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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体内に構成された陳列室内を照明装置により照明して成るショーケースにおいて、
　前記照明装置は、ＬＥＤ素子と、該ＬＥＤ素子が内部に収納されたシェード部材と、前
記本体に取り付けられて前記シェード部材を保持するホルダーとから構成され、
　前記シェード部材は、前記ＬＥＤ素子の発光面側に位置する透光性の前壁と、前記ＬＥ
Ｄ素子が取り付けられた基板側に位置する背壁とを有し、
　前記前壁は、前記ＬＥＤ素子と対向する部分に構成された断面円弧状の湾曲部と、該湾
曲部の両端より連続して前記背壁と鋭角で交わる一対の平坦部とから成り、各平坦部と前
記背壁とが交わる角部が一対の係合部とされると共に、
　前記ホルダーには、各係合部が係脱自在に係合する被係合部が形成され、且つ、少なく
とも一方の前記係合部が係合する前記被係合部は複数設けられていることを特徴とするシ
ョーケース。
【請求項２】
　前記シェード部材は、前記前壁と背壁とから成る内部中空のシェード本体と、該シェー
ド本体の長手方向の両端開口を閉塞するように取り付けられたエンドキャップとから成り
、
　該エンドキャップの外面には、少なくとも前記シェード本体の背壁側の端部が開放した
凹陥溝が形成されており、該凹陥溝内には、前記基板からの配線が引き出される引出孔が
形成されていることを特徴とする請求項１に記載のショーケース。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、断熱壁内に陳列室を構成し、該陳列室内にて商品を冷却しながら陳列して成
るショーケースであって、特に、陳列室内の照明に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来よりスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどに設置されるショーケースは
、本体内に形成される陳列室内に当該陳列室内やショーケース前方等を照明するための照
明灯が取り付けられている（例えば、特許文献１参照）。照明灯は、陳列室の天井面前部
に位置するキャノピー下面や、棚が複数段架設されている場合には、当該棚下面前部に位
置して取り付けられている。照明灯としては一般に蛍光灯などが用いられるが、経年劣化
による輝度の低下や点灯不良により、交換作業が余儀なくされる。また、蛍光灯は、交流
を使用するためチラツキが生じ、目に悪影響を及ぼす問題がある。
【０００３】
　そこで、従来では、照明装置としてＬＥＤ素子を複数備えたＬＥＤ照明装置を採用し、
これにより、陳列室内の照明を行うショーケースが開発されている。
【０００４】
　係るＬＥＤ照明装置は、複数のＬＥＤ素子が配設された基板と、放熱部材や反射板、当
該ＬＥＤ素子の少なくとも発光面側に位置するシェードと、取付部材などから構成されて
いる。当該ＬＥＤ素子は、指向性が高いことからも、その照射角度を任意に変更可能とす
ることで、陳列室内の照明効果の向上を図ることが可能となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＬＥＤ照明装置による光の照射角度を任意に変更可能とする構成として、例えば、ショ
ーケース側に取り付けられる取付部材を角度調整自在とする構成や、ショーケース側に取
り付けられるホルダー（例えば、弾性を有する一対の脚部により構成されるクリップ）な
どの係合部材によりＬＥＤ照明装置を所定の角度にて保持することが提案されている。
【０００６】
　しかしながら、ショーケース側に取り付けられ、それ自体が角度調整自在とされる取付
部材を採用した場合には構成が複雑となり、部品点数の増加や、生産性の低下、コストの
高騰を招来する問題がある。
【０００７】
　また、ショーケース側に取り付けられるホルダーによりＬＥＤ照明装置を保持する構造
では、例えば図１１に示すようなＬＥＤ照明装置１００が採用されている。ＬＥＤ照明装
置１００は、複数のＬＥＤ素子１０１が長手方向に渡って配設された基板１０２と、当該
基板１０２を固定するための固定部材１０３と、当該固定部材１０３が取り付けられてこ
れらＬＥＤ素子１０１、基板１０２、固定部材１０３等を囲繞するシェード１０４とから
構成されている。
【０００８】
　この場合、シェード１０４は、ＬＥＤ素子１０１の発光面側が円弧状を呈する断面略半
円筒形状を呈している。そのため、ホルダーなどの係合部材は、当該断面略半円の円弧と
弦が交差する一対の角部１０５、１０５を挟持して着脱自在にＬＥＤ照明装置１００を保
持することとなるが、略半円形状であるため、係る角部１０５の角度が略９０°と大きく
、挟持により保持する係合部材による安定した保持が困難となる問題がある。
【０００９】
　そこで、当該角部１０５を単に鋭角形状とすることも考えられるが、シェード１０４の
発光面側に角が形成されてしまい、ＬＥＤ素子１０１からの照射光に当該角による線が形
成されてしまい、適切な照明を実現できないという問題がある。
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【００１０】
　本発明は、従来の技術的課題を解決するためになされたものであり、簡素な構造にて安
定して保持することを可能とすると共に、陳列室内を効果的にムラなく照明することがで
きる照明装置を備えたショーケースを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明は、本体内に構成された陳列室内を照明装置により
照明して成るものであって、照明装置は、ＬＥＤ素子と、このＬＥＤ素子が内部に収納さ
れたシェード部材と、本体に取り付けられてシェード部材を保持するホルダーとから構成
され、シェード部材は、ＬＥＤ素子の発光面側に位置する透光性の前壁と、ＬＥＤ素子が
取り付けられた基板側に位置する背壁とを有し、前壁は、ＬＥＤ素子と対向する部分に構
成された断面円弧状の湾曲部と、この湾曲部の両端より連続して背壁と鋭角で交わる一対
の平坦部とから成り、各平坦部と背壁とが交わる角部が一対の係合部とされると共に、ホ
ルダーには、各係合部が係脱自在に係合する被係合部が形成され、且つ、少なくとも一方
の係合部が係合する被係合部は複数設けられていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項２の発明は、上記において、シェード部材は、前壁と背壁とから成る内部中空の
シェード本体と、このシェード本体の長手方向の両端開口を閉塞するように取り付けられ
たエンドキャップとから成り、このエンドキャップの外面には、少なくともシェード本体
の背壁側の端部が開放した凹陥溝が形成されており、この凹陥溝内には、基板からの配線
が引き出される引出孔が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、本体内に構成された陳列室内を照明装置により照明して成るショーケ
ースにおいて、照明装置は、ＬＥＤ素子と、このＬＥＤ素子が内部に収納されたシェード
部材と、本体に取り付けられてシェード部材を保持するホルダーとから構成され、シェー
ド部材は、ＬＥＤ素子の発光面側に位置する透光性の前壁と、ＬＥＤ素子が取り付けられ
た基板側に位置する背壁とを有し、前壁は、ＬＥＤ素子と対向する部分に構成された断面
円弧状の湾曲部と、この湾曲部の両端より連続して背壁と鋭角で交わる一対の平坦部とか
ら成り、各平坦部と背壁とが交わる角部が一対の係合部とされると共に、ホルダーには、
各係合部が係脱自在に係合する被係合部が形成されているので、シェード部材の一対の係
合部と、本体に取り付けられるホルダーの一対の被係合部とを係脱自在に、且つ、安定し
て係合させることが可能となる。
【００１４】
　特に、シェード部材は、鋭角を形成する平坦部と背壁とから成る一対の係合部が形成さ
れているため、従来の如く湾曲面と背壁とから成る係合部と係合させる場合に比してホル
ダーとの係合性を良好とすることができ、係合不十分とされることで、照明装置が落下す
る不都合を解消することが可能となる。
【００１５】
　また、本発明では、シェード部材に形成される断面円弧状の湾曲部と平坦部とは、連続
して形成されているため、当該接続部分に角が形成される不都合を回避でき、ＬＥＤ素子
からの照射光に線があらわれるなどの照明ムラを解消することが可能となる。
【００１６】
　更に、ホルダーには、シェード部材の少なくとも一方の係合部が係合する被係合部は、
複数設けられているため、ＬＥＤ素子の照射光の角度を容易に調整することが可能となる
。
【００１７】
　また、請求項２の発明によれば、上記発明に加えて、シェード部材は、前壁と背壁とか
ら成る内部中空のシェード本体と、このシェード本体の長手方向の両端開口を閉塞するよ
うに取り付けられたエンドキャップとから成り、このエンドキャップの外面には、少なく
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ともシェード本体の背壁側の端部が開放した凹陥溝が形成されており、この凹陥溝内には
、基板からの配線が引き出される引出孔が形成されているので、シェード本体内の基板か
ら引き出される配線を、エンドキャップの引出孔から外部に引き出し、当該エンドキャッ
プの凹陥溝内に収容して配線処理を行うことができる。
【００１８】
　そのため、特に、当該照明装置のエンドキャップがショーケース本体の壁などに近接し
て設けられている場合に有効となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明を適用したオープンショーケースの斜視図である。
【図２】図１のオープンショーケースの縦断側面図である。
【図３】照明装置の照明部材の概略平面図である。
【図４】図２の照明部材の部分拡大斜視図である。
【図５】照明部材の縦断側面図である。
【図６】エンドキャップの平面図である。
【図７】第１の取付角度の照明装置の縦断側面図である。
【図８】第２の取付角度の照明装置の縦断側面図である。
【図９】本体側（棚板）に取り付けられた状態の照明装置の縦断側面図である。
【図１０】各照明装置による照明状態を示す概略説明図である。
【図１１】従来のショーケースに採用される照明装置の縦断側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、図面を参照して本発明の実施形態について詳述する。図１は本発明を適用したオ
ープンショーケース１の斜視図、図２は図１のオープンショーケース１の縦断側面図をそ
れぞれ示している。オープンショーケース１は、例えばスーパーマーケットなどの店舗内
に据え付けられる本発明のショーケースとしての縦型のオープンショーケースであり、前
面に開口する断面略コ字状の断熱壁（本体）２と、据え付け現場において断熱壁２の側面
に取り付けられた断熱性の側板５、５とから構成されている。
【００２１】
　オープンショーケース１の断熱壁２の内側にはそれぞれ間隔を存して仕切板４及び図示
しないもう一枚の仕切板が取り付けられ、これら仕切板４などと断熱壁２間に図示しない
内外二層のダクトが形成されている。内側の仕切板４の下端前方には、底板９が断熱壁２
の底壁２Ａとの間にダクト用の間隔を存して取り付けられており、これら仕切板４及び底
板９の内側を陳列室１１としている。
【００２２】
　また、この陳列室１１内には、高さ及び取付角度が変更可能であると共に、陳列室１１
内背部の図示しない支柱に取り付けられる一対のブラケット３１及びこれらと共に棚を構
成する棚板３２が複数段に渡って架設されている。棚板３２の前縁には、硬質合成樹脂に
より成形されるプライスレール３４が取り付けられており、当該プライスレール３４は、
棚板３２の装飾体を兼用している。また、この棚板３２の前壁とプライスレール３４との
間には、所定の間隔が形成されており、当該間隔には棚板３２上の商品が落下することを
防止するためのガード３５が取り付けられる。
【００２３】
　そして、この棚板３２の下面には、下側に架設される棚板３２上の商品や、陳列室１１
前方を照明するための詳細は後述する如き照明装置４０が取り付けられている。
【００２４】
　断熱壁２の前面開口１２の上縁にはハニカム材１３、１４がそれぞれ取り付けられた内
層吐出口１６及び外層吐出口１７が並設されており、これら内層吐出口１６及び外層吐出
口１７は、前記内層ダクト及び外層ダクトにそれぞれ連通している。また、開口１２の下
縁には、内層吸込口１８と外層吸込口１９が並設されている。
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【００２５】
　一方、底板９下方後部には断熱壁２の底壁２Ａ上に前記内層ダクト及び外層ダクトのそ
れぞれに対応する送風機３０Ａ、３０Ｂが設置されている。
【００２６】
　背部仕切板４後方の内層ダクト内には冷却装置の冷却器３９が縦設されており、前記内
層ダクトに対応した送風機が運転されると冷却器と熱交換した冷気は内層ダクト内を上昇
せられ、内層吐出口１６より内層吸込口１８に向かって吐出される。そして、内層吸込口
１８から吸い込まれた冷気は再び前記送風機によって加速される。
【００２７】
　他方、前記外層ダクトに対応した送風機が運転されると外層ダクト内の空気は外層ダク
ト内を上昇せられ、外層吐出口１７より外層吸込口１９に向かって吐出される。そして、
外層吸込口１９から吸い込まれた空気は再び前記送風機によって加速される。これによっ
て、開口１２には前後二重のエアーカーテンが形成され、内側の冷気エアーカーテンの一
部が陳列室１１内に循環されて陳列室１１は冷却される。
【００２８】
　また、断熱壁２の天壁２Ｂの前端部、即ち、前面開口の上縁には、外層吐出口１７の前
側に位置し、前方に張り出したキャノピー３３が取り付けられており、当該キャノピー３
３の内側には、陳列室１１の前面開口１２より外側に延在した状態で反射板４５が取り付
けられている。そして、この反射板４５の前部には、陳列室１１内や陳列室１１周辺を上
部から照明するための照明装置３６が取り付けられている。尚、当該照明装置３６は、上
述した如く棚板３２に設けられる照明装置４０と略同様の構成とされているものとし、詳
細な構成については、後述する照明装置４０を挙げて後述する。
【００２９】
　本実施例における照明装置４０は、照明部材４１と、当該照明部材４１を係脱自在に保
持するホルダー６４とから構成されている。以下、図３乃至図１０を参照して上記照明装
置４０（照明装置３６）の構成について詳述する。図３は照明装置４０の照明部材４１の
概略平面図、図４は図３の照明部材４１の部分拡大斜視図、図５は照明部材４１の縦断側
面図、図６はエンドキャップ６０の平面図、図７は第１の取付角度の照明装置４０の縦断
側面図、図８は第２の取付角度の照明装置４０の縦断側面図、図９は本体側（棚板３２）
に取り付けられた状態の照明装置４０の縦断側面図、図１０は各照明装置４０による照明
状態を示す概略説明図をそれぞれ示している。尚、図４、図５、図７乃至図９は、上側が
ＬＥＤ素子４６の発光面となるように図示しているものとする。
【００３０】
　照明部材４１は、複数のＬＥＤ素子４６が配設された基板４７と、取付部材４８と、シ
ェード部材５０とから構成されている。基板４７は、長手方向に延在して構成されており
、当該基板４７には、図３に示す如く所定間隔を存して複数のＬＥＤ素子４６が取り付け
られている。本実施例におけるＬＥＤ素子４６は、チップタイプの白色のＬＥＤ素子であ
り、本実施例では、オープンショーケース１の前面開口１２が６尺（約１８３０ｍｍ程度
）延在して形成されているため、当該ＬＥＤ素子４６は、１０８個程度使用する。
【００３１】
　取付部材４８は、前記基板４７と同様に前面開口１２の長手方向に渡って延在して形成
される熱良導性部材であり、基板４７のＬＥＤ素子４６の取付面と反対側を構成する面が
、当該取付部材４８にネジ止めなどによって固定される。尚、当該取付部材４８は、後述
するシェード本体５１の背壁５４内面に接着などにより固定される。
【００３２】
　次に、図５を参照して本実施例におけるシェード部材５０の構成について詳述する。シ
ェード部材５０は、長手方向の両端が開口する内部中空のシェード本体５１と、この両端
開口を閉塞するように取り付けられたエンドキャップ６０、６０とから構成されている。
【００３３】
　シェード本体５１は、透光性材料、本実施例では透光性の無色透明の材料、例えば、ア
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クリルやポリカーボ（ＰＣ）などの合成樹脂にて構成されており、内部に上記ＬＥＤ素子
４６、基板４７、取付部材４８が収納される。尚、図３及び図４では、内部の基板４７や
ＬＥＤ素子４６等が当該シェード本体５１を透過して見えている状態を示している。尚、
本実施例では、シェード本体５１内に、ＬＥＤ素子４６、基板４７、取付部材４８を収納
しているが、ＬＥＤ素子４６からの照射光を効果的に照明に用いるため、これに加えて、
図示しない反射板やレンズ等をシェード本体５１内に収納しても良い。
【００３４】
　このシェード本体５１は、図５においてハッチングにて示しており、ＬＥＤ素子４６の
発光面側に位置する前壁５３と、基板４７側に位置する背壁５４とから構成される。本実
施例では、シェード本体５１全体を透光性の材料にて構成しているが、これに限定される
ものではなく、少なくとも前壁５３のみが透光性を有する材料にて構成されているもので
あっても良い。
【００３５】
　この前壁５３は、湾曲部５３Ａと、この湾曲部５３Ａの両端より連続して構成される平
坦部５３Ｂ、５３Ｂとから構成される。湾曲部５３Ａは、ＬＥＤ素子４６と対向して構成
された断面円弧状を呈している。当該円弧は、例えば、背壁５４の断面略中心部分を中心
とする円の円弧としても良い。尚、図５では、実線矢印Ａの範囲にて湾曲部５３Ａの範囲
を示す。
【００３６】
　そして、この湾曲部５３Ａの両端には、当該湾曲部５３Ａと連続して当該円弧の接線方
向に延在する平面が形成されており、それぞれの平面は平坦部５３Ｂ、５３Ｂを構成する
。尚、当該平坦部５３Ｂと湾曲部５３Ａとの接合部分は、上述したように湾曲部５３Ａの
円弧の接線方向に延在するように平坦部５３Ｂが連続して形成されているため、角が形成
されていない。
【００３７】
　一方、背壁５４は、湾曲部５３Ａに対向する平面形状を呈しており、当該背壁５４の両
端は、少許（所定角度で）湾曲部５３Ａ側に傾斜する平面５４Ａ、５４Ａが形成されてい
る。そして、背壁５４の端部と各平坦部５３Ｂとが鋭角にて交わる角部、本実施例では、
この平面５４Ａ、５４Ａと前壁の平坦部５３Ｂ、５３Ｂとが鋭角を形成して構成される角
部が一対の係合部５５、５５とされる。尚、本実施例において、平面５４Ａと、平坦部５
３Ｂとが交わって形成される端面は、面取り加工が施されている。
【００３８】
　背壁５４の内面には、基板４７が取り付けられた取付部材４８が当接して接着剤などに
より固定される。ここで、当該背壁５４の内面には、取り付けられる取付部材４８の両側
方に位置して、内方に向けて突出する一対の背壁側突部５６、５６が背壁５４と一体に形
成されている。
【００３９】
　また、前壁５３の平坦部５３Ｂ、５３Ｂの内面には、内部に取り付けられる取付部材４
８や基板４７の端部に近接するように内方に向けて突出する一対の前壁側突部５７、５７
が前壁５３と一体に形成されている。尚、本実施例では、前壁５３の平坦部５３Ｂ内面に
前壁側突部５７を形成しているが、これに限定されるものではなく、湾曲部５３Ａ内面で
あっても良いものとする。
【００４０】
　一方、シェード本体５１の両端開口に取り付けられるエンドキャップ６０、６０は、例
えば、一側端が開口した筒形状のゴムキャップなどにより構成されている。当該断面は当
該シェード本体５１の外形と略同一の形状にて形成されていると共に、当該端部を外側か
ら被覆すべく、少許当該シェード本体５１断面よりも大きく形成されている。
【００４１】
　エンドキャップ６０は、シェード本体５１の端部を所定寸法だけ内部に挿入することで
、着脱自在に当該シェード本体５１の端部を閉塞するものであり、エンドキャップ６０の
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閉塞側端部（外面）には、シェード本体５１の背壁５４側の端部から前壁５３の湾曲部５
３Ａ側の端部に渡って切り欠かれた凹陥溝６１が形成されている。
【００４２】
　この凹陥溝６１を構成する面は、閉塞壁６２にて閉塞されていると共に、シェード本体
５１の挿入側開口と対向する面の閉塞壁６２（凹陥溝６１内）には、シェード本体５１内
に設けられた基板４７からの配線４９（図３参照）を外部に引き出すための引出孔６３、
６３が形成されている（図６参照）。
【００４３】
　尚、本実施例では、当該エンドキャップ６０の加工性を考慮してシェード本体５１の背
壁５４側の端部から前壁５３の湾曲部５３Ａ側の端部に渡って凹陥溝６１が形成されてい
るが、これに限定されるものではなく、少なくともシェード本体５１の背壁５４側の端部
が開放した凹陥溝としても良い。
【００４４】
　次に、照明部材４１を保持するホルダー６４について図７乃至図９を参照して説明する
。ホルダー６４は、棚板３２の長手方向に延在して配設する照明部材４１の少なくとも両
端部（両側部）に位置して着脱自在に当該照明部材４１を保持するものである。本実施例
において、ホルダー６４は、ポリカーボ（ＰＣ）などの合成樹脂にて構成されており、固
定部６５と、弾性を有する挟持部６６とが一体に構成されている。
【００４５】
　固定部６５は、照明装置４０の取付面、即ち、棚板３２の下面前部（照明装置３６の場
合、キャノピー３３の取付面）に対し、略水平に構成されており、当該固定部６５には、
図示しない取付孔が形成されている。
【００４６】
　そして、挟持部６６は、図７に示されるように固定部６５の相対向する端部、保持され
る照明部材４１の長手方向と垂直に交わる方向に位置する両端部（本実施例では、照明部
材４１は、左右方向に延在して取り付けられるため、前端及び後端）から所定角度折曲し
て形成される二つの挟持片６７、６８により構成されている。本実施例において、照明装
置４０は、棚板３２の下面に取り付けられ、当該棚板３２の下側に位置する棚板３２上等
を照明するため、当該挟持片６７、６８は、固定部６５の前後端から垂下する方向に形成
される。
【００４７】
　本実施例において、固定部６５の前端に形成される挟持片６７は、他方の挟持片６８と
離間する方向に折曲された後、当該挟持片６８に近接する方向に折曲されることで、第１
の被係合部６９が形成され、当該第１の被係合部６９の端部側において更に、他方の挟持
片６８と離間する方向に折曲された後、当該挟持片６８に近接する方向に折曲されること
で、第２の被係合部７０が形成される。
【００４８】
　固定部６５の後端に形成される挟持片６８は、上記挟持片６７と離間する方向に折曲さ
れた後、当該挟持片６７に近接する方向に折曲されることで被係合部７１が形成されてい
る。尚、当該挟持片６８に形成される被係合部７１は、固定部６５と略平行する角度で挟
持片６７に形成される第１の被係合部６９と対向する位置に形成されているものとする。
【００４９】
　そして、これら第２の被係合部７０及び被係合部７１の端部側、即ち、これら挟持片６
７、６８の端部は、再び互いが離間する方向に折曲形成されている。これにより、当該挟
持部６６は、これら挟持片６７、６８が常に内方に付勢力が働く構成とすることができ、
挟持片６７、６８間には、照明部材４１の一対の係合部５５、５５を係脱自在に係止可能
とする保持空間が形成されている。
【００５０】
　上述した如きホルダー６４は、予め照明装置４０（照明部材４１）の取付位置、即ち、
棚板３２下面前部に図９に示す如き取付部材４２を用いて例えばネジ７５により固定され
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ている。ここで、当該ホルダー６４は、挟持部６６が照明部材４１の両側部（照明部材４
１を少なくとも２つのホルダー６４により安定して保持可能とする位置）に対応する位置
に、予め固定されるものとする。
【００５１】
　以上の構成により、照明装置４０の取付方法について説明する。先ず初めに、照明部材
４１を組み立てる。即ち、シェード本体５１の一側の端部開口からＬＥＤ素子４６が設け
られた基板４７が固定された取付部材４８を挿入し、シェード本体５１の内部にＬＥＤ素
子４６、基板４７、取付部材４８を収納する。
【００５２】
　このとき、基板４７のＬＥＤ素子４６が取り付けられた側とは反対側の面に取り付けら
れた取付部材４８は、シェード本体５１の背壁５４内面に当接した状態で固定される。尚
、当該取付部材４８は、固定位置は、シェード本体５１の背壁５４内面に形成される背壁
側突部５６、５６によって容易に位置決め可能となる。
【００５３】
　また、当該背壁側突部５６、５６と共に、シェード本体５１の前壁５３内面には、上述
したように内方に突出する前壁側突部５７、５７が収容された取付部材４８や基板４７に
近接して形成されているため、当該取付部材４８やＬＥＤ素子４６が設けられた基板４７
がシェード本体５１の背壁５４より脱落する不都合を抑制することが可能となる。
【００５４】
　この状態で、基板４７に設けられたＬＥＤ素子４６は、発光面側が透光性の前壁５３（
湾曲部５３Ａ）側に面して設けられることとなる。
【００５５】
　そして、シェード本体５１の両側端をエンドキャップ６０、６０にて閉塞する。尚、一
方のエンドキャップ６０は、基板４７等の挿入時点において既に取り付けておいても良い
。そして、基板４７からの配線４９は、エンドキャップ６０に形成されている引出孔６２
より外部に引き出し、当該引出孔６２が形成されている凹陥溝６１内に沿わせて収納する
。
【００５６】
　このように組み立てられた照明部材４１を、各棚板３２の下面前部に予め取り付けられ
た一対のホルダー６４の下端に宛がう。ホルダー６４の挟持部６６に下側からシェード本
体５１の一方、例えば後側に位置する係合部５５を挿入して、挟持片６８に形成される被
係合部７１に係合させ（押し込み）、その後、他方、この場合、前側に位置する係合部５
５を挟持片６７に形成される第１の被係合部６９又は第２の被係合部７０に係合させる。
これにより、挟持部６６の各挟持片６７、６８間に形成される保持空間にその弾性力によ
ってシェード本体５１が保持される。
【００５７】
　このとき、各挟持片６７、６８は、弾性材料にて構成されているため、各挟持片６７、
６８を離間させながら容易にシェード本体５１の各係合部５５、５５を挿入させて係合さ
せることができると共に、当該挟持片６７、６８は、常に内方に付勢力が働く構成とされ
ていることから、シェード本体５１を確実に保持することが可能となる。
【００５８】
　特に、ホルダー６４の各被係合部６９、７０又は７１と係合する一対の係合部５５、５
５は、背壁５４（本実施例では、当該背壁５４の両端に形成される平面５４Ａ、５４Ａ）
と鋭角で交わる平坦部５３Ｂ、５３Ｂとで構成される一対の角部により構成されているた
め、従来の如く湾曲面と背壁とから成る係合部と係合させる場合に比してホルダー６４と
の係合性を良好とすることができる。
【００５９】
　また、係合部５５は、平面５４Ａと平坦部５３Ｂにより構成されていることから、ホル
ダー６４の被係合部にて係合させやすく、安定した係合を実現でき、係合不十分とされる
ことで、照明部材４１が落下する不都合を解消することが可能となる。
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【００６０】
　上記に加えて、ホルダー６４の各挟持片６７、６８は、弾性材料にて構成されているた
め、係脱自在に、且つ、安定して照明部材４１を係合保持することが可能となる。
【００６１】
　また、本発明に係るシェード本体５１に形成される断面円弧状の湾曲部５３Ａと平坦部
５３Ｂとは、連続して形成されているため、当該接続部分に角が形成される不都合を回避
でき、ＬＥＤ素子４６からの照射光に角による線の形成を解消でき、ムラのない適切な照
明を実現することができる。
【００６２】
　照明装置４０により真下方向を照明する場合には、図１０の上段の棚板３２に設けられ
た照明装置４０や図８に示すように、照明部材４１の一方の係合部５５は、ホルダー６４
の一方の挟持片６７の第一の被係合部６９に係合させると共に、他方の係合部５５は、他
方の挟持片６８の被係合部７１に係合させる。
【００６３】
　これにより、照明部材４１は、棚板３２の下面と略水平に取り付けられ、各ＬＥＤ素子
４６からの光は、真下方向に照射される。従って、棚板３２の下側に設けられる棚板３２
上前部や、係る棚板３２の前方等を効果的に照明することが可能となる。
【００６４】
　他方、照明装置４０により斜め後ろ下方を照射する場合には、図１０の中段の棚板３２
に設けられた照明装置４０や図７に示すように、照明部材４１の一方の係合部５５は、ホ
ルダー６４の一方の挟持片６７の第一の被係合部６９よりも端部側（下方に）形成される
第二の被係合部７０に係合させると共に、他方の係合部５５は、他方の挟持片６８の被係
合部７１に係合させる。
【００６５】
　これにより、照明部材４１は、棚板３２に対し、前端が低く後端が高くなるように所定
角度で傾斜して取り付けられ、各ＬＥＤ素子４６からの光は、斜め後ろ下方に照射される
。従って、棚板３２の下側に設けられる棚板３２上前部から中央部等をより効果的に照明
することが可能となる。
【００６６】
　このように、本実施例では、ホルダー６４には、シェード本体５１の少なくとも一方の
係合部５５が係合する被係合部（挟持片６７の第一の被係合部６９、第二の被係合部７０
）は、複数設けられているため、ＬＥＤ素子６４の照射光の角度を容易に調整することが
可能となる。また、本実施例によれば、簡素な構成にて角度調整自在とされる照明装置４
０を構成することが可能となるため、部品点数を削減でき、生産性の向上やコストの低廉
化を実現することが可能となる。
【００６７】
　尚、本実施例では、照明部材４１の前側に位置する係合部５５が係合する被係合部のみ
複数形成しているが、これに限定されるものではなく、後側に位置する係合部５５が係合
する被係合部を複数形成しても良い。これにより、照明部材４１の各係合部５５、５５が
係合される被係合部の組み合わせを変更することで、照明装置４０により多くの照射角度
からの照明を実現できる。従って、更なる照明効果の向上を図ることができる。
【００６８】
　また、上述したように棚板３２の下面前部に取り付けられた照明部材４１の端部からは
、エンドキャップ６０の引出孔６２から基板６７からの配線４９が引き出されている。本
実施例では、当該エンドキャップ６０の外面には、シェード本体５１の背壁５４側の端部
から前壁５３の湾曲部５３Ａ側の端部に渡って切り欠かれた凹陥溝６１が形成されている
。そのため、引出孔６２から外部に引き出された配線４９は、当該凹陥溝６１内に収容し
て配線処理を行うことができる。
【００６９】
　係る構成より、特に、照明装置４０のエンドキャップ６０がショーケース本体の壁、陳
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列室１１を構成する側板５内壁面などに近接して配置される場合にも、配線４９を適切に
処理することができる。従って、配線４９が外観から見えがたくなり、美感の向上を図る
ことができる。
【００７０】
　尚、本実施例では、加工性を考慮してシェード本体５１の背壁５４側の端部から前壁５
３の湾曲部５３Ａ側の端部に渡って切り欠いて凹陥溝６１を構成しているが、少なくとも
基板４７が設けられるシェード本体５１の背壁５４側の端部が開放した凹陥溝とすること
で、上述した効果を奏することができる。この場合、エンドキャップ６０の前壁５３側の
端部を閉塞することにより、凹陥溝内に収容される配線４９がより一層外観に現れがたく
なり、美感向上を図ることができる。
【００７１】
　本実施例では、棚板３２の下面前部に設けられる照明装置４０を例に挙げて説明したが
、これに限定されるものではなく、キャノピー３３内部に設けられる照明装置３６や陳列
室１１の天井面などに設けられる照明装置などであっても、本発明は有効である。
【符号の説明】
【００７２】
　　１　　オープンショーケース（ショーケース）
　　２　　断熱壁（本体）
　　５　　側板
　１１　　陳列室
　１２　　前面開口
　２１　　ホルダー
　３１　　ブラケット
　３２　　棚板
　３３　　キャノピー
　３６、４０　照明装置
　４１　　照明部材
　４２　　取付部材
　４６　　ＬＥＤ素子
　４７　　基板
　４８　　取付部材
　４９　　配線
　５０　　シェード部材
　５１　　シェード本体
　５３　　前壁
　５３Ａ　湾曲部
　５３Ｂ　平坦部
　５４　　背壁
　５４Ａ　平面
　５５　　係合部
　５６　　背壁側突部
　５７　　前壁側突部
　６０　　エンドキャップ
　６１　　凹陥溝
　６２　　引出孔
　６４　　ホルダー
　６５　　固定部
　６６　　挟持部
　６７、６８　挟持片
　６９、７０、７１　被係合片
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