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(57)【要約】
【課題】コンピュータ小売陳列スタンドを提供する。
【解決手段】コンピュータ小売陳列スタンドが、店内ロ
ッキングバーの特定の構成に合わせて必要に応じて調整
された店内ロッキングバーと係合することができる調整
可能な後部ロッキングブラケット組立体を備えたベース
を含む。陳列のために上部にコンピュータを配置するこ
とができる支持プラテンが、ベースに回転可能に結合さ
れる。スタンドの前方においてベースの中及び外へ摺動
する冊子トレイ上に情報資料を支持することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ小売陳列スタンドであって、
　ベースと、
　前記ベースに結合されるとともに店内ロッキングバーと係合可能であり、複数の店内ロ
ッキングバーの構成に対応するために必要に応じて調整できる調整可能な後部ロッキング
ブラケット組立体と、
　陳列のために上部にコンピュータを配置することができる、前記ベースに旋回可能に結
合された支持プラテンと、
を備えることを特徴とするスタンド。
【請求項２】
　前記ベースの中及び外へ摺動する冊子トレイを前記スタンドの前方に備え、該トレイ上
に情報資料を支持することができる、
ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項３】
　前記プラテンが中立位置に付勢され、前記プラテンの端部が、前記ベースの端部と位置
合わせされるとともに該ベースの端部よりも上に垂直にわずかに離間され、前記プラテン
を手動で回転位置へ動かすことができる、
ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項４】
　前記支持プラテンが、該プラテン上におけるコンピュータの左右の動きを妨げる左右ブ
ラケットを有し、前記プラテンはまた、該プラテン上におけるコンピュータの前方への動
きを妨げる少なくとも１つの前方ブラケットも有する、
ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項５】
　前記プラテンは、該プラテン上におけるコンピュータの後方への動きを妨げる背部ブラ
ケットをさらに有し、該背部ブラケットは、前記プラテンから外された時に、コンピュー
タを前、左、及び右ブラケットの間で前記プラテン上に摺動できるように前記プラテンと
取り外し可能に係合することができる、
ことを特徴とする請求項４に記載のスタンド。
【請求項６】
　前記後部ロッキングブラケット組立体が、前記ロッキングバーを支えることができる３
面の湾曲部を有するＪ字形ブラケットと、前記Ｊ字形ブラケットと取り外し可能に係合し
て前記バーを前記湾曲部内に閉じ込めることができる閉鎖ブラケットとを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載のスタンド。
【請求項７】
　前記閉鎖ブラケットに左右の細長い概ね垂直に配向した留め具穴が形成され、これらを
通してそれぞれの留め具を配置し、前記Ｊ字形ブラケットのそれぞれの雌レセプタクルと
係合させることができる、
ことを特徴とする請求項６に記載のスタンド。
【請求項８】
　コンピュータを陳列する方法であって、
　上部に前記コンピュータを支持するスタンドを備えるステップと、
　前記スタンドのロッキングブラケットを店内安全バーに係合させるステップと、
　閉鎖ブラケットを前記ロッキングブラケットと係合させて、該ロッキングブラケットと
閉鎖ブラケットとの間に前記バーを保持するステップと、
　前記スタンド上において前記コンピュータが左、右、及び前部安全ブラケットを越えて
動くのを防ぐ前記スタンドの前記左、右、及び前部安全ブラケットの間に前記コンピュー
タを摺動させるステップと、
　背部安全ブラケットを前記スタンドと係合させて、前記コンピュータが背部安全ブラケ
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ットを越えて取り外されるのを防ぎ、前記安全ブラケットの少なくとも１つが、前記コン
ピュータを前記スタンドから持ち上げることも防ぐようにするステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記閉鎖ブラケットが、前記バーに対応するために必要に応じて前記ロッキングブラケ
ットに対して垂直方向に調整可能である、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　陳列のために上部にコンピュータを配置することができる支持プラテンを備えるステッ
プを含み、前記プラテンは、前記スタンドのベースに旋回可能に結合される、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記スタンド前部の中及び外へ摺動する冊子トレイを備え、該トレイ上に情報資料を支
持することができる、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記プラテンが中立位置に付勢され、前記プラテンの端部が、前記ベースの端部と位置
合わせされるとともに該ベースの端部よりも上に垂直にわずかに離間され、前記プラテン
を手動で回転位置へ動かすことができる、
ことを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ロッキングブラケットが、３面の湾曲部で前記バーを支えることができるＪ字形ブ
ラケットである、
ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記閉鎖ブラケットに左右の細長い概ね垂直に配向した留め具穴が形成され、これらを
通してそれぞれの留め具を配置し、前記Ｊ字形ブラケットのそれぞれの雌レセプタクルと
係合させることができる、
ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ロッキングバーを伴う店の棚上に配置可能なベースと、
　前記ベースを前記バーと解放可能に係合させるための手段と、
　前記ベースに結合され、陳列のためにコンピュータを保持するように構成された支持プ
ラテンと、
　前記コンピュータを前記支持プラテン上に解放可能に保持するための手段と、
を備えることを特徴とするコンピュータスタンド。
【請求項１６】
　前記支持プラテンが、前記ベースに旋回可能に結合される、
ことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータスタンド。
【請求項１７】
　前記解放可能に係合させるための手段が複数のバーの構成に対応する、
ことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータスタンド。
【請求項１８】
　前記解放可能に保持するための手段が、前記スタンド上でコンピュータの左、右、背後
、前方、及び上方への動きを妨げる複数のブラケットを含む、
ことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータスタンド。
【請求項１９】
　前記ベースと摺動可能に係合された冊子トレイを備える、
ことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータスタンド。
【発明の詳細な説明】



(4) JP 2010-99474 A 2010.5.6

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にコンピュータ小売陳列スタンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ラップトップコンピュータなどの折り畳み式コンピュータは、通常コンピュータを棚の
上に置き、見込み客に見えるようにキーボード部分から画面を持ち上げて小売店に陳列さ
れる。安全確保のため、通常、棚は、旋回する端部と自由端とを有する１列の水平方向の
バーを有し、バーを収納位置から離して旋回させて、開いたコンピュータを棚の上に設置
できるようにするとともに、その後バーを旋回させて収納位置に戻し、コンピュータのヒ
ンジ部に横に渡して置けるようにすることができる。その後、バーの自由端は、コンピュ
ータを棚から持ち去ることができないように収納位置にロックされる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本明細書で理解されるように、小売棚の上にコンピュータスタンドを設けて、特にスタ
ンド上に設置したコンピュータの近くに情報を載せた冊子を置くことができる便利な土台
の機能を負わせ、ユーザがもっとよく見たいと望むときにスタンドをコンピュータととも
に回転させやすくすることは好都合であると思われる。同様に本明細書で理解されるよう
に、このようなスタンドは、コンピュータをスタンドにロックするとともにスタンドを既
存の棚にロックするための手段を備えるべきである。本明細書でさらに理解されるように
、小売店によってバーと棚との間隔が異なることにより、このようなスタンドを設けるこ
とが困難である可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　コンピュータ小売陳列スタンドが、ベースと、このベースに結合されるとともに店内ロ
ッキングバーと係合できる調整可能な後部ロッキングブラケット組立体とを含む。複数の
店内ロッキングバーの構成に対応するために、後部ロッキングブラケット組立体は必要に
応じて調整することができる。陳列のためにコンピュータを上部に配置することができる
支持プラテンが、ベースに旋回可能に結合される。
【０００５】
　いくつかの実施形態では、ベースの中及び外へ摺動する冊子トレイをスタンドの前方に
設けることができる。このトレイ上に情報資料が支持される。
【０００６】
　例示的な実施形態では、プラテンが中立位置に付勢され、プラテンの端部がベースの端
部と位置合わせされるとともにこのベースの端部より上に垂直方向にわずかに離間される
。プラテンは、手動で回転位置へ動かすことができる。
【０００７】
　必要に応じて、支持プラテンは、プラテン上のコンピュータの左右の動きを妨げる左右
ブラケットを有することができる。プラテンはまた、プラテン上のコンピュータの前方へ
の動きを妨げる１又はそれ以上の前部ブラケットを有することができる。背部ブラケット
を設けて、プラテン上のコンピュータの後方への動きを妨げることもできる。背部ブラケ
ットは、プラテンから外された時に、コンピュータを前、左、及び右ブラケットの間でプ
ラテン上に摺動できるようにプラテンと取り外し可能に係合することができる。
【０００８】
　例示的な実施形態では、後部ロッキングブラケット組立体がＪ字形ブラケットを含み、
このブラケットの３面の湾曲部でロッキングバーを支えることができる。閉鎖ブラケット
をＪ字形ブラケットと取り外し可能に係合させて、バーを湾曲部内に閉じ込めることがで
きる。閉鎖ブラケットには、左右の細長い概ね垂直に配向した留め具穴が形成され、この
穴を通してそれぞれの留め具を配置し、Ｊ字形ブラケットのそれぞれの雌レセプタクルと
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係合させることができる。
【０００９】
　別の態様では、コンピュータを陳列する方法が、上部にコンピュータを支持するスタン
ドを備えるステップと、スタンドのロッキングブラケットを店内安全バーと係合させるス
テップとを含む。この方法は、閉鎖ブラケットをロッキングブラケットと係合させて、ロ
ッキングブラケットと閉鎖ブラケットとの間にバーを保持するステップをさらに含む。こ
のときコンピュータは、スタンド上のコンピュータがブラケットを越えて動くのを妨げる
、スタンドの左、右、及び前部の安全ブラケット間で摺動することができる。次に、この
方法は、背部安全ブラケットをスタンドと係合させて、コンピュータが背部安全ブラケッ
トを越えて取り外されるのを防ぎ、安全ブラケットの少なくとも１つが、コンピュータが
スタンドから持ち上げられるのも防ぐようにするステップを含む。
【００１０】
　別の態様では、コンピュータスタンドが、ロッキングバーを伴う店の棚上に配置可能な
ベースを含む。ベースをバーと解放可能に係合させるための手段が提供される。支持プラ
テンがベースに結合される。支持プラテンは、陳列のためにコンピュータを保持するよう
に構成される。コンピュータを支持プラテン上に解放可能に保持するための手段が提供さ
れる。
【００１１】
　同様の参照番号が同様の部分を示す添付の図面を参照することにより、本発明の詳細を
、その構造及び動作の両方に関して最も良く理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】冊子トレイが伸展位置にある状態の、中立位置にあるスタンド及び支持プラテン
上にコンピュータを載せた状態を示すコンピュータ陳列スタンドの斜視図である。
【図２】冊子トレイが格納位置にある状態の、回転位置にあるスタンド及び支持プラテン
上にコンピュータを載せた状態を示すコンピュータ陳列スタンドの斜視図である。
【図３】冊子トレイが伸展位置にあり、下部の情報ページが見えるように冊子の一部を跳
ね上げた状態の、中立位置にあるスタンド及び支持プラテン上にコンピュータを載せた状
態を示すコンピュータ陳列スタンドの斜視図である。
【図４】コンピュータを取り外した状態の陳列スタンドの上部を見た斜視図である。
【図５】コンピュータを取り外した状態の陳列スタンドの下部を見た斜視図である。
【図６】スタンドの様々な部品を示す分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　最初に図１及び図２を参照すると、小売店の棚上に固定して設置された下部ベース１２
と、ベース１２に回転可能に結合された支持プラテン１４とを有するコンピュータスタン
ド１０を示している。支持プラテン１４は、図１に示す中立位置と図２に示す回転位置と
の間で手動で旋回することができ、中立位置では、プラテン１４の端部がベース１２の端
部と位置合わせされるとともに、このベース１２の端部より上に垂直方向にわずかに離間
され、回転位置では、図示のようにプラテン１４が、実質的にベース１２の中心点を中心
にベース１２に対して旋回される。プラテン１４は、時計回り及び反時計回りの両方向に
旋回できるとともに、以下でより完全に開示するように中立位置へ付勢できることが好ま
しい。
【００１４】
　図１に示すように、プラテン１４の前部に左右の回転タブ１５を設けることができ、ま
た見込み客がタブ１５を掴んでプラテンをコンピュータと共に回転させられることがわか
るように、「回転」という表示をすることができる。ベース１２及びプラテン１４の両方
は、平らな軽量金属片又はプラスチック片であってもよく、また一方又は両方ともが直線
形状であってもよいし、或いは他の好適な形状であってもよい。
【００１５】
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　この支持プラテン１４上に折り畳み式コンピュータ１６を設置することができる。図示
の例では、コンピュータ１６は、ヒンジ２０を中心にキーボード部分２２の方へ及びここ
から離して折り畳むことができるモニタ部分１８を有するラップトップ型コンピュータで
ある。
【００１６】
　図１を参照して分かるように、キーボード部分２２の先端を摺動させることによりコン
ピュータ１６を開き、その後支持プラテン１４の左右後方のＬ字形又はＵ字形ブラケット
２４間でスタンド１０に係合させることができる。コンピュータは、支持プラテン１４の
左右前方のＬ字形又はＵ字形ブラケット２６に接するまでプラテン１４の先端方向へ前進
する。従って、個々の後方ブラケット２４は、実際には互いの方向に開くように支持プラ
テン１４の反対側の端部に向かって開いており、これに対し両方の前方ブラケット２６は
支持プラテン１４の後端に向かって開いている。
【００１７】
　図１及び図２は、冊子トレイ２８の先端がベース１２の先端の前方に位置する伸展位置
（図１）、及び冊子トレイ２８が実質的にベース１２に収納される収納位置（図２）から
冊子トレイ２８を動かすために、冊子トレイ２８をベース１２と摺動可能に係合できるこ
とを示している。冊子トレイは、コンピュータ１６の様々な特徴を示す、表示ページが比
較的固い複数ページの情報掲載冊子３０を支持することができる。図３に最も良く示すよ
うに、例示の実施形態では、冊子３０のページを跳ね上げて冊子３０の下方の情報ページ
を見せることができる。
【００１８】
　図４及び図５は、スタンド１０のさらなる詳細を上部（図４）及び下部（図５）から示
す図である。図示のように、ベース１２の後部は、許可されていない人がスタンド１０を
棚３２から容易に取り外すことができないように商品棚後部の筺体３２に結合される。例
示的な結合の詳細について、以下さらに説明する。
【００１９】
　図４に示すように、図１～図３のコンピュータ１６が支持プラテン１４上に位置決めさ
れると、背部ブラケット３４を実質的にプラテン１４の後端の中間又はほぼ中間にネジ付
きコネクタなどによってプラテン１４と係合させることができる。背部ブラケット３４を
取り付けることにより、コンピュータ１６を後方に摺動させる動きが背部ブラケット３４
によって妨げられるので、コンピュータ１６をこのような動きによって支持プラテン１４
から取り外せないことをこれで理解することができる。左右後方のブラケット２４が、コ
ンピュータ１６を左又は右へ摺動させることによる取り外しを防ぐので、コンピュータ１
６をこのようにしてプラテン１４から取り外すこともできず、同様に、左右前方のブラケ
ット２６が、コンピュータ１６を支持プラテン１４から前方へ摺動させることによってコ
ンピュータ１６が取り外されるのを防ぐ。後方及び前方のブラケット２４、２６の両方は
、コンピュータ１６を持ち上げて支持プラテン１４から離すのを防ぐ。従って、背部ブラ
ケット３４が、ブラケット２４、２６、３４間にコンピュータ１６を配置した支持プラテ
ン１４と係合すると、コンピュータ１６をプラテン１４から容易に取り外すことができな
くなる。
【００２０】
　以下でより完全に説明するように、図４はまた、プラテン１４とベース１２との間に位
置する「レイジースーザン」装置のような回転式装置に結合された中心孔３６がプラテン
１４に形成されていることも示している。図５に示すように、コンピュータ１６のための
適当な電気コネクタ３８をベース１２上に設けることができる。例えば、電話器用プルボ
ックスにより電気コネクタ３８を実装することができる。
【００２１】
　図６は、本発明を限定しない例示的な実施構成の詳細を示す図である。図示のように、
冊子トレイ２８をベース１２の平坦な薄い空洞４０と摺動可能に係合させることができ、
この空洞４０はベース１２の先端からベース１２の中へ延びる。中心車軸孔４４を有する
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「レイジースーザン」プレート４２をプラテン１４とベース１２との間に配置するととも
に、車軸（図示せず）によりこの両方に結合させて、プラテン１４がベース１２に対して
回転自在に動くようにすることができる。プレート４２の前端及び後端とスタンド１０の
適切な構造との間に前方及び後方の圧縮バネ４６、４８をそれぞれ配置して、プラテン１
４を図１に示す中立位置に付勢することができる。
【００２２】
　上述したように、ベース１２は棚３２に結合される。図６は、必要に応じて店内の複数
のロッキングバーの構成に対応するように都合良く調整できる構造を用いて、これを実現
するための本発明を限定しない例示的な方法を示している。
【００２３】
　より詳細には、後部ロッキングブラケット組立体をベース１２に、及び通常は棚３２に
備えられる店内ロッキングバー５０に固定することができる。図示の実施形態では、後部
ロッキングブラケット組立体が、ロッキングバー５０を３面の湾曲部で支えることができ
るＪ字形ブラケット５２を含む。必要に応じて、Ｊ字形ブラケット５２を、図示のように
「Ｊ」の長いアームの下端から前方に延びてベース１２と同一平面で結合する平坦な固定
ブラケット５４と一体に形成し、固定ブラケット５４をネジ部品などによって固定するこ
とができる。
【００２４】
　例示的な後部ロッキングブラケット組立体はまた、図示のようにＬ字形であってもよい
閉鎖ブラケット５６を含む。Ｊ字形ブラケット５２の湾曲部内の店内バー５０を用いて、
湾曲部内のバー５０を閉じ込めるように閉鎖ブラケット５６を位置決めすることができる
。その後、閉鎖ブラケット５６は、ネジ部品を使用してＪ字形ブラケット５２に固定され
る。このようにして、ベース１２が棚３２に固定されて、上部にコンピュータ１６をしっ
かりと支える支持プラテン１４がさらに棚に固定される。
【００２５】
　図示の実施形態では、閉鎖ブラケット５６に左右の細長い概ね垂直に配向した留め具穴
５８を形成し、これを通してそれぞれの留め具を配置し、Ｊ字形ブラケット５２のそれぞ
れの雌レセプタクルと係合させる。従って、閉鎖ブラケット５６を、様々な店内バー５０
の構成に対応するようにＪ字形ブラケット５２に対して垂直に調整することができる。閉
鎖ブラケット５６の高さがＪ字形ブラケット５２に対して適切に設定されている場合、留
め具を締め付けて店内バー５０の上に後部ロッキング組立体を固定する。
【００２６】
　特定の「コンピュータ小売陳列スタンド」を本明細書に示し、詳細に説明したが、本発
明に含まれる主題は特許請求の範囲によってのみ限定されることを理解すべきである。
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