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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スマートフォンを含むモバイル端末機の液晶を保護する液晶保護部材が安着される下部
ケースと；
　前記下部ケースに脱着可能に結合されており、前記液晶保護部材をモバイル端末機に付
着する時、外部の力を前記液晶保護部材に加えるための通路を提供する付着ホールが設け
られている上部ケース；及び
　前記上部ケースに脱着可能に設けられており、前記付着ホールを密閉する付着ホール密
閉部材を含み、
　前記下部ケースは、一側部に掛けホールが設けられたベースプレートと、前記ベースプ
レートの上面に上部方向に突出設けられる突出部を含み、
　前記突出部には、モバイル端末機の液晶画面を掃除するクリーナーが収容される収容溝
が設けられており、
　前記液晶保護部材は、接着部材を介して前記上部ケースに付着した状態で前記突出部の
上面部に置かれており、前記下部ケースと上部ケースとの結合によって密閉されている
　ことを特徴とするモバイル端末機の液晶保護部材付着ケース。
【請求項２】
　前記付着ホール密閉部材には、把持タブが設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載のモバイル端末機の液晶保護部材付着ケース。
【請求項３】
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　前記上部ケースには、前記モバイル端末機の外周面が差し込み固定されるホールディン
グ突起が設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載のモバイル端末機の液晶保護部材付着ケース。
【請求項４】
　前記ホールディング突起の一側部には、前記上部ケースに脱着可能に設けられる前記液
晶保護部材を容易に分離するよう把持できる空間を提供する切開部が設けられている
　ことを特徴とする請求項３に記載のモバイル端末機の液晶保護部材付着ケース。
【請求項５】
　前記付着ホールは、前記上部ケースの中央部に縦方向に長く設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載のモバイル端末機の液晶保護部材付着ケース。
【請求項６】
　前記液晶保護部材には、脱着可能に付着されており分離タブを有する離型フィルムが設
けられており、
　前記分離タブは、前記切開部に配置されている
　ことを特徴とする請求項４に記載のモバイル端末機の液晶保護部材付着ケース。
【請求項７】
　前記接着部材は、一定の厚さを有しており、前記液晶保護部材を前記上部ケースから離
隔させる
　ことを特徴とする請求項１に記載のモバイル端末機の液晶保護部材付着ケース。
【請求項８】
　前記下部ケースと前記液晶保護部材との間には、前記液晶保護部材の背面を保護する背
面保護部材が設けられている
　ことを特徴とする請求項１に記載のモバイル端末機の液晶保護部材付着ケース。
【請求項９】
　前記液晶保護部材は、液晶保護フィルムまたはガラスを含む
　請求項１に記載のモバイル端末機の液晶保護部材付着ケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイル端末機の液晶保護部材付着ケースに関する。より詳しくは、スマー
トフォンを含むモバイル端末機の液晶を保護する液晶保護部材を簡単で早く正確に付着で
きるモバイル端末機の液晶保護部材付着ケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、広く普及しているスマートフォンとタブレットＰＣは、一般携帯電話より液晶が
大型で高価であるため、傷が発生しないように液晶保護フィルムを主に付着して使用する
。
【０００３】
　液晶保護フィルムは、一般的に底面に接着部が設けられた透明の合成樹脂製フィルムと
、接着部が設けられた合成樹脂製フィルムに分離可能に設けられ、接着部を保護する離型
フィルムとで構成されてスマートフォンなどに付着される。
【０００４】
　一般の携帯電話は、液晶の形が四角または長方形で、サイズが小さくてキーパッド、ス
ピーカー、カメラの位置が液晶ではない縁部分に位置していて、離型フィルムを畳んで分
離して液晶フィルムを容易に付着できる。
【０００５】
　最近、広く普及して使用されているスマートフォンまたはタブレットＰＣなどは、液晶
画面の中にカメラレンズ、スピーカー、ホームボタン及び各種のセンサーなどが位置され
ていて、液晶保護フィルムは、これと対応する位置に切開及びせん孔されてほどよく付着
できるように製造され販売されている。
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【０００６】
　液晶保護フィルムをスマートフォンまたはタブレットＰＣに付着する時には液晶画面の
中に位置したカメラレンズ、スピーカー、ホームボタン及び各種センサーと対応するよう
に切開及びせん孔された部分で挿入されるように付着しなければいけない。
【０００７】
　しかし、液晶画面自体が一般の携帯電話より大きく、せん孔部位と切開部位が上下に位
置した状態なので、正確な位置を見付けて一度でちゃんと付着することは難しいという問
題がある。
【０００８】
　特に、市販されている液晶保護フィルムは、背面に付着された離型フィルムの方にラベ
ル一個が付着されていて、液晶保護フィルムを液晶画面に位置してラベルを把持した状態
で一方向に引っ張りながら離型フィルムを分離し、これによって液晶画面の上下部の位置
を一致させることは容易ではない。
【０００９】
　もし液晶保護フィルムを正位置に一度で付着できない場合、液晶保護フィルムがちゃん
と付着できない。ちゃんと付着されなかった液晶保護フィルムをはがす場合、接着剤の部
分に異物が流入したり、指紋や手の跡によって接着剤部分が毀損されて透明度が落ちたり
するようになり、接着剤部分が損傷される場合、接着力が低下する問題を有するようにな
る。
【００１０】
　従って、携帯用情報端末機に保護フィルムを一度で正確に付着しなければいけないため
、液晶保護フィルムを付着することが凄くややこしく、一度で液晶保護フィルムを付着で
きなかった場合、液晶保護フィルムが損傷されて新しい液晶保護フィルムを使用すること
が頻繁に発生する問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】韓国登録特許第１０－１１４９５７３号公報（オートコネクタ株式会社）
２０１２．０５．１７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従って、本発明が達成しようとする技術的課題は、スマートフォンを含むモバイル端末
機に液晶保護部材を簡単で早くて正確に付着でき、液晶保護部材と関連製品を安全に保護
及び保管でき、汚染物質の投入を防止できるモバイル端末機の液晶保護部材付着ケースを
提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一側面によると、スマートフォンを含むモバイル端末機の液晶を保護する液晶
保護部材が安着される下部ケースと；前記下部ケースに脱着可能に結合されており、前記
液晶保護部材をモバイル端末機に付着する時、外部の力を前記液晶保護部材に加えるため
の通路を提供する付着ホールが設けられている上部ケース；及び前記上部ケースに脱着可
能に設けられており、前記付着ホールを密閉する付着ホール密閉部材を含むモバイル端末
機の液晶保護部材付着ケースを提供できる。
【００１４】
　また、前記付着ホール密閉部材には把持タブを設けることができる。
【００１５】
　さらに、前記上部ケースには、前記モバイル端末機の外周面が差し込み固定されるホー
ルディング突起を設けることができる。
【００１６】
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　また、前記ホールディング突起の一側部には、前記上部ケースに脱着可能に設けられる
前記液晶保護部材を簡単に分離するように把持できる空間を提供する切開部が設けられて
いるものとすることができる。
【００１７】
　また、前記付着ホールは、前記上部ケースの中央部に縦方向に長く設けられることがで
きる。
【００１８】
　また、前記液晶保護部材には、脱着可能に付着されており、分離タブを有する離型フィ
ルムが設けられており、前記分離タブは前記切開部に配置できる。
【００１９】
　また、前記上部ケースと前記液晶保護部材との間には、前記液晶保護部材を前記上部ケ
ースに分離可能に付着させる接着部材が設けられているものとすることができる。
【００２０】
　また、前記接着部材は、一定の厚さを有しており、前記液晶保護部材を前記上部ケース
から離隔させることができる。
【００２１】
　また、前記下部ケースと前記液晶保護部材との間には、前記液晶保護部材の背面を保護
する背面保護部材が設けられているものとすることができる。
　また、前記液晶保護部材は、液晶保護フィルムまたはガラスを含むことができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の実施例等は、スマートフォンを含むモバイル端末機に液晶保護部材を簡単で早
くて正確に付着できて、液晶保護部材と関連製品を安全に保護及び保管することができて
、汚染物質の投入を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施例によるモバイル端末機の液晶保護部材付着ケースを図示した分
解斜視図である。
【図２】図１に図示された下部ケースを図示した斜視図である。
【図３】図１に図示された上部ケースを図示した斜視図である。
【図４】図３の底面斜視図である。
【図５】図４に図示された上部ケースに液晶保護部材が付着されることを図示した斜視図
である。
【図６】図１に図示された液晶保護部材を図示した斜視図である。
【図７】図１に図示された上部ケースで付着ホール密閉部材が一部分離されたことを図示
した斜視図である。
【図８】本実施例でモバイル端末機に液晶保護部材を付着する手順を概略的に図示した手
順図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明と本発明の動作上のメリット及び本発明の実施によって達成される目的を十分に
理解するために、本発明の好ましい実施例を例示する添付図面及び添付図面に記載の内容
を参照する。
【００２５】
　以下から、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施例を説明することによって、本
発明を詳しく説明する。各々の図面に提示された同一の参照符号は同じ部材を示す。
【００２６】
　本実施例でモバイル端末機は、スマートフォン、ＰＤＡ、ＭＰ３、ＤＭＢ、ＰＭＰ、デ
ジタルカメラ、電子手帳、ゲーム機などを含むことができて、液晶保護部材は、液晶保護
フィルムまたは液晶保護フィルムより分厚いガラスを含むことができる。
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【００２７】
　図１は、本発明の一実施例によるモバイル端末機の液晶保護部材付着ケースを図示した
分解斜視図であり、図２は、図１に図示された下部ケースを図示した斜視図であり、図３
は、図１に図示された上部ケースを図示した斜視図であり、図４は、図３の底面斜視図で
あり、図５は、図４に図示された上部ケースに液晶保護部材が付着されることを図示した
斜視図であり、図６は、図１に図示された液晶保護部材を図示した斜視図であり、図７は
、図１に図示された上部ケースから付着ホール密閉部材が一部分離されたことを図示した
斜視図である。
【００２８】
　これら図面に図示されたように、本実施例によるモバイル端末機の液晶保護部材付着ケ
ース（１）は、スマートフォンを含むモバイル端末機の液晶を保護する液晶保護部材（１
００）が安着される下部ケース（１０）と、下部ケース（１０）に脱着可能に結合されて
液晶保護部材（１００）をモバイル端末機に付着する時、外部の力を液晶保護部材（１０
０）に加えるための通路を提供する付着ホール（２１）が設けられている上部ケース（２
０）と、上部ケース（２０）に脱着可能に設けられており、付着ホール（２１）を密閉す
る付着ホール密閉部材（３０）と、上部ケース（２０）と液晶保護部材（１００）との間
に設けられており液晶保護部材（１００）を上部ケース（２０）に分離可能に付着させる
接着部材（４０）と、下部ケース（１０）と液晶保護部材（１００）との間に設けられて
おり液晶保護部材（１００）の背面を保護する背面保護部材（５０）とを備える。
【００２９】
　下部ケース（１０）は、上部ケース（２０）と結合された時は、密閉された空間を設け
て液晶保護部材（１００）と液晶クリーナー（未図示）などの収容場所として提供される
。
【００３０】
　本実施例で下部ケース（１０）は、図１及び図２に図示されたように、一側部に掛けホ
ール（１１ａ）が設けられたベースプレート（１１）と、ベースプレート（１１）の上面
に上部方向に突出設けられる突出部（１２）とを含む。
【００３１】
　下部ケース（１０）のベースプレート（１１）に設けられた掛けホール（１１ａ）は、
上部ケース（２０）が結合された下部ケース（１０）をかけ台などに掛けておく時にかけ
台の支持突起に掛け結合できる。
【００３２】
　下部ケース（１０）の突出部（１２）には、図１及び図２に図示されたように、収容溝
（１２ａ）が設けられ、収容溝（１２ａ）にはモバイル端末機の液晶画面を掃除するクリ
ーナーなどが収容できる。
【００３３】
　また、突出部（１２）の上面部には液晶保護部材（１００）が置かされ、下部ケース（
１０）の上部には上部ケース（２０）が結合されて液晶保護部材（１００）は密閉される
ため、外部の衝撃による損傷を防止でき、異物の流入を遮断できる。
【００３４】
　上部ケース（２０）は、下部ケース（１０）に脱着可能に結合されて密閉空間を設け、
液晶保護部材（１００）をモバイル端末機に簡単で早くて正確に付着する役をする。
【００３５】
　本実施例で上部ケース（２０）には、図３に図示されたように、付着ホール（２１）が
設けられる。
【００３６】
　本実施例で付着ホール（２１）は、上部ケース（２０）に付着された液晶保護部材（１
００）を分離させてモバイル端末機に付着できるように外部の力、例えば指の加圧力を液
晶保護部材（１００）に伝達するための通路を提供できる。
【００３７】
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　即ち、本実施例で液晶保護部材（１００）は、上部ケース（２０）の内側の天井部に接
着部材（４０）によって付着されるため、付着された液晶保護部材（１００）を上部ケー
ス（２０）から分離するためには、外部の力が、付着された液晶保護部材（１００）に加
えられるべきである。
【００３８】
　本実施例は、上部ケース（２０）に設けられた付着ホール（２１）を通じて指の力、即
ち、外力を液晶保護部材（１００）に加えて、付着された液晶保護部材（１００）を上部
ケース（２０）から分離できて、付着ホール（２１）に対応される領域の液晶保護部材（
１００）をモバイル端末機に付着できる。
【００３９】
　本実施例は、付着ホール（２１）を通じて液晶保護部材（１００）を加圧する時、指の
指紋が液晶保護部材（１００）につかないように布などを使うことができる。
　本実施例で付着ホール（２１）は、図３に図示されたように、上部ケース（２０）の中
心部に縦方向に長く設けられる。
【００４０】
　また、上部ケース（２０）の内側天井部には、図４に図示されたように、ホールディン
グ突起（２２）が設けられ、このホールディング突起（２２）は、モバイル端末機の縦方
向の幅と対応する幅で設けられてモバイル端末機をホールディングすることができる。
【００４１】
　また、ホールディング突起（２２）の一側部、即ち、図５に図示されたように、液晶保
護部材（１００）に設けられた分離タブ（１２１）が位置する領域のホールディング突起
（２２）には図６に図示された液晶保護フィルム（１１０）に付着された離型フィルム（
１２０）を容易に分離するために切開部（２２ａ）が設けられる。
【００４２】
　付着ホール密閉部材（３０）は、図１及び図７に図示されたように、上部ケース（２０
）の上面部に脱着可能に設けられて、付着ホール（２１）を密閉して付着ホール（２１）
に異物が流入することを防止する。
【００４３】
　本実施例で付着ホール密閉部材（３０）は、底面に設けられる粘着物質によって上面ケ
ースに脱着可能に設けられて、その一側部には分離の便宜のため、図１に図示されたよう
に、把持タブ（３１）が設けられる。
【００４４】
　接着部材（４０）は、図４に図示されたように、上部ケース（２０）の内側天井部に付
着されて、両面接着層が設けられて、液晶保護部材（１００）を上部ケース（２０）に付
着させる役をする。
【００４５】
　本実施例で接着部材（４０）は一定の厚さを有しており、液晶保護部材（１００）を上
部ケース（２０）から離隔させることができる。
【００４６】
　背面保護部材（５０）は、図１に図示されたように、下部ケース（１０）と液晶保護部
材（１００）との間に設けられて液晶保護部材（１００）の底面を保護する役をする。
【００４７】
　図８は、本実施例でモバイル端末機に液晶保護部材を付着する手順を概略的に図示した
手順図である。
　以下から図８を参考して液晶保護部材（１００）をモバイル端末機に付着する手順を簡
略に説明する。
【００４８】
　まず、液晶保護部材（１００）が付着された上部ケース（２０）を下部ケース（１０）
から分離する。そして、分離された上部ケース（２０）を裏返し、上部ケース（２０）に
付着された液晶保護部材（１００）の離型フィルム（１２０）を分離する。
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【００４９】
　次に、モバイル端末機に上部ケース（２０）をきせて、上部ケース（２０）に付着され
た付着ホール密閉部材（３０）を分離する。さらに、付着ホール（２１）を通じて液晶保
護部材（１００）の中心部を加圧して液晶保護フィルム（１１０）の中心部をモバイル端
末機に付着する。
【００５０】
　その次に、モバイル端末機に付着された液晶保護フィルム（１１０）の中心部を加圧し
た状態で上部ケース（２０）をモバイル端末機から分離する。
【００５１】
　最後に未付着の液晶保護フィルム（１１０）の残り部分をモバイル端末機に付着して作
業を仕上げる。
【００５２】
　以上のように、本実施例は、スマートフォンを含むモバイル端末機に液晶保護部材を簡
単で早くて正確に付着できて、液晶保護部材と関連製品を安全に保護及び保管することが
できて、汚染物質の投入を防止することができる。
【００５３】
　このように、本発明は、記載の実施例に限られず、本発明の事象及び範囲を外れなく色
々と修正及び変形できることは、この技術の分野で通常の知識を有する者には自明である
。従って、そのような修正例または変形例などは、本発明の実用新案請求の範囲に属する
というべきである。
【符号の説明】
【００５４】
　　　１　：モバイル端末機の液晶保護部材付着ケース
　　１０　：下部ケース 　　　　　　　　　１１：ベースプレート
　　１１ａ：掛けホール 　　　　　　　　　１２：突出部
　　１２ａ：収容溝 　　　　　　　　　２０：上部ケース
　　２１　：付着ホール　　　　　　　　　２２：ホールディング突起
　　２２ａ：切開部 　　　　　　　　　３０：付着ホール密閉部材
　　３１　：把持タブ 　　　　　　　　　４０：接着部材
　　５０　：背面保護部材 　　　　　　１００：液晶保護部材
　１１０　：液晶保護フィルム 　　　　　　１２０：離型フィルム
　１２１　：分離タブ
【要約】
【課題】スマートフォンを含むモバイル端末機に液晶保護部材を簡単で早くて正確に付着
でき、液晶保護部材と関連製品を安全に保護及び保管でき、汚染物質の投入を防止できる
モバイル端末機の液晶保護部材付着ケースを提供する。
【解決手段】モバイル端末機の液晶保護部材の付着ケースを開示する。本発明のモバイル
端末機の液晶保護部材付着ケースは、スマートフォンを含むモバイル端末機の液晶を保護
する液晶保護部材が安着される下部ケースと；下部ケースに脱着可能に結合され、液晶保
護部材をモバイル端末機に付着する時、外部の力を液晶保護部材に加えるための通路を提
供する付着ホールが設けられる上部ケース；及び上部ケースに脱着可能に設けられて付着
ホールを密閉する付着ホール密閉部材とを含む。
【選択図】図１
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【図６】

【図７】



(9) JP 5890057 B1 2016.3.22

【図８】



(10) JP 5890057 B1 2016.3.22

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100194984
            弁理士　梶原　圭太
(72)発明者  ソ　キョンリン
            大韓民国、キョンギド、ソンナムシ、ブンダング、ジョンジャイルロ、５５、１０１‐１９０３（
            クムコクドン、ブンダンドゥサンウィヴアパート）
(72)発明者  ミン　ヘスク
            大韓民国、キョンギド、ソンナムシ、ブンダング、スネロ１９２ボンギル、２５、４０２‐４０１
            （スネドン、プルンマウル）

    審査官  安井　雅史

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１４／００４７７０８（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１３－１９７８５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－８０２０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－５８５１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－９８８９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１４／０４６３３７（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１２／１４１５０５（ＷＯ，Ａ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　１／００
              　　　　　　　１／１６－　１／１８
              Ｈ０４Ｍ　　　１／０２－　１／２３
              Ｈ０５Ｋ　　　５／００－　５／０６
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

