等が受信される場合、制御部１２
０は、当該情報をカレンダープログラムに提供し、イベントカードに記載された日程に応
じてカレンダーを更新することができる。または、クーポンイメージやイベントカードイ
メージ、スタンプクーポンイメージ、広告イメージ等が受信される場合、制御部１２０は
、そのイメージをギャラリープログラムに提供し、他写真や動画とともにユーザが閲覧す
ることができるように整列させることもできる。
【０５３７】
　一方、以上のような実施形態では、サーバ装置２００から提供される各種情報がフォン
ブック画面やギャラリー画面等のような各種アプリケーション実行画面を通じてディスプ
レイされたり、別途のポップアップウィンドウでディスプレイされる場合を説明している
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が、受信された情報は、より多様な方式でディスプレイされることもできる。例えば、ユ
ーザがユーザ端末装置１００を用いて電話をかけるようになると、相手が電話を受けるま
では通話待機画面がディスプレイされてよい。本発明の更に別の実施形態によると、この
ような通話待機画面を用いて各種情報を提供することができる。以下では、通話待機画面
を用いて情報を提供する更に別の実施形態について具体的に説明する。
【０５３８】
＜通話待機画面を用いて情報を提供する実施形態＞
　図８６は、本発明の更に別の実施形態に係るユーザ端末装置の構成を示すブロック図で
ある。図８６によると、ユーザ端末装置１００は、通信部１１０と、制御部１２０と、デ
ィスプレイ部１４０及びコール処理部１８０を含む。
【０５３９】
　コール処理部１８０は、電話通話を行うための構成である。コール処理部１８０は、Ｒ
Ｆ処理モジュール、データ処理モジュール、マイク、スピーカ等を含むことができる。Ｒ
Ｆ処理モジュール（図示せず）とは、送信する信号の周波数を上昇変換及び増幅してＲＦ
送信信号を出力するＲＦ送信機（図示せず）、受信される信号を低雑音増幅し、その周波
数を基底帯域に下降変換するＲＦ受信機（図示せず）等を含む。データ処理モジュール（
図示せず）は、ＲＦ信号に対する変調及び復調を行うモデム及びコーデック等を含むこと
ができる。コール処理部１８０は、電話の相手との通信回線が接続されると、マイクから
入力される音声信号に基づいてＲＦ送信信号を生成し、通信回線を通じて出力し、電話の
相手から受信されるＲＦ受信信号を音声信号に変換してスピーカを通じて出力する。それ
により、音声通話が行われることができる。
【０５４０】
　制御部１２０は、電話番号が入力され、電話接続ボタンが選択されると、コール処理部
１８０を制御して電話発信を行う。通信部１１０は、電話発信が行われると、発信情報を
サーバ装置２００に伝送する。ここで、発信情報とは、電話の相手の電話番号を含むこと
ができる。サーバ装置２００は、発信情報が受信されると、予め保存された情報のうち、
当該発信情報を有する事業者が発行した情報を検索し、検索された情報をユーザ端末装置
１００に伝送する。
【０５４１】
　制御部１２０は、通信部１１０を介して情報が受信されると、電話発信の後に電話接続
が行われるまで、受信された情報に基づいた通話待機画面を構成してディスプレイ部１４
０を介してディスプレイする。ここで、受信される情報とは、広告フレーズ、イメージ、
クーポン、イベント案内カード、最新クーポン発行事実を報知するためのメッセージ等の
ような多様な情報のうち少なくとも１つを含むことができる。
【０５４２】
　それにより、ユーザは電話接続を待つ間、相手が発信した各種情報を確認することがで
きる。例えば、通話待機画面を通じてユーザが最近クーポン発行事実を確認すると、ユー
ザは最新クーポンに対するダウンロード要請を入力することができる。制御部１２０はダ
ウンロード要請をサーバ装置２００に伝送し、当該クーポンをダウンロードすることがで
きる。
【０５４３】
　図８７は、図８６の実施形態に係るユーザ端末装置のサービス提供方法を説明するため
のフローチャートである。図８７によると、ユーザ端末装置１００は電話発信が行われる
と（Ｓ８７１０）、その発信情報をサーバ装置に伝送する（Ｓ８７２０）。
【０５４４】
　それにより、サーバ装置２００から当該発信情報を有する事業者が発信した各種情報が
受信されると（Ｓ８７３０）、ユーザ端末装置１００は受信された情報に基づいた通話待
機画面をディスプレイする（Ｓ８７４０）。
【０５４５】
　一方、ユーザ端末装置１００は情報が受信されなければ、デフォルト通話待機画面をデ
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ィスプレイする（Ｓ８７５０）。デフォルト通話待機画面とは、任意のユーザアイコン及
び発信情報等を含む形態で構成されてよい。
【０５４６】
　図８８は、図８７のフローチャートによってサービスを提供するユーザ端末装置１００
の動作を説明するための図である。図８８によると、電話画面８８００を通じて電話番号
が入力されたり、フォンブック画面を通じて連絡先情報が選択された後、通話ボタンが選
択されると、電話発信が行われる。
【０５４７】
　電話発信後、サーバ装置２００から各種情報が受信されると、制御部１２０は受信され
た情報を含む通話待機画面８８１０をディスプレイする。図８８によると、通話待機画面
８８１０には発信情報８８１１、広告情報８８１２、クーポン８８１３等が表示されてよ
い。
【０５４８】
　一方、電話発信後にも、何の情報が受信されなければ、制御部１２０はデフォルト通話
待機画面８８２０をディスプレイする。この場合、制御部１２０は、電話の相手に対して
登録されたイメージがあれば、デフォルト通話待機画面８８２０内にそのイメージを表示
することもできる。
【０５４９】
　図８９は、本実施形態に係るネットワークシステムの構成を示す図である。図８９によ
ると、ユーザ端末装置１００は、電話網やＶｏＩＰ網８９１０を介して電話の相手、すな
わち、売場３００と電話通話を行うことができる。通信事業者４００は通信会社で運営す
る通信管理システムを意味する。
　なお、ユーザ端末装置１００は、インターネット８９２０のようなネットワークを通じ
てサーバ装置２００と通信を行うこともできる。
【０５５０】
　サーバ装置２００は、ユーザ端末装置１００または通信事業者４００からユーザ端末装
置１００の発信情報を受信することができる。サーバ装置２００は発信情報が受信される
と、その発信情報に対応する有効情報を検出し、ユーザ端末装置１００に伝送する。
【０５５１】
　図９０は、ユーザ端末装置の位置を用いて多様なサービスを提供するサーバ装置２００
の構成を示すブロック図である。図９０によると、サーバ装置２００は、通信部９０１０
、制御部９０２０、データベース部９０３０を含む。
【０５５２】
　データベース部９０３０は、事業者から提供される各種情報を保存するための構成要素
である。具体的には、各種広告情報、クーポン、イベントカード等のような多様な情報が
保存されてよい。
【０５５３】
　通信部９０１０は、各種ユーザ端末装置１００と通信を行うための構成要素である。
制御部９０２０は、ユーザ端末装置１００から提供される各種情報及びデータベース部９
０３０に保存された情報に基づいて多様な動作を行うことができる。
　制御部９０２０の動作は、実施形態によって多様な方式で行われてよい。
【０５５４】
　一例として、制御部９０２０は、ユーザ端末装置１００からフォンブック情報を受信す
ることができる。制御部９０２０は、データベース部９０３０に保存された情報のうち、
受信されたフォンブック情報に登録された事業者が発信した情報が存在するかを判断する
。制御部９０２０は、その情報が存在すると、当該情報をユーザ端末装置１００に伝送す
る。
【０５５５】
　別の例として、制御部９０２０はユーザ端末装置で電話発信が行われると、通信部９０
１０を介してその発信情報を獲得する。制御部９０２０は、その発信情報に対応する事業
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者の発信した情報をデータベース部９０３０から検索する。制御部９０２０は、検索され
た情報をユーザ端末装置１００に伝送する。
【０５５６】
　このような例において、情報は、広告フレーズ、イメージ、クーポン、イベント案内カ
ード、最近クーポン発行事実を報知するためのメッセージのうち少なくとも１つを含むこ
とができる。
【０５５７】
　一方、制御部９０２０は、データベース９０３０に保存された情報のうち、ユーザ端末
装置１００に予め提供されていない情報のみを選択的に提供することもできる。仮に、新
規クーポンが存在する場合、ユーザ端末装置の位置情報や発信情報に基づいて新規クーポ
ンを自動的に伝送することができる。
【０５５８】
　なお、制御部９０２０は、発信情報を伝送したユーザ端末装置に関する情報がデータベ
ース部９０３０に未保存の状態であれば、ユーザ端末装置のユーザを新規顧客としてデー
タベース部９０３０に登録することができる。このような状態で、制御部９０２０は、発
信情報を有する事業者から新規顧客確認命令が入力されると、登録された新規顧客に関す
る情報を事業者に伝送することができる。
【０５５９】
　以上のように、サーバ装置２００は実施形態によって多様な方式で多様な情報を提供す
ることができる。
【０５６０】
　上述のような本発明の実施形態に係るサービス方法は多様なコンピュータ手段を通じて
行うことができるプログラム命令形態で実現され、コンピュータで読み取り可能な非一時
的な保存媒体（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ　ｒｅａｄａｂｌｅ　ｍｅｄｉａ）に記録
されてよい。
【０５６１】
　具体的には、サーバ装置には、複数のユーザ端末装置と通信を行い、ユーザ端末装置の
それぞれに保存される情報を受信するステップと、広告情報が保存されたデータベースを
、受信された情報を用いてアップデートさせるステップと、複数のユーザ端末装置のうち
の一つのユーザ端末装置のフォンブック画面上で検索ワードが入力されると、検索ワード
に対応する広告情報をデータベースから検索するステップと、検索結果をユーザ端末装置
に伝送するステップとを順次に行い、広告サービスを提供するプログラムが保存された記
録媒体が搭載され、上述の広告サービス方法をサポートすることができる。
【０５６２】
　なお、上述のユーザ端末装置では、フォンブック画面をディスプレイするステップと、
前記フォンブック画面上で検索ワードが入力されると、前記検索ワードをサーバ装置に伝
送するステップと、前記サーバ装置に保存された情報のうち、前記検索ワードに対応する
情報を受信するステップと、前記受信された情報を前記フォンブック画面上にディスプレ
イするステップとを含む検索方法が実行されてよい。このような検索方法はプログラムで
コーディングされ、非一時的な保存媒体（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ　ｒｅａｄａｂ
ｌｅ　ｍｅｄｉａ）に保存された後、ユーザ端末装置に搭載されて使用されてよい。
【０５６３】
　または、ユーザ端末装置では、フォンブック画面をディスプレイするステップと、前記
フォンブック画面上で検索ワードが入力されると、前記検索ワードをサーバ装置に伝送す
るステップと、サーバ装置に登録された情報のうち、検索ワードに対応する情報を受信す
るステップと、ユーザ端末装置に保存された情報のうち、検索ワードに対応する情報を検
索するステップと、検索された情報及び受信された情報をフォンブック画面に表示するス
テップとを行い、広告サービスを提供するプログラムが保存された記録媒体が搭載され、
上述の広告サービス方法をサポートすることができる。
【０５６４】
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　または、アプリケーションの実行画面上に広告情報を表示するステップと、広告情報が
選択されると、支払いプログラムを自動実行させて支払い手段を含む支払い画面を表示す
るステップと、支払い画面上で支払い手段が選択されると、選択された支払い手段を用い
て支払いを行うステップとを行うプログラムが保存された記録媒体がユーザ端末装置に搭
載され、ショッピングサービスをサポートすることもできる。
【０５６５】
　非一時的な保存媒体（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ　ｒｅａｄａｂｌｅ　ｍｅｄｉａ
）は、プログラム命令、データファイル、データ構造等を単独でまたは組み合わせて保存
することができる。一方、記録媒体に記録されるプログラム命令は、本発明のために特別
に設計されて構成されたものか、コンピュータソフトウェア当業者に公知されて使用可能
なものであってよい。上記コンピュータで読み取り可能な非一時的な保存媒体は、ハード
ディスク、フロッピー（登録商標）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体（Ｍａｇｎ
ｅｔｉｃ　Ｍｅｄｉａ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体（Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｍｅｄｉａ）、フロプティカルディスク（Ｆｌｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｋ）のような磁気
－光媒体（Ｍａｇｎｅｔｏ－Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍｅｄｉａ）及びＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッ
シュメモリ等のようなプログラム命令を保存して行うように特別に構成されたハードウェ
ア装置が含まれる。なお、プログラム命令語には、コンパイラによって作られたもののよ
うな機械語コードだけでなく、インタープリタ等を使用してコンピュータによって実行で
きる高級言語コードを含む。上述のハードウェア装置は、本発明の動作を行うために、１
つ以上のソフトウェアモジュールとして作動するように構成されてよい。
【０５６６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明は以上の実施形態に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を
有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的趣旨の範疇内において、各種の変
更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の
技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０５６７】
１０　ネットワーク
１００　ユーザ端末装置
１１０　通信部
１１１　Ｆｉチップ
１１２　ブルートゥースチップ
１１３　チップ
１１４　無線通信チップ
１２０　制御部
１２１　ＲＡＭ
１２２　ＲＯＭ
１２３　メインＣＰＵ
１３０　保存部
１３１　ＯＳ
１３２　フレームワーク
１３３～１３７　アプリケーションプログラム
１４０　ディスプレイ部
１５１　ＧＰＳ受信部
１５２　ＤＭＢ受信部
１５３　バッファ部
１５４　タッチ検知部
１５５　動作検知部
１５６　オーディオ処理部
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１５７　ビデオ処理部
１６１　スピーカ
１６２　ボタン
１６３　撮影部
１６４　マイク
２００　サーバ装置
３９００　サーバ装置
３９１０　通信インターフェース部
３９２０　サーバ制御部
３９３０　データベース部
５５１０　ＤＢサーバ
５５２０　広告提供者装置
５５３０　サーバ装置
５６００　ネットワークシステム
５６１０　ユーザ端末装置
５６２１　通信部
５６２２　制御部
６１１０　売場管理システム
６１１１　ＰｏＳシステム
６１１２　ＰＧモジュール
６１１３　ＶＡＮモジュール
６１１４　電子メニュー
６１１５、６１１６　アクセサリーユニット
６１２０　ＭＡＣシステム
６１３０　ユーザ端末装置
６２１０　ユーザがメニュー
６６００　ネットワークシステム
７１００　ハードウェア
７２００　ユーザ端末装置
７２１０　制御部
７２２０　メモリ部
７２２１　ＯＳ
７２２２　広告アプリケーション
７２２３　フォンブック
７２２５　ストレージ部
７２３０　表示部
７２４０　入力部
７２４０　入力部
７２５０　通信部
７２６０　オーディオ処理部
７２７０　位置情報受信部
７２８０　近距離無線通信部
７２９０　外部入出力部
７２９５　カメラ部
７３００　事業者端末装置
８９１０　電話網やＶｏＩＰ網
８９２０　インターネット
９０１０　通信部
９０２０　制御部
９０３０　データベース部
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