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(57)【要約】
【課題】仮想店舗を通じて注文された商品の管理を容易
にする。
【解決手段】実施形態によれば、商品データ処理装置は
、入力手段、受信手段、記録手段、及び印刷手段を有す
る。入力手段は、仮想店舗を通じて注文された１つの取
引に関する注文情報を入力する。受信手段は、前記注文
情報に対応する取引情報をサーバから受信する。記録手
段は、前記取引情報に基づく前記１つの取引に対する会
計処理の売上を実店舗の売上に計上して記録する。印刷
手段は、前記１つの取引の内容を表す商品情報を明細レ
シートに印刷する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実店舗で販売される商品に関する第１商品情報を登録する登録手段と、
　仮想店舗を通じて注文された取引に関する注文情報を入力する入力手段と、
　前記取引に関する注文情報に対応する取引情報をサーバから受信する受信手段と、
　前記第１商品情報及び前記取引情報に対する会計処理を一括して実行する会計処理手段
と、
　前記取引情報に含まれるステータス情報が実店舗の売上げに計上することを示す場合、
前記取引情報に基づく商品代金を実店舗の売上げに計上し、前記ステータス情報が実店舗
の売上げに計上しないことを示す場合、前記取引情報に基づく商品代金を実店舗の売上げ
に計上しない売上処理手段と、
　前記第１商品情報及び前記取引情報に基づく前記取引の内容を表す情報をまとめたデー
タを出力させる第１出力手段と
を有する商品データ処理装置。
【請求項２】
　前記第１商品情報及び前記取引情報に基づく前記取引の内容を表す第２商品情報をレシ
ートデータにまとめて出力する第２出力手段をさらに有する請求項１記載の商品データ処
理装置。
【請求項３】
　商品データ処理装置に設けられるコンピュータを、
　実店舗で販売される商品に関する第１商品情報を登録する登録手段と、
　仮想店舗を通じて注文された取引に関する注文情報を入力する入力手段と、
　前記取引に関する注文情報に対応する取引情報をサーバから受信する受信手段と、
　前記第１商品情報及び前記取引情報に対する会計処理を一括して実行する会計処理手段
と、
　前記取引情報に含まれるステータス情報が実店舗の売上げに計上することを示す場合、
前記取引情報に基づく商品代金を実店舗の売上げに計上し、前記ステータス情報が実店舗
の売上げに計上しないことを示す場合、前記取引情報に基づく商品代金を実店舗の売上げ
に計上しない売上処理手段と、
　前記第１商品情報及び前記取引情報に基づく前記取引の内容を表す情報をまとめたデー
タを出力させる第１出力手段として機能させるためのプログラム。
【請求項４】
　前記第１商品情報及び前記取引情報に基づく前記取引の内容を表す第２商品情報をレシ
ートデータにまとめて出力する第２出力手段としてさらに機能させるための、請求項３記
載のプログラム。
【請求項５】
　商品データ処理装置は、
　実店舗で販売される商品に関する第１商品情報を登録し、
　仮想店舗を通じて注文された取引に関する注文情報を入力し、
　前記取引に関する注文情報に対応する取引情報をサーバから受信し、
　前記第１商品情報及び前記取引情報に対する会計処理を一括して実行し、
　前記取引情報に含まれるステータス情報が実店舗の売上げに計上することを示す場合、
前記取引情報に基づく商品代金を実店舗の売上げに計上し、前記ステータス情報が実店舗
の売上げに計上しないことを示す場合、前記取引情報に基づく商品代金を実店舗の売上げ
に計上しない売上処理を実行し、
　前記第１商品情報及び前記取引情報に基づく前記取引の内容を表す情報をまとめたデー
タを出力させる、商品データ処理方法。
【請求項６】
　さらに、商品データ処理装置は、前記第１商品情報及び前記取引情報に基づく前記取引
の内容を表す第２商品情報をレシートデータにまとめて出力する、請求項５記載の商品デ
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ータ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、商品データ処理装置、プログラム、及び商品データ処理方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、店舗で商品を購入する場合、ＰＯＳ（Point of Sales）端末において、１つの取
引について購入商品の商品名、代金（税区分、合計金額、預り金、お釣り）を明細レシー
トあるいは領収書として印刷している。
【０００３】
　一方、近年では、インターネットの普及に伴い、インターネット上に設けられた仮想店
舗を通じて、オンラインにて商品の販売を行う、いわゆるネットショッピングと称される
販売形態が増加しつつある。仮想店舗（インターネット上に開設された店舗サイト）を通
じて注文された商品は、例えば、スーパーマーケット（以下、スーパー）、コンビニエン
スストア（以下、コンビニ）等の実際の店舗（実店舗）において顧客に渡されたり、配送
センターや実店舗から顧客宅へ配送される。また、実店舗において仮想店舗から注文され
た商品が渡される場合、商品の代金の支払いと同時に商品の受け渡しを同時に行う代金引
換（代引）をすることができる。
【０００４】
　従来では、仮想店舗から注文された商品の支払いが実店舗においてされる場合であって
も、実店舗内で販売される商品の代金支払いと別の扱いをしていた。例えば、仮想店舗か
ら注文した商品に対して支払われた代金は、通常、実店舗の売り上げではなく仮想店舗の
売上とするために預り金と扱われる。一方、顧客は、仮想店舗で注文した複数の商品をま
とめて代金引換したり、実店舗で販売されている商品を含めてまとめて支払うことがある
。こうした場合、明細レシートには、仮想店舗の売上とする商品（実店舗の売り上げとな
らない商品）については商品の詳細（商品名や価格など）が印刷されず、明細レシートと
は別に預り票などが印刷される。従って、仮想店舗で注文した複数の商品がある場合には
、明細レシートを参照しても各商品についての注文を把握することが難しく、仮想店舗で
注文した商品毎に印刷される預り票を管理するなどの作業が必要となってしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－５４５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、仮想店舗を通じて注文された商品の管理を容易にす
ることが可能な商品データ処理装置、プログラム、商品データ処理方法を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態によれば、商品データ処理装置は、登録手段、入力手段、受信手段、会計処理
手段、売上処理手段、及び第１出力手段を有する。登録手段は、実店舗で販売される商品
に関する第１商品情報を登録する。入力手段は、仮想店舗を通じて注文された取引に関す
る注文情報を入力する。受信手段は、前記取引に関する注文情報に対応する取引情報をサ
ーバから受信する。会計処理手段は、前記第１商品情報及び前記取引情報に対する会計処
理を一括して実行する。売上処理手段は、前記取引情報に含まれるステータス情報が実店
舗の売上げに計上することを示す場合、前記取引情報に基づく商品代金を実店舗の売上げ
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に計上し、前記ステータス情報が実店舗の売上げに計上しないことを示す場合、前記取引
情報に基づく商品代金を実店舗の売上げに計上しない。第１出力手段は、前記第１商品情
報及び前記取引情報に基づく前記取引の内容を表す情報をまとめたデータを出力させる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施形態のネットスーパーシステムの全体構成を概略的に示したシステム構成
図。
【図２】本実施形態におけるネットスーパーサーバの動作を示すフローチャート。
【図３】本実施形態における取引情報の一例を示す図。
【図４】本実施形態におけるＰＯＳ端末の動作を示すフローチャート。
【図５】本実施形態におけるＰＯＳ端末の動作を示すフローチャート。
【図６】本実施形態におけるＰＯＳ端末により印刷出力される明細レシートの一例を示す
図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本実施形態について、図面を参照しながら説明する。　
　図１は、本実施形態のネットスーパーシステムの全体構成を概略的に示したシステム構
成図である。図１に示すように、ネットスーパーシステムは、ネットスーパーサービスを
提供するネットスーパーサーバ６と、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの
複数の実店舗のそれぞれに設けられた店舗システム７（７－１，７－２，…，７－ｎ）と
、店舗システム７を統括する本部サーバ９（ホストコンピュータ）とを含む。
【００１０】
　ネットスーパーサーバ６は、所謂「ネットスーパー」と称される仮想店舗を通じて商品
の注文を受け付ける販売形態を実現するためのサーバ装置であって、商品販売（注文）の
ためのＷｅｂサイト（仮想店舗）をインターネット５上に公開する。ネットスーパーサー
バ６は、インターネット５を通じてＷｅｂサイト（仮想店舗）にアクセスする電子機器１
０から商品購入の注文を受け付ける。ネットスーパーサーバ６は、仮想店舗を通じて商品
が注文されると、注文内容を示す取引情報を生成して注文データベースに登録する。電子
機器１０は、顧客により操作されるもので、例えばパーソナルコンピュータ（ＰＣ）、タ
ブレットＰＣ、スマートフォンなどである。電子機器１０は、インターネット５を通じて
ネットスーパーサーバ６が開設するＷｅｂサイトにアクセスする機能を有している。
【００１１】
　店舗システム７（７－１，７－２，…，７－ｎ）は、例えばＰＯＳ（Point of Sales）
システムとして実現される。図１に示すように、店舗システム７－１は、複数の商品デー
タ処理装置としてのＰＯＳ端末２（２－１，２－２，…，２－ｍ）と店舗サーバ４とを有
している。なお、店舗システム７－２，…，７－ｎは、店舗システム７－１と同様の構成
を有するものとして詳細な説明を省略する。以下、店舗システム７として説明する。
【００１２】
　店舗サーバ４は、店舗システム７の全体を制御するもので、プロセッサ２０、メモリ２
１、記録装置２２、通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）２３、入力装置２４、表示装置２５、
印刷装置２６、及び通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）２７とが設けられている。
【００１３】
　プロセッサ２０は、メモリ２１に記録されたプログラムを実行することにより、店舗サ
ーバ４としての各種処理を実現するために各部を制御する回路である。
【００１４】
　メモリ２１は、プロセッサ２０により実行されるプログラムの他、プロセッサ２０が各
種の処理を実行する上で参照するデータを記録する。メモリ２１に記録されるプログラム
には、例えば、ネットスーパーサーバ６からネットスーパーにおいて注文された商品に関
するデータを含む取引情報（注文明細データ）を受信する受信処理、取引情報（注文明細
データ）を記録して、ＰＯＳ端末２からの要求に応じて情報提供する情報提供処理、ＰＯ
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Ｓ端末２における会計処理の売上を計上する計上処理、ＰＯＳ端末２とネットスーパーサ
ーバ６との間における問い合わせと応答の送受信を仲介する送受信処理などをプロセッサ
２０により実行させる制御プログラムを含む。
【００１５】
　取引情報には、例えば、注文された商品に関する商品情報、商品の注文を受け付けた仮
想店舗（ネットショップ）に関するショップ情報、注文した顧客に関する顧客情報、取引
情報に基づく会計処理の売上を実店舗の売り上げとして計上するか否かを示す商品ステー
タスなどのデータを含む。取引情報の詳細については後述する（図３参照）。
【００１６】
　記録装置２２は、ハードディスク（ＨＤＤ（Hard disk drive））装置やＳＳＤ（solid
 state drive）装置等により実現され、プロセッサ２０が各種の処理を行う上で使用する
データ、あるいはプロセッサ２０での処理によって生成されたデータを記録する。記録装
置２２には、例えば商品マスタファイル、店舗売上ファイル、電子ジャーナルファイル、
返品ファイル、会員別注文販売ファイルの他、ネットスーパーサーバ６から受信された取
引情報（注文明細データ）を記録する注文明細データファイル等が記録される。商品マス
タファイルは、商品コードに対応付けて商品名や単価等の商品情報を記録するファイルで
ある。店舗売上ファイルは、ＰＯＳ端末２から送信される、会計処理された商品の商品情
報及び金額とを含む売上登録データを記録するファイルである。売上登録データには、実
店舗の売り上げとして計上されない取引（商品）の商品情報と預り金の金額とを含む。ジ
ャーナルファイルは、ＰＯＳ端末２やネットスーパーサーバ６における電子ジャーナルを
記録するファイルである。返品ファイルは、販売されなかった商品の商品情報を記録する
ファイルである。会員別注文販売ファイルは、ネットスーパーを利用する会員別の商品の
販売実績（売上登録データ）を記録するファイルである。
【００１７】
　通信Ｉ／Ｆ２３は、プロセッサ２０の制御のもとで、専用回線８を通じてネットスーパ
ーサーバ６と本部サーバ９との通信を制御する。
【００１８】
　入力装置２４は、例えば、キーボード、マウス、タッチパネル等により実現され、店員
の操作に応じて各種データを入力する。
【００１９】
　表示装置２５は、例えば、カラーＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の表示デバイス
により実現され、プロセッサ２０の制御により、店舗サーバ４に設けられた各種機能を制
御するための操作画面、記録装置２２に記録された各種ファイルの内容、ネットスーパー
サーバ６と本部サーバ９から受信される各種データなどを表示する。
【００２０】
　印刷装置２６は、プロセッサ２０の制御により各種伝票、ジャーナル、点検レシート等
を印刷する。
【００２１】
　通信Ｉ／Ｆ２７は、プロセッサ２０の制御のもとで、ＬＡＮ（Local Area Network）３
を介したＰＯＳ端末２との通信を制御する。通信Ｉ／Ｆ２７は、有線ＬＡＮと無線ＬＡＮ
に接続されたＰＯＳ端末２との通信を制御する。
【００２２】
　ＰＯＳ端末２－１は、商品データ処理装置として構成されるもので、プロセッサ３０、
メモリ３１、記録装置３２、カードリード／ライタ３３、入力装置３４、表示装置３５、
印刷装置３６、スキャナ３７、及び通信インタフェース（Ｉ／Ｆ）３８とが設けられてい
る。なお、ＰＯＳ端末２－２，…，２－ｍは、ＰＯＳ端末２－１と同様の構成を有するも
のとして詳細な説明を省略する。以下、ＰＯＳ端末２として説明する。
【００２３】
　ＰＯＳ端末２は、店舗のカウンターに設置される据え置き型、あるいは持ち運び可能な
携帯型に構成される。携帯型のＰＯＳ端末２は、無線ＬＡＮを通じて店舗サーバ４と通信
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することができる。据え置き型のＰＯＳ端末２は、店員（キャッシャー）の操作に応じて
、販売する商品の代金支払いについて会計処理を行うための端末である。
【００２４】
　プロセッサ３０は、メモリ３１に記録されたプログラムを実行することにより、ＰＯＳ
端末２としての各種処理を実現するために各部を制御する回路である。
【００２５】
　メモリ３１は、プロセッサ３０により実行されるプログラムの他、プロセッサ３０が各
種の処理を実行する上で参照するデータを記録する。メモリ３１に記録されるプログラム
には、商品の情報（商品コード等）を入力して商品の情報（商品名、単価など）に応じた
会計処理に用いられる登録商品データを生成する登録処理、登録商品データ及び店舗サー
バ４を通じて受信される取引情報（注文明細データ）をもとにした会計処理、会計処理に
よる売上を計上して記録する記録処理、締め処理後に売上登録データを店舗サーバ４に送
信して売上計上させる処理などをプロセッサ３０により実行させる制御プログラムを含む
。
【００２６】
　また、メモリ３１に記録されるプログラムには、例えば仮想店舗を通じて注文された１
つの取引に関する払込票番号（取引を識別することができる固有の注文情報）を入力する
入力処理（入力手段）、払込票番号に対応する取引情報をネットスーパーサーバ６から受
信する受信処理（受信手段）、取引情報（注文明細データ）が示す商品についてＰＯＳ端
末２において会計処理がされた場合に売上を計上して記録する記録処理（記録手段）、会
計処理された取引の内容を表す商品情報を明細レシートに印刷する印刷処理（印刷手段）
などをプロセッサ３０により実行させる制御プログラムを含む。
【００２７】
　また、メモリ３１には、例えば店舗サーバ４を通じてネットスーパーサーバ６から受信
される取引情報（注文明細データ）を記録する注文明細データファイル、会計処理による
売上を算出するための売上金及び預り金を示す金額データ等が記録される。
【００２８】
　記録装置３２は、ハードディスク装置（ＨＤＤ（Hard disk drive））やＳＳＤ（solid
 state drive）装置等により実現され、プロセッサ３０が各種の処理を行う上で使用する
データ、あるいはプロセッサ３０での処理によって生成されたデータを記録する。
【００２９】
　カードリード／ライタ３３は、カードに記録されたデータを読み取るとともに、カード
へデータを書き込む装置である。カードは、クレジットカード、デビットカード、電子マ
ネーカード、プリペイドカードなどの決済用カードの他に、メンバーズカード、ポイント
カードなどの会計処理に関わる情報を記録する各種のカードを含み得る。カードリード／
ライタ３３は、磁気式、接触式、あるいは非接触式の何れのデバイスであっても良いし、
また複数種のデバイスを含んでいても良い。
【００３０】
　入力装置３４は、金額を入力するための数字キー、小計及び合計等の演算を実行させる
ための演算キー、各種コマンド入力用のキー、複数の商品を割り当てることができる商品
キーなどを含むキーボード、タッチパネル等により実現される。タッチパネルは、表示装
置３５と一体に構成される。
【００３１】
　表示装置３５は、例えばカラーＬＣＤ等の表示デバイスにより実現され、プロセッサ３
０の制御により、購入対象として登録された商品に関する登録商品データ（商品名、金額
など）の一覧リスト（商品登録画面）、小計金額、各種のメニュー、コマンドを入力する
ためのボタンなどを表示する。表示装置３５は、店員用の他、顧客用にも設けられるもの
とする。
【００３２】
　印刷装置３６は、例えばサーマルプリンタまたはドットインパクトプリンタなどにより
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実現され、例えばレシート用紙に対して各種の文字列、画像、コードパターン（バーコー
ドなど）などを印刷することによりレシート、ジャーナル等を発行する。
【００３３】
　スキャナ３７は、光学的スキャンにより商品に印刷されたコード（バーコードなど）を
読み取って、コードが示す商品に固有の商品コードを入力する。スキャナ２５は、固定式
またはハンディ式のコードスキャナとすることができる。
【００３４】
　通信Ｉ／Ｆ３８は、プロセッサ３０の制御のもとで、ＬＡＮ３を介した店舗サーバ４と
の通信を制御する。
【００３５】
　なお、図示していないが、据え置き型のＰＯＳ端末２には、投入される硬貨及び紙幣を
収受／排出する釣り銭機（ドロワ）が設けられる。
【００３６】
　本部サーバ９は、専用回線８を介して接続された複数の店舗システム７を統括するため
の機能が設けられている。本部サーバ９は、例えばチェーン売上ファイル、会員マスタフ
ァイル、会員別実績ファイル等を記録している。チェーン売上ファイルは、各店舗の店舗
サーバ４から送信される店舗売上ファイル（売上登録データが計上されたファイル）を記
録するためのファイルである。会員マスタファイルは、会員登録された顧客についての会
員情報（会員番号、顧客名称、性別、誕生日、住所、電話番号、購入店舗等）を会員顧客
毎に記録するファイルである。会員別実績ファイルは、店舗システム７から送信される会
員別注文販売ファイルをもとに、注文販売の実績情報を会員顧客毎に記録するファイルで
ある。チェーン売上ファイル及び会員別実績ファイルは、店舗システム７から受信される
店舗売上ファイルと会員別注文販売ファイルをもとに所定のタイミングで累積更新される
。
【００３７】
　次に、本実施形態におけるネットスーパーシステムの動作について説明する。ここでは
、ネットスーパーサーバ６が提供する仮想店舗を通じて商品が注文され、実店舗において
商品が受け渡される場合の動作について説明する。　
　図２は、本実施形態におけるネットスーパーサーバ６の動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【００３８】
　ネットスーパーサーバ６は、仮想店舗（ネットショップ）を実現するＷｅｂサイトをイ
ンターネット５上に開設している。ネットスーパーサーバ６が開設するＷｅｂサイトには
、例えば複数の仮想店舗が用意されている。複数の仮想店舗には、注文された商品を配送
センターから顧客の自宅等に配送する販売形態、注文された商品を例えば顧客が指定した
実店舗において受け渡す、あるいは実店舗のスタッフにより顧客の自宅等に配送する販売
形態を用いるなど、異なる販売形態を採用する仮想店舗が含まれる。
【００３９】
　また、仮想店舗において注文された商品に対する代金の支払いは、仮想店舗において商
品を注文した際にクレジットカード等を用いて決済する方法の他、実店舗において会計処
理する方法がある。実店舗において会計処理する商品には、会計処理の売上を実店舗の売
上として計上する商品と、実店舗の売上に計上しない商品がある。実店舗の売上に計上し
ない商品については、実店舗において商品の販売手続きが代行されるものであって、会計
処理の売上を預り金として計上する。預り金は、仮想店舗の売上とすべきものであり、実
店舗の売上金と別に管理される。
【００４０】
　ネットスーパーサーバ６が開設する仮想店舗（Ｗｅｂサイト）では、仮想店舗で販売の
対象となる商品の商品名や単価等の商品情報を公開している。電子機器１０は、顧客の操
作に応じて、購入対象とする商品や数量、配達日（購入日）、購入店舗等を指定して商品
を注文することができる。ネットスーパーサーバ６は、仮想店舗（Ｗｅｂサイト）を通じ
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て、商品購入の注文内容を示す注文データを受け付ける。
【００４１】
　なお、顧客が予め会員登録している場合には、Ｗｅｂサイトに会員番号が入力されるこ
とにより顧客認証することができる。一方、会員登録していない顧客の場合、商品の配達
等に必要な情報として、会員情報と同様の情報（顧客名称、住所、電話番号、電子メール
アドレス、購入店舗等）がＷｅｂサイトから入力されるものとする。なお、購入店舗は、
商品の受け渡しをする実店舗を示す。
【００４２】
　ネットスーパーサーバ６は、顧客からの商品購入の注文内容を示す注文データを受け付
けると（Ａｃｔ１１、Ｙｅｓ）、取引を識別する固有の識別情報として払込票番号を生成
し、注文内容を示す取引情報（注文明細データ）を生成する（Ａｃｔ１２）。なお、ネッ
トスーパーサーバ６は、１つの仮想店舗において複数の商品が一括して注文された場合で
あっても、１取引として取引情報と払込票番号とを生成するものとする。なお、払込票番
号に代えて、取引を識別することができる固有の他の注文情報を用いることも可能である
。
【００４３】
　また、ネットスーパーサーバ６は、払込票を表すページを電子機器１０に提供する。払
込票には、例えば払込票番号を表す数字列、払込票番号を表すコード（払込票帳バーコー
ド）、顧客名称、商品代金、仮想店舗の名称（ショップ名）、仮想店舗への問い合わせ先
の電話番号、支払い方法などの情報が含まれる。顧客は、払込票を表すページを電子機器
１０により印刷し、実店舗において払込票番号を提示することで商品を受け取ることがで
きる。
【００４４】
　図３は、本実施形態における取引情報に含まれるデータの一例を示す図である。　
　取引情報には、商品に関する各種情報を含む商品情報、仮想店舗に関するショップ情報
、顧客（会員）に関する顧客情報、商品ステータスなどのデータが含まれる。商品情報に
は、少なくとも払込票番号、商品代金、その他の付加サービス（お急ぎ受け取り、利用料
など）などに関する情報（サービス名、料金など）に関する付加情報が含まれる。また、
商品情報には、商品名などの商品データが含まれている。
【００４５】
　ショップ情報には、例えばショップ名、ショップ連絡先情報（電話番号など）などが含
まれる。商品ステータスは、取引情報に基づく会計処理の売上を実店舗の売り上げとして
計上するか否かを示すもので、例えば「１」であれば実店舗へ売上計上することを示し、
「０」であれば実店舗への売上ではなく預り計上することを示す。
【００４６】
　ネットスーパーサーバ６は、注文内容を示す取引情報を、１取引に固有の払込票番号と
対応づけて注文データベースに登録する。ネットスーパーサーバ６は、注文された商品の
実店舗への配送準備が完了した場合（Ａｃｔ１３、Ｙｅｓ）、例えば商品の配送予定の前
日となった場合に、仮想店舗を通じて商品を注文した顧客（電子機器１０）宛てに、商品
の到着を通知するための店着メールを送信する（Ａｃｔ１４）。店着メールを受け取った
顧客は、店舗に商品が配送されることを認識し、商品の受け取りに行くことができる。な
お、ネットスーパーサーバ６は、仮想店舗において注文された商品を実店舗に配送する際
に、発送される商品に固有の発送票に印刷された識別情報（発送票バーコード）を、該当
する商品の取引情報と対応づけて注文データベースに記録する。
【００４７】
　次に、店舗システム７（ＰＯＳ端末２）の動作について説明する。　
　図４及び図５は、本実施形態におけるＰＯＳ端末２の動作を説明するためのフローチャ
ートである。
【００４８】
　ＰＯＳ端末２のプロセッサ３０は、制御処理を開始すると、会計処理の対象とする商品
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を登録するための、メモリ３１に記録される登録商品テーブルの登録内容をクリアする。
また、プロセッサ３０は、表示装置３５に商品登録画面及び登録操作画面を表示させる。
商品登録画面は、登録商品テーブルに登録された商品の情報などを表示するためのもので
、登録処理の実施状況を店員に確認させるための画面である。登録操作画面は、店員が商
品を指定するための商品ボタン及び小計ボタンなどの各種の機能ボタンを表示するための
画面である。
【００４９】
　商品登録画面には、例えば、登録商品テーブルに登録された商品に関する商品名、個数
及び単価と、その商品を登録した後の買上商品の合計個数及び合計金額とが表示される。
また、登録商品テーブルに登録された商品が仮想店舗において注文された商品（取引）で
あって、店舗の売上の対象とならない場合には、預り金であることを表す表示を商品登録
画面に表示する。
【００５０】
　まず、実店舗内で販売されている商品を顧客が購入しようとする場合のＰＯＳ端末２に
おける商品の登録について説明する。　
　プロセッサ３０は、商品登録画面を表示させた状態において、スキャナ３７から商品に
付された商品コードが読み取られたことを検出すると（Ａｃｔ３２、Ｙｅｓ）、商品コー
ドに対応する商品の情報（登録商品データ）を登録商品テーブルに登録する（Ａｃｔ３３
）。プロセッサ３０は、メモリ３１に記録される実店舗の売上合計に、登録された商品の
金額を加算し（Ａｃｔ３４）、その商品を登録した後の買上商品の合計個数及び合計金額
とを更新する。また、プロセッサ３０は、更新後の登録商品テーブルの内容に応じて、商
品登録画面の商品の情報を更新する（Ａｃｔ３５）。
【００５１】
　その後、プロセッサ３０は、前述したように、店員がスキャナ３７により商品コードを
読み取らせる操作がされる毎に、取得された商品コードに応じた商品の情報を、順次、登
録商品テーブルに追加する（Ａｃｔ３２～３５）。
【００５２】
　次に、仮想店舗において注文した商品を実店舗で顧客が受ける場合のＰＯＳ端末２にお
ける引き渡し商品の登録について説明する。　
　仮想店舗において注文した商品は、払込票の払込票バーコードを読み取らせることで、
実店舗において販売されている商品と一括して会計処理の対象とすることができる。
【００５３】
　まず、店員は、顧客が持参した払込票を受け取ると、ＰＯＳ端末２を仮想店舗により注
文された商品の入力を受け付けるインターネット受付状態にする。ここで、ＰＯＳ端末２
は、スキャナ３７による払込票帳に印刷された払込票バーコードの読み取り（あるいは店
員による入力装置３４の操作による払込票番号の入力）を実行する。プロセッサ３０は、
帳票番号バーコードを読み取ることで、帳票番号バーコードが示す払込票番号が入力され
ると（Ａｃｔ２１、Ｙｅｓ）、表示装置３５に問い合わせ画面を表示すると共に（Ａｃｔ
２２）、払込票バーコードが示す払込票番号に対応する取引情報（注文明細データ）の送
信要求（問い合わせ）を、店舗サーバ４を介してネットスーパーサーバ６に送信する（Ａ
ｃｔ２３）。
【００５４】
　ネットスーパーサーバ６は、ＰＯＳ端末２からの問い合わせを受信すると（Ａｃｔ１５
、Ｙｅｓ）、注文データベースに記録された、ＰＯＳ端末２から受信した払込票番号に対
応する取引情報をＰＯＳ端末２に送信する（Ａｃｔ１６）。
【００５５】
　ＰＯＳ端末２のプロセッサ３０は、ネットスーパーサーバ６から取引情報を受信すると
、取引情報に含まれる商品情報、ショップ情報、顧客情報に基づいて、払込票に対応する
仮想店舗により注文された商品を確認するための商品確認画面を表示装置３５に表示させ
る（Ａｃｔ２４）。商品確認画面には、仮想店舗により注文された商品に関係する情報の
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他、引き渡し商品を登録するための登録画面が表示される。
【００５６】
　店員は、商品確認画面に表示された情報をもとに、仮想店舗を通じて注文された商品と
して配送された、保管箱に収納している商品から引き渡し商品を確認する。店員は、該当
する引き渡し商品を確認すると、この商品に発送時に付された発送票に印刷されたコード
（発送票バーコード）をスキャナ３７により読み取らせる（Ａｃｔ２５）。すなわち、仮
想店舗を通じて注文された商品の識別情報をＰＯＳ端末２に入力する。
【００５７】
　ＰＯＳ端末２のプロセッサ３０は、発送票から読み取られた識別情報と共に該当する商
品の決済依頼を、店舗サーバ４を通じてネットスーパーサーバ６に送信する（Ａｃｔ２６
）。
【００５８】
　ネットスーパーサーバ６は、ＰＯＳ端末２から発送票の識別情報と共に決済依頼を受信
すると（Ａｃｔ１７、Ｙｅｓ）、注文データベースに記録された識別情報と対応する取引
情報を識別する。ネットスーパーサーバ６は、注文データベースに記録された決済依頼の
対象とする取引情報が確認されると、ＰＯＳ端末２に決済依頼応答を送信する（Ａｃｔ１
８）。
【００５９】
　ＰＯＳ端末２のプロセッサ３０は、ネットスーパーサーバ６から決済依頼応答を受信す
ると、仮想店舗により注文された商品の受け渡しを確認するための受付内容確認画面を表
示装置３５に表示させる（Ａｃｔ２７）。表示装置３５には、例えば店員用の確認画面の
他、顧客用として、例えば仮想店舗により注文された商品の情報を表示すると共に確認済
みの指示を入力するためのボタンを含む画面を表示させる。
【００６０】
　プロセッサ３０は、顧客の確認画面中のボタン（タッチパネル）に対する操作により商
品の確認済みの指示が入力されると（Ａｃｔ２８、Ｙｅｓ）、取引情報に含まれる商品ス
テータスを参照して、引き渡し商品の売上を、実店舗の売上に計上するか否かを判別する
。
【００６１】
　ここで、商品ステータスが「１」であり、実店舗の売上に計上することを示す場合（Ａ
ｃｔ２９、Ｙｅｓ）、プロセッサ３０は、取引情報が示す取引を１商品として登録商品テ
ーブルに登録する（Ａｃｔ３０）。例えば、仮想店舗において複数の商品が注文されてい
る場合でも１商品として扱い、登録商品テーブルには、商品の情報として、ショップ名、
払込票番号、金額を登録する。
【００６２】
　プロセッサ３０は、引き渡し商品の商品代金を、メモリ３１に記録される実店舗の売上
合計に加算し（Ａｃｔ３４）、その仮想店舗により注文された取引（１商品）を登録した
後の商品の合計個数及び合計金額とを更新する。また、プロセッサ３０は、更新後の登録
商品テーブルの内容に応じて、商品登録画面の商品の情報を更新する（Ａｃｔ３５）。す
なわち、プロセッサ３０は、引き渡し商品の商品名や単価（商品代金）などを商品登録画
面に表示させる。
【００６３】
　一方、商品ステータスが「０」であり、実店舗の売上に計上しない（預り計上する）こ
とを示す場合（Ａｃｔ２９、預り計上）、プロセッサ３０は、引き渡し商品の商品代金を
、メモリ３１に記録される預り金に加算し（Ａｃｔ３１）、引き渡し商品の商品名や単価
（商品代金）などを表示装置３５の商品登録画面に表示する。商品登録画面では、この商
品（取引）については、実店舗の売上に計上しない（預り計上する）こと表す表示を付加
する。
【００６４】
　ＰＯＳ端末２は、顧客が複数の仮想店舗において商品の注文をしている場合には、一括
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して会計処理をするために、前述と同様にしてそれぞれの注文内容を示す注文票を用いて
、各取引を商品として登録することができる（Ａｃｔ２１～３１，３５）。
【００６５】
　こうして、少なくとも１つの商品が登録された後、プロセッサ３０は、入力装置３４の
例えば締めキーの操作により取引締めが指示されると（Ａｃｔ３６、Ｙｅｓ）、登録商品
テーブルに登録された商品について締め処理をする（Ａｃｔ３７）。すなわち、プロセッ
サ３０は、登録商品テーブルに登録された全ての商品の合計金額を表示装置３５に表示さ
せ、顧客が選択した支払い方法（現金、クレジットカード、電子マネーなど）により代金
支払いについて会計処理（決済）を実行する。ここで表示される合計金額は、顧客が支払
う総額を示す必要があるため、預り金を含む金額となる。
【００６６】
　また、プロセッサ３０は、全ての商品の商品情報及び金額とを含む売上登録データを作
成する。売上登録データには、仮想店舗により注文された１つの取引の売上が計上された
実店舗の売上金額のデータの他、預り金の金額のデータを含む。
【００６７】
　また、プロセッサ３０は、会計処理が完了すると、印刷装置３６によりレシート用紙へ
印刷する印刷処理を実行すると共にジャーナルデータを記録する（Ａｃｔ３８）。
【００６８】
　図５は、本実施形態におけるＰＯＳ端末２の印刷処理を示すフローチャートである。
【００６９】
　プロセッサ３０は、登録商品テーブルに登録された商品に、仮想店舗により注文された
商品（取引）がある場合（Ａｃｔ４１、Ｙｅｓ）、それぞれの取引の取引情報を参照して
、同一の仮想店舗（ネットショップ）において複数の取引（注文）がされているかを判別
する。
【００７０】
　ここで、同一の仮想店舗（ネットショップ）で複数の取引があると判別された場合（Ａ
ｃｔ４２、Ｙｅｓ）、プロセッサ３０は、明細レシートに印刷するための連絡先情報を同
一の仮想店舗毎にまとめる処理をする（Ａｃｔ４３）。連絡先情報は、例えば、ショップ
名（仮想店舗の名称）、問い合わせ先を示す連絡先、払込票番号を含む。従って、プロセ
ッサ３０は、１組のショップ名と払込票番号に対して、複数の取引にそれぞれ対応する複
数の払込票番号を含む連絡先情報を作成する。
【００７１】
　プロセッサ３０は、会計処理された各取引の内容を表す商品情報と前述した連絡先情報
とを印刷装置３６によりレシート紙に印刷させ、明細レシートを出力させる。
【００７２】
　図６は、本実施形態における明細書レシートの一例を示す図である。　
　図６では、複数の仮想店舗において商品を注文した場合の例を示している。複数の仮想
店舗として「ネットショッピングＡ」「ネットショッピングＢ」「ネットショッピングＣ
」を利用している。また、１つの仮想店舗「ネットショッピングＡ」では、２回の取引（
商品の注文）をしている。また、「ネットショッピングＡ」「ネットショッピングＢ」で
注文した商品の売上は、実店舗の売上として計上され、「ネットショッピングＣ」で注文
した商品の売上は、預り金として計上されている。
【００７３】
　明細レシートには、１つの取引の内容として、ショップ名称（仮想店舗の名称）、払込
票番号、１つの取引の商品代金の少なくとも１つを印刷する。図６は、３つの取引の内容
５０が印刷されている。すなわち、「ネットショッピングＡ」による２つの取引の内容５
０－１，５０－２と、「ネットショッピングＢ」による１つの取引の内容５０－３がそれ
ぞれ印刷されている。なお、図６に示す明細書レシートには、取引情報の付加情報で示さ
れる付加サービス（お急ぎ受け取り、利用料）についての金額が付加されている。また、
明細レシートには、また実店舗の売上として計上される合計金額３６、顧客からの預り金
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額とお釣り５４が印刷される。
【００７４】
　また、「ネットショッピングＣ」による１つの取引については、実店舗の売上として計
上されていないため（預り金として計上）、領収書としても使用される場合のある明細レ
シートには金額を印刷せず、取引の内容５６としてショップ名称（仮想店舗の名称）と件
数のみを印刷している。
【００７５】
　また、明細レシートには、取引の内容とは別に、連絡先情報５８を印刷している。連絡
先情報５８としては、例えばショップ名、お客様連絡先（問い合わせ先を示す電話番号）
、払込票番号が印刷されている。ここでは、「ネットショッピングＡ」と「ネットショッ
ピングＢ」にそれぞれ対応する連絡先情報５８－１，５８－２が印刷されている。
【００７６】
　前述したように、「ネットショッピングＡ」により２つの取引がされているため、「ネ
ットショッピングＡ」の連絡先情報５８－１は、１組のショップ名と払込票番号に対して
、２つの払込票番号がまとめられた連絡先情報となっている。
【００７７】
　このように、明細レシートには、仮想店舗において注文した取引の内容５０が印刷され
ると共に、それぞれの取引をした仮想店舗についての連絡先情報５８が印刷される。仮想
店舗において注文した取引の内容は、１つの商品として印刷されるため、複数の仮想店舗
を用いた取引を含む場合であっても１枚の明細レシートにまとめて印刷され、それぞれの
取引の内容を容易に識別することができる。また、連絡先情報５８には、同じ情報につい
てはまとめた形で印刷されるため無駄な重複した印刷がない。このため、この明細書レシ
ートを受け取る顧客にとっては、仮想店舗を通じて注文された商品の管理が容易となる。
【００７８】
　なお、図６に示す明細レシートでは、「ネットショッピングＣ」による取引については
連絡先情報を印刷していないが、実店舗の売上として計上されていない取引についても連
絡先情報を印刷するようにしても良い。また、預り金として売上が計上された「ネットシ
ョッピングＣ」による取引がある場合（Ａｃｔ４５、Ｙｅｓ）、プロセッサ３０は、印刷
装置３６により、客用控え帳票と店舗用控え帳票とをそれぞれ印刷させる（Ａｃｔ４６，
４７）。店舗用控え帳票は、例えば顧客によりサインされた後に実店舗で保管される。
【００７９】
　また、プロセッサ３０は、ジャーナルデータとして、１つの取引についてのショップ名
（仮想店舗の名称）、払込票番号、１つの取引の商品代金の情報を１商品の情報として記
録する。また、プロセッサ３０は、売上登録データとジャーナルデータとを店舗サーバ４
に送信する。なお、ジャーナルデータとして、取引の内容を記録した後、ＰＯＳ端末２か
らは取引情報をメモリ３１から消去する。すなわち、詳細な商品に関するデータや顧客情
報をＰＯＳ端末２に残さないようにする。
【００８０】
　なお、前述したように、仮想店舗から注文された商品に関する詳細なデータや顧客に関
するデータを明細レシートに印刷しないが、ＰＯＳ端末２の入力装置３４から入力された
払込票番号をもとに店舗サーバ４に問い合わせて、払込票番号に対応する取引情報に含ま
れる商品情報や顧客情報を呼び出せるようにしても良い。ＰＯＳ端末２は、店舗サーバ４
から呼び出した商品情報や顧客情報を表示装置３５において表示させる。
【００８１】
　店舗サーバ４は、ＰＯＳ端末２から売上登録データを受信すると、この売上登録データ
を店舗売上ファイルに累計（売上計上）する。店舗サーバ４は、売上登録データが累計さ
れた店舗売上ファイルを、所定のタイミングで本部サーバ９に送信する。
【００８２】
　このようにして、本部サーバ９に送信される店舗売上ファイルでは、仮想店舗において
注文された商品の売上を、実店舗の売上に計上したデータと預り金として計上したデータ
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【００８３】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【００８４】
　また、前述した実施の形態において記載した処理は、コンピュータに実行させることの
できるプログラムとして、例えば磁気ディスク（フレキシブルディスク、ハードディスク
等）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等）、半導体メモリなどの記録媒体に書き込ん
で各種装置に提供することができる。また、通信媒体により伝送して各種装置に提供する
ことも可能である。コンピュータは、記録媒体に記録されたプログラムを読み込み、また
は通信媒体を介してプログラムを受信し、このプログラムによって動作が制御されること
により、上述した処理を実行する。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。　
　［１］仮想店舗を通じて注文された１つの取引に関する注文情報を入力する入力手段と
、前記注文情報に対応する取引情報をサーバから受信する受信手段と、前記取引情報に基
づく前記１つの取引に対する会計処理の売上を実店舗の売上に計上して記録する記録手段
と、前記１つの取引の内容を表す商品情報を明細レシートに印刷する印刷手段とを有する
商品データ処理装置。
　［２］前記印刷手段は、前記１つの取引の内容として、前記仮想店舗の名称、前記注文
情報、前記１つの取引の代金の少なくとも１つを印刷する［１］記載の商品データ処理装
置。
　［３］前記印刷手段は、取引の内容とは別に、さらに連絡先情報として、前記仮想店舗
の名称、問い合わせ先を示す連絡先、前記注文情報を印刷する［２］記載の商品データ処
理装置。
　［４］前記印刷手段は、複数の取引が同じ仮想店舗を通じて注文された場合に、１つの
前記仮想店舗の名称に対して、前記複数の取引のそれぞれに対応する複数の前記注文情報
を前記連絡先情報として印刷する［３］記載の商品データ処理装置。
　［５］前記１つの取引についての前記仮想店舗の名称、前記注文情報、前記１つの取引
の代金の情報を１商品の情報としてジャーナルに記録するジャーナル記録手段をさらに有
する［１］記載の商品データ処理装置。
【符号の説明】
【００８５】
　２（２－１，２－２，…，２－ｍ）…ＰＯＳ端末、４…店舗サーバ、７（７－１，７－
２，…，７－ｎ）…店舗システム、１０…電子機器、２０，３０…プロセッサ、２１，３
１…メモリ。
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