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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者が利用可能な利用者端末装置と、当該利用者端末装置との間で通信回線網を通じ
て送受信可能に接続されるサーバー装置とを有し、前記利用者端末装置からの要求に対し
て店舗または遊技機に関する情報を提供する遊技機の情報提供システムであって、
　前記サーバー装置は、記憶手段と、機種選択手段と、店舗検索手段と、店舗選択手段と
、店舗名提示手段と、利用者選択手段と、引換券発行手段とを有し、
　前記記憶手段には、店舗の名称と、当該店舗の所在地を表す地理データと、当該店舗内
に設置される遊技機の機種を表す遊技機データと、当該店舗のために発行可能な引換券の
数量とが店舗ごとに記憶され、
　前記機種選択手段は、一以上の遊技機データを前記利用者端末装置に送信して一以上の
機種を提示し、提示された機種の中から一以上の機種を利用者に選択させ、
　前記店舗検索手段は、前記機種選択手段によって選択された機種および当該機種とは別
個に入力された入力情報を受信すると、機種および入力情報に適合する店舗を前記記憶手
段から検索し、
　前記店舗選択手段は、前記記憶手段によって検索された店舗のうちから前記発行可能な
引換券の数量が多い店舗を前記利用者に提示する店舗として優先的に選択し、
　前記店舗名提示手段は、前記店舗選択手段によって選択された店舗の名称を前記利用者
端末装置に提示し、
　前記利用者選択手段は、前記店舗名提示手段によって提示された店舗の中から店舗を利
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用者に選択させ、
　前記引換券発行手段は、前記引換券の数量が１以上であることを条件として、前記利用
者選択手段によって選択された店舗にかかる引換券および当該引換券を特定するための認
証情報を前記利用者端末装置に送信して発行し、当該発行に伴って前記引換券の数量をカ
ウントダウンする構成とされ、
　前記引換券および前記認証情報は、利用者が選択した店舗に来店した場合に当該利用者
に景品を提供するためのものであり、
　前記情報提供システムを管理する情報提供者は、前記利用者を誘導したい店舗について
前記発行可能な引換券の数量を多く設定することによって、前記利用者を優先的に当該店
舗に誘導しうることを特徴とする、遊技機の情報提供システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技機の情報提供システムであって、
　前記店舗名提示手段は、複数の店舗の名称を前記利用者端末に提示可能であり、
　前記利用者が前記店舗名提示手段により提示された複数の店舗に来店した場合に、来店
した店舗数に応じてグレードの高い景品を前記利用者に提供するために、
　前記利用者選択手段は、前記店舗名提示手段によって提示された店舗の中から複数の店
舗を利用者に選択させることが可能であり、
　前記引換券発行手段は、前記利用者選択手段によって選択された複数の店舗のための引
換券および当該引換券を特定するための認証情報を前記利用者端末装置に送信して発行可
能であることを特徴とする、遊技機の情報提供システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、店舗または遊技機に関する情報を提供する遊技機の情報提供システムと、引
換券をもとに景品と引き換えられる景品引換方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来では、店舗（遊技場）に設置された遊技機の稼働状況をリアルタイムに提供する技
術や（例えば特許文献１を参照）、複数の店舗を指定すると各店舗に設置された遊技機に
かかる遊技情報を提供する技術が既に知られている（例えば特許文献２を参照）。これら
の技術によれば、どの機種の遊技機が店舗に設置されているのかを把握できる。
【特許文献１】特開２００２－１０２５２０号公報（第４－５頁，図６－８）
【特許文献２】特開２００３－０５３００１号公報（第７－１３頁，図３－１３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記特許文献１，２によって提供される情報では、遊技者は出球率や回転率などを基準
に店舗を選んで来店する傾向にあるため、情報を提供する側が意図した店舗に遊技者を誘
導することができず、自社の遊技機を店舗に導入するための販売促進ツールとはなり得な
かった。
　本発明はこのような点に鑑みてなしたものであり、利用者（上記の例では遊技者に相当
）を意図的に店舗に誘導でき、自社の遊技機を店舗に導入する契機となる販売促進ツール
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　（１）課題を解決するための手段（以下では単に「解決手段」と呼ぶ。）１は、利用者
が利用可能な利用者端末装置と、当該利用者端末装置との間で通信回線網を通じて送受信
可能に接続されるサーバー装置とを有し、前記利用者端末装置からの要求に対して店舗ま
たは遊技機に関する情報を提供する遊技機の情報提供システムであって、
　前記サーバー装置は、記憶手段と、機種選択手段と、店舗検索手段と、店舗選択手段と



(3) JP 4643961 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

、店舗名提示手段と、利用者選択手段と、引換券発行手段とを有し、
　前記記憶手段には、店舗の名称と、当該店舗の所在地を表す地理データと、当該店舗内
に設置される遊技機の機種を表す遊技機データと、当該店舗のために発行可能な引換券の
数量とが店舗ごとに記憶され、
　前記機種選択手段は、一以上の遊技機データを前記利用者端末装置に送信して一以上の
機種を提示し、提示された機種の中から一以上の機種を利用者に選択させ、
　前記店舗検索手段は、前記機種選択手段によって選択された機種および当該機種とは別
個に入力された入力情報を受信すると、機種および入力情報に適合する店舗を前記記憶手
段から検索し、
　前記店舗選択手段は、前記記憶手段によって検索された店舗のうちから前記発行可能な
引換券の数量が多い店舗を前記利用者に提示する店舗として優先的に選択し、
　前記店舗名提示手段は、前記店舗選択手段によって選択された店舗の名称を前記利用者
端末装置に提示し、
　前記利用者選択手段は、前記店舗名提示手段によって提示された店舗の中から店舗を利
用者に選択させ、
　前記引換券発行手段は、前記引換券の数量が１以上であることを条件として、前記利用
者選択手段によって選択された店舗にかかる引換券および当該引換券を特定するための認
証情報を前記利用者端末装置に送信して発行し、当該発行に伴って前記引換券の数量をカ
ウントダウンする構成され、
　前記引換券および前記認証情報は、利用者が選択した店舗に来店した場合に当該利用者
に景品を提供するためのものであり、
　前記情報提供システムを管理する情報提供者は、前記利用者を誘導したい店舗について
前記発行可能な引換券の数量を多く設定することによって、前記利用者を優先的に当該店
舗に誘導しうることを要旨とする。
【０００５】
　解決手段１に記載した用語は、以下のように解釈する。当該解釈は特許請求の範囲およ
び明細書の記載についても同様である。
（Ａ）「利用者端末装置」は通信回線網を通じてサーバー装置と送受信可能な端末装置で
あって、例えばパソコン，携帯電話機（ＰＨＳを含む），携帯情報端末（Personal Digit
al Assistance；ＰＤＡ）などが該当する。
（Ｂ）「地理データ」は所在地を特定する情報であれば任意であって、例えば住所，郵便
番号，電話番号などが該当する。
（Ｃ）「入力情報」は、検索可能な情報やデータであれば任意である。例えば、地理デー
タや、住所の一部（例えば都道府県や市町村等）、電話番号の一部（例えば市外局番等）
、利用者を特定する情報（例えばＩＤと暗証コード等）などが該当する。
（Ｄ）「遊技機データ」は遊技機に付された固有の識別情報であって、例えば機種名や型
番，製造番号，シリアル番号などが該当する。
（Ｅ）「引換券」は、利用者端末装置やサーバー装置等で取り扱う場合には情報データが
該当し、店舗から利用者に対して交付する場合には物理的な物（例えば宛名シールや請求
情報が記載された紙など）が該当する。
【０００６】
　解決手段１によれば、利用者は利用者端末装置によりサーバー装置にアクセスしたうえ
で機種と入力情報を入力すると、当該機種および入力情報に適合する店舗の名称（店舗名
）が所定数提示される。利用者が提示された店舗の中から一以上の店舗を選択すると、引
換券の数量（すなわち発行残数）が１以上であることを条件に、選択された店舗にかかる
引換券と認証情報を利用者端末装置に送信して発行する。利用者は選択した店舗に赴いて
該当機種で遊技しようとするので、利用者を意図的に当該店舗に誘導することができる。
また、店舗にとってみれば利用者が増えれば利益も増えるので、自社の遊技機を店舗に導
入する契機となる。
　なお、利用者とは別個に店舗にも認証情報が遊技機の納入時等に伝達されるので、利用
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者と店舗との認証情報を照合することによって有効（正当）な引換券であるのか否かを容
易に判別できる。
　さらに、前記店舗選択手段は、前記記憶手段によって検索された店舗のうちから前記発
行可能な引換券の数量が多い店舗を前記利用者に提示する店舗として優先的に選択するの
で、前記情報提供システムを管理する情報提供者は、前記利用者を誘導したい店舗につい
て前記発行可能な数量を多く設定することによって、前記利用者を優先的に当該店舗に誘
導することができる。
【００１５】
　例えば、該当機種の導入台数の多い店舗に引換券の数量を多く設定すれば、引換券の数
量（発行残数）が多い店舗、すなわち該当機種の導入台数が多い店舗ほど選択される確率
が高くなるので、導入台数が多い店舗ほど選択される確率が高まる。したがって、情報提
供側が意図した店舗に利用者を有効に導くことができるので、販売促進ツールとしてより
有効に活用できる。
【００２０】
　（２）解決手段２は、解決手段２に記載の遊技機の情報提供システムであって、
　前記店舗名提示手段は、複数の店舗の名称を前記利用者端末に提示可能であり、
　前記利用者が前記店舗名提示手段により提示された複数の店舗に来店した場合に、来店
した店舗数に応じてグレードの高い景品を前記利用者に提供するために、
　前記利用者選択手段は、前記店舗名提示手段によって提示された店舗の中から複数の店
舗を利用者に選択させることが可能であり、
　前記引換券発行手段は、前記利用者選択手段によって選択された複数の店舗のための引
換券および当該引換券を特定するための認証情報を前記利用者端末装置に送信して発行可
能であることを要旨とする。
【００２１】
　解決手段２によれば、利用者が複数の店舗を選択するとともに、当該複数の店舗に順番
に来店した場合には、来店した店舗数が増えるにつれて引き換え可能な景品のグレードが
高くなる。利用者にとっては希望する遊技機の機種で遊技することができるだけでなく、
グレードの高い景品を入手することもできる。また、店舗にとっては一人の利用者が複数
の店舗に来店するので、来店者数の増加を強化することができる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、利用者を意図的に店舗に誘導でき、自社（遊技機メーカー）の遊技機
を店舗に導入する契機となる販売促進ツールとして活用できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明を実施するための最良の形態について、図１～図１２を参照しながら説明する。
本明細書において、「ＤＢ」はデータベースの略称であり、遊技機にはパチンコ機，スロ
ットマシン，アレンジボール機，雀球遊技機，テレビゲームなどが該当する。
【００３４】
〔遊技機の情報提供システムの構成〕
　遊技機の情報提供システムの構成について、図１～図４を参照しながら説明する。図１
には本システムの全体構成例を模式的に表し、図２にはサーバー装置１２の構成例を模式
的に表す。またサーバー装置１２内に備える記憶手段１２ｅに記憶する情報について、図
３には店舗ＤＢの記憶例を表し、図４には利用者ＤＢの記憶例を表す。
【００３５】
　図１において、本システムは、利用者が利用可能な利用者端末装置４０と、当該利用者
端末装置４０との間で通信回線網３０を通じて送受信可能に接続されるサーバー装置１２
とを有する。利用者端末装置４０には、通信回線網３０を通じてサーバー装置１２と送受
信可能な任意の端末装置が該当する。例えば、携帯電話機４２や、携帯情報端末４４、携
帯型コンピュータ４６（例えばノートパソコン）、据置型コンピュータ４８（例えばデス
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クトップパソコン）などのうちで一以上が該当する。通信回線網３０には、例えばインタ
ーネット，電話網，専用通信回線網などが該当する。
【００３６】
　サーバー装置１２は遊技機メーカー１０内に設置されているか、あるいは遊技機メーカ
ー１０外に設置されている場合でも当該遊技機メーカー１０によって直接（あるいは間接
）に提供（あるいは管理）されている。当該サーバー装置１２には、図２に表すように、
記憶手段１２ｅや、機種選択手段１２ａ、店舗検索手段１２ｂ、店舗選択手段１２ｃ、店
舗名提示手段１２ｄ、利用者選択手段１２ｈ、引換券発行手段１２ｎ、情報選択手段１２
ｉ、店舗情報提示手段１２ｊ、店舗情報登録手段１２ｋ、利用者情報登録手段１２ｍなど
を構築する。サーバー装置１２に構築される手段のうちで記憶手段１２ｅを除く各手段は
、コンピュータプログラムの実行によって実現される。以下では各手段の機能を簡単に説
明する。
【００３７】
　記憶手段１２ｅには、店舗２０に関する情報を蓄積する店舗ＤＢ１２ｆや、利用者に関
する情報を蓄積する利用者ＤＢ１２ｇなどを記憶する。店舗ＤＢ１２ｆや利用者ＤＢ１２
ｇに蓄積して記憶する情報は、遊技機メーカー１０側で入力する。記憶手段１２ｅは情報
を記憶可能であれば装置や媒体の如何を問わない。例えば、ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭやＥＥＰ
ＲＯＭ等を含む）や、ＲＡＭ、フラッシュメモリ、ハードディスク、フレキシブルディス
ク、光磁気ディスクなどが該当する。
【００３８】
　図３に例示するように、店舗ＤＢ１２ｆには、店舗２０の名称（すなわち店舗名）や、
当該店舗２０の所在地等を表す地理データ（後述する地理情報に相当する）、当該店舗２
０内に設置される遊技機の機種を表す遊技機データ、当該店舗２０に発行可能な引換券の
数量（発行残数）などの情報を店舗２０ごとに記憶する。このうち地理データは所在地を
特定するための情報であれば任意であるが、本例では郵便番号，住所，電話番号，ホーム
ページのアドレス，地図を記憶している。遊技機データは遊技機に付された固有の識別情
報や引換券に関する情報等であれば任意であるが、本例では機種名，導入日，店舗２０ご
とに発行可能な引換券の数量を記憶している。図示していないが、さらに引換期間等を記
憶するのが望ましい。なお、機種名に代えて通称名や型番等を記憶してもよく、引換券の
数量に代えて（あるいは加えて）引換券を発行可能な上限数と引換券が発行された発行数
とを記憶してもよい。引換券の数量は、上限数から発行数を減じた数に等しい。
【００３９】
　また図４に例示するように、利用者ＤＢ１２ｇには個人情報、すなわち利用者の氏名や
、当該利用者の住所、当該利用者のメールアドレス、当該利用者のＩＤ（すなわち他の利
用者等と識別するための識別情報）および暗証コード、引換データなどの情報を利用者ご
とに記憶する。ＩＤおよび暗証コードは、いずれも一定制限（例えば英数字で記述する文
字列）で利用者が任意に設定する。引換データは引換券に関する情報であれば任意であっ
て、引換券を発行するごとにデータを記憶する。本例では、利用者が選択した機種名およ
び店舗名，引換券の発行日および認証日を記憶している。なお、検証を行い易くするため
、引換券発行時の認証情報をさらに記憶する構成としてもよい。
【００４０】
　図２に戻って、機種選択手段１２ａは、一以上の遊技機データを利用者端末装置４０に
送信して一以上の機種を提示し、提示された機種の中から一以上の機種を利用者に選択さ
せる。利用者端末装置４０に送信する一以上の遊技機データは、遊技機メーカー１０側で
設定する、例えば、近日店舗に導入する新機種にかかる遊技機データや、過去所定期間内
（例えば３箇月間以内）に導入された機種にかかる遊技機データなどが該当する。
【００４１】
　店舗検索手段１２ｂは、機種選択手段１２ａによって選択された機種および当該機種と
は別個に入力された入力情報を受信すると、記憶手段１２ｅに記憶された遊技機データの
中から選択された機種と一致し、かつ記憶手段１２ｅに記憶された情報の中から入力情報
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に適合する店舗２０を検索する。入力情報の内容は任意であるが、例えば上述した地理デ
ータや、住所の一部（例えば都道府県や市町村等の行政区画）、電話番号の一部（例えば
市外局番等）などが該当する。入力情報として都道府県の一つが入力された例では、当該
都道府県内に所在する店舗２０を検索し、検索できた店舗２０の数が下限数（例えば５軒
）に達しないときは当該下限数に達するまで近隣の都道府県内に所在する店舗２０を検索
して追加する。
【００４２】
　店舗選択手段１２ｃは、店舗検索手段１２ｂによって検索された店舗２０が提示数（所
定数に相当する；例えば１０軒）を超えるときは、当該提示数以内に絞り込んで選択する
。絞り込み条件は、提示数に絞り込める条件であれば任意に設定することが可能である。
例えば、該当機種について各店舗２０の引換券の数量が初期数量（すなわち当初における
引換券の数量）の半分以上であることや、他の店舗２０に比べて引換券の数量が多いこと
などが該当する。
【００４３】
　店舗名提示手段１２ｄは、店舗検索手段１２ｂによって検索された店舗名（店舗２０の
名称）、または、店舗選択手段１２ｃによって選択された店舗名を利用者端末装置４０に
提示する。すなわち、利用者によって指定された機種および入力情報に適合する全ての店
舗を提示するか、機種および引換券の数量（１以上に限る）に適合する全ての店舗を提示
するか、前二者のいずれかに適合する全ての店舗を提示するか、当該適合する全ての店舗
のうちで上記絞り込み条件に従って絞り込んだ店舗のみを提示する。
【００４４】
　利用者選択手段１２ｈは、店舗名提示手段１２ｄによって提示された店舗２０の中から
一以上の店舗２０を利用者に選択させる。
【００４５】
　引換券発行手段１２ｎは、引換券の数量が１以上であることを条件として、引換券の数
量をカウントダウンするとともに、利用者選択手段１２ｈによって選択された店舗２０に
かかる引換券および当該引換券を特定するための認証情報を利用者端末装置４０に送信し
て発行する。引換券は、利用者端末装置４０やサーバー装置１２で取扱可能なデータ（す
なわち文字情報や図形情報等）で構成する。
【００４６】
　情報選択手段１２ｉは、店舗名提示手段１２ｄによって提示された店舗２０の中から一
または複数の店舗２０を利用者に選択させ、かつ希望する情報の種類を利用者に選択させ
る。情報の種類は店舗２０を特定する項目であって、例えば店舗２０の住所や電話番号、
地図、ウェブアドレス（ＵＲＬ）などが該当する。
【００４７】
　店舗情報提示手段１２ｊは、情報選択手段１２ｉによって選択された店舗２０および情
報の種類に従って、記憶手段１２ｅに記憶された店舗２０の住所、当該店舗２０の電話番
号および当該店舗２０の所在地が図示された地図のうちで少なくとも一つを利用者端末装
置４０に提示する。その他には、店舗２０のホームページのアドレス（ＵＲＬ）や営業形
態（すなわち営業日や営業時間等）、店内に設置された遊技機の種類や台数等、ＦＡＸ番
号、店舗外観や店内の画像（または映像）などを提示するように構成してもよい。
【００４８】
〔処理手続き（フローチャート）の概要〕
　上述のように構成した遊技機の情報提供システムにおいて、本発明を実現する手続き例
について、いずれもフローチャートで表した図５，図６，図８，図１０を参照しながら説
明する。ここで、図５には利用者に店舗名を提示するための情報提供処理の手続き例を表
し、図６には店舗を絞り込むための店舗絞り込み処理の手続き例を表し、図８には店舗に
関する情報を提示するための店舗情報提示処理の手続き例を表し、図１０には利用者に引
換券を発行するための引換券発行処理の手続き例を表す。これらの手続き例は、いずれも
サーバー装置１２でプログラムを実行することにより実現する。また図７および図９には
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、利用者端末装置４０の表示例（提示例）をそれぞれ表す。
【００４９】
〔情報提供処理の手続き例〕
　図５に表す情報提供処理では、まず一以上の遊技機データを利用者端末装置４０に送信
して一以上の機種を提示し、提示された機種の中から一以上の機種を利用者に選択させる
〔機種選択手段１２ａに相当；ステップＳ１０〕。利用者端末装置４０に５つの機種を提
示した例を図７（Ａ）に表し、本例では機種名「ガンマ」が選択されている。利用者が一
以上の機種を選択すると、続けて利用者には入力情報を入力させる〔ステップＳ１２〕。
情報入力画面の一例を図７（Ｂ）に表す。本例では、郵便番号や、地理情報（すなわち都
道府県、市町村等）、市外局番、ＩＤおよび暗証コードが入力可能になっている。これら
入力項目のうちで都道府県および市町村の項目はプルダウンメニュー形式になっており、
右側の逆三角形「▽」をクリックすると一定数（例えば６件）の入力項目が表示され、上
下キー等で選択できるようになっている。例えば都道府県の場合には、北海道，青森県，
秋田県，岩手県，宮城県，福島県等が表示されて、入力項目を選択できる状態になる。
【００５０】
　次に示すステップＳ１４～Ｓ２０は、先にＩＤおよび暗証コードを入力情報として入力
する構成としたシステムに適用される。入力情報としてＩＤおよび暗証コードが入力され
た場合には（ステップＳ１４でＹＥＳ）、利用者ＤＢ１２ｇから該当する利用者を検索す
る〔ステップＳ１６〕。この検索において、利用者ＤＢ１２ｇから該当するＩＤを検索で
きなかったときや、ＩＤを検索できたとしても入力された暗証コードと登録された暗証コ
ードとが一致しなかったときは（ステップＳ１８でＮＯ）、いずれもステップＳ１２の情
報入力画面に戻る。
　これに対して利用者ＤＢ１２ｇから該当するＩＤを検索でき、かつ入力された暗証コー
ドと登録された暗証コードとが一致したときは（ステップＳ１８でＹＥＳ）、検索できた
ＩＤの利用者について利用者ＤＢ１２ｇから地理情報を取得する〔ステップＳ２０〕。
【００５１】
　検索条件に適合する店舗を店舗ＤＢ１２ｆから検索する〔店舗検索手段１２ｂに相当；
ステップＳ２２〕。検索条件の例としては、ステップＳ１０で選択された機種およびステ
ップＳ１２で入力された入力情報であること（この条件で行う検索を「第１検索」とも呼
ぶ。）や、ステップＳ１０で選択された機種および引換券の数量（発行残数）が１以上で
あること（この条件で行う検索を「第２検索」とも呼ぶ。）、あるいはステップＳ１０で
選択された機種およびステップＳ２０で取得した地理情報であることなどが該当する。こ
れらの検索条件のうちで、いずれか一の検索条件のみで検索してもよく、二以上の検索条
件で検索してもよい。二以上の検索条件で検索する場合には、全ての検索条件を満たす店
舗２０のみを「検索条件に適合する店舗」として取り扱ってもよく、一以上の検索条件を
満たす店舗２０を「検索条件に適合する店舗」として取り扱ってもよい。
【００５２】
　もし検索できた検索数が提示数を超えたときは（検索数＞提示数；ステップＳ２４で「
＞」）、当該提示数に絞るために店舗絞り込み処理を実行し〔ステップＳ２６〕、絞り込
んだ店舗名を利用者端末装置４０に送信して提示する〔店舗名提示手段１２ｄに相当；ス
テップＳ２８〕。ステップＳ２６の店舗絞り込み処理の手続きについては後述する。
【００５３】
　これに対して、検索数が提示数に満たないときは（検索数＜提示数；ステップＳ２４で
「＜」）、入力情報の内容を緩和して〔ステップＳ３０〕、再び店舗ＤＢ１２ｆから検索
を行う〔ステップＳ２２〕。ステップＳ３０の緩和は、検索範囲が拡大するように入力情
報を変更する。例えば入力情報が市町村名のときは当該市町村が属する都道府県名を入力
情報に変更したり、入力情報が都道府県名のときは当該都道府県が属する地方名を入力情
報に変更するなどが該当する。このように次第に検索対象を拡大してゆけば、検索できる
店舗数が増える。こうして不足した数の店舗名を補って、結果的には提示数の店舗名を利
用者端末装置４０に送信して提示する〔ステップＳ２８〕。
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　一方、検索数が提示数と同じときは（検索数＝提示数；ステップＳ２４で「＝」）、そ
のまま提示数の店舗名を利用者端末装置４０に送信して提示する〔ステップＳ２８〕。
【００５４】
〔店舗絞り込み処理の手続き例〕
　図６に表す店舗絞り込み処理は、店舗選択手段１２ｃに相当する。まず店舗ＤＢ１２ｆ
に記憶（蓄積）された各店舗について引換券の数量（＝上限数－発行数）を取得し〔ステ
ップＳ４０〕、当該発行残数が初期数量の半数以上｛すなわち引換券の数量≧（初期数量
／２）｝を満たす店舗を抽出する〔ステップＳ４２〕。もしステップＳ４２の実行によっ
て抽出できた店舗の数、すなわち抽出数が提示数を超えたときは（抽出数＞提示数；ステ
ップＳ４４で「＞」）、抽出数の店舗の中からランダムに選んで提示数に絞る〔ステップ
Ｓ４６〕。これに対して、抽出数が提示数に満たないときは（抽出数＜提示数；ステップ
Ｓ４４で「＜」）、発行残数の多い店舗から順番に選んでゆき提示数に達するまで追加す
る〔ステップＳ４８〕。一方、抽出数が提示数と等しいときは（抽出数＝提示数；ステッ
プＳ４４で「＝」）、絞り込みや追加を行う必要がないのでそのまま処理を終える。
【００５５】
〔店舗名を提示した状態での処理分岐〕
　図５に示すステップＳ２８が実行されると、例えば図９（Ａ）に表すように、利用者端
末装置４０には提示数の店舗名が提示された状態になっている。当該図９（Ａ）の例では
、五つの店舗に対して画面左側から導入日（開店予定日），店舗名（導入店），所在地が
表示されている。当該五つの店舗は上記ステップＳ２２で検索された店舗であり、このう
ちパチンコホールＰＢとパーラーＰＥが上記ステップＳ４２で抽出された店舗であると仮
定する。パチンコホールＰＢとパーラーＰＥについては引換券が発行可能であることを示
すため、利用者が引換券の発行を指示するためのリンク（図中では下線で表す。以下同様
）が付されている。ただし、利用者が当該リンクをクリックしたとしても、所要の条件を
満たさなければ引換券発行画面が表示されるとは限らない。また五つの店舗の全てについ
て、それぞれ所在地を提示するためのリンクが付されている。その他には、キャンセル用
のボタンが提示されている。
【００５６】
　上述した提示状態では、利用者が店舗情報を提示する指示を行うか、引換券を発行する
指示を行うかによって処理を分ける。すなわち前者は五つの店舗のいずれかについて指示
されると図８に表す店舗情報提示処理を実行し、後者の場合はパチンコホールＰＢまたは
パーラーＰＥのいずれかについて指示されると図１０に表す引換券発行処理を実行する。
以下では、店舗情報提示処理と引換券発行処理との手続き例について説明する。
【００５７】
〔店舗情報提示処理の手続き例〕
　図８に表す店舗情報提示処理では、まず利用者端末装置４０に提示した店舗の中から利
用者に一以上の店舗を選択させ〔利用者選択手段１２ｈに相当；ステップＳ５０〕、選択
した店舗が情報を提供できる店舗であるか否かを判別する〔ステップＳ５２〕。具体的に
は、ステップＳ５０で選択された店舗を店舗ＤＢ１２ｆから検索し、検索できた店舗２０
について地理データが記憶（登録）されているか否かで判別する。もし、ステップＳ５０
で選択した店舗が情報を提供できない場合には（ステップＳ５２でＮＯ）、元の画面（例
えば図９（Ａ）に表す画面）に戻る。
【００５８】
　これに対して、ステップＳ５０で選択した店舗２０が情報を提供できる場合には（ステ
ップＳ５２でＹＥＳ）、利用者が希望する情報項目すなわち店舗情報を選択させ〔情報選
択手段１２ｉに相当；ステップＳ５４〕、該当する店舗情報を店舗ＤＢ１２ｆから取得し
、利用者端末装置４０に送信して提示する〔店舗情報提示手段１２ｊに相当；ステップＳ
５６〕。ステップＳ５６の実行によって提示する店舗情報は、店舗ＤＢ１２ｆに記憶され
た地理データの全部であってもよく、地理データの一部であってもよい。
【００５９】
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　ここで、例えば図９（Ａ）で利用者端末装置４０に提示された店舗のうちでパチンコホ
ールＰＡについて所在地のリンクがクリックされたときは、図９（Ｂ）に表すような店舗
情報、すなわち当該パチンコホールＰＡの住所，電話番号，地図，ホームページのアドレ
ス（ＵＲＬ）を提示する。その他の店舗情報には、パチンコホールＰＡの営業形態、店内
に設置された遊技機の種類や台数等、ＦＡＸ番号、店舗外観や店内の画像（または映像）
などが該当する。なお、利用者端末装置４０に提示する店舗情報は、各店舗について同一
の項目としてもよく、店舗ごとに異なる項目を提示してもよい。
【００６０】
〔引換券発行処理の手続き例〕
　図１０に表す引換券発行処理では、まず利用者端末装置４０に提示した店舗の中から利
用者に一以上の店舗を選択させ〔ステップＳ６０〕、選択した店舗が引換券を発行できる
店舗であるか否かを判別する〔ステップＳ６２〕。具体的には、図１１（Ａ）に表すよう
な引換券発行画面を表示するとともに、ステップＳ６０で選択された店舗を店舗ＤＢ１２
ｆから検索し、検索できた店舗２０として記憶されている引換券の数量を取得し、当該引
換券の数量が１以上であるか否かで判別を行う。本例では引換券の数量のみを条件として
判別したが、他の条件に基づいて判別したり、他の条件を追加する構成としてもよい。当
該他の条件としては、例えば導入日が所定期間内（例えば１箇月以内等）であることや、
店舗に導入した台数が所定台数（例えば１０台以上）であることなどが該当する。
【００６１】
　もし選択した店舗が引換券を発行できる店舗であるときは（ステップＳ６２でＹＥＳ）
、引換券発行画面へのリンクを有効にし〔ステップＳ６４〕、利用者が当該リンクをクリ
ックするまで待機する〔ステップＳ６６〕。上述した図１１（Ａ）に表す引換券発行画面
の例では、上記リンクは「プレゼント引換券」の文字とともに表示される下線が該当する
。よって、本例では発行残数が１以上である店舗についてのみ引換券発行画面へ移行する
ことが可能になる。
【００６２】
　なお、図１１（Ａ）に表す引換券発行画面の例では、さらに店舗「パーラーＰＥ」のホ
ームページへのリンクと、来店情報画面へのリンクとを表示している。前者のリンクは「
パーラーＰＥ」の文字とともに表示される下線が該当し、後者のリンクは「お知らせ」の
文字とともに表示される下線が該当する。利用者が前者のリンクをクリックした場合には
、店舗「パーラーＰＥ」のホームページが表示され、後者のリンクをクリックした場合に
は図１１（Ｃ）に表すような来店情報画面が表示される。図１１（Ｃ）の例では、１０月
１０日に機種名「ガンマ」が新しくパーラーＰＥに導入されることが提示されている。利
用者が確認用のボタンをクリックすると、元の画面すなわち図１１（Ａ）に表す画面が表
示される。
【００６３】
　そして利用者が引換券発行画面へのリンクをクリックすると（ステップＳ６６でＹＥＳ
）、利用者にＩＤおよび暗証コードを入力させる〔ステップＳ６８〕。なお、先にＩＤお
よび暗証コードを入力情報として入力する構成としたシステムの場合（図５の二点鎖線部
分を参照）は、ステップＳ６８をスキップしてステップＳ７０を実行する。例えば図１１
（Ｂ）に表すようなログイン画面を利用者端末装置４０に表示したうえで、ＩＤおよび暗
証コードを入力させる。利用者がＩＤおよび暗証コードを入力した場合には、これらの入
力情報が既に登録されているか否かを判別するために利用者ＤＢ１２ｇを検索する。
【００６４】
　もし、利用者がＩＤおよび暗証コードを入力したものの利用者ＤＢ１２ｇに登録されて
いないときや、初めて利用するために図１１（Ｂ）に表す「未登録」のボタンをクリック
した場合等では（ステップＳ７０でＮＯ）、例えば図１１（Ｅ）のような同意画面を利用
者端末装置４０に表示し、利用者が会員登録に同意することを求める。
【００６５】
　そして、利用者が「登録する」のボタンをクリックして会員登録に同意した場合には（
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ステップＳ７２でＹＥＳ）、例えば図１１（Ｆ）に表すような会員登録画面を表示して会
員登録のための情報を入力させ〔ステップＳ７４〕、利用者が「確定」のボタンをクリッ
クするとステップＳ７４で入力された会員情報を利用者ＤＢ１２ｇに記憶（登録）する〔
利用者情報登録手段１２ｍに相当；ステップＳ７６〕。本例では郵便番号，住所，電話番
号，メールアドレス，ＩＤ，暗証コードなどの事項を会員情報として求めているが、他の
情報を会員情報として求めてもよい。当該他の情報としては、生年月日，性別，年齢等の
情報が該当する。
【００６６】
　上述したステップＳ７６を実行した後、あるいはステップＳ６８で利用者が入力したＩ
Ｄおよび暗証コードが利用者ＤＢ１２ｇに登録されていたときは（ステップＳ７０でＹＥ
Ｓ）、図１１（Ｄ）に表すような引換券（具体的には引換券画面や引換券メール等のよう
な情報データ）を利用者端末装置４０に送信して発行する〔引換券発行手段１２ｎに相当
；ステップＳ７８〕。引換券の発行先は、引換券発行のために接続している利用者端末装
置４０であってもよく、メールアドレスで指定された利用者端末装置４０であってもよい
。図１１（Ｄ）の例に表す引換券には、利用者のＩＤとともに、引き換えを行う店舗名，
引換券番号，認証情報および引換期間などが提示（表示）されている。引き換えを行う店
舗名は図１０のステップＳ６０で選択した店舗２０の名称であって、本例では「パーラー
ＰＥ」である。認証情報は二次元バーコードによって表しているが、一次元バーコードや
英数字等の文字列で表してもよい。さらに当該引換券には店舗２０で引き換え可能な有効
期間を表示しているので、当該有効期間以外は無効な引換券となる。
【００６７】
　なお、引換券番号は店舗２０に伝達しておく必要があり、通常は遊技機の納入時に書面
（例えば景品引換ハガキ等）で伝達する。また、利用者の個人情報（例えばＩＤや住所等
）や認証情報などの情報を店舗２０に伝達してもよく、サーバー装置１２を提供（あるい
は管理）する者が伝達するか否かを決定する。この情報伝達によって、店舗２０に顧客情
報を提供することもでき、利用者が店舗２０に来店した際に利用者のＩＤ，引換券番号お
よび認証情報などを照合して引換券の有効性を容易に確認できるようになる。
　上述した伝達形態に代えて（あるいは加えて）、上記ステップＳ７８の引換券発行と並
行して、引換券番号や認証情報などをサーバー装置１２から店舗２０に伝達する構成とし
てもよい〔ステップＳ８０〕。サーバー装置１２から店舗２０に情報が確実に伝達できれ
ば、伝達する形式やタイミングは任意である。例えば、店舗２０に店舗端末装置２６を備
えているときは該当アドレスに電子メールで送信したり、ファクシミリ２２やページャを
備えているときは対応する情報データを送信したり、電話機２４（携帯電話機を含む）に
コンピュータ音声で伝達する形式などが該当する。この伝達形態であっても、店舗２０に
顧客情報を提供したり、引換券の有効性を容易に確認できるようになる。
【００６８】
　上述した図１０のステップＳ７８が実行されると引換券が発行がされ、利用者は景品と
引き換えることが可能な状態になる。以下では、利用者が景品と引き換えるために行う手
順について図１２を参照しながら説明する。
【００６９】
　図１２の景品引換手順において、利用者が図１０のステップＳ６０で選択した店舗２０
に来店し（ステップＳ９０でＹＥＳ）、利用者端末装置４０や印刷紙などに表された引換
券を提示すると（ステップＳ９２でＹＥＳ）、当該引換券が有効（正当）か否かを店舗２
０の担当者が利用者のＩＤや引換券番号，認証情報などの情報項目によってチェックする
〔ステップＳ９４〕。店舗２０の担当者は、上述したステップＳ８０で伝達されるか、遊
技機メーカー１０に問い合わせることにより、利用者のＩＤや引換券番号，認証情報など
の情報項目を取得することができる。
【００７０】
　もし、ステップＳ９４のチェックを行なって利用者が提示した引換券が有効であるとき
は（ステップＳ９６でＹＥＳ）、宛名シール当該利用者の住所等を記入させ〔ステップＳ
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９８〕、住所等が記入された宛名シールを回収員が回収する〔ステップＳ１００〕。当該
宛名シールを回収する回収員は、遊技機メーカー１０の社員や嘱託者（嘱託社員等）など
が該当する。こうして回収された宛名シールを用いて、遊技機メーカー１０は利用者に対
して景品を送付する〔ステップＳ１０２〕。この手順によって、利用者は引換券を景品に
引き換えることができる。当該引換券によって引き換え可能な景品は、図５のステップＳ
１０で利用者が選択した遊技機の機種（上述した例では図１１に示す「ガンマ」）に関連
するノベルティ商品を用いるのが、利用者の景品交換意欲を向上させる点で望ましい。ノ
ベルティ商品としては、携帯電話機用ストラップ，タオル，石鹸などが該当する。
【００７１】
　なお、図１０のステップＳ６０で利用者が複数の店舗２０を選択したときは、上記景品
引換手順において選択した複数の店舗２０のうちで二以上の店舗２０に来店できるように
構成してもよい。ただし、利用者端末装置４０に提示された認証情報と店舗２０に伝達さ
れた認証情報との照合により、各店舗２０で認証を受けることが条件となる。この場合は
、利用者が来店する店舗２０の数が増えるにつれて、引き換え可能な景品のグレードを高
くするのが望ましい。具体的には、引換期間内に同一の利用者が複数の宛名シールに住所
等を記入することになるので、宛名シールの枚数が増えるにつれてグレードを高くした景
品を利用者に送付すればよい。こうすれば、利用者はグレードの高い景品を得ようとして
より多くの店舗２０に来店するので、広範囲の店舗２０で来店数が増えるようになる。
【００７２】
　上述した例では宛名シールに利用者の住所等を記入させる請求手段を採用したが、他の
請求手段を採用してもよい。例えば図１２において二点鎖線で表す手順では、遊技機メー
カー１０に景品を請求するための請求情報を店舗２０が利用者に交付し、当該請求情報に
基づいて利用者が遊技機メーカー１０に直接請求すると、遊技機メーカー１０は利用者に
対して景品を送付する〔ステップＳ１０２〕。当該請求情報は、遊技機メーカー１０に対
して景品を請求するための情報であれば任意である。例えば、遊技機メーカー１０の宛先
や請求コード、あるいは景品請求用のホームページのアドレス（ＵＲＬ）などが該当する
。この手順では宛名シールを回収する作業が不要になるので、回収費用を低減できる。
【００７３】
　上述した実施の形態によれば、以下に示す各効果を得ることができる。
（１）利用者は利用者端末装置４０によりサーバー装置１２にアクセスしたうえで機種と
入力情報を入力すると、当該機種および入力情報に適合する店舗２０の名称（店舗名）が
提示数（所定数に相当する）だけ提示される（図５のステップＳ２８および図９（Ａ）を
参照）。そして、利用者が提示された店舗２０の中から一以上の店舗２０を選択すると、
引換券の数量（すなわち発行残数）が１以上であることを条件に、選択された店舗２０に
かかる引換券と認証情報を利用者端末装置４０に送信して発行する（図１０のステップＳ
７８および図１１（Ｄ）を参照）。利用者は選択した店舗２０に赴いて該当機種で遊技し
ようとするので、利用者を意図的に当該店舗に誘導することができる。また、店舗２０に
とってみれば利用者が増えれば利益も増えるので、遊技機メーカー１０の遊技機を店舗２
０に導入する契機となる。また、利用者と店舗２０との認証情報を照合することによって
有効な引換券であるのか否かを容易に判別できる。
　上述した例では、機種および入力情報に適合する店舗２０の名称を利用者端末装置４０
に提示する構成としたが、機種および引換券の数量（１以上に限る）に適合する店舗２０
の名称を利用者端末装置４０に提示する構成としてもよい（図５のステップＳ２２を参照
）。この構成でも引換券を発行することにより、利用者を意図的に該当の店舗２０に誘導
でき、当該店舗２０が遊技機メーカー１０の遊技機を導入する契機となる。
【００７４】
（２）機種および入力情報に適合する店舗２０に加えて、機種および引換券の数量が１以
上の条件に適合する店舗２０を店舗ＤＢ１２ｆ（記憶手段１２ｅに相当する）から検索す
る構成とした（図５のステップＳ２２を参照）。この構成では、結果として利用者端末装
置４０に提示できる店舗２０の数が増えるので、利用者の選択幅が広がる。
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【００７５】
（３）検索条件に適合する店舗２０の数が提示数を超えるときは、店舗選択手段１２ｃが
提示数に絞り込んで選択し、選択された店舗２０の名称を店舗名提示手段１２ｄが利用者
端末装置４０に提示した（図５のステップＳ２４，Ｓ２６，Ｓ２８を参照）。このように
提示する店舗の数を制限したので、利用者が困惑するような状態を防止できる。
【００７６】
（４）検索条件に適合する店舗２０の数が提示数を下回るときは、店舗選択手段１２ｃが
入力情報の内容を順次に緩和して提示数を超えるまで検索を繰り返し行わせ、検索できた
提示数の店舗２０の名称を店舗名提示手段１２ｄが利用者端末装置４０に提示した（図５
のステップＳ２２，Ｓ２４，Ｓ２８，Ｓ３０を参照）。このように提示する店舗の数は提
示数を確保したので、利用者が困惑するような状態を防止し、情報提供側が意図した店舗
に利用者を有効に導くことができる。
【００７７】
（５）店舗選択手段１２ｃは、引換券の数量（＝上限数－発行数）が多い店舗２０ほど選
択される確率を高く設定したうえで、店舗２０を提示数以内に絞り込んで選択する構成と
した（図６の店舗絞り込み処理を参照）。こうすれば発行残数が多い店舗２０ほど選択さ
れる確率を高くなるので、情報提供側が意図した店舗に利用者を有効に導くことができる
ので、販売促進ツールとしてより有効に活用できる。
【００７８】
（６）サーバー装置１２には、さらに情報選択手段１２ｉと店舗情報提示手段１２ｊとを
備える構成とするとともに（図２を参照）、記憶手段１２ｅにはさらに店舗２０の住所と
、当該店舗２０の電話番号と、当該店舗２０の所在地が図示された地図の情報とのうちで
少なくとも一つを記憶する構成とした（図３を参照）。利用者は利用者端末装置４０に提
示された所定数の店舗２０について、情報の種類を選択するだけで来店するための情報を
得ることができるので、不慣れな土地の店舗２０でも容易に来店できる。したがって、情
報提供側が意図した店舗２０に利用者を有効に導くことができる。
【００７９】
（７）利用者端末装置４０に発行された引換券を有する利用者が利用者選択手段１２ｈに
よって選択された店舗２０に来店し、かつ利用者端末装置４０に提示された認証情報と引
換券発行手段１２ｎによってサーバー装置１２から店舗２０に伝達されたＩＤや認証情報
当との照合により認証を受けることを条件として、景品と引き換えられるようにした（図
１２を参照）。引換券を有する利用者が指定された店舗２０に来店すると、認証情報の照
合が行われて、景品に引き換えることができる。利用者にとっては希望する遊技機の機種
で遊技することができるだけでなく、景品を入手することもできる。また、店舗２０にと
っては来店者数の増加を図ることができる。
【００８０】
（８）利用者が複数の店舗２０を選択し、かつ選択した複数の店舗２０のうちで二以上の
店舗２０に来店し、利用者端末装置４０に提示された認証情報と店舗２０に伝達された認
証情報との照合により各店舗２０で認証を受けたときは、来店する店舗２０の数が増える
につれて引き換え可能な景品のグレードを高くした。利用者にとっては希望する遊技機の
機種で遊技することができるだけでなく、グレードの高い景品を入手することもできる。
また、店舗２０にとっては一人の利用者が複数の店舗２０に来店するので、普段は来店し
ないような新規客が来店するようになり、来店者数の増加にもつながる。
【００８１】
（９）店舗２０は、利用者端末装置４０に提示された認証情報と当該店舗２０に伝達され
た認証情報との照合により認証を受けると、遊技機メーカー１０に対して景品を請求する
ための請求手段を利用者に交付した。また、遊技機メーカー１０は、交付された請求手段
に従って請求した利用者に対して景品を送付した（図１２の二点鎖線部分を参照）。こう
すれば遊技機メーカー１０で景品を一括して管理することができ、景品が残っている限り
対応する店舗２０を利用者端末装置４０に提示して来店者数の増加を図ることができる。



(13) JP 4643961 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

　なお、遊技機メーカー１０に請求するか、法令によって認められる場合において引換券
と景品との引き換えを店舗２０で行うかを利用者に選択させ、どちらで引き換えるかによ
って景品の内容に差を設けてもよい。
【００８２】
（１０）引換券によって引き換え可能な景品は、機種選択手段１２ａによって選択された
遊技機の機種に関連するノベルティ商品を用いた（図１２のステップＳ１０２を参照）。
景品としてノベルティ商品を用い、しかも遊技機の機種に関連する商品であって市販され
ていない独自の商品であるのが望ましい。当該機種で遊技したい利用者は、他者に優越感
を得るために指定された店舗２０に来店しようとするので、店舗２０の来店者数の増加を
図ることができる。
【００８３】
（１１）利用者を特定する特定情報（ＩＤおよび暗証コード）と、当該利用者の住所およ
び当該利用者の電話番号のうちで一方または双方とを関係付けて、記憶手段１２ｅの利用
者ＤＢ１２ｇに記憶する構成とした（図４を参照）。また店舗検索手段１２ｂは、機種選
択手段１２ａによって選択された機種および特定情報を受信すると、受信した特定情報に
基づいて利用者ＤＢ１２ｇを検索し、検索できた利用者の入力情報（例えば住所および電
話番号のうちで一方または双方）に適合する店舗２０を検索する構成とした（図５のステ
ップＳ２２を参照）。入力情報を入力する場合には、住所の一部（例えば都道府県や市町
村等）や電話番号の一部（例えば市外局番等）を入力しなければならず手間がかかる。こ
れに対して、特定情報は利用者を特定する固有の情報であればよいので、住所や電話番号
に比べて入力数を減らすことが可能になる。したがって、必要な情報を入手した利用者の
手間を低減することができる。
【００８４】
（１２）店舗２０内に設置される遊技機の機種ごとについて、導入日（開店予定日）を記
憶手段１２ｅの店舗ＤＢ１２ｆに記憶する構成とした（図３を参照）。店舗名提示手段１
２ｄは、店舗の名称とともに導入日を利用者端末装置４０に提示する構成とした（図８の
ステップＳ５６および図９（Ａ）を参照）。利用者はどの機種がいつ、どの店舗２０に導
入されるのかを前もって知り得るので、来店意欲を向上させることができる。
　なお、本例では導入日を店舗ＤＢ１２ｆに記憶したが、これに代えて（あるいは加えて
）店舗２０内に設置される遊技機の機種ごとの導入数を店舗ＤＢ１２ｆに記憶するように
構成してもよい。こうすれば、利用者はどの機種にどれだけの台数が導入されるのかを前
もって知り得るので、同様に来店意欲を向上させることができる。
【００８５】
〔他の実施例〕
　以上、本発明を実施するための最良の形態について実施例に従って説明したが、本発明
は当該実施例に何ら限定されるものではない。言い換えれば、本発明の要旨を逸脱しない
範囲内において、種々なる形態で実施することが可能である。例えば、次に示す各形態を
実現してもよい。
【００８６】
（１）上述した実施の形態では、店舗ＤＢ１２ｆに蓄積して記憶する店舗情報は遊技機メ
ーカー１０側で入力した。この形態に代えて（あるいは加えて）、図２に表すように店舗
端末装置２６等の端末装置から店舗情報を店舗ＤＢ１２ｆに蓄積して記憶する店舗情報登
録手段１２ｋを備えるように構成してもよい。こうすれば、導入日（開店予定日）や導入
数、営業形態、店内に設置された遊技機の種類や台数等、店舗外観や店内の画像（または
映像）などについて正確で最新の情報を店舗ＤＢ１２ｆに記憶させることができる。また
、遊技機メーカー１０の入力負担を軽減することができる。
　なお、不正な記憶を防止するとともに、遊技機を導入する店舗２０に限って店舗ＤＢ１
２ｆに情報を記憶（登録）できるようにするため、記憶の際にパスワードを求めたり、店
舗２０の関係者のうち特定人にのみ記憶を可能とするために個人識別（例えば指紋，瞳の
虹彩，網膜，顔形，掌形，耳介，声紋などによる認証等）を行うのが望ましい。
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【００８７】
（２）上述した実施の形態では、宛名シールに利用者の住所等を記入させるか、請求情報
を利用者に交付し、遊技機メーカー１０から利用者に景品を送付するように構成した（図
１２のステップＳ９８～Ｓ１０２を参照）。この形態に代えて、法令によって認められる
場合には、遊技機メーカー１０から店舗２０ごとに応じた初期数量の景品を予め配送して
おき、利用者が提示した引換券が有効であるときは当該店舗２０内で景品を渡すように構
成してもよい。こうすれば、利用者は選択した店舗２０にすれば確実に景品を受け取れる
ので、当該店舗２０に来店しようという意欲を持つようになる。なお、宛名シールへの記
入、請求情報の交付、店舗２０内での引き換えのいずれ行うかによって景品の内容に差を
設けてもよい。
【００８８】
（３）上述した実施の形態において、図７（Ｂ）に表す情報入力画面の例では、都道府県
や市町村を入力する構成とした。この形態に代えて、広範囲な地域から順番に範囲を狭め
てゆくように入力する構成としてもよい。例えば最初は全国の地方（北海道，東北，関東
，北陸，東海，近畿，中国，四国，九州）から一の地方を選択させ、次に選択した地方に
含まれる都道府県（例えば東海地方ならば愛知県，岐阜県，三重県，静岡県等）から一の
都道府県を選択し、さらに選択した都道府県について市町村を選択する。このようにすれ
ば、利用者が入力回数が減るので操作が簡単になり、利用率が高まる。
【００８９】
（４）遊技機の機種ごとについて店舗内に配置した配置図を店舗ＤＢ１２ｆに記憶し、店
舗名提示手段１２ｄが店舗の名称とともに当該配置図を利用者端末装置４０に提示するよ
うに構成してもよい。こうすれば、利用者はどの機種に店内のどこに配置されているのか
を前もって知り得るので、さらに来店意欲を向上させることができる。
【００９０】
（５）上述した実施の形態では、リンクを付して引換券が発行可能である店舗２０は、図
９（Ａ）の表示例で示すように、図６のステップＳ４２で抽出した店舗のみを対象とした
（図５のステップＳ２８）。この形態に代えて、ステップＳ２２で課す検索条件として引
換券の数量（発行残数）を含む場合には、当該検索条件に適合する全ての店舗を対象とし
てもよい。この場合は、例えば図１３（Ａ）に示すような画面が表示され、提示された全
ての店舗２０（パーラーＰＦからパーラーＰＪまで）で引換券が発行可能になる。
　また、提示数を無制限としたり、導入日や住所などでソートしたり、リンク以外の表示
形態で引換券が発行可能である店舗を表すなどについて、少なくとも一つを実現して提示
する構成としてもよい（図５のステップＳ２８）。例えば図１３（Ｂ）に示すような画面
では、ステップＳ２２で課す検索条件に適合する全ての店舗が提示対象となり、導入日が
早い店舗２０ほど上位に表示され、引換券を発行可能な店舗には丸付きの「引」で提示し
ている。図１３（Ｂ）の例では六つの店舗２０しか表示されていないが、スクロールバー
を上下に移動させることで検索された全ての店舗２０を表示できる。
　これらの形態であっても、引換券を発行することにより、利用者を意図的に該当の店舗
２０に誘導でき、当該店舗２０が遊技機メーカー１０の遊技機を導入する契機となる。
【００９１】
（６）上述した実施の形態では、検索された店舗を絞り込むための店舗絞り込み処理の手
続きとして図６に例示した。当該図６の手続きでは、特定要素（例えば地域や引換券の数
量等）に偏りが生じる場合が考えられる。そこで、図６に代えて図１４に示す店舗絞り込
み処理を実行する構成としてもよい。以下では、図５のステップＳ２２において第１検索
と第２検索が並行して行われたことを前提として、図１４の手続き例を簡単に説明する。
【００９２】
　まず提示数を所定の比率（例えば７：３や５：４等）で按分し〔ステップＳ１１０〕、
第１検索で検索された店舗２０の中からランダムに選択して第１按分数に絞り込み〔ステ
ップＳ１１２〕、第２検索で検索された店舗２０の中から引換券の数量が多い順に選択し
て第２按分数に絞り込む〔ステップＳ１１４〕。
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　ステップＳ１１０では提示数を第１按分数と第２按分数とに分けるが、初めからシステ
ムで第１按分数と第２按分数とを設定する構成としてもよい。第１按分数に絞り込みはス
テップＳ１１２のようなランダムに代えて、一定の基準（例えば利用者が入力した入力情
報に近い住所等）を満たす店舗を順に選択してもよい。第２按分数に絞り込みはステップ
Ｓ１１４のような引換券の数量の順に代えて、ランダムに選択したり、上記一定の基準を
満たす店舗を順に選択してもよい。
【００９３】
　上述した図１４の店舗絞り込み処理を実行することにより、特定要素にかかる偏りを減
らすことができる。したがって、情報提供側が意図した店舗に利用者を有効に導くことが
でき、利用者が困惑するような状態を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本システムの全体構成例を模式的に表す図である。
【図２】サーバー装置の構成例を模式的に表す図である。
【図３】店舗ＤＢの一例を説明する図である。
【図４】利用者ＤＢの一例を説明する図である。
【図５】情報提供処理の手続き例を表すフローチャートである。
【図６】店舗絞り込み処理の手続き例を表すフローチャートである。
【図７】利用者端末装置における表示例を表す図である。
【図８】店舗情報提示処理の手続き例を表すフローチャートである。
【図９】利用者端末装置における表示例を表す図である。
【図１０】引換券発行処理の手続き例を表すフローチャートである。
【図１１】利用者端末装置での表示例を表す図である。
【図１２】景品引換手順の例を表すフローチャートである。
【図１３】利用者端末装置における表示例を表す図である。
【図１４】店舗絞り込み処理の手続き例を表すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９５】
　１０　遊技機メーカー
　１２　サーバー装置
　１２ａ　機種選択手段
　１２ｂ　店舗検索手段
　１２ｃ　店舗選択手段
　１２ｄ　店舗名提示手段
　１２ｅ　記憶手段
　１２ｆ　店舗ＤＢ
　１２ｇ　利用者ＤＢ
　１２ｈ　利用者選択手段
　１２ｉ　情報選択手段
　１２ｊ　店舗情報提示手段
　１２ｋ　店舗情報登録手段
　１２ｍ　利用者情報登録手段
　１２ｎ　引換券発行手段
　２０　店舗
　２２　ファクシミリ
　２４　電話機
　２６　店舗端末装置
　３０　通信回線網
　４０　利用者端末装置
　４２　携帯電話機
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　４４　携帯情報端末
　４６　携帯型コンピュータ
　４８　据置型コンピュータ
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(19) JP 4643961 B2 2011.3.2

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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