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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端部に端子を有する照明灯を設けて成るショーケースにおいて、
　前記照明灯を本体の電源に接続するためのソケットを備え、
　該ソケットは、前記本体側に固定されて内部に給電部を有する本体側ソケット部材と、
前記照明灯に装着されて前記本体側ソケット部材に着脱自在に取り付けられる照明灯側ソ
ケット部材とから成り、
　前記本体側ソケット部材は、前記給電部を内蔵し、前記照明灯の端子が進入可能な挿入
部が形成された接続部を備え、
　前記照明灯側ソケット部材は、前記照明灯の端部に装着される装着部と、該装着部の外
側に形成され、当該照明灯側ソケット部材が前記本体側ソケット部材に取り付けられた状
態で前記接続部を内部に挿脱自在に収容する収容部とを備え、
　前記装着部が前記照明灯の端部に装着された状態で、前記端子は前記収容部内に臨み、
前記接続部が前記収容部内に収容された状態で、前記端子は前記挿入部に進入して前記給
電部に電気的に接続されると共に、
　前記照明灯側ソケット部材の収納部には、前記接続部が当該収納部内に収納された状態
で、前記給電部を内方である前記端子側に付勢する押圧部が形成されていることを特徴と
するショーケース。
【請求項２】
　前記給電部は、弾性材料にて構成されており、前記接続部の中央に向けて湾曲した後、
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当該接続部の側方に向けて折り返された形状と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。
【請求項３】
　前記照明灯側ソケット部材の装着部は、前記照明灯の端部を囲繞するカバー部と、該カ
バー部材に形成された前記照明灯を保持する保持部とから構成されていることを特徴とす
る請求項１又は請求項２に記載のショーケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、陳列室内やショーケース前方を照明するために設けられる照明灯、特に、端
部に端子を有する照明灯を設けて成るショーケース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。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ため、経年劣化に伴い交換作業が必要とさ
れる。
【０００３】
　陳列室内に取り付けられる各照明灯は、機械室内に設置した電源に接続された給電線が
接続されている（特許文献１参照）。照明灯は、陳列室の前部に取り付けられているため
、給電線は、当該照明灯の位置にまで引き出されて配線されており、いずれも棚の下面や
天井面に沿って固定されている。図５７及び図５８に示されるように、給電線２０１の端
部にはソケット２０２が取り付けられており、照明灯２０３の端部に設けられる端子２０
４を当該ソケット２０２に装着することで、照明灯２０３と給電線２０１とが電気的に接
続され、給電線２０１を介して電源２０５に電気的に接続される。
【０００４】
　この場合において、給電線が接続されたソケットへの照明灯の脱着の作業性を考慮して
、給電線に所定の弛みを保たせた状態でソケット近傍の給電線が照明灯の取付箇所の近傍
に固定されている。そのため、照明灯が取り付けられた状態では、給電線が棚下や天井面
から下側に弛むことで、陳列室の前面に給電線が露出し、外観上好ましくないという問題
があった。
【０００５】
　また、ソケットを介して給電線に電気的に接続された照明灯は、棚下面や陳列室天井面
に固定されたクリップなど挟持させることで、固定されていた。特に、ショーケース内を
冷却して用いる低温ショーケースなどにおいては、蛍光灯等の照明灯の温度依存性により
照度が低下することを抑制するため、照明灯には保温筒が取り付けられる。そのため、シ
ョーケースの左右に渡って長く取り付けられる照明灯は、交換作業時において、長手方向
に対し複数取り付けられるクリップから脱着する作業や各ソケットへの脱着作業が伴うた
め、作業が煩雑となる問題があった。
【０００６】
　そこで、上述した如き照明灯の交換作業を簡素化及び給電線の露出防止を図るため、特
許文献２に示されるような蛍光灯の取付装置が開発されている。この蛍光灯の取付装置は
、棚の下面に固定されるソケット本体と、当該ソケット本体に装着固定される蛍光灯ホル
ダーとから構成される。蛍光灯ホルダーは、受電用端子ピンが設けられる蛍光灯の両端に
装着され、当該蛍光灯ホルダーをソケット本体に装着することで、給電線が棚下面から弛
んだ状態で露出することなく、且つ、蛍光灯ホルダーとソケット本体との係合のみで棚下
面に蛍光灯を取り付けられる。
【特許文献１】特開平７－１４３９２８号公報
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【特許文献２】実開平５－６９８９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した如き特許文献２におけるソケット構成では、受電用端子ピンは
、給電接片自身が有する弾性力によって接触することにより、これらは電気的に接続され
るものであった。そのため、受電用端子ピンの挿脱が繰り返し行われることによって、給
電接片自身の弾性力が弱まり、受電用端子ピンと給電接片との接触不良が発生する問題が
あった。このような接触不良は、蛍光灯の点灯が確実に行われないという不都合を招来し
、場合によっては、受電用端子ピンが異常な温度にまで上昇し、当該端子ピンやソケット
が焼損する恐れがあった。
【０００８】
　更には、従来のソケット構造では、ソケットを構成する蛍光灯ホルダーとソケット本体
は、蛍光灯ホルダーの端面の外面側に形成された両側の結合用弾性片をソケット本体に形
成された係合片の係止溝に係合することで係脱自在に係合されていた。そして、蛍光灯自
体を下側に引き抜くことで、係る係合を離脱させていた。そのため、蛍光灯ホルダーとソ
ケット本体とは、下に力を加えることによって離脱されるものであるため、繰り返し取付
作業が行われることで、これらの係合力が弱まり、蛍光灯の自重が影響することと相まっ
て、ソケットに取り付けられた蛍光灯が蛍光灯ホルダーと共に脱落してしまう恐れがある
。
【０００９】
　そこで、これらの係合機構を確実なものとするため、互いに形成される係合部材を嵌合
する機構とし、これを離脱する際には、内側に位置する係合部材を内側に押圧することで
係合を開放することが考えられる。しかしながら、このような構成では、係合を離脱する
のに大きな力を内側に位置する係合部材に伝えなければならず、作業が煩雑となる問題が
あった。
【００１０】
　また、棚下面や陳列室の天井面などに取り付けられる蛍光灯は、図５７及び図５８に示
されるようにショーケース本体に設けられる電源２０５にコンデンサ２０６が接続された
給電線２０１を介して電気的に接続される。上述した如き蛍光灯のソケットの構成では、
蛍光灯の受電用端子ピンと給電接片との電気的な接続は可能となるが、コンデンサ２０６
は、ショーケースのいずれかの場所に取り付けられ、給電接片に接続された給電線に別途
接続されていた。そのため、配線が複雑となり、配線をまとめる作業が煩雑であった。
【００１１】
　他方、上述した如き従来技術における蛍光灯ホルダーは、蛍光灯の熱が陳列室内に漏出
する不都合を抑制するため、また、当該蛍光灯の照度が陳列室内の温度によって低下して
しまう不都合を抑制するために取り付けられる保温用の蛍光灯カバーが取り付けられる支
持部材としての役割を果たしている。しかしながら、当該蛍光灯ホルダーに形成される蛍
光灯カバーの支持部材は、当該蛍光灯ホルダーの円筒壁を蛍光灯カバー内に挿入すること
で構成されているものであったため、容易に蛍光灯ホルダーから蛍光灯カバーが脱落して
しまい、当該照明灯の交換作業が煩雑となる問題があった。
【００１２】
　更にまた、当該照明灯が取り付けられるショーケースが低温ショーケースとして用いら
れる場合には、照明灯自体や照明灯の周囲を囲繞する蛍光灯カバーには、結露が発生する
ため、当該結露水が照明灯の電気的接続部分に侵入し、ショート等が発生する恐れがある
。
【００１３】
　そこで、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、照明灯の端
子とソケットに設けられる給電部との電気的接続を確実に、且つ、安全に行うことができ
ると共に、照明灯の取付作業の簡素化を図ることができるショーケースを提供する。
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【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明のショーケースは、端部に端子を有する照明灯を設けて成るものであって、照明
灯を本体の電源に接続するためのソケットを備え、該ソケットは、本体側に固定されて内
部に給電部を有する本体側ソケット部材と、照明灯に装着されて本体側ソケット部材に着
脱自在に取り付けられる照明灯側ソケット部材とから成り、本体側ソケット部材は、給電
部を内蔵し、照明灯の端子が進入可能な挿入部が形成された接続部を備え、照明灯側ソケ
ット部材は、照明灯の端部に装着される装着部と、該装着部の外側に形成され、当該照明
灯側ソケット部材が本体側ソケット部材に取り付けられた状態で接続部を内部に挿脱自在
に収容する収容部とを備え、装着部が照明灯の端部に装着された状態で、端子は収容部内
に臨み、接続部が収容部内に収容された状態で、端子は挿入部に進入して給電部に電気的
に接続されると共に、照明灯側ソケット部材の収納部には、接続部が当該収納部内に収納
された状態で、給電部を内方である端子側に付勢する押圧部が形成されていることを特徴
とする。
【００１５】
　請求項２の発明のショーケースは、上記発明において、給電部は、弾性材料にて構成さ
れており、接続部の中央に向けて湾曲した後、当該接続部の側方に向けて折り返された形
状とされていることを特徴とする。
【００１６】
　請求項３の発明のショーケースは、上記各発明において、照明灯側ソケット部材の装着
部は、照明灯の端部を囲繞するカバー部と、該カバー部に形成された照明灯を保持する保
持部とから構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のショーケースによれば、端部に端子を有する照明灯を設けて成るショーケース
において、照明灯を本体の電源に接続するためのソケットを備え、該ソケットは、本体側
に固定されて内部に給電部を有する本体側ソケット部材と、照明灯に装着されて本体側ソ
ケット部材に着脱自在に取り付けられる照明灯側ソケット部材とから成り、本体側ソケッ
ト部材は、給電部を内蔵し、照明灯の端子が進入可能な挿入部が形成された接続部を備え
、照明灯側ソケット部材は、照明灯の端部に装着される装着部と、該装着部の外側に形成
され、当該照明灯側ソケット部材が本体側ソケット部材に取り付けられた状態で接続部を
内部に挿脱自在に収容する収容部とを備え、装着部が照明灯の端部に装着された状態で、
端子は収容部内に臨み、接続部が収容部内に収容された状態で、端子は挿入部に進入して
給電部に電気的に接続されると共に、照明灯側ソケット部材の収納部には、接続部が当該
収納部内に収納された状態で、給電部を内方である端子側に付勢する押圧部が形成されて
いるので、照明灯側ソケット部材が装着された照明灯の端子は、当該照明灯側ソケット部
材が本体側ソケット部材に取り付けられることで、照明灯側ソケット部材に形成される押
圧部が本体側ソケット部材に形成される接続部内の給電部を内方に位置する照明灯の端子
側に付勢することができ、当該ソケットの給電部と照明灯の端子との電気的接続を確実に
行うことができるようになり、信頼性を向上することができる。
【００１８】
　これにより、ソケットにより本体に取り付けられる照明灯の端子が、照明灯の自重によ
りソケットの給電部から離間する方向に力が加わっても、照明灯側ソケット部材の押圧部
が確実に本体側ソケット部材に設けられる給電部を照明灯の端子に押し付けることができ
、接触不良により、点灯不全や、温度が異常に上昇することによる端子やソケットの焼損
を未然に回避することができるようになる。
【００１９】
　請求項２の発明によれば、上記発明において、給電部は、弾性材料にて構成されており
、接続部の中央に向けて湾曲した後、当該接続部の側方に向けて折り返された形状とされ
ているので、当該給電部の弾性力によっても、給電部を挿入部から挿入された端子に向け
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て付勢することができるようになる。
【００２０】
　請求項３の発明によれば、上記各発明において、照明灯側ソケット部材の装着部は、照
明灯の端部を囲繞するカバー部と、該カバー部に形成された照明灯を保持する保持部とか
ら構成されているので、照明灯側ソケット部材に装着された照明灯の端部を当該カバー部
によって保護することができると共に、照明灯自体を安定して照明灯側ソケット部材に保
持させることができ、照明灯の端子とソケットに設けられる給電部との接続に負荷がかか
ることを抑制することができる。
【００２１】
　これによっても、照明灯の端子と給電部との電気的接続を確実なものとすることができ
るようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明を適用した実施形態について、実施例１を参照して説明する。
【実施例１】
【００２３】
　先ずはじめに、実施例１のショーケースについて図面を参照して説明する。図１は本発
明のショーケースの実施例としての低温ショーケース１の斜視図、図２は低温ショーケー
ス１の概略縦断側面図、図３は棚８下面の斜視図、図４は棚８下面の部分斜視図を示して
いる。各図において、低温ショーケース１はスーパーマーケットやコンビニエンスストア
などの店舗内に設置されるものであり、断面略コ字状の断熱壁２の両側に側板３、３を取
り付けて本体４が構成される。この断熱壁２の内側には間隔を存して仕切板６及び底板７
が取り付けられ、これらの内側に前面に開口した陳列室５が構成されると共に、これらと
断熱壁２との間に一連のダクト９が構成されている。
【００２４】
　そして、このダクト９は陳列室５の開口上縁にて開口する吐出口１０と、開口下縁にて
開口する吸込口１１に連通すると共に、背面のダクト９には冷却装置Ｒに含まれる冷却器
１２が縦設され、底板７下方のダクト９内には送風機１３が設置される。
【００２５】
　陳列室５内には、上下に渡って複数段の棚８・・が架設される。この棚８は、左右に取
り付けられるブラケット６５、６５により、陳列室５内に設けられる支柱６４に保持され
る。この棚８は、下面に補強板３２が左右側端と所定間隔を存して左右に渡って取り付け
られており、本実施例では、棚下前部と、棚下後部の２つ設けられている。係る補強板３
２は、図４に示されるように、上辺が下辺よりも長い断面略台形状に形成されており、本
実施例では、下面は当該棚８の前端に取り付けられるプライスレール８Ａの下端位置と略
面一であるものとする。また、この補強板３２の後上端は、外方に向けて折曲して固定面
が形成されており、棚８下面にスポット溶接により固定される。
【００２６】
　更に、この棚８の下面には、補強板３２の前側に位置して左右に渡って下方に延出して
形成される取付片５０が形成されている。この取付片５０は、所定角度で前下方に傾斜し
て形成されていると共に、図２５に示されるように所定間隔を存して複数の切欠５０Ａが
形成されている。尚、本実施例において、左右両側端には当該取付片５０が形成されてお
らず、当該取付片５０と同様の位置に当該棚８を構成する棚板の一部を前記取付片５０と
同様の角度で下方に切り起こして端部取付片６７が形成されている。
【００２７】
　そして、当該棚８の下面には、詳細は後述する如くソケット２２を介して下側に架設さ
れる棚８上の商品や、陳列室５前方を照明するための照明灯１４が着脱自在に取り付けら
れている。
【００２８】
　また、断熱壁２の前面開口の上縁には、吐出口１０の前側に位置してキャノピー１５が



(6) JP 4739983 B2 2011.8.3

10

20

30

40

50

設けられ、当該キャノピー１５の下部には、陳列室８内や陳列室８周辺を上部から照明す
るための照明灯１６が以下、詳述する各実施例におけるソケット２２等を介して着脱自在
に取り付けられている。尚、当該照明灯１４、１６は、端部に受電用の端子を備え、給電
部からの給電により点灯可能とするものであり、例えば、蛍光灯、ＬＥＤなどであるもの
とする。
【００２９】
　一方、断熱壁２の下方には、機械室１７が形成されており、当該機械室１７内には、ユ
ニットベース１８が設けられると共に、当該ユニットベース１８上には、上記冷却装置Ｒ
に含まれる圧縮機１９、凝縮器２０及び凝縮器用送風機２１が設置され、機械室１７内に
配設される。
【００３０】
　以上の構成により、前記送風機１３が運転されると冷却器１２と熱交換した冷気はダク
ト９内を上昇せられ、前記吐出口１０より陳列室５内に吐出される。そして、前記吸込口
１１から吸い込まれた冷気は再び送風機１３によって加速され、陳列室５内に冷気が循環
されて陳列室５内は所定の温度に冷却される。
【００３１】
　次に、図５乃至図２５を参照して本発明のショーケース１の照明灯１４のソケット２２
の構造について説明する。図５は陳列室５の一側に取り付けられるソケット２２の側面図
、図６は図５のソケット２２の部分透視断面図、図７は本体側ソケット部材２３の斜視図
、図８は本体側ソケット部材２３の側面図、図９は本体側ソケット部材２３の筐体２５の
側面図、図１０は本体側ソケット部材２３の蓋部材２６の側面図、図１１は図８を下側か
らみた平面図、図１２は本体側ソケット部材２３の正面図、図１３は図１１に給電線３６
が取り付けられた状態を示した図、図１４は照明灯側ソケット部材２４の斜視図、図１５
は照明灯側ソケット部材２４の側面図、図１６は図１５を右からみた図、図１７は図１５
を裏側からみた図、図１８は図１５を下からみた図、図１９はカバー部の拡大断面図、図
２０はソケット２２に給電線３６及び照明灯１４を取り付ける状態を説明する概略図、図
２１は電気配線図、図２２はソケット２２が棚８下面に取り付けられる状態を下方からみ
た一部切欠斜視図、図２３はソケット２２が棚８下面に取り付けられた状態を示す下方か
らみた拡大斜視図、図２４は図２３の部分縦断側面図、図２５はソケット２２が棚８端部
に取り付けられた状態を示す下方から見た拡大斜視図を示している。
【００３２】
　本実施例におけるソケット２２は、端部に受電用の端子１４Ａを有する照明灯１４を係
脱自在にショーケース１の本体側、本実施例では、棚８下面に固定するものである。ソケ
ット２２は、本体側ソケット部材２３と、照明灯側ソケット部材２４とから構成される。
【００３３】
　本体側ソケット部材２３は、内方に向けて開放する筐体２５と、当該筐体２５の開口を
閉塞する蓋部材２６とから構成される。筐体２５は、棚８下面に当接して取り付けられる
本体側取付面２８と、当該本体側取付面２８から下方に突出して形成される接続部２９と
、当該本体側取付面２８の後端に形成されるコンデンサ収容部３０とが硬質合成樹脂にて
一体に成形されている。接続部２９とコンデンサ収容部３０は、連通して形成されている
と共に、いずれも陳列室５内方に向けて開口する。
【００３４】
　そして、照明灯１４の両端に取り付けられるソケット２２の内の一方のソケット２２の
コンデンサ収容部３０内にのみ、コンデンサ３４が収容される。
【００３５】
　筐体２５に形成される接続部２９には、内部を上下に区画する仕切壁２９Ａが形成され
ており、当該仕切壁２９Ａを隔てて、垂下した状態で二つの給電接片（給電部）３５、３
５が収容される。これら給電接片３５の上端には、それぞれ給電線３６が接続されている
。図２１には、各給電接片３５の給電線３６の接続関係が示される。即ち、当該筐体２５
にコンデンサ３４が収容されているソケット２２については、一方の給電線３６は、当該
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コンデンサ３４に接続される。他方の給電線３６は、蓋部材２６が取り付けられた状態で
外部に引き出され、ショーケース１の機械室１７内に設けられる電源３７に接続される。
また、筐体２５にコンデンサ３４が収容されていないソケット２２については、いずれの
給電線３６も蓋部材２６が取り付けられた状態で外部に引き出された後、一方は、前記コ
ンデンサ３４が収容されたソケット２２内のコンデンサ３４に接続され、他方の給電線３
６は上記と同様に電源３７に接続される。
【００３６】
　これにより、従来、ソケットとは別に陳列室内やショーケースの何れかの箇所に取り付
けられていたコンデンサ３４をソケット２２内に収容することが可能となり、照明灯１４
とは給電線３６を介して配線接続されるコンデンサ３４を別途ショーケース１内に取り付
ける必要が無くなる。そのため、給電線３６の配線処理の簡素化を図ることができるよう
になると共に、部品点数の削減を図ることができ、組立作業性の向上を図ることが可能と
なる。
【００３７】
　給電接片３５は、弾性材料にて構成されており、図６及び図９に示されるように接続部
２９の中央に向けて湾曲し、両給電接片３５、３５が近接した後、接続部２９の側方、即
ち、本体側ソケット部材２３の前側に収容される給電接片３５については前方（図６では
左側）、後側に収容される給電接片３５については後方（図６では右側）に向けて折り返
され、更に、接続部２９の内壁に向けて近接するように内壁側に張り出した形状とされて
いる。
【００３８】
　そして、この接続部２９の下面には、仕切壁２９Ａを隔てた状態で照明灯１４の受電用
の端子１４Ａを下端から挿入するための挿入部３９が形成されている。そのため、接続部
２９の下端に形成される挿入部３９から挿入される端子１４Ａは、給電接片３５が取り付
けられる接続部２９内に進入可能となる。
【００３９】
　また、この接続部２９の前後面には、図１２に示すように下端から所定高さ、具体的に
は、接続部２９内に収容される給電接片３５の折り返された端面が当該接続部２９の内壁
に近接している高さにまで渡って、切欠２９Ｂ、２９Ｂが形成されている。
【００４０】
　更に、この接続部２９の前後（図９では左右に図示される）には、垂下した後、下端が
内方に向けて突出する係合爪（係合部）４０、４０が筐体２５と一体に形成されている。
この係合爪４０、４０は、後述する照明灯側ソケット部材２４に形成される係合爪４１、
４１と係脱可能に挿入するため、当該係合爪４０と接続部２９との間には、所定の空間が
形成されているものとする。
【００４１】
　一方、筐体２５の本体側取付面２８の前端には、棚８下面の取付片５０又は端部取付片
６７に係脱自在に係止される取付面係合部３１が形成されている。この取付面係合部３１
は、上述した如き取付片５０又は６７と略同一の角度にて傾斜すると共に、当該取付片５
０又は６７に向けて開口して形成される。
【００４２】
　また、筐体２５のコンデンサ収容部３０は、本体側取付面２８に対し、下後方に向けて
傾斜して形成されている。そして、このコンデンサ収容部３０の後面は、棚８下面に形成
される断面略台形状の補強板３２の前壁３２Ａに沿って取付可能とするため、所定角度だ
け傾斜して形成される。補強板３２は、当該ソケット２２の取付位置に、図２２に示すよ
うに係合孔５１及びネジ孔５２が形成されている。他方、コンデンサ収容部３０の後面に
は、補強板３２の前壁３２Ａに向けて突出して形成される保持突起３３が形成されている
。
【００４３】
　尚、当該保持突起３３は、コンデンサ収容部３０の後面と略面一とされる切込３３Ａ（
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図２２のみ図示する）が外方から内方に向けて所定寸法だけ形成されており、補強板３２
に形成された係合孔５１に挿入した後、当該ソケット２２を切込み方向、即ち、外方に向
けて摺動させる。その後、後述する蓋部材２６に形成されるネジ孔４７と、当該補強板３
２に形成されるネジ孔５２とを重合させ、ネジ５３にて螺合することで、ソケット２２を
確実に補強板３２に固定することが可能となる。
【００４４】
　また、コンデンサ収容部３０の前面は、前記接続部２９の後側に位置する係合爪４０の
外方に（本実施例では後側に）連続して一体に形成されていると共に、当該係合爪４０と
照明灯側ソケット部材２４の係合爪４１との係合に対し、鋭角を成すように傾斜しながら
離間する傾斜面３０Ａとされている。これにより、当該傾斜面３０Ａと、照明灯側ソケッ
ト部材２４の係合爪４１との間には、手指を挿入可能とする手指挿入空間が形成される。
【００４５】
　他方、蓋部材２６は、図１０に示されるように、筐体２５の接続部２９及びコンデンサ
収容部３０の開口と外形が略同様に形成されている。筐体２５の接続部２９の蓋部分に相
当する位置には、前記筐体２５に形成される挿入部３９及び仕切壁２９Ａに対応して端子
挿入用の切欠４２が形成されている。更に、接続部２９の上部には、照明灯側ソケット部
材２４の上縁に当接するフランジ４４が形成されている。
【００４６】
　そして、蓋部材２６は、筐体２５の本体側取付面２８の後部に対応する位置に、給電線
引出口２６Ａが形成されている。また、コンデンサ収容部３０の蓋部材に相当する位置に
は、図７に示されるように、コンデンサ収容部３０内に向けて開口する蓋側コンデンサ収
容部４５が形成されると共に、当該蓋側コンデンサ収容部４５の後端には、筐体２５のコ
ンデンサ収容部３０の後面と略面一とされる固定部４６が形成されている。この固定部４
６には、上述した如く棚８下面に取り付けられる補強板３２と当接して、当該補強板３２
に形成されるネジ孔５２と螺合するためのネジ孔４７及びアース用端子固定部４８（図１
１及び図１２に示す）が形成されている。
【００４７】
　そのため、上述した如き給電線３６と共に、電源３７から本体側ソケット部材２３に引
き出されたアース用端子６９は、図１３及び図２０に示す如く安定してアース用端子固定
部４８に固定される。これにより、アース用端子６９を安全、且つ、容易に本体側ソケッ
ト部材２３に固定することが可能となり、アース用端子６９の配線処理を簡素化すること
ができる。
【００４８】
　次に、図１４乃至図１９を参照して照明灯側ソケット部材２４について説明する。照明
灯側ソケット部材２４は、上記本体側ソケット部材２３と同様に、硬質合成樹脂にて形成
されており、照明灯１４の端部に装着される装着部５５と、当該装着部５５の外側に形成
される収容部５６とから構成される。
【００４９】
　装着部５５は、照明灯１４の端部を囲繞する有底円筒状のカバー部５７と、当該カバー
部５７の内壁に内方に向けて突出して形成される複数の照明灯保持部５８とから構成され
ている。この照明灯保持部５８は、当該カバー部５７内に挿入される照明灯１４外周を略
きっちりと保持可能とする。また、照明灯保持部５８は、陳列室５側、即ち、照明灯１４
の挿入側端部は、外方に向けて拡開して形成されており、照明灯１４の端部を挿入しやす
くなる。
【００５０】
　尚、カバー部５７に形成される照明灯保持部５８は、上記形状に限定されるものではな
く、例えば図２６に示されるようにカバー部５７を構成する円筒底面、即ち、カバー部５
７の外端面には、内方、即ち、照明灯１４端部の挿入側に向けて突出して形成される複数
（図２６では、４つ設けられている）の爪状の照明灯保持部６３により照明灯１４端部を
挟持することで、保持しても良いものとする。このとき、爪状の照明灯保持部６３は、図
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２７に示されるように、カバー部５７の中程よりも更に照明灯１４側にまで突出して形成
されていても良く、また、図２８に示されるように、構成上、照明灯１４の端部に予め形
成される溝１４Ｂに係止する構成としても良いものとする。
【００５１】
　いずれの構成によっても、各照明灯保持部６３により、当該カバー部５７内に挿入され
る照明灯１４外周を略きっちりと保持することが可能となる。
【００５２】
　また、このカバー部５７の外周面には、図１６及び図１９に図示されるように照明灯１
４の挿入方向と略平行に形成される複数の突条から成る保温筒保持部５９が形成されてい
る（尚、図１８では図示していない）。保温筒４３は、照明灯１４の長手方向に渡って周
囲を囲繞する硬質合成樹脂製の透明な円筒部材であり、照明灯１４と陳列室５内との熱切
りの機能を有するものであり、照明灯１４の熱が陳列室５内の商品に悪影響を及ぼすのを
防止すると共に、当該陳列室５内の冷気によって、照明灯１４自体が冷却され、照度が低
下してしまうのを防止する。そのため、装着部５５のカバー部５７の外形寸法は、保温筒
４３の内径寸法よりも小さく形成されているものとし、当該カバー部５７の外形寸法と、
保温筒４３の内径寸法との差を保温筒保持部５９の突条によって埋め合わせることで、略
きっちり保温筒４３を保持することが可能となる。
【００５３】
　尚、カバー部５７の外周面に形成される保温筒保持部５９は、上記形状に限定されるも
のではなく、例えば、図２９に示されるようにカバー部５７の外周面に外方に突出して形
成される複数の突起７０を形成し、他方、保温筒４３の端部にも当該突起７０と対応する
位置に開口７１、７１を形成し、当該突起７０を保温筒４３に形成される開口７１に挿入
することにより、保温筒４３を保持しても良いものとする。
【００５４】
　そして、カバー部５７を構成する円筒底面、即ち、カバー部５７の外端面には、照明灯
１４端部に設けられる受電用の端子１４Ａ、１４Ａを挿通可能とする端子挿通孔６０、６
０が形成されている。この端子挿通孔６０は、中央部分を一方向だけかしめて形成するこ
とで他の方向よりも短く形成された長孔形状とされている。そのため、端子１４Ａが挿通
された状態で、端子挿通孔６０の内縁は端子１４Ａに圧接される。これにより、一旦端子
挿通孔６０に挿通された端子１４Ａが、容易には外れないものとなる。
【００５５】
　尚、本実施例では、カバー部５７の外端面に形成される端子挿通孔６０は、長孔形状と
されているが、これに限定されるものではなく、図３０に示すように、端子１４Ａの外形
寸法に対し略きっちりと係合可能とする内径に形成された円形状の端子挿通孔７２であっ
ても良いものとする。
【００５６】
　他方、装着部５５の外側に形成される収容部５６は、上面が開口し、内部に本体側ソケ
ット部材２３の接続部２９を挿脱自在に収容するための収容空間が形成されており、当該
収容空間、即ち、収容部５６内は、前記カバー部５７の端子挿通孔５８を介して挿通され
た照明灯１４の端子１４Ａが進入される。
【００５７】
　また、この収容部５６内の下角隅には、それぞれ内部上方に向けて突出して形成される
押圧部６１、６１が収容部５６に一体に形成されている。更に、この収容部５６の下面に
は、複数、本実施例では、２つの水抜き孔６２、６２が形成されている。
【００５８】
　収容部５６の前後（図１７では左右に図示される）には、収容部５６の下面から所定寸
法だけ外方、即ち、それぞれ前後方向に延在した後、略直角に起立した状態とされる係合
爪４１、４１が収容部５６と一体に形成される。この係合爪４１、４１は、それぞれ下端
を中心として内方に押圧可能とする弾性材料にて構成されていると共に、上端が外方、即
ち、前側に形成される係合爪４１は、前方に向けて、後側に形成される係合爪４１は、後
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方に向けて突出して形成されている。この係合爪４１、４１は、それぞれ上述した如き本
体側ソケット部材２３に形成される係合爪４０、４０と係脱可能とされている。
【００５９】
　次に、本実施例におけるソケット２２の取付方法及び当該ソケット２２による照明灯１
４の取付方法について説明する。先ず初めに、ソケット２２を構成する本体側ソケット部
材２３を棚８下面に固定する。
【００６０】
　図３及び図２５に示すように、棚８下面の端部に本体側ソケット部材２３を取り付ける
場合には、本体側ソケット部材２３のコンデンサ収容部３０の後面に形成された保持突起
３３を棚８下面に設けられる補強板３２と棚側面を構成する棚側板６８との間に当該棚側
板６８に沿って挿入し、取付面係合部３１を端部取付片６７に係止させる。その後、本体
側ソケット部材２３の固定部４６に形成されるネジ孔４７を補強板３２に予め穿設される
ネジ孔と重合させ、図示しないネジによって螺合する。
【００６１】
　これにより、本体側ソケット部材２３は、筐体２５と蓋部材２６の二部品によって構成
されているが、筐体２５は、取付面係合部３１が端部取付片６７に係止され、保持突起３
３が補強板３２と棚側板６８との間に挿入されると共に、当該筐体２５をネジによって直
接棚８下面に固定される蓋部材２６と、棚側板６８とにより狭持される。そのため、筐体
２５に形成される係合爪４０、４０に下方に引っ張る力が加わった場合であっても、蓋部
材２６と筐体２５とが分離し、ソケット２２に取り付けられる照明灯１４が落下する不都
合を回避することができる。
【００６２】
　また、ショーケース１の幅寸法に対し、定格とされる照明灯１４の長さ寸法が短い場合
には、当該照明灯１４の長さ寸法に合わせてショーケース１に取り付けられることとなる
。そのため、照明灯１４を取り付けるためのソケット２２は、棚８の端部ではなく当該端
部よりも内側に位置してソケット２２を取り付けることとなる。
【００６３】
　この場合には、図２２及び図２３に示されるように本体側ソケット部材２３の保持突起
３３を補強板３２に予め穿設された係合孔５１に挿入し、取付面係合部３１を取付片５０
に係止させる。その後、保持突起３３を係合孔５１に挿入したまま、本体側ソケット部材
２３を外方に向けて摺動させ、当該保持突起３３に形成される切込３３Ａを係合孔５１の
端面に係合させる。この状態で、本体側ソケット部材２３の固定部４６に形成されるネジ
孔４７は、補強板３２に予め穿設されるネジ孔５２と重合し、ネジ５３によって螺合する
。
【００６４】
　これにより、筐体２５は、取付面係合部３１が取付片５０に係止され、保持突起３３が
係合孔５１の端面に押し付けられた状態で、筐体２５の開口を閉塞する蓋部材２６が補強
板３２に直接ネジ止めされる。この場合においても、筐体２５に形成される係合爪４０、
４０に下方に引っ張る力が加わっても、蓋部材２６と筐体２５とが分離し、ソケット２２
に取り付けられる照明灯１４が落下する不都合を回避することができる。
【００６５】
　次に、ソケット２２を構成する本体側ソケット部材２３に照明灯１４及び照明灯側ソケ
ット部材２４を取り付ける方法について説明する。先ず初めに、照明灯１４の両端に照明
灯側ソケット部材２４を装着する。このとき、照明灯１４の受電用の端子１４Ａは、カバ
ー部５７に形成される端子挿通孔６０、６０に挿通されると共に、当該端子１４Ａがカバ
ー部５７の外方に形成される収容部５６内に臨んだ状態となる。
【００６６】
　また、本実施例において、カバー部５７の内壁には、照明灯保持部５８が形成されてい
ることから、当該カバー部５７内に照明灯１４が略きっちりと保持される。更に、照明灯
１４に設けられる端子１４Ａは、端子挿通孔６０に挿通されることから、中央部がかしめ
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られた形状とされる端子挿通孔６０によっても略きっちりと保持される。
【００６７】
　これにより、照明灯１４の端部に照明灯側ソケット部材２４が装着された状態で、照明
灯１４は、照明灯側ソケット部材２４に保持されていることから、取付作業において容易
に照明灯側ソケット部材２４が照明灯１４から外れてしまう不都合を抑制することができ
る。
【００６８】
　尚、一方の照明灯側ソケット部材２４が取り付けられた状態で、当該照明灯１４には、
保温筒４３を取り付けても良いものとする。この場合には、保温筒４３の端部は、照明灯
側ソケット部材２４のカバー部５７の外周面に形成される保温筒保持部５９によって、略
きっちりと保持されることから、照明灯１４の交換作業時において保温筒４３が脱落する
不都合を抑制することができ、容易に照明灯１４と共に保温筒４３を照明灯側ソケット部
材２４に取り付けることが可能となる。
【００６９】
　照明灯１４の両端に照明灯側ソケット部材２４が装着された状態で、各照明灯側ソケッ
ト部材２４を本体側ソケット部材２３に取り付ける。即ち、本体側ソケット部材２３の接
続部２９を照明灯側ソケット部材２４の収容部５６の内部に挿入する。このとき、収容部
５６内には、照明灯１４の受電用の端子１４Ａが臨んで取り付けられていることから、当
該端子１４Ａは、接続部２９の下端に形成される挿入部３９から内方に進入し、当該接続
部２９内部に収容される給電接片３５と接触する。
【００７０】
　ここで、給電接片３５は、上述したように弾性部材によって接続部２９の中央に向けて
湾曲し、両給電接片３５が近接した後、接続部２９の側方に向けて折り返された形状とさ
れているため、当該給電接片３５の弾性力によって、挿入部３９から挿入された端子１４
Ａに向けて付勢される。これにより、これら端子１４Ａと給電接片３５は、電気的に接続
される。
【００７１】
　特に、本実施例における照明灯側ソケット部材２４の収容部５６内には、下角隅部に押
圧部６１、６１が形成されているため、当該押圧部６１、６１は、接続部２９の前後面に
形成される切欠２９Ｂから接続部２９の内部に進入する。これによって、押圧部６１は、
接続部２９内の給電接片３５、３５に接触した後、当該給電接片３５を内方に、即ち、端
子１４Ａ側に付勢する。
【００７２】
　これにより、給電接片３５、３５は、図６において点線の状態から実線の状態に変形さ
れ、確実に給電接片３５を端子１４Ａに接触させることができるようになる。そのため、
従来の構造に比べて安定して給電接片３５と照明灯１４の端子１４Ａとの電気的接続を確
実に行うことができるようになり、信頼性を向上することができる。
【００７３】
　そのため、ソケット２２により棚８に取り付けられる照明灯１４の端子１４Ａが、照明
灯１４の自重により本体側ソケット部材２３の接続部２９内に収容されるの給電接片３５
から離間する方向に力が加わっても、照明灯側ソケット部材２４の収容部５６に形成され
る押圧部６１が確実に本体側ソケット部材２３に取り付けられる給電接片３５を照明灯１
４の端子１４Ａに押し付けることができ、接触不良により、点灯不全や、温度が異常に上
昇することによる端子１４Ａやソケット２２の焼損を未然に回避することができ、ソケッ
ト２２自体の信頼性が向上する。
【００７４】
　また、照明灯側ソケット部材２４の収容部５６内に本体側ソケット部材２３の接続部２
９を挿入し、更に照明灯側ソケット部材２４を上方に押し上げることで、収容部５６の外
方に形成される係合爪４１、４１が、本体側ソケット部材２３の接続部２９の外方に形成
される係合爪４０、４０と係合する。
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【００７５】
　これにより、安定して照明灯側ソケット部材２４を本体側ソケット部材２３に取り付け
ることができる。そのため、従来のようにクリップに照明灯を保持させる構成に比して、
容易に照明灯１４を棚８下面に取り付けることが可能となり、取付作業の簡素化を図るこ
とができるようになる。また、安定して照明灯側ソケット部材２４を本体側ソケット部材
２３に係止させることで、照明灯１４の端子１４Ａを安定して本体側ソケット部材２３に
収容される給電接片３５と接触させることができ、安定して、且つ、安全に照明を行うこ
とができる。
【００７６】
　また、この場合において、照明灯１４の端部は、照明灯側ソケット部材２４のカバー部
５７にて囲繞されているため、照明灯１４の端子１４Ａ付近を保護することができる。更
に、照明灯１４の端部は、本体側ソケット部材２３に取り付けられる照明灯側ソケット部
材２４の照明灯保持部５８にて略きっちりと保持されているため、照明灯１４自体を安定
して照明灯側ソケット部材２４に保持させることができる。また、照明灯１４の端子１４
Ａと本体側ソケット部材２３内に取り付けられる給電接片３５との電気的接続部分に対し
、照明灯１４の自重が負荷として影響し、接触不良を招く不都合を抑制することができる
ようになる。これによっても、照明灯１４の端子１４Ａと給電接片３５との電気的接続を
確実なものとすることができる。
【００７７】
　更にまた、照明灯１４の端子１４Ａも照明灯側ソケット部材２４のカバー部５７に形成
される端子挿通孔６０の内縁に圧接されているため、当該端子１４Ａ自体も安定してカバ
ー部５７に保持される。これによっても、照明灯１４の端子１４Ａと本体側ソケット部材
２３内に取り付けられる給電接片３５との電気的接続部分に対し、照明灯１４の自重が負
荷として影響し、接触不良を招く不都合を抑制することができ、照明灯１４の端子１４Ａ
と給電接片３５との電気的接続を確実なものとすることができる。
【００７８】
　また、照明灯１４の周囲を囲繞する保温筒４３は、端部を照明灯側ソケット部材２４の
カバー部５７の外周面に形成される保温筒保持部５９によって略きっちりと保持されるた
め、照明灯１４が収容される保温筒４３内に陳列室５内の冷気が侵入しがたくなり、照明
灯１４が冷気にさらされ温度が低下することによる照度低下を抑制することができるよう
になる。また、保温筒４３の表面に付着した結露が保温筒４３内に浸入することも抑制さ
れ、照明灯側ソケット部材２４に装着される端子１４Ａ等に結露が進入しがたい構成とす
ることができ、安全に照明灯１４を使用することが可能となる。
【００７９】
　また、保温筒４３が取り付けられない場合などにおいて、照明灯１４やソケット２２の
表面に付着した結露が照明灯側ソケット部材２４内、特に端子１４Ａが収容される収容部
５６内に浸入した場合であっても、収容部５６の下面には、水抜き孔６２が形成されてい
るので、当該結露水が端子１４Ａに付着することなく、容易に水抜き孔６２から外部に円
滑に排出することができるため、当該結露水によるショートを抑制することができ、安全
に照明灯１４を使用することが可能となる。
【００８０】
　他方、本体側ソケット部材２３と照明灯側ソケット部材２４との係合を離脱させる際に
、本体側ソケット部材２３のコンデンサ収容部３０の前面に形成された傾斜面３０Ａと、
照明灯側ソケット部材２４に形成された後側の係合爪４１との間に形成される手指挿入空
間に人差し指や中指を挿入し、前側の係合爪４１に親指を宛う。そして、手指により、係
合爪４１を内方に押圧することで、係合爪４１が内方に向けて変形し、係合爪４０との係
合が離脱する。
【００８１】
　このとき、手指挿入空間に挿入された人差し指や中指は、例えば第一関節が、傾斜面３
０Ａと当接することによって、当該当接点を軸とした梃子の原理を応用することで、より
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少ない力によって係合爪４１を内側に押圧し、当該係合を離脱させることが可能となる。
これにより、本体側ソケット部材２３と照明灯側ソケット部材２４との係合作業の煩わし
さを解消することができ、照明灯１４の取付作業を簡素化することができるようになる。
【００８２】
　次に、図３１乃至図３７を参照して参考例についてのショーケースの照明灯１４のソケ
ット８０の構造について説明する。尚、ショーケース全体の構成については、上記実施例
と同様であるため、説明を省略する。図３１はソケット８０が取り付けられた状態の棚８
下面の斜視図、図３２はソケット８０の斜視図、図３３は本体側ソケット部材８１の斜視
図、図３４は照明灯側ソケット部材８２の斜視図、図３５は図３２のソケット８０の部分
透視側面図、図３６は図３２を左側からみた断面図、図３７は図３６に照明灯１４を取り
付けた状態の断面図を示している。
【００８３】
　参考例におけるソケット８０は、端部に受電用の端子１４Ａを有する照明灯１４を係脱
自在にショーケース１の本体側、本参考例では、棚８下面に固定するものである。ソケッ
ト８０は、本体側ソケット部材８１と、照明灯側ソケット部材８２とから構成される。
【００８４】
　本体側ソケット部材８１は、内方に向けて開放する筐体８３と、当該筐体８３の開口を
閉塞する蓋部材８４とから構成され、いずれも硬質合成樹脂にて成形されている。
【００８５】
　筐体８３は、棚８下面に対し垂下して形成される接続部８６を有し、当該接続部８６に
は、内部を上下に区画する仕切壁８６Ａが形成されており、当該仕切壁８６Ａを隔てて、
垂下した状態で二つの給電接片（給電部）８７、８７が収容される。これら給電接片８７
の上端には、それぞれ給電線８８が接続されており、当該給電線８８は、筐体８３の上面
に形成される給電線引出部８５より外部に引き出される。
【００８６】
　尚、本参考例における本体側ソケット部材８１は、上記実施例のようにコンデンサを収
容する収容部が設けられているものではないため、当該給電線８８は、別途ショーケース
内に配設されるコンデンサに接続された後、電源に接続されるものとする。
【００８７】
　給電接片８７は、弾性材料にて構成されており、図３５に示されるように接続部８６の
中央に向けて湾曲し、両給電接片８７、８７が近接した後、外方に向けて折曲され給電接
片８７、８７との間隔が拡開して形成される。尚、両給電接片８７、８７が近接する位置
には、照明灯１４の端子１４Ａの外形に沿って形成される端子保持部８７Ａが形成されて
いるものとする。そして、この接続部８６の下面には、仕切壁８６Ａを隔てた状態で照明
灯１４の受電用の端子１４Ａを下端から挿入するための挿入部９０が形成されている。そ
のため、接続部８６の下端に形成される挿入部９０から挿入される端子１４Ａは、給電接
片８７が取り付けられる接続部８６内に進入可能となる。
【００８８】
　他方、この接続部８６の外方に位置する側面には、下部に係合爪（係合部）９１が形成
される弾性を有する操作部９２が形成されている。この操作部９２は、上端が接続部８６
と連続して形成されていると共に、当該上部から内方、即ち、照明灯１４側に向けて傾斜
して形成される。そして、接続部８６の内方側に位置する側面下方に対応する位置の操作
部９２には、内方に向けて突出した係合爪９１が形成される。この係合爪９１は、挿入部
９０の内方側の側面に相当する位置に延在して形成されていると共に、当該係合爪９１の
上面は、接続部８７に形成される仕切壁８６Ａの下端と所定の間隔を存しているものとす
る。そして、当該係合爪９１が形成される操作部９２の下端は、再び外方に向けて傾斜し
て形成される。これにより、係合爪９１を有する操作部９２は、接続部８６より外方、本
参考例では下方に延在して形成される。
【００８９】
　また、上述した如く接続部８６の挿入部９０から進入した照明灯１４の端子１４Ａが固
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定される位置に相当する操作部９２の中途部に、図３６及び３７に示されるように内方に
向けて突出する端子保持部９３が形成される。
【００９０】
　また、この接続部８６の外面の前後端部には、上下に渡って切り欠かれた照明灯側ソケ
ット部材２４の摺動面９４が形成されている。
【００９１】
　一方、蓋部材８４は、筐体８３の内面形状と略同様に形成されていると共に、当該蓋部
材８４の上端には、内方に向けて延在する固定部９５が形成されている。当該固定部９５
には、棚８下面にネジ止めにより固定するための係合孔９６が形成されている。
【００９２】
　尚、上記筐体８３の開口は、当該筐体８３内に給電接片８７及び給電線８８が配設され
た状態で、蓋部材８４にて閉塞されており、これら筐体８３と蓋部材８４との接合面は、
接着され、一体とされているものとする。また、当該筐体８３と蓋部材８４が一体とされ
た状態で、接続部８６の上部には、当該接続部８６の外周面と所定寸法の隙間を形成する
フランジ９７が形成されているものとする。
【００９３】
　一方、照明灯側ソケット部材８２は、上記本体側ソケット部材８１と同様に、硬質合成
樹脂にて形成されており、照明灯１４の端部に装着される装着部１００と、当該装着部１
００の外側に形成される収容部１０１とから構成される。
【００９４】
　装着部１００は、照明灯１４の端部を囲繞する有底円筒状に形成されている。そして、
この装着部１００を構成する円筒底面、即ち、該装着部１００の外端面には、照明灯１４
端部に設けられる受電用の端子１４Ａ、１４Ａを挿通可能とする端子挿通孔１０２、１０
２が形成されている。
【００９５】
　他方、装着部１００の外側に形成される収容部１０１は、上面及び外方側の側面が連続
して開口し、内部に本体側ソケット部材８１の接続部８６を挿脱自在に収容するための収
容空間が形成されており、当該収容空間、即ち、収容部１０１内は、前記装着部１００の
端子挿通孔１０２を介して挿通された照明灯１４の端子１４Ａが進入される。このとき、
収容部１０１の上端１０１Ａの形状は、図３３に示すように本体側ソケット部材８１の接
続部８６とフランジ９７との間に挿入可能な寸法に形成されているものとする。
【００９６】
　また、この収容部１０１の外方側の端面、即ち、装着部１００が形成される側とは反対
側の端面は、内方に向けて少許延出して形成されている。また、この収容部１０１の下面
には、略コ字状に切り欠かれた操作部挿入口１０４が形成されており、当該操作部挿入口
１０４の内方側の縁部は、操作部９２の係合爪９１を係止させるための端面１０５とされ
ている。
【００９７】
　次に、係る参考例におけるソケット８０の取付方法及び当該ソケット８０による照明灯
１４の取付方法について説明する。先ず初めに、本体側ソケット部材８１の蓋部材８４に
形成される固定部９５を棚８下面の端部に宛い、当該固定部９５に形成される係合孔９６
を棚８下面に予め穿設された係合孔と重合し、図示しないネジにて固定する。これにより
、ソケット８０を構成する本体側ソケット部材８１が棚８下面に固定される。
【００９８】
　次に、照明灯１４の両端に照明灯側ソケット部材８２を装着する。このとき、照明灯１
４の受電用の端子１４Ａは、装着部１００に形成される端子挿通孔１０２、１０２に挿通
されると共に、当該端子１４Ａが装着部１００の外方に形成される収容部１０１内に臨ん
だ状態となる。
【００９９】
　尚、当該装着部１００の内径は、照明灯１４の外形寸法よりも所定寸法だけ大きく形成
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されており、例えば、上記実施例において示した如き保温筒４３の端部を保持可能なもの
としても良い。
【０１００】
　照明灯１４の両端に照明灯側ソケット部材８２が装着された状態で、本体側ソケット部
材８１の下方から当該本体側ソケット部材８２の接続部８６を照明灯側ソケット部材８２
に形成される収容部１０１内に挿入する。このとき、収容部１０１の外方側の側端面が接
続部８６に形成される摺動面９４に沿って摺動することで、容易に収容部１０１内に接続
部８６を挿入することが可能となる。
【０１０１】
　このとき、収容部１０１内には、照明灯１４の受電用の端子１４Ａが臨んで取り付けら
れていることから、当該端子１４Ａは、接続部８６の下端に形成される挿入部９０から内
方に進入し、当該接続部８６内部に収容される給電接片８７と接触し、当該給電接片８７
の弾性力及び当該給電接片８７に形成される端子保持部８７Ａにて端子１４Ａが挟持され
る。これにより、端子１４Ａと給電接片８７は、電気的に接続される。
【０１０２】
　また、照明灯側ソケット部材８２の収容部１０１を本体側ソケット部材８１の取付面に
向けて押し上げる過程において、当該収容部１０１の軌道上に操作部９２が突出して形成
されているが、当該操作部９２の端部は、収容部１０１の下面に形成される操作部挿入口
１０４から挿脱されると共に、該操作部９２は弾性材料にて構成されているため、内方側
に位置する側面が操作部挿入口１０４の端面によって外方に押圧されるため、外方に向け
て変形し、更に上方に押し上げられることで、操作部９２に形成される係合爪９１は、収
容部１０１下端を乗り越え、押圧するものがなくなることで、当該操作部９２は、最初の
状態、即ち、挿入部９０の内方側の側面に相当する位置にまで戻る。
【０１０３】
　この状態で、操作部９２に形成される係合爪９１は、収容部１０１下端に形成される端
面１０５に係止される。このとき、収容部１０１の上端１０１Ａは、本体側ソケット部材
８１に形成される接続部８６とフランジ９７との隙間に収容される。
【０１０４】
　これにより、安定して照明灯側ソケット部材８２を本体側ソケット部材８１に取り付け
ることができる。そのため、従来のようにクリップに照明灯を保持させる構成に比して、
容易に照明灯１４を棚８下面に取り付けることが可能となり、取付作業の簡素化を図るこ
とができるようになる。また、安定して照明灯側ソケット部材８２を本体側ソケット部材
８１に係止させることで、照明灯１４の端子１４Ａを安定して本体側ソケット部材８１に
収容される給電接片８７と接触させることができ、安定して、且つ、安全に照明を行うこ
とができる。
【０１０５】
　また、この場合においても、照明灯１４の端部は、照明灯側ソケット部材８２の装着部
１００にて囲繞されているため、照明灯１４の端子１４Ａ付近を保護することができる。
更に、図３７に示すように照明灯１４の端子１４Ａは操作部９２が最初の状態に戻った状
態で、端子保持部９４によって、保持されることから、照明灯１４の端子１４Ａと本体側
ソケット部材８１内に取り付けられる給電接片８７との電気的接続部分に対し、照明灯１
４の自重が負荷として影響し、接触不良を招く不都合を抑制することができ、照明灯１４
の端子１４Ａと給電接片８７との電気的接続を確実なものとすることができる。また、こ
の場合には、照明灯１４の端子１４Ａは、直接操作部９２に形成される端子保持部９４に
て保持可能であるため、照明灯側ソケット部材８２を用いることなく、照明灯１４を本体
側ソケット部材８１に取り付けることも可能である。
【０１０６】
　他方、本体側ソケット部材８１と照明灯側ソケット部材８２との係合を離脱させる際に
、ソケット８０の外方、即ち、下方に延在して形成される操作部９２を外方に向けて押圧
することで、当該操作部９２に形成される係合爪９１と端面１０５との係合が離脱し、こ
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の状態で、照明灯側ソケット部材８２を引き下げることで、照明灯側ソケット部材８２を
本体側ソケット部材８１から離脱させることが可能となる。
【０１０７】
　特に、係る参考例における操作部９２は、本体側ソケット部材８１の下方に延在して形
成されているため、操作性が良く、当該ソケット８０の本体側ソケット部材８１と照明灯
側ソケット部材８２との係脱作業を容易に行うことができる。
【０１０８】
　そのため、係る参考例におけるソケット８０は、棚８下面に取り付けられる場合のみな
らず、陳列室５の天井面、若しくは、キャノピー１５に取り付けられる場合において、容
易に操作部９２を認識することができると共に、操作することができるため、特に、その
効果を発揮することができる。
【０１０９】
　更にまた、操作部９２は、本体側ソケット部材８１の下方に延在して形成されているこ
とから、結露がソケット８０に付着した場合であっても、当該操作部９２を介してソケッ
ト８０に誘導することができ、また、操作部挿入口１０４から内部に溜まった結露水を外
部に排出することができるため、照明灯１４の端子１４Ａや給電接片８７に水滴が付着し
、ショートなどが発生する不都合を未然に抑制することができるようになる。
【０１１０】
　次に、図３８乃至図４２を参照してもう一つの参考例についてのショーケースの照明灯
１４のソケット１１０の構造について説明する。尚、ショーケース全体の構成については
、上記実施例と同様であるため、説明を省略する。図３８はソケット１１０が取り付けら
れた状態の棚８下面の斜視図、図３９は本体側ソケット部材１１１の内部透視側面図、図
４０は本体側ソケット部材１１１を下方からみた平面図、図４１は照明灯側ソケット部材
１１２の外方からみた側面図、図４２はソケット１１０の部分透視側面図を示している。
【０１１１】
　この参考例におけるソケット１１０は、端部に受電用の端子１４Ａを有する照明灯１４
を係脱自在にショーケース１の本体側、本参考例では、棚８下面に固定するものである。
ソケット１１０は、本体側ソケット部材１１１と、照明灯側ソケット部材１１２とから構
成される。尚、係る参考例における照明灯側ソケット部材１１２は、押圧部６１が形成さ
れていないという点、又、端子挿通孔６０は、丸孔又は長孔のいずれの形状であっても良
いという点を除き、上記実施例１における照明灯側ソケット部材２４と略同一の構成とさ
れているものとする。
【０１１２】
　本体側ソケット部材１１１は、内方に向けて開放する筐体１１３と、当該筐体１１３の
開口を閉塞する蓋部材１１４とから構成され、いずれも硬質合成樹脂にて成形されている
。筐体１１３は、棚８下面に対し垂下して形成される接続部１１６を有し、当該接続部１
１６には、内部を上下に区画する仕切壁１１６Ａが形成されており、当該仕切壁１１６Ａ
を隔てて、垂下した状態で二つの給電接片（給電部）１１７、１１７が収容される。尚、
当該給電接片１１７は、上記参考例に示される給電接片８７と略同様に構成されるもので
あるため、説明を省略する。これら給電接片１１７の上端には、それぞれ給電線１１８が
接続されており、当該給電線１１８は、筐体１１３の上面より外部に引き出される。
【０１１３】
　尚、本参考例における本体側ソケット部材１１１は、上記実施例１のようにコンデンサ
を収容する収容部が設けられているものではないため、当該給電線１１８は、別途ショー
ケース内に配設されるコンデンサに接続された後、電源に接続されるものとする。
【０１１４】
　そして、この接続部１１６の下面には、仕切壁１１６Ａを隔てた状態で照明灯１４の受
電用の端子１４Ａを下端から挿入するための挿入部１２０が形成されている。そのため、
接続部１１６の下端に形成される挿入部１２０から挿入される端子１４Ａは、給電接片１
１７が取り付けられる接続部１１６内に進入可能となる。
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【０１１５】
　また、この接続部１１６の前後（図４０及び図４２では左右に図示される）には、垂下
した後、下端が内方に向けて突出する係合爪（係合部）１２１、１２１が筐体１１３と一
体に形成されている。この係合爪１２１、１２１は、照明灯側ソケット部材１１２に形成
される係合爪４１、４１と係脱可能に挿入するため、当該係合爪１２１と接続部１１６と
の間には、所定の空間が形成されているものとする。
【０１１６】
　他方、蓋部材１１４は、筐体１１３の接続部１１６の開口と外形が略同様に形成されて
いると共に、当該接続部１１６の上部には、照明灯側ソケット部材１１２の上端と当接す
るフランジ１２４が形成されている。更に、蓋部材１１４の上端は、棚８取付面に対し水
平に固定部１２２が形成されており、当該固定部１２２には、棚８下面に当接して、予め
穿設されるネジ孔と螺合するためのネジ孔１２３が形成されている。
【０１１７】
　上記筐体１１３の開口は、内部に給電接片１１７及び給電線１１８が配設された状態で
、蓋部材１１４にて閉塞されており、これら筐体１１３と蓋部材１１４との接合面は、接
着され、一体とされているものとする。また、当該筐体１１３と蓋部材１１４が一体とさ
れた状態で、接続部１１６の上部には、当該接続部１１６の外周面と所定寸法の隙間を形
成するフランジ１２４が形成されているものとする。そして、このフランジ１２４と接続
部１１６の外周面との隙間には、防水機構を構成する防水ゴム１２５が設けられている。
【０１１８】
　以上の構成により、係る参考例におけるソケット１１０による照明灯１４の取付方法に
ついて説明する。先ず初めに、本体側ソケット部材１１１の蓋部材１１４に形成される固
定部１２２を棚８下面の端部に宛い、当該固定部１２２に形成される係合孔１２３を棚８
下面に予め穿設された係合孔と重合し、図示しないネジにて固定する。これにより、ソケ
ット１１０を構成する本体側ソケット部材１１１が棚８下面に固定される。
【０１１９】
　次に、照明灯１４の両端に照明灯側ソケット部材１１２を装着する。このとき、照明灯
１４の受電用の端子１４Ａは、カバー部５７に形成される端子挿通孔６０、６０に挿通さ
れると共に、当該端子１４Ａがカバー部５７の外方に形成される収容部５６内に臨んだ状
態となる。
【０１２０】
　照明灯１４の両端に照明灯側ソケット部材１１２が装着された状態で、各照明灯側ソケ
ット部材１１２を本体側ソケット部材１１１に取り付ける。即ち、本体側ソケット部材１
１１の接続部１１６を照明灯側ソケット部材１１２の収容部５６の内部に挿入する。この
とき、収容部５６内には、照明灯１４の受電用の端子１４Ａが臨んで取り付けられている
ことから、上記実施例１と同様に、当該端子１４Ａは、接続部１１６の下端に形成される
挿入部１２０から内方に進入し、当該接続部１１６内部に収容される給電接片１１７と接
触し、当該給電接片１１７の弾性力及び当該給電接片１１７に形成される端子保持部１１
７Ａにて端子１４Ａが挟持される。これにより、端子１４Ａと給電接片１１７は、電気的
に接続される。
【０１２１】
　また、照明灯側ソケット部材１１２の収容部５６内に本体側ソケット部材１１１の接続
部１１６を挿入し、更に照明灯側ソケット部材１１２を上方に押し上げることで、収容部
５６の外方に形成される係合爪４１、４１が、本体側ソケット部材１１１の接続部１１６
の外方に形成される係合爪１２１、１２１と係合する。
【０１２２】
　これにより、安定して照明灯側ソケット部材１１２を本体側ソケット部材１１１に取り
付けることができる。そのため、従来のようにクリップに照明灯を保持させる構成に比し
て、容易に照明灯１４を棚８下面に取り付けることが可能となり、取付作業の簡素化を図
ることができるようになる。また、安定して照明灯側ソケット部材１１２を本体側ソケッ
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ト部材１１１に係止させることで、照明灯１４の端子１４Ａを安定して本体側ソケット部
材１１１に収容される給電接片１１７と接触させることができ、安定して、且つ、安全に
照明を行うことができる。
【０１２３】
　また、このとき、本体側ソケット部材１１１には、接続部１１６の外周面と所定間隔を
存してフランジ１２４が形成されているため、照明灯側ソケット部材１１２の収容部５６
の上端は、係る接続部１１６とフランジ１２４との間に形成される隙間に収容される。こ
の場合において、当該フランジ１２４と接続部１１６との間には防水ゴム１２５が設けら
れているため、当該防水ゴム１２５により、係る照明灯側ソケット部材１１２の収容部５
６と本体側ソケット部材１１１との接触面は、水密的に外部を隔離することが可能となる
。
【０１２４】
　これにより、特に、本参考例のように陳列室５内が所定の温度に冷却される場合におい
て、防水ゴム１２５によって仕切られるため、ソケット１１０の表面に付着し、照明灯側
ソケット部材１１２内に浸入した結露により、給電接片１１７と照明灯１４の端子１４Ａ
に付着しショートが発生することを抑制することができる。そのため、照明灯１４やソケ
ット１１０に結露水が付着する場合であっても、安全に照明灯１４を使用することが可能
となる。
【０１２５】
　尚、本体側ソケット部材１１１と照明灯側ソケット部材１１２との係合を離脱させる際
には、照明灯側ソケット部材１１２に形成される前後の係合爪４１、４１を手指にて挟持
し、係合爪４１を内方に押圧することで、係合爪４１が内方に向けて変形し、係合爪１２
１との係合が離脱する。
【０１２６】
　尚、上記実施例１及びもう一つの参考例では、本体側ソケット部材２３又は１１１と照
明灯側ソケット部材２４又は１１２との係合は、いずれも本体側ソケット部材２３（又は
１１１）に形成される係合爪４０（又は１２１）と、照明灯側ソケット部材２４（又は１
１２）に形成される係合爪４１とを係合させることで行われる。このとき、係合爪４０（
又は１２１）は、下端が接続部２９（又は１１６）側に突出して形成されると共に、係合
爪４１は、上端が外方側に突出して形成されている。しかしながら、当該本体側ソケット
部材と照明灯側ソケット部材との係合は、これに限定されるものではない。以下、図４３
乃至図４５又は図４６乃至図４８を参照して他の参考例について説明する。
【０１２７】
　図４３は、三つ目の参考例としてのソケット１３０を構成する本体側ソケット部材１３
１の内部透視断面図、図４４は図４３の本体側ソケット部材１３１に取り付けられる照明
灯側ソケット部材１３２の外方側からみた側面図、図４５はソケット１３０の部分透視断
面図を示している。尚、係合部についての構成及び、防水機構が設けられていない点以外
は、二つ目の参考例におけるソケット１１０と略同様の構成であるため、説明を省略する
。
【０１２８】
　この参考例における本体側ソケット部材１３１に形成される係合爪（係合部）１３３は
、接続部１１６の前後（図４３では左右に図示される）に位置して、垂下した後、下端が
上方に向けて折り返されて形成されると共に、当該上端が外方に突出して、接続部１１６
と一体に形成されている。この係合爪１３３も、上記実施例と同様に弾性材料にて構成さ
れており、当該折り返された部分を押圧することで、変形可能とされている。
【０１２９】
　他方、照明灯側ソケット部材１３２に形成される係合部１３４は、収容部５６の前後面
（図４４では左右に図示される）に位置して、外方に向けて突出して形成されると共に、
当該係合部１３４は、上下に貫通する連通孔が形成される。
【０１３０】
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　係る構成により、照明灯側ソケット部材１３２の収容部５６内に本体側ソケット部材１
３１の接続部１１６を挿入し、更に照明灯側ソケット部材１３２を上方に押し上げること
で、収容部５６の外面に形成される各係合部１３４、１３４内に本体側ソケット部材１３
１に形成される係合爪１３３の下端が挿入される。このとき、係合爪１３３は、上方に折
り返し形状とされる弾性材料にて構成されるため、下端より照明灯側ソケット部材１３２
内に進入した係合爪１３３は、上部が進入するに従い、係合部１３４の内部において、外
方に向けて拡開する付勢力が働き、これによって、係合爪１３３が係合部１３４に確実に
係合されることとなる。
【０１３１】
　これにより、安定して照明灯側ソケット部材１３２を本体側ソケット部材１３１に取り
付けることができる。そのため、照明灯１４の端子１４Ａを安定して本体側ソケット部材
１３１内に収容される給電接片１１７と接触させることができ、安定して、且つ、安全に
照明を行うことができる。
【０１３２】
　図４６は、四つ目の参考例としてのソケット１４０を構成する本体側ソケット部材１４
１の内部透視断面図、図４７は図４６の本体側ソケット部材１４１に取り付けられる照明
灯側ソケット部材１４２の外方側からみた側面図、図４８はソケット１４０の部分透視断
面図を示している。尚、係合部についての構成及び、防水機構が設けられていない点以外
は、二つ目の参考例におけるソケット１１０と略同様の構成であるため、説明を省略する
。
【０１３３】
　この参考例における本体側ソケット部材１４１に形成される係合爪（係合部）１４３は
、接続部１１６の前後（図４６では左右に図示される）に位置して、垂下した後、下端が
外方、即ち、前側に位置する係合爪１４３は前方に、後側に位置する係合爪１４３は後方
に向けて突出して、接続部１１６と一体に形成されている。この係合爪１４３も、上記実
施例と同様に弾性材料にて構成されている。
【０１３４】
　他方、照明灯側ソケット部材１４２に形成される係合部は、収容部５６の前後面（図４
７では左右に図示される）から所定寸法だけ外方、即ち、それぞれ前後方向に延在した後
、略直角に起立して形成される係合片（係合部）１４４、１４４が収容部５６と一体に形
成される。この係合片１４４は、当該係合片１４４が収容部５６との連結部を中心として
内方に押圧可能とする弾性材料にて構成されていると共に、上端が内方、収容部５６側に
向けて突出して形成されている。また、この係合片１４４と収容部５６との間には、上記
本体側ソケット部材１４１の係合爪１４３を挿入可能とするための所定の隙間が形成され
ているものとする。
【０１３５】
　係る構成により、照明灯側ソケット部材１４２の収容部５６内に本体側ソケット部材１
４１の接続部１１６を挿入し、更に照明灯側ソケット部材１４２を上方に押し上げる。こ
れにより、係合片１４４の上端に当接する係合爪１４３により、係合片１４４の上端が外
方に向けて変形されることから、収容部５６の外面に形成される各係合爪１４３は収容部
５６と係合片１４４との間に収容され、これにより、係合片１４４の内方に向けて突出す
る上端と、係合爪１４３の外方に向けて突出する下端とが結合され、係合片１４４の内方
に向かう付勢力により、係合片１４４と係合爪１４３とが確実に係合されることとなる。
【０１３６】
　これにより、安定して照明灯側ソケット部材１４２を本体側ソケット部材１４１に取り
付けることができる。そのため、照明灯１４の端子１４Ａを安定して本体側ソケット部材
１４１内に収容される給電接片１１７と接触させることができ、安定して、且つ、安全に
照明を行うことができる。
【０１３７】
　次に、図４９乃至図５６を参照してもう一つの参考例についてのショーケースの照明灯
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１４のソケット１５０の構造について説明する。尚、ショーケース全体の構成については
、上記実施例と同様であるため、説明を省略する。図４９はソケット１５０を構成する本
体側ソケット部材１５０の縦断側面図、図５０は図４９を下方からみた平面図、図５１は
本体側ソケット部材１５１の正面図、図５２は照明灯側ソケット部材１５２を外方からみ
た内部透視側面図、図５３は図５２を左からみた正面図、図５４は図５３の断面図、図５
５は図５２を下方からみた平面図、図５６はソケット１５０の断面図を示している。
【０１３８】
　この参考例におけるソケット１５０は、端部に受電用の端子１４Ａを有する照明灯１４
を係脱自在にショーケース１の本体側、本参考例では、棚８下面に固定するものである。
ソケット１５０は、本体側ソケット部材１５１と、照明灯側ソケット部材１５２とから構
成される。
【０１３９】
　本体側ソケット部材１５１は、内方に向けて開放する筐体１５３と、当該筐体１５３の
開口を閉塞する蓋部材１５４とから構成され、いずれも硬質合成樹脂にて成形されている
。筐体１５３は、下方に開口を有する接続部１５６を有し、当該接続部１５６には、内部
に二つの給電接片（給電部）１５７、１５７と、当該給電接片１５７、１５７の下端には
、それぞれ給電側端子１５８、１５８が電気的に接続されている。この給電側端子１５８
、１５８は、照明灯側ソケット部材１５２に設けられる受電側端子（導電部材）を内部に
挿入し、電気的に接続されるものであり、接続部１５６に形成された下面開口に臨んでい
る。
【０１４０】
　尚、この接続部１５６の開口縁には、下方に延出するフランジ１５６Ａが形成されてお
り、当該フランジ１５６Ａにて給電側端子１５８、１５８の周囲が囲繞される。また、こ
の接続部１５６内には、給電接片１５７が設けられる接続部１５６の内側と、外部とを水
密的に隔離する防水機能を有する防水ゴム１６３が設けられている。他方、給電接片１５
７、１５７の上端には、それぞれ給電線１５９、１５９が接続されており、当該給電線１
５９は、筐体１５３の上面より外部に引き出される。
【０１４１】
　尚、本参考例における本体側ソケット部材１５１は、上記実施例１のようにコンデンサ
を収容する収容部が設けられているものではないため、当該給電線１５９は、別途ショー
ケース内に配設されるコンデンサに接続された後、電源に接続されるものとする。
【０１４２】
　そして、この接続部１５６の前後（図４９及び図５０では左右に図示される）には、垂
下した後、下端が内方に向けて突出する係合爪（係合部）１６０、１６０が筐体１５３と
一体に形成されている。この係合爪１６０、１６０は、照明灯側ソケット部材１５２に形
成される係合爪１６１、１６１と係脱可能に挿入するため、当該係合爪１６０と接続部１
５６との間には、所定の空間が形成されているものとする。
【０１４３】
　他方、蓋部材１５４は、筐体１５３の接続部１５６の開口と外形が略同様に形成されて
いると共に、蓋部材１５４の上端は、棚８取付面に対し水平に固定部１５５が形成されて
おり、当該固定部１５５には、棚８下面に当接して、予め穿設されるネジ孔と螺合するた
めのネジ孔１５５Ａが形成されている。
【０１４４】
　上記筐体１５４の開口は、当該筐体１５３内に給電接片１５７、給電側端子１５８及び
給電線１５９が配設された状態で、蓋部材１５４にて閉塞されており、これら筐体１５３
と蓋部材１５４との接合面は、接着され、一体とされているものとする。
【０１４５】
　他方、照明灯側ソケット部材１５２は、上記本体側ソケット部材１５１と同様に、硬質
合成樹脂にて形成されており、照明灯１４の端部に装着される装着部１６４と、当該装着
部１６４の外側に形成される接続部１６６とから構成される。
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【０１４６】
　装着部１６４は、照明灯１４の端部を囲繞する有底円筒状のカバー部１６５から構成さ
れている。カバー部１６５を構成する円筒底面、即ち、カバー部１６５の外端面には、照
明灯１４端部に設けられる受電用の端子１４Ａ、１４Ａを挿通可能とする端子挿通孔１６
７、１６７が形成されている。
【０１４７】
　他方、装着部１６４の外側に形成される接続部１６６は、当該接続部１６６の上面より
上方に突出すると共に、下部が、前記端子挿通孔１６７から挿入された照明灯１４の端子
１４Ａと電気的に接続可能に設けられる受電側端子１６８が設けられている。
【０１４８】
　接続部１６６の前後（図５２では左右に図示される）には、接続部１６６の下面から所
定寸法だけ外方、即ち、それぞれ前後方向に延在した後、略直角に起立した状態とされる
係合爪１６１、１６１が接続部１６６と一体に形成される。この係合爪１６１、１６１は
、それぞれ下端を中心として内方に押圧可能とする弾性材料にて構成されていると共に、
上端が外方、即ち、前側に形成される係合爪１６１は、前方に向けて、後側に形成される
係合爪１６１は、後方に向けて突出して形成されている。この係合爪１６１、１６１は、
それぞれ上述した如き本体側ソケット部材１５１に形成される係合爪１６０、１６０と係
脱可能とされている。
【０１４９】
　以上の構成により、係る参考例におけるソケット１５０による照明灯１４の取付方法に
ついて説明する。先ず初めに、本体側ソケット部材１５１の蓋部材１５４に形成される固
定部１５５を棚８下面の端部に宛い、当該固定部１５５に形成される係合孔１５５Ａを棚
８下面に予め穿設された係合孔と重合し、図示しないネジにて固定する。これにより、ソ
ケット１５０を構成する本体側ソケット部材１５１が棚８下面に固定される。
【０１５０】
　次に、照明灯１４の両端に照明灯側ソケット部材１５２を装着する。このとき、照明灯
１４の受電用の端子１４Ａは、カバー部１６５に形成される端子挿通孔１６７、１６７に
挿通されると共に、当該端子１４Ａが接続部１６６内部に収容される受電側端子１６８、
１６８と電気的に接続される。
【０１５１】
　照明灯１４の両端に照明灯側ソケット部材１５２が装着された状態で、各照明灯側ソケ
ット部材１５２を本体側ソケット部材１５１に取り付ける。即ち、本体側ソケット部材１
５１の接続部１５６を照明灯側ソケット部材１５２の接続部１６６と接続する。このとき
、接続部１６６の上面には、照明灯１４の受電用の端子１４Ａと電気的に接続された受電
側端子１６８、１６８が突出して取り付けられていることから、これら受電側端子１６８
が接続部１５６に設けられる給電側端子１５８、１５８内に嵌合されることで、これら端
子は電気的に接続される。また、この給電側端子１５８は、一端が電源に接続される給電
線１５９に電気的に接続されているため、照明灯１４の端子１４Ａも電源に電気的に接続
されることとなる。
【０１５２】
　また、照明灯側ソケット部材１５２の接続部１６６と本体側ソケット部材１５１の接続
部１５６を接続し、更に照明灯側ソケット部材１５２を上方に押し上げることで、接続部
１６６の外方に形成される係合爪１６１、１６１が、本体側ソケット部材１５１のフラン
ジ１５６Ａの外方に形成される係合爪１６０、１６０と係合する。
【０１５３】
　これにより、安定して照明灯側ソケット部材１５２を本体側ソケット部材１５１に取り
付けることができる。そのため、従来のようにクリップに照明灯を保持させる構成に比し
て、容易に照明灯１４を棚８下面に取り付けることが可能となり、取付作業の簡素化を図
ることができるようになる。また、安定して照明灯側ソケット部材１５２を本体側ソケッ
ト部材１５１に係止させることで、照明灯１４の端子１４Ａを受電側端子１６８や給電側
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端子１５８等の導電部材を介して安定して本体側ソケット部材１５１に収容される給電接
片１５７と電気的に接続することが可能となり、安定して、且つ、安全に照明を行うこと
ができる。
【０１５４】
　また、このとき、本体側ソケット部材１５１には、接続部１５６内に防水ゴム１６３が
設けられているため、当該防水ゴム１６３により、係る照明灯側ソケット部材１５２の受
電側端子１６８と本体側ソケット部材１５１の給電側端子１５８とは、水密的に外部を隔
離することが可能となる。
【０１５５】
　これにより、特に、本参考例のように陳列室５内が所定の温度に冷却される場合におい
て、防水ゴム１６３によって仕切られるため、ソケット１５０の表面に付着した結露が、
各端子１５８、１６８に付着しショートが発生することを抑制することができる。そのた
め、照明灯１４やソケット１５０に結露水が付着する場合であっても、安全に照明灯１４
を使用することが可能となる。
【０１５６】
　尚、本体側ソケット部材１５１と照明灯側ソケット部材１５２との係合を離脱させる際
には、照明灯側ソケット部材１５２に形成される前後の係合爪１６１、１６１を手指にて
挟持し、係合爪１６１を内方に押圧することで、係合爪１６１が内方に向けて変形し、係
合爪１６０との係合が離脱することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５７】
【図１】低温ショーケースの斜視図である。
【図２】図１の低温ショーケースの概略縦断側面図である。
【図３】ソケット及び照明灯が取り付けられた状態の棚の下面斜視図である（実施例１）
。
【図４】棚下面の部分斜視図である（実施例１）。
【図５】陳列室の一側に取り付けられるソケットの側面図である（実施例１）。
【図６】図５のソケットの部分透視断面図である（実施例１）。
【図７】本体側ソケット部材の斜視図である（実施例１）。
【図８】本体側ソケット部材の側面図である（実施例１）。
【図９】本体側ソケット部材の筐体の側面図である（実施例１）。
【図１０】本体側ソケット部材の蓋部材の側面図である（実施例１）。
【図１１】図８を下側からみた平面図である（実施例１）。
【図１２】本体側ソケット部材の正面図である（実施例１）。
【図１３】図１１に給電線を取り付けた状態を示した図である（実施例１）。
【図１４】照明灯側ソケット部材の斜視図である（実施例１）。
【図１５】照明灯側ソケット部材の側面図である（実施例１）。
【図１６】図１５を右からみた図である（実施例１）。
【図１７】図１５を裏側からみた図である（実施例１）。
【図１８】図１５を下から見た図である（実施例１）。
【図１９】カバー部の拡大断面図である（実施例１）。
【図２０】ソケットに給電線及び照明灯を取り付ける状態を説明する概略図である（実施
例１）。
【図２１】図２０の電気配線図である（実施例１）。
【図２２】ソケットが棚下面に取り付けられる状態を下方から見た一部切欠斜視図である
（実施例１）。
【図２３】ソケットが棚下面に取り付けられた状態を示す下方から見た拡大斜視図である
（実施例１）。
【図２４】図２３の部分縦断側面図である。
【図２５】ソケットが棚端部に取り付けられた状態を示す下方から見た拡大斜視図である
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。
【図２６】他の実施例としての照明灯保持部を示す照明灯側ソケット部材の側面図である
。
【図２７】図２６の断面図である。
【図２８】図２６の断面図である。
【図２９】他の実施例としての保温筒保持部を示す分解図である。
【図３０】他の実施例としての端子挿通孔を示す側面図である。
【図３１】ソケットが取り付けられた状態の棚下面の斜視図である（参考例）。
【図３２】ソケットの斜視図である（参考例）。
【図３３】本体側ソケット部材の斜視図である（参考例）。
【図３４】照明灯側ソケット部材の斜視図である（参考例）。
【図３５】図３２のソケットの部分透視側面図である（参考例）。
【図３６】図３２を左側からみた断面図である（参考例）。
【図３７】図３６に照明灯を取り付けた状態の断面図である（参考例）。
【図３８】ソケットが取り付けられた状態の棚下面の斜視図である（参考例）。
【図３９】本体側ソケット部材の内部透視側面図である（参考例）。
【図４０】本体側ソケット部材を下方からみた平面図である（参考例）。
【図４１】照明灯側ソケット部材の外方からみた側面図である（参考例）。
【図４２】ソケットの部分透視側面図である（参考例）。
【図４３】他の参考例としてのソケットを構成する本体側ソケット部材の内部透視断面図
である。
【図４４】図４３の本体側ソケット部材に取り付けられる照明灯側ソケット部材の外方側
からみた側面図である。
【図４５】ソケットの部分透視断面図である。
【図４６】他の参考例としてのソケットを構成する本体側ソケット部材の内部透視断面図
、図４である。
【図４７】図４６の本体側ソケット部材に取り付けられる照明灯側ソケット部材の外方側
からみた側面図である。
【図４８】ソケットの部分透視断面図である。
【図４９】本体側ソケット部材の縦断側面図である（参考例）。
【図５０】図４９を下方からみた平面図である（参考例）。
【図５１】本体側ソケット部材の正面図である（参考例）。
【図５２】照明灯側ソケット部材を外方からみた内部透視側面図である（参考例）。
【図５３】図５２を左からみた正面図である（参考例）。
【図５４】図５３の断面図である（参考例）。
【図５５】図５２を下方からみた平面図である（参考例）。
【図５６】ソケットの断面図である（参考例）。
【図５７】従来のソケットに給電線及び照明灯を取り付ける状態を説明する概略図である
。
【図５８】図５７の電気配線図である。
【符号の説明】
【０１５８】
　１　　ショーケース
　５　　陳列室
　８　　棚
　１４　照明灯（棚下用）
　１４Ａ　端子（受電用）
　１６　照明灯（天井用）
　２２、８０、１１０、１３０、１４０、１５０　ソケット
　２３、８１、１１１、１３１、１４１、１５１　本体側ソケット部材
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　２４、８２、１１２、１３２、１４２、１５２　照明灯側ソケット部材
　２５、８３、１１３、１５３　筐体
　２６、８４、１１４、１５４　蓋部材
　２８　本体側取付面
　２９、８６、１１６、１５６、１６６　接続部
　２９Ａ、１１６Ａ　仕切壁
　２９Ｂ　切欠
　３０　コンデンサ収容部
　３１　取付面係合部
　３２　補強板
　３２Ａ　前壁
　３３　保持突起
　３３Ａ　切込
　３４　コンデンサ
　３５、８７、１１７、１５７　給電接片
　３６、１１８、１５９　給電線
　３７　電源
　３９、１２０　挿入部
　４０、４１、１２１、１３３、１４３、１６０、１６１　係合爪
　４２　切欠
　４３　保温筒
　４５　蓋側コンデンサ収容部
　４６、９５、１２２、１５５　固定部
　４７、５２、１５５Ａ　ネジ孔
　４８　アース用端子固定部
　５０　取付片
　５１、９６、１２３　係合孔
　５５、１００、１６４　装着部
　５６、１０１　収容部
　５７、１６５　カバー部
　５８、６３　照明灯保持部
　５９　保温筒保持部
　６０、７２、１０２、１６７　端子挿通孔
　６１　押圧部
　６２　水抜き孔
　６７　端部取付片
　６９　アース用端子
　８７Ａ　端子保持部
　８８　給電線
　９０　挿入部
　９１　係合爪（係合部）
　９２　操作部
　９３　端子保持部
　１０３　保持片
　１０４　操作部挿入口
　１０５　端面
　１２５、１６３　防水ゴム
　１３４　係合部
　１４４　係合片
　１５８　給電側端子
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