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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の関心情報に対応する電話番号を呼び出すための使用者端末機；
前記使用者と前記使用者の関心情報データが対応できるように形成された使用者別情報Ｄ
Ｂ；
　前記使用者端末機からの電話番号の呼び出しに対応し、前記使用者別情報ＤＢ内の前記
使用者と前記使用者の関心情報データの対応関係を設定及び変更するサーバー；
　前記サーバーからの要請により、前記使用者の関心情報データに対応する関心情報メッ
セージを前記使用者端末機へ伝送するメッセージセンター；及び
　前記使用者別情報ＤＢと連結されていて、情報提供者別に情報データを保存する情報提
供者別ＤＢを含み、
　前記サーバーは、前記使用者端末機からの前記電話番号呼び出しに対応して発信者の番
号を確かめ、前記使用者端末機の発信者番号と前記呼び出された電話番号に対応する情報
データを各々前記使用者と前記使用者の関心情報データに対応させ、
　前記サーバーは、前記呼び出された電話番号に対応する情報データを前記情報提供者別
の情報ＤＢから検索し、前記使用者端末機の発信者番号と対応させることにより、前記使
用者別情報ＤＢに前記使用者と前記使用者の関心情報データの対応関係を形成することを
特徴とする、電話番号を利用した情報提供システム。
【請求項２】
　使用者端末機による電話番号呼び出しを受信する段階；
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　前記使用者端末機からの電話番号の呼び出しに対応して、前記使用者端末機へと通話連
結音を伝送する間、前記使用者端末機の発信者番号と前記呼び出した電話番号に対応する
情報データを対応させる段階；及び
　前記使用者端末機による前記電話番号の呼び出しが通話号の設定なしで終了された後、
前記情報データに対応する情報メッセージを前記使用者端末機へと伝送する段階を含むこ
とを特徴とする、電話番号を利用した情報提供の方法。
【請求項３】
　使用者の関心情報に対応する電話番号を呼び出すための使用者端末機と、前記使用者と
前記使用者の関心情報データが対応できるように形成された使用者別情報ＤＢと、前記使
用者端末機からの電話番号呼び出しに対応し、前記使用者別情報ＤＢ内の前記使用者と前
記使用者の関心情報データの対応関係を設定及び変更するサーバーと、前記サーバーから
の要請により、前記使用者の関心情報データに対応する関心情報メッセージを前記使用者
端末機に伝送するメッセージセンターを含むシステムでの、電話番号を利用した情報提供
の方法として、
　前記使用者端末機による電話番号の呼び出しを前記サーバーに受信する段階；
前記使用者端末機からの電話番号の呼び出しに対応し、前記サーバーから前記使用者端末
機の発信者番号と前記呼び出した電話番号に対応する情報データーがお互いに対応できる
ように、前記使用者別情報ＤＢ内に使用者のＤＢフィールドを生成する段階；及び
　前記情報データに対応する情報メッセージを前記使用者端末機に伝送する段階を含むこ
とを特徴とする、電話番号を利用した情報提供の方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の情報提供システムであって、
　前記サーバーで前記使用者端末機からの電話番号の呼び出しに対応して、前記使用者端
末機へ通話連結音又は通話連結音に代用する案内文句を提供する段階；及び
前記使用者端末機からの電話番号の呼び出しが、前記サーバーとの通話号の設定なしに終
了される段階を含むことを特徴とする、電話番号を利用した情報提供の方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の情報提供システムであって、
　前記使用者端末機からの他の電話番号の呼び出しに対応し、前記サーバーから前記使用
者端末機の発信者番号を前記使用者別情報ＤＢから検索する段階；及び
前記検索結果、前記発信者の番号が前記使用者別情報ＤＢに保存されている場合、前記発
信者番号と前記呼び出された他の番号に対応する他の情報データがお互いに対応されるよ
う、前記使用者別情報DB内の前記使用者ＤＢフィールドを更新する段階を含むことを特徴
とする、電話番号を利用した情報提供の方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の情報提供システムであって、
　前記情報メッセージは、短文メッセージ又はマルチメディアメッセージであることを特
徴とする、電話番号を利用した情報提供の方法。
【請求項７】
　請求項３又は４に記載の情報提供システムであって、
　前記使用者DBフィールドの生成段階以後に、前記使用者端末機を利用して蒸気の情報メ
ッセージの伝送に対する使用者オプションを設定する段階を含むことを特徴とする、電話
番号を利用した情報提供の方法。
【請求項８】
　請求項５又は６に記載の情報提供システムであって、
　前記使用者DBフィールドの更新段階以後に、前記使用者端末機を利用して前記情報メッ
セージの伝送に対する使用者オプションを設定する段階を含むことを特徴とする、電話番
号を利用した情報提供の方法。
【請求項９】
　使用者の関心情報に対応する電話番号を呼び出すための使用者端末機と、
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　前記使用者と前記使用者の関心情報データが対応されるよう、形成された使用者別情報
DBと、
　前記使用者別情報DBと連結されていて、情報提供者別に情報データを保存する情報提供
者別情報DBと、
　前記使用者端末機からの電話番号の呼び出しに対応して、前記情報提供者別の情報DBか
ら前記呼び出された電話番号に対応する情報データを検索し、検索された前記データを前
記使用者別情報DB内の前記使用者に対する関心情報データとして設定するサーバーと、
　前記サーバーからの要請により、前記使用者の関心情報データに対応する関心情報メッ
セージを前記使用者端末機に伝送するメッセージセンターを含むシステムでの電話番号を
利用した情報提供の方法として、
　前記使用者端末機による情報提供者の所定の電話番号の呼び出し及び前記使用者端末機
に保存された情報データを前記サーバーから受信する段階；及び
　前記サーバーで前記使用者端末機から受信した情報データを前記情報者別情報DBに保存
する段階を含むことを特徴とする、電話番号を利用した情報提供の方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の情報提供システムであって、
　前記情報データの保存段階は、前記サーバーから前記所定の電話番号を識別して、前記
使用者端末機の発信者の番号と前記受信した情報データがお互いに対応されるように、前
記情報者別情報DBに保存する段階であることを特徴とする、電話番号を利用した情報提供
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話番号を利用した情報提供の方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、電話番号を利用した情報提供の方法及びシステムに関するものとして、使用
者別情報DBを提供し、使用者が希望する時間に情報を提供することにより、無分別な情報
提供による使用者の被害を防ぐとともに、情報提供者には効果的な情報伝達機能を提供す
るための、電話番号を利用した情報提供の方法及びシステムに関するものである。
【０００３】
　電話番号を利用して情報を遂行するアイデアを実現した従来の技術としては、広告情報
と関連して、韓国特許出願第10-2001-0012349号“オフライン印刷媒体に載せられた電話
番号に併記されたシンボルマークを利用したインターネット広告方法”（以下12349出願
）と韓国特許出願第10-2001-0060219号“特定の品物広告の電話番号を利用した映像情報
及び詳細情報の広告検索システム”（以下60219出願）などがある。
【０００４】
　12349出願によれば、サービス提供者がウェブサーバーに広告主別の広告DBを構成し、
広告主が広告主の電話番号と特定シンボルを併記したオフライン印刷媒体（つまり、広告
紙）を配布し、使用者がインターネットを利用して前記ウェブサーバーで前記電話番号を
検索する場合、それに対応する広告を広告DBから引き出し、ディスプレーする方式である
。
【０００５】
　60219出願によれば、サービス提供者がウェブサーバーに広告主の品物別広告DBを構成
し、広告主が広告主の電話番号と前記品物を開示した紙面広告（つまり、広告紙）を配布
し、使用者がインターネットを利用して前記ウェブサーバーから前記電話番号を検索する
場合、それに対応する品物に対する映像情報と詳細情報を含む広告をディスプレーする方
式である。
【０００６】
　前記従来の技術は、共通的に図１に図示したように、サービス提供者のウェブサーバー
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（130）に各広告者の電話番号に対応する広告データをデータベース（つまり、広告主別
の広告DB）として構築し、使用者がPCのような使用者端末機（110）を利用して、インタ
ーネット（120）を通して前記特定のウェブサーバー（130）に接続し、前記電話番号を検
索すると、該当する電話番号に対応する広告データを提供する方式で構成されている。
【０００７】
　しかし、このような従来の技術の場合、（１）広告主の電話番号及びその電話番号を検
索できるウェブサーバー住所などの情報を使用者が予め広告紙などのオフラインの媒体を
通して取得した後、（２）該当するウェブサーバーにインターネットを通して接続し、（
３）電話番号を検索しなければならないので、希望する情報を得るための手続きが面倒で
あり、広告主別、品物別に各電話番号が異なるため、時間的な余裕があって、多数の広告
や品物を一気に検索したい場合は、各々の電話番号を全て記憶しなければならないので不
便であり、使用者の立場からは関心のある広告だけを整理して見られる便利さが欠かけて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】韓国特許出願第10-2001-0012349号
【特許文献２】韓国特許出願第10-2001-0060219号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明では、前記のような問題点を解消するため、移動通信端末機から電話番号を押す
という簡単な作業だけで、広告のような希望する情報を取得でき、情報DBに接続するため
移動通信端末機以外の別途の手段を用意する必要がなく、情報と関連した電話番号（例え
ば広告電話番号）を覚える必要がなく、使用者別に関心情報DBを提供し、使用者本位の情
報提供サービスを提供し、使用者が希望する時間と方式で情報を提供できる、電話番号を
利用した情報提供の方法及びシステムを提供することを目的とする。
【００１０】
　また、本発明は、広告情報を求める使用者には希望する時間と方式で提供することによ
り、広告主の広告効果が最大化し、使用者にはスパム広告による被害のない、電話番号を
利用した広告の情報提供の方法及びシステムを提供することを目的とする。
【００１１】
　また、本発明は、移動通信網を利用してサービスを遂行しながらも、使用者には通信料
金が付加されないため、顧客吸引力が優れた、電話番号を利用した情報提供の方法及びシ
ステムを提供することを目的とする。
【００１２】
　また、本発明は、使用者が求める情報を希望する時間と方式により購読できる、電話番
号を利用した情報提供の方法及びシステムを提供することを目的とする。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】従来の技術による電話番号を利用した広告システムの構成図である。
【図２】本発明の一例による電話番号を利用した情報提供システムの構成図である。
【図３】本発明の一例による電話番号を利用した情報提供の方法の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　前記目的を達成するため、本発明による電話番号を利用した情報提供システムは、使用
者の関心情報に対応する電話番号を呼び出すための使用者端末機；前記使用者と前記使用
者の関心情報データが対応されるように形成された使用者別情報DB：前記使用者端末機か
らの電話番号の呼び出しに対応して、前記使用者別の情報DB内の前記使用者と前記使用者
の関心情報データの対応関係を設定及び変更するサーバー；及び前記サーバーからの要請
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により、前記使用者の関心情報データーに対応する関心情報メッセージを前記使用者端末
機に伝送するメッセージセンターを含むことを特徴とする。
【００１５】
　一方、本発明に従う電話番号を利用した情報提供の方法は、使用者の関心情報に対応す
る電話番号を呼び出すための使用者端末機と、前記使用者と前記使用者の関心情報データ
が対応されるように形成された使用者別の情報DBと、前記使用者端末機からの電話番号呼
び出しに対応し、前記使用者別情報DB内の前記使用者と前記使用者の関心情報データの対
応関係を設定及び変更するサーバーと、前記サーバーからの要請により、前記使用者の関
心情報データに対応する関心情報メッセージを前記使用者端末機に伝送するメッセージセ
ンターを含むシステムでの電話番号を利用した情報提供の方法として、前記使用者端末機
による電話番号の呼び出しを前記サーバーから受信する段階；前記使用者端末機からの電
話番号の呼び出しに対応し、前記サーバーから前記使用者端末機の発信者番号と前記呼び
出した電話番号に対応する情報データがお互いに対応されるように、前記使用者別の情報
DB内に使用者DBフィールドを生成する段階；及び前記情報データに対応する情報メッセー
ジを前記使用者端末機に伝送する段階を含むことを特徴とする。
【００１６】
　以下、添付図面に図示された本発明の実際の一例により、本発明を詳細に説明する事に
する。但し、本実施例は、本発明の適用が可能な代表的な例として、広告情報に対する場
合を説明するものだが、本発明は広告以外にもニュース、生活情報、ショッピング情報な
ど、多様な種類の情報に共通的に適用することが出来る。
【００１７】
　図２は、本発明の実際の一例による電話番号を利用した広告システムの構成図である。
【００１８】
　本発明の実際の一例による電話番号を利用した広告システムは、有線・無線通信網（22
0）を通して連結された移動通信端末機（210）、 WAPサーバー（WAP server）（230）及
びSMSC（短文メッセージサービスセンター）（240）を含むように構成される。一方、前
記WAPサーバー内に具備（又はシステム実現方式により前記WAPサーバー（230）の外部に
存在し、前記WAPサーバー（230）と連結）された広告DBは、広告主別の広告DB（232）に
追加して、使用者別の広告DB（231）を含むように構成される。
【００１９】
　本発明の広告システムは、基本的に移動通信端末機（210）を利用した簡単なサービス
方法を主にしたものだが、株式会社KTが行うサービスである“AnnTM”のように、短文メ
ッセージの受信が可能な無線電話機や有線電話機を利用した通信システムにも適用される
。
【００２０】
　また、WAPサーバー（230）は、使用者別の広告DB（231）と広告主別の広告DB（232）を
含む広告DBを具備したDBサーバー機能及び有線・無線通信網（220）に連結するための通
信サーバー機能を備えたサーバー（又は、システム実現方式により広告ＤＢを具備したDB
サーバーが別途に存在する場合、そのDBサーバーに連結されたWAPサーバー）として、無
線インターネットが可能な移動通信端末機（210）に対応する構成要素であり、前記有線
・無線電話機が利用される場合には、それに対応される種類のサーバーを含む概念として
拡大されなければならない。
【００２１】
　前記SMSC（240）は、有線・無線通信網（220）を通して移動通信端末機（210）及びWAP
サーバー（230）に連結されていて、WAPサーバー（230）から提供した情報に従い、短文
メッセージを生成し移動通信端末機（210）に提供する機能を遂行する。最近マルチメデ
ィアメッセージ(MMS)を処理するためSMSC（240）とは別途のMMSC（マルチメディアメッセ
ージセンター）を具備したり、SMSC（240）とMMSCが統合構成される趨勢及び本発明の目
的を考慮すると、前記SMSC（240）は、使用者を妨げる電話番号の代わりに文字、マルチ
メディア、音声などのメッセージを生成して、伝送する全ての種類のメッセージセンター
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を含むことと解釈されるべきである。
【００２２】
　一方、本発明の広告DB（230）は、使用者別の広告DB（231）と広告主別の広告DB（232
）を含むように構成されるため、従来の技術の広告主別の広告DBとは区別される。本発明
では、使用者中心の広告サービスをするため、使用者別の広告DB（231）を生成して、使
用者が関心広告として登録した広告（つまり、広告主ｍの広告データ、広告主ｎの広告デ
ータ）だけを別途に使用者別の広告DB（231）に分類しておく。
【００２３】
　使用者が設定したオプションに合わせて、希望する時刻に希望する形式の広告メッセー
ジをSMSC（240）を通して使用者の移動通信端末機（210）に伝送するためには、該当使用
者が関心広告として登録した広告だけを別途に記録するための手段が必要であり、使用者
別の広告DB（231）は、その代表的な手段である。
【００２４】
　従って、従来の広告主別の広告DB（232）を変更して別途の使用者別の広告DB（231）な
しも広告主別の広告DB（232）に使用者別の識別表示などを付加することにより、該当使
用者が希望するオプションとして広告メッセージを伝送できるのであれば、本発明の範囲
に含まれることと見るのが正しい。
【００２５】
　一方、前記WAPサーバー（230）は、無線送受信機能が具備されたウェブサーバーとして
、メールサーバーの機能を遂行することができ、従って、使用者別の広告DB（231）が更
新される場合、これをメッセージの形ではないEメールとして移動通信端末機（210）或い
は、前記WAPサーバー（230）の使用者メールアドレスに伝送したり、使用者のメールアド
レスから確認可能なウェブコンテンツの形で提供することも可能である。
【００２６】
　一方、図３は本発明の一例による電話番号を利用した広告方法の流れ図である。
【００２７】
　本発明による広告方法を遂行するためには、先ず、本発明のサービス提供者（以下、サ
ービス提供者）が有線・無線通信事業者との協議を通して、本発明の広告方法に割り当て
される電話番号の形式を決定したり、本発明のサービス提供者と有線・無線通信事業者が
同一の主体である場合、自ら本発明の広告方法に割り当てられる電話番号の形式を決定し
なければならない。このような電話番号の形式決定は、例えば特定の代役電話番号（例え
ば、1577-XXXX、00－XXX－XXXXなど）を本発明による広告サービス用番号として割り当て
を受ける手続きなどの場合もある。このような手続きを通して、移動通信システム、有線
・無線インターネットなど各種の通信網を含む前記有線・無線通信網（220）では、前記
代役電話番号に対する呼出し（又はページング）を本発明のWAPサーバー（230）に連結す
る準備を終えるのである。
【００２８】
　続いて、前記WAPサーバー（230）に広告データを収録した広告DB（232）を生成しなけ
ればならない。このような広告DB構成は、従来の場合のようにサービス提供者が広告主と
協議して、広告主の注文により広告主別に広告データを作成することにより実現すること
もできるし、オンライン上でデータの更新が可能な本発明の特徴を利用して、広告主が具
備した移動通信端末機（210）に保存された広告データを所定の電話番号で呼び出し、有
線・無線通信網（220）を通してWAPサーバー（230）に伝送し、WAPサーバー（230）から
これを受信して前記広告主別広告DB（232）に収録することによって実現できる。（S310
）
　このようなオンライン・オフライン上の事前準備を終えた後、広告主は自分が運営する
会社の看板や広告又は自分がオンライン又はオフラインで広告する製品に本発明に利用さ
れる所定の形式の電話番号を記載する。
【００２９】
　続いて、前記看板や広告を見た人は、自分の移動通信端末機（210）を利用して該当す
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る会社の広告に記載された電話番号を呼び出す事により、有線・無線通信網（220）を通
してWAPサーバー（230）に接続する（S320）。つまり、人々が町を歩いて興味のある会社
や製品又は広告を見た時、関連する電話番号を別途メモしておいて、インターネットを検
索してみるなどの方法に比べて、興味のある会社の看板、製品又は広告に記載された電話
番号をその場で直接押す（又は文字認識機能を具備したカメラ付携帯の場合は、該当する
電話番号を撮影して保存する）ことによりその場で簡単にWAPサーバー（230）に接続する
ことができる。
【００３０】
　本発明の場合、WAPサーバー（230）への接続は使用者登録及び該当電話番号に連携され
た広告に対する関心広告を登録することで認められる。つまり、WAPサーバー（230）は、
呼び出した者の発信番号を照会して、使用者別の広告DB（231）に収録された使用者であ
るかを判断し（S330）、使用者ではない場合（つまり、新規の顧客の場合）該当発信番号
と呼び出された対応させた使用者別の広告DB（231）を該当発信番号に対して生成する（S
340）。
【００３１】
　一方、呼び出した者は該当電話番号を呼び出した後、通話連結音が聞こえたり、通話連
結音の代わりとなるサービス案内コメントを聞いた後、電話でも呼び出しを終了する。つ
まり、呼び出したものは、実際に通話番号が連結される前に通話連結音（または、これに
代わるサービス案内コメント）だけを聞いて通話を終了し、これのため、WAPサーバー（2
30）及び有線・無線通信網（220）は、呼び出した者の呼出しが課金となる通話に連結さ
れないように動作しなければならない。このような過程を通して、使用者は通話料金の課
金なしに自分の興味のある広告をWAPサーバー（230）に具備された使用者別の広告DB（23
1）に登録することにより使用者となる。
【００３２】
　本発明は、上記の通りに、使用者には通話料金の課金なしに遂行されることが一番望ま
しいが、システムの設計により悪質であったり、無分別な無料情報利用を制限するために
は、通話料金の課金が遂行される場合もあるので、このような変形の例もまた本発明の範
囲を超えないものとして解釈されるべきである。
【００３３】
　一方、関心広告を登録した使用者には、該当広告メッセージを所定の時間内に少なくと
も1回伝送するのが典型的なサービスの形であるが、選択的に前記WAPサーバー（230）と
有線・無線通信網（220）から使用者のオプション設定を許容する場合、使用者は前記通
話連結音（又は、サービス案内コメント）が終了された後、予め指定されたボタンなどを
通して、通話号を設定してWAPサーバー（230）に接続して、自分が希望する方式のサービ
スを提供してもらうための使用者オプションを設定することができる（S370）。
【００３４】
　このような使用者オプションには、例えば広告メッセージの受信の可否の設定（関心広
告登録を通して該当する広告についての最小限の情報ソースだけを確保して、広告メッセ
ージの受信は拒むことができる）、広告メッセージ受信不可時間の設定（広告メッセージ
の受信を望まない時間帯を設定できる）、関心広告を登録した後、最初の広告メッセージ
伝送の時までの遅延時間設定（関心広告を登録した後、所定の時間内に自動的に該当広告
を伝送するので、その時間を調節する必要がある）、広告メッセージのインターフェース
の設定（SMSやMMSの選択、絵や地図を含めるかどうかの設定が可能である）、スパム広告
メッセージの種類設定（錯誤により関心広告登録及びメッセージが伝送される場合を備え
て、スパム広告メッセージの種類を事前に登録することができる）、アップデート広告メ
ッセージの長時間受信の可否設定（関心広告が周期的にアップデートされる場合、別途の
追加措置なしに設定期間の間アップデート広告を続いて受信できる）、使用者認証の後、
広告メッセージ伝送の可否設定（他人が自分の広告メッセージを見ることを防ぐため、広
告メッセージを受信の際、使用者認証が必要な場合もある）、関心広告に対するメモ設定
（関心広告を見た場所や時間など使用者専用の情報をメモできる）、別途のウェブサーバ
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ーを利用した広告サービス設定（SMSと併行して又はSMSに代替してウェブサーバーの使用
者メールアドレスを利用して広告をもらうように設定できる）などが含まれることができ
る。そのためには、使用者別の広告DB（231）に使用者オプションフィールドが追加で提
供される必要がある。
【００３５】
　一旦使用者として登録された顧客が本発明の広告方法に関連した他の電話を再び呼び出
す場合（S320）には、WAPサーバー（230）で使用者の発信番号を照会して、使用者別の広
告DB（231）に収録された使用者であることを確認して（Ｓ330）、使用者が呼び出した電
話番号を識別し（S350）呼び出された電話番号に対応される広告データを広告主別の広告
DB（232）で検索して、該当広告データと使用者が対応されるように、使用者別の広告DB
（231）を更新する（S360）。
【００３６】
　続いて、使用者が新たなオプションを設定したり、設定されたオプションを変更するた
めの、前記使用者オプション機能が選択的に提供されることもある（S370）。
【００３７】
　最後に、前記ように、使用者DBが最初に生成されたり（S340）、使用者DBが更新される
時（Ｓ360）、 WAPサーバー（230）は、自ら設定された広告メッセージ発送計画に従い、
又は使用者が設定したオプション（S370）に従い、SMSC（240）を利用して使用者の移動
通信端末機（210）で使用者が希望する広告メッセージを生成及び伝送（又はEメール・ウ
ェブコンテンツを利用した広告提供）する。
【００３８】
　一方、WAPサーバー（230）とSMSC（240）を含む全体の有線・無線通信網の設計により
、サービス提供者が自体に設定した広告メッセージ発送計画或いは使用者オプションのよ
り設定された広告メッセージ発想計画が前記WAPサーバー（230）ではないSMSC（240）内
に保存され、実現できることも可能であり、このような変形は通信システムの実現方式に
合わせて適切に遂行すべきである。
【００３９】
　以上、本発明の一例を通して、本発明を説明したが本発明は前記説明に限ることなく、
添付された特許請求の範囲内で多様な変更が可能であることは当業者に自明である。特に
、前記実施例は、本発明の適用が可能な代表的な例として、広告情報に関する場合を説明
するものだが、本発明は、広告以外にもニュース、生活情報、ショッピングなど多様な種
類の情報に共通的に適用されることができるし、それに従い、前記広告に記載された電話
番号を押す家庭は、ニュース、生活情報、ショッピング情報など、他の種類の情報と一緒
に提供される電話番号を押す過程又は前記情報を記載した別途の媒体に収録された対応電
話番号を押す過程などに代替されるのである。
【００４０】
　本発明によると、移動通信端末機から電話番号を押す単純な作業だけで、広告のような
希望する情報を収得できるし、情報DBに接続するため、移動通信端末機以外の別途手段を
具備する必要がなく、情報と関連された電話番号（例えば、広告電話番号）を記憶する必
要がなく、使用者別に関心情報DBを提供して使用者志向的な情報提供サービスを提供し、
使用者が希望する時間と方式で情報を提供できる、電話番号を利用した情報提供の方法及
びシステムが提供される。
【００４１】
　また、本発明によると、広告情報を希望する使用者には希望する時間と方式により提供
することができるので、広告主の広告効果が極大化され、使用者にはスパム広告による被
害のない、電話番号を利用した広告提供の方法及びシステムが提供される。
【００４２】
　また、本発明によると、移動通信網を利用してサービスを遂行しながらも、使用者には
通信料金が付加されないため、優れた顧客吸引力を持ち、電話番号を利用した情報提供の
方法及びシステムが提供される。
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【００４３】
　また、本発明によると、使用者が希望する情報を希望する時間と方式により購読できる
、電話番号を利用した情報提供の方法及びシステムが提供される。

【図１】 【図２】
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