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(57)【要約】
バックプレート（４０）によって支持構体に取り付けら
れる分与器（１０）用のユーティリティパネル（２０）
は一対の向かい合った側方レッグ（２１０、２２０）を
包含し、これらの側方レッグは主部分から延びてそれら
の間に受入れチャネルを形成する。前記主部分は分与器
の使用者による視覚用に広告メッセージ等の任意の所望
の物理的印を表示するように構成され、また、前記側方
部分は前記バックプレートと前記支持構体との間に形成
されているガイドチャネル内に受け入れられる保持タブ
（３００）を包含する。前記ユーティリティパネルが前
記分与器に取り付けられると、前記バックプレートは、
前記保持タブが前記分与器の前記バックプレートによっ
て形成されている、対応するロックチャネル（１２０、
１２２）内にスナップ係合されるまで、前記ユーティリ
ティパネルの前記受入れチャネル内に受け入れられる。
したがって、ユーティリティパネルは、ツールを使用す
ることなしに、予め設置されている分与器に容易に組み
込んで分与器を改装することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックプレート用のユーティリティパネルであって、前記バックプレートは支持構体に
取り付けられてそれらの間に少なくとも１つのガイドチャネルを形成し、また前記バック
プレートは前記少なくとも１つのガイドチャネルと関連するロックタブを包含しているも
のにおいて、
　一対の離間した側方部分を有するプレートと、前記一対の側方部分の少なくとも１つか
ら延びている保持タブとを包含し、
　前記一対の側方部分は主部分から実質的に直角に延びてそれらの間に受入れチャネルを
形成し、この受入れチャネルが前記バックプレートを受け入れ、また、
　前記保持タブは、前記側方部分の少なくとも１つが対応する前記ガイドチャネル内に受
け入れられると、前記ロックタブと係合して前記プレートを前記バックプレートに保持す
るようにしている、ユーティリティパネル。
【請求項２】
　前記主部分は物理的印を表示する窓を包含している、請求項１記載のユーティリティパ
ネル。
【請求項３】
　更に、前記プレートに取り付けられて、前記物理的印を前記窓に隣接して選択的に保持
するドアを包含している、請求項２記載のユーティリティパネル。
【請求項４】
　更に、前記主部分から前記受入れチャネル内に延びて、前記少なくとも１つのガイドチ
ャネル内に受け入れられる、少なくとも１つの支持部分を包含している、請求項１記載の
ユーティリティパネル。
【請求項５】
　更に、前記一対の側方部分の少なくとも１つから延びて、前記少なくとも１つのガイド
チャネル内に受け入れられる、少なくとも１つの支持部分を包含している、請求項１記載
のユーティリティパネル。
【請求項６】
　前記主部分はこの主部分の上に施されている印を包含している、請求項１記載のユーテ
ィリティパネル。
【請求項７】
　前記主部分はこの主部分に設けられている棚を包含している、請求項１記載のユーティ
リティパネル。
【請求項８】
　前記主部分はこの主部分に設けられている滴受けを包含している、請求項１記載のユー
ティリティパネル。
【請求項９】
　ユーティリティパネルであって、
　バックプレートと、一対の離間した側方部分を有するプレートと、前記一対の側方部分
の少なくとも１つから延びている保持タブとを包含し、
　前記バックプレートは、支持構体に取り付けられてそれらの間に少なくとも１つのガイ
ドチャネルを形成すると共に、前記少なくとも１つのガイドチャネルと関連するロックタ
ブを包含し、また、
　前記一対の側方部分は主部分から実質的に直角に延びてそれらの間に受入れチャネルを
形成し、この受入れチャネルが前記バックプレートを受け入れ、更に、
　前記保持タブは、前記側方部分の少なくとも１つが対応する前記ガイドチャネル内に受
け入れられると、前記ロックタブと係合して前記プレートを前記バックプレートに保持す
るようにしている、ユーティリティパネル。
【請求項１０】
　前記主部分は窓を包含し、この窓に物理的印を表示するようにしている、請求項９記載
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のユーティリティパネル。
【請求項１１】
　更に、前記プレートに取り付けられて、前記物理的印を前記窓に隣接して選択的に保持
するドアを包含している、請求項１０記載のユーティリティパネル。
【請求項１２】
　更に、前記主部分から前記受入れチャネル内に延びて、前記少なくとも１つのガイドチ
ャネル内に受け入れられる、少なくとも１つの支持部分を包含している、請求項９記載の
ユーティリティパネル。
【請求項１３】
　更に、前記一対の側方部分の少なくとも１つから延びて、前記少なくとも１つのガイド
チャネル内に受け入れられる、少なくとも１つの支持部分を包含している、請求項９記載
のユーティリティパネル。
【請求項１４】
　前記主部分はこの主部分の上に施されている印を包含している、請求項９記載のユーテ
ィリティパネル。
【請求項１５】
　前記主部分はこの主部分に設けられている棚を包含している、請求項９記載のユーティ
リティパネル。
【請求項１６】
　分与器が前記バックプレートに取り付けられ、前記ディスペンサは作動されると物質を
ノズルから分与するようにしている、請求項９記載のユーティリティパネル。
【請求項１７】
　前記主部分はこの部分に取り付けられている滴受けを包含し、前記滴受けは前記分与器
の前記ノズルの下方に配置されている、請求項１６記載のユーティリティパネル。
【請求項１８】
　ユーティリティパネルであって、
　一対の離間した側方部分であって、主部分から実質的に直角に延びてそれらの間に受入
れチャネルを形成している一対の側方部分と、
　前記一対の側方部分の各々から前記受入れチャネル内へ延びている保持ラッグであって
、各々が各保持ラッグを貫通している受入れ穴を包含している保持ラッグと、
　前記受入れ穴の各々の内部から前記受入れ穴の外側まで延びている可撓性の保持タブと
、
　を包含するユーティリティパネル。
【請求項１９】
　前記主部分は窓を包含し、この窓に物理的印を表示するようにしている、請求項１８記
載のユーティリティパネル。
【請求項２０】
　前記主部分はこの主部分に設けられている棚を包含している、請求項１８記載のユーテ
ィリティパネル。
【請求項２１】
　前記主部分はこの主部分に設けられている滴受けを包含している、請求項１８記載のユ
ーティリティパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　一般には、本発明は、石鹸等の物質を分与するための分与器に関する。詳細には、本発
明は、設置されている分与器に組み込んで分与器を改装することができるユーティリティ
パネルに関する。より詳細には、本発明は、予め設置されている分与器によって提供され
ているバックプレート等の互換性のあるバックプレートに容易に組み込んで分与器を改装
することができるユーティリティパネルに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　分与器は、石鹸、殺菌剤又は保湿剤等の物質の分与器からの便利な分与を必要とする多
くの場所に設置されている。これらの分与器が便利な物質源を提供するため、情報コンテ
ンツが分与器の使用者に伝えられる機会を提供する。
【０００３】
　残念なことに、既存の分与器は、広告又は他の情報コンテンツを提供することができる
システムを提供しておらず、したがって、このようなメッセージを分与器の使用者に伝え
る機会は失われる。既存の分与器を、情報コンテンツを表示することができる新たな分与
器と置き換えることはできるが、このような試みは概して法外な費用がかかり、無駄であ
る。
【０００４】
　したがって、既存の分与器に容易に組み込んで分与器を改装することができるユーティ
リティパネルの必要性が存在する。更に、互換性のあるバックプレートを有する既存の分
与器に組み込んで分与器を改装し、情報コンテンツを表示するシステムを提供することが
できるユーティリティパネルが必要である。
【発明の概要】
【０００５】
　上述に照らして、本発明の第１の態様によれば、バックプレート用のユーティリティパ
ネルであって、前記バックプレートは支持構体に取り付けられてそれらの間に少なくとも
１つのガイドチャネルを形成し、また前記バックプレートは前記少なくとも１つのガイド
チャネルと関連するロックタブを包含しているものにおいて、一対の離間した側方部分を
有するプレートと、前記一対の側方部分の少なくとも１つから延びている保持タブとを包
含し、前記一対の側方部分は主部分から実質的に直角に延びてそれらの間に受入れチャネ
ルを形成し、この受入れチャネルが前記バックプレートを受け入れ、また、前記保持タブ
は、前記側方部分の少なくとも１つが対応する前記ガイドチャネル内に受け入れられると
、前記ロックタブと係合して前記プレートを前記バックプレートに保持するようにしてい
る、ユーティリティパネルが提供される。
【０００６】
　また、本発明の第２の態様によれば、ユーティリティパネルであって、バックプレート
と、一対の離間した側方部分を有するプレートと、前記一対の側方部分の少なくとも１つ
から延びている保持タブとを包含し、前記バックプレートは、支持構体に取り付けられて
それらの間に少なくとも１つのガイドチャネルを形成すると共に、前記少なくとも１つの
ガイドチャネルと関連するロックタブを包含し、また、前記一対の側方部分は主部分から
実質的に直角に延びてそれらの間に受入れチャネルを形成し、この受入れチャネルが前記
バックプレートを受け入れ、更に、前記保持タブは、前記側方部分の少なくとも１つが対
応する前記ガイドチャネル内に受け入れられると、前記ロックタブと係合して前記プレー
トを前記バックプレートに保持するようにしている、ユーティリティパネルが提供される
。
【０００７】
　更に、本発明の第３の態様によれば、ユーティリティパネルであって、一対の離間した
側方部分であって、主部分から実質的に直角に延びてそれらの間に受入れチャネルを形成
している一対の側方部分と、前記一対の側方部分の各々から前記受入れチャネル内へ延び
ている保持ラッグであって、各々が各保持ラッグを貫通している受入れ穴を包含している
保持ラッグと、前記受入れ穴の各々の内部から前記受入れ穴の外側まで延びている可撓性
の保持タブとを包含するユーティリティパネルが提供される。
【０００８】
　本発明の上述した及び他の特徴並びに利点は、下記の説明、特許請求の範囲及び図面を
参照することによってより良好に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】本発明の概念にしたがってバックプレートを介して支持構体に取り付けられる分
与器の斜視図である。
【図２】本発明の概念にしたがって分与器により提供されているバックプレートの背面斜
視図である。
【図３】本発明の概念にしたがって分与器のバックプレートと支持面との間に画定されて
いる受入れチャネル内に摺動可能に受け入れられるユーティリティパネルを示す側面図で
ある。
【図３Ａ】本発明の概念にしたがって受入れチャネル内に摺動可能に受け入れられるユー
ティリティパネルを示す別の側面図である。
【図４】本発明の概念にしたがって分与器のバックプレートに取り付けられるように構成
されているユーティリティパネルの正面斜視図である。
【図４Ａ】本発明の概念によるユーティリティパネルにより提供されている保持レッグの
斜視図である。
【図５】本発明の概念によるユーティリティパネルの背面斜視図である。
【図５Ａ】本発明の概念によるユーティリティパネルにより提供されている別の保持レッ
グの斜視図である。
【図６】本発明の概念にしたがって分与器のバックプレートに取り付けられるユーティリ
ティパネルの背面図である。
【図７】本発明の概念によるユーティリティパネルの突起とバックプレートとの間の位置
関係を示す、ユーティリティパネル及びバックプレートの断面図である。
【図８】本発明の概念による保持レッグを示す、ユーティリティパネル及びバックプレー
トの別の断面図である。
【図９】本発明の概念による保持レッグを示す、ユーティリティパネル及びバックプレー
トの更に別の断面図である。
【図１０】本発明の概念にしたがって下方に摺動してバックプレートのロックタブと係合
するユーティリティパネルの保持レッグを示す斜視図である。
【図１１】本発明の概念にしたがってバックプレートのロックタブと係合するときの、ユ
ーティリティパネルの保持タブを示す斜視図である。
【図１２Ａ】本発明の概念にしたがって分与器のバックプレートに取り付けられる別のユ
ーティリティパネルの正面斜視図である。
【図１２Ｂ】本発明の概念にしたがって分与器のバックプレートに取り付けられる前記別
のユーティリティパネルの背面斜視図である。
【図１３Ａ】本発明の概念にしたがって窓を備え、この窓内に配置された物理的印が分与
器の使用者によって見られることを可能にした更に別のユーティリティパネルの正面斜視
図である。
【図１３Ｂ】本発明の概念にしたがって窓内に配置された物理的印に選択的にアクセスす
るドアを有する前記更に別のユーティリティパネルの背面斜視図である。
【図１４】本発明の概念にしたがって棚を包含している更に別のユーティリティパネルの
正面斜視図を示す。
【図１５】本発明の概念にしたがって滴受けを包含している更に別のユーティリティパネ
ルの正面斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　分与器１０用のユーティリティパネルは、図面の図に符号２０によって総括的に示され
ている。詳細には、図１～図３に示されている分与器１０は、バックプレート４０に枢動
可能に取り付けられているカバー３０を包含する。バックプレート４０は、実質的に垂直
な壁５０を包含する。壁５０は、一対の向かい合っている上方部分６０及び下方部分６２
を備え、これらの上方部分６０及び下方部分６２が一対の向かい合っている側方部分７０
及び７２によって結合されている構成とされている。壁５０の部分６０、６２及び７０、
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７２は、内方縁７６及びこの内方縁７６と向かい合っている外方縁７８によって境界が定
められている内方面７４及び外方面７５を包含する。取付け部分８０が、壁５０の両側の
側方部分７０と７２との間に形成されている。取付け部分８０は、バックプレート４０の
壁５０の内方縁７６を超えて延びるように構成されている。壁５０の上方部分６０及び下
方部分６２はそれぞれオフセット部分８２及び８４を包含し、これらのオフセット部分８
２及び８４は内方縁７６から離れるように延びて、それぞれの端部８６及び８８で終わっ
ているオフセット縁８５を形成する。したがって、バックプレート４０の内方縁７６は各
オフセット部分８２、８４のオフセット縁８５によって一組の窪んだ側方縁９０及び９２
に分割され、これらの窪んだ側方縁９０及び９２は各オフセット部分８２、８４の端部８
６と８８との間に延び、これにより、窪んだ側方縁９０は側方部分７０に沿って延び、ま
た窪んだ側方縁９２は側方部分７２に沿って延びている。複数の取付け穴９１が取付け部
分８０を貫通して設けられ、これらの取付け穴９１を通して種々の留め具が受け入れられ
て、バックプレート４０を支持構体９４に固定することができる。支持構体９４は、任意
の適当な構体、例えば壁から成ることができる。
【００１１】
　バックプレート４０は、また、一対のロックタブ１００及び１０１を包含し、これらの
ロックタブ１００及び１０１はバックプレート４０の下方部分６２に近接する場所におい
てそれぞれ側方部分７０及び７２のそれぞれの内方面７４から実質的に直角に延びている
。ロックタブ１００、１０１は一対の向かい合っている上方面１１０及び下方面１１２を
包含し、また、ロックアーム１１４及び１１６がロックタブ１００、１０１のそれぞれの
下方面１１２から実質的に直角に延びている。したがって、ロックタブ１００、１０１及
びそれぞれのロックアーム１１４、１１６は、一緒になって、対応するロックチャネル１
２０及び１２２を形成する。
【００１２】
　バックプレート４０を支持構体９４に取り付けるために、ねじ又は他のねじ状留め具が
、取付け部分８０の取付け穴９１を通して挿入されて支持構体９４に螺着される。代替と
して、ねじ状留め具を使用する代わりに、取付け部分８０を支持構体９４に固定するため
に、両面テープ又は他の適当な接着手段を取付け部分８０に適用することができる。この
ようにして、オフセット部分８２及び８４のオフセット縁８５と取付け部分８０とは支持
構体９４に近接して配置される。したがって、図３に示されているように、取付け部分８
０は壁５０の内方縁７６を越えて延び、またオフセット部分８２の延長部がバックプレー
ト４０の内方縁７６から離れているので、壁５０の窪んだ側方縁９０及び９２は取り付け
られる支持構体９４からオフセットされ、すなわち、離間される。その結果、図３及び図
３Ａに示されているように、側方ガイドチャネル１５０及び１５２のそれぞれが壁５０の
窪んだ側方縁９０、９２と支持構体９４との間に形成され、これらの側方ガイドチャネル
１５０及び１５２は以下に説明する方法によってユーティリティパネル２０を摺動可能に
受け入れるように寸法が決められる。
【００１３】
　図２～図１２に示されているように、より明瞭には、図４～図５に示されているように
、ユーティリティパネル２０は、一対の表裏の内方面２０２及び外方面２０４を有する実
質的に平らなプレート又はパネル部分２００を包含する。詳細には、実質的に平らなプレ
ート部分２００は主部分２０９を包含し、この主部分から一対の側方部分２１０及び２２
０がそれぞれのコーナー部２２２及び２２４において主部分２０９から実質的に直角に連
続して延び、それぞれの端縁２３０及び２３２で終っている。したがって、主部分２０９
及び側方部分２１０、２２０は一緒になって受入れチャネル２５０を形成し、受入れチャ
ネル２５０はチャネル縁２５２によって境界が定められ、また受入れチャネル２５０はそ
の中に取り付けプレート４０を受け入れるような寸法に決められている。突起２７０が受
入れチャネル２５０のチャネル縁２５２から延びており、この突起２７０は、ユーティリ
ティパネル２０が分与器１０に後述するように取り付けられたときに、壁５０の内方縁７
６に隣接するような寸法に決められている。
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【００１４】
　図４、４Ａ及び図５、５Ａに明白に示されているように、支持部分２８０、２８２がそ
れぞれ各コーナー部２２２，２２４において突起２７０から延びており、一方、保持レッ
グ２９０及び２９２がそれぞれ各側方部分２１０、２２０の端部２３０及び２３２に近接
する場所において各側方部分２１０、２２０の突起２７０から延びている。図４～図９に
示されているように、保持レッグ２９０及び２９２は可撓性の保持タブ３００を包含し、
この保持タブ３００は側方縁３０２を包含し、この側方縁３０２からオーバヘッド縁３０
４が実質的に直角に延びて保持チップ３０８を形成している。詳細には、保持タブ３００
の側方縁３０２は突起２７０に実質的に平行であるように構成され、一方、オーバヘッド
縁３０４は側方部分２１０及び２２０のそれぞれによって提供されている突起２７０に実
質的に直角である。更に、可撓性の保持タブ３００は、保持レッグ２９０及び２９２を貫
通して設けられている受入れ穴３１０を通して枢動点又は可撓点３３０において可撓的に
移動することが許され、一方、保持チップ３０８はプレート２００の外方面２０４から延
びている。
【００１５】
　したがって、分与器１０が支持構体９４に一度取り付けられると、既に説明したように
、ガイドチャネル１５０及び１５２が窪んだ縁９０及び９２と支持構体９４との間に形成
される。次に、ユーティリティパネル２０の受入れチャネル２５０内にバックプレート４
０を受け入れるようにするために、図３及び図３Ａに示されているように、ユーティリテ
ィパネル２０がまずバックプレート４０の上方に位置させられて、ユーティリティパネル
２０の内方面２０２が支持構体９４に隣接させられる。続けて、ユーティリティパネル２
０は下方に摺動されて、側方部分２１０、２２０の保持レッグ２９０、２９２がガイドチ
ャネル１５０及び１５２のそれぞれの中に受け入れられ、またバックプレート４０がユー
ティリティパネル２０の受入れチャネル２５０内に受け入れられる。ユーティリティパネ
ル２０の側方部分２１０及び２２０が下方に摺動されると、保持レッグ２９０、２９２の
それぞれによって提供されている保持タブ３００の保持チップ３０８は、保持タブ３００
のそれぞれが対応するロックチャネル１２０及び１２２内に解放又はスナップ係合される
まで、バックプレート４０の対応するロックタブ１００、１０１によって圧縮される。一
度解放されると、保持レッグ２９０、２９２の保持タブ３００は、図１２Ａ～Ｂに示され
ているように、ロックタブ１００、１０１のそれぞれの下方面１１２に対して係合されて
、分与器１０のバックプレート４０にユーティリティパネル２０を保持する。更に、プレ
ート２００が下方に摺動されると、支持部分２８０、２８２が対応するガイドチャネル１
５０、１５２内にまた受け入れられて、ユーティリティパネル２０に追加支持を提供する
。
【００１６】
　図面の図１３Ａ～Ｂに示されている、ユーティリティパネル２０の別の実施形態におい
て、主部分２０９は窓４００を包含する。窓４００は、ガラス又はプラスチック等の任意
の適当な透明又は半透明の材料から作ることができる。保持壁４１０は、プレート２００
の内方面２０２から延びて、物理的印を受け入れて支持し、物理的印を窓４００に隣接さ
せるように構成されている。移動可能なドア又は枢動ドア４２０が、プレート２００の内
方面２０２に取り付けられている。このドア４２０は、窓４００に隣接する位置に物理的
印を保持するのに使用され、これにより、ユーティリティパネル２０が分与器１０に取り
付けられたときには、分与器１０の使用者によって見られることができるようにされてい
る。更に、ドア４２０は所望に応じて物理的印を除去又は交換するために使用される。
【００１７】
　別の態様では、主部分２０９により提供されている窓４００は、画鋲、ステープル、接
着剤等の任意の適当な固定方法を使用して、使用者が、例えば、広告サイン、ポスター、
又はステッカ等の任意の所望の媒体の種々の物理的印を物理的に取り付けて保持するのを
可能にするために、プラスチック、コルク、ボール紙等の任意の適当な材料に置き換えて
もよい。更に、主部分２０９の外方面２０４には、分与器１０の使用者が見ることができ
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９は所望の物理的印を表示することができるような任意の所望の寸法を採用してもよい。
【００１８】
　更に、別の実施形態において、符号５００で示され、ユーティリティパネル２０と構造
的に等しいが、棚５２０を包含するユーティリティパネルが、図面の図１４に示されてい
る。詳細には、棚５２０はパネル２００の主部分２０９から延びるように構成されている
。棚５２０は、ベース５３０を包含する。ベース５３０は、その１つの縁５３２が主部分
２０９によって囲まれ、またその残りの３つの縁５３４、５３６及び５３８が壁部分５５
４、５５６及び５５８のそれぞれによって囲まれている。ベース５３２は実質的に平らな
部分として示されているが、ベース５３２は曲線又直線の形状、若しくはこれらの両方の
形状の組み合わせを含む任意の断面形状を有していてもよく、また、ベース５３２は壁部
分５５４～５５８と結合して使用してもよいし、又は結合しないで使用してもよい。この
ようにして、棚５２０は、ユーティリティパネル５００がバックプレート４０に取り付け
られてときには、石鹸、シャンプーの容器を含む種々の品物を例えば保管することができ
る便利な保管場所を提供する。
【００１９】
　更に別の実施形態において、図面の図１５に符号６００によって示されているユーティ
リティパネルは、主部分２０９の構成を除いて、ユーティリティパネル２０と構造的に等
しい。詳細には、主部分２０９は、細長くされ、受入れチャネル２５０から離れて延びて
、主部分２０９から実質的に垂直に延びている滴受け６７０によって終っている。したが
って、ユーティリティパネル６００は、側方部分２１０及び２２０のそれぞれの保持タブ
３００がバックプレート４０のロックタブ１００及び１０１のそれぞれに係合するように
、バックプレート４０の下方部分６２に隣接して取り付けられるように構成されている。
したがって、ユーティリティパネル６００が分与器１０によって提供されているバックプ
レート４０に取り付けられたときには、ユーティリティパネル６００はバックプレート４
０に取り付けられている分与器１０のノズルから流出又は垂れた残留物質を捕らえること
ができ、これにより、床、カウンター、又は分与器１０が取り付けられる他の任意の区域
の上に汚れた残留物質が広がるのを防ぐことができる。
【００２０】
　以上述べた種々のユーティリティパネル２０、５００及び６００は分与器１０の一部分
であるバックプレート４０と関連して使用されてもよいし、また、バックプレート４０は
分与器１０なしに単独で使用されてもよいことも考えられている。したがって、バックプ
レート４０は、単に、バックプレート４０が取り付けられる所望の表面又は構体に種々の
ユーティリティパネル２０、５００及び６００を取り付けることを可能とするベースとし
ての役割を果たすことができる。
【００２１】
　したがって、本発明の１つ又はそれ以上の実施形態の利点は、壁取り付け分与器用のユ
ーティリティパネルをツールの必要なしに壁取り付け分与器に容易に組み込んで壁取り付
け分与器を改装することができることであることを認識されよう。本発明の他の利点は、
壁取り付け分与器用のユーティリティパネルが視覚用窓を提供し、印を分与器の使用者が
視覚するための窓内に着脱自在で配置することができることである。本発明の更に他の利
点は、ユーティリティパネルが、所望の面のいずれにも取り付けられてもよいように構成
されているバックプレートに取り付けることができることである。本発明の更に他の利点
は、特定の機能を有する種々のユーティリティパネルをバックプレートに交換可能に取り
付けることができることである。
【００２２】
　以上いくつかの実施形態を参照して本発明をかなり詳細に説明したけれども、他の実施
形態も可能である。したがって、特許請求の範囲に記載した本発明の精神及び範囲は本明
細書に開示した実施形態の記載に限定されるべきではない。
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