
Searcher:  Mr. Miura, Gongwell Services Inc.

No
JP Patent 

Publication No.
Title In Japanese Machine translated title Applicant (in Japanese)

1 特開2001-118006

使用者の休止状態を感知したＷｅｂブラウ

ザの広告表示方法

Advertising display a Web browser that 

sense the hibernation of the user

ユー ウン ヤン

2 特開2001-117979

ネットワーク用情報端末及びプリント方法 Printing method and network information 

terminal

富士写真フイルム株式会社

3 特開2001-117938

広告情報提供方法および装置 Equipment advertising and information 

providing method

株式会社東芝

4 特開2001-117847

ネットワーク広告配信管理?ポイント還元

システム

Network ad delivery management ? Point 

reduction system

株式会社ファンコミュニケーショ

ンズ

5 特開2001-111984

ポイント集計システムおよび受信端末装置 Receiving terminal equipment and point 

counting system

エイディシーテクノロジー株式会

社

6 特開2001-109807 広告付きカレンダーソフトウエア Advertise with calendar software 河面 達郎

7 特開2001-108477

情報配信装置、情報表示装置及びこれらを

備えた情報提供システム並びに情報取得プ

ログラムを記録したコンピュータ読み取り

可能な媒体

A computer-readable medium recording 

the information acquisition program and an 

information providing system information 

distribution apparatus , including these 

information and display device

株式会社エクォス?リサーチ

8 特開2001-101578

無線通信による移動体向けスポット広告／

情報提供システム

The spot for mobile advertising / 

information delivery system by wireless 

communication

東芝システム開発株式会社　他

9 特開2001-101307

インタネットを通した景品情報提供及び申

請サービス運営方法

Application service management methods 

and prize information provided through the 

Internet

ジュ－ヒュン ション

10 特開2001-101118 商品広告販売装置 Product advertising sales unit 株式会社ディーベックス

11 特開2001-084458

販売管理方法および装置 Equipment sales and management 

method

株式会社ワンチャネル

12 特開2001-084302

設問形式を用いた広告システム Advertising system using the question 

format

佐藤 和也

13 特開2001-084292

不動産売買?賃貸借取引システム Buying and selling real estate ? Lease 

trading system

株式会社デイバイデイ

14 特開2001-077953

画像形成システム及び情報提供システム Information system and image forming 

system

富士ゼロックス株式会社

15 特開2001-076047

電子広告カレンダー Electronic advertisement calendar 株式会社テラ?コーポレーション　

他

16 特開2001-076040

インターネットにおける電子取引方法 The electronic trading method in the 

Internet

株式会社日立情報システムズ

17 特開2001-076001 イベント情報提供方法 Event information providing method 日本電信電話株式会社

18 特開2001-075977

場所依存情報管理装置および場所依存情報

管理方法および場所依存情報管理プログラ

ムを記憶した媒体

Medium storing location -dependent 

information management program and 

location -dependent information and how 

to manage location -dependent information 

management device

株式会社東芝

19 特開2001-075800

プログラム頒布方法及び装置 Equipment and program distribution 

method

工業技術院長　他

20 特開2001-061111

広告表示方法，放映装置，媒体，および広

告販売方法

Advertising display method , broadcasting 

equipment , media , advertising and sales 

methods

インターナショナル?ビジネス?マ

シーンズ?コーポレ－ション

21 特開2001-047704

サーバ装置およびデータ処理方法およびコ

ンピュータが読み出し可能なプログラムを

格納した記憶媒体

Storage medium and a computer and a 

data processing method server device has 

stored a reading program

キヤノン株式会社

22 特開2001-043282

分散データ処理システム Distributed data processing system インターナショナル?ビジネス?マ

シーンズ?コーポレ－ション

23 特開2001-043277

質的及び量的評価パラメータを用いて雇用

職位と一以上の志願者とを照合する方法及

びシステム

Method and system for matching the 

applicants one or more jobs and positions 

using the quantitative evaluation 

parameter and qualitatively

コーン／フェリー?インターナショ

ナル?フューチャーステップ?イン

コーポレーテッド

24 特開2001-043273

広告情報の提供方法 Method of providing advertising 

information

日本電信電話株式会社

Background:  On Oct. 9, 2013, Mr.Strub, the inventor of US7,523,166, filed a complaint against YouTube LLC for  patent infringement.

US7,523,166, titled “Method and device for message broadcasting enabling the recipient to retrieve at least partly a message”, was  granted on 4/21/2009 to Mr. Strub. 

Japanese Patent Search using following search string:  (G06Q30/00 OR H04M3/533 AND 20010510 AND koukoku (a Japanese 

keyword as a filter)

Japanese patents are very rich source of prior art in the corresponding technical field of '166. In a Japanese IPC search using (G06Q30/00 OR H04M3/533 AND 

20010510),  5511 hits were generated.  If a Japanese keyword Koukoku is used as a filter, 324 Japanese patents were hit. As can be seen from the table below, these 324 

Japanese patents relate to advertising method using internet. 

We suggest defendant attorneys to contract a prior art search firm specialized in Japanese patent search to conduct a prior art search for this litigation.

 http://www.searchpriorart.com     



25 特開2001-043247

広告情報の登録方法、広告情報の供給方法

、端末、サーバおよび端末を機能させる方

法

How to work the terminal registration 

method of advertising information , method 

of supplying advertising information , 

terminal , and server

凸版印刷株式会社

26 特開2001-034835

広告登録装置及び広告登録システム並びに

その装置又はシステムのプログラムを記録

した記録媒体。

Recording medium storing a program or 

system device and its advertisement 

registration system and the advertisement 

registration unit .

カシオ計算機株式会社

27 特開2001-034680

広告情報の変更方法、端末およびサーバ How to change the advertisement 

information , and terminal server

凸版印刷株式会社

28 特開2001-034673

電子流通方法及び電子流通システム Electronic distribution systems and 

electronic distribution methods

株式会社アクセルリンケージラボ

29 特開2001-034662

金銭債権に係る情報の送／受信方法及びシ

ステム

System and how to transmit / receive 

information related to the monetary claims

株式会社エヌ?ティ?ティ?データ

30 特開2001-034212 掲示板 Bulletin board 株式会社エヌケービー

31 特開2001-028078

印刷処理装置及び印刷処理システム並びに

その装置又はシステムのプログラムを記録

した記録媒体

Recording medium recording a program or 

system apparatus and its print processing 

system and a print processing apparatus

カシオ計算機株式会社

32 特開2001-022840

インターネット網を利用した広告掲出シス

テム

Ad posting system using the Internet 

network

株式会社ウォール?コーポレーショ

ン

33 特開2001-022786 情報提供システム Information delivery system 株式会社日立製作所

34 特開2001-014393

商品の発注、配達システム及び商品の発注

、配達方法

Ordering of goods , ordering of goods and 

delivery system , delivery method

株式会社日立製作所

35 特開2001-014350

情報提供システム、中央装置、及び記録媒

体

Information providing system , central 

apparatus , and recording medium

大阪瓦斯株式会社

36 特開2001-005871

インターネット広告配信システム及び方法 How and Internet advertising delivery 

system

株式会社電通

37 特開2000-357198

コード生成方法、端末装置、コードの処理

方法、発番装置およびコード発番方法

Code generation method , terminal 

equipment , processing method of code , 

code number assignment method and 

device number assignment

キヤノン株式会社

38 特開2000-357173

情報提供方法、情報提供システム、端末装

置および情報提供プログラムを格納した記

憶媒体

Storage medium storing information 

providing program information providing 

method , information providing system , 

terminal device and

キヤノン株式会社

39 特開2000-357067

情報処理装置及び情報処理方法及び情報処

理プログラムが格納されたコンピュータに

より読取可能な記録媒体

READABLE RECORDING MEDIUM by a 

computer processing program and 

information processing method and 

information processing apparatus are 

stored

キヤノン株式会社

40 特開2000-353191 住宅販売システム Home sales system 株式会社サプライズ

41 特開2000-353147

ネットワーク上でコンピュータ画面または

サウンドを通じて広告する方法及びその方

法を記録したコンピュータで読出しうる記

録媒体

Recording medium ur reading on a 

computer which records the method and 

how to advertise through sound computer 

screen or on a network

アドゲイター．コム株式会社

42 特開2000-342852

広告付きゲームの制御方法及び記録媒体 Recording medium and method of 

controlling the game with ads

李 漢錫

43 特開2000-339542

会員カード及び会員カードシステム Membership card system and membership 

card

トッパン?フォームズ株式会社

44 特開2000-322654

ＰＯＳシステム、広告掲載の課金方法およ

びコンピュータが読み取り可能なプログラ

ムを記録した情報記録媒体

Information storage medium storing a 

computer program and charging method 

POS system , the ads read

セイコーエプソン株式会社

45 特開2000-322477 情報案内印刷システム Information guidance printing system 富士電機株式会社

46 特開2000-322476

通信ネットワークによる店舗情報の提供方

法及びそのシステム並びに情報記録媒体

Information recording medium as well as 

the system and method of providing store 

information via communication network

米沢日本電気株式会社

47 特開2000-322347 電子メールにおける広告方法 The advertising method in e-mail 石井 啓裕

48 特開2000-315229

インターネットを利用した宣伝広告または

／および販売システム

Selling system or advertising using the 

Internet and /

有限会社エヌ?ピー?エル

49 特開2000-315215 コンテンツ配信装置及び方法 Method and content delivery device 株式会社インターステイト

50 特開2000-305980

人材登録?発掘システム Human resources registration ? 

Excavation system

株式会社エム?エイファクトリーズ

　他

51 特開2000-305882

インターネット広告システム Internet advertising system 日本電気オフィスシステム株式会

社

52 特開2000-298690

見込み顧客リスト作成システム及び情報提

供システム

Information systems and prospect list 

creation systems

大日本印刷株式会社

53 特開2000-298674

情報登録方法、情報管理方法、情報登録装

置、情報管理装置および記憶媒体

Storage media information registration 

method , information management method 

, information registration apparatus , 

information management and equipment

キヤノン株式会社

54 特開2000-293591

懸賞応募システム Prize competition system 有限会社エム?エンタープライズ

55 特開2000-292182

移動体用広告システム及び移動体用広告情

報通知方法

A mobile advertising information 

notification method and a mobile 

advertising system

株式会社電通



56 特開2000-285319

グラフィック式情報入力端末及び商品販売

登録装置

Product sales registration apparatus and 

graphic expression information input 

terminal

東芝テック株式会社

57 特開2000-285056

アクセス方法、データ収集方法及び携帯端

末装置

Access method , portable terminal device 

and data collection method

ソニー株式会社　他

58 特開2000-276419

電子メール広告システムおよび双方向リア

ルタイム通信広告システム

Two-way real-time communication system 

advertising and e-mail advertising system

株式会社ソニー?コンピュータエン

タテインメント

59 特開2000-268090

携帯電話機能を備えたモバイル端末を用い

た広告配信システム

Ad delivery system using a mobile terminal 

with a mobile phone function

株式会社 ネットバンクサービス

60 特開2000-261490

電子ダイレクトメール送信?閲覧確認シス

テムのサーバ

Server e- direct mail sending ? View check 

system

大日本印刷株式会社

61 特開2000-250447 大型電子掲示板システム Large electronic bulletin board system 株式会社日立製作所

62 特開2000-245598 棚札表示変更システム Shelf label display change system 株式会社イシダ

63 特開2000-242707

家庭用通信装置 Home communication device エヌシーアール 

インターナショナル 

インコーポレイテッド

64 特開2000-242705

家庭用通信装置 Home communication device エヌシーアール 

インターナショナル 

インコーポレイテッド

65 特開2000-235605

通信ネットワークを介して広告を為す方法

及び装置

Method and apparatus for forming a ad 

over a communications network

エヌシーアール 

インターナショナル 

インコーポレイテッド

66 特開2000-231587

店舗における販売促進システム及び通信制

御方法

Communication control method and the 

promotion system in store

株式会社 シアーズ

67 特開2000-215122

電子メ―ル広告システムおよび電子メ―ル

端末

Le terminal - electronic memory and Le 

advertising system - electronic memory

株式会社ソニー?コンピュータエン

タテインメント

68 特開2000-207412

情報検索システム Information retrieval system 技研商事インターナショナル株式

会社

69 特開2000-201228

携帯情報端末用テレマーケティングシステ

ム

Portable information terminal for 

telemarketing system

納富 明利

70 特開2000-194932

電子情報自動販売装置 Electronic information vending equipment シャープ株式会社

71 特開2000-194636

インタ―ネット上の情報提供方法およびプ

ログラム記録媒体

Program recording medium and method 

for providing information on the net - 

interface

株式会社シーアンドシーコミュニ

ケーションズ

72 特開2000-163477 表示広告選択方法 Ad selection method 日本電気株式会社

73 特開2000-163368

情報蓄積システム及び情報蓄積方法 Information storage and methods of 

information storage system

合名会社ティーティーワイエム

74 特開2000-137721

情報提供装置および情報提供システム Information providing system and 

information providing apparatus

シャープ株式会社

75 特開2000-132629 受注管理システム Order management system 株式会社アート太陽

76 特開2000-132609

取引情報の分析 Analysis of transaction information オーダートラスト?エルエルシー

77 特開2000-122949 コンテンツ管理方法 Content management method 株式会社日立製作所

78 特開2000-113334

販売管理端末装置を用いて顧客向けの広告

メッセ―ジを表示する方法及びその装置

Method and apparatus to display the page - 

advertising message for customers using 

a sales management terminal equipment

エヌシーアール 

インターナショナル 

インコーポレイテッド

79 特開2000-113318

識別表示コ―ドを利用した品物情報提供方

法及び装置

Equipment and goods information 

providing method using the soil - 

identification indicator

金恵淑

80 特開2000-113068

コンピュ―タ―ネットワ―クを通じた情報

伝達方法

Means for transmitting information through 

the network - computer - data - network

李 鎭 成

81 特開2000-099579

通信ネットワークで情報を配布する方法及

びシステム

System and method for distributing 

information in a communication network

カタリナ マーケティング 

インターナショナル，インク．

82 特開2000-078183

情報処理装置および方法、並びに提供媒体 Information processing apparatus and 

method , and distribution media

ソニー株式会社

83 特開2000-076338

書籍の広告?販売システムおよび広告?販売

方法

Ad ? Advertising and sales methods ? 

Sales system of book

日本電気株式会社

84 特開2000-067312

電子ク―ポンを発行するシステムおよび方

法

System and method for issuing a pop - 

electronic network

インターナショナル?ビジネス?マ

シーンズ?コーポレイション

85 特開2000-057209 売上げ情報処理システム Sales information processing system 大日本印刷株式会社

86 特開2000-056721

条件広告出力装置、条件広告出力方法およ

び記録媒体

Recording media condition advertising 

output device , conditions and advertising 

output method

株式会社野村総合研究所

87 特開2000-056720

プロモーション効果判定装置、プロモーシ

ョン効果判定方法および記録媒体

Recording media promotion effect 

determining device , promotional and 

effect determination method

株式会社野村総合研究所

88 特開2000-048070 評価システム Evaluation system トピー工業株式会社

89 特開2000-029908

ツア―を動的にカストマイズする方法 How to customize dynamically - tour インターナショナル?ビジネス?マ

シーンズ?コーポレイション

90 特開2000-020606

流通業における店頭情報配信システムおよ

び店頭情報配信装置

Information distribution device over-the-

counter over-the-counter and information 

delivery system in the distribution industry

内田 研一

91 特開2000-020555

関連エンティティ及び関連情報へのリアル

タイム最適化マッチング装置及び方法

Method and real-time optimization 

matching equipment to related information 

and related entities

アプテックス ソフトウェア 

インコーポレイテッド



92 特開2000-020552

広告またはカタログ情報入りの記録媒体お

よびその記録媒体を内蔵するパソコンおよ

びマルチメディア端末

Multimedia terminal PC and a built-in 

recording media and the recording 

medium of the catalog information entered 

or advertising

株式会社マップマン

93 特開平11-345262

広告用情報提供装置 Advertising information providing 

apparatus

株式会社エヌケービー

94 特開平11-338809

情報通信システム、情報通信端末および広

告の提供制御方法

Provides a method of controlling 

advertising information and 

communication systems , information and 

communication terminal

ソニー株式会社

95 特開平11-328538 販売システム Selling system 東芝テック株式会社

96 特開平11-328219

情報検索方法、その装置および記録媒体 Information search method , recording 

medium apparatus and

日本電信電話株式会社

97 特開平11-328126 広告システム Advertising system 株式会社ビュ－テックラボ

98 特開平11-327868

顧客情報収集?配信システム Customer information collected ? Delivery 

system

宮山 直之

99 特開平11-309417 文書配達区分装置 Document delivery sorting apparatus 株式会社日立製作所

100 特開平11-306421 自動販売機 Vending machine シャープ株式会社

101 特開平11-296593 画像印刷注文システムおよび方法 How images and print order system 富士写真フイルム株式会社

102 特開平11-282393

購買履歴に応じた個人別インターネット広

告方法

Personalized Internet advertising method 

in accordance with the purchase history

大日本印刷株式会社

103 特開平11-265188

アーティストの宣伝映像を出力するカラオ

ケ装置

Karaoke device for outputting propaganda 

video of the artist

株式会社第一興商

104 特開平11-259558

広告効率評価方法および評価システム Evaluation system and advertising 

efficiency evaluation method

日本電信電話株式会社

105 特開平11-242714

懸賞くじ付き相互挨拶状の送信方法及び装

置

Transmitting device and method of 

sweepstakes lottery with each other 

greeting

株式会社博報堂

106 特開平11-242639 プロキシサーバ Proxy server 日本電気株式会社

107 特開平11-219481

個別広告出力装置、個別広告出力方法およ

び記録媒体

Individual recording media advertising 

output device , and individual ad output 

method

株式会社野村総合研究所

108 特開平11-212999 情報表示システム Information display system ソニー株式会社

109 特開平11-195048

分散検索システムおよび分散検索システム

における検索装置

The retrieval device in distributed search 

system and distributed search system

富士通株式会社

110 特開平11-154184

情報流通安全管理方法及びシステム And information distribution system safety 

management method

日本電信電話株式会社　他

111 特開平11-153977

広告効果確認システム Advertising effectiveness verification 

system

株式会社富士通ゼネラル

112 特開平11-152041 ショッピングカート用表示システム Shopping cart for display system 株式会社富士通ゼネラル

113 特開平11-145954

インターネット接続システム Internet connection system エヌ?ティ?ティ 

ラーニングシステムズ株式会社　

他

114 特開平11-143438 広告宣伝システム Advertising system 三菱電機株式会社

115 特開平11-120693

通信形音楽選曲販売システム Communication form music selection of 

music sales system

日立電子サービス株式会社

116 特開平11-110534

情報提供システム及び情報提供方法 Information providing method and 

information providing system

株式会社エヌケービー

117 特開平11-096243

オープンネットワーク支払いシステム及び

方法

Open and network payment system オープン マーケット 

インコーポレイテッド

118 特開平11-096234

説明資料の作成方法と説明資料を格納した

記憶媒体

Storage medium which stores the 

explanatory material and how to create 

explanatory material

株式会社電通テック

119 特開平11-095694

広告装置及び広告方法並びに情報処理プロ

グラムを記録した記録媒体

Recording medium recording the 

information processing program and 

advertising method and advertising device

シャープ株式会社

120 特開平11-085785

情報処理方法、情報処理装置、及び情報配

信システム

Information processing method , 

information processing apparatus , and 

information distribution system

ソニー株式会社

121 特開平11-085636

ネットワークにおける時刻指定情報配信シ

ステム

The point-in-time information delivery 

system in the network

株式会社ゼットプロジェクト

122 特開平11-068987

情報通信システム、情報通信端末、サーバ

装置および情報通信方法

Information communication method 

information communication system , 

information communication terminal , and 

server device

ソニー株式会社

123 特開平11-065434

情報提供システム、端末における情報の出

力方法、移動情報端末及び情報提供装置

Output method of info information system , 

in the terminal , information providing 

device and mobile information terminal

株式会社日立製作所　他

124 特開平11-055252

複数当事者に料金を請求するシステム及び

方法

System and method to charge to multiple 

parties

インターナショナル?ビジネス?マ

シーンズ?コーポレイション

125 特開平11-046193 情報サーバ Information server 石塚 洋一

126 特開平11-045222

プログラム?マテリアル配置リクエスト分

配方法、プログラム?マテリアル分配方法

及びクライアント数決定方法

Program ? Material placement request 

distribution method , the number of clients 

and how to determine program ? Material 

distribution method

インターナショナル?ビジネス?マ

シーンズ?コーポレイション



127 特開平11-025176

告知情報の作成発信装置 Creating transmitter of information notice 富士通株式会社

128 特開平11-003348

電子対話用広告装置 Electronic dialogue for advertising 

equipment

シャープ株式会社

129 特開平10-320336

空き時間中に表示する目的でインターネッ

トにネットワーク接続されたクライアント

のデータストリーム内に広告等を挿入する

ための方法及び装置

Method and apparatus for inserting 

advertisements into the data stream in the 

client that has a network connection to the 

Internet for the purpose of displaying 

spare time during

アドレッツ インターナショナル 

リミテッド ライアビリティ 

カンパニー

130 特開平10-320314

電子メール広告挿入装置および電子メール

広告挿入処理を実施するプログラムを記録

した記録媒体

Recording medium storing a program for 

implementing the e -mail advertisement 

insertion and processing e -mail 

advertisement insertion device

日本電信電話株式会社

131 特開平10-312434

オープンネットワーク販売システム及び方

法

How open and network marketing system オープン マーケット 

インコーポレイテッド

132 特開平10-312433

オープンネットワークによる支払いシステ

ム及び方法

How and payment system with open 

network

オープン マーケット 

インコーポレイテッド

133 特開平10-312344

通信ネットワークにおいて広告の配信をス

ケジューリングし制御するシステム

A system for controlling and scheduling 

the delivery of advertising in a 

communication network

ルーセント テクノロジーズ 

インコーポレイテッド

134 特開平10-307970

ファーストフード店用ＰＯＳ端末及び無人

店頭システム

Unmanned systems and over-the-counter 

fast food restaurants POS terminal

三菱電機株式会社

135 特開平10-302008 データコンテンツ流通システム Data content distribution system 三菱商事株式会社

136 特開平10-301946 情報提供装置 Information providing apparatus 富士通株式会社

137 特開平10-293793

ショッピング端末装置とオンラインショッ

ピング装置

Online shopping and shopping terminal 

equipment unit

三菱電機株式会社

138 特開平10-275277

放送用割引クーポンＩＤ認証方法及びシス

テム

System and broadcast discount coupon ID 

authentication method

日本電信電話株式会社

139 特開平10-269287

商品管理データ収集システム Merchandise management data collection 

system

オムロン株式会社

140 特開平10-254968 ポイント管理システム Point management system ネットビレッジ株式会社

141 特開平10-254966

電子ネットワークにおける情報提示システ

ム

The information presentation system in an 

electronic network

富士通株式会社

142 特開平10-254829 情報提供システム Information delivery system 富士通株式会社

143 特開平10-254796 情報提供システム Information delivery system 富士通株式会社

144 特開平10-247287 映像表示システム Video display system 翼システム株式会社

145 特開平10-240831

ホームページ公開システム Home page open system 株式会社 トータルシステム研究所

146 特開平10-240828 広告配信サービスシステム Ad delivery service system ネットビレッジ株式会社

147 特開平10-240205 電子看板システム Digital signage system 株式会社富士通ゼネラル

148 特開平10-222566 自動注文機 Automatic machine order 富士電機株式会社

149 特開平10-214383

ＰＯＳ端末用広告情報配信システム POS terminal for advertising information 

delivery system

日本電気株式会社

150 特開平10-207957 画像表示システム Graphics display system 翼システム株式会社

151 特開平10-207948

情報提供装置及び情報提供方法 Information providing method and 

information providing apparatus

株式会社日立製作所　他

152 特開平10-200575 オンラインショッピングシステム Online shopping system 富士通株式会社

153 特開平10-187817

インターネット上の情報交換方法 Method of exchanging information on the 

Internet

アールアンディ株式会社

154 特開平10-187320 顧客情報収集システム Customer information collection system 宮山 直之

155 特開平10-162031

広告情報の供給方法 Supply method of advertising information 凸版印刷株式会社

156 特開平10-149397

オープン?インターネット上で安全な電子

取引を可能にするための機構

Mechanism to enable the secure 

electronic transaction in the open ? 

Internet

エイ?ティ?アンド?ティ?コーポレ

ーション

157 特開平10-148042

自動立体格納式駐輪施設建物及び建設方法 Construction methods and 

autostereoscopic retractable bicycle 

parking facility building

奥井 義信

158 特開平10-134257

商品販売データ登録処理システム Commodity sales data registration 

processing system

株式会社テック

159 特開平10-111894

ラジオやテレビの視聴者が広告情報を得る

ためのコンピュータシステム

Computer system for TV viewers and radio 

get advertising information

サン マイクロシステムズ 

インコーポレイテッド

160 特開平10-105452

ソフトウェア実行方法および装置ならびに

ソフトウェア流通媒体

Software distribution media apparatus, and 

software execution method

株式会社知識情報研究所

161 特開平10-097575

サービス業務処理システム及びサービス業

務処理システム提供記憶媒体

Service business processing system 

provides storage media and service 

business processing system

株式会社ピーエフユー

162 特開平10-083484

小売業の販売促進方法およびシステム System and the promotion method of 

retailing

株式会社東広

163 特開平10-083418

結婚式場情報等ブライダル情報の案内シス

テム

Guidance system of the wedding hall 

information such as bridal information

株式会社ジェイプラン

164 特開平10-074222

コンピュータネットワークにおける電子決

済方法及びその方法を備えたサーバコンピ

ュータ装置

Server computer apparatus having its way 

and electronic payment method in a 

computer network

マック開発株式会社

165 特開平10-069360 テロップ表示付きＰＯＳ装置 Ticker with POS devices 日本電気株式会社

166 特開平10-063739

マルチメディア人材広告システム Multimedia advertising human resources 

system

ビスコ株式会社

167 特開平10-063725 買物支援装置 Shopping assistance device 松下電器産業株式会社



168 特開平10-049591

インターネット広告方法 Internet advertising method 有限会社システムグローリー　他

169 特開平10-040311

情報通信網による余暇利用サービス方法と

そのシステム

The system and method of use of leisure 

time services by information 

communication network

山口 宏允

170 特開平10-003508

取引処理装置および自動預金支払機 Automatic teller machine transactions and 

processing equipment

オムロン株式会社

171 特開平10-003494 広告配信装置 Ad distribution device 昭和情報機器株式会社

172 特開平09-326051 端末装置 Terminal equipment ブラザー工業株式会社　他

173 特開平09-325992 電子広告システム Electronic advertising system 株式会社富士通ゼネラル

174 特開平09-305519 情報提供システム Information delivery system ソニー株式会社

175 特開平09-281918 移動体用広告装置 A mobile advertising device 日本電信電話株式会社

176 特開平09-269923

情報及び広告分配システム及び方法 Method and advertising distribution system 

and information

ポイントキャスト 

インコーポレイテッド

177 特開平09-259189 書籍の広告?販売システム Ad ? Selling system of book 株式会社三菱総合研究所

178 特開平09-244566 移動体広告システム Mobile advertising system 三洋電機株式会社

179 特開平09-231263

情報サービス受信装置、情報サービス提供

装置および情報サービス提供システム

Information service providing system 

information service receiving apparatus , 

and information service providing 

apparatus

株式会社東芝　他

180 特開平09-212730 自動販売機の制御システム Control system of the vending machine 三洋電機株式会社

181 特開平09-171366 情報端末装置 Information terminal device ブラザー工業株式会社　他

182 特開平09-163351

双方向メディアを利用した流通システム Distribution system using interactive media 株式会社ウイング?ラボ

183 特開平09-160970

広告情報の登録方法 Registration method of advertising 

information

凸版印刷株式会社

184 特開平09-134371

情報検索装置及びこれを用いた情報検索シ

ステム

Information retrieval system using this 

information and retrieval device

富士通株式会社

185 特開平09-114781

端末装置、受信方法、サーバ、送信方法、

送受信装置、および送受信方法

Terminal device , receiving method , 

server , transmission method , transmitter-

receiver , send, receive, and how

ソニー株式会社

186 特開平09-091358

情報提供装置および方法 And how the information providing 

apparatus

富士通株式会社

187 特開平09-083678

オンライン広告システムおよび方法 And methods of online advertising system 富士通株式会社

188 特開平09-073484 ショッピングシステム Shopping system 株式会社エクシング　他

189 特開平09-050441 電子新聞システム Electronic newspaper system 株式会社日立製作所

190 特開平09-044737

自動販売装置及びその商品表示方法 The product display method and vending 

equipment

国際電気株式会社

191 特開平09-034902

広告情報の供給方法およびその登録方法 The registration method and the method of 

supplying advertising information

凸版印刷株式会社

192 特開平09-026992 電子紙面情報自動販売機 E- paper information vending machine 株式会社日立製作所

193 特開平09-023243

電子紙面情報配信システム E- paper information distribution system 株式会社日立製作所

194 特開平08-320878

情報処理装置および情報処理方法 Information processing apparatus and an 

information processing method

株式会社日立製作所

195 特開平08-287269 情報表示装置および方法 And how information display device ソニー株式会社

196 特開平08-256174

刊行物の電子伝送?閲覧システム Electronic transmission ? Browsing system 

of publications

株式会社日立製作所

197 特開平08-256142

コミュニケーション?ナビゲーション?シス

テム

Communication ? Navigation ? System 株式会社東芝

198 特開平08-234709

情報表示方法および装置 Equipment and information display method ソニー株式会社

199 特開平08-146899

店頭販売促進用広告システム Over-the-counter sales promotion 

advertising system

凸版印刷株式会社

200 特開平08-096027 交通広告スケジュールシステム Transit advertising schedule system 株式会社日立製作所　他

201 特開平08-087489 サービス提供方法 Service providing method ソニー株式会社

202 特開平08-076706

電子広告方法及び装置 Equipment and electronic advertisement 

method

日本電信電話株式会社

203 特開平08-046583 消費者動向調査システム Consumer Survey System 永島 基恭　他

204 特開平07-271862 商品情報表示システム Product information display system 株式会社テック

205 特開平07-168544

広告等表示制御システム Advertising such as display control system 有限会社ナツ?コープ

206 特開平07-129093

電子新聞の広告表示装置 Advertising display device for an electronic 

newspaper

日生下産業株式会社　他

207 特開平07-114673 取引処理システム Transaction Processing Systems オムロン株式会社

208 特開平07-065242 クーポン機能付端末 Coupon function with terminal 富士通株式会社

209 特開平07-056888

ソフトウェア使用権の流通方法および装置 Distribution methods and apparatus of the 

right to use the software

日本電信電話株式会社

210 特開平07-049980

料金の徴収と支払方法および装置 Apparatus and method of payment and 

collection of fees

日本電信電話株式会社

211 特開平06-314184

表示装置及びその制御方法 And a method of controlling the display 

device

国際電気株式会社

212 特開平05-284437

コマーシャル広告方法、及びコマーシャル

広告発生装置

Commercial advertising methods , 

advertising and commercial generator

エヌ?ベー?フィリップス?フルーイ

ランペンファブリケン

213 特開平05-233656

新聞記事連動型電子発注方法 Newspaper article linked electronic 

ordering method

日本電信電話株式会社

214 特開平05-028167 商品提供システム Products providing system 株式会社日立製作所



215 特表2003-533899

リッチコンテンツおよび直接ユーザ応答機

構を備える、無線通信装置に統合される広

告

And a direct user response mechanism 

and rich content , advertisements are 

integrated into the wireless communication 

device

ジオワークス?コーポレーション

216 特表2003-532166

分散コンピューティング環境におけるレン

タルソフトウェアプログラムを実行するた

めのシステム及びその方法

The method and system for performing the 

rental software program in a distributed 

computing environment

ソフトオンネット株式会社

217 特表2003-530617

インセンティブとしての役割を果たす小売

業者により指定される販売後のカスタマイ

ズ

Customizing after sell specified by retailer 

serves as an incentive

コーニンクレッカ フィリップス 

エレクトロニクス エヌ ヴィ

218 特表2003-529127

ウェブユーザプロファイリング及び選択コ

ンテンツ送達

Selected content delivery and web user 

profiling

プレディクティブ 

ネットワークス，インク．

219 特表2003-529117

レーザ中心媒体の電子的コンテンツに基く

照準を定めた広告についてのシステム、方

法、および製造物

The system of ad that sets its sights based 

on the electronic content of the laser 

center media , methods, and product

リサーチ?インベストメント?ネッ

トワーク?インコーポレーテッド

220 特表2003-529116

進化アルゴリズムによる広告の進化 Evolution of advertising by evolutionary 

algorithm

コーニンクレッカ フィリップス 

エレクトロニクス エヌ ヴィ

221 特表2003-528367

仮想的オンデマンド電子書籍のための方法 Methods for virtual on-demand e-book ディスカバリー?コミニュケーショ

ンズ?インコーポレーテッド

222 特表2003-528334

映画館及び劇場に広告情報をデジタル式で

提供して表示するためのシステム及び方法

System and method for displaying to offer 

in digital advertisement information to the 

theater and cinema

シネキャスト?リミテッド?ライア

ビリティ?カンパニー

223 特表2003-527665

ＲＦＩＤ技術を使用した顧客と購入選択品

の識別を使用して、方向づけられたマーケ

ティングインセンティブを提供する方法と

システム

Method and system to use the 

identification of the option to purchase 

goods with the customer using RFID 

technology to provide marketing incentives 

oriented

カタリナ マーケティング 

インターナショナル，インク．

224 特表2003-527644

クライアント情報を処理する方法および装

置

Method and apparatus for handling client 

information

サン?マイクロシステムズ?インコ

ーポレイテッド

225 特表2003-524231

コンピュータで実施される取引システム Transaction system implemented on a 

computer

オンライン エキスパート ドット 

コム パブリック リミテッド 

カンパニー

226 特表2003-523553

オンライン乗物登録 Online vehicle registration スリーエム イノベイティブ 

プロパティズ カンパニー

227 特表2003-522996

移譲が制限されたアイテムを移譲するため

のシステムおよび方法

System and method for the transfer items 

that have a limited transfer

シーエフピーエイチ， 

エル．エル．シー．

228 特表2003-522437

ディジタル?ビデオ?ストリームのための広

告管理システム

Advertising management system for digital 

? Video ? Stream

エクスパンス ネットワークス 

インコーポレイティッド

229 特表2003-521023

方向付けられた広告を伴う電子書籍選択及

び配送システム

Delivery system and e-book selection with 

advertising that is oriented

ディスカバリー?コミニュケーショ

ンズ?インコーポレーテッド

230 特表2003-518339

加入者特徴付けおよび広告監視システム Subscriber characterization and 

advertising monitoring system

エクスパンス ネットワークス 

インコーポレイティッド

231 特表2003-517162

広告を含むマルチメディア情報の印刷され

た媒体の活性化が行なわれる対話形の通信

Communication interactive activation of 

printed media of the multimedia 

information including the advertisement is 

performed

エアクリック，インコーポレイテ

ィド

232 特表2003-515799

コンテンツの配布方法及び装置 Apparatus and method of distributing 

content

データプレイ?インコーポレイテッ

ド

233 特表2003-514321

広告の方法およびシステム Method and system of ad シルバーブルック リサーチ 

プロプライエタリイ、リミテッド

234 特表2003-514269

オンライン広告キャンペーン用企業収入管

理システム

Online advertising campaigns corporate 

revenue management system

メディアプレックス?インク

235 特表2003-513482

デジタル放送局のネットワーク Network of digital broadcasting station エヌシーティー グループ 

インコーポレーテッド

236 特表2003-513379

データ記憶およびアクセスシステム System access and data storage スマートフラッシュ?リミテッド

237 特表2003-513369

インタラクティブ?ペーパーの分類ボタン Classification of interactive buttons ? 

Paper

シルバーブルック リサーチ 

ピーティーワイ リミテッド

238 特表2003-512679

オークション償還システムおよび方法 How auctions and reimbursement system ヤフー！ インコーポレイテッド

239 特表2003-511798

広告スペースのリアルタイム?オークショ

ンを具備する遠隔構築可能なマルチメディ

ア?エンターテインメントおよび情報シス

テム

Information systems and multimedia ? 

Entertainment remote can build includes a 

real-time ? Auction of advertising space

モトローラ?インコーポレイテッド

240 特表2003-511797

電子クーポン付きのリモート?コンフィギ

ュレーション可能なマルチメディア?エン

タテインメントおよび情報システム

Information systems and multimedia ? 

Entertainment and remote ? Configurable 

e- coupons

モトローラ?インコーポレイテッド

241 特表2003-510725

電子的に発注することを可能にするシステ

ム及びその方法

The method and system and makes it 

possible to order electronically

コーニンクレッカ フィリップス 

エレクトロニクス エヌ ヴィ

242 特表2003-510695

商取引サービス実装のためのシステムと方

法

System and method for implementation of 

commerce services

ホワン， イヴァン， 

チョン－ション



243 特表2003-510654

オンラインで広告を見るための双方向シス

テム及び方法

Way and two-way system for viewing the 

ad online

ディスカウントネット 

ピーティーワイ リミテッド

244 特表2003-509759

デジタルファイルを用いる広告方法並びに

デジタル動画広告用の電話受信機およびそ

れを用いる広告方法

Telephone receiver of digital video 

advertising and advertising method using 

a digital file and advertising method using 

it

パーク，キュ，ジン

245 特表2003-509757

デジタルコンピュータシステム Digital computer system メイヤー，トーマス，ダブリュー

　他

246 特表2003-507829

インターネットの使用に基づく宣伝物及び

広告物の配布

Distribution of advertisements and 

promotional materials based on the use of 

Internet

ユーザー?トレンズ

247 特表2003-504725

案内広告を検索する方法およびシステム Method and system for searching the 

classified ads

シルバーブルック リサーチ 

プロプライエタリイ、リミテッド

248 特表2003-504719

インタラクティブなプリンタ報酬スキーム Printer reward scheme interactive シルバーブルック リサーチ 

ピーティーワイ リミテッド

249 特表2003-504718

インタラクティブ?プリンタ恒久記憶プロ

バイダ

Interactive ? Printer permanent storage 

provider

シルバーブルック リサーチ 

ピーティーワイ リミテッド

250 特表2003-504700

無線移動位置に基づいて対象メッセージを

提供するシステムおよび方法

System and method for providing a 

targeted messages based on wireless 

mobile location

リープ ワイアレス 

インターナショナル、 

インコーポレイテッド

251 特表2003-504670

様々なタイプの視覚情報を提供するための

自動装置

Automatic device for providing visual 

information of various types

ジハン データ テック カンパニー 

リミティッド

252 特表2003-501768

印刷装置上で文書を自動プリントするため

の文書配信システム

Document distribution system to 

automatically print a document on a 

printing device on

ヒューレット?パッカード?カンパ

ニー

253 特表2003-501767

印刷装置において自動的に文書を印刷する

ための文書配信システム

Document distribution system for printing a 

document automatically in a printing 

device

ヒューレット?パッカード?カンパ

ニー

254 特表2003-501729

コンピュータ?ネットワーク?サーチエンジ

ンにより生成されたサーチ結果リスト上の

位置に影響を与えるための方法及びシステ

ム

System and method for influencing a 

position on a search result list that has 

been generated by a computer ? Networks 

? Search engine

オーバーチュア サービシズ 

インコーポレイテッド

255 特表2003-501727

小規模ビジネスのアポイントメント管理を

提供するインターネットによるサブスクリ

プションシステム

The subscription system via the Internet to 

provide appointment management of small 

business

セントラル?コースト?パテント?エ

ージエンシー?インコーポレイテツ

ド

256 特表2003-500750

対話型用紙出版者 Interactive paper publisher シルバーブルック リサーチ 

ピーティーワイ リミテッド　他

257 特表2003-500749

会話型プリンタ?プロバイダ Conversational printer ? Provider シルバーブルック リサーチ 

プロプライエタリイ、リミテッド

　他

258 特表2002-544637

物理的／電子的オブジェクトからコンピュ

ータ制御する、即ちインターネットリソー

スへリンクする方法およびシステム

To computer control from the physical / 

electronic object , that is a method and a 

system to link to Internet resources

ディジマーク コーポレイション

259 特表2002-544609

ディジタル?ストリームのための広告サブ

グループ

Ad subgroups for digital ? Stream エクスパンス ネットワークス 

インコーポレイティッド

260 特表2002-544581

グループ化されたサーバスペースの情報に

対する消費者の応答制御方法

Response method of controlling the 

consumer to the information of server 

space that are grouped

リム、 ミンテク

261 特表2002-543712

電子商取引テレビジョン E-commerce television トムソン ライセンシング ソシエテ 

アノニム

262 特表2002-543648

電子ディスプレイネットワークの選択され

たディスプレイ上にビデオまたは静止画像

コンテンツを表示することを可能にするシ

ステム

A system that allows to display the still 

image content or video on a display the 

selected electronic display network

ワールド?シアター?インコーポレ

ーテッド

263 特表2002-543510

個別設定されたオンラインサービスと広告

を公共空間内で提供する方法とシステム

Systems and methods provided public 

space and advertising online services that 

are set individually

ストリートスペイス?インコーポレ

ーテッド

264 特表2002-543501

インターネット上の電子掲示板の広告スペ

ースを販売するシステムおよび方法

System and method for selling advertising 

space on electronic bulletin board on the 

Internet

エスアイ ダイアモンド 

テクノロジー， 

インコーポレイテッド

265 特表2002-542684

無線通信ネットワーク内において、広告を

配布し、情報を収集するシステム及び方法

In a wireless communication network, 

system and method to distribute the ads , 

to collect information

クゥアルコム?インコーポレイテッ

ド

266 特表2002-541587

郵便メールオブジェクトを生成および配送

するための方法および装置

Method and apparatus for delivering and 

generating postal mail object

アメイジングメイル．コム

267 特表2002-541562

デジタル現金と商業の方法 How and commercial digital cash シーディー－キャッシュ（ユーエ

スエイ）?リミテッド?ライアビリ

ティ?カンパニー

268 特表2002-540681

高度ペイフォンシステムおよび通信網上で

ペイフォンに関して広告するための方法

Method for advertising with respect to 

Peifon in communication network on Pay 

and advanced phone system

ジップ?テレコム?リミテッド

269 特表2002-540489

特定の消費者のオフライン購入履歴に基づ

くコンピュータを用いた通信

Communication using a computer based 

on the offline purchase history of a 

particular consumer

カタリナ マーケティング 

インターナショナル，インク．

270 特表2002-539741

映像データに対するユーザのアクセスを測

定する方法と装置

Method and apparatus for measuring the 

user's access to the video data

ネツトレーテイングス?インコーポ

レイテツド



271 特表2002-536853

ビデオフレーム中の検出されたテキストを

使用してビデオコンテンツを分析するシス

テム及び方法

Systems and methods for analyzing video 

content using text detected in the video 

frame

コーニンクレッカ フィリップス 

エレクトロニクス エヌ ヴィ

272 特表2002-535689

ローカル広告の条件について交渉するため

の方法および装置

Method and apparatus for negotiating the 

terms of local advertising

サン?マイクロシステムズ?インコ

ーポレーテッド

273 特表2002-534017

オンデマンド広告提供装置及びオンデマン

ド広告提供方法

On-demand advertising method for 

providing on-demand and ad providing 

apparatus

ソニー エレクトロニクス インク

274 特表2002-534013

電子クーポン提供装置及び電子クーポン提

供方法

Electronic coupon providing method and 

electronic coupon providing device

ソニー エレクトロニクス インク

275 特表2002-533843

対話式メッセージ配信方法とシステム Systems and interactive message delivery 

method

ザ モービル メディア カンパニー 

アクティーゼルスカブ

276 特表2002-532022

ビデオオンデマンドの方法およびシステム Method and system of video-on-demand マイクロソフト コーポレイション

277 特表2002-531897

消費者調査および広告選択システム Ad selection system and consumer 

research

エクスパンス ネットワークス 

インコーポレイティッド

278 特表2002-530953

広告をメッセージ?インディケータとして

提示するワイヤレス加入者ユニットおよび

方法

And how wireless subscriber unit 

presented as a message ? Indicator ads

モトローラ?インコーポレイテッド

279 特表2002-530700

ローカル広告の方法および装置 The method and apparatus of the local 

advertising

サン?マイクロシステムズ?インコ

ーポレーテッド

280 特表2002-526831

ユーザの対話に応答して広告サイズを変更

する方法

How to change the ad size in response to 

user interaction

ナラティブ?コミュニケーションズ

?コーポレーション

281 特表2002-525753

ユーザーが設定する動的共同環境 Dynamic collaborative environment that 

you set

サイエンス アプリケーションズ 

インターナショナル 

コーポレイション

282 特表2002-524797

匿名ショッピング及び匿名売り主ショッピ

ングを伴う電子商取引

E-commerce associated with an 

anonymous seller shopping and 

anonymous shopping

インパワー，インコーポレイテッ

ド

283 特表2002-524782

再ターゲット化広告配布のためのネットワ

ーク

Network for re- targeted ad distribution ダブルクリック 

インコーポレイティド

284 特表2002-522829

ネットワークコンタクトトラッキングシス

テム

Network contact tracking system イー２ ソフトウェア 

コーポレイション

285 特表2002-520720

手紙または小包の情報を貼付印刷するため

の双方向処理方法

Bidirectional processing method for 

attaching print information on the parcel or 

letter

レイター、ジョシュア ジェー．

286 特表2002-520707

目的別マーケティング能力を有する情報ア

クセス

Information access with a purpose 

different marketing capability

マッカラン， ロバート， イー．

287 特表2002-519759

データ通信システムにおけるサービス提供

方法およびシステム

System and service providing method in 

data communication system

ソネラ ユルキネン 

オサケユキチュア

288 特表2002-517054

サービス提供サポートシステム Service delivery support system ブリティッシュ?テレコミュニケー

ションズ?パブリック?リミテッド?

カンパニー

289 特表2002-516437

参照ウェブページに埋め込まれた広告タグ

をもちいて、ブラウザにより開始される、

ユーザには見えないネットワーク分散隙間

ウェブ公告を実施するための技術

Technology to performed using an ad tag 

embedded in the reference web pages is 

initiated by the browser , the network 

distributed gaps web publication invisible 

to the user

ユニキャスト?コミュニケーション

ズ?コーポレイション

290 特表2002-512413

電話通話管理ソフトウェアおよびインター

ネットマーケティング方法

Internet marketing and how telephone call 

management software

ツェットマイアー カール デー．

291 特表2002-510822

広告補助および広告使用可能なソフトウェ

ア

Software and advertising available 

advertising and auxiliary

プレヴュー?システムズ?インコー

ポレーテッド

292 特表2002-510093

ターゲットに向けた広告のための方法 Method for advertising aimed at target ネットサニティー 

インコーポレイテッド

293 特表2002-506328

対象を絞った広告を有する番組ガイドシス

テム

Program guide system with advertising 

targeted

ユナイテッド ビデオ 

プロパティーズ， 

インコーポレイテッド

294 特表2002-506327

広告使用状況およびユーザ動向のモニタリ

ングを行う番組ガイドシステム

Program guide system for monitoring user 

trends advertising and usage

ユナイテッド ビデオ 

プロパティーズ， 

インコーポレイテッド

295 特表2002-505019

対話型サービスデバイス計量システム Interactive service device weighing system ニールセン メディア 

リサーチ，インコーポレイテッド

296 特表2002-501242

一般向け同報送信情報に対する自動消費者

応答

Automated consumer response to public 

broadcast transmission information

コネクサス コーポレイション

297 特表2001-525951

コンピュータ?ネットワークにおいて、広

告を設置する方法およびシステム

In the computer ? Networks, systems and 

how to install an ad

テルコーディア テクノロジーズ 

インコーポレイテッド

298 特表2001-525637

ポップアップに広告メッセージを伴う電子

番組ガイドシステム

Electronic program guide system with 

advertising messages in pop-up

スターサイト テレキャスト 

インコーポレイテッド

299 特表2001-524719

コンピュータネットワーク上でオークショ

ンを実施するためのシステム及び方法

Systems and methods for implementing an 

auction over a computer network

ザ テイラー トラスト エーエス

300 特表2001-524712

ユーザをコンピュータネットワークに接続

する装置およびデータ伝送方法

Data transmission apparatus and method 

to connect to a computer network user

ネットフラターナティ?ネットワー

ク?ソシエタ?ペル?アチオニ



301 特表2001-516106

ウェブページ広告に対するユーザの詳細な

対話の追跡

Detailed tracking of user interaction for a 

web page ad

ナラティブ?コミュニケーションズ

?コーポレーション

302 特表2001-514772

インターネット広告システム Internet advertising system フライキャスト 

コミュニケイションズ 

コーポレイション

303 特表2001-509625

インターネットを用いた広告 Advertising by the Internet デイビッドソン， ヒューゴ 

ジェイムズ　他

304 特表2001-503542

消費者製品関連情報をインターネット上で

管理しサービスするシステムと方法

System and method to manage services 

on the Internet consumer product-related 

information

アイピーエフ?インコーポレーテッ

ド

305 特表2000-512405

認可装置を使って電子ネットワーク認可を

するシステム、方法及びそれを行う機器

System for the electronic network 

authorization using the authorization 

device , the device that performs AND 

METHOD

ヴェリフォウン、インク

306 特表2000-511662 自動化トランザクション機 Automated transaction machine バルセロー，デビッド，エム．

307 特表2000-510626

コンピュータ?ネットワークに接続された

キオスクおよびサーバ

Servers and kiosks that are connected to 

a computer ? Networks

インターナシヨナル?ビジネス?マ

シーンズ?コーポレーシヨン

308 特表2000-504447

改良された電子注文装置ならびに電子小売

システムおよび電子販売システム

Electronic sales system and electronic 

retail systems and electronic order 

improved apparatus

イメイジング?テクノロジーズ?プ

ロプライエタリー?リミテッド

309 特表2000-501868

広告に対する顧客の注意の取引方法 Transaction method customers attention to 

the ad

サイバーゴールド 

インコーポレイテッド

310 特表平11-514462

通信ネットワークのためのクーポン発行追

跡システム

Coupon issue tracking system for 

communication network

マルチメディア システムズ 

コーポレイション

311 特表平11-513829

リンク処理中における情報対象の動的表示

によるウエブ?ブラウザ

The web ? Browser with dynamic display 

of information in the target linking process

ジヤドスン，デイビツド?エイチ

312 特表平11-511574

遠隔地のネットワークと局地のコンピュー

タとの間の情報を伝送し、表示する方法及

び装置

Method and apparatus to transmit 

information between your local network 

and remote , display

バックウェブ

313 特表平11-500874

予めロードした広告データを含むデータの

配信

Delivery of data including advertisement 

data that is preloaded

セイコー コミュニケーションズ 

システムズ インコーポレイテッド

314 特表平11-500275

対話式放送システム Interactive broadcasting system フレックシーダイアル?プロプライ

アタリ?リミテッド

315 特表平10-512074

安全な取引管理および電子権利保護のため

のシステムおよび方法

System and method for electronic rights 

protection and transaction management 

safe

インタートラスト テクノロジーズ 

コーポレイション

316 特表平10-509543

ネットワーク?セールス?システム Network ? Sales ? System オープン マーケット 

インコーポレイテッド

317 特表平10-508964

料金設定機能を有するオンラインサービス

開発ツール

Online service development tool with a 

pricing function

バーミア、テクノロジーズ、イン

コーポレーテッド

318 特表平09-508993

テレビジョン信号を利用した対話式カード

システム

Interactive card system using a television 

signal

ネミロフスキー，フランク アール

319 特表平09-507108

業界に固有の情報にアクセスする対話型マ

ルチメディア通信システム

Interactive multimedia communication 

system to access information specific to 

the industry

ケイスリー，ロナルド，ディ．　

他

320 特表平09-500470

ディジタルアクティブ広告 Digital active ad オープン マーケット 

インコーポレイテッド

321 再表00/077646

電子通信を利用した広告システム及び方法 And methods advertisement system using 

an electronic communication

永野 宏明　他

322 再表99/061995 情報提供システム Information delivery system 株式会社バンダイ

323 再表99/060501

電子チップ流通方法、電子チップ流通サー

バ装置、及び電子チップ流通システム

Electronic chip distribution method , 

electronic chip distribution server device , 

and electronic chip distribution system

株式会社アクセルリンケージラボ

324 実開平06-073949

電話機を入力端末装置とする表示装置 A display device which receives the phone 

terminal device

水谷 哲雄　他


