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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
登録されている顧客に対し、サービス取引の額及び／又は商品取引の額に対応させて当該
登録されている顧客にサービスを提供する顧客管理システムであって、第一の磁気記録媒
体発行機及びＰＯＳターミナル、並びにこれらとネットワークで接続されている中央の情
報処理装置とで構成され、
前記第一の磁気記録媒体発行機は、少なくとも顧客認識手段が記録されている第一の磁気
記録媒体を登録された顧客に発行すると共に、所定期間におけるサービス取引及び／又は
商品取引の総額に対応させて、又は所定期間におけるサービス取引及び／又は商品取引の
総額をサービスポイントに換算し当該換算されたサービスポイントの総計に対応させて予
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め複数定められているサービスランクであって、サービス取引及び／又は商品取引の額を
サービスポイントに換算する換算率の多寡が各サービスランクごとに異なっている複数の
サービスランクの中から選択されて当該登録された顧客に定められたサービスランクと、
前記顧客認識手段とを関連付けて前記中央の情報処理装置へ送出し、
前記ＰＯＳターミナルは、前記第一の磁気記録媒体から読み取った前記顧客認識手段と、
当該登録された顧客による商品買い上げ情報とを前記中央の情報処理装置へ送出し、
前記中央の情報処理装置は、前記予め複数定められているサービスランク並びに、前記第
一の磁気記録媒体発行機から送出されてきた前記登録された顧客に定められたサービスラ
ンクとこれに関連付けられている前記顧客認識手段とを記憶すると共に、前記ＰＯＳター
ミナルから送出されてきた前記顧客認識手段と商品買い上げ情報とに基づき、前記顧客認
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識手段に対応する登録されている顧客による取引額のサービスポイントへの換算、取引額
を加算しての蓄積・換算されたサービスポイントを加算しての蓄積、所定期間経過時にお
ける前記蓄積された取引額あるいは蓄積されたサービスポイントと、前記複数のサービス
ランクの各ランクが対応する取引額総額の範囲あるいはサービスポイント総計の範囲との
比較、所定期間経過時に顧客に適用されるサービスランクの把握、把握された所定期間経
過時に顧客に適用されるサービスランクにおけるサービス取引及び／又は商品取引の額を
サービスポイントに換算する換算率を用いての所定期間経過時における前記蓄積された取
引額のサービスポイントへの換算、及び、所定期間経過時に当該所定期間における前記登
録されている顧客の取引額累計又はサービスポイント累計が対応するサービスランクと、
前記予め定められている複数のサービスランクとを比較し、所定期間経過後の登録継続後
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の所定期間に提供される新たなサービスのランクを定め、登録継続後に適用されるサービ
スとして当該顧客の顧客認識手段に関連付けて記憶するという処理を行うことを特徴とす
る顧客管理システム。
【請求項２】
登録されている顧客に対し、サービス取引の額及び／又は商品取引の額に対応させて当該
登録されている顧客にサービスを提供する顧客管理システムであって、第一の磁気記録媒
体発行機及びＰＯＳターミナル、並びにこれらとネットワークで接続されている中央の情
報処理装置とで構成され、
前記第一の磁気記録媒体発行機は、少なくとも顧客認識手段が記録されている第一の磁気
記録媒体を登録された顧客に発行し、所定期間におけるサービス取引及び／又は商品取引
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の総額に対応させて、又は所定期間におけるサービス取引及び／又は商品取引の総額をサ
ービスポイントに換算し当該換算されたサービスポイントの総計に対応させて予め複数定
められているサービスランクであって、サービス取引及び／又は商品取引の額をサービス
ポイントに換算する換算率の多寡が各サービスランクごとに異なっている複数のサービス
ランクの中から選択されて当該登録された顧客に定められたサービスランクと、前記顧客
認識手段とを関連付けて前記中央の情報処理装置へ送出し、前記所定期間において前記登
録された顧客からの要請に基づくサービス提供の要請と登録されている前記顧客認識手段
とを関連付けて前記中央の情報処理装置へ送出し、前記顧客認識手段に対応する登録され
ている顧客の累積サービスポイントについての前記中央の情報処理装置からの情報を受信
し、前記顧客認識手段に対応する登録されている顧客へサービスポイントを発行すると共
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に、発行されたサービスポイント数を前記中央の情報処理装置へ送出する、
前記ＰＯＳターミナルは、前記第一の磁気記録媒体から読み取った前記顧客認識手段と、
当該登録された顧客による商品買い上げ情報とを前記中央の情報処理装置へ送出し、
前記中央の情報処理装置は、前記予め複数定められているサービスランク並びに、前記第
一の磁気記録媒体発行機から送出されてきた前記登録された顧客に定められたサービスラ
ンクとこれに関連付けられている前記顧客認識手段とを記憶すると共に、前記ＰＯＳター
ミナルから送出されてきた前記顧客認識手段と商品買い上げ情報とに基づき、前記顧客認
識手段に対応する登録されている顧客による取引額のサービスポイントへの換算、取引額
を加算しての蓄積・換算されたサービスポイントを加算しての蓄積、所定期間中における
前記第一の磁気記録媒体発行機から送出されてきたサービス提供の要請と前記顧客認識手
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段とに基づき、当該顧客認識手段に対応する登録されている顧客の累積サービスポイント
についての情報を前記第一の磁気記録媒体発行機へ送出し、前記第一の磁気記録媒体発行
機からの発行済みサービスポイント数についての情報に基づきサービスポイントの減算と
減算後の累積サービスポイントの記憶、所定期間経過時における前記蓄積された取引額あ
るいは蓄積されたサービスポイントと、前記複数のサービスランクの各ランクが対応する
取引額総額の範囲あるいはサービスポイント総計の範囲との比較、所定期間経過時に顧客
に適用されるサービスランクの把握、把握された所定期間経過時に顧客に適用されるサー
ビスランクにおけるサービス取引及び／又は商品取引の額をサービスポイントに換算する
換算率を用いての所定期間経過時における前記蓄積された取引額のサービスポイントへの
換算、前記換算されたサービスポイント数から所定期間中に顧客へ提供していたサービス
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ポイントを減算処理して実際に提供すべきサービスポイントを算出し、及び、所定期間経
過時に当該所定期間における前記登録されている顧客の取引額累計又はサービスポイント
累計が対応するサービスランクと、前記予め定められている複数のサービスランクとを比
較し、所定期間経過後の登録継続後の所定期間に提供される新たなサービスのランクを定
め、登録継続後に適用されるサービスとして当該顧客の顧客認識手段に関連付けて記憶す
るという処理を行うことを特徴とする顧客管理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、登録された顧客の最新情報を確保して、顧客のサービス取引及び／又は商品
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取引の実情に対応する肌理細かなサービスを提供し、特定情報を提供した顧客に対しては
、前記一般サ−ビスに加えて当該特定情報が消滅する迄又は登録後一定期間特定サービス
を行ない、顧客の最新取引情報に対応した適切なサービスを適時に行うことを目的とした
顧客管理システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来顧客の購買実績に応じてサービスを向上させることを目的としてスタンプカードを利
用した商店街又はショッピングセンター等の加盟各店別顧客管理装置が提案されている（
特開平５−１７４２５０号）。
【０００３】
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また取引ポイント数をカードに記憶させ、これに対応したサービスを行うようにした取引
ポイント処理装置およびレシートの発明も提案されている（特開平６−３６１４３号）。
【０００４】
次に時間帯毎に、買い上げ金額に応じたランクを設け、各ランクに応じて特典ポイントを
補正して出力する電子式キャッシュレジスタの発明が提案されている（特開平６−１１９
５５７号）。
【０００５】
更に点数管理方法に関し、点数管理、点数、サービス情報の通知及びサービス提供におい
て、商品取引形態への汎用性を高め、商取引状況への柔軟な対応を簡単な操作で実現でき
るようにすることを目的とした発明も提案されている

（特開平６−２９５３９０号）。
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【０００６】
【発明により解決すべき課題】
前記従来の発明は、顧客の購買実績に対応するサービスの提供を主目的としているが、継
続性が不十分となるおそれがあり、商品取引毎のサービスの向上、向上したサービスの持
続性がないなどの問題点がある。また顧客の特定情報（例えば結婚、出生、入学その他）
についての特定サ−ビスは行われていたが、顧客の一般サービスに付加する方式の特定サ
ービスは行われていなかった。更に前記サービス網を同一系列店舗又は提携店舗等まで提
供できるようにすることは困難な場合もあった。
【０００７】
また商品取引以外についても、適切な情報の提供並びに個別サービス（顧客の特質に対応
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するサービス）については考慮されていなかった。
【０００８】
【課題を解決する為の手段】
然るにこの発明は、登録その他顧客の申し出によりサービス範囲及び手段を確定し（不特
定多数ではない）、当該登録顧客に対してのみ個別かつ所定サービス（情報サービス、価
格サービスその他特典付与など）を行うことにより、前記従来の問題点を解決したのであ
る。
【０００９】
この発明によれば、商品取引額に対応するサービスランクを設けて、そのサービスランク
を一定期間持続し、継続に際しては、前期のサービスランクを適用し、サービスランクの
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基準を越えた場合には、上位のランクでサービスを継続し、ポイントサービスと、情報サ
ービスを組み合せて行うことができる。
【００１０】
更に商品取引額が一定期間内に最高サービスランクをはるかに越えた場合には、長期の最
高ランク資格者として記録するなどの特典を付与することもできるなどによりサービスの
向上を図ったのである。
【００１１】
この発明が提案する顧客管理システムを更に詳述すると以下のようになる。すなわち、こ
の発明は、以下の構成からなる顧客管理システムである。
【００１２】
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本発明の顧客管理システムは、登録されている顧客に対し、サービス取引の額及び／又は
商品取引の額に対応させて当該登録されている顧客にサービスを提供する顧客管理システ
ムであって、第一の磁気記録媒体発行機及びＰＯＳターミナル、並びにこれらとネットワ
ークで接続されている中央の情報処理装置とで構成されている。
ここで、前記第一の磁気記録媒体発行機は、少なくとも顧客認識手段が記録されている第
一の磁気記録媒体を登録された顧客に発行すると共に、所定期間におけるサービス取引及
び／又は商品取引の総額に対応させて、又は所定期間におけるサービス取引及び／又は商
品取引の総額をサービスポイントに換算し当該換算されたサービスポイントの総計に対応
させて予め複数定められているサービスランクであって、サービス取引及び／又は商品取
引の額をサービスポイントに換算する換算率の多寡が各サービスランクごとに異なってい
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る複数のサービスランクの中から選択されて当該登録された顧客に定められたサービスラ
ンクと、前記顧客認識手段とを関連付けて前記中央の情報処理装置へ送出するものである
。
また、前記ＰＯＳターミナルは、前記第一の磁気記録媒体から読み取った前記顧客認識手
段と、当該登録された顧客による商品買い上げ情報とを前記中央の情報処理装置へ送出す
るものである。
更に、前記中央の情報処理装置は、前記予め複数定められているサービスランク並びに、
前記第一の磁気記録媒体発行機から送出されてきた前記登録された顧客に定められたサー
ビスランクとこれに関連付けられている前記顧客認識手段とを記憶すると共に、前記ＰＯ
Ｓターミナルから送出されてきた前記顧客認識手段と商品買い上げ情報とに基づき、前記
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顧客認識手段に対応する登録されている顧客による取引額のサービスポイントへの換算、
取引額を加算しての蓄積・換算されたサービスポイントを加算しての蓄積、所定期間経過
時における前記蓄積された取引額あるいは蓄積されたサービスポイントと、前記複数のサ
ービスランクの各ランクが対応する取引額総額の範囲あるいはサービスポイント総計の範
囲との比較、所定期間経過時に顧客に適用されるサービスランクの把握、把握された所定
期間経過時に顧客に適用されるサービスランクにおけるサービス取引及び／又は商品取引
の額をサービスポイントに換算する換算率を用いての所定期間経過時における前記蓄積さ
れた取引額のサービスポイントへの換算、及び、所定期間経過時に当該所定期間における
前記登録されている顧客の取引額累計又はサービスポイント累計が対応するサービスラン
クと、前記予め定められている複数のサービスランクとを比較し、所定期間経過後の登録
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継続後の所定期間に提供される新たなサービスのランクを定め、登録継続後に適用される
サービスとして当該顧客の顧客認識手段に関連付けて記憶するという処理を行うものであ
る。
このシステムによる顧客管理方法は、以下のように実行される。
（ａ）登録されている顧客に対し、サービス取引の額及び／又は商品取引の額に対応させ
て当該登録されている顧客にサービスを提供する顧客管理方法であって、（ｂ）顧客を登
録する際に当該登録した顧客に提供するサービスのランクを、所定期間におけるサービス
取引及び／又は商品取引の総額に対応させて、又は所定期間におけるサービス取引及び／
又は商品取引の総額をサービスポイントに換算し当該換算されたサービスポイントの総計
に対応させて予め複数定めているサービスランクの中から選択して定め、（ｃ）登録した
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顧客がサービス取引及び／又は商品取引を行う度ごとに取引額を加算し、又は前記取引額
をサービスポイントに換算して当該換算されたサービスポイントを加算し、（ｅ）所定期
間経過時に、当該所定期間内における取引額の総額又は当該所定期間内におけるサービス
ポイントの総計が前記登録の際に定められたサービスランクに対応する取引額の総額又は
サービスポイント総計の範囲内である場合には、前記取引額の総額又はサービスポイント
の総計と登録の際に定めていたサービスランクとに対応させてサービスを顧客に提供し、
前記取引額の総額又はサービスポイントの総計が前記登録の際に定められたサービスラン
クに対応する取引額の総額又はサービスポイント総計の範囲外である場合には、前記登録
の際に定められていたサービスランクと異なるサービスのランクであって、前記取引額の
総額又はサービスポイントの総計が該当するサービスランクとに対応させて、サービスを
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顧客に提供し、（ｆ）前記所定期間後、登録を継続するにあたって、当該登録を継続する
顧客に対して登録継続後の所定期間内に提供されるサービスのランクは、前記予め複数定
めているサービスランクの中の、前記登録継続の直前の所定期間内における取引額の総額
、又は前記登録継続の直前の所定期間内におけるサービスポイントの総計が対応している
サービスランクが適応されるように定められることを特徴とする顧客管理方法である。
【００１３】
前記の顧客管理システムは、登録した顧客が所定期間、すなわち登録が有効な期間、例え
ば、登録後１年間に、この顧客管理システムを提供している同一系列店舗又は提携店舗に
おいて行うサービス取引（例えば、飲食物提供サービスの購入）及び／又は商品取引（商
品の購入）の取引額をサービスポイントに換算し、例えば、１０００円の取引があったと
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きには、この取引額を２０ポイントのサービスポイントに換算し、これを前記所定期間に
おいて取引の度ごとに加算して蓄積し、蓄積された取引額累計又はサービスポイント累計
に応じて、この顧客管理システムを提供している同一系列店舗又は提携店舗において使用
可能な金券（買物券など）あるいは使用可能な金券に該当する第二の磁気記録媒体（例え
ば、磁気カード）を、顧客に対するサービスとして提供するものである。例えば、１００
０ポイント蓄積された場合に、この顧客管理システムを提供している同一系列店舗又は提
携店舗において使用可能な１０００円分の金券（買物券など）あるいは使用可能な１００
０円分の第二の磁気記録媒体（例えば、磁気カード）を顧客に提供するものである。
【００１４】
特に、前記のように、所定期間内における登録している顧客の取引額をサービスポイント
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に換算する際の換算率を、所定期間内における登録している顧客の取引額の多寡に応じて
区別し、これによって、登録した顧客に提供するサービスのランクを、すなわち主要には
取引額をサービスポイントに換算する際の換算率の多寡を、所定期間におけるサービス取
引及び／又は商品取引の総額に対応させて、又は所定期間におけるサービス取引及び／又
は商品取引の総額をサービスポイントに換算し当該換算されたサービスポイントの総計に
対応させて定める顧客管理システムであって、所定期間経過時に累計された取引額に対応
させてサービスポイントに換算する際に、登録した時点で定めたサービスランクに対応す
る取引額の範囲内である場合には、当該定められていたサービスランクにおける換算率で
累計取引額をサービスポイントに換算し、換算されたサービスポイントに対応する金券あ
るいは第二の磁気記録媒体を顧客へのサービスとして発行する。一方、所定期間経過時に
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累計された取引額に対応させてサービスポイントに換算する際に、登録した時点で定めた
サービスランクに対応する取引額の範囲外である場合には、当該範囲外の取引額に対応す
るサービスランクでの換算率によって累計取引額をサービスポイントに換算し、換算され
たサービスポイントに対応する金券あるいは第二の磁気記録媒体を顧客へのサービスとし
て発行するものである。
【００１５】
この顧客管理システムは、この顧客管理システムを提供している同一系列店舗又は提携店
舗などに設置されている第一の磁気記録媒体発行機と、ＰＯＳターミナル及び、これらと
ネットワークで接続されている中央の情報処理装置、例えば、マスターコンンピュータと
で構成されている。
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【００１６】
この顧客管理システムにおいて顧客を登録する際には、まず登録期間におけるサービスラ
ンクが定められると共に、第一の磁気記録媒体発行機から発行される第一の磁気記録媒体
、例えば磁気カードが登録した顧客に渡される。発行された第一の磁気記録媒体には、少
なくとも顧客認識手段、例えば識別番号が記録される。一方、第一の磁気記録媒体発行機
から、前記顧客認識手段、例えば識別番号と前記定められたサービスランクとが当該顧客
認識手段、例えば識別番号に関連付けられて中央の情報処理装置へ送出され、ここで記憶
される。
【００１７】
登録された顧客が所定期間中、すなわち登録期間中、例えば、登録後１年間、にこの顧客
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管理システムを提供している同一系列店舗又は提携店舗においてサービス及び／又は商品
取引を行うと、ＰＯＳターミナルにおいて読み取られた前記第一の磁気記録媒体に記録さ
れていた顧客認識手段、例えば識別番号と商品買い上げ情報（少なくとも商品名・サービ
ス名、買い上げ金額に関する情報）とが前記中央の情報処理装置へ送出され、ここで、前
記識別番号を有する顧客の取引額（買い上げ金額）の加算、あるいは取引額をサービスポ
イントに換算しこの換算されたサービスポイントの加算が行われ、累積取引額あるいは累
積サービスポイントとして記憶される。なお、ＰＯＳターミナルに取引額をサービスポイ
ントに換算するための計算手段を備えておくことにより、サービスポイントへの換算をＰ
ＯＳターミナルにおいて行うこともできる。
【００１８】
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所定期間経過後、すなわち登録期間終了時、例えば登録後１年経過した時に、顧客がサー
ビスの提供（金券あるいは金券として使用できる第二の磁気記録媒体の発行）を申し出る
と、当該申し出た顧客から提出された第一の磁気記録媒体を第一の磁気記録媒体発行機で
読取り、識別番号などの必要な情報を前記中央の情報処理装置に送出し、前記中央の情報
処理装置において、登録していた顧客の識別番号にて記憶されている累積取引額あるいは
累計サービスポイント数が、登録時に定めていたサービスランクに対応する取引額あるい
はサービスポイントの範囲と比較される。
【００１９】
すなわち、例えば、最初に登録する顧客に適用される最も低いサービスランクであるサー
ビスランクＤ（登録期間、例えば登録後１年間における取引額が２０万円までの顧客、あ
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るいは登録継続した顧客であって継続する前の１年間における取引額が２０万円までの顧
客、に適用されるサービスランクで、このサービスランクにおいて顧客に提供されるサー
ビスは、主要には、累計取引額のサービスポイントへの換算率を２％として取り扱うもの
である）で登録していた人は、累積取引額が２０万円を越えているかどうか、あるいは累
計サービスポイント数が４０００ポイントを越えているかどうかが前記中央の情報処理装
置において比較される。例えば、取引額が１０万円（サービスポイントでは２０００ポイ
ント）であった場合には、これがサービスランクＤに対応する取引額に対応するものであ
るかどうかが、比較され、この場合は対応している範囲であるので、前記取引額１０万円
又はサービスポイントの総計２０００ポイントと登録の際あるいは登録継続の際に定めて
いたサービスランク（この場合は、サービスランクＤ）とに対応させてサービスが顧客に
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提供される。すなわち、前記取引額１０万円に対してサービスランクＤにおける２％の換
算率でサービスポイントを算出し、２０００ポイントに対応する金券（買物券など）ある
いは第二の磁気記録媒体を発行するように、指令が前記中央の情報処理装置から前記第一
の磁気記録媒体発行機に出力される。一方、サービスランクＤで登録していたにもかかわ
らず、取引額がサービスランクＤより一つ上のサービスランクＣ（登録期間、例えば登録
後１年間における取引額が２０万円〜５０万円の顧客、あるいは登録継続した顧客であっ
て継続する前の１年間における取引額が２０万円〜５０万円の顧客、に適用されるサービ
スランクで、このサービスランクにおいて顧客に提供されるサービスは、主要には、累計
取引額のサービスポイントへの換算率を４％として取り扱うものである）に対応する取引
額、例えば４０万円である場合には、サービスランクＣにおける４％の換算率でサービス
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ポイントを算出し、１６０００ポイントに対応する金券（買物券）あるいは第二の磁気記
録媒体を発行するように、指令が前記中央の情報処理装置から前記第一の磁気記録媒体発
行機に出力される。この場合、本来登録されていたサービスランクＤにおける２％の換算
率に対応する８０００ポイントのサービスポイントが、いわばベースポイントであり、サ
ービスランクＣに対応した取引金額であったとして追加された２％分の８０００ポイント
のサービスポイントが、いわばボーナスポイントということになる。
【００２０】
このようにして本発明の顧客管理システムにおいては、このシステムを採用している同一
系列店舗又は提携店舗において、より取引額の多い顧客に対してより高いサービスを効率
よく提供することができる。
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【００２１】
逆に、登録を更新、継続してサービスランクＣが適用されていたにもかかわらず、そのサ
ービスランクＣでの登録期間における取引額が、サービスランクＤに対応する範囲の取引
額である１０万円でしかなければ、登録期間終了時におけるサービスポイントへの換算率
は、サービスランクＤの２％が適用されることになる。すなわち、少なくとも、２％の換
算率でのサービスポイントはベースポイントとして提供されることになる。
【００２２】
このような、取引額のサービスポイントへの換算、取引額を加算しての蓄積・換算された
サービスポイントを加算しての蓄積（取引額累計、あるいはサービスポイント累計の記録
の更新と記憶）、所定期間経過時（すなわち登録期間終了時）における予め記憶している
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本発明の顧客管理システムが提供するサービスランクとこれが適用される取引額の範囲に
対する取引額累計あるいはサービスポイント累計の比較、所定期間経過時（すなわち登録
期間終了時）における顧客に適用されるサービスランクの把握、所定期間経過時（すなわ
ち登録期間終了時）に顧客に提供すべきサービスポイントへの換算などの処理を中央の情
報処理装置が行うことになる。これは、中央の情報処理装置に、従来公知の記憶手段、計
算手段などの情報処理手段を備え、適切に組み合わせることにより実施できる。ただし、
サービス及び／又は商品取引時におけるサービスポイントへの換算は、ＰＯＳターミナル
において行う構成にすることもできる。
【００２３】
本発明が提供する顧客管理システムは、登録した顧客が、所定期間中、すなわち登録して
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いる期間、例えば、登録後１年の間に、登録後それまでの期間での取引によって積み上げ
てきたサービスポイントに対応するサービスの提供、すなわち登録後それまでの期間での
取引によって積み上げてきたサービスポイントに対応する金券あるいは第二の磁気記録媒
体の発行、を要求することができるものである。
【００２４】
すなわち、前記の顧客管理システムにおいて、（ｄ）加算された取引額が所定の取引額を
越えた場合、又は加算されたサービスポイントが所定のサービスポイント数を越えた場合
、前記登録した顧客からの要求に応じてサービスを提供し、（ｆ）所定期間経過時に、当
該所定期間内における取引額の総額又は当該所定期間内におけるサービスポイントの総計
が前記登録の際に定められたサービスランクに対応する取引額の総額又はサービスポイン
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ト総計の範囲内である場合には、前記取引額の総額又はサービスポイントの総計と登録の
際に定めていたサービスランクとに対応させたサービスから前記顧客の要求に応じて提供
済みのサービスを減じたサービスを顧客に提供し、前記取引額の総額又はサービスポイン
トの総計が前記登録の際に定められたサービスランクに対応する取引額の総額又はサービ
スポイント総計の範囲外である場合には、前記登録の際に定められていたサービスランク
と異なるサービスのランクであって、前記取引額の総額又はサービスポイントの総計が該
当するサービスランクとに対応させたサービスから前記顧客の要求に応じて提供済みのサ
ービスを減じたサービスを顧客に提供するものである。
【００２５】
この場合、前記途中でのサービスの提供を申し出てきた顧客の第一の磁気記録媒体を、第
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一の磁気記録媒体発行機で読取り、読み取った情報と、現時点までの累積サービスポイン
トからサービスの提供を受けたい旨の情報を中央の情報処理装置へ送出する。中央の情報
処理装置では、送られてきた情報に基づき、該当する識別番号に関連付けて記憶されてい
る累積サービスポイントを取り出し、この情報を第一の磁気記録媒体発行機へ送出する。
第一の磁気記録媒体発行機側において、累積サービスポイントの範囲内で、顧客の要望に
応じてサービスポイントに対応する金券（買物券など）あるいは第二の磁気記録媒体（例
えば、磁気カード）を発行し、発行したサービスポイント数を、中央の情報処理装置へ送
出する。中央の情報処理装置では、発行したサービスポイント数を累積サービスポイント
から減算処理し、この減算後のサービスポイントを前記識別番号に関連付けて記憶してお
く。これ以降、この顧客によって所定期間（登録されている期間）内にサービス／商品取
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引が行われた場合には、前記の減算後のサービスポイントに、取引の度ごとにサービスポ
イントが加算、蓄積（記憶）されていくことになる。
【００２６】
このように本発明の顧客管理システムにおいては、顧客の要望によりこまやかに対応して
適切なサービスを提供することができる。
【００２７】
この場合、所定期間経過後、すなわち登録期間終了時に、顧客に提供すべきサービスポイ
ントの計算は、次のように行われる。すなわち、前述したと同様に、所定期間（登録され
ている期間）における顧客の取引額の総額あるいはサービスポイント累計に応じて適用さ
れるサービスランクが選択され、提供すべきサービスポイント数が算出されるが、ここで
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、算出された後のサービスポイント数から、前記のように所定期間（登録されている期間
）中に、顧客からの要求に応じて既に顧客に提供されているサービスポイントが減算され
、減算された後の残りのサービスポイントに対応する金券あるいは第二の磁気記録媒体が
顧客に提供されることになる。
【００２８】
例えば、サービスランクＤで登録した顧客が、半年経過した時点で、１０万円分の取引高
累計に達しており（サービスポイント累計では、２０００ポイント）、その時点で、この
顧客管理システムを提供している同一系列店舗又は提携店舗において使用可能な１０００
円（１０００サービスポイントに対応する）分の金券（買物券など）あるいは使用可能な
１０００円（１０００サービスポイントに対応する）分の第二の磁気記録媒体（例えば、
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磁気カード）の提供を受け、一年経過して登録終了する時点で、この１年間における累積
取引額がサービスランクＣが適用されるべき４０万円であったとする。この場合、前記の
ように、サービスランクＣにおける４％の換算率でサービスポイントが算出され、この所
定期間経過時に顧客に提供すべきサービスポイントは、１６０００ポイントと算出される
。そして、ここで、前記途中で顧客に提供されていた１０００ポイントが減算され、１５
０００ポイントに対応する金券あるいは第二の磁気記録媒体が顧客に提供されることにな
るのである。
【００２９】
このような所定期間中（登録期間中）におけるサービスポイントの減算と減算後の累積サ
ービスポイントの記憶、その後の取引に応じての前記減算後の累積サービスポイントへの
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サービスポイントの加算・累積サービスポイントの更新と記憶、所定期間中（登録期間中
）における取引額・サービスポイントの加算と累積取引額・累積サービスポイントの記憶
、所定期間経過時（登録期間経過時）における顧客に適用すべきサービスランクの把握と
、顧客に提供すべきサービスポイントの算出、算出したサービスポイント数から所定期間
中（登録期間中）に顧客へ提供していたサービスポイントを減算処理し実際に提供すべき
サービスポイントを算出する処理は、中央の情報処理装置において行われる。
【００３０】
前記において、加算された取引額が所定の取引額を越えた場合、又は加算されたサービス
ポイントが所定のサービスポイント数を越えた場合に、顧客からの要求に応じてサービス
を提供することとしているのは、サービスの提供をサービスポイントでいえば、１０００
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ポイントを一区切りとして行う、すなわち、途中で累積されているサービスポイントが、
１６００ポイントである場合、１０００ポイント単位でなければ、サービスの提供を受け
られないようにシステムを構築することを考えて、途中でサービスの提供を受けるには予
め定めたサービスポイント・累積取引額を越えることが必要であるようにしたものである
。この所定のサービスポイント・累積取引額を中央の情報処理装置に記憶しておく等によ
って、所定期間中（登録期間中）に顧客から申出があっても、これに達していなければ、
サービスの提供は行わないようなシステムとすることができる。
【００３１】
前記のいずれの顧客管理システムにおいても、前記所定期間経過時（登録期間経過時）以
降、登録を継続する場合、顧客に提供するサービスのランクは、前記所定期間内における
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取引額の総額、又は前記所定期間内におけるサービスポイントの総計に対応させて定めら
れる構成とすることができる。すなわち、前述したサービスランクＤで登録していた人が
、当該サービスランクＤで登録していた所定期間（登録期間）において４１万円の取引を
行い、所定期間経過時（登録期間経過時）に登録を継続する場合、取引額４１万円（又は
４１万円に対応するサービスポイント８２００）は、前述したサービスランクＣに対応す
る取引額又はサービスポイントの範囲に入るので、継続後の登録期間においては、サービ
スランクＣのサービスが提供されることになる。
【００３２】
これは、最初に登録していた所定期間（登録期間）における当該顧客の取引額累計及び／
またはサービスポイント累計が中央の情報処理装置に記憶されており、一方、本発明の顧
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客管理システムが提供する主要なるサービスの内容、すなわち、所定期間（登録期間）に
おける取引額累計、サービスポイント累計の範囲と、これに対応して提供されるサービス
ランクの対応関係も中央の情報処理装置に記憶されているので、これらを中央の情報処理
装置において比較することにより新たに適用すべきサービスランクを定め（第一の磁気記
録媒体発行機から出力されてきた登録を継続するとの情報を受け取った時点で、中央の情
報処理装置において自動的に認識、選定する構成にすることもできる。また、登録を継続
するとの情報を受け取らなくても、中央の情報処理装置において期限を管理し、自動的に
認識、選定し、登録期間が満了する前に顧客へ通知するようにシステムを構成することも
できる）、登録継続後に適用されるサービスランクとして顧客の識別番号に関連付けて中
央の情報処理装置に記憶することになる。
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【００３３】
前記の場合、前記と逆にサービスランクＣで登録していた人が、所定期間（登録期間）に
おける取引額累計が１０万円でしかなく、これで登録を継続すると、継続後は、サービス
ランクＤでのサービスの提供を受けることになる。
【００３４】
いずれにしても、本発明の顧客管理システムにおいては、このシステムを採用している同
一系列店舗又は提携店舗において、より取引額の多い顧客を効率よく選び出し、このよう
な顧客に対してより高いサービスを効率よく提供することができる。
【００３５】
また、前記のいずれの顧客管理システムにおいても、所定期間経過時以降、登録を継続す
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る場合、所定期間経過時に顧客に提供されずに残されたサービスは、登録継続後に持ち越
されて顧客に提供されるように構成することができる。すなわち、所定期間経過（登録終
了）時に、前記のようにして算出した顧客に提供すべきサービスポイントが１６１００ポ
イントあったが、登録を継続する時点で顧客がサービスの提供を受けなかった場合、この
サービスポイント１６１００ポイントを継続後の登録に持ち越すべく、中央の情報処理装
置において記憶しておき、継続された登録期間中における顧客からの申出に応じて顧客に
提供することとするものである。この場合、サービスポイントを累積し続けると、累積サ
ービスポイント数が所定期間（登録期間）内における取引額を反映しなくなるので、これ
を防止すべく、持ち越すサービスポイント１６１００ポイントは、中央の情報処理装置に
おいて、当該登録を継続した顧客の、当該継続した登録期間における取引額／サービスポ
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イントを加算し、累積して記憶しておく部分とは別のところで記憶しておくことが望まし
い。また、サービスポイントを金券、第二の磁気記録媒体に替えるのを１０００ポイント
単位としておき、前記の場合であれば、１６０００ポイントは当該登録を継続した顧客の
識別番号に対応させて中央の情報処理装置の別のところに記憶させ、残りの１００ポイン
トを継続後の登録期間への持越しとして、この１００ポイントの上に、継続後の登録期間
における取引ごとのサービスポイントを積み重ね、累積して記憶するように中央の情報処
理装置を構成することもできる。前記、別個の所に記憶させた１６０００ポイントは、所
定期間経過後（例えば、１年間経過後）は、消去するなどして金券に替えることができな
くなるように中央の情報処理装置で取り扱うこともできる。
【００３６】
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前記のように、サービスランクで定められている顧客に提供するサービスは、顧客のサー
ビス取引及び／又は商品取引の取引額を換算したサービスポイントに対応する金券または
第二の磁気記録媒体の顧客への提供とすることができるが、更に、登録されている顧客へ
の情報の提供を含めることもできる。すなわち、登録されている顧客に、顧客登録の際に
顧客から得て、第一の磁気記録媒体発行機からの入力によって中央の情報処理装置に送出
し、中央の情報処理装置にて記憶している顧客の氏名、住所などの情報に基づき、所定の
情報を印刷物、ダイレクトメールなどの形式で顧客に提供することである。例えば、登録
後一定期間経過時に、所定の情報を顧客に提供するように、登録後半年経過した顧客の住
所、氏名等の情報を前記中央の情報処理装置から印刷手段へ自動的に送出し、宛名を印刷
してダイレクトメールとして発送するなどである。この情報の提供は、サービスランクに
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応じて、種類、質の異なる情報を提供するようにすることもできる。また、ＰＯＳターミ
ナルから中央の情報処理装置に送られてきた商品買い上げ情報を顧客の識別番号に関連付
けて記憶しておき、特定の商品を特定の頻度で購入している顧客を抽出して、そのような
顧客に前記特定の商品に関する情報を提供することもできる。
【００３７】
また、前記のいずれの顧客管理システムにおいても、サービスランクで定められている顧
客に提供するサービス及び加算された取引額が所定の取引額を越えた場合、又は加算され
たサービスポイントが所定のサービスポイント数を越えた場合に登録した顧客からの要求
に応じて提供するサービスの他に、登録した顧客から提供される特定の情報、又は顧客を
登録する際に顧客から得た特定の情報に基づいて、所定期間における顧客のサービス取引
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及び／又は商品取引の度ごとに、顧客への追加サービスの提供を行う構成とすることがで
き、更に、登録された顧客のサービス取引及び／又は商品取引の取引額が所定の額を越え
た場合には、当該サービス取引及び／又は商品取引において、顧客への付加サービスの提
供が行われる構成にすることもできる。ここで、顧客への追加サービスの提供及び顧客へ
の付加サービスの提供は、サービス取引及び／又は商品取引の取引額をサービスポイント
に換算する割合を変更するものである。
【００３８】
前記において、登録した顧客から提供され、第一の磁気記録媒体発行機から入力されて中
央の情報処理装置に送出され、中央の情報処理装置にて顧客の識別番号に関連付けて記憶
される特定の情報、又は顧客を登録する際に顧客から得て中央の情報処理装置にて顧客の
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識別番号に関連付けて記憶していた特定の情報には、例えば、結婚、出産、入学などの情
報、又は生年月日などがある。これらの情報に基づいて、所定期間、例えば結婚、出産、
入学などの情報を受け取ってから半年間、あるいは生年月日の所属している月の間など、
取引額をサービスポイントに換算する換算率を変更して顧客により高いサービスを提供す
るものである。例えば、登録期間中においては、取引額のサービスポイントへの換算率は
、ベースポイントを算出する場合と同じく２％となっているわけであるが、前記一定期間
は、４％の換算率を適用するものである。顧客から前記結婚、出産、入学などの情報を受
け取った場合、あるいは顧客登録の際に記憶していた情報から顧客の生年月日に対応する
月に該当することを把握した場合、前記の一定期間、それらの顧客の取引情報をＰＯＳタ
ーミナルから受け取った時に、中央の情報処理装置における取引額をサービスポイントに
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換算する手段で通常の場合の換算率（２％）とは異なる高い換算率（４％）を適用するよ
うにシステムを構成しておくことによって、これが可能になる。また、サービスポイント
への換算をＰＯＳターミナルで直ちに行う場合には、ＰＯＳターミナルを公知の記憶手段
をも備える構成としておいて、所定の期間、通常の場合の換算率（２％）とは異なる高い
換算率（４％）を適用すべき顧客の識別番号を、あらかじめ、中央の情報処理装置からＰ
ＯＳターミナルへ送出し、記憶させておく等々によってこれを実行することができる。
【００３９】
これによって、登録している顧客に対してよりこまやかなサービスを提供することができ
る。
【００４０】

10

また、前記のように登録された顧客のサービス取引及び／又は商品取引の取引額が所定の
額を越えた場合には、例えば、最高のサービスを受け得るサービスランクＡに対応する登
録期間内での取引額の範囲を１００万円以上としていた場合に、１００万円を越える取引
がその登録期間内に、あるいは一度の取引であった時には、中央の情報処理装置において
サービスポイントへの換算率をより高いものに変更するシステムや、最高のサービスを受
け得るサービスランクＡを以降の数回の登録期間において継続し得るようにすることもで
きる。
【００４１】
前記において、登録された顧客に提供する第二の磁気記録媒体は、中央の情報処理装置と
ネットワークで結合されている第二の磁気記録媒体発行機によって発行されると共に、同
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じく中央の情報処理装置とネットワークで結合されているＰＯＳターミナルによって記録
されているデータの読取りが行われ、第二の磁気記録媒体発行機によって当該第二の磁気
記録媒体が発行される際に、識別番号が当該第二の磁気記録媒体に記録されると共に、中
央の情報処理装置に前記識別番号と当該第二の磁気記録媒体によって使用可能な金銭残高
及び／又は使用可能な金銭残高に対応するサービスポイント数とが記録され、前記第二の
磁気記録媒体を用いてサービス取引及び／又は商品取引が行われた際に、ＰＯＳターミナ
ルにて読み取った当該第二の磁気記録媒体に記録されている識別番号とサービス取引及び
／又は商品取引の取引額に関する情報が中央の情報処理装置に送出され、中央の情報処理
装置において当該第二の磁気記録媒体にて取引可能な金銭残高及び／又は使用可能な金銭
残高に対応するサービスポイント数とが更新される磁気記録媒体とすることができる。

30

【００４２】
すなわち、本発明の顧客管理システムにおいて、顧客に対するサービスの提供として発行
される第二の磁気記録媒体（例えば、磁気カード）は、この顧客管理システムを提供して
いる同一系列店舗又は提携店舗において使用可能な金券に該当するもの（いわばプリペイ
ドカードに相当するもの）であるが、この第二の磁気記録媒体が使用可能な残高がいくら
であるかは、当該第二の磁気記録媒体には記録されておらず、中央の情報処理装置におい
てのみ記録され、管理されている。第二の磁気記録媒体を用いてこの顧客管理システムを
提供している同一系列店舗又は提携店舗において取引が行われた際に、ＰＯＳターミナル
から送出されてきた第二の磁気記録媒体に記録されている情報（識別番号）と取引情報（
少なくとも取引金額に関する情報）に基づいて、中央の情報処理装置において、当該第二
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の磁気記録媒体での使用可能残金（あるいは使用可能サービスポイント）から、取引額あ
るいは取引額を換算したサービスポイントが減算され、減算後の使用可能残金（あるいは
使用可能サービスポイント）が中央の情報処理装置に更新されて記憶されることになる。
このように、前記第二の磁気記録媒体には、使用可能残金（あるいは使用可能サービスポ
イント）に関する情報が記録されていないので、前記第二の磁気記録媒体に記憶されてい
る使用可能残金（あるいは使用可能サービスポイント）情報を不正に書き替えるというよ
うな不正使用を防止することができる。また、金券（買物券）のような紙（ペーパー）と
は異なって使い勝手のよい第二の磁気記録媒体を顧客に提供することができる。
【００４３】
前記において、第二の磁気記録媒体を発行する際に、識別番号の他に発行日時も第二の磁

50

(12)

JP 3559800 B2 2004.9.2

気記録媒体に記憶させておく、あるいは中央の情報処理装置に識別番号、使用可能残高（
使用可能サービスポイント数）、発行日時を送出して記憶させ、この記録・記憶されてい
る発行日時の情報を利用して、発行後所定期間経過以降（例えば、６月経過以降）は、第
二の磁気記録媒体を使用できなくなるようなシステムにすることも可能である。
【００４４】
また、第二の磁気記録媒体は、第二の磁気記録媒体発行機が備えられている店舗等におい
て金銭を追加し（金銭を支払い）、この情報を第二の磁気記録媒体発行機から中央の情報
処理装置に送出し、中央の情報処理装置に記憶されている使用可能残高（使用可能サービ
スポイント数）を積み増し、積み増し後の使用可能残高（使用可能サービスポイント数）
を中央の情報処理装置に記憶させることによって、顧客が、必要に応じて第二の磁気記録
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媒体での使用可能残高（使用可能サービスポイント数）を、積み増しできるようなシステ
ムにすることも可能である。
【００４５】
前記においては、第二の磁気記録媒体発行機を第一の磁気記録媒体発行機とは別個に設け
、これを第一の磁気記録媒体発行機及びＰＯＳターミナルとネットワーク接続されている
中央の情報処理装置に接続したが、第一の磁気記録媒体発行機に第二の磁気記録媒体を発
行する機能を兼用させることも可能である。また、前記のように、第一の磁気記録媒体発
行機、ＰＯＳターミナルとネットワーク接続されている中央の情報処理装置に、第二の磁
気記録媒体における使用可能残高（使用可能サービスポイント数）の計算、更新、蓄積（
記憶）、使用可能な期限の管理などの処理をも行わせるのでなく、これらの処理のために
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別個の中央情報処理装置を採用することも可能である。
【００４６】
また、前記の顧客管理システムにおいて、登録された顧客によるサービス取引及び／又は
商品取引の度ごとに顧客に対して発行されるレシートは、顧客認識手段、当該顧客に対し
て定められているサービスランク、今回の取引額をサービスポイントに換算したサービス
ポイント数、登録後所定期間におけるサービス取引及び／又は商品取引の総額を換算した
サービスポイントの総計、所定のサービスポイント数に到達するまでに必要なサービスポ
イント数、顧客に与えられているサービスランクより上位のサービスランクに到達するた
めに必要なサービスポイント数のいずれか一種又は複数種がレシートへの記載事項に含ま
れているレシートとすることができる。
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【００４７】
これはＰＯＳターミナルにおいてレシートを発行するわけであるが、ＰＯＳターミナルは
レシートを発行する印字機能のみならず、磁気記録媒体を読取ることのできる機能を有す
るものとして構成しておき、登録している顧客が前記第一の磁気記録媒体を用いて取引を
行ったならば、ＰＯＳターミナルで第一の磁気記録媒体に記録されている情報（少なくと
も、識別番号）を読取り、取引情報（少なくとも、商品名・サービス名、取引金額に関す
る情報）とともに、中央の情報処理装置に送出し、中央の情報処理装置にて所定の計算処
理が行われた後、中央の情報処理装置から送られてきた情報、例えば、登録後所定期間に
おけるサービス取引及び／又は商品取引の総額を換算したサービスポイントの総計などの
情報を受けとり、これを取引年月日、取引商品名、取引金額の計算、取扱店のような通常
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の商取引において発行されるレシートに記載される事項とともに、レシートに印字できる
ように構成しておくことによって可能になる。この場合、中央の情報処理装置におけるシ
ステムを構成に応じて、登録後所定期間におけるサービス取引及び／又は商品取引の総額
を換算したサービスポイントの総計は、例えば、その取引が終了した時点における当該取
引の取引額／サービスポイントも加算した累計とすることもできるし、前日までの累計と
することもできる。
【００４８】
また、登録された顧客が、第一の磁気記録媒体の他に、前記第二の磁気記録媒体を用いて
取引を行う場合には、ＰＯＳターミナルにおいて、第二の磁気記録媒体をも読取り、前記
の情報をレシートに記載できる構成とするだけでなく、中央の情報処理装置から送られて
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きた第二の磁気記録媒体に関する情報、例えば、第二の磁気記録媒体で使用されたサービ
スポイントの累計及び／又は第二の磁気記録媒体で使用可能な残りのサービスポイントを
もレシートに印字できる構成にすることができる。
【００４９】
このようにして発行されたレシートによって、顧客は、今回の取引額をサービスポイント
に換算したサービスポイント数、登録後所定期間におけるサービス取引及び／又は商品取
引の総額を換算したサービスポイントの総計などを把握することができ、以降の取引の参
考にすることができる。
【００５０】
なお、前記の構成において、第一の磁気記録媒体発行機に表示手段（例えば、モニタ画面
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）を設けておき、第一の磁気記録媒体から顧客の識別番号を読み取って中央の情報処理装
置に送出し、中央の情報処理装置から送られてきた当該顧客に関する情報、例えば、当該
顧客のその時点までの、あるいは前日までの取引額・サービスポイントの累計、所定のサ
ービスポイントに達するのに必要なサービスポイント数、より上位のサービスランク（例
えば、Ｄランクの顧客にとってはＣランク）に至るのに必要なサービスポイント数、更に
は、当該顧客に対して定められているサービスランク、顧客の氏名情報などをモニタに表
示して顧客に知らせることができる。更に、プリンターのような印字手段を第一の磁気記
録媒体発行機に備えておいて、これらの情報を印字して顧客に手渡すこともできる。この
ように情報を表示し、顧客に知らせるための手段は、第一の磁気記録媒体発行機とは別個
に、中央の情報処理装置とネットワーク接続させた専用端末であって音声情報も出力でき
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る専用端末によって行うこともできる。
【００５１】
また、ＰＯＳターミナルに前記のような表示手段（モニタ）を設置して、顧客への情報提
供の手段とすることもできる。
【００５２】
更に、前記第一の磁気記録媒体は、記録されている事項を書き替えることが可能な磁気記
録媒体として構成しておけば、第一の磁気記録媒体発行機は磁気記録媒体に書き込みを行
う機能を有しているので、登録期間中におけるサービスの提供が行われた場合に、第一の
磁気記録媒体にその情報を書き込むことなどもできる。
【００５３】
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また、前記第一の磁気記録媒体のみならず、第二の磁気記録媒体も記録されている事項を
書き替えることが可能な磁気記録媒体として構成し、ＰＯＳターミナルに磁気記録媒体に
記録されている事項を読み取ることができるだけでなく、書き込みを行う機能も備えさせ
ておけば、取引が行われる度ごとに、不正使用に用いられるおそれのないような情報、例
えば、取引日時、取引店舗等の情報をＰＯＳターミナルから第一、第二の磁気記録媒体に
記録させることも可能である。
【００５４】
【実施例１】
この発明の実施例を標準買上げ順序により説明する。
【００５５】
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顧客が商品の購入を希望する場合には、メンバーカードを端末に入れて識別し、Ｙｅｓな
らば、マスターコンピュータと接続して、端末の取引数値が直接入力され、商品取引高が
集計される。そこで現有数値と、新規購入による加算数値が集計され、集計値の総額が記
憶され、サービスポイントが記録される。このようにしてサービスポイントが例えば２０
ポイント（１０００円買上げに相当）の５０倍の１０００ポイントに達したならば、顧客
の申し出により１０００円のお買物券を発行して顧客に渡すことができる。端数は記憶さ
れており、次回の商品取引の際まで蓄積しておく。前記申し出がない場合には蓄積してお
く。
【００５６】
また会員の誕生月に１０００円以上、買上げた場合には、１回（１日）の買物毎に２００
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ポイントを付与する。即ち１日に数回買物をした場合でも２００ポイントであるが、異な
る日毎に２００ポイントを付与するのである。例えば７月１日に３回買っても２００ポイ
ントを付与するだけであるが、７月２日、７月３日に各１回買物しても、７月２日に２０
０ポイント付与し、７月３日に２００ポイントを付与することになる。
【００５７】
このようにして商品取引を終了したならば、そのレシートを発行するが、レシートの記載
事項は、従来のレシートに比し、認識番号、サービスランク、必要とあらば残留ポイント
数など最少限の記入をし、要すれば、このレシート（又はメンバーカード）をカードリー
ダにかけると、当該メンバーのサービスランク、サービスポイント、期間内集計金額など
をアウトプットし、又は目視或いは音声伝達を行うようにする。
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【００５８】
前記のように、レシートを目視し、又はメンバーカードをカードリーダに掛けることによ
り、サービスランク向上の為の不足取引額が即知できるので、顧客はサービスランク向上
の為に有利な商品取引計画をたてることができる。
【００５９】
またこの発明を採用した店舗は、顧客のサービス管理を肌理細かに行なうことができる。
マスターコンピュータには顧客の最新情報が常時記憶されているので、これに基づき最新
のサービスを行うことは勿論、顧客の求める情報を個別的に提供することができる。
【００６０】
従って有効にサービス向上ができると共に、これを継続できる。また商品取引に応じたサ

20

ービスランクを提供し、これを一定期間持続させることになるので、顧客はより有利な条
件で商品取引ができると共に、店舗は固定客の確保率を著しく向上させることができる。
【００６１】
前記一定期間とは、通常メンバー登録後１年間であるから、前記は１年以内である必要が
ある。そこで期間経過前に、自動継続又は継続を申し込むことができる。更に期間経過後
一定期間（例えば１ヶ月）は継続扱いとすることができるが、一定期間経過後は、新規登
録として取り扱う。継続の利点は、前期間の取引集計額に応じた情報サービスが受けられ
ることにある。例えば、前期間の取引総額が５０万円の場合には、Ｂランクの情報サービ
スが得られ、１００万円の場合には、Ａランクの情報サービスが得られる。
【００６２】
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但しサービスポイントは、常時基本サービスポイントであるから、新規でも、継続でも変
りはない。またボーナスポイントは、継続の際にその年度内の取引総額のサービスランク
から算出されるが、新規では前期がないのでボーナスポイントもない。
【００６３】
前記のように、継続手続の有無によって、サービスが異なるので、一定期間後は継続の方
が有利である。
【００６４】
この発明におけるサービスポイントは、顧客の申し出がなければ、貯蓄されるので、顧客
は買物計画に基づき適宜サービスポイントを消化する。特に継続の際サービスランクの向
上ボーダーラインにある場合には、先づ通常の支払いによりサービスランクを上げてから
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サービスポイントを消化すればよいことになる。
【００６５】
【実施例２】
この発明の実施例において、メンバーカードを使用する場合について説明する。各店舗の
端末機１１にメンバーカード１をセットし、ついで商品取引についての必要事項を入力す
ると、図２中矢示２、３、４、５のように、マスターコンピュータ６に入力され、過去の
取引額を集計し、現サービスランクでサービスポイントを算定して、矢示７、８、９、１
０のように各店舗１１、１１に伝達する。そこで各店舗１１ではレシート１２に必要な記
載をすると共に、前記サービスポイントを記入し、例えば１０００ポイントで１枚の割合
で買物券を発行し、端数は次回の取引時に集計するように、メンバーカードに記憶させる
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。
【００６６】
前記メンバーカード１には、例えば識別番号、住所、氏名、サービスランク、取引集計及
び残存ポイントなどを記憶させてある。
【００６７】
次にレシート１２には、図４のように、店舗名、取引年月日、商品名、価格、計算、サー
ビスランク、買上集計、識別番号及び当該取引によるサービスポイントを記載する。前記
のように、メンバーカードをカードリーダに掛ければ、期間内の取引結果が判り、レシー
トを見れば、現に取引した結果が判ることになる。
【００６８】
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【実施例３】
この発明の他の実施例を図５に基づいて説明する。特定情報を登録した顧客が商品の購入
を希望する場合には、メンバーカードを端末に入れて識別し、前記実施例１と同様の手続
を経た後、購入商品が入力されると、特別情報登録のラインに組み込まれて、特定サービ
スランクによりポイントが集計される。この場合にもクレジットのサービスを受けること
ができるので、クレジットのサービスにプラスして、特別情報のサービスを受けることが
できる。
【００６９】
前記特別情報登録をした場合には、爾後一定期間は特別サービスランクによって、サービ
スポイントを計算し、取引の都度計上する。このサービスポイントが一定額（例えば１０
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００ポイント）以上になれば、定額宛取り崩すことができる。例えばサービスポイントが
１０、０００あった場合に、希望により５、０００を残しておくことができる。
【００７０】
【発明の効果】
この発明によれば、申込みにより登録した顧客を個別的に把握して、個別的にサービス出
来ると共に、特別情報の提供者に対しては特別サービスを行なうことができる効果がある
。また商品取引実情に応じてサービスランクを定め、肌理の細かいサービスを行うと共に
、顧客の要望に応じ得るものである。特にサービスランクの向上、ボ−ナスポイントの付
与、前期のサービスランクを次期に継続するなど、顧客の利益を増進する点に管理成果を
使用できる特性がある。
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【００７１】
また顧客の識別については、複数の取扱い（例えばメンバーカードと他のカードの併用又
は番号の併用など）により顧客の利用率を増進させる効果もある。
【００７２】
本発明の顧客管理システムにおいて、顧客に対するサービスとして累積しているサービス
ポイントに対応させて発行される第二の磁気記録媒体（例えば、磁気カード）は、本発明
の顧客管理システムを採用している同一系列店舗又は提携店舗において使用可能な金券に
該当するものであるが、当該第二の磁気記録媒体に使用可能な残金、あるいは使用可能な
サービスポイントの残りに関する情報が一切記録されておらず、これらの情報は、第二の
磁気記録媒体を発行する磁気記録媒体発行機、第二の磁気記録媒体を読取るＰＯＳターミ
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ナルとネットワーク結合されている中央の情報処理装置においてのみ記録され、管理され
る。すなわち、当該第二の磁気記録媒体を用いて取引を行ったとの情報がＰＯＳターミナ
ルから送出されてくれば、当該第二の磁気記録媒体に記録されている識別番号等の認識手
段をもとに、中央の情報処理装置において使用可能な残金あるいは使用可能なサービスポ
イントの残りから、取引金額あるい取引金額を換算したサービスポイントが減算されて、
使用可能な残金あるいは使用可能なサービスポイントの残りが更新され、中央の情報処理
装置にのみ記憶されるのである。
【００７３】
したがって、第二の磁気記録媒体に不正な使用可能残金あるいは使用可能サービスポイン
トの残りを書き込んで不正使用を行うことはできず、磁気カードの不正使用防止に有効で
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ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施例のブロック図。
【図２】同じく多数の店舗の場合のブロック図。
【図３】同じくメンバーカードの例示図。
【図４】同じくレシートの例示図。
【図５】同じく他の実施例のブロック図。
【符号の説明】
１

メンバーカード

６

マスターコンピュータ

１１

店舗の端末機

１２

レシート

【図１】
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【図２】

【図３】

(17)
【図４】

【図５】
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