
JP 4397067 B2 2010.1.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　棚板上の商品を区分けすると共に商品の前出し移動をガイドする基板を、前記棚板に商
品の前出し方向と平行に着脱自在に設けかつ前記棚板上の商品の前出し方向と直交する方
向に移動可能に設けると共に、前記基板に商品押し板を前記商品の前出し方向に進退移動
自在に設け、該商品押し板の側部に引出し具を回動自在に軸支する突起を設け、該突起に
該引出し具の孔又は長孔を嵌めることで、該商品押し板に対し該引出し具を着脱自在かつ
上下方向に回動自在に軸支してなり、前記棚板の商品取出部位近傍で前記商品押し板をそ
の移動を規制するストッパー機構により停止させるものであって、
　該突起は、側方に向けて突出する円形断面の基部と、該基部の先端面であって且つ該先
端面の上側半分から上方へ延び上端が該基部の上端より上方に位置する先端突起部とから
なることを特徴とする商品陳列具。
【請求項２】
　前記基板下部に底板を設けた請求項１記載の商品陳列具。
【請求項３】
　前記基板に所定長さのスライド溝を設け、該スライド溝内で前記商品押し板を移動自在
に設けてなる請求項１又は２記載の商品陳列具。
【請求項４】
　前記商品押し板に押し面積拡大補助具を着脱自在に設けてなる請求項１～３のいずれか
１項に記載の商品陳列具。
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【請求項５】
　前記ストッパー機構は前記棚板の商品取出部位近傍に設けた商品落下防止具である請求
項１～４のいずれか１項に記載の商品陳列具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、主にコンビニエンスストアーやスーパー等の店内に設置されている商品陳列ケ
ースの棚等に載置することにより用いられ、商品の手動前出しが容易に出来る商品陳列具
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、コンビニエンスストアーやスーパー等では、図２９に示すような商品陳列ケース５
０の各商品陳列棚５１に、多種類の商品５２が豊富に陳列されている。商品５２は手前の
方から売れてゆくため、必然的に手前の部分が空くことになるから、奥にある商品５２を
手前に出す所謂前出し作業が必要となる。この為、種々の自動又は半自動の前出し機能を
備えた商品陳列棚又は商品陳列具が多数提案されている。例えば、▲１▼自動前出し機能
を有するものとしては、収納ケース５３の底部に多数のローラ５４が商品陳列ケース５０
の扉５５側に下り勾配となるように取り付けられた商品陳列具５６がある（特開平８－２
４０９１号公報参照）。この商品陳列具５６は、商品５２を仕切る機能を有する仕切り板
５７、５７における幅寸法が決められているから、その幅寸法に適合する商品５２のみが
利用できる。従って、商品５２のサイズに合わせた複数種類の商品陳列具５６を取り揃え
ておく必要がある。
【０００３】
▲２▼手動前出し機能を有するものとしては、図３０に示すように、仕切り板５７の下端
を棚板５８の上面に設けたスライド溝５９に嵌めると共に、仕切り板５７の後端に商品押
し板６０を連設し、この商品押し板６０に設けた爪片６１をスライド溝５９に嵌めてなり
、棚板５８上の奥に残った商品５２を仕切り板５７を引き寄せることにより、前出しでき
る商品陳列具６２がある（実公平５－２７８９４号公報参照）。
【０００４】
また、▲３▼手動前出し機能を有するものとしては、図３１に示すように、底板５８ａの
一側に仕切り板５７を起立させて連設し、この仕切り板５７にスライド溝５９を設け、こ
のスライド溝５９に商品押し板６０を設けた引出し具６３を嵌めてなり、底板５８ａ上の
奥に残った商品を引出し具６３を引き寄せることにより、前出しできる商品陳列具６４が
ある（実開昭６３－１４０２５４号公報参照）。
【０００５】
更に、▲４▼手動前出し機能を有するものとしては、図３２に示すように、商品落下防止
枠のある棚板５８上にＬ型仕切り板６５を配置し、このＬ型仕切り板６５に商品押し板６
０及び引出し具６３をそれぞれ嵌合することでガイドする案内板６６を設け、かつ引出し
具６３に衝合片６７を設けて商品押し板６０を後押し可能に構成してなり、Ｌ型仕切り板
６５上の奥に残った商品５２を引出し具６３を引き寄せることにより、衝合片６７を介し
て商品押し板６０を後押して前出し出来るようにした商品陳列具６８がある（実開平４－
１２５７６１号公報参照）。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
従来の▲１▼商品陳列具５６は、上記の通り複数種類のものを取り揃えておく必要がある
から、その費用が高く管理も煩雑となりやすい。また、この商品陳列具５６はサイズが決
まっているから、商品陳列ケース５０内の各商品陳列棚５１の模様替えをするときの自由
度が低く、やりずらい。更に、この商品陳列具５６は、商品５２のサイズ毎に１台必要に
なり、その製作費用が高くなりがちである。
▲２▼の商品陳列具６２は、仕切り板５７に連設した商品押し板６０の爪片６１をスライ
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ド溝５９に単に嵌めているだけだから、不用意に仕切り板５７を引き寄せると、棚板５８
上の商品５２と共に棚板５８から脱落してしまう恐れがある。
▲３▼の商品陳列具６４は、ユニットになっているが、商品陳列棚５１への止め方によっ
ては、勢い良くあるいは不用意に引出し具６３を引き寄せたりすると、底板５８ａ上の商
品５２と共に引出し具６３自体も、商品陳列棚５１から脱落してしまう恐れがある。更に
商品落下防止具６９の高さが引出し具６３の設置高さに規制されるから、背の高い商品で
はやはり商品陳列棚５１から脱落する可能性がある。
▲４▼の商品陳列具６８も、ユニットになっているが、棚板５８上に単に載せてあるだけ
だから、商品５２が円筒状の缶ジュースで前出しする時や、引出し具６３を斜め方向に強
く引き寄せてしまった時に、商品陳列具６８がずれてしまい、陳列してある商品５２がば
らばらになってしまう。更に、更に商品落下防止具６９の高さが引出し具６３の設置高さ
に規制されるから、背の高い商品ではやはり商品陳列棚５１から脱落する可能性がある。
【０００７】
従って、本発明の目的は、様々な商品サイズに対応出来、棚板上の商品がバラバラになっ
たり、商品と共に構成部品が棚等から脱落したり、背の高い商品であっても落下する様な
ことがなく、商品をスムーズかつ確実に前出しすることができる商品陳列具を提供するこ
とにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
かかる状況において、本発明者は、鋭意検討を行った結果、棚板上の商品を区分けしその
移動をガイドする基板を、棚板に着脱自在に設けかつ棚板上の商品の前出し方向と直交す
る方向に移動可能に設け、更に基板に商品押し板を移動自在に設けて、この商品押し板に
引出し具を回動自在に軸支し、商品押し板をストッパー機構により棚板の商品取出部位近
傍で停止できるようにすれば、様々な商品サイズに対応出来、棚板上の商品がバラバラに
なったり、商品と共に構成部品が棚等から脱落するようなことがなく、商品をスムーズか
つ確実に前出しすることができることを見い出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　すなわち、本請求項１に係る発明は、棚板上の商品を区分けすると共に商品の前出し移
動をガイドする基板を、前記棚板に商品の前出し方向と平行に着脱自在に設けかつ前記棚
板上の商品の前出し方向と直交する方向に移動可能に設けると共に、前記基板に商品押し
板を前記商品の前出し方向に進退移動自在に設け、該商品押し板の側部に引出し具を回動
自在に軸支する突起を設け、該突起に該引出し具の孔又は長孔を嵌めることで、該商品押
し板に対し該引出し具を着脱自在かつ上下方向に回動自在に軸支してなり、前記棚板の商
品取出部位近傍で前記商品押し板をその移動を規制するストッパー機構により停止させる
ものであって、該突起は、側方に向けて突出する円形断面の基部と、該基部の先端面であ
って且つ該先端面の上側半分から上方へ延び上端が該基部の上端より上方に位置する先端
突起部とからなることを特徴とする商品陳列具を提供するものである。かかる構成を採る
ことにより、棚板上に載せた商品のサイズに合わせて基板を移動して棚板に設置し、背の
高い商品に対応したストッパー機構を設置してあっても、引出し具を上に回動して手前に
引けば商品を前出しでき、ストッパー機構により商品及び商品押し板は商品取出部位近傍
で停止するから、商品、商品押し板及び引出し具が脱落しない。また、引出し具が不必要
の時外せるし、新しい引出し具と取り替え得る。また、商品を前出しするため引出し具に
より商品押し板を引き出した後、引出し具を元に押し戻すと、引出し具が商品押し板上を
移動して元に戻り、商品押し板は引き出した位置に留まり、戻らない分その負荷が減る。
【００１０】
また、本請求項２に係る発明は、前記基板下部に底板を設けた商品陳列具を提供するもの
である。かかる構成を採ることにより、上記機能に加え、基板が自立するし、基板及び引
出し具の振れが無く、商品押し板も底板にガイドされる。
【００１１】
また、本請求項３に係る発明は、前記基板に所定長さのスライド溝を設け、該スライド溝
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内で前記商品押し板を移動自在に設けてなる商品陳列具を提供するものである。かかる構
成を採ることにより、上記機能に加え、スライド溝の長さを規制することで、商品押し板
の移動量を制限できストッパー機構とすることも可能になり、少なくとも商品押し板及び
引出し具を商品取出部位近傍で停止させることが出来る。
【００１４】
　また、本請求項４に係る発明は、前記商品押し板に押し面積拡大補助具を着脱自在に設
けてなる商品陳列具を提供するものである。かかる構成を採ることにより、商品押し板に
押し面積拡大補助具を着せば、その分大きな商品を前出し出来る。
【００１５】
　また、本請求項５に係る発明は、前記ストッパー機構は前記棚板の商品取出部位近傍に
設けた商品落下防止具である商品陳列具を提供するものである。かかる構成を採ることに
より、引出し具により商品を前出しした際、棚板に設けた商品落下防止具に商品が当たり
、それ以上商品を前出し出来ず、商品、商品押し板及び引出し具を棚板から脱落させない
。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、実施の形態をあげて本発明を図１～２８に基づいて詳述する。
図１は本発明の実施形態である商品陳列具を示す斜視図、図２は図１の商品陳列具を構成
する各部品の斜視図、図３は図１の商品陳列具を構成する商品押し板と引出し板との取り
付け状況を示す斜視図、図４は図１の商品陳列具を示す断面図である。図において、商品
陳列具１は、棚板３上に設けられ商品２を手動前出しするもので、棚板３上方の商品２を
区分けすると共に商品２の前出し移動をガイドする基板４を、棚板３に商品２の前出し方
向（矢線Ｂ）と平行に着脱自在に設けかつ棚板３上方の商品２の前出し方向と直交する方
向（矢線Ｃ）に移動可能に設けると共に、基板４に商品押し板５を商品２の矢線Ｂの前出
し方向に進退移動自在に設け、商品押し板５に引出し具６を回動自在に軸支してなり、棚
板３の商品取出部位Ｇ近傍で商品押し板５をその移動を規制するストッパー機構７により
停止させるものである。
【００１７】
前記棚板３は、矩形状をなし、その切欠３ａにより商品陳列ケースの陳列段の止め金（不
図示）上に載置するもので、多数の商品２の重量に耐え得るように、強度面から箱状にな
っている。棚板３の商品取出部位Ｇ近傍には基板４を着脱自在かつ商品２の移動方向に直
交する方向、すなわち、矢線Ｃ方向に移動可能にするためのレール１０が設けられている
。また、図１中３ｂは商品名等の表示部である。また、棚板３上に置く商品２は円筒状の
缶飲料、直方体の紙パック飲料、板状物、瓶入り飲料など限定がない。
【００１８】
この実施形態では、前記基板４の下部に底板１１が取り付けられ自立出来、更に、側面に
は所定長さのスライド溝１２が形成され、このスライド溝１２内に前記商品押し板５のス
ライド片１３が移動自在に嵌められている。従って、商品押し板５は基板４に設けられた
所定長さのスライド溝１２内に限り、矢線Ｂ方向に進退移動することが出来て、少なくと
も商品押し板５及び引出し具６が基板４から脱落することはない。また、基板４及び底板
１１の商品取出部位Ｇ側の端部には商品落下防止板１４が取り付けられ、その下端部に前
記棚板３のレール１０に沿い嵌めることのできる溝部１５が設けられている。従って、基
板４は棚板３上で図１中矢線Ｃ方向に自在に移動できる。
【００１９】
前記商品押し板５は、前述のように、側部にスライド片１３が設けられ、更に図３に示す
ように、その上部に前記引出し具６を回動自在に軸支する突起２０が設けられている。そ
して、この突起２０に引出し具６の孔２１を嵌めることで、商品押し板５に対し引出し具
６を回動自在に軸支する。この引出し具６の商品取出部位Ｇ側の端部に引き出すのに都合
良いように孔２２が設けられている。従って、この引出し具６を用いて商品２を前出しす
るには、孔２２を手指で掴みそのまま引き出しても、あるいは商品２の背が高いため商品
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落下防止具１４が高くなっている場合には、引出し具６を上に挙げ商品落下防止具１４を
避けて引き出せば、商品押し板５により商品２を前出しできる。
【００２０】
そして、前記ストッパー機構７は、図１における商品陳列具１の場合、商品押し板５と相
まって商品落下防止具１４により構成される。すなわち、この商品陳列具１は、引出し具
６により商品押し板５を引き出して行き、基板４の所定長さのスライド溝１２の商品取出
部位Ｇ側の端部１２ａに商品押し板５のスライド片１３が当たり、商品押し板５が止まる
から、商品押し板５及び引出し具６が脱落することはない。しかし、商品２が脱落する恐
れがあるから、商品落下防止具１４により商品２の脱落を防いでいる。また、スライド溝
１２が基板４の商品取出部位Ｇ側の端まであっても、商品２が有る場合は商品２が、商品
２が無くても商品押し板５が最終的に商品落下防止具１４に当たり止まるから、それ以上
引き出せず商品２と共に商品押し板５及び引出し具６も脱落することがない。
【００２１】
次に、上記構成になる商品陳列具１の使用方法を説明する。
まず、棚板３、必要数の商品陳列具１を用意し、商品陳列ケースの陳列段の止め金（不図
示）上に切欠３ａを嵌めて、陳列段に棚板３を載置する。次に、図５に示すように、棚板
３のレール１０に必要数の商品陳列具１を嵌め、最後に仕切り板８を有するエンド商品陳
列具１Ａを嵌め、これらを図５中矢線Ｃ方向に移動して棚板３上の商品２のサイズに合わ
せて設置する。設置した各商品陳列具１及びエンド商品陳列具１Ａ間に商品２を足して行
き満たす。そして、取り出したい商品２が商品取出部位Ｇから離れ奥にある時は、引出し
具６の孔２２を手指で掴みそのまま引き出すか、引出し具６が商品落下防止具１４に当た
る場合は、引出し具６を上に挙げ商品落下防止具１４を避けて引き出せば、商品押し板５
により商品２を押すから前出しできる。その際、商品２が有っても無くても商品押し板５
が最終的に商品落下防止具１４に当たり止まって、商品２と共に商品押し板５及び引出し
具６が脱落することがない。そして、商品２を取り出した後、引出し具６を元に押し戻す
ことで商品押し板５を元の位置に戻すことが出来る。
【００２２】
図６、７及び８は本発明の他の実施形態である商品陳列具１ａ及び１ｂを示し、この図６
、７の商品陳列具１ａと図１～５に示す商品陳列具１との相違点は、基板４に底板１１を
取り付けておらず、その上を商品押し板５がスライドできないから、商品押し板５下部に
滑り突起５ａを設けている点にある。また、図８の商品陳列具１ｂと図１～５に示す商品
陳列具１との相違点は、底板１１の側端部ではなく内側に基板４を取り付け、基板４を境
にして同じ底板１１上に商品２を載置できるようにしている点にある。その他の構成、作
用は図１～５の実施形態とほぼ同様であるから、図面に符号を付してその説明を省略する
。
【００２３】
図９～１２は本発明の他の実施形態である商品陳列具１ｃを示し、この商品陳列具１ｃと
図１～５に示す商品陳列具１との相違点は、長孔２１ａを開けた引出し具６ａを商品押し
板５の突起２０に嵌め、商品押し板５に引出し具６ａを回動自在かつ商品２の前出し方向
、すなわち、Ｂ方向にスライド自在に係合してなる点にある。従って、図１１に示すよう
に、引出し具６ａにより商品押し板５を引出し商品２を前出しした後、引出し具６ａを元
に戻しても、図１２に示すように、商品押し板５の突起２０上をスライドして引出し具６
ａのみが元に戻り、商品押し板５を戻さない分その負荷が減る。その他の構成、作用は図
１～５の実施形態とほぼ同様であるから、図面に符号を付してその説明を省略する。
【００２４】
図１３～１５は本発明の他の実施形態である商品陳列具１ｄを示し、この商品陳列具１ｄ
と図９～１２に示す商品陳列具１ｃとの相違点は、商品押し板５に回動自在に嵌めた突起
片２０ａに、線材である引出し具６ｂを、Ｂ方向にスライド自在に通した点にある。その
他の構成、作用は図１～５の実施形態とほぼ同様であるから、図面に符号を付してその説
明を省略する。
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【００２５】
図１６～１８は本発明の他の実施形態である商品陳列具１ｅを示し、この商品陳列具１ｅ
と図１～５に示す商品陳列具１との相違点は、商品押し板５に押し面積拡大補助具３０を
着脱自在に設けて、商品２のサイズが商品押し板５に比して大きい場合に、商品押し板５
に押し面積拡大補助具３０を着して、商品２のサイズが大でもスムーズに前出し出来るよ
うにした点にある。すなわち、商品押し板５に設けた３つのスリット３１のうち２つに商
品２のサイズに合わせて、押し面積拡大補助具３０の２つの掛止部３２を掛けて商品２の
押し面積を拡大するものである。図１６は商品押し板５より若干大きい場合を示し、更に
大きくするには図１８に示すようにすることで、達成される。その他の構成、作用は図１
～５の実施形態とほぼ同様であるから、図面に符号を付してその説明を省略する。
【００２６】
図１９～２８は本発明の実施形態である商品陳列具１（１Ａ、１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ、
１ｅも同様）を棚板３に設置する際の種々の形態を示すものである。そして、この商品陳
列具１を棚板３上に設置する方法は、特に限定がないから、以下に示す以外の形態も本発
明の範囲内である。
図１９は、棚板３にＵ字型のレール１０ａを設け、このレール１０ａに沿い移動可能に嵌
めることのできる溝部１５ａが商品落下防止板１４の下端部に設けられたものを示してい
る。図２０は、棚板３に半円型のレール１０ｂを設け、このレール１０ｂに沿い移動可能
に嵌めることのできる溝部１５ｂが商品落下防止板１４の下端部に設けられたものを示し
ている。図２１は、棚板３に凹溝３３を設け、この凹溝３３に沿い移動可能に嵌めること
のできる突起片２０ｂが商品落下防止板１４の下端部に設けられたものを示している。図
２２は、棚板３に凹溝３４を設け、この凹溝３４に沿い板３５を嵌め、更にこの板３５に
沿い移動可能に嵌めることのできるＬ型スライド部３６が商品落下防止板１４の上端部に
設けられたものを示している。
【００２７】
図２３は、棚板３に凹溝３４を設け、この凹溝３４に沿い丸棒製柵３７を嵌め、更にこの
丸棒製柵３７の丸棒３７ａに沿い移動可能に嵌めることのできる丸溝３８が商品落下防止
板１４の側面部に設けられたものを示している。図２４は、棚板３に凹溝３４を設け、こ
の凹溝３４に沿いピッチ板３９を嵌め、更にこのピッチ板３９のピッチ孔４０に嵌めるこ
との出来る突起（不図示）を底板１１の下面に設けたものを示している。図２５は、棚板
３に凹溝３４を設け、この凹溝３４に沿いラック４１を嵌め、更にこのラック４１の歯４
２に噛合出来るラック４３を商品落下防止板１４の側面部に設けたものを示している。図
２６は、図２５のものに、商品落下防止板１４の反対側の棚板３端部に同じラック４１ａ
を設け、更にこのラック４１ａの歯４２に噛合出来る歯（不図示）を底板１１の端部に設
けたものを示している。図２７は、図１９と同じＵ字型のレール１０ａを商品落下防止板
１４の反対側の棚板３端部に設け、このレール１０ａに沿い移動可能に嵌めることのでき
る溝部１５ｂを底板１１の端部に設けたものを示している。図２８は、図１９のレール１
０ａ及び溝部１５ａと、図２７のレール１０ａ及び溝部１５ｂとを組み合わせたものであ
る。
【００２８】
以上、本発明の実施形態を説明したが、具体的な構成はこれに限定されず、本発明の要旨
を逸脱しない範囲での変更、追加は本発明の範囲内である。
【００２９】
【発明の効果】
　以上詳述したように、請求項１の発明によれば、棚板上に載せた商品のサイズに合わせ
て基板を移動して棚板に設置し、背の高い商品に対応したストッパー機構を設置してあっ
ても、引出し具を上に回動して手前に引けば商品を前出しでき、ストッパー機構により商
品押し板は商品取出部位近傍で停止するから、商品、商品押し板及び引出し具が脱落しな
い。従って、様々な商品サイズに対応出来、棚板上の商品がバラバラになったり、商品と
共に構成部品が棚等から脱落したり、背の高い商品でも落下する様なことがなく、商品を
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確実に前出しすることができ、しかも保有あるいは在庫管理をすべき構成品の種類が少な
くて済む効果がある。また、引出し具が不必要の時外せるし、新しい引出し具と取り替え
得る。従って、上記効果に加え、商品陳列具を設置する時や、他の商品陳列具上に商品を
移し変える時等引出し具が邪魔になる時外せるし、斬新なデザインの引出し具に取り替え
ることも出来、様々な要望に対応出来る。また、商品を前出しするため引出し具により商
品押し板を引き出した後、引出し具を元に押し戻すと、引出し具が商品押し板上を移動し
て元に戻り、商品押し板は引き出した位置に留まり、戻らない分その負荷が減る。従って
、上記効果に加え、商品押し板は商品を前出しする分だけ実質的に移動するだけになり、
商品押し板の無駄な動きが無くなり、負荷も減るから、その分長持ちし、前出し動作も容
易になる。
【００３０】
請求項２の発明によれば、基板が自立するし、基板及び引出し具の振れが無く、商品押し
板も底板にガイドされる。従って、上記効果に加え、設置し易く引出し負荷が少なくなる
から、商品を容易かつ安定確実に前出しすることが出来る。
【００３１】
請求項３の発明によれば、スライド溝の長さを規制することで、商品押し板の移動量を制
限できストッパー機構とすることも可能になり、少なくとも商品押し板を商品取出部位近
傍で停止させることが出来る。従って、上記効果に加え、簡単な構造で少なくとも商品押
し板及び引出し具を脱落させないように出来る。
【００３４】
　請求項４の発明によれば、商品押し板に押し面積拡大補助具を着せば、その分大きな商
品を前出し出来る。従って、上記効果に加え、押し面積拡大補助具で対応できるサイズの
商品まで、スムーズに前出し出来る。
【００３５】
　請求項５の発明によれば、引出し具により商品を前出しした際、棚板に設けた商品落下
防止具に商品が当たり、それ以上商品を前出し出来ず、商品、商品押し板及び引出し具を
棚板から脱落させない。従って、上記効果に加え、勢い良くあるいは不用意に引出し具を
引き出しても、商品のみならず商品押し板や引出し具も脱落させず、落下による怪我や破
損等のトラブルを未然に防ぐことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態である商品陳列具を示す斜視図。
【図２】図１の商品陳列具を構成する各部品の斜視図。
【図３】図１の商品陳列具を構成する商品押し板と引出し具との取り付け状況を示す斜視
図。
【図４】図１の商品陳列具を示す断面図。
【図５】図１の商品陳列具の使用状態を示す斜視図。
【図６】本発明の他の実施形態である商品陳列具を示す斜視図。
【図７】図６のVII －VII 線に沿う断面図。
【図８】本発明の他の実施形態である商品陳列具を示す斜視図。
【図９】本発明の他の実施形態である商品陳列具を示す斜視図。
【図１０】図９の商品陳列具を構成する商品押し板と引出し具との取り付け状況を示す斜
視図。
【図１１】本発明の他の実施形態である商品陳列具の使用状態を示す斜視図。
【図１２】本発明の他の実施形態である商品陳列具の使用状態を示す斜視図。
【図１３】本発明の他の実施形態である商品陳列具を示す斜視図。
【図１４】図１３の商品陳列具を構成する商品押し板と引出し具との取り付け状況を示す
斜視図。
【図１５】本発明の他の実施形態である商品陳列具の使用状態を示す斜視図。
【図１６】本発明の他の実施形態である商品陳列具の使用状態を示す斜視図。
【図１７】図１６の商品陳列具を構成する商品押し板と押し面積拡大補助具との取り付け
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状況を示す斜視図。
【図１８】本発明の他の実施形態である商品陳列具の使用状態を示す斜視図。
【図１９】本発明の実施形態である商品陳列具と棚板との設置状況を示す斜視図。
【図２０】本発明の実施形態である商品陳列具と棚板との設置状況を示す斜視図。
【図２１】本発明の実施形態である商品陳列具と棚板との設置状況を示す斜視図。
【図２２】本発明の実施形態である商品陳列具と棚板との設置状況を示す斜視図。
【図２３】本発明の実施形態である商品陳列具と棚板との設置状況を示す斜視図。
【図２４】本発明の実施形態である商品陳列具と棚板との設置状況を示す斜視図。
【図２５】本発明の実施形態である商品陳列具と棚板との設置状況を示す斜視図。
【図２６】本発明の実施形態である商品陳列具と棚板との設置状況を示す斜視図。
【図２７】本発明の実施形態である商品陳列具と棚板との設置状況を示す斜視図。
【図２８】本発明の実施形態である商品陳列具と棚板との設置状況を示す斜視図。
【図２９】従来例を示す斜視図。
【図３０】従来例を示す側面図。
【図３１】従来例を示す斜視図。
【図３２】従来例を示す一部を断面した側面図。
【符号の説明】
１、１Ａ、１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ、１ｅ、５６、
６２、６４、６８　　　　商品陳列具
２、５２　　　　　　　　商品
３、５８　　　　　　　　棚板
３ａ　　　　　　　　　　切欠
３ｂ　　　　　　　　　　表示部
４　　　　　　　　　　　基板
５、６０　　　　　　　　商品押し板
５ａ　　　　　　　　　　滑り突起
６、６ａ、６ｂ、６３　　引出し具
７　　　　　　　　　　　ストッパー機構
８、５７　　　　　　　　仕切り板
１０、１０ａ、１０ｂ　　レール
１１、５８ａ　　　　　　底板
１２、５９　　　　　　　スライド溝
１２ａ　　　　　　　　　端部
１３　　　　　　　　　　スライド片
１４　　　　　　　　　　商品落下防止具
１５、１５ａ、１５ｂ　　溝部
２０　　　　　　　　　　突起
２０ａ、２０ｂ　　　　　突起片
２１、２２　　　　　　　孔
２１ａ　　　　　　　　　長孔
３０　　　　　　　　　　押し面積拡大補助板
３１　　　　　　　　　　スリット
３２　　　　　　　　　　掛止部
３３、３４　　　　　　　凹溝
３５　　　　　　　　　　板
３６　　　　　　　　　　Ｌ型スライド部
３７　　　　　　　　　　丸棒製柵
３７ａ　　　　　　　　　丸棒
３８　　　　　　　　　　丸溝
３９　　　　　　　　　　ピッチ板
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４０　　　　　　　　　　ピッチ孔
４１、４１ａ、４３　　　ラック
４２　　　　　　　　　　歯
５０　　　　　　　　　　商品陳列ケース
５１　　　　　　　　　　商品陳列棚
５３　　　　　　　　　　収納ケース
５４　　　　　　　　　　ローラ
５５　　　　　　　　　　扉
６１　　　　　　　　　　爪片
６５　　　　　　　　　　Ｌ型仕切り板
６６　　　　　　　　　　案内板
６７　　　　　　　　　　衝合片
Ｇ　　　　　　　　　　　商品取出部位

【図１】 【図２】
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【図２７】
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