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(57)【要約】
　モジュール式小売製品ディスプレイであって、小売棚
に適用すること、小売棚に製造すること、小売棚上に形
成すること、及び／又は小売棚と共に使用することがで
きる。多様な実施形態において、この製品ディスプレイ
を使用して、多様な小売製品を消費者に対して効果的に
ディスプレイすることができる。少なくとも一実施形態
では、この製品ディスプレイは、小売店の棚の表面によ
って支持され得る複数のベースセクションと、小売店の
棚の正面部分に近接して位置づけられる棚キャップ部材
と、を備えることができる。少なくとも一実施形態では
、製品ディスプレイは、製品ディスプレイの一部分に含
めることができる少なくとも１つの製品位置決めツメを
更に含み、消費者を多様な小売製品に向けて案内するの
を補助すること、及び小売製品の在庫補充を助力するこ
とができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品ディスプレイエリアに適用するように構成されたモジュール式小売製品ディスプレ
イキットであって、前記製品ディスプレイエリアが１つまたは複数の棚を含み、前記棚の
少なくとも１つが、第１の端と、第２の端と、正面側と、背面側との間に画定された上向
きの表面を含むことを特徴とし、前記製品ディスプレイキットは、
　前記棚の少なくとも１つの、前記上向きの表面を少なくとも部分的に覆うように構成さ
れた調整可能なベースセクションであり、複数の小売製品を支持するように構成される、
調節可能なベースセクションと、
　前記棚の少なくとも１つの、前記正面側に近接して位置づけられるように構成された棚
キャップ部材と、
　前記棚キャップ部材、棚キャップレシーバ、及び前記棚の少なくとも１つの前記正面側
のうちの１つに取り付けられるように構成されたサンプルホルダーであり、前記サンプル
ホルダーは、サンプル小売製品を受け入れてディスプレイするように構成され、前記棚キ
ャップ部材及び前記サンプルホルダーのうちの少なくとも１つが、第１の広告メッセージ
を受け入れてディスプレイするように構成される、サンプルホルダーと、
　第２の広告メッセージをディスプレイするように構成されたコラム部材であり、前記棚
の少なくとも１つの、前記正面側と、前記第１の端及び前記第２の端のうちの１つとの交
差点に近接して位置づけられるように構成され、前記製品ディスプレイエリアの第１の部
分と第２の部分との中間に少なくとも部分的に延在するように構成され、前記第１の部分
と前記第２の部分との間の距離に関して調整されるように構成される、コラム部材と、を
備える、製品ディスプレイキット。
【請求項２】
　前記製品ディスプレイエリアの一部分に取り付けられるように構成された小売製品ロゴ
部分を更に備える製品ディスプレイキットであり、前記小売製品ロゴ部分は、前記製品デ
ィスプレイエリアの寸法に適合するように、第１の位置と第２の、延長された位置との間
で選択的に調整されるように構成される、請求項１に記載の製品ディスプレイキット。
【請求項３】
　複数の前記調整可能なベースセクションを更に備える製品ディスプレイキットであり、
任意の寸法を有する前記棚の少なくとも１つの、前記上向きの表面を前記複数の調整可能
なベースセクションが覆うことができるように、前記調整可能なベースセクションのそれ
ぞれの寸法が修正されるように構成される、請求項１または２に記載の製品ディスプレイ
キット。
【請求項４】
　前記調整可能なベースセクションが第１の調整可能なベースセクションであって、前記
キットが、更に、第２の調整可能なベースセクションを備え、前記第１の調整可能なベー
スセクションが、前記第２の調整可能なベースセクションとインターロックしてベースを
形成するように構成される、請求項１～３のいずれか一項に記載の製品ディスプレイキッ
ト。
【請求項５】
　前記調整可能なベースセクションが、そこに画定された複数の開口を含み、前記開口が
小売製品仕切りの少なくとも一部分を受け入れるように構成されることによって、前記小
売製品仕切りが前記調整可能なベースセクションと係合され得る、請求項１～４のいずれ
か一項に記載の製品ディスプレイキット。
【請求項６】
　小売製品仕切りを更に備え、前記小売製品仕切りが、そこに画定された凹部及び穿孔の
うちの１つを含み、前記小売製品仕切りの一部分が、前記凹部及び前記穿孔のうちの１つ
に沿って前記小売製品仕切りから分離されるように構成されることによって、前記小売製
品仕切りの寸法が前記棚の少なくとも１つの寸法に対して調整され得る、請求項１～５の
いずれか一項に記載の製品ディスプレイキット。
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【請求項７】
　前記棚の少なくとも１つの、前記正面側の表面に対して実質的に垂直の方向に延びるよ
うに構成された棚フィンを更に備え、前記棚フィンが、第３の広告メッセージを受け入れ
てディスプレイするように構成され、前記棚キャップ部材、前記棚キャップレシーバ、前
記サンプルホルダー、及び前記棚の少なくとも１つのうちの１つに取り付けられるように
構成される、請求項１～６のいずれか一項に記載の製品ディスプレイキット。
【請求項８】
　前記棚の少なくとも１つの、前記正面側に近接して位置づけられた複数の製品位置決め
ツメを更に備え、前記製品位置決めツメが、（ｉ）複数の小売製品のうちの１つを消費者
が容易に見つけられるよう前記調整可能なベースセクションによって支持された複数の小
売製品に対応するように、または（ｉｉ）前記小売製品の在庫補充を補助するように、構
成される、請求項１～７のいずれか一項に記載の製品ディスプレイキット。
【請求項９】
　前記コラム部材が前記第１の部分と前記第２の部分との間に縦に延びるように構成され
、前記コラム部材が前記第２の広告メッセージを受け入れてディスプレイするように構成
された弓状表面を含む、請求項１～８のいずれか一項に記載の製品ディスプレイキット。
【請求項１０】
　前記棚の少なくとも１つの、前記第１の端に近接して前記調整可能なベースセクション
に取り付けられるように構成された第１の側部と、前記棚の少なくとも１つの、前記第２
の端に近接して前記調整可能なベースセクションに取り付けられるように構成された第２
の側部とを更に備え、前記第１の側部及び第２の側部のそれぞれが、そこに画定された凹
部及び穿孔のうちの１つを含み、前記第１の側部及び第２の側部の両方の１つの片が、前
記凹部及び穿孔のうちの１つに沿って前記第１の側部及び第２の側部から分離されて、前
記第１の側部及び第２の側部が前記棚の少なくとも１つの、寸法に対して修正されるよう
に構成される、請求項１～９のいずれか一項に記載の製品ディスプレイキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、製品をディスプレイするための棚材料に関するものであり、より具
体的には、小売製品を消費者に対してディスプレイするためのモジュール式棚材料に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　「消費者アトラクター」は、特定の小売製品に消費者を引き付けるため及び／又はそれ
ら小売製品について消費者を教育するために、小売店の小売製品の近くに位置づけられ得
る。少なくとも一実施形態では、消費者アトラクターは、小売製品をディスプレイするよ
うに構成される小売店通路ディスプレイを含むことができる。多様な実施形態において、
消費者アトラクターとしては、看板、照明、カタログが挙げられ、割引クーポン分配機さ
えも含む場合がある。これらの消費者アトラクターを小売店の小売製品ディスプレイエリ
アに、及び／又は小売店の小売製品ディスプレイエリアの近くに配置して、その小売製品
ディスプレイエリア内に位置づけられた多様な小売製品を購入するよう消費者を奨励する
ことができる。現在の消費者アトラクターに伴う１つの問題は、消費者アトラクターのサ
イズをそれぞれの特定の小売店の小売製品ディスプレイエリアに適合させなくてはならな
いために、様々な小売店で消費者アトラクターの潜在的な消費者魅了能力をフルに生かせ
ないことである。例えば、ある特定の小売製品企業が、幅４フィート、高さ３フィートの
第１の小売製品ディスプレイエリアを第１の店舗に有し、幅６フィート、高さ８フィート
の第２の小売製品ディスプレイエリアを第２の店舗に有する場合、第１の小売製品ディス
プレイエリアと第２の小売製品ディスプレイエリアとのサイズの違いのために、その企業
はそれぞれの店舗用に別々の消費者アトラクターをカスタムメードしなくてはならない場
合がある。必要とされているのは、上記に対する改善である。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　少なくとも１つの、一般的観点において、モジュール式小売製品ディスプレイキットは
、製品ディスプレイエリアの寸法に関わらず小売店の、ほぼ全ての既存の棚及び／又は棚
セットに適用され得る。それぞれの棚は、例えば、第１の端と、第２の端と、正面側と、
背面側との間に画定される上向きの表面を含むことができる。多様な実施形態において、
製品ディスプレイキットは、小売製品のプレゼンテーションを消費者に快く、有利なもの
として創出しながら、同時に、棚の寸法に関わらず小売店の棚に合うように適合させるこ
とができる。少なくとも一実施形態では、製品ディスプレイキットは、特定の小売製品に
ついて、例えば、それと同じ小売製品の購入を促すインスピレーションにぴったり合う消
費者教育を可能にするような特徴を含むことができる。多様な実施形態で、製品ディスプ
レイキットは、更に、関心対象の多様な小売製品を見つけて購入するために、消費者を製
品ディスプレイエリアについて容易にナビゲートさせる特徴を含むことができる。少なく
とも一実施形態では、製品ディスプレイキットは、複数の小売店で使用することができる
製品ディスプレイを形成するために、多様なモジュール式製品ディスプレイエリアに一体
形成され得る及び／又は多様なモジュール式製品ディスプレイエリアと共に製造され得る
。
【０００４】
　少なくとも１つの一般的観点において、モジュール式小売製品ディスプレイキットは、
ベースセクションがベースセクションの上の複数の小売製品を支持することができるよう
な、既存の小売店の棚の上向きの表面を少なくとも部分的に覆うように構成され得る、複
数のベースセクションを備えることができる。多様な実施形態において、製品ディスプレ
イキットは、更に、小売店の棚の少なくとも１つの、正面側に位置づけることができる、
少なくとも１つの棚キャップ部材と、小売製品を購入するよう消費者を奨励するためにサ
ンプル小売製品を受け入れてディスプレイするように構成される、少なくとも１つのサン
プルホルダーと、を備える。多様な実施形態において、棚キャップ部材及び／又はサンプ
ルホルダーはまた、ベースセクションによって支持された小売製品を購入するよう消費者
を再度奨励するために、広告メッセージを受け入れてディスプレイするように構成される
。少なくとも一実施形態では、製品ディスプレイキットは、更に、小売店の棚の少なくと
も１つの、正面側に近接して位置づけられる複数の製品位置決めツメを含むことができる
。そのような実施形態では、製品位置決めツメは、製品ディスプレイエリア内の小売製品
の１つに向けて消費者を案内するように構成され得ることに加えて、サンプルホルダーの
サンプル小売製品に対応するように構成され得る。多様な実施形態において、製品ディス
プレイキットは、更に、ベースセクションの少なくとも１つから上方に延びることができ
る小売製品仕切りを含むことができる。少なくとも一実施形態では、小売製品仕切りもや
はり、消費者が製品ディスプレイエリアについてナビゲートするのを再度補助するために
、消費者が製品ディスプレイエリアの在庫を補充をすることを補助するために、１つのタ
イプの小売製品を別のタイプの小売製品と分離するように構成され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　添付の図面と関連してなされる本発明の実施形態の以下の説明を参照すれば、本発明の
上記の及び他の特徴と利点、並びにそれらを達成する方法がより明らかとなり、また本発
明自体がより理解されよう。
【図１】１つの非限定的な実施形態による、代表的な製品ディスプレイエリアの斜視図。
【図２】本発明の１つの非限定的な実施形態による、図１の製品ディスプレイエリア上に
組み立てられた製品ディスプレイキットの斜視図。
【図３】図２の製品ディスプレイキットの正面図。
【図４】図２の製品ディスプレイキットの側面図。
【図５】図２の製品ディスプレイキットの平面図。
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【図６】本発明の１つの非限定的な実施形態による、組み立てられた構成における製品デ
ィスプレイキットの多様な構成要素の斜視図。
【図７】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの多様な構
成要素の分解斜視図。
【図８】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの多様な構
成要素の別の分解斜視図。
【図９】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの２つのイ
ンターロック式ベースセクションの平面図。
【図９Ａ】
【図１０】図９の２つのインターロック式ベースセクションの上面斜視図。
【図１１】図９の２つのインターロック式ベースセクションの底面斜視図。
【図１１Ａ】
【図１２】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの別のベ
ースセクションの平面図。
【図１３】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットのまた別
のベースセクションの平面図。
【図１４】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの棚キャ
ップ部材の上面斜視図。
【図１５】図１４の棚キャップ部材の底面斜視図。
【図１６】本発明の１つの非限定的な実施形態による、ベースセクションの棚キャップレ
シーバと係合するように位置づけられた図１４の棚キャップの分解斜視図。
【図１７】本発明の１つの非限定的な実施形態による、ベースセクションの棚キャップレ
シーバと係合している図１４の棚キャップの分解側面図。
【図１８】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの多様な
棚キャップ部材に取り付けるように構成される、広告メッセージ標識の斜視図。
【図１９】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットのベース
セクションと係合するように位置づけられた小売製品仕切りの側面図。
【図１９Ａ】
【図２０】ベースセクションと係合するように位置づけられた図１９の小売製品仕切りの
底面斜視図。
【図２０Ａ】
【図２１】ベースセクションと係合するように位置づけられた図１９の小売製品仕切りの
上面斜視図。
【図２２】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの側部の
側面図。
【図２３】図２２の側部の斜視図。
【図２４】図２２の側部の平面図。
【図２５】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットのベース
セクションと係合するように位置づけられた図２２の側部の底面斜視図。
【図２５Ａ】
【図２６】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットのベース
セクションと係合するように位置づけられた図２２の側部の上面斜視図。
【図２６Ａ】
【図２７】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの棚フィ
ンの分解斜視図。
【図２８】図２７の棚フィンの側面図。
【図２９】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットのベース
セクションの棚キャップレシーバと係合するように位置づけられた、図２７の棚フィンの
側面図。
【図３０】本発明の１つの非限定的な実施形態による、図２７の棚フィンの接続部材と製
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品ディスプレイキットの棚キャップレシーバとの間の接続の分解側面図。
【図３１】本発明の１つの非限定的な実施形態による、図２７の棚フィンの接続部材と製
品ディスプレイキットの棚キャップレシーバとの間の接続の分解側面図。
【図３２】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの棚キャ
ップレシーバに接続される広告ディスプレイの分解図。
【図３２Ａ】
【図３２Ｂ】
【図３２Ｃ】
【図３３】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットのベース
セクションへの製品ディスプレイキットの多様な構成要素の接続を示す分解斜視図。
【図３３Ａ】
【図３４】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットのサンプ
ルホルダーの上面斜視図。
【図３５】図３４のサンプルホルダーの底面斜視図。
【図３６】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの別のサ
ンプルホルダーの上面斜視図。
【図３７】図３６のサンプルホルダーの別の斜視図。
【図３８】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの製品位
置決めツメの斜視図。
【図３９】図３８の製品位置決めツメの側面図。
【図４０】本発明の１つの非限定的な実施形態による、図１の製品ディスプレイエリアに
取り付けられた小売製品ロゴ部分の斜視図。
【図４１】本発明の１つの非限定的な実施形態による、別の製品ディスプレイエリアに取
り付けられた別の小売製品ロゴ部分の斜視図。
【図４２】本発明の１つの非限定的な実施形態による、また別の製品ディスプレイに取り
付けられたまた別の小売製品ロゴ部分の斜視図。
【図４３】図４０の小売製品ロゴ部分の斜視図。
【図４４】本発明の１つの非限定的な実施形態による、図４０の小売製品ロゴ部分と図１
の製品ディスプレイエリアの棚との間の接続の側面図。
【図４４Ａ】
【図４５】本発明の１つの非限定的な実施形態による、図４１の小売製品ロゴ部分に取り
付けられたブラケットの斜視図。
【図４６】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイエリアの棚スト
リップに取り付けられている図４５のブラケットの斜視図。
【図４６Ａ】
【図４７】本発明の１つの非限定的な実施形態による、図４２の小売製品ロゴ部分に取り
付けられた別のブラケットの正面斜視図。
【図４８】図４７のブラケット及び小売製品ロゴ部分の背面斜視図。
【図４９】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの適応性
のある小売製品ロゴ部分の正面図。
【図５０】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの斜視図
。
【図５１】図５０の製品ディスプレイキットの正面図。
【図５２】図５０の製品ディスプレイキットの側面図。
【図５３】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの多様な
構成要素の分解斜視図。
【図５４】本発明の１つの非限定的な実施形態による、組み立てられた構成における製品
ディスプレイキットの多様な構成要素の平面図。
【図５５】図５４の製品ディスプレイキットの多様な構成要素の斜視図。
【図５６】図５４の製品ディスプレイキットの広告ディスプレイの斜視図。
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【図５７】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットのベース
部分の棚キャップレシーバに取り付けられるように位置づけられた多様な構成要素の分解
斜視図。
【図５７Ａ】
【図５８】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットのサンプ
ル小売製品保持部材の平面図。
【図５９】図５８のサンプル小売製品保持部材の側面図。
【図６０】図５８のサンプル小売製品保持部材の斜視図。
【図６１】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットに取り付
けられるように位置づけられたコラム部材の分解斜視図。
【図６２】図６１のコラム部材の斜視図。
【図６３】図６１のコラム部材の別の斜視図。
【図６４】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイエリア上に組み
立てられた製品ディスプレイキットの小売製品ロゴ部分及び２つのコーナー部材の斜視図
。
【図６５】図６４の小売製品ロゴ部分及び２つのコーナー部材の斜視図。
【図６５Ａ】
【図６６】図６４のコーナー部材のうちの１つの斜視図。
【図６７】図６４のコーナー部材のうちの１つの、別の斜視図。
【図６８】本発明の１つの非限定的な実施形態による、製品ディスプレイキットの照明シ
ステムの斜視図。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本明細書に開示されている製品ディスプレイの、構造、機能、製造及び使用の原則、製
品ディスプレイキット、並びに本明細書で開示される方法、の全体的な理解をもたらすた
めに、ここで、特定の代表的な実施形態について説明する。これらの実施形態の１つまた
は複数の実施例を添付の図面に示す。本明細書で詳細に説明し、添付の図面に示される、
製品ディスプレイ、製品ディスプレイキット、及び方法は、非限定的な代表的実施形態で
あり、並びに、本発明の各種の実施形態の範囲は、特許請求の範囲によってのみ定義され
ることが、当業者には理解されよう。１つの代表的な実施形態に関連して示される、又は
述べられる特徴は、他の代表的な実施形態の特徴と組み合わせてもよい。そのような修正
及び変形は、本発明の範囲に含まれることを意図したものである。
【０００７】
　例えば、ビューティケア製品、スキンケア製品、及び／又はヘアケア製品のような小売
製品を製造する企業は、多様な小売店内の製品ディスプレイエリアにそれらの製品を消費
者に対してディスプレイすることができる。多様な実施形態において、製品ディスプレイ
エリアは、例えば、１つの棚、フレームによって支持された複数の棚、複数の棚のセット
、及び／又は他の多様な製品ディスプレイプラットフォーム、を含む場合がある。これら
の製品ディスプレイエリアは、また、異なる寸法、例えば、高さ、幅、長さ、深さ、を含
む場合があり、全ての多様な製品ディスプレイエリアに例外なく適合する消費者アトラク
ター類を企業が設計することを困難にする場合がある。図１を参照すると、多様な代表的
実施形態において、製品ディスプレイキットが位置づけられていない製品ディスプレイエ
リア１０の一例は、後壁１２と、複数の棚ハンガーストリップ１４と、例えばフック及び
／又はブラケットのような任意の好適な接続部材を使用して棚ハンガーストリップ１４に
取り付けられるように構成される複数の棚１６と、を有するフレームを含むことができる
。少なくとも１つの実施形態では、それぞれの棚１６は、例えば、上向きの表面１８と、
下向きの表面２０とを含むことができる。多様な実施形態において、棚１６は、棚ハンガ
ーストリップ１４上の多様な棚１６を単純に再配置することによって、後壁１２に対して
上方及び／又は下方に移動することができる。棚１６が製品ディスプレイエリア１０内で
好適に配列されるように構成され、任意の多様な棚１６の上向きの表面１８上に多様な小
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売製品を配置して、小売製品を消費者に対してディスプレイすることができる。一般的に
は、例示した小売製品ディスプレイエリアの構成は、ほとんどの小売店でおよそ標準的で
あると言えるが、１つまたは複数の棚だけを含む小売製品ディスプレイエリアもいくつか
ある。他の多様な実施形態では、他の既知のタイプの小売製品ディスプレイエリアを使用
する場合がある。多様な実施形態において、小売製品ディスプレイエリアの寸法は小売店
によって一般に異なる場合がある。
【０００８】
　したがって、多様な実施形態において、製品ディスプレイキットは、多様な製品ディス
プレイエリアの寸法に関わらず多くの小売店の多様な製品ディスプレイエリアに適用する
ことができる。製品ディスプレイキットを使用して、小売製品を販売促進し、小売製品に
ついて消費者を教育し、及び／又は小売製品を消費者が購入するように刺激するようなや
り方で小売製品をディスプレイすることができる。少なくとも一実施形態において、製品
ディスプレイキットは、消費者が製品ディスプレイエリアをナビゲートすることを容易に
し、明確な小売製品のプレゼンテーションを可能にする、特徴を含むことができる。その
ような広告及び小売製品プレゼンテーション手法は、消費者がその小売製品を購入するよ
うに、その小売製品に消費者を惹きつけることを目標とする。
【０００９】
　多様な実施形態において、本明細書に記載されている製品ディスプレイキットは、モジ
ュール式製品ディスプレイと一体形成すること、モジュール式製品ディスプレイと共に形
成すること、及び／又はモジュール式製品ディスプレイとして製造することができる。そ
のような実施形態では、本明細書に記載されている製品ディスプレイキットと同じように
、小売店で製品ディスプレイを使用することができる。これらのモジュール式製品ディス
プレイは、本明細書に記載されている製品ディスプレイエリア及び製品ディスプレイキッ
トのいくつかの及び／又は全ての特徴を含むことができる。明確さを目的とし、限定はせ
ずに、製品ディスプレイキットのみについて詳細に説明するが、当業者であれば、製品デ
ィスプレイキットの特徴を含むようにモジュール式製品ディスプレイを製造できることを
認識するであろう。
【００１０】
　上記に加え更に、小売製品を見た消費者の最初の反応は、ある企業の製品を消費者が購
入するか競合他社製品を買うかを決定する１つの要素である。この消費者反応は、「Ｆｉ
ｒｓｔ　Ｍｏｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒｕｔｈ（最初の審判の瞬間）」（ＦＭＯＴ）と呼ばれ
る場合がある。更に、消費者による小売製品の使用体験は、「Ｓｅｃｏｎｄ　Ｍｏｍｅｎ
ｔ　ｏｆ　Ｔｒｕｔｈ（２度目の審判の瞬間」（ＳＭＯＴ）と呼ばれる場合がある。ＳＭ
ＯＴは、消費者による小売製品の使用、又は、口伝え、インターネットのチャットルーム
、製品レビューなどによって消費者に伝えられた、他の誰かによる使用経験の評価である
。ＳＭＯＴは、その消費者による製品使用の時と、消費者が製品を使用してからの製品便
益の持続時間との両方を指す場合がある。
【００１１】
　ＦＭＯＴ及びＳＭＯＴには、たくさんあるが特に、美観、ブランドエクイティ、テクス
チャ及び／又は感覚的コミュニケーション、及び／又は消費者利益が関与する場合がある
。他の要因としては、販売ポイントにおける、又は販売ポイントの近くの製品ディスプレ
イエリアにおける、小売製品の外観、ブランドエクイティによって伝達され且つブランド
エクイティを支持する視覚的外観（ロゴ、著作権、商標、又は標語）、嗅覚的（におい）
及び聴覚的（音）特徴、並びに、値段、単価、性能、評判、及び利便性など、図、言葉、
画像、又は文による消費者へのコミュニケーションが挙げられる。コミュニケーションは
、メッセージが、例えば、デザイン、ロゴ、文、絵図、心像を通じて、消費者にどのよう
にして伝えられるかにも重点を置く場合がある。
【００１２】
　上記のＦＭＯＴ及びＳＭＯＴ理論を踏まえ、図２～５を参照すると、モジュール式小売
製品ディスプレイキット３０は、例えば製品ディスプレイエリア１０のような既存の棚及
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び／又は既存の小売店棚のセットに位置づけられるように構成され得る。少なくとも一実
施形態において、製品ディスプレイキット３０は、少なくとも１つのベースセクション３
２、少なくとも１つの側部３４、少なくとも１つの棚キャップ部材３６、少なくとも１つ
の製品位置決めツメ３８、小売製品ロゴ部分４０、少なくとも１つの、製品サンプルホル
ダー４１、少なくとも１つの、小売製品仕切り４２、少なくとも１つの棚フィン４４、及
び／又は少なくとも１つの広告ディスプレイ４６を含むことができる。そのような実施形
態では、製品ディスプレイキット３０は、任意の小売店にあるほぼどんな既存の製品ディ
スプレイエリアにも適合され得るように適応されることができ、多様な小売製品への消費
者の引き付けを増すために使用され得る。
【００１３】
　上記に加え更に、図６～１１を参照すると、多様な実施形態において、ベースセクショ
ン３２を棚１６の上向きの表面１８に位置づけること及び／又は上向きの表面１８で支持
され、ベースセクションがその上の小売製品を支持することができるようにすることが可
能である。少なくとも一実施形態において、ベースセクション３２は、更に、例えば、小
売製品仕切り４２のような製品ディスプレイキットの他の多様な構成要素の少なくともい
くつかを支持すること及び／又はそのベースとして作用することができる。図６を参照す
ると、少なくとも１つの代表的実施形態において、ベースセクション３２及び他の多様な
、製品ディスプレイキットの構成要素は、組み立てられた構成で図示されている。少なく
とも一実施形態では、図７及び８は、複数のベースセクション３２を含む、製品ディスプ
レイキット３０の多様な構成要素を、組み立てられていない構成で図示する。図９～１１
を参照すると、多様な実施形態において、それぞれのベースセクション３２は、第１の端
４８と、第２の端５０と、第１の側壁５２と、第２の側壁５４とを含むことができる。そ
のような実施形態では、それぞれのベースセクション３２の第１又は第２の側壁５２及び
５４は、それから延びるツメ５６及び／又は５６’を含む場合があり、これらのツメは、
ツメレシーバ５８及び／又は５８’とそれぞれインターロックされ得る。少なくとも一実
施形態で、ツメレシーバは、別の隣接するベースセクション３２の対向する第１の側壁又
は第２の側壁に位置づけること及び／又は画定することができる。そのような実施形態で
は、ツメ５６及び／又は５６’は、プレス嵌め及び／又はスナップ嵌めによって、例えば
、対応するツメレシーバ５８及び／又は５８’と係合して、例えば、２つのベースセクシ
ョン３２を互いに接合することができる。多様な実施形態において、１つまたは複数のベ
ースセクション３２のインターロック能力は、例えば、任意の幅を有する小売棚に使用さ
れるように構成される製品ディスプレイキット３０をもたらすこと、すなわち、任意の幅
を有する任意の数のベースセクション３２を製品ディスプレイキット３０に提供して、少
なくとも１つの、小売棚の上向きの表面１８を覆えるようにする。
【００１４】
　他の多様な実施形態では、ベースセクションは、上述のベースセクション３２の特徴を
なお含みながら他の方法によっても多様な小売棚に適合するように適応され得る。図１２
を参照すると、少なくとも一実施形態では、第１の部分６０が第２の部分６２に選択的に
滑入され得る及び／又はそれから滑出され得るようにベースセクション３２’の第１の部
分６０をベースセクション３２’の第２の部分６２で囲むことができるので、小売店の棚
の例えば幅、深さといった寸法に対してベースセクション３２’を拡げること及び／又縮
めることが可能である。そのような実施形態では、ベースセクション３２’を使用して、
製品ディスプレイキット３０を任意のサイズの棚に容易に適応させ得る。多様な実施形態
において、ベースセクション３２とベースセクション３２’を併用すること、及び／又は
、例えばベースセクション３２のみ及びベースセクション３２’のみを独自に使用するこ
とができる。図１３を参照すると、更なる多様な実施形態において、ベースセクション３
２’’は、それに画定された複数の凹部６４、穿孔、及び／又は刻み目を含むことができ
、凹部６４、穿孔、及び／又は刻み目は、ベースセクション３２’’の第１及び／又は刻
み目は、ベースセクション３２’’の第１の端４８及び第２の端５０’’に対して平行に
又は実質的に平行に位置づけられてよい。少なくとも一実施形態では、ベースセクション
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の一部分６６を、凹部６４、穿孔、及び／又は刻み目に沿ってベースセクション３２’’
の残りの部分から分離することができ、それによって、例えば、特定の小売店の棚の寸法
に対してベースセクション３２’’の寸法を調整することができる。凹部６４、穿孔、及
び／又は刻み目は、一方向に調整するのに好適な一構成で図示されているが、他の凹部、
穿孔、及び／又は刻み目を他の好適な方向に位置づけてベースセクション３２’’を他の
方向に調整してもよい。多様な実施形態において、ベースセクション３２’’をベースセ
クション３２及び／又は３２’と共に使用すること、及び／又は独自に使用することがで
きる。少なくとも一実施形態では、ベースセクションは上述のベースセクション３２、３
２’、及び３２’’の特徴の全て又はいくつかを含むことができる。明確さのために、限
定はせず、以下においてはベースセクション３２のみを参照する。
【００１５】
　多様な実施形態において、図６～１１を引き続き参照すると、ベースセクション３２は
、そこに画定された開口６８を更に含む場合があり、これらの開口は、棚及び／又はベー
スセクション３２に対して多用な構成要素を位置づけるフレキシビリティを提供するため
に、例えば、小売製品仕切り４２、側部３４、及び製品位置決めツメ３８のような製品デ
ィスプレイキット３０の他の構成要素の部分を受け入れるように構成され得る。少なくと
も一実施形態において、図１１を参照すると、ベースセクション３２は、例えば、少なく
とも１つの、小売店の棚の上向きの表面１８より上の距離にてベースセクション３２を維
持するように構成される、立ち上がり部分７０を更に含む。更なる多様な実施形態におい
て、ベースセクション３２は、第１の端４８に対して及び／又は第１の端４８上に位置づ
けられる棚キャップレシーバ７２を含むことができる。少なくとも一実施形態では、棚キ
ャップレシーバ７２は、少なくとも１つの棚キャップ部材３６及び／又は、例えば、製品
ディスプレイキットの他の多様な構成要素を、受け入れるように構成され得る。
【００１６】
　多様な実施形態において、図７、８、及び５３を参照すると、製品ディスプレイキット
は、ベースセクション３２を、少なくとも１つの棚の、上向きの表面に取り付けるように
構成される取り付け部材６９を更に含むことができる。少なくとも一実施形態では、取り
付け部材６９は、その底面の少なくとも一部分上に接着剤（図示せず）位置を含むことが
できる。そのような実施形態では、使用前に接着剤が、活性化すること及び／又は接着す
ることを防ぐために可剥性メンブレンを接着剤の上にかぶせることができる。多様な実施
形態では、取り付け部材６９は、ベースセクションを貫通して画定された凹部７１の少な
くとも１つの側壁と係合するように構成され得る特徴を含むことができる。少なくとも一
実施形態では、取り付け部材６９は、プレス嵌め、スナップ嵌め、及び／又は摩擦により
、凹部７１の側壁と係合することができる。そのような実施形態では、取り付け部材６９
が凹部７１の側壁と係合するにつれて、接着剤は、少なくとも１つの、棚の上向きの表面
と係合して、それと接着することができる。結果として、ベースセクションは、接着剤及
び取り付け部材／凹部係合によって、少なくとも１つの棚に取り付けられる。少なくとも
１つの棚へのベースセクションのそのような取り付けは、例えば、ベースセクションの底
面の全体又は大部分に接着剤を適用する必要をなくすことができる。更に、そのような取
り付け部材を使用して、係合取り付け部材の、接着剤を介した、棚の上向きの表面との係
合と、凹部の側壁との係合とによって、ベースセクションを少なくとも１つの、棚の上向
きの表面と水平にして、整列することができる。
【００１７】
　図６～８及び１４～１７を参照すると、多様な実施形態において、製品ディスプレイキ
ット３０は、少なくとも１つの、好ましくは１つ以上の、トップ部分３７を有する棚キャ
ップ部材３６を美観目的のために含むことができる。図１４～１７を参照すると、少なく
とも一実施形態では、棚キャップ部材３６は、ベースセクション３２の第１の端４８上に
及び又はベースセクション３２の第１の端４８に対して位置づけられ、１つまたは複数の
棚キャップレシーバ７２に係合、プレス嵌め、及び／又はスナップ嵌めされるように構成
され得る。他の多様な実施形態では、棚キャップ３６を、例えば、棚の正面部分及び／又
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はベースセクションの一部分に取り付けることができる。多様な実施形態では、製品ディ
スプレイキット３０に適応性及びモジュール性をもたらすために、棚キャップ部材３６は
例えば任意の好適な寸法（例えば幅又は長さ）を含むことができる、及び／又は製品ディ
スプレイキットに複数の多様な寸法の棚キャップ部材３６を提供することができる。図１
８を参照すると、少なくとも一実施形態では、棚キャップ部材３６は、広告メッセージ標
識７４を保持するように構成され得、それによって、第１の広告メッセージを消費者にデ
ィスプレイすることができる。そのような実施形態では、棚キャップ部材３６は第１の突
起７６及び第２の突起７８を含むことができ、第１の突起及び第２の突起はそれぞれスロ
ット８０を画定することができ、スロット８０は、例えば広告メッセージ標識７４のエッ
ジ部分７５を受け入れて、その標識を棚キャップ部材に保持するように構成され得る。他
の多様な実施形態では、第１の広告メッセージバナー７４を、例えば、接着剤又は磁石の
使用のような任意の好適なやり方で、棚キャップ部材３６の正面８１に取り付けることが
できる。図３３を参照すると、少なくとも一実施形態では、製品サンプルホルダー４１及
び／又は４１’、製品位置決めツメ３８、棚フィン４４、広告ディスプレイ４６、及び／
又は製品ディスプレイキットの他の多様な構成要素もまた、例えば、棚キャップ部材３６
及び／又は棚キャップレシーバ７２に、下記に更に詳述するように取り付けることができ
る。そのような実施形態では、上記に挙げた構成要素を、例えば、棚キャップ部材３６及
び／又は棚キャップレシーバ７２に係合すること、接続すること、プレス嵌めすること、
及び／又はスナップ嵌めすることができる。
【００１８】
　多様な実施形態において、製品ディスプレイキット３０は、製品ディスプレイエリアの
異なる部分に位置づけられた及び／又はベースセクション３２に位置づけられた又はベー
スセクション３２よって支持された多様な小売製品を分離するように構成され得る小売製
品仕切り４２を更に含むことができる。図６～８及び図１９～２１を参照すると、少なく
とも一実施形態では、製品位置決めツメ３８と組み合わせた小売製品仕切り４２を使用し
て、製品ディスプレイキットを伴う製品ディスプレイエリアを消費者が迅速にナビゲート
し、購入したい小売製品を見つけるのを補助することができる。多様な実施形態において
、小売製品仕切り４２は、細長い本体８２を含むことができる。少なくとも一実施形態で
は、複数の凹部８４、穿孔、及び／又は刻み目は、細長い本体８２に任意の好適な方向で
画定され得る。そのような実施形態では、細長い本体の一部分８６を凹部８４、穿孔、及
び／又は刻み目に沿って細長い本体８２から分離して及び／又は切り取って、小売店の棚
の寸法に適合するように小売製品仕切り４２を適応することができる。一例として、部分
８６は、５ｍｍ～１００ｍｍの長さを含むことができる。当然、当業者は、他の任意の好
適な部分の長さが本開示の範囲に含まれることを理解するであろう。そのようなやり方で
、小売製品仕切り４２を容易に適応して、任意の小売店の任意の製品ディスプレイエリア
の寸法と適合させることができる。
【００１９】
　上記に加えて更に、多様な実施形態において、小売製品仕切り４２はまた、細長い本体
８２から延出する少なくとも１つのフック部材８８を含むことができる。図１９～２１を
参照すると、そのような実施形態では、フック部材８８は、ベースセクション３２の開口
６８の少なくともいくつかと係合して、小売製品仕切りをベースセクションに保持するよ
うに構成され得る。他の多様な実施形態では、フック部材の代わりに又はそれに加えて、
小売製品仕切り４２を、例えば、任意の好適な接続部材を使用して、ベースセクション３
２の第１の端４８及びベースセクション３２の第２の端５０の近くでベースセクション３
２に取り付けることができる。他の多様な実施形態において、任意の好適な構成で小売製
品仕切りをベースセクションと共に及び／又はベースセクションに取り付けて使用するこ
とができる。任意の事象で、小売製品仕切り４２の細長い本体８２をベースセクション３
２の上面８３に対して垂直に又は実質的に垂直に位置づけることができる。そのようなや
り方で、製品ディスプレイキットの多様な部分に位置づけられた多様な小売製品を分離す
るために小売製品仕切り４２の配置を使用することができ、それによって、多様な製品を
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容易に在庫補充すること及び多様な小売製品間を消費者が容易にナビゲートすることが可
能になる。
【００２０】
　上記に加えて、多様な実施形態において、製品ディスプレイキットは、更に、小売製品
が、例えば、棚から落ちること及び／又は他の製品ディスプレイエリアに溢れ出ることを
、防ぐように又は少なくとも抑制するように、構成され得る、少なくとも１つの側部３４
を更に備えることができる。少なくとも一実施形態では、少なくとも１つの側部を、例え
ば、１つまたは複数の棚の上に位置づけることができる。図２、４、６～８及び２２～２
６を参照すると、多様な実施形態において、側部３４は、少なくとも１つの、ベースセク
ション３２及び／又は製品ディスプレイエリアの一部分に取り付けるように構成される細
長いフレーム９０を含むことができる。図２２及び２３を参照すると、少なくとも一実施
形態において、細長いフレーム９０は、そこに画定された、任意の好適な方向に延びる、
複数の凹部９２、穿孔、及び／又は刻み目を含むことができる。そのような実施形態にお
いては、細長いフレーム９０の部分９４を凹部９２、穿孔、及び／又は刻み目に沿って細
長いフレーム９０から分離して、特定の小売店の棚の寸法に適合するよう側部３４の寸法
（例えば、幅、深さ、及び／又は長さ）を適応することができる。上記と同様に、部分９
４の分離は、例えば、多様な寸法を有する任意の小売店の棚と共に使用するために側部を
非常に容易に適応させることができる。多様な実施形態において、側部３４は、細長いフ
レーム９０の下位部分から延出するツメ９５を、更に備えることができる。図２２～２６
を参照すると、少なくとも一実施形態では、ツメ９５を使用して、ベースセクション３２
の接続部材９６との係合によって側部３４をベースセクション３２に接続することができ
る。そのようなやり方で、側部３４を、ベースセクション３２の上面８３に対して垂直の
又は実質的に垂直の方向に、ベースセクション３２へと組み立てることができる。当然、
他の多様な実施形態では、他の接続部材を使用して側部３４をベースセクション３２及び
／又は製品ディスプレイキット及び／又は製品ディスプレイエリアの他の部分に取り付け
てもよい。
【００２１】
　図２、７、及び２７～３１を参照すると、多様な実施形態において、製品ディスプレイ
キットはまた、消費者製品情報を消費者にディスプレイするように構成される棚フィンも
含むことができる。そのような実施形態では、棚フィンは、多様な小売製品のための小売
製品情報を、小売製品情報ディスプレイの両側及び／又は突起１００に沿った任意の場所
にディスプレイさせることができる。図２７～３１を参照すると、少なくとも一実施形態
において、棚フィン４４は、本体９６と、この本体の下位部分から延びる接続ツメ９８と
、を含むことができる。そのような実施形態では、接続ツメ９８を使用して、棚フィン４
４を、例えば棚キャップレシーバ７２及び／又はベースセクション３２の一部分と係合し
、棚フィンを製品ディスプレイキットに保持することができる。多様な実施形態において
、棚キャップレシーバ７２は、凹部１０２を画定する突起１００を含むことができ、接続
ツメ９８をこの凹部と係合し、突起１００の一部分上に掛けることができる。他の多様な
実施形態では、接続ツメ９８を、例えば、棚キャップレシーバ７２及び／又はベースセク
ション３２の一部分にプレス嵌め及び／又はスナップ嵌めすることができる。更に他の多
様な実施形態において、接続ツメ９８を任意の好適なやり方で、棚、ベースセクション３
２、及び／又は棚キャップレシーバ７２に取り付けることができる。多様な実施形態にお
いて、棚フィン４４の本体９６は、小売製品情報ディスプレイ１０６を受けるように構成
される開口１０４を含むことができる。少なくとも一実施形態において、小売製品情報デ
ィスプレイが、例えば、棚フィン４４の本体９６に対して枢動及び／又は移動するように
構成され得るような、小売製品情報ディスプレイ１０６を、少なくとも１つのピン又は他
の接続部材を使用して開口１０４の少なくとも１つの側壁１０８に取り付けることができ
る。
【００２２】
　上述の棚フィンに加えて、他の多様な実施形態では、少なくとも１つの広告ディスプレ
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イ４６又は４６’を使用して、消費者に対して小売製品ブランド、小売製品情報、及び／
又は小売製品広告メッセージをディスプレイすることができる。図２、３、７、及び３２
を参照すると、少なくとも一実施形態では、広告ディスプレイ４６をベースセクション３
２の前端４８に又はベースセクション３２の前端４８の近くに位置づけることができる。
そのような実施形態では、広告ディスプレイ４６を棚キャップレシーバ７２、ベースセク
ション３２の前端と係合すること、及び／又は、そうでなければ小売店の棚の正面部分に
近接して係合され得る。多様な実施形態において、広告ディスプレイ４６は、上述の棚フ
ィン４４と同様のやり方で棚キャップレシーバ７２及び／又はベースセクション３２と係
合され得る。図７を参照すると、他の多様な実施形態では、棚フィン４４を、例えば、棚
フィン４４と同様のやり方でディスプレイキット３０に取り付けることができる製品サン
プルホルダー４１で置換すること及び／又は製品サンプルホルダー４１と共に使用するこ
とができる。図３３に図示したように、例えば、サンプルホルダー４１及び／又は製品位
置決めツメ３８のような多様な他の構成要素が棚フィン４４と互換性がある場合がある。
任意の事象において、それぞれの構成要素は同様のやり方でディスプレイキット３０に取
り付けることができる。
【００２３】
　上記に加えて更に、多様な実施形態において、ディスプレイキット３０は、サンプル小
売製品を保持及びディスプレイするように構成された、少なくとも１つの製品サンプルホ
ルダー４１を含むことができる。図７及び３３～３５を参照すると、少なくとも一実施形
態で、サンプルホルダー４１は、そこから延出した、突出する側壁１１２を有する本体１
１０を含むことができる。そのような実施形態では、突出する側壁１１２は、上述の棚フ
ィン４４と同様のやり方で製品ディスプレイキット３０及び／又はベースセクション３２
の第１の端４８の近くの棚キャップレシーバ７２の一部分と係合するように構成される、
接続部分１１４を含むことができる。多様な実施形態において、本体１１０は、そこに製
品サンプル受け開口１１８が画定された面１１６を含むことができ、開口は、開口内にサ
ンプル小売製品（図示せず）の少なくともベース部分を受け入れるように構成され得る。
図３６及び３７を参照すると、多様な他の実施形態において、サンプルホルダー４１’は
、例えば、突出した側壁１１２と対向して位置づけられた広告ホルダー１２０を含むこと
ができる。そのような実施形態では、広告ホルダー１２０は、広告メッセージ及び／又は
製品情報を受け入れ、消費者にディスプレイするように構成され得る。
【００２４】
　上記に加えて更に、多様な実施形態において、ディスプレイキット３０は少なくとも１
つの製品位置決めツメ３８を含むことができる。図２、３、６、７、８、３３、３８、及
び３９を参照すると、少なくとも一実施形態では、製品位置決めツメが製品ディスプレイ
エリア内の多様な小売製品と対応するように製品位置決めツメを位置づけることができる
ので、製品位置決めツメ３８は、消費者が迅速に製品ディスプレイエリアをナビゲートす
ること及び製品ディスプレイエリア内の多様な小売製品を見つけることを補助するように
構成され得る。他の多様な実施形態において、製品位置決めツメ３８は、それぞれの小売
製品をどこに配置すべきかを示すことによって、店員が製品ディスプレイエリア内に小売
製品を在庫補充することを助けることができる。少なくとも一実施形態において、製品デ
ィスプレイツメ３８を、例えば、２つの小売製品仕切り４２の中間に位置づけて、それら
２つの仕切りの間にどの小売製品が位置づけられるかを示すことができる。多様な実施形
態において、製品位置決めツメ３８は、例えば小売製品タイプのような、消費者への小売
製品識別メッセージを受け入れてディスプレイするように構成される第１の部分１２２を
含むことができる。更に、製品位置決めツメ３８は、例えば、製品情報に関係する、数字
及び／又はコードをディスプレイするように構成される第２の起立部分１２４を含むこと
ができる。多様な実施形態において、製品位置決めツメ３８は、また、上述の棚フィン４
４と同様のやり方で製品ディスプレイキット３０及び／又は棚キャップレシーバ７２の一
部分と係合するように構成される、コネクタ１２６を含むことができる。
【００２５】
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　上述の製品ディスプレイキット３０の多様な構成要素に加え、製品ディスプレイキット
は、小売製品のブランド、出所、及び／又はロゴ部分を消費者にディスプレイするように
構成され得る小売製品ロゴ部分を、更に備えることができる。多様な実施形態において、
小売製品ロゴ部分４０は、多くの異なる構成を含むことができる。図２、３、４０、４３
、及び４４に図示したように、小売製品ロゴ部分４０は、ブラケット１２８に取り付けら
れるように構成され、このブラケットは、製品ディスプレイエリア１０の最上棚１３０と
係合することができる。図４３及び４４を参照すると、多様な実施形態において、ブラケ
ット１２８は、ブラケット１２８に画定された、少なくとも１つのねじ付き開口１２９を
含むことができ、その開口を通してねじ付きスクリュー１３２を位置づけることができる
。少なくとも一実施形態では、ねじ付きスクリュー１３２は、ハンドル部分１３４を第１
の端上に含み、棚と隣接する部材１３６を第２の端上に含むことができる。そのような実
施形態では、ねじ付きスクリュー１３２を時計回り及び／又は反時計回りに回転させて、
棚と隣接する部材１３６を最上棚１３０と係合したり離したりすることにより、小売製品
ロゴ部分４０を最上棚１３０と係合したり離したりすることができる。図４１、４５、及
び４６を参照すると、他の多様な実施形態において、小売製品ロゴ部分４０’及びブラケ
ット１２８は、任意の好適な接続部材を使用してブラケット１２８’に接続され得る。ブ
ラケット１２８’はフレーム１３８及びブラケット接続部材１４０を含むことができ、ブ
ラケット接続部材１４０は、ブラケット１２８’を例えば棚ストリップ１４に接続するた
めに使用することができる。そのような実施形態では、小売製品ロゴ部分４０’をブラケ
ット１２８’に接続するためにブラケット１２８を使用することができる。多様な実施形
態において、ブラケット１２８’は、製品エリアディスプレイが、例えば最上棚１３０を
含まないときに、及び／又は小売製品ロゴ部分４０を最上棚１３０より上に位置づける必
要があるときに、使用することができる。図４２、４７、及び４８を参照すると、更に他
の多様な実施形態において、ブラケット１２８’’は、小売製品ロゴ部分４０’’を、後
壁１２に近接して位置づけられることが望ましいときに、小売製品ロゴ部分と共に使用す
ることができる。少なくとも一実施形態では、ブラケット１２８’’は、小売製品ロゴ部
分４０’’に取り付けることができ、例えば、棚ストリップ１４に取り付けられるように
構成される接続部材１４０’’を含むことができる。任意の構成において、多様なブラケ
ット及び小売製品ロゴ部分は、例えば、ボルト及びナットのような任意の好適な装着部材
を使用して、互いに及び／又は棚ストリップ１４に装着され得る。
【００２６】
　上記に加えて更に、図４９を参照すると、多様な実施形態において、小売製品ロゴ部分
４０’’’は、本体１４２と２つの側部１４４を含むことができる。少なくとも一実施形
態において、側部１４４は、本体１４２のスロット（図示せず）へ入る及び本体１４２の
スロットから出る矢印１４５の方向に選択的に摺動可能であってよい。そのような実施形
態では、小売店の製品ディスプレイエリアの特定の寸法に適合するように小売製品ロゴ部
分４０を選択的に調整することができる。本体１４２に対して側部１４４を適切な位置に
摺動した後、任意の好適なロッキング部材及び／又はラッチ部材を使用して、側部を定位
置にロック及び／又は掛けることができる。他の多様な実施形態では、側部は、本明細書
に記載したものと同様であってよい凹部、穿孔、及び／又は刻み目（図示せず）を含むこ
とができる。ディスプレイキット３０の他の多様な構成要素に関して上述したように、１
つまたは複数の側部の片を側部の残りの部分から分離して、小売製品ロゴ部分を任意の寸
法を有する、製品ディスプレイエリア及び／又は棚の、寸法に適合することができる。
【００２７】
　モジュール式小売製品ディスプレイキットの他の多様な実施形態では、例えば、少なく
とも１つのコラム部材、少なくとも１つのサンプルホルダー、少なくとも１つのコーナー
部材のような多様な他の特徴を、上述の多様な特徴に加えて及び／又はその代わりに含め
ることができる。図５０～５２を参照すると、少なくとも一実施形態では、製品ディスプ
レイキット２００は、任意の既存の製品ディスプレイエリア１０（例として図１を参照）
、既存の棚、及び／又は既存の小売店の棚のセットに配置するように構成され得る。その
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ような実施形態では、製品ディスプレイキット２００は、下記に詳述するように複数のコ
ラム部材２０２を含むことができ、コラム部材２０２は、既存の小売店の棚のセットの第
１の棚２０４と第２の棚２０６との中間に延在するように構成され得る。１つの棚の製品
ディスプレイエリアで、コラム部材２０２は、棚の上向きの表面に対して垂直及び／又は
実質的に垂直の方向に棚から延出することができる。多様な実施形態において、コラム部
材２０２は、多様な棚によって「コラム」が分離されている場合があるにもかかわらず、
例えば図５０及び５１に図示されているように、棚のセット上のコラムという印象を創出
することができる。少なくとも一実施形態では、コラム部材２０２によって創出されるコ
ラムは、例えば、既存の棚のセットの、第１の側２０８及び／又は第２の側２１０に位置
づけることができる。
【００２８】
　上記に加えて更に、多様な実施形態において、サンプルホルダー２４１は、サンプルホ
ルダーがサンプル小売製品を受け入れて消費者にディスプレイすることができるように製
品ディスプレイエリアに位置づけられるように構成され得る。少なくとも一実施形態では
、１つまたは複数のサンプルホルダーを、例えば、既存の棚のセットの、少なくとも１つ
の棚に近接して位置づけることができる。図５３～５７を参照すると、多様な実施形態に
おいて、サンプルホルダー２４１は、上述の棚キャップ部材３６と同様であってよいが、
サンプルホルダー２４１は、棚キャップ部材３６の正面８１に取り付けられ、及び／又は
それと一体形成される、追加的なサンプル保持部分２１２を含む場合がある。少なくとも
一実施形態では、サンプル保持部分２１２は、消費者を、製品ディスプレイエリアに引き
付けるように構成された、魅力的な美しい外観を伴う製品ディスプレイキットをもたらす
ように構成された、弓状表面２１４を含むことができる。図５６を参照し、多様な実施形
態において、広告ディスプレイ２１５は、上述したように棚キャップ部材３６に画定され
たサンプル保持部分２１２及び／又はスロットの、弓状表面２１４に取り付けることがで
きる。少なくとも一実施形態において、サンプル保持部分２１２のそれぞれは、そこに凹
部２１８が画定された上面２１６を含むことができる。そのような実施形態では、凹部２
１８は、サンプル小売製品を消費者にディスプレイするようにサンプル小売製品の少なく
とも一部分を受け入れるように構成され得る。多様な実施形態において、サンプルホルダ
ーは、サンプル小売製品を保持して製品ディスプレイキット２００の美観的アピールを強
調するように構成される、任意の他の好適な構成を含むことができる。
【００２９】
　上記に加えて更に、多様な実施形態において、サンプルホルダー４１、４１’、及び／
又は２４１は、回転式スプールに巻回される及び／又は別の好適な延長／収納装置と係合
されるように構成される、例えば可撓性コード又は紐のような、収納式の細長い部材（図
示せず）を含むことができる。そのような実施形態では、収納式の細長い部材を使用して
サンプル小売製品を、例えばサンプルホルダー４１、４１’、及び／又は２４１に保持し
て、製品ディスプレイエリアから消費者がサンプル小売製品を取り外すことを防ぐことが
できる。少なくとも一実施形態では、サンプルホルダー２４１の凹部２１８は、そこに画
定された開口２１９を含むことができ、この開口は、貫通した収納式の細長い部材の一部
分を摺動式に受け入れるように構成され得る。
【００３０】
　図５８～６０を参照すると、多様な実施形態において、サンプル小売製品保持部材２２
０は、収納式の細長い部材の長さによって、消費者がサンプル製品と共に製品ディスプレ
イエリアから歩き去ることをできなくする及び／又は凹部２１８から数フィートを超えて
サンプル製品を取り外すことをできなくするように、凹部２１８内に少なくとも部分的に
位置づけられるサンプル小売製品（図示せず）の底部と係合するように構成され得る。一
実施形態において、小売部材２２０は、少なくとも部分的に可撓性材料を含むことができ
、サンプル小売製品の底部と摩擦係合、スナップ嵌め、及び／又はプレス嵌めされ得る外
周２２２を含むことができる。そのような実施形態では、保持部材２２０は、その中央部
分２２１に画定された開口２２４を更に含むことができる。少なくとも一実施形態におい
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て、収納式の細長い部材の端にある収納式コード及び／又は接続部材の、端部分は、収納
式の細長い部材を保持部材２２０に取り付けることができるように、開口２２４と係合す
るように構成され得る。そのような実施形態では、次いで、保持部材２２０を例えばサン
プル小売製品の底に固定することができる。多様な実施形態において、中央部分２２１は
小売製品保持部材２２０から延出することができる。少なくとも一実施形態では、保持部
材２２０は、そこに画定された少なくとも１つのスロット２２６を含むことができ、この
スロットは、外周２２２と交差して、外周２２２に凹部を画定するように構成され得る。
そのような実施形態では、スロット２２６は、保持部材２２０に第１の部分２２８と第２
の部分２３０を画定することができ、第１の部分は第１の弓状表面２３２を含むことがで
き、第２の部分は第２の弓状表面２３４を含むことができ、第１の弓状表面及び第２の弓
状表面は、保持部材２００がサンプル小売製品の底に保持され得るようにサンプル小売製
品の底部と摩擦係合、プレス嵌め、及び／又はスナップ嵌めされるように構成され得る。
【００３１】
　上述のように、多様な実施形態において、製品ディスプレイキット２００は、既存の棚
のセット及び／又は製品ディスプレイエリアの第１の側２０８及び／又は第２の側２１０
に位置づけることができる複数のコラム部材２０２を含むことができる。図５０～５３、
６１、６２、及び６３を参照すると、少なくとも一実施形態で、コラム部材２０２は既存
の棚セットのそれぞれの棚の中間に位置づけることができる。そのような実施形態では、
コラム部材２０２は、第１のキャップ２５２を含む上部２５０及び第２のキャップ２５６
を含む底部２５４を含むことができる。多様な実施形態において、第１のキャップ及び第
２のキャップは、コラム部材２０２の本体２５８に取り付けること及び／又はコラム部材
２０２の本体２５８と一体形成することができる。少なくとも一実施形態では、上部２５
０及び第１のキャップ２５２のうちの１つは、そこから突出する係合部材２６０を含むこ
とができ、この突出した部材は、例えば、サンプル製品ホルダー２４１の一部分及び／又
はベースセクション３２の一部分に画定される第１の開口又はコネクタ（図示せず）に取
り付けられるように構成され得る。上記に加えて更に、底部２５４及び第２のキャップ２
５６のうちの１つは、そこから延出する少なくとも１つのフック部材２６２を含むことが
でき、フック部材２６２は、例えば、サンプル製品ホルダー２４１の一部分及び／又はベ
ースセクション３２の一部分にある第２の開口２６４又はコネクタと係合することができ
る。図６１を参照すると、コラム部材は、そのようなやり方で既存の棚セットの製品ディ
スプレイキット２００に係合することができる。
【００３２】
　上記に加えて更に、多様な実施形態において、コラム部材２０２は、任意の寸法を有す
る小売店の棚の任意のセットの中間に適合するように適応することができる。図６１及び
６３を参照すると、本明細書に記載されている製品ディスプレイキットの多様な構成要素
と同様に、本体２５８は、本体２５８に画定されて任意の好適な方向に延びる、複数の凹
部、穿孔２５９、及び／又は刻み目を含むことができる。少なくとも一実施形態において
、本体の部分２６１を凹部、穿孔、及び／又は刻み目に沿って本体２５８から分離して、
コラム部材２０２を多様な棚間の任意の好適な寸法に適応させることができる。本明細書
に記載したように、他の機能のなかでも特にコラム部材が調整可能であるために、ディス
プレイキット２００は、ほぼどんな小売店の棚のセットにも使用されるように容易に構成
され得る。
【００３３】
　多様な実施形態において、コラム部材２０２がディスプレイキット２００に含まれてい
るとき、少なくとも１つのコーナー部材２６６を、例えば、最上のコラム部材の一部分及
び／又は小売製品ロゴ部分４０の一部分と係合することができる。図６４～６７を参照す
ると、そのような実施形態では、コーナー部材２６６は、第１の側２７０と第２の側２７
２を有することができる弓状表面２６８を含むことができる。少なくとも一実施形態では
、第１の側及び第２の側のうちの１つは、それに近接して位置づけられた及び／又はそれ
から延出したフック２７４を含むことができ、フックは、コーナー部材２６６を、例えば
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、製品ロゴ部分４０のフック受け入れ部分２７６（図６５）と係合することを可能にする
ことができる。そのような実施形態では、フック２７４を、フック受け入れ部分２７６と
摺動式に係合して、コーナー部材２６６を小売製品ロゴ部分４０の部分と接続することが
できる。多様な実施形態において、コーナー部材２６６はまた、上端２７８及び下端２８
０を含むことができる。そのような実施形態では、下端２８０は、例えば、コラム部材の
上部２５０及び／又は第１のキャップ２５２と接続されるように構成され得る。
【００３４】
　多様な実施形態において、上述した任意の製品ディスプレイキットに照明を含めること
ができる。図６８を参照すると、少なくとも一実施形態において、照明は、第１の容器２
９２に少なくとも部分的に囲まれている第１の照明要素２９０と、第２の容器２９６に少
なくとも部分的に囲まれている第２の照明要素２９４と、を含むことができる。そのよう
な実施形態では、第１の照明要素及び第２の照明要素は、例えば、製品ディスプレイエリ
アの少なくとも一部分、製品サンプル、及び／又は製品ディスプレイエリアの多様な小売
製品を照らすように構成された複数の発光ダイオード（「ＬＥＤ」）を含むことができる
。多様な実施形態において、第１の容器及び第２の容器は、例えば、容器の中から光を発
することができるＬＥＤのような透明材料から少なくとも部分的に構成される場合がある
。少なくとも一実施形態では、容器は、５～５０ｍｍ、又はより好ましくは例えば１０ｍ
ｍの長さを有するガラス管である場合がある。多様な実施形態において、容器のそれぞれ
は、第１の端と第２の端を含むことができる。そのような実施形態では、第１の容器の第
１の端は第２の容器の第２の端に接続して、例えば、容器の連鎖を形成することができる
。他の多様な実施形態では、容器は、当該分野で既知の任意の好適な材料及び／又は方法
を用いて、接続することができる。少なくとも一実施形態では、照明要素は、製品ディス
プレイエリアに及び／又は製品ディスプレイエリアに近接して位置づけられた電源２９８
によって給電することができる。多様な実施形態において、照明要素及び容器を製品ディ
スプレイエリアに戦略的に配置して、製品ディスプレイキットの美観を強調することがで
きる。多様な実施形態において、照明システムは、消費者の安全を確保し、小売製品の安
定性をもたらすために、最低限の量の熱を生成するように構成され得る。照明システムに
よって生成される熱が大き過ぎると、例えば、小売製品の化学性状に熱が悪影響を及ぼす
場合がある。
【００３５】
　本発明は、小売店の既存の棚及び／又は棚のセットに小売製品をディスプレイする方法
を更に、含む場合があり、それぞれの棚は、第１の端と、第２の端と、正面側と、背面側
との間に画定された上向きの表面を含むことができる。多様な実施形態において、この方
法は、小売店の棚の少なくとも１つの、第１の寸法に適合するように複数のベースセクシ
ョンを調整すること、適応すること、及び／又はインターロックすることである工程を含
む場合がある。少なくとも一実施形態では、複数のベースセクションを調整する工程は、
ベースセクションを、棚の１つの第１の寸法に適合するために、それぞれのベースセクシ
ョンに画定された、凹部、穿孔、及び／又は刻み目に沿ってそれぞれのベースセクション
の一部分を分離することを更に含む場合がある。多様な実施形態において、この方法は、
ベースを形成するために複数のベースセクションを、少なくとも１つの、小売店の棚の上
向きの表面に貼り付ける工程を、更に含む場合がある。少なくとも一実施形態では、その
底部に接着剤を有する取付部材をベースセクションの凹部に挿入すること、係合すること
、プレス嵌めすること、及び／又はスナップ嵌めすることによって、上向きの表面にベー
スセクションを取り付けることができる。そのような実施形態では、この方法は、取付部
材を使用してベースセクションを調整すること、整列すること、及び／又は水平にするこ
とを含む場合がある。多様な実施形態において、この方法は、棚又はベースの１つにサン
プルホルダーを取り付ける工程を、更に含む場合がある。少なくとも一実施形態では、こ
の方法は、少なくとも１つの小売店の棚の、第２の寸法と適合するように小売製品仕切り
を調整する工程を更に含む場合がある。そのような実施形態では、小売製品仕切りを調整
する工程は、少なくとも１つの棚の、第２の寸法に小売製品仕切りを適合するために、小
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売製品仕切りに画定された、凹部、穿孔、及び／又は刻み目に沿って小売製品仕切りの一
部分を分離することを、更に含む場合がある。次に、小売製品仕切りをベースと係合する
ことができる。ベース及び小売製品仕切りを小売店の棚の１つに位置づけたら、複数の小
売製品を、小売製品仕切りの第１の側と第２の側でベースによって位置づける及び／又は
支持することができる。多様な実施形態において、この方法は、複数の小売製品の１つ目
を消費者が見つけることを補助するために小売製品仕切りの第１の側に第１の製品位置決
めツメを取り付けることと、複数の小売製品の２つ目を消費者が見つけることを補助する
ために小売製品仕切りの第２の側に第２の製品位置決めツメを取り付けることと、を更に
、含むことができる。
【００３６】
　本明細書に開示される寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳しく制限されるものと
して理解されるべきでない。それよりむしろ、特に指定されない限り、各こうした寸法は
、列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味することを意図する。例
えば、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する
。
【００３７】
　「発明を実施するための形態」で引用したすべての文献は、関連部分において本明細書
に参考として組み込まれるが、どの文献の引用も、それが本発明に関する先行技術である
との容認と解釈されるべきではない。この文書における用語の任意の意味又は定義が、参
照として組み込まれる文献における用語の任意の意味又は定義と矛盾する範囲については
、本文書における用語に与えられた意味又は定義が適用される。
【００３８】
　本発明の特定の実施形態について説明し記載したが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱す
ることなく他の様々な変更及び修正が可能であることが当業者には自明である。したがっ
て、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び修正を、添付の書類名特許請求の
範囲で扱うものとする。
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