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(57)【要約】
【課題】縁材が不要な壁面看板及び壁面看板の製造方法
を提供する。
【解決手段】平面状の底板１１と、底板１１から閉状態
に周囲を囲むように立設され上面に開口部１３Ａを形成
する側壁１２からなる本体部１３と、側壁１２の上端全
周に沿って外側に張り出すように設けられたガイド部材
２６と、開口部１３Ａを覆いガイド部材２６によって側
壁１２に略平行に折り曲げられ張力が掛けられるシート
体１４と、シート体１４の折り曲げられた部位を側壁１
２の外側側面から固定する固定部材２５を備え、ガイド
部材２６は断面略円形の折り曲げ可能な棒状部材であり
側壁１２の上端に沿って固定されてなる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面状の底板と、前記底板から閉状態に周囲を囲むように立設され上面に開口部を形成
する側壁からなる本体部と、
　前記側壁の上端全周に沿って外側に張り出すように設けられたガイド部材と、
　前記開口部を覆い前記ガイド部材によって前記側壁に略平行に折り曲げられ張力が掛け
られるシート体と、
　前記シート体の折り曲げられた部位を前記側壁の外側側面から固定する固定部材を備え
、建物の壁面に前記本体部の底板が取付けられることを特徴とする壁面看板。
【請求項２】
　前記ガイド部材の外側に張り出した外殻は断面曲線状であることを特徴とする請求項１
に記載の壁面看板。
【請求項３】
　前記ガイド部材は断面略円形の折り曲げ可能な棒状部材であり前記側壁の上端に沿って
固定されてなることを特徴とする請求項１又は２に記載の壁面看板。
【請求項４】
　前記ガイド部材の外側に張り出した部位に前記シート体を前記ガイド部材に仮留めする
仮留め部材を施したことを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一つに記載の壁面看
板。
【請求項５】
　前記仮留め部材は両面テープであることを特徴とする請求項４に記載の壁面看板。
【請求項６】
　前記シート体が透光性を有するとともに、前記本体部の底板の上面に照明装置が取付け
られることを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一つに記載の壁面看板。
【請求項７】
　平面状の底板と、前記底板から閉状態に周囲を囲むように立設され上面に開口部を形成
する側壁からなる本体部を形成する本体部形成工程と、
　前記側壁の上端全周に沿って外側に張り出すようにガイド部材を設けるガイド部材設置
工程と、
　前記開口部をシート体で覆い前記ガイド部材によって前記シート体を前記側壁に略平行
に折り曲げ張力を掛けるシート体被覆工程と、
　前記シート体の折り曲げられた部位を前記側壁の外側側面から固定部材で固定するシー
ト体固定工程を備えることを特徴とする壁面看板の製造方法。
【請求項８】
　前記ガイド部材設置工程と前記被覆工程との間に、前記ガイド部材の外側に張り出した
部位に両面テープを貼着する両面テープ貼着工程をさらに備え、
　前記シート体被覆工程において、前記シート体に張力を掛けるとともに前記両面テープ
により前記シート体と前記ガイド部材とを仮留めすることを特徴とする請求項７に記載の
壁面看板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物の壁面に取付けられる壁面看板及び壁面看板の製造方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　商店やショッピングセンター等の建物の壁面には、その存在を通行人等に知らせて集客
するために、大型の壁面看板が取付けられている。
　このような壁面看板は、例えば図６及び図７に示すように、中空の直方体であってその
表面に文字等が記載されているものが多い。
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【０００３】
　詳しくは、壁面看板１０は、底板１１と側壁１２からなる本体部１３と、文字等が記載
された表示面を形成するシート体１４を備える。
　側壁１２は、底板１１の四方から立設され上面に開口部１３Ａを形成する。また、側壁
１２の上端は内側に直角に折り曲げられており、その折り曲げられた部位に対して上方か
らリベット等の固定部材１５によってシート体１４が固定されている。
【０００４】
　また、固定部材１５よりも内側には、高さが固定部材１５の頭の高さ以上であるガイド
部材１６が設けられており、このガイド部材１６に沿うようにシート体１４が張られてい
る。
　そして、断面Ｌ字状の縁材１７によって壁面看板１０の表面の四辺全周を囲って固定部
材１５を覆い隠している。
　また、本体部１３の底板１１には照明装置１８が取付けられており、日没後であっても
壁面看板１０を目立たせることができる。
【０００５】
　この発明によれば、ガイド部材１６が設けられ、このガイド部材１６に沿わせてシート
体１４が張られているので、固定部材１５でシート体１４を固定したときにシート体１４
に張力がしっかりと掛かる。
　また、縁材１７によって固定部材１５を覆い隠しているので、外観面において固定部材
１５が視認されず見栄えがよい。
【０００６】
　なお、このような壁面看板１０とは別に、照明装置１８が取付けられた底板１１に、側
壁１２及び表示部が一体物となったプラスチック製の看板本体を被せてなる壁面看板も開
示されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平９－１０１７５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、縁材１７が必要となる図６及び７の壁面看板１０では、表示面のコーナ
ー部Ｃにおいて縁材１７同士が重なり合ってしまうので、縁材１７に対して加工が余分に
必要となる。
　また、この壁面看板１０のように単純な矩形状の場合にはこの縁材１７同士の重なりは
あまり問題とはならないが、特に平面視の形状が複雑な形状であってコーナー部が鋭角で
ある場合には、そのコーナー部での縁材１７同士の重なりがさらに大きくなってしまうの
で、その重なり部分の加工は避けられない。
【０００９】
　また、縁材１７は固定部材１５を隠すことができるだけの幅が必要であり、この幅を極
端に狭くすることは難しい。
　したがって、平面視において幅狭の突出部分があるような複雑な形状の壁面看板１０の
場合には、その幅狭の突出部分における縁材１７が占める割合が大きくなって縁材１７が
目立ってしまうので、デザイン上好ましくない。
【００１０】
　そこで、本発明の目的とするところは、縁材が不要な壁面看板及び壁面看板の製造方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明の請求項１に記載の壁面看板（２０）は、平面状
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の底板（１１）と、前記底板（１１）から閉状態に周囲を囲むように立設され上面に開口
部（１３Ａ）を形成する側壁（１２）からなる本体部（１３）と、前記側壁（１２）の上
端全周に沿って外側に張り出すように設けられたガイド部材（２６）と、前記開口部（１
３Ａ）を覆い前記ガイド部材（２６）によって前記側壁（１２）に略平行に折り曲げられ
張力が掛けられるシート体（１４）と、前記シート体（１４）の折り曲げられた部位を前
記側壁（１２）の外側側面から固定する固定部材（２５）を備え、建物の壁面に前記本体
部（１３）の底板（１１）が取付けられることを特徴とする。
【００１２】
　また、請求項２に記載の壁面看板（２０）は、前記ガイド部材（２６）の外側に張り出
した外殻は断面曲線状であることを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項３に記載の壁面看板（２０）は、前記ガイド部材（２６）は断面略円形の
折り曲げ可能な棒状部材であり前記側壁（１２）の上端に沿って固定されてなることを特
徴とする。
【００１４】
　また、請求項４に記載の壁面看板（２０）は、前記ガイド部材（２６）の外側に張り出
した部位に前記シート体（１４）を前記ガイド部材（２６）に仮留めする仮留め部材（２
９）を施したことを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項５に記載の壁面看板（２０）は、前記仮留め部材（２９）は両面テープで
あることを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項６に記載の壁面看板（２０）の製造方法は、前記シート体（１４）が透光
性を有するとともに、前記本体部（１３）の底板（１１）の上面に照明装置（１８）が取
付けられることを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項７に記載の壁面看板（２０）の製造方法は、平面状の底板（１１）と、前
記底板（１１）から閉状態に周囲を囲むように立設され上面に開口部（１３Ａ）を形成す
る側壁（１２）からなる本体部（１３）を形成する本体部形成工程と、前記側壁（１２）
の上端全周に沿って外側に張り出すようにガイド部材（２６）を設けるガイド部材設置工
程と、前記開口部（１３Ａ）をシート体（１４）で覆い前記ガイド部材（２６）によって
前記シート体（１４）を前記側壁（１２）に略平行に折り曲げ張力を掛けるシート体被覆
工程と、前記シート体（１４）の折り曲げられた部位を前記側壁（１２）の外側側面から
固定部材（２５）で固定するシート体固定工程を備えることを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項８に記載の壁面看板（２０）の製造方法は、前記ガイド部材設置工程と前
記シート体被覆工程との間に、前記ガイド部材（２６）の外側に張り出した部位に両面テ
ープを貼着する両面テープ貼着工程をさらに備え、前記シート体被覆工程において、前記
シート体（１４）に張力を掛けるとともに前記両面テープにより前記シート体（１４）と
前記ガイド部材（２６）とを仮留めすることを特徴とする。
【００１９】
　ここで、上記括弧内の記号は、図面および後述する発明を実施するための形態に掲載さ
れた対応要素または対応事項を示す。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の請求項１に記載の壁面看板によれば、側壁の上端全周に沿って外側に張り出す
ように設けられたガイド部材と、シート体の折り曲げられた部位を側壁の外側側面から固
定する固定部材を備えるので、壁面看板が建物の壁面に取付けられたときに固定部材が目
立ち難い。よって、従来はこの固定部材を覆い隠すために必要であった縁材が不要となる
ので、壁面看板を複雑な形状にも製造可能で、デザインの自由度が上がり、企業イメージ
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やブランドイメージに合った壁面看板を製造することができる。
　また、縁材が不要なので、壁面看板を見る者にすっきりとした印象を与えることができ
る。
【００２１】
　また、請求項２に記載の壁面看板によれば、請求項１に記載の発明の作用効果に加え、
ガイド部材の外側に張り出した外殻は断面曲線状であるので、シート体がガイド部材によ
って折り曲げられ張力が掛けられたときに、シート体が受ける圧力が分散され、シート体
がガイド部材によって傷付くことが防止できる。
【００２２】
　また、請求項３に記載の壁面看板によれば、請求項１又は２に記載の発明の作用効果に
加え、ガイド部材は断面略円形の折り曲げ可能な棒状部材であり側壁の上端に沿って固定
されてなるので、ガイド部材の設置が容易である。すなわち、側壁自体をその上端が外側
に張り出すような複雑な形状としなくても、側壁の周方向の端部から順に棒状部材を沿わ
せて固定するだけで済むので、ガイド部材の設置が容易でその設置に伴う工数も少なくて
済む。
【００２３】
　また、請求項４に記載の壁面看板によれば、請求項１乃至３に記載の発明の作用効果に
加え、ガイド部材の外側に張り出した部位にシート体をガイド部材に仮留めする仮留め部
材を施したので、シート体とガイド部材とが仮留めされ、固定部材によってシート体の折
り曲げられた部位を側壁に固定する作業を行い易い。
【００２４】
　また、請求項５に記載の壁面看板によれば、請求項４に記載の発明の作用効果に加え、
仮留め部材は両面テープであるので、その入手が容易であり、また仮留めの作業性も良好
である。
【００２５】
　また、請求項６に記載の壁面看板によれば、請求項１乃至５に記載の発明の作用効果に
加え、シート体が透光性を有するとともに、本体部の底板の上面に照明装置が取付けられ
るので、壁面看板を内部からライトアップして日没後も壁面看板を目立たせることができ
る。
　しかも、縁材を設けなくてもよいので、壁面看板の端部まで光り、さらに壁面看板を目
立たせることができる。つまり、縁材がある場合には内部からライトアップしても縁材が
光を透過しないので、縁材の分だけ壁面看板が小さく見えてしまうが、本発明では縁材を
設けなくてもよいので、本来の表示面全てが光を透過し、壁面看板がよく目を引く。
【００２６】
　また、請求項７に記載の壁面看板の製造方法によれば、側壁の上端全周に沿って外側に
張り出すようにガイド部材を設け、シート体の折り曲げられた部位を側壁の外側側面から
固定部材で固定するので、壁面看板が建物の壁面に取付けられたときに固定部材が目立ち
難い。よって、従来はこの固定部材を覆い隠すために必要であった縁材が不要となるので
、壁面看板を複雑な形状にも製造可能でデザインの自由度が上がり、企業イメージやブラ
ンドイメージに合った壁面看板を製造することができる。
　また、縁材が不要なので、壁面看板を見る者にすっきりとした印象を与えることができ
る。
【００２７】
　また、請求項８に記載の壁面看板の製造方法によれば、請求項７に記載の発明の作用効
果に加え、ガイド部材の外側に張り出した部位に両面テープを貼着し、シート体に張力を
掛けるとともに両面テープによりシート体とガイド部材とを仮留めするので、固定部材に
よってシート体の折り曲げられた部位を側壁に固定する作業を行い易い。
【００２８】
　なお、本発明の壁面看板及び壁面看板の製造方法のように、側壁の上端全周に沿って外
側に張り出すように設けられたガイド部材を備える点は、上述した特許文献１には全く記
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載されていない。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施形態に係る壁面看板を示す縦断面図である。
【図２】図１のＢ部を示す拡大断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る壁面看板における本体部及びガイド部材を示す斜視図で
ある。
【図４】図１に示す壁面看板の斜視図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係る壁面看板を示す、要部拡大断面図である。
【図６】従来例に係る壁面看板を示す斜視図である。
【図７】従来例に係る壁面看板を示す、図６のＡ－Ａ線拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１乃至図４を参照して、本発明の実施形態に係る壁面看板２０及び壁面看板２０の製
造方法を説明する。
　この壁面看板２０は、本体部１３と、ガイド部材２６と、シート体１４と、固定部材２
５を備え、建物の壁面に取付けられるものである。従来例で示したものと同一部分には同
一符号を付した。
　なお、図１乃至図３では、壁面に取付けられる前の壁面看板２０が寝た状態を示してお
り、図１乃至図３における下方が、壁面看板２０が壁面に取付けられたときの壁面側とな
る。以下、上下方向はこのように壁面看板２０が寝た状態における方向を示す。
【００３１】
　本体部１３は、底板１１と側壁１２からなる。
　底板１１は、平面状の板材であり所定の形状に加工されている。本実施形態においては
底板１１は鷲の形状である。
　側壁１２は、底板１１の端部全周から立設され、鷲の形状に周囲を囲み、底板１１の外
側に対して閉じた閉状態となっている。つまり、鷲の形状の輪郭全周から上方に向かって
側壁１２が立設しており、側壁１２は底板１１とは垂直である。
　この側壁１２によって上面に開口部１３Ａが形成されている。
　また、側壁１２の立設状態を保つために、側壁１２及び底板１１は適宜リブや骨組み等
の補強部材（図示しない）によって補強されている。
【００３２】
　そして、本体部１３の底板１１の上面には複数の照明装置１８（例えばＬＥＤランプ）
が取付けられており、側壁１２には照明装置１８の配線のための孔（図示しない）も形成
されている。
　さらに、本実施形態に係る壁面看板２０が建物の壁面に取付けられた後に照明装置１８
に絶縁等の故障が発生した場合に、壁面看板２０を壁面から降ろさなくても修理できるよ
うに、本体部１３の側壁１２にはメンテナンス窓（図示しない）が形成されている。メン
テナンス窓は大人の片腕が挿通可能な大きさである。なお、平時においてはこのメンテナ
ンス窓は閉じられている。
　また、底板１１及び側壁１２はいずれもステンレス製であり、互いに溶接されている。
もちろん、折り曲げ等のその他の加工により側壁１２を底板１１から立設させてもよい。
　本実施形態に係る壁面看板２０には防水性を持たせるが、それでも内部に雨水が入って
しまうので、適宜本体部１３に水抜き穴（図示しない）を形成している。
　なお、大きい壁面看板２０の場合には、本体部１３を複数のパーツに分割して製造する
分割式としてもよい。
【００３３】
　ガイド部材２６は、断面略円形の折り曲げ可能なステンレス製の中実（中空であっても
よい）棒状部材である。図３に示すように、ガイド部材２６は側壁１２の上端に沿って連
続して設けられ、溶接により側壁１２の上端に固定されてなる。このガイド部材２６は、
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側壁１２上端全周分の長さである一本の棒状部材であってもよいし、それよりも短いもの
を複数本繋げていてもよい。
　また、図２に示すように、ガイド部材２６の直径は側壁１２の厚さの倍以上であって、
その断面曲線状の外殻が側壁１２の上端全周に沿って外側及び内側に張り出している。
　なお、この側壁１２の外側とは、図１に示す左側の側壁１２よりも左側、及び右側の側
壁１２よりも右側をいう。
　そして、図２に示すように、シート体１４をガイド部材２６及び側壁１２に仮留めする
仮留め部材２９（ここでは両面テープ）を、ガイド部材２６の上端から側壁１２の上部ま
で（シート体１４の端部と一致する位置まで）貼着している。なお、シート体１４を仮留
めできればこの貼着位置に限られず、例えばガイド部材２６の外側に張り出した部位にの
み両面テープ２９が貼着されていてもよいし、また、側壁１２の上部のみに貼着されてい
てもよい。
【００３４】
　シート体１４は、その面積が本体部１３の底板１１の面積よりも大きいテント生地であ
って、透光性及び防水性を有する。
　そして、シート体１４は上方から開口部１３Ａを覆い、ガイド部材２６によって側壁１
２に略平行に折り曲げられ張力が掛けられる。このとき、シート体１４はガイド部材２６
及び側壁１２の上部に沿って、隙間なく貼着されている。これにより、開口部１３Ａの中
央でもシート体１４が自重で垂れ下がらない。
【００３５】
　固定部材２５は、ここではボルト２５であって、ボルト２５がシート体１４の折り曲げ
られた部位及び両面テープ２９に孔を開けるとともに側壁１２に形成された貫通孔に挿通
され、シート体１４を側壁１２の外側側面から固定する。また、座金３１も同時に用いら
れており、シート体１４を直接押さえているのは座金３１である。このシート体１４及び
両面テープ２９の孔は、ボルト２５をシート体１４及び両面テープ２９にねじ込むことで
孔を開けてもよいし、事前に開けていてもよい。
　また、座金３１の上端が、ガイド部材２６と側壁１２の境界部分のシート体１４を押さ
えている。
　このようなボルト２５が側壁１２の周方向に所定間隔を開けて、複数配置されている。
　なお、この固定部材２５はネジとボルトの組み合わせであってもよいし、リベット等の
他の固定可能な部材であってもよい。また、強力磁石等でシート体１４を固定することで
、側壁１２に貫通孔が形成されていなくてもよい。
【００３６】
　次に、このように構成された壁面看板２０の製造方法について説明する。
　最初に、平面状の底板１１から側壁１２を閉状態に周囲を囲むように立設させて本体部
１３を形成する。そして、本体部１３の上面に照明装置１８を取付ける。
【００３７】
　次に、図３に示すように、側壁１２の上端全周に沿って外側に張り出すようにガイド部
材２６を設ける。
　そして、ガイド部材２６の外側に張り出した部位に両面テープ２９を貼着する。
【００３８】
　次に、複数の作業者がシート体１４の縁部を均等に外側に引っ張りつつ開口部１３Ａを
シート体１４で覆い、シート体１４を側壁１２に略平行に下方に折り曲げて、シート体１
４に張力を掛ける。これと同時に、両面テープ２９によりシート体１４とガイド部材２６
とを仮留めする。
【００３９】
　次に、シート体１４の折り曲げられた部位を側壁１２の外側側面から固定部材２５で固
定する。
　最後に、座金３１よりも下方にはみ出しているシート体１４の端部を切断して、シート
体１４がほとんどはみ出ない状態にする。
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【００４０】
　以上のように構成及び製造された壁面看板２０によれば、側壁１２の上端全周に沿って
外側に張り出すように設けられたガイド部材２６と、シート体１４の折り曲げられた部位
を側壁１２の外側側面から固定する固定部材２５を備えるので、壁面看板２０が建物の壁
面に取付けられたときに固定部材２５が目立ち難い。よって、従来はこの固定部材２５を
覆い隠すために必要であった縁材１７が不要となるので、壁面看板２０を複雑な形状にも
製造可能でデザインの自由度が上がり、企業イメージやブランドイメージに合った壁面看
板２０を製造することができる。
　また、縁材１７が不要なので、壁面看板２０を見る者にすっきりとした印象を与えるこ
とができる。
【００４１】
　また、ガイド部材２６の外側に張り出した外殻は断面曲線状であるので、シート体１４
がガイド部材２６によって折り曲げられ張力が掛けられたときに、シート体１４が受ける
圧力が分散されシート体１４がガイド部材２６によって傷付くことが防止できる。
【００４２】
　また、シート体１４がガイド部材２６及び側壁１２の上部に沿って隙間なく貼着される
とともに、座金３１の上端が、ガイド部材２６と側壁１２の境界部分のシート体１４を押
さえているので、シート体１４には確実に張力が掛かる。
【００４３】
　さらに、ガイド部材２６は断面略円形の折り曲げ可能な棒状部材であり側壁１２の上端
に沿って固定されてなるので、ガイド部材２６の設置が容易である。すなわち、側壁１２
自体をその上端が外側に張り出すような複雑な形状としなくても、側壁１２の周方向の端
部から順に棒状部材を沿わせて固定するだけで済むので、ガイド部材２６の設置が容易で
その設置に伴う工数も少なくて済む。
【００４４】
　また、ガイド部材２６の外側に張り出した部位にシート体１４をガイド部材２６に仮留
めする仮留め部材２９を施したので、シート体１４とガイド部材２６とが仮留めされ、固
定部材２５によってシート体１４の折り曲げられた部位を側壁１２に固定する作業を行い
易い。
　特に、仮留め部材２９は両面テープであるので、その入手が容易であり、また仮留めの
作業性も良好である。
【００４５】
　さらに、シート体１４が透光性を有するとともに、本体部１３の底板１１の上面に照明
装置１８が取付けられるので、壁面看板２０を内部からライトアップして日没後も壁面看
板２０を目立たせることができる。
　しかも、縁材１７を設けなくてもよいので、壁面看板２０の端部まで光り、さらに壁面
看板２０を目立たせることができる。つまり、縁材１７がある場合には内部からライトア
ップしても縁材１７が光を透過しないので、縁材１７の分だけ壁面看板２０が小さく見え
てしまうが、本実施形態では縁材１７を設けなくてもよいので、本来の表示面全てが光を
透過し、壁面看板２０がよく目を引く。
【００４６】
　なお、本実施形態において、ガイド部材２６の外側に張り出した外殻は断面曲線状であ
るとしたが、これに限られるものではなく、図５に示すように少なくともガイド部材２６
は側壁１２よりも外側に張り出していればよい。
【００４７】
　また、ガイド部材２６は断面略円形の折り曲げ可能な棒状部材であり側壁１２の上端に
沿って固定されてなるとしたが、これに限られるものではなく、側壁１２と一体的に形成
されたものであってもよい。
【００４８】
　さらに、仮留め部材２９は両面テープであるとしたが、これに限られるものではなく、



(9) JP 2013-218087 A 2013.10.24

10

20

30

例えば粘着剤を塗布するものであってもよく、また仮留めに用いることができるものであ
ればその他のものであってもよい。
　また、図５に示すように、仮留め部材２９が用いられなくてもよい。
【００４９】
　また、底板１１の端部全周から側壁１２が立設しているとしたが、これに限られるもの
ではなく、側壁１２よりも外側に底板１１の端部がはみ出していてもよい。
【００５０】
　また、壁面看板２０は鷲のような複数な形状としたが、これに限られるものではなく、
従来のようにシンプルな直方体の壁面看板２０であってもよい。また、シート体１４に文
字や図形が記載されていてもよく、また、壁面看板２０が一つ一つの文字となっているチ
ャンネル文字看板であってもよい。その他様々なデザインを採用することができる。
【００５１】
　また、壁面看板２０内部に照明装置１８を設けたが、これに限られるものではなく、外
部からライトアップするタイプの壁面看板２０であってもよい。
　また、シート体１４はガイド部材２６及び側壁１２の上部に沿って、隙間なく貼着され
ているとしたが、これに限られるものではなく、シート体１４に十分な張力が掛かってい
ればよい。例えばガイド部材２６と側壁１２との境界部分と、シート体１４との間に隙間
があってもよい。
【符号の説明】
【００５２】
　１０　　　壁面看板
　１１　　　底板
　１２　　　側壁
　１３　　　本体部
　１３Ａ　　開口部
　１４　　　シート体
　１５　　　固定部材（ボルト）
　１６　　　ガイド部材
　１７　　　縁材
　１８　　　照明装置
　２０　　　壁面看板
　２５　　　固定部材（ボルト）
　２６　　　ガイド部材
　２９　　　仮留め部材（両面テープ）
　３１　　　座金
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