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(57)【要約】
【課題】信頼できる店舗情報を利用者が容易に検索する
ことができる店舗検索システムを提供する。
【解決手段】利用者の利用端末２０から投稿された店舗
条件情報２１を取得し、店舗条件記憶部１１に記憶する
店舗条件取得部１２と、利用端末２０と他の利用者が利
用する他の利用端末３０とへ、店舗条件記憶部１１に記
憶された店舗条件情報２１を配信する店舗条件配信部１
３と、店舗条件情報２１に基づき、他の利用端末３０よ
り投稿された店舗情報３１を取得し、店舗情報記憶部１
４に記憶する店舗情報取得部１５と、店舗条件情報２１
と店舗情報３１とを利用端末２０と他の利用端末３０に
配信する情報配信部１６と、利用者が任意に選択した店
舗情報３１を投稿した他の利用者に対し、ポイントを付
与するポイント付与部１７と、他の利用者に付与された
ポイントを他の利用者毎に累積するポイント累積部１８
とを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者が利用する利用端末により所望する店舗条件に該当した店舗を検索する店舗検索
システムであって、
　前記利用者の利用端末から投稿された前記店舗条件情報を取得し、店舗条件記憶部に記
憶する店舗条件取得部と、
　前記利用端末と他の利用者が利用する他の利用端末とへ、前記店舗条件記憶部に記憶さ
れた前記店舗条件情報を配信する店舗条件配信部と、
　前記店舗条件情報に基づき、前記他の利用端末より投稿された店舗情報を取得し、店舗
情報記憶部に記憶する店舗情報取得部と、
　前記店舗条件情報と前記店舗情報とを前記利用端末と前記他の利用端末に配信する情報
配信部と、
　前記利用者が任意に選択した前記店舗情報を投稿した他の利用者に対し、ポイントを付
与するポイント付与部と、
　前記他の利用者に付与されたポイントを他の利用者毎に累積するポイント累積部とを有
する
　ことを特徴とする店舗検索システム。
【請求項２】
　前記利用者と前記他の利用者との固有の個人情報を取得し、利用情報記憶部に記憶する
利用者情報取得部とを有する
　ことを特徴とする請求項１記載の店舗検索システム。
【請求項３】
　前記利用情報記憶部に固有の個人情報が記憶された他の利用者に対して、前記ポイント
が付与される
　ことを特徴とする請求項２記載の店舗検索システム。
【請求項４】
　前記利用者及び／又は前記他の利用者が前記店舗情報を投稿可能とする
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の店舗検索システム。
【請求項５】
　前記店舗条件情報と前記店舗情報とは、レストラン等の飲食店情報である
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の店舗検索システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、利用者の条件に該当した飲食店を始めとした様々な店舗や施設（以下、これ
らを総称して「店舗」と記す）を、他の利用者から提供された店舗情報から検索可能な店
舗検索システムである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、利用者が所有する携帯端末（携帯電話、スマートフォン、ＰＨＳ、ネットブック
等）により、キーワード（場所、ジャンル等）を入力することにより該当した店舗を検索
できる店舗検索サービス、又はＧＰＳ（Global Positioning System）による現在位置か
ら近い店舗を検索できる店舗検索サービスは様々提供されており、これらの一例が特許文
献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２５８７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、これらの検索サービスは、無作為に入力したキーワードに該当したか否
かにより店舗が検索されることにより、利用者の所望する店舗がたくさんの検索された店
舗中から利用者が１つ１つ判断しなければならず、また検索された店舗の信頼性に欠ける
というおそれがある。さらに、これらの検索サービスは種々のソーシャルメディアを利用
する利用者と共有できず、そのため利用者が各自で検索を行う必要があり、ソーシャルメ
ディア上のつながりを十分に活用することが出来ていなかった。一方、ネット上の口コミ
による店舗の紹介では、その紹介者が信頼できる人物であるか否かを利用者が特定するこ
とは困難である。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑み提案するものであって、信頼できる店舗情報を利用者が容易に
検索することができる店舗検索システムを提供する目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の店舗検索システムは、利用者が利用する利用端末により所望する店舗条件に該
当した店舗を検索する店舗検索システムであって、前記利用者の利用端末から投稿された
前記店舗条件情報を取得し、店舗条件記憶部に記憶する店舗条件取得部と、前記利用端末
と他の利用者が利用する他の利用端末とへ、前記店舗条件記憶部に記憶された前記店舗条
件情報を配信する店舗条件配信部と、前記店舗条件情報に基づき、前記他の利用端末より
投稿された店舗情報を取得し、店舗情報記憶部に記憶する店舗情報取得部と、前記店舗条
件情報と前記店舗情報とを前記利用端末と前記他の利用端末に配信する情報配信部と、前
記利用者が任意に選択した前記店舗情報を投稿した他の利用者に対し、ポイントを付与す
るポイント付与部と、前記他の利用者に付与されたポイントを他の利用者毎に累積するポ
イント累積部とを有することを特徴とする。
　この構成により、利用者が投稿した店舗条件に該当した店舗を他の利用者から投稿され
た店舗情報から検索できるため、投稿された店舗情報は他の利用者の視点により投稿され
たものであり、信頼度を向上させることができる。
【０００７】
　本発明の店舗検索システムは、前記利用者と前記他の利用者との固有の個人情報を取得
し、利用情報記憶部に記憶する利用者情報取得部とを有することを特徴とする。
　この構成により、利用者と他の利用者とが固有の個人情報を登録することが出来る。
【０００８】
　本発明の店舗検索システムは、前記利用情報記憶部に固有の個人情報が記憶された他の
利用者に対して、前記ポイントが付与されることを特徴とする。
　この構成により、他の利用者が個人情報を登録した者にポイントが付与されるため、個
人情報を登録するきっかけとすることができる。
【０００９】
　本発明の店舗検索システムは、前記利用者及び／又は前記他の利用者が前記店舗情報を
投稿可能とする。
　この構成により、種々のソーシャルメディアにおける利用者のアカウントから店舗条件
情報及び店舗情報の投稿でき、投稿された店舗条件情報及び店舗情報は投稿した利用者の
顔が見える情報であるため、投稿された店舗条件情報及び店舗情報の信頼性が担保される
。即ち、種々のソーシャルメディアを利用する利用者も利用できるため、検索システムと
ソーシャルメディアとを融合させることができ、本発明の検索システムとソーシャルメデ
ィアを利用する利用者同士が互いに店舗条件情報及び店舗情報を容易にやり取りすること
が可能となる。なお、個人情報を登録した利用者・他の利用者のみが店舗条件情報を投稿
する構成としてもよく、いたずらに店舗条件が投稿されることを防止することが可能とな
ると共に、個人情報を登録した他の利用者のみが店舗情報を投稿する構成としてもよく、
投稿された店舗情報の信頼性を向上させることができる。
【００１０】
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　本発明の店舗検索システムは、店舗前記店舗条件情報と前記店舗情報とは、レストラン
等の飲食店情報であることを特徴とする。
　この構成により、利用者は、自分の希望条件に一致したレストラン等の飲食店を容易に
検索することが出来る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明では、利用者が投稿した店舗条件に該当した店舗を他の利用者から投稿された店
舗情報から検索できるため、提供された店舗情報は投稿した者の顔が見える情報であり、
提供された店舗情報の信頼性が担保される。また、本発明は、種々のソーシャルメディア
を利用する利用者も利用できるため、本発明によれば、検索システムとソーシャルメディ
アとを融合させることができる。また、本発明は、種々のソーシャルメディア上で投稿さ
れた店舗条件情報及び店舗情報を閲覧させることもできることにより、投稿された店舗条
件情報及び店舗情報からなる店舗検索という新しいツールがソーシャルメディア上に拡散
し、それに伴って、本発明に係るサービスを広く認知させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る実施形態の店舗検索システムの全体の概念を示す概念図。
【図２】本発明に係る実施形態の店舗検索システムの構成の一例を模式的に示す図。
【図３】本発明に係る実施形態の店舗条件画面の一例を模式的に示す図。
【図４】本発明に係る実施形態の店舗情報画面の一例を模式的に示す図。
【図５】本発明に係る実施形態の店舗検索処理を示すフローチャート。
【図６】本発明に係る実施形態のポイント付与処理を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明による実施形態の店舗検索システムについて図面を参照して説明する。図１は本
実施形態の店舗検索システムの全体の概念を示す概念図、図２は本実施形態の店舗検索シ
ステムの構成の一例を模式的に示す図である。
【００１４】
〈本実施形態の店舗検索システムの構成〉
　本実施形態の店舗検索システム１０は、利用者の利用端末２０から投稿された店舗条件
情報２１を取得し、店舗条件記憶部１１に記憶する店舗条件取得部１２と、利用端末２０
と他の利用者が利用する他の利用端末３０とへ、店舗条件記憶部１１に記憶された店舗条
件情報１２を配信する店舗条件配信部１３と、店舗条件情報２１に基づき、他の利用端末
３０より投稿された店舗情報３１を取得し、店舗情報記憶部１４に記憶する店舗情報取得
部１５と、店舗条件情報２１と店舗情報３１とを利用端末２０と他の利用端末３０に配信
する情報配信部１６と、利用者が任意に選択した店舗情報３１を投稿した他の利用者に対
し、ポイントを付与するポイント付与部１７と、他の利用者に付与されたポイントを他の
利用者毎に累積するポイント累積部１８とを有する。
【００１５】
　また、店舗検索システム１０は、図示しないが、各種プログラムの演算処理を実行する
ＣＰＵ等の演算処理部と各種処理に用いられるプログラムや各種データ等を記憶する記憶
部を有する。演算処理部は、処理に応じてプログラムやモジュール等が読み出し、後述す
る店舗検索システム１０を構成する各部の機能を実現する。さらに、キーボード等の入力
装置、ディスプレイ等の表示装置等他のハードウェアを備えていてもよい。なお、後述す
る各記憶部は、データベース、データファイル等様々なデータ保存形式で記憶されるとよ
く、データベース、データファイルのデータ保存形式に限定されず、いかなるデータの保
存形式であってもよい。
【００１６】
　利用端末２０は、携帯電話、スマートフォン、ＰＨＳ、パソコン等の情報通信端末であ
り、入力手段と表示手段と通信手段とを有するものであればよい。また、他の利用者が利
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用する利用端末３０も、利用端末２０と同様の構成を有する情報通信端末である。
【００１７】
　店舗条件記憶部１１は、店舗条件情報２１を記憶する。ここで、店舗条件情報２１は、
様々な業種の店舗、例えばレストラン等の飲食店、美容院、洋服屋、雑貨店に関する店舗
条件情報である。本実施形態の店舗条件情報２１は、レストラン等の飲食店に関する店舗
条件情報とし、利用者の年代、性別、職業、店舗の場所（銀座、渋谷、青山等）、目的（
ビジネス、ランチ、デート、女子会等）、雰囲気等の店舗に対する条件である。例えば、
店舗条件情報２１は、図３に示す「図２０代男性ビジネスマンからのお願いです。青山で
初めてのデートに使えるお店を募集します。」等である。
【００１８】
　店舗条件取得部１２は、利用端末１１からネットワークＮを介して、利用者が投稿した
店舗条件情報２１を取得すると、店舗条件記憶部１１に記憶する。また、店舗条件取得部
１２は、種々のソーシャルメディアの利用者自身のアカウントから投稿された店舗条件情
報２１を取得し、店舗条件記憶部１１に記憶する構成としてもよい。さらに、店舗条件取
得部１２は、店舗条件情報２１を投稿した利用者が後述する利用者情報記憶部４１に固有
の個人情報を登録した者であるか否かを判定し、固有の個人情報が登録された利用者の店
舗条件情報２１を取得し、店舗条件記憶部１１に記憶する構成としてもよい。
【００１９】
　店舗条件配信部１３は、店舗条件記憶部１１に記憶された店舗条件情報２１から構成さ
れる店舗条件画面５１（図３に示す）を利用端末２０と他の利用者の利用端末３０とに配
信する。店舗条件画面５１は、店舗条件情報２１が投稿された時間順に表示され、又は場
所毎、性別毎等に表示される。さらに、店舗条件配信部１３は種々のソーシャルメディア
のアカウントから店舗条件画面５１を配信し、種々のソーシャルメディア上から店舗条件
画面５１を閲覧させてもよい。店舗条件画面５１を配信するための種々のソーシャルメデ
ィアのアカウント、例えば店舗条件画面配信用アカウントは予め上述した記憶部（図示し
ない）に記憶させておくとよい。
【００２０】
　店舗情報記憶部１４は、店舗情報３１を記憶する。店舗情報３１は、店舗条件情報２１
を閲覧した他の利用者から投稿された店舗情報であり、店舗条件情報２１の条件を満たす
店舗情報である。
【００２１】
　店舗情報取得部１５は、利用端末３０からネットワークＮを介して、他の利用者が投稿
した店舗情報３１を取得すると、店舗情報記憶部１４に記憶する。また、店舗情報取得部
１５は、種々のソーシャルメディアの他の利用者自身のアカウントから投稿された店舗情
報３１を取得し、店舗情報記憶部１４に記憶する構成としてもよい。さらに、店舗情報取
得部１５は、店舗情報３１を投稿した他の利用者が後述する利用者情報記憶部４１に固有
の個人情報を登録した者であるか否かを判定し、固有の個人情報を登録した他の利用者の
店舗情報３１を取得し、店舗情報記憶部１４に記憶する構成としてもよい。
【００２２】
　情報配信部１６は、利用端末２０と利用端末３０に店舗条件情報２１と店舗情報３１と
からなる店舗情報画面５２（図４に示す）を配信する。本実施形態では、図４に示す店舗
情報画面５２のように、店舗条件情報２１の条件に一致した店舗情報３１、例えば「表参
道にある○○がおすすめ！」や「前に行った××は雰囲気が良かったですよー」が表示さ
れる。また、店舗情報画面５２の店舗情報３１には、投稿した店舗ホームページ等をリン
クさせることができる。さらに、情報配信部１６は、種々のソーシャルメディアのアカウ
ントから店舗情報画面５２を配信し、種々のソーシャルメディア上から店舗情報画面５２
を閲覧可能としてもよい。店舗情報画面５２を配信するための種々のソーシャルメディア
のアカウント、例えば店舗情報画面配信用アカウントは予め上述した記憶部（図示しない
）に記憶させておくとよい。
【００２３】
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　ポイント付与部１７は、利用者から投稿された店舗条件情報２１の条件と一致する店舗
情報３１を投稿した他の利用者の中から特に有効な店舗情報３１を投稿した他の利用者に
対し、ポイントを付与する。ポイントを付与する他の利用者は、店舗条件情報２１を投稿
した利用者が任意に選択することができる。また、ポイント付与部１７は、ポイントが付
与される他の利用者が固有の個人情報を登録した者であるか否かを判定し、固有の個人情
報を登録した他の利用者のみにポイントを付与するとしてもよく、利用者に選択された店
舗情報３１を投稿した他の利用者が固有の個人情報を登録した者でない場合には、個人情
報を登録することを促す表示を利用端末３０に表示させることができる。
【００２４】
　ポイント累積部１８は、ポイント付与部１７によって他の利用者に付与されたポイント
を他の利用者毎に累積する。累積したポイントに応じて、様々な特典と引換することがで
きる。
【００２５】
　また、店舗検索システム１０は、利用者と他の利用者との固有の個人情報を取得し、利
用情報記憶部４１に記憶する利用者情報取得部４２とを有する構成としてもよい。
【００２６】
　利用者情報記憶部４１は、利用者と他の利用者との固有の個人情報を記憶する。固有の
個人情報は、利用者と他の利用者との氏名、住所、連絡先等である。
【００２７】
　利用者情報取得部４２は、利用者の利用端末２０と他の利用者の利用端末３０から登録
された固有の個人情報を取得し、利用者情報記憶部４１に記憶する。
【００２８】
〈本実施形態の店舗検索システムの処理手順〉
　次に、店舗検索システム１０による店舗検索処理の手順を、図５に示すフローチャート
により説明する。なお、本実施形態では、レストラン等の飲食店の店舗検索処理とする。
【００２９】
　ステップＳ１０１において、利用者情報取得部４２は、利用者が登録した自分の固有の
個人情報である氏名、住所等を取得し、利用情報記憶部４１に記憶する。また、利用者が
個人情報を登録するのは、初回時だけでよく、２回目からはステップＳ１０１を省略する
ことができる。なお、利用者がソーシャルメディアの利用者自身のアカウントを利用する
場合、個人情報を登録する必要はなく、ステップＳ１０１を省略することができる。
【００３０】
　ステップＳ１０２において、ステップＳ１０１により利用者が希望する店舗条件情報２
１として、図３に示す「図２０代男性ビジネスマンからのお願いです。青山で初めてのデ
ートに使えるお店を募集します。」等を投稿する。また、種々のソーシャルメディアを利
用する利用者が自分の希望する店舗条件情報２１を種々のソーシャルメディアを通して投
稿できる。
【００３１】
　ステップＳ１０３において、店舗条件取得部１２が、ステップＳ１０２により投稿され
た店舗条件情報２１を取得し、店舗条件記憶部１１に記憶する。本実施形態では、種々の
ソーシャルメディアの利用者自身のアカウントから投稿された店舗条件情報２１が店舗条
件取得部１２により取得させることもできる。その店舗条件情報２１は、投稿した利用者
の顔が見えるため、投稿された店舗条件情報２１の信頼性が担保される。
【００３２】
　ステップＳ１０４において、店舗条件配信部１３が、ステップＳ１０２により記憶した
店舗条件情報２１から構成される店舗条件画面５１を利用端末２０と利用端末３０とに配
信する。本実施形態では、店舗条件画面配信用アカウントを通じて店舗条件画面５１が配
信され、種々のソーシャルメディア上で店舗条件画面５１を閲覧させることができるため
、投稿された店舗条件情報２１からなる店舗検索という新しいツールを種々のソーシャル
メディア上で拡散させることが可能となる。なお、店舗条件情報２１は、投稿された時間



(7) JP 2012-215968 A 2012.11.8

10

20

30

40

50

順や場所別等に表示させることができる。
【００３３】
　ステップＳ１０５において、店舗条件画面５１を閲覧した他の利用者が、店舗条件情報
２１に一致した店舗情報３１、例えば「表参道にある○○がおすすめ！」や「前に行った
××は雰囲気が良かったですよー」を利用端末３０から投稿する。本実施形態では、種々
のソーシャルメディアを利用する多くの他の利用者が店舗条件画面５１を閲覧できるため
、多くの他の利用者から店舗条件情報２１に一致した店舗情報３１が種々のソーシャルメ
ディアを通して投稿される。
【００３４】
　ステップＳ１０６において、店舗情報取得部１５が、ステップＳ１０５により投稿され
た店舗情報３１を取得し、店舗情報記憶部１４に記憶する。本実施形態では、種々のソー
シャルメディアの他の利用者自身のアカウントから投稿された店舗情報３１を店舗情報取
得部１５により取得させることもできる。その店舗情報３１は、投稿した他の利用者の顔
が見えるため、投稿された店舗情報３１の信頼性が担保される。
【００３５】
　ステップＳ１０７において、情報配信部１６が、ステップＳ１０３により店舗条件記憶
部１１に記憶された店舗条件情報２１とステップＳ１０６により店舗情報記憶部１４に記
憶された店舗情報３１とから構成される図４に示す店舗情報画面５２を利用端末２０と利
用端末３０とに配信する。本実施形態では、店舗情報画面配信用アカウントを通じて店舗
情報画面５２が配信され、種々のソーシャルメディア上で店舗情報画面５２を閲覧できる
ことによって、投稿された店舗条件情報２１及び店舗情報３１からなる店舗検索という新
しいツールを種々のソーシャルメディア上で拡散させることが可能となる。なお、店舗情
報画面５２の店舗情報３１には、投稿した店舗ホームページ等をリンクをさせることがで
き、利用者は投稿された店舗情報３１のより詳細な説明を容易に知ることが可能となり、
利用者は投稿した店舗条件情報２１に一致した店舗をより検索しやすくなる。
【００３６】
　上述したステップＳ１０１～Ｓ１０７において、固有の個人情報を登録した利用者のみ
が店舗条件情報２１を投稿でき、固有の個人情報を登録した他の利用者のみが店舗情報３
１を投稿可能とする構成としてもよく、投稿された店舗条件情報２１及び店舗情報３１の
信頼性をより向上させることができる。
【００３７】
　また、店舗検索システム１０によるポイント付与処理の手順を、図６に示すフローチャ
ートにより説明する。
【００３８】
　ステップＳ２０１において、利用者が、店舗情報画面５２に表示された複数の店舗情報
３１から、投稿した店舗条件情報２１に対し、特に有効であると思われた店舗情報３１を
選択する。
【００３９】
　ステップＳ２０２において、ポイント付与部１７が利用者に選択された店舗情報３１を
投稿した他の利用者にポイントを付与する。なお、ポイントが付与される他の利用者を固
有の個人情報を登録した他の利用者に限定する構成としてもよい。
【００４０】
　ステップＳ２０３において、ポイント累積部１８が、ポイントが付与された他の利用者
毎にポイントを累積する。
【００４１】
〈本実施形態の効果〉
　本実施形態の店舗検索システム１０は、利用者が投稿した店舗条件に該当した店舗を他
の利用者から投稿された店舗情報から検索できるため、投稿された店舗情報は他の利用者
の視点に基づき投稿されたものであり、信頼度が高いため、利用価値の向上を図ることが
できる。また、本実施形態の店舗検索システム１０は、種々のソーシャルメディアを利用
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する利用者自身のアカウントから店舗条件情報２１及び店舗情報３１を投稿でき、その店
舗条件情報２１及び店舗情報３１は、投稿した利用者の顔が見える情報であるため、投稿
された店舗条件情報２１及び店舗情報３１の信頼性が担保される。また、種々のソーシャ
ルメディア上で店舗条件情報２１及び店舗情報３１を閲覧することもでき、投稿された店
舗条件情報２１及び店舗情報３１からなる店舗検索という新しいツールがソーシャルメデ
ィア上に拡散し、それに伴って、本発明に係るサービスを広く認知させることができる。
即ち、本実施形態の店舗検索システム１０とソーシャルメディアとを融合させることがで
き、本実施形態の店舗検索システム１０とソーシャルメディアとを利用する利用者同士が
互いに店舗条件情報２１及び店舗情報３１を容易にやり取りすることが可能となる。
【００４２】
　本実施形態の店舗検索システム１０は、店舗情報３１に、投稿した店舗ホームページ等
をリンクさせることができるため、利用者が投稿された店舗のより詳細な説明を容易に知
ることができ、利用者は投稿した店舗条件情報２１に一致した店舗を検索しやすくなる。
【００４３】
　本実施形態の店舗検索システム１０は、個人情報を登録した利用者のみが店舗条件情報
２１を投稿することにより、いたずらに店舗条件情報２１が投稿されることを防止するこ
とが可能となると共に、個人情報を登録した他の利用者のみが店舗情報３１を投稿するこ
とにより、投稿された店舗情報３１の信頼性を向上させ、利用者が投稿された店舗情報３
１をより信用することができる。
【００４４】
　本実施形態の店舗検索システム１０は、店舗情報３１に、投稿した店舗ホームページ等
のリンク先を貼附することができるため、投稿された店舗側も自分の店舗をお勧めしてく
れているかを知ることができ、顧客の増加を図ることができる。
【００４５】
　本実施形態の店舗検索システム１０は、利用者に選択された店舗情報３１を投稿した他
の利用者にポイントを付与することができ、他の利用者が店舗条件情報２１に対し、店舗
情報３１を投稿するモチベーションを向上させることができる。
【００４６】
　〔実施形態の変形例等〕
　本明細書開示の発明は、各発明や実施形態の構成の他に、適用可能な範囲で、これらの
部分的な構成を本明細書開示の他の構成に変更して特定したもの、或いはこれらの構成に
本明細書開示の他の構成を付加して特定したもの、或いはこれらの部分的な構成を部分的
な作用効果が得られる限度で削除して特定した上位概念化したものを含み、下記の変形例
等も包含する。
【００４７】
　本実施形態の店舗検索システム１０は、ポイント累積部１８に累積したポイント数に応
じて、他の利用者の表示を変化する構成としてもよい。多くのポイントが累積された他の
利用者は、店舗条件情報を投稿した多くの利用者に選択されていることから、換言すれば
、信頼性の高い店舗情報を投稿する者であり、利用者が自分の希望する店舗条件に一致し
た店舗を検索しやすくなる。
【００４８】
　本実施形態の店舗検索システム１０は、店舗情報取得部１５に店舗情報３１内の文言に
対するフィルタリング機能を設け、店舗情報取得部１５が店舗情報３１を店舗情報記憶部
１４に記憶する際、予め設定した文言と一致する文言を含む店舗情報３１を記憶するか否
かを識別することが可能となる。
【００４９】
　本実施形態の店舗検索システム１０は、レストラン等の飲食店だけでなく、美容院、洋
服屋、喫茶店、雑貨店、インテリアショップ等の店舗条件に該当した店舗情報を検索する
ことが可能である。
【産業上の利用可能性】
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【００５０】
　本発明は、利用者が投稿したレストラン等の飲食店、美容院、洋服屋等の様々な業種の
店舗条件に該当した店舗を他の利用者から投稿された店舗情報を検索することが可能とな
る。
【符号の説明】
【００５１】
１０…店舗検索システム　　　　　　　　　１１…店舗条件情報記憶部
１２…店舗条件情報取得部　　　　　　　　１３…店舗条件配信部
１４…店舗情報記憶部　　　　　　　　　　１５…店舗情報取得部
１６…情報配信部　　　　　　　　　　　　１７…ポイント付与部
１８…ポイント累積部　　　　　　　　　　２０、３０…利用端末
２１…店舗条件情報　　　　　　　　　　　３１…店舗情報
４１…利用者情報記憶部　　　　　　　　　４２…利用者情報取得部
５１…店舗条件画面　　　　　　　　　　　５２…店舗情報画面
Ｎ…ネットワーク

【図１】 【図２】
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