(57)【要約】
【課題】

本発明は物品の買い取りを促進するための

システムに関し、特定の中古書籍の早期売り渡しを多数
の顧客に強く動機付けることを目的とする。
【解決手段】外部コンピュータからアクセス可能な物品
買い取りサイトを提供する。そのサイトの画面中に、
「特定の物品の買い取りキャンペーン中」である旨、お
よびにその物品の「現在の買い取り価格」を表示する。
顧客からその物品を売り渡す旨の申し込みを受けたら、
画面中に表示する「現在の買い取り価格」を減額する。
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【特許請求の範囲】

の数の少なくとも１つを前記外部コンピュータに表示さ

【請求項１】 外部コンピュータからアクセス可能な物

せるステップと、

品買い取りサイトを提供する買い取り促進システムであ

を更に含むことを特徴とする請求項５乃至７の何れか１

って、

項記載の買い取り促進方法。

前記外部コンピュータに、特定の物品に関する現在の買

【請求項９】 外部コンピュータからアクセス可能な物

い取り価格を表示させる手段と、

品買い取りサイトを提供する買い取り促進システムであ

前記特定の物品を売り渡す旨の申し込みを受け付ける手

って、

段と、

前記外部コンピュータに、特定の物品に関する買い取り

前記申し込みの受付に応じて、前記現在の買い取り価格

価格を表示させる手段と、

を減額する手段と、
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前記物品の買い取り予定数を前記外部コンピュータに表

を備えることを特徴とする物品の買い取り促進システ

示させる手段と、

ム。

現在までに成立した申し込みの数、現時点で確保し得る

【請求項２】 前記買い取り価格を減額する手段は、前

申し込みの順位、および買い取りが予定されている残り

記申し込みが行われる毎に、前記買い取り価格を減額す

の数の少なくとも１つを前記外部コンピュータに表示さ

ることを特徴とする請求項１記載の買い取り促進システ

せる手段と、

ム。

前記特定の物品を売り渡す旨の申し込みを受け付ける手

【請求項３】 前記買い取り価格を減額する手段は、前

段と、

記申し込みが所定数行われる毎に、前記買い取り価格を

を備えることを特徴とする買い取り促進システム。

減額することを特徴とする請求項１記載の買い取り促進
システム。

【請求項１０】 外部コンピュータからアクセス可能な
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物品買い取りサイトを提供するステップを含む買い取り

【請求項４】 前記物品の買い取り予定数を前記外部コ

促進方法であって、

ンピュータに表示させる手段と、

前記外部コンピュータに、特定の物品に関する買い取り

現在までに成立した申し込みの数、現時点で確保し得る

価格を表示させるステップと、

申し込みの順位、および買い取りが予定されている残り

前記物品の買い取り予定数を前記外部コンピュータに表

の数の少なくとも１つを前記外部コンピュータに表示さ

示させるステップと、

せる手段と、

現在までに成立した申し込みの数、現時点で確保し得る

を備えることを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項

申し込みの順位、および買い取りが予定されている残り

記載の買い取り促進システム。

の数の少なくとも１つを前記外部コンピュータに表示さ

【請求項５】 外部コンピュータからアクセス可能な物

せるステップと、

品買い取りサイトを提供するステップを含む買い取り促
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前記特定の物品を売り渡す旨の申し込みを受け付けるス

進方法であって、

テップと、

前記外部コンピュータに、特定の物品に関する現在の買

を含むことを特徴とする買い取り促進方法。

い取り価格を表示させるステップと、

【発明の詳細な説明】

前記特定の物品を売り渡す旨の申し込みを受け付けるス

【０００１】

テップと、

【発明の属する技術分野】本発明は、物品の買い取り促

前記申し込みの受付に応じて、前記現在の買い取り価格

進システムおよび買い取り促進方法に係り、特に、特定

を減額するステップと、

の中古物品（書籍、ＣＤ、ＤＶＤ、ゲームソフト、ビデ

を含むことを特徴とする物品の買い取り促進方法。

オソフトなど）を迅速に買い集める上で好適な買い取り

【請求項６】 前記買い取り価格を減額するステップ
は、前記申し込みが行われる毎に、前記買い取り価格を

促進システムおよび買い取り促進方法に関する。
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【０００２】

減額することを特徴とする請求項５記載の買い取り促進

【従来の技術】書籍やＣＤなどの物品は、従来より中古

方法。

市場で売買の対象とされている。これらの中古商品を取

【請求項７】 前記買い取り価格を減額するステップ

り扱ううえでは、顧客の求める商品を効率的に収集し

は、前記申し込みが所定数行われる毎に、前記買い取り

て、需要の高い商品を提供することが重要である。

価格を減額することを特徴とする請求項５記載の買い取

【０００３】

り促進方法。

【発明が解決しようとする課題】しかし、中古商品の収

【請求項８】 前記物品の買い取り予定数を前記外部コ

集は、顧客からの買い取りに多大に依存している。この

ンピュータに表示させるステップと、

ため、特定の商品を効率的に、かつ、迅速に収集するこ

現在までに成立した申し込みの数、現時点で確保し得る

とは、従来必ずしも容易ではなかった。すなわち、特定

申し込みの順位、および買い取りが予定されている残り
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の中古商品を集中的に収集する手法としては、期間を限

(3)
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3

4

定してその商品を高価買い取りすることを広告すること

買い取り価格を減額することを特徴とする。

が考えられるが、この場合、例えばＣＤのベストセラー

【００１２】請求項８記載の発明は、請求項５乃至７の

などについては、その発売から１月ほどの間に商品が過

何れか１項記載の買い取り促進方法であって、前記物品

剰に集まってしまうことがある。

の買い取り予定数を前記外部コンピュータに表示させる

【０００４】本発明は、上記のような課題を解決するた

ステップと、現在までに成立した申し込みの数、現時点

めになされたもので、特定の物品を集中的に、効率的

で確保し得る申し込みの順位、および買い取りが予定さ

に、かつ、迅速に顧客から買い集めるための買い取り促

れている残りの数の少なくとも１つを前記外部コンピュ

進システムを提供することを第１の目的とする。また、

ータに表示させるステップと、を更に含むことを特徴と

本発明は、特定の物品を集中的に、効率的に、かつ、迅

する。

速に顧客から買い集めるための買い取り促進方法を提供
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【００１３】請求項９記載の発明は、外部コンピュータ

することを第２の目的とする。

からアクセス可能な物品買い取りサイトを提供する買い

【０００５】

取り促進システムであって、前記外部コンピュータに、

【課題を解決するための手段】請求項１記載の発明は、

特定の物品に関する買い取り価格を表示させる手段と、

外部コンピュータからアクセス可能な物品買い取りサイ

前記物品の買い取り予定数を前記外部コンピュータに表

トを提供する買い取り促進システムであって、前記外部

示させる手段と、現在までに成立した申し込みの数、現

コンピュータに、特定の物品に関する現在の買い取り価

時点で確保し得る申し込みの順位、および買い取りが予

格を表示させる手段と、前記特定の物品を売り渡す旨の

定されている残りの数の少なくとも１つを前記外部コン

申し込みを受け付ける手段と、前記申し込みの受付に応

ピュータに表示させる手段と、前記特定の物品を売り渡

じて、前記現在の買い取り価格を減額する手段と、を備
えることを特徴とする。

す旨の申し込みを受け付ける手段と、を備えることを特
20

徴とする。

【０００６】請求項２記載の発明は、請求項１記載の買

【００１４】請求項１０記載の発明は、外部コンピュー

い取り促進システムであって、前記買い取り価格を減額

タからアクセス可能な物品買い取りサイトを提供するス

する手段は、前記申し込みが行われる毎に、前記買い取

テップを含む買い取り促進方法であって、前記外部コン

り価格を減額することを特徴とする。

ピュータに、特定の物品に関する買い取り価格を表示さ

【０００７】請求項３記載の発明は、請求項１記載の買

せるステップと、前記物品の買い取り予定数を前記外部

い取り促進システムであって、前記買い取り価格を減額

コンピュータに表示させるステップと、現在までに成立

する手段は、前記申し込みが所定数行われる毎に、前記

した申し込みの数、現時点で確保し得る申し込みの順

買い取り価格を減額することを特徴とする。

位、および買い取りが予定されている残りの数の少なく

【０００８】請求項４記載の発明は、請求項１乃至３の

とも１つを前記外部コンピュータに表示させるステップ

何れか１項記載の買い取り促進システムであって、前記
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と、前記特定の物品を売り渡す旨の申し込みを受け付け

物品の買い取り予定数を前記外部コンピュータに表示さ

るステップと、を含むことを特徴とする。

せる手段と、現在までに成立した申し込みの数、現時点

【００１５】

で確保し得る申し込みの順位、および買い取りが予定さ

【発明の実施の形態】以下、図面を参照してこの発明の

れている残りの数の少なくとも１つを前記外部コンピュ

実施の形態について説明する。尚、各図において共通す

ータに表示させる手段と、を備えることを特徴とする。

る要素には、同一の符号を付して重複する説明を省略す

【０００９】請求項５記載の発明は、外部コンピュータ

る。

からアクセス可能な物品買い取りサイトを提供するステ

【００１６】実施の形態１．図１は、本発明の実施の形

ップを含み買い取り促進方法であって、前記外部コンピ

態１である買い取り促進システムの概要を表したブロッ

ュータに、特定の物品に関する現在の買い取り価格を表
示させるステップと、前記特定の物品を売り渡す旨の申

ク図である。本実施形態の査定システムは、書籍やＣ
40

Ｄ、ＤＶＤ、ゲームソフト、或いはビデオソフトなどの

し込みを受け付けるステップと、前記申し込みの受付に

中古商品を買い取るためのシステムであり、より具体的

応じて、前記現在の買い取り価格を減額するステップ

には、特定の中古商品を集中的に、かつ、迅速に収集す

と、を含むことを特徴とする。

るためのシステムである。以下、便宜上、本実施形態の

【００１０】請求項６記載の発明は、請求項５記載の買

自動査定システムが、中古書籍（コミック本や雑誌を含

い取り促進方法であって、前記買い取り価格を減額する

む）の買い取り促進に用いられる場合について説明す

ステップは、前記申し込みが行われる毎に、前記買い取

る。

り価格を減額することを特徴とする。

【００１７】図１に示すように、本実施形態の買い取り

【００１１】請求項７記載の発明は、請求項５記載の買

促進システムは、データ入力インターフェース（ＩＦ）

い取り促進方法であって、前記買い取り価格を減額する

１０、ホストコンピュータ１２、およびデータベース１

ステップは、前記申し込みが所定数行われる毎に、前記
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４を備えている。データ入力ＩＦ１０は、ホストコンピ

(4)

特開２００２−７４１１０

5

6

ュータ１２に対して種々のデータを入力するための装置

【００２３】図２に示す画面にアクセスした顧客は、

であり、例えば、バーコードリーダーやキーボードなど

「現在の買い取り価格」等の条件に満足する場合は、

で実現される。データベース１４は、中古書籍の販売や

「売る」アイコンをクリックすることにより、キャンペ

買い取りに用いるべき種々のデータ（書籍の題名、出版

ーンに係る書籍の売り渡しを申し込むことができる。

社、定価、ＩＳＢＮ(International StandardBook Numb

【００２４】図３は、顧客による売り渡しの申し込みに

er)などの情報）が記録されている。

応じて図２に示す画面の表示を更新するためにホストコ

【００１８】ホストコンピュータ１２は、通信ＩＦ１

ンピュータ１２が実行する一連の処理の流れを説明する

６，１８を介して、外部のパーソナルコンピュータ２０

ためのフローチャートを示す。図３に示すルーチンで

と通信することができる。より具体的には、ホストコン

は、先ず、図２に示す画面にアクセスしてきた顧客のコ

ピュータ１２は、インターネット回線を介して外部のコ
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ンピュータ画面に、上述した

〜

の情報を表示するた

ンピュータと通信することができる。個々の顧客は、パ

めの処理が実行される（ステップ１００）。

ーソナルコンピュータ２０などからホストコンピュータ

【００２５】次に、顧客によりキャンペーンに係る書籍

２０にアクセスすることにより、本実施形態のシステム

の売り渡しが申し込まれたか否かが判別される（ステッ

を利用することができる。

プ１０２）。売り渡しの申し込みがあった場合は、今回

【００１９】次に、図２および図３を参照して本実施形

の申し込みの内容が、データベース１４に記録されると

態の買い取り促進システムの動作乃至機能について説明

共に顧客に通知される（ステップ１０４）。このステッ

する。本実施形態のシステムは、インターネット上に中

プ１０４で記録および通知される内容には、例えば、顧

古書籍の買い取りサイトを提供している。図２は、その

客を特定するための情報（顧客毎に予め付与されている
識別コード（ＩＤ）など）、今回の申し込みに対する申

買い取りサイトにアクセスしてきた顧客に提供される画
面の一例を示す。
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し込み番号、および、今回の申し込みに対する買い取り

【００２０】書籍の中古市場においては、例えばドラマ

価格などが含まれる。

やアニメが再放送されることにより、それらの原作やコ

【００２６】上記の申し込みに係る書籍を現実に引き渡

ミック本の需要が急に高まることがある。顧客の要求に

す方法としては、例えば、買い取りを行う現存する店舗

応えるためには、特定の書籍に関して上記のような急激

や所定のコンビニエンスストアー等までその書籍を持参

な需要の増加があった場合に、或いはそのような増加が

してもらう方法や、宅配便等を利用して書籍を直送して

予測される場合に、その書籍を集中的に、かつ、迅速に

もらう方法が考えられる。また、書籍の売り渡し代価

収集する必要が生ずる。

は、現金や郵便小為替などの他、電子マネーやサービス

【００２１】図２に示す画面は、そのような意図で準備

ポイント、或いは景品などで授受することが考えられ

された画面、すなわち、特定の書籍の売り渡しを顧客に

る。更に、書籍の引き渡しや代価の授受の際には、顧客

強く動機付けるために準備された画面である。図２に示

30

の識別番号や申し込み番号に基づいて、申し込みの内容

すように、この画面には、例えば、以下のような事項が

を特定することが必要となる。図２に示す画面中で書籍

表示される。

の売り渡しを申し込んだ顧客には、その画面に続く画面

【００２２】

特定の書籍の集中買い取りキャンペーン

において、それらの手順、すなわち、書籍の引き渡しお

中であること。

よび代価の授受に関する手順が説明される。

予定数の書籍が集まった時点で高価買い取りキャンペ

【００２７】上記ステップ１０４の処理が終了すると、

ーンが終了すること。尚、図２の画面では、限定１００

次に、図２に示す画面中の買い取り価格を減額する処理

冊の買い取りであることを明示することにより、上記趣

（ステップ１０６）、および同画面に表示される申し込

旨の伝達を図っている。

み順位を増加させる処理（ステップ１０８）が続けて実

買い取り価格は、売り渡しの申し込みが早いほど高額
であること。つまり、他の顧客により書籍の売り渡しが

行される。
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【００２８】それらの処理が終了すると、次に、キャン

申し込まれるに連れて、買い取り価格が下がっていくこ

ペーンの終了条件が成立したか否かが判別される。具体

と。

的には、売り渡しの申し込み数が、買い取り予定数に達

現在の買い取り価格。

したか否かが判別される。その結果、未だ申し込み数が

現時点での申し込み順位（または、他の顧客によって

不十分である場合は、再び上述したステップ１０２〜１

既になされた申し込みの数、或いは、買い取りを予定し

０８の処理が繰り返される。一方、既に所望の申し込み

ている残りの書籍数）。

数が確保できたと判別される場合は、このルーチンを終

今回のキャンペーンにおける最初の買い取り価格、す

了して集中買い取りキャンペーンが終了される。

なわち、買い取り開始価格。

【００２９】上述の如く、本実施形態では、少しでも早

通常の査定基準による場合の買い取り価格。
売り渡しを申し込むための「売る」アイコン。

く売り渡しを申し込んだ顧客に対して、より高い買い取
50
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り価格を提示することができる。更に、本実施形態で

(5)
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7

8

は、キャンペーン期間中は、通常の買い取り価格より有

の書籍の売り渡しの申し込み数に連動して、書籍の買い

利な価格で、限られた数だけ書籍が買い取られることを

取り価格を減額することとしているが、本発明は、必ず

広く顧客に表示することができる。この場合、顧客は、

しもこれに限定さえるものではなく、書籍の買い取り価

少しでも早く売り渡しを申し込むように強く動機付けら

格は、一定の価格に維持してもよい。

れる。

【００３３】

【００３０】つまり、本実施形態では、期間限定で高価

【発明の効果】上述の如く、本発明によれば、多数の顧

買い取りを摘要するのではなく、数量限定で高価買い取

客に対して、特定の物品の早期売り渡しを強く動機付け

りを摘要することにより、適正な数の商品を集中的に集

ることができる。このため、本発明によれば、必要に応

めることができる。また、高価買い取りの価格を段階的

じて、所望の中古物品を、効率良く集中的に、かつ、迅

に変化させることにより、適正な価格で迅速に商品を集

10

速に収集することができる。

めることができる。このため、本実施形態のシステムに

【図面の簡単な説明】

よれば、キャンペーンに係る書籍を、適正な価格で、効

【図１】 本発明の実施の形態１の買い取り促進システ

率的に、かつ、迅速に収集することができる。

ムのブロック図である。

【００３１】ところで、上述した実施の形態１では、顧

【図２】 実施の形態１のシステムが販売サイトで提供

客から売り渡しが申し込まれる毎に買い取り価格を減額

する画面の一例である。

することとしているが、その減額は、必ずしも申し込み

【図３】 実施の形態１のシステムが特定の物品の買い

毎に行う必要はない。すなわち、所定数の申し込みが行

取りを促進するために実行する一連の処理のフローチャ

われる毎に段階的に買い取り価格を変化させることとし

ートを示す。

てもよい。

【符号の説明】

【００３２】また、上述した実施の形態１では、買い取

20

１０ データ入力インターフェース（ＩＦ）

りの対象が書籍に限定されているが、本発明はこれに限

１２ ホストコンピュータ

定されるものではなく、書籍の他、ゲームソフト、Ｃ

１４ データベース

Ｄ、ＤＶＤ、ビデオソフトなどが買い取りの対象であっ

１６，１８ 通信インターフェース（ＩＦ）

てもよい。更に、上述した実施の形態１では、顧客から

２０ パーソナルコンピュータ
【図２】

【図１】
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(6)

【図３】
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