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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】防音性を有しながら開放感を確保するとともに
、部品点数も少なく組み立て及び移動が簡単で、設置時
における作業効率の向上と製造コストの低減が図られる
屋内設置用の通話ブースを提供する。
【解決手段】携帯電話での通話の際に利用される通話用
ブース１Ｃであって、鉛直方向の空間が仕切られること
なく、ほぼ鉛直方向に延びる壁部２ａ，３ａにより包囲
され、少なくとも通話者の頭部又はその一部が収容可能
な通話スペースＳを備え、通話スペースＳは、壁部２ａ
，３ａの水平方向における両端部同士を離間して形成さ
れた通話者が出入り可能な開口部Ｅを介して外部に通じ
るとともに、吸音性を有する所定の吸音部材Ｋを壁部２
ａ，３ａに備えている。
【選択図】図４
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話による通話の際に利用される通話用ブースであって、
　鉛直方向の空間が仕切られることなく、ほぼ鉛直方向に延びる壁部により包囲され、少
なくとも通話者の頭部又はその一部が収容可能な通話スペースを備え、
　前記通話スペースは、
　前記壁部の水平方向における両端部同士を離間して形成された通話者が出入り可能な開
口部を介して外部に通じるとともに、吸音性を有する所定の吸音部材を前記壁部に備える
　ことを特徴とする通話用ブース。
【請求項２】
　前記通話スペースは、少なくとも二つの板状仕切り部材で仕切られた内側空間からなり
、
　前記板状仕切り部材は、その端部同士が水平方向に開閉自在に軸支された
　ことを特徴とする請求項１記載の通話用ブース。
【請求項３】
　前記二つの板状仕切り部材は、二つの板状仕切り部材のうちの一方の板状仕切り部材を
所定の取り付け面に係止可能に形成し、他方の板状仕切り部材を開閉自在とした
　ことを特徴とする請求項２記載の通話用ブース。
【請求項４】
　前記一方の板状仕切り部材の前記壁部に、閉じた状態における前記他方の板状仕切り部
材を収容可能な凹部を形成した
　ことを特徴とする請求項３記載の通話用ブース。
【請求項５】
　前記通話スペースは、水平方向に切断したときの断面形状が略コの字状をなす凹状仕切
り部材の内側空間からなる
　ことを特徴とする請求項１記載の通話用ブース。
【請求項６】
　前記凹状仕切り部材は、前記壁部の水平方向における両端部が前記通話スペースに向け
て屈曲した屈曲部を有し、前記吸音部材を前記屈曲部と前記壁部との間で支持する
　ことを特徴とする請求項５記載の通話用ブース。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、携帯電話による通話の際に利用可能な通話用ブースに関し、特に、駅やホー
ル、デパート等の公共施設などの屋内設置に適した通話用ブースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話で通話を行うときには、その通話音により周囲の人々に迷惑が掛かることがあ
る。特に、駅やホール、デパートなどの公共の場では、大きな声での通話は、周りの人々
を不快にさせるだけでなく、通話している本人も、周囲の雑音により音声が聞き取りにく
く、周りへの配慮から遠慮がちに小声で通話をしなければならない。
　また、会話の内容によっては他人に知られたくないこともあることから、何ら囲いのな
い場所では秘匿性の確保が困難であった。
【０００３】
　このような携帯電話での通話に係る問題を解決するために、例えば、特許文献１に、防
音性を備えた携帯電話用の通話ボックスが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－３８３４２号公報
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【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、特許文献１に提案されている通話ボックスは、多くの部品から構成され、組
み立てや設置が手軽に行えるものではなかった。
　また、携帯電話はそもそも開放的な環境で通話可能なことが最大の利点であるにもかか
わらず、通話スペースを扉等で覆い通話者に閉塞感を与えることは、その特長を阻害する
ことになりかねない。
　また、通話スペースを扉等で覆い密室化することは、防犯上好ましくなく、特に、女性
から敬遠されるおそれがあった。
【０００６】
　以上のような問題を解決すべく、本願考案者らは、鋭意研究の結果、部品点数も少なく
簡易な形状で構成されるとともに、設置の容易性、移動の簡便性を追及しつつ、防音性を
確保しながら、しかも開放的に通話可能な携帯電話用の通話用ブースを考案するに至った
ものである。
【０００７】
　すなわち、本考案は、上述したような現状の技術が有する問題を解決するために提案さ
れたものであり、防音性を確保しつつも開放感を損なうことなく、さらには設置や移動の
容易性とコストの低減を追求した携帯電話用の通話用ブースの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本考案に係る携帯電話用の通話用ブースは、携帯電話による
通話の際に利用される通話用ブースであって、鉛直方向の空間が仕切られることなく、ほ
ぼ鉛直方向に延びる壁部により包囲され、少なくとも通話者の頭部又はその一部が収容可
能な通話スペースを備え、前記通話スペースは、前記壁部の水平方向における両端部同士
を離間して形成された通話者が出入り可能な開口部を介して外部に通じるとともに、吸音
性を有する所定の吸音部材を前記壁部に備える構成としてある。
【０００９】
　このように、本発明に係る携帯電話用の通話用ブースは、鉛直方向の空間が仕切られる
ことなく、ほぼ鉛直方向に延びる壁部により包囲され、少なくとも通話者の頭部の一部又
は全部が収容可能な空間となる通話スペースを備え、この通話スペースは、壁部の水平方
向における両端部同士を離間して形成された通話者が出入り可能な開口部を介して外部に
通じるとともに、吸音部材を壁部に有しているので、吸音部材による防音効果と開口部に
よる開放感の双方が担保されることになる。
【００１０】
　また、携帯電話用の通話用ブースは、鉛直方向に延びる壁部を形成するための部材と吸
音部材とで形成可能であることから、部品点数も少なく、組み立て及び移動が簡単になる
とともに、低コストでの製造が可能となる。
　なお、本発明の通話用ブースは、鉛直方向に延びる壁部により包囲されるとともに、壁
部の水平方向における両端部同士を離間して形成された通話者が出入り可能な開口部を介
して外部に通じる通話スペースを有することを特徴とするものの、その外観（外形）を特
に限定するものではない。
【考案の効果】
【００１１】
　以上、本考案の携帯電話用の通話用ブースによれば、防音性を確保しつつも開放感を損
なうことがないので女性も気軽に利用できるとともに、部品点数も少なく組み立て及び移
動が容易なので、設置作業の効率向上と製造コストの低減が図られる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本考案の第一実施形態に係る通話用ブースの外観斜視図である。
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【図２】本考案の第二実施形態に係る通話用ブースの外観斜視図である。
【図３】本考案の第二実施形態に係る通話用ブースを横に並べて配置したときの外観斜視
図である。
【図４】本考案の第三実施形態に係る通話用ブースの外観斜視図であり、（ａ）は、閉じ
た状態を示し、（ｂ）は、開いた状態を示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本考案に係る携帯電話による通話用ブースの好ましい実施形態について、図１～
図４を参照しながら説明する。
【００１４】
　まず、各実施形態に係る通話用ブース１Ａ～１Ｃに共通する特徴について説明する。
　各実施形態に係る通話用ブース１Ａ～１Ｃは、図１～図４に示すように、携帯電話によ
る通話の際に利用される通話用ブースであって、鉛直方向の空間が仕切られることなく、
ほぼ鉛直方向に延びる壁部２ａ，３ａにより包囲され、少なくとも通話者の頭部又はその
一部が収容可能な通話スペースＳを備え、通話スペースＳは、壁部２ａ，３ａの水平方向
における両端部同士を離間して形成された通話者が出入り可能な開口部Ｅを介して外部に
通じるとともに、吸音性を有する所定の吸音部材Ｋを壁部２ａ，３ａに備えている。
【００１５】
　このように通話スペースＳを、鉛直方向の空間が仕切られることなく、ほぼ鉛直方向に
延びる壁部２ａ，３ａにより包囲するように構成したのは、鉛直方向の空間を開放させる
ことで閉塞感が軽減されるとともに、鉛直方向の空間を仕切ってしまうと、通話者の身長
によっては頭をもたげたり身を屈めたりするなど不自然な姿勢で通話することにもなりか
ねないが、鉛直方向に延びる壁部２ａ，３ａだけで包囲されることになれば、壁部２ａ，
３ａに向かって、自然な立ち姿や椅子を用いた自然な座り姿で通話することができるから
である。
【００１６】
　また、通話スペースＳを、少なくとも頭部の一部又は全部が収容可能な空間としたのは
、これにより少なくとも通話者の口と左右の耳の部分が外部空間から仕切られるため、音
声を発する口から外部への通話音の漏れと、外部からの雑音の耳への到達が壁部２ａ，３
ａにより阻害されるからである。
【００１７】
　また、壁部２ａ，３ａに吸音性を有する所定の吸音部材Ｋを設けることにより、通話音
がこの吸音部材Ｋにより吸音されることになるため、外部への通話音の漏れが防止され、
周囲の人々を不快にさせることがなくなるとともに、通話者も周囲を気にすることなく通
話することができるのである。
【００１８】
　このような作用効果を発揮する吸音部材Ｋを壁部２ａ，３ａに備える構成としては、吸
音性を有する素材を、壁部２ａ，３ａ内に内蔵（収納、充填）する構成の他、屈曲する取
り付け面にも密着して固定可能に変形するシート状に形成し、これを壁部２ａ，３ａに取
り付ける構成とすることもできる。
【００１９】
　吸音性を有する素材としては、例えば、綿、布、化学繊維、グラスウール、羊毛系断熱
材、木質系繊維材などを用いることができる。
　また、シート状に形成する場合には、上記のような吸音性を有する素材を、弾性変形可
能な材質（例えば、発泡系ウレタン、ゴム、シリコン、合成樹脂など）で形成された有底
又は無底の枠体内に充填するとともに、これらを伸縮可能な所定の被覆材（例えば、綿、
麻、絹、化学繊維、皮、紙など）で覆うことで製造することもできる。
【００２０】
　また、通話スペースＳを、壁部２ａ，３ａの水平方向における両端部同士を離間させて
形成した通話者が出入り可能な開口部Ｅを介して外部に通じるように構成したのは、開口
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部Ｅを介して通話スペースＳを直接外部空間と通じさせることで、出入りの際のスムーズ
な移動と開放感とを確保するためである。これにより、通話者は気軽に出入りできるとと
もに、閉塞感が軽減され、外部からも通話スペースＳが視認可能となることから、防犯性
が向上し、女性も気軽に利用できるという効果を発揮することになる。
　次に、各実施形態に係る通話用ブース１Ａ～１Ｃの個々の特徴について説明する。
【００２１】
［第一実施形態］
　図１は、第一実施形態に係る通話用ブース１Ａの外観斜視図である。
　本実施形態に係る通話用ブース１Ａは、図１に示すように、通話者の全身をほぼ収容可
能な空間を有するとともに、水平方向に切断したときの断面形状が略コの字状をなす凹状
の仕切り部材２と、その内側の壁部２ａに取り付けられる吸音部材Ｋと、から構成されて
いる。
【００２２】
　本実施形態に係る凹状の仕切り部材２は、例えば、ステンレス製の板状部材を筒状に湾
曲形成したワンパーツ構造からなり、その内側には、通話者の全身をほぼ収容可能な空間
（例えば、縦２２００ｍｍ×直径１０００ｍｍ）となる通話スペースＳが形成されている
。
　また、凹状の仕切り部材２は、断面形状が略コの字状としてあるので、その底部２ｃを
設置面に載置させることで自立させることができる。
　このように、ワンパーツ構造で形成することにより、通話用ブース１Ａを単に設置面に
載置するだけで設置が完了することから、作業性が向上するとともに、簡単に移動するこ
とができる。
【００２３】
　また、凹状の仕切り部材２は、開口部Ｅとの境界となる水平方向の両端部が内側空間（
通話スペースＳ）に向けて屈曲した屈曲部２ｄを有し、吸音部材Ｋを屈曲部２ｄと壁部２
ａとの間で支持（例えば、挟持）するようになっている。
　このような屈曲部２ｄを設けることで、開口部Ｅからの出入りに際して、通話者が接触
可能となるのは屈曲部２ｄの最も張り出した部分となり、縁端部に直接接触することがな
くなるので、通話者を怪我等から保護することができる。
　特に、本実施形態のように、凹状の仕切り部材２をステンレスなどの金属製とした場合
には、その縁端部を内側空間に向けて折り返すだけで屈曲部２ｄを簡単に形成することが
できる。
　さらに、屈曲部２ｄと壁部２ａとの間で吸音部材Ｋを支持することで、吸音部材Ｋを壁
部２ａに固定するための固定部材を新たに設ける必要がないことから、製造コストの低減
が図られるとともに、吸音部材Ｋの取り付け部分を目隠しすることができる。
【００２４】
　また、本実施形態の吸音部材Ｋはシート状に形成され、通話者の少なくとも頭部に対応
する高さ位置を含みながら、壁部２ａの一部（例えば、上部側）を覆うように取り付けて
あるが、壁部２ａの全面を覆うように取り付けることもできる。
【００２５】
　また、通話用ブース１Ａは、鉛直方向の空間が仕切られることなく上部２ｂ側が開口さ
れているので、凹状の仕切り部材２による閉塞感が軽減される。
　また、本実施形態に係る通話用ブース１Ａは、底部２ｃも開口させてある。これにより
、軽量化が図られ設置のための移動が容易になるとともに、材料費の低減が図られる。
　なお、設置面を傷つけないようするために、底部２ｃの全周に渡って、ゴム等の緩衝材
を取り付けることもできる。
　また、本実施形態に係る通話用ブース１Ａの底部２ｃは、空間的に仕切られた設置面に
接しており、新たに空間を仕切ることにならないことから、所定の床材を敷設するなどし
て閉口させることもできる。
【００２６】



(6) JP 3171016 U 2011.10.13

10

20

30

40

50

　また、本実施形態では、通話用ブース１Ａを、その底部２ｃを設置面に載置させること
で自立可能に形成したが、凹状の仕切り部材２（背面側）を所定の取り付け面に取り付け
可能（ネジ固定用の孔を穿設するなど）に形成することで、底部２ｃを設置面から離間さ
せて設置することもできる。
　この場合は、通話者の全身をほぼ収容可能な空間を有する必要はなく、少なくとも通話
者の頭部又はその一部や、上半身を収容可能な空間を有すれば足りる。
【００２７】
　なお、上記の底部２ｃを設置面から離間させて設置する構成として、凹状の仕切り部材
２を所定の取り付け面に取り付け可能に構成する他に、底部２ｃから垂下する脚部（少な
くとも１本）を設け、この脚部で凹状の仕切り部材２で支持する構成とすることもできる
。
【００２８】
　また、水平方向に切断したときの断面形状が略コの字状とは、コの字形状そのものを含
むのはもちろんのこと、それ以外の形状として、例えば、Ｖ字、Ｕ字、Ｃ字など、開口部
Ｅを形成しながら通話スペースＳを確保可能な形状をすべて含む概念を意味する。
【００２９】
［第二実施形態］
　図２は、第二実施形態に係る通話用ブース１Ｂの外観斜視図である。
　本実施形態に係る通話用ブース１Ｂは、図２に示すように、端部同士が水平方向に開閉
自在に軸支された、少なくとも二つの板状の仕切り部材２，３と、それらの内側の壁部２
ａ，３ａに設けられる吸音部材Ｋとから構成されている。
【００３０】
　板状の仕切り部材２，３は、例えば、合成樹脂（例えば、ＡＢＳ、ポリカーボネート）
等で成形された枠体と、この枠体内に内蔵（収納、充填）された吸音部材Ｋと、これらを
覆う所定の被覆材（布など、抗菌加工が施されているものが望ましい）と、を備えるパネ
ル（例えば、縦２２００ｍｍ×横８００ｍｍ×板厚３０ｍｍ）からなり、これらのパネル
の縁端部同士をヒンジ４により水平方向に開閉自在に軸支した、つい立形状を有している
。
【００３１】
　このような構成により、板状の仕切り部材２，３を、ヒンジ４を支点に所定の開度で開
くことにより、仕切り部材２と仕切り部材３との間に、通話者の全身をほぼ収容可能な通
話スペースＳが形成されることになる。
　また、通話用ブース１Ｂは、板状の仕切り部材２，３を、ヒンジ４を支点に所定の開度
で開くことにより、その底部２ｃ，３ｃを設置面に載置させることで自立させることがで
きる。
　これにより、設置面に簡単に設置できるだけでなく、移動も簡単となり、さらに、板状
に形成されることで収納時にはヒンジ４を支点に閉じることにより、少ないスペースに収
容することができる。
　また、鉛直方向の空間が仕切られることなく上部２ｂ，３ｂ側が開口されているので、
板状の仕切り部材２，３による閉塞感が軽減される。
【００３２】
　さらに、板状の仕切り部材２，３の間に形成される通話スペースＳは、仕切り部材２，
３の開閉操作により、拡縮可能となることから、通話音の大きさや会話の内容に応じて通
話者自らが通話スペースＳの大きさを調整することができる。
　なお、吸音部材Ｋは、通話者の少なくとも頭部に対応する高さ位置を含みながら、壁部
２ａの全面又は一部（例えば、上面）に内蔵（収納、充填）することもできる。
【００３３】
　また、通話用ブース１Ｂは、図３に示すように、複数の通話用ブース１Ｂを横方向に並
べて設置することができる。
　これにより、例えば、イベント会場等において、少ない設置作業時間により、しかも必
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要最小限の設置面積で多くの利用者に通話用ブースを提供することができる。
【００３４】
　この場合には、例えば、鉛直方向に切断したときの断面形状がコの字形状を有するとと
もに上方から見た形状が略Ｌ字状の連結具を、隣り合う各仕切り部材２，３の上下端部（
上端部、又は下端部）同士にそれぞれ嵌入させることで、複数の通話用ブース１Ｂを連結
することもできる。
　また、複数の通話用ブース１Ｂは、横方向に並べて設置するだけでなく、それぞれの背
面を背中合わせに配置することで、上方から見たときの形状が、例えば、十字形や星形に
なるように設置することもできる。
【００３５】
　また、本実施形態に係る通話用ブース１Ｂは、二つの板状の仕切り部材２，３で構成し
たが、端部同士をそれぞれ開閉自在に軸支した三つ以上の板状の仕切り部材で構成し、い
わゆる屏風状に形成することもできる。
【００３６】
［第三実施形態］
　図４は、第三実施形態に係る通話用ブース１Ｃの外観斜視図である。
　本実施形態に係る通話用ブース１Ｃは、図４（ａ）、（ｂ）に示すように、第二実施形
態と同様、端部同士を開閉自在に軸支した少なくとも二つの板状の仕切り部材２，３と、
それらの内側の壁部２ａ，３ａに設けられる吸音部材Ｋとから構成されているものの、二
つの板状の仕切り部材２，３のうちの一方の仕切り部材２を所定の取り付け面に係止可能
に形成し、他方の仕切り部材３を水平方向に開閉自在に構成してあることが、第二実施形
態と異なる。
【００３７】
　さらに、本実施形態の板状の仕切り部材２，３は、第二実施形態の板状の仕切り部材２
，３とは異なり、通話者の上半身がほぼ収容可能な大きさ（例えば、縦１０００ｍｍ×横
５００ｍｍ×板厚３０ｍｍ）に形成してある。
　また、本実施形態の板状の仕切り部材２，３は、第二実施形態と同様な構成からなるパ
ネルで形成することもできるが、合成樹脂を平板状に成形したものとし、これに吸音部材
Ｋを固着（貼付）するように構成することもできる。
【００３８】
　このような構成により、板状の仕切り部材２，３を、ヒンジ４を支点に所定の開度で開
くことにより、仕切り部材２と仕切り部材３との間に、鉛直方向の空間が仕切られること
のない通話スペースＳが形成されることになる。
【００３９】
　また、図４（ｂ）に示すように、通話用ブース１Ｃは、仕切り部材２の壁部２ａに凹部
２ｅを形成してある。
　この凹部２ｅは、閉じた状態の仕切り部材３が収容可能に形成され、仕切り部材３が仕
切り部材２の板厚内に収まるようになっている。これにより、通話用ブース１Ｃは、ヒン
ジ４を支点に閉じた状態において、所定の取り付け面からの突出量が抑えられ、省スペー
ス化が図られる。
　さらに、仕切り部材３の開閉を補助するための把手５も手前側に突出しないように仕切
り部材３の一部を切り欠いて形成し、取り付け面からの突出量を最小限に抑えるようにし
てある。
【００４０】
　また、板状の仕切り部材２，３の間に形成される通話スペースＳは、仕切り部材３の開
閉操作により、拡縮可能となることから、通話音の大きさや会話の内容に応じて通話者自
らが通話スペースＳの大きさを調整することができる。
【００４１】
　また、仕切り部材２を所定の取り付け面に係止する構成例として、例えば、仕切り部材
２の少なくとも上端部に孔を穿設し、この孔を介して所定の取り付け面に係止（ネジ固定
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、吊下げ固定など）させることができる。
　また、仕切り部材２の背面に鉤状の引掛部を設け、この引掛部を介して仕切り部材２を
取り付け面に取り付けることもできる。
【００４２】
　なお、本実施形態に係る通話用ブース１Ｃは、二つの板状の仕切り部材２，３で構成し
たが、端部同士をそれぞれ開閉自在に軸支した三つの板状の仕切り部材で構成することも
できる。
　例えば、板状の仕切り部材２の左右両端部にヒンジ４を設けるとともに、このヒンジ４
を介して二つの板状の仕切り部材２をそれぞれ軸支する構成とした、いわゆる観音開き状
に形成することもできる。
【００４３】
　以上説明したように、各実施形態に係る通話用ブース１Ａ～１Ｃによれば、防音性を確
保しつつも出入り容易かつ開放感を損なうことがないので気軽に利用できるとともに、部
品点数も少なく組み立て及び移動が簡単なので設置時における作業効率の向上と製造コス
トの低減が図られる。
【００４４】
　以上、本考案の通話用ブースの好ましい実施形態について説明したが、本考案に係る通
話用ブースは上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、本考案の範囲で種々の変
更実施が可能であることはいうまでもない。
【００４５】
　例えば、第二及び第三実施形態に係る仕切り部材２，３は、それぞれ板状の仕切り部材
で形成したが、各仕切り部材２，３を第一実施形態に係る凹状の仕切り部材２とし、各仕
切り部材２，３を閉じたときの内側空間を通話スペースＳとすることもできる。
【００４６】
　また、通話用ブース１Ａ～１Ｃに、近在の基地局との間で電磁波を送受可能な外部アン
テナとケーブル接続された内部アンテナや、ネットワーク接続用コネクタを設けることも
できる。これにより安定した通話・通信が可能となる。
　また、通話スペースＳに、携帯電話への電力を供給可能な外部電源とケーブル接続され
た接続端子（コンセント）を設けることもできる。これにより電池切れを危惧することな
く通話・通信が可能となる。
【００４７】
　また、通話用ブース１Ａ，１Ｂでは、通話者の出入りを検知可能なセンサ、通話用ブー
ス１Ｃでは、仕切り部材３の開閉を検知可能なセンサを設けるとともに、さらに、これら
のセンサが通話者の利用（進入又は開放）を検出すると、点灯するとともにそれ以外（退
出又は閉塞）は消灯する照明手段（例えば、ＬＥＤ）を設けることもできる。
【００４８】
　また、各実施形態に係る通話用ブース１Ａ～１Ｃでは、吸音部材Ｋを、内側の壁部２ａ
，３ａのみに設けたが、周囲の雑音を吸音すべく外側壁部にも配置することもできる。
　また、通話用ブース１Ａでは、通話スペースＳが上方に向かうに従ってその開口面積が
徐々に小さくなるように形成することもできる。これにより、開放感を確保しながら遮音
性を高めることができる。
　また、吸音性を高めるために壁部２ａ，３ａに凹凸を設けることもできる。
【００４９】
　また、外側壁部に、企業の宣伝広告を貼付可能な広告貼付面を形成することもできる。
　また、各実施形態に係る通話用ブース１Ａ～１Ｃは、携帯電話による通話のみならず、
移動体通信機器（ハンディ型のパソコンなど）による通信のための通信用ブースとしても
利用できる。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本考案は、携帯電話による通話の際に利用可能な通話用ブースであって、特に、駅やホ
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ール、デパートなどの公共施設に設置可能な屋内用の通話ブースとして広く利用すること
ができる。
【符号の説明】
【００５１】
　１　（１Ａ～１Ｃ）　通話用ブース
　２、３　仕切り部材
　２ａ、３ａ　壁部
　２ｃ、３ｃ　底部
　２ｄ　屈曲部
　２ｅ　凹部
　４　ヒンジ
　５　把手
　Ｅ　開口部
　Ｋ　吸音材
　Ｓ　通話スペース

【図１】 【図２】
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