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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上枠と、下枠と、面材とを備え、上枠及び下枠は枠材を四周に枠組みして構成してあり
、上枠を構成する少なくとも一つの枠材は、縦断面がＴ型形状の中空部を成しており、且
つＴ型を構成する脚部を側壁として下方に開口する溝部を有するものであり、下枠を構成
する少なくとも一つの枠材は、上方に開口する溝部を有するものであり、面材を上枠の溝
部と下枠の溝部の間に嵌め込んで取り付けてあることを特徴とするショーケース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物品を陳列するショーケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、枠材を四周に枠組みした上枠及び下枠と、上枠の角部と対向する下枠
の角部との間に設けた竪枠とを備え、上枠及び下枠で隣合う枠材と竪枠とをコーナーピー
スで連結することが開示されている。
　この特許文献１には、竪枠が中空形材であることが開示されているが、上枠及び下枠を
枠組みしている枠材の断面形状については、具体的に記載がない。しかし、上枠及び下枠
を枠組みしている枠材が中空形材で、これらの隣合う枠材と竪枠との中空部にコーナーピ
ースを挿入して隣合う枠材と竪枠とを連結することが公知である。
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　また、従来のショーケースでは、枠材を兼用する為に上枠と下枠とで同種の枠材を使用
することがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３０１４９９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、下枠は上枠よりも加重を受ける為に高い強度が要求されるから、下枠の枠材の
太さは要求される強度に応じた太さであった。したがって、上枠と下枠とで枠材を兼用す
る場合には、上枠の枠材の太さが必要以上に太くなる。
　上枠の枠材の太さが太くなると、例えば、背の低いショーケースでは、ショーケース内
の陳列物を見る視線を上枠が遮り、陳列物が見え難くなるという不都合がある。
　また、上枠の枠材に下枠の枠材を兼用しない場合でも、各枠材には枠材として所定の強
度が要求されるので、上枠や下枠の枠材を細くするにも限界があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上枠や下枠を構成する枠材の太さを細くできるショーケースの提供
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、上枠と、下枠と、面材とを備え、上枠及び下枠は枠材を四周
に枠組みして構成してあり、上枠を構成する少なくとも一つの枠材は、縦断面がＴ型形状
の中空部を成しており、且つＴ型を構成する脚部を側壁として下方に開口する溝部を有す
るものであり、下枠を構成する少なくとも一つの枠材は、上方に開口する溝部を有するも
のであり、面材を上枠の溝部と下枠の溝部の間に嵌め込んで取り付けてあることを特徴と
するショーケースである。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、縦断面がＴ型の中空部を有する枠材は、縦断面Ｔ型の
下方に突出した脚部により、上下方向の厚み寸法とした場合と略同等の強度を得ることが
できるので、所定の強度で枠材の太さを細くできる。
　上枠の枠材を縦断面Ｔ字型の中空部を有する枠材としてあるから、面材を引き違い戸と
した場合に、上枠材のＴ字の左右の空間を引き違い引戸の案内溝として用いることにより
、上枠材の見込み寸法が大きくならないで済む。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態にかかるショーケースの図であり、図５（ａ）に示すＢ－Ｂ
断面図である。
【図２】本発明の実施の形態にかかるショーケースの図であり、図５（ａ）に示すＣ－Ｃ
断面図である。
【図３】本発明の実施の形態にかかるショーケースの図であり、図５（ａ）に示すＤ－Ｄ
断面図である。
【図４】本発明の実施の形態にかかるショーケースの図であり、図５（ｂ）に示すＥ－Ｅ
断面図である。
【図５】本発明の実施の形態にかかるショーケースの図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）
は平面図、（ｃ）は側面図、（ｄ）は背面図である。
【図６】本発明の実施の形態にかかるショーケースの図であり、２段重ねた状態で設置し
た場合の縦断面図である。
【図７】本発明の実施の形態にかかるショーケースの図であり、図６に示すＡ－Ａ断面の
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右側のみを示す断面図である。
【図８】本発明の実施の形態にかかるショーケースに用いられる上コーナーピースの図で
あり、（ａ）は正面図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は右側面図、（ｄ）は平面図、（ｅ）
は背面図、（ｆ）は底面図、（ｇ）は（ｆ）に示すＧ－Ｇ断面図である。
【図９】本発明の実施の形態にかかるショーケースに用いられる下コーナーピースの図で
あり、（ａ）は正面図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は右側面図、（ｄ）は平面図、（ｅ）
は背面図、（ｆ）は底面図、（ｇ）は（ｆ）に示すＧ－Ｇ断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態にかかるショーケースに用いられる天板固定具の図であり
、（ａ）は正面図、（ｂ）は左側面図、（ｃ）は右側面図、（ｄ）は平面図、（ｅ）は底
面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、添付図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。本実施の形態にか
かるショーケース１は、図５（ａ）～（ｃ）に示すように、キャスタ付きの台２に載置し
てあり、上枠３と、下枠５と、上枠３及び下枠５を上下に連結した竪枠７と、パネル（面
材）９、９ａ、９ｂと、上コーナーピース１０と、下コーナーピース１１とを備えている
。
　図５（ｂ）に示すように、上枠３は、上縦枠材３ａ、３ｂと上横枠材３ｃ、３ｄを四周
に枠組みして平面視四角形状に形成されている。
　図５（ａ）（ｃ）（ｄ）に示すように、下枠５は、下縦枠材５ａ、５ｂと下横枠材５ｃ
、５ｄを四周に枠組みして、上枠３と同じ平面視四角形状に形成している。
　竪枠７は、上枠３の各角部と、対応する下枠５の角部間に設けて、上枠３と下枠５とを
上下で連結している。
　各枠材３ａ～３ｂ、５ａ～５ｄ及び竪枠７はアルミ形材製である。
　上枠３と下枠５との間には、正面及び左右の側面の３面にパネル９が各々嵌め込んであ
り、背面には引き違いにより開閉自在な開閉パネル９ａ、９ｂが設けてある。
【００１０】
　図１及び図２に示すように、互いに対向する一対の上横枠材（上枠）３ｃ、３ｄは、本
体部１２と、本体部１２の内周側に一体に設けた天板載置部１３とを備えている。天板載
置部１３は、上面１３ａが本体部１２の上面（上枠外周側上面）１２ａよりも低い段状に
なっている。この天板載置部１３には天板１５が載置してあり、天板１５の上面１５ａと
本体部１２の上面１２ａとは面一にしてある。
　天板載置部１３は、その下部に上横枠材３ｃ、３ｂの長手方向に沿って設けた溝部１７
を有し、溝部１７の開口部１７ａは斜め下側を向いており、具体的には４５度斜め下向き
にして、ショーケースの略中央部を向いている。開口部１７ａは、互いに対向する側に突
設して溝の幅よりも開口を狭めている。
【００１１】
　前側の上横枠材３ｃの溝部１７の開口部１７ａには、照明具１９が長手方向に沿って取
付けてあり、照明具１９はＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）であ
る。照明具１９の基部は溝部１７の溝内に収納されており、照明具１９はショーケース１
内の略中央に向けて照射している。照明具１９として用いるＬＥＤは、一般的には照射角
度が１２０度であるが、本実施の形態では、ＬＥＤの照射角が屈折レンズによって９０度
に矯正してある。
　図２示すように、後側の上横枠材３ｄには、溝部１７内にスライド自在に嵌合するスラ
イド部材２１が設けてあり、上横枠材３ｄの長手方向略中央位置には、スライド部材２１
に中棚柱２２の保持具２４がねじ２０で固定してある。中棚柱２２の下端は後述する床材
２９に固定した柱受具２６に嵌合されている。
　スライド部材２１には、照明具１９の配線Ｍを保持する配線保持空間が形成されている
。
【００１２】
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　上横枠材３ｃ、３ｄの本体部１２は、縦断面が中空の略Ｔ型形状を成しており、後側の
上横枠材３ｄの本体部１２には、Ｔ型を構成している脚部１２ｃを挟む位置にパネルの上
端を収納する溝部８ａ、８ｂが形成されており、溝部８ａ、８ｂには各々対応する開閉パ
ネル９ａ、９ｂの上端が収納されて、開閉パネル９ａ、９ｂの移動を案内している。溝部
８ａ、８ｂには、所定位置に穴８ｃが形成してある。
　開閉パネル９ａ、９ｂの上端には樹脂製のカバー材５５が取付けてあり、カバー材５５
には上方に突出する突部５５ａが設けてあり、所定位置で開閉パネル９ａ、９ｂを上方に
持ち上げたときに突部５５ａが溝部８ａ、８ｂに形成した穴８ｃに入り、開閉パネル９ａ
、９ｂをけんどんで取付け及び取外しできるようにしてある。
　図１に示すように、前側の上横枠材３ｃの本体部１２には、Ｔ型を構成している脚部１
２ｃの前側にパネル９の上端を嵌め込む嵌合溝８が形成されている。
【００１３】
　図４に示すように、互いに対向する一対の上縦枠材（上枠）３ａ、３ｂには、本体部１
２と、本体部１２の内周側に天板載置部１３が一体に設けてある。天板載置部１３は、上
面１３ａが本体部１２の上面（上枠外周側上面）１２ａよりも低い段状になっている。こ
の天板載置部１３には、天板１５が載置してあり、天板１５の上面１５ａと本体部１２の
上面１２ａとは略面一にしてある。
　上縦枠材３ａ、３ｂの本体部１２の下面にも、パネル９の上端を嵌め込む嵌合溝８が形
成されている。
　尚、上縦枠材３ａ、３ｂの断面形状は上横枠材３ｃ、３ｄと異なっており、本体部１２
の縦断面形状は略四角形状の中空部を成しており、天板載置部１３の断面形状も略四角形
状の中空形状を成しており、これらの中空部は連続した形状としてある。
　各天板載置部１３と天板１５との間にはスペーサ２３が介在されている。
【００１４】
　ここで、天板１５を上枠３に固定する天板固定具１４について説明する。天板固定具１
４は、天板１５の各コーナ部に設けてあり、図４及び図１０に示すように、天板係合部１
４ａと、上枠係合部１４ｂと、天板係合部１４ａと上枠係合部１４ｂとを連結する連結部
１４ｃを備えている。天板係合部１４ａは断面コ字形状を成してコ字内に天板１５の端部
を嵌合している。上枠係合部１４ｂは連結部１４ｃに対して折り曲げ自在に設けてあり、
図１に示すように、折り曲げて上横枠材３の溝部１７の溝内に入り込ませて、上方への移
動を規制している。上枠係合部１４ｂと連結部１４ｃとの間には穴１４ｄが形成してあり
、上枠係合部１４ｂの曲げを容易にしている。尚、図１０に示す天板固定具１４は、上枠
係合部１４ｂを折り曲げる前の状態を示しており、図１０の（ｄ）（ｅ）に示す二点鎖線
で折り曲げた状態を示している。また、図１及び図２では天板固定具１４は折り曲げた状
態を示している。
【００１５】
　図１及び図２に示すように、下枠５において、互いに対向する一対の下横枠材（下枠）
５ｃ、５ｄには、本体部２５と、本体部２５の内周側に一体に設けた接地部２７とを備え
ている。接地部２７は、下側に突出してあり、その下面２７ｂが本体部２５の下面（下枠
外周側下面）２５ｂよりも低い段状になっている。この接地部２７の上面２７ａは底板載
置面になっており、上面２７ａには、底板２９が載置してあり、底板２９の上面２９ａと
本体部２５の上面２５ａとは略面一にしてある。
　図１に示すように、下横枠材５ｃ、５ｄの外周側部には、嵌合溝３１が形成してあり、
前側の下横枠材５ｃの嵌合溝３１には前側のパネル９の下端が嵌合し、後側の下横枠材５
ｄの嵌合溝３１には、後側の開閉パネル９ａ、９ｂの移動を案内するレール材３３を嵌合
している。
　図４に示すように、下縦枠材５ａ、５ｂは、図１及び図２に示す下横枠材５ｃ、５ｄと
類似形状であるから、下横枠材５ｃ、５ｄと同一の作用効果を奏する部分には同一の符号
を付することにより、その部分の詳細な説明を省略する。
　図１及び図４に示すように、下枠５の各枠材５ａ～５ｄの接地部２７は、ねじ４により
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台２に固定してある。
【００１６】
　図３及び図５に示すように、竪枠７は、平面視四角形の上枠３と下枠５の各角部に設け
てあり、図３に示すように、各々、外周側部に長手方向に沿って設けたパネル嵌合溝３５
を有し、内周側には長手方向に沿って溝部３７が設けてあり、溝部３７はショーケース１
の内側に向けて開口している。前側の竪枠７に設けた溝部３７の開口部３７ａは斜め後側
を向いており、具体的には４５度斜め後側向きにして、後側の竪枠７に設けた溝部３７の
開口部３７ａは斜め前側を向いており、具体的には４５度斜め前側向きにして、ショーケ
ース１の略中央部を向けて開口している。開口部３７ａは、互いに対向する側に突設して
溝の幅よりも開口を狭めている。
　前側の一方の竪枠７の溝部３７には、その開口部３７ａに照明具１９が長手方向に亘っ
て取付けてあり、照明具１９はＬＥＤである。照明具１９の基部は溝部３７の溝内に収納
されており、ショーケース１の内側から脱着自在に開口部３７ａに取付けてある。照明具
１９は、４５度斜め前側向きにしてショーケース１内の略中央に向けて照射している。
　前側の他方の竪枠７の溝部３７には、その開口部３７ａに溝部キャップ５１が取付けて
あり、溝部３７の開口に蓋をしているが、説明の為に溝部キャップ５１を取付ける場合を
示したものであり、前側の一方の竪枠７の溝部３７に照明具１９を取り付ける場合には、
前側の他方の竪枠７の溝部３７にも同様に照明具１９を取り付ける。
　尚、前側の他方の竪枠７の溝部３７の開口部３７ａに溝部キャップ５１を取り付ける場
合には、前側の一方の竪枠７の溝部３７にも同様に溝部キャップ５１を取り付ける。
　即ち、前側の一方の竪枠７の溝部３７及び前側の他方の竪枠７の溝部３７には、照明具
１９又は溝部キャップ５１を選択して取り付け自在である。
【００１７】
　後側の竪枠７の溝部３７には、棚柱３９が上下方向に亘って取り付けてある。棚柱３９
は基部３９ａと棚板ブラケット装着部３９ｂとを有し、棚板ブラケット装着部３９ｂには
棚板ブラケット４１（図５（ｃ）参照）の後端を係止するブラケット係止材４３が取り付
けてある。図５（ａ）（ｃ）に示すように、左右の棚板ブラケット４１、４１間には棚板
４２が載置される。
　図３に示すように、棚柱３９において、基部３９ａは竪枠７の溝部３７の開口部３７ａ
に係合して固定してある。棚柱３９の基部３９ａは中空になって弾性変形可能にしてあり
、竪枠７の溝部３７の開口部３７ａに押し込むことにより、弾性変形した後、弾性復帰し
て取付けてある。
　棚柱３９の基部３９ａの中空内には、棚柱３９の上端と下端に棚柱キャップ５３が装着
してあり、係合部４３の変形を阻止して棚柱３９の外れを防止してある。
　溝部３７の溝内には、図示していないが、上枠３に設けた照明具１９の配線Ｍが収納さ
れており、配線Ｍはショーケース１の底板の下に設けた電源に接続されている。
　左右の棚柱３９、３９は、各々上下寸法を竪枠７の上下寸法よりも小さくしてあり、図
１及び図５（ｄ）に示すように、竪枠７の上端と棚柱３９の上端との間に寸法Ｈをあけて
いる。
【００１８】
　次に、ショーケース１の各角部に設けたコーナーピース１０、１１について説明する。
図８に上コーナーピース１０を示し、図９に下コーナーピース１１を示す。図５に示すよ
うに、上コーナーピース１０は、隣合う上縦枠材３ａ（３ｂ）と上横枠材３ｃ（３ｄ）と
竪枠７との３つを連結しており、一の対角位置にある一対のコーナーピース１０と、他の
対角位置にある一対のコーナーピースとは、同一形状で左右が異なるだけであるから、図
５（ｂ）に示す対角位置にあるコーナーピース１０についてのみ説明する。
　上コーナーピース１０は、上縦枠材３ａの中空に挿入する縦枠材挿入部１０ａと、上横
枠材３ｄの中空に挿入する横枠材挿入部１０ｂと、竪枠７の中空内に挿入する竪枠挿入部
１０ｃとを有し、各挿入部１０ａ、１０ｂ、１０ｃは挿入する中空の形状に対応して形成
している。横枠材挿入部１０ｂは、図８（ｂ）に示すように、上横枠材３ｃの形状に対応
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して縦断面が略Ｔ型形状を成している。
　下コーナーピース１１も、左右が異なる２種類のコーナーピースがあるが、左右が異な
るだけであるから、一対の対角位置にある一種類のコーナーピースについて説明する。下
コーナーピース１１は、図９に示すように、下縦枠材５ａの中空に挿入する縦枠材挿入部
１１ａと、下横枠材５ｃの中空に挿入する横枠材挿入部１１ｂと、竪枠７の中空内に挿入
する竪枠挿入部１１ｃとを有し、各挿入部１１ａ、１１ｂ、１１ｃは挿入する中空の形状
に対応して形成している。
【００１９】
　次に、本実施の形態にかかるショーケース１の組立て、作用及び効果について説明する
。
　本実施の形態にかかるショーケース１は、いわゆるノックダウン方式により加工業者の
工場で組み立てる。組み立て手順は特に限定されないが、例えば、図１及び図４に示すよ
うに、まず、下枠材５ａ～５ｄを下コーナーピース１１と共に四周組みした下枠５の接地
部２７をねじ４で台２に固定する。
　次に、各下コーナーピース１１に竪枠７を装着し、正面及び左右の側面において下枠５
及び竪枠７にパネル９を嵌め入れる。
　上枠材３ａ～３ｄを上コーナーピース１０と共に四周組みした上枠３を作成し、各竪枠
７の上端に上コーナーピース１０の竪枠挿入部１０ｃを竪枠上端に挿入して竪枠７に上枠
３を取り付ける。その後、底板２９を下枠３の接地部２７の底板載置面２７ａに載置する
。
　左右の後側竪枠７には、各々、棚柱３９の基部３９ａを溝部１７の開口部１７ａに押し
込んで溝部１７に取り付け、各棚柱３９の上端及び下端に棚柱キャップ５３を取り付ける
。
　次に、後側の上横枠材３ｄの中間位置に、中棚柱２２を配置してその下端を底板２９に
固定した受け具２６に取付け、中棚柱２２の上端に保持具２４を装着し、中棚柱２２の下
端を受け具２６に押し込みながら、保持具２４を上横枠材３ｄの溝部１７に設けたスライ
ド部材２１にねじで止める。
　次に、左右の棚柱３９及び中棚柱２２に棚板ブラケット４１を取り付けた後、棚板ブラ
ケット４１に棚板４２を載置する。
　その後、天板１５を取り付けるが、天板１５の取り付けは、天板１５の各角部に天板固
定具１４の天板係合部１４ａを嵌め込み、天板１５を天板固定具１４と共に内周に落とし
て上枠３の天板載置部１３に載せた後、上枠係合部１４ｂを折り曲げて上横枠材３の溝部
１７の溝内に入り込ませる。
　最後に、開閉パネル９ａ、９ｂの下端にレール材３３を取り付け、上端にカバー材５５
を取り付けて、開閉パネル９ａ、９ｂを後側の上横枠材３ｄと下横枠材５ｄとの間に取り
付ける。
【００２０】
　次に、図６及び図７を参照して、２つのショーケース１ａ、１ｂを積み重ねる場合につ
いて説明する。２つのショーケース１ａ、１ｂは、各々上述したショーケース１と同種の
ものである。
　上述したように、下ショーケース１ａ及び上ショーケース１ｂを各々組み立て、下ショ
ーケース１ａの上枠３の天板載置部１３に天板１５を載置しないで、上ショーケース１ｂ
の下枠５に設けた接地部２７を、上枠３の天板載置部１３に載置する。
　これにより、下ショーケース１ａの上枠３の本体部１２の上面（外周側上面）１２ａと
、上ショーケース１ｂの下枠本体部２５の下面２５ｂが当接し、下ショーケース１ａの上
枠３の内周側で、上枠本体部１２の上面１２ａよりも低い段状の天板載置部１３に接地部
２７の下面２７ｂが当接することで、下ショーケース１ａの上枠３に上ショーケース１ｂ
の下枠５が嵌合する。
　尚、この図６及び図７に示すショーケース１ａ、１ｂでは、前側に開閉パネル９ａ、９
ｂを設けてあり、上枠３の前側横枠材３ｃには、支え棒４５を取付けてあり、支え棒４５
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の上端を保持する保持具２４はスライド部材２１で前側横枠材３ｃの溝部１７に固定して
ある。また、支え棒４５の下端は底板２９に固定した受け具２６内に挿入して保持してあ
る。
【００２１】
　本発明の実施の形態によれば、図１に示すように、上横枠材３ｃ、３ｄの本体部１２は
、縦断面がＴ型形状としているので、縦断面Ｔ型の下方に突出した脚部１２ｃにより、枠
材全体を上下方向の厚み寸法とした場合と略同等の強度を得ることができるから、上横枠
材３ａ、３ｂの太さを細くして所定の強度を得ることができる。
　図５に示すように、上枠３の隣合う枠材３ａ、３ｃ（又は３ｂ、３ｄ）及び竪枠７を上
コーナーピース１０で固定し、下枠３の隣合う枠材５ａ、５ｃ（又は５ｂ、５ｄ）及び竪
枠７を下コーナーピース１０で固定しているので、ショーケース１の設置現場で枠材３ａ
～３ｄ、５ａ～５ｄや竪枠７を必要に応じてカットする寸法調整が容易にできる。
　上横枠材３ｄが縦断面Ｔ字型の中空部を有し、上枠材３ｄのＴ字型の左右の空間を開閉
パネル（引き違い戸）９ａ、９ｂの案内溝として用いているので、開閉パネル９ａ、９ｂ
を取り付けた場合でも上枠材３ｄの見込み寸法が大きくならないで済む。
【００２２】
　図６及び図７に示すように、単体で設置するショーケース１ａ、１ｂを積み重ねて設置
する場合には、下ショーケース１ａの天板載置部１３に上ショーケース１ｂの接地部２７
を載せて、下ショーケース１ａの上枠３に上ショーケース１ｂの下枠５を嵌合することに
より、上ショーケース１ｂの接地部２７の外周を下ショーケース１ａの上枠３の本体部１
２（外周側部）で囲んで保持するから、別途加工を施したり追加部品をほとんど用いるこ
となく、上ショーケース１ｂの転落やずれを防止できる。
【００２３】
　図１に示すように、下枠５の各枠材５ａ～５ｄでは、接地部２７の下面２７ｂを下枠５
の本体部２５の下面２５ａよりも低い段状としているので、下枠５の見かけ上の見付け面
の上下寸法が、本体部２５のみの上下寸法として小さく見える為、外観が良い。また、台
２の上面と下枠５の本体部２５との間に隙間Ｓができるから、台２の前面板２ａを外すと
きに、下枠５が邪魔にならない。
　図３に示すように、左右の棚柱３９、３９は、左右の後側の竪枠７に一体に形成した溝
部３７に嵌合固定しているから、ねじ固定する場合に比較して固定部分の寸法を設けなく
て済むので、左右の棚柱３９、３９は左右方向の端近くに容易に寄せることができ、図５
に示すように、棚柱３９、３９に取り付けた棚板ブラケット４１に棚板４２を載せるとき
に、棚柱３９、３９が邪魔になるのを防止できる。
　棚柱３９、３９には弾性変形可能な基部３９ａが設けてあり、基部３９ａを竪枠７の溝
部３７の開口部３７ａに押し込んで固定しているので、棚柱３９、３９の取り付けが容易
にできる。また、取り付け後は棚柱キャップ５３を棚柱３９、３９の上下端に嵌め込むこ
とにより、基部３９ａの変形を阻止して棚柱３９、３９の脱落を防止できる。
　図４に示すように、左右の棚柱３９、３９は、上下寸法を竪枠７の上下寸法よりも小さ
くして、竪枠７の上端と棚柱３９、３９の上端との間に寸法Ｈをあけているので、棚柱キ
ャップ５３を棚柱３９の上下端に嵌め込むことができる。棚柱３９は、竪枠７に設けた溝
部３７内に竪枠７と上コーナーピース１０をねじ止めするねじ４８の頭を溝部３７内に隠
すことができる。
【００２４】
　図１に示すように、照明具１９は上枠３の前側横枠材３ｃの溝部１７で保持すると共に
図３に示すように、左の前側竪枠７の溝部３７とで保持しており、棚柱３９は左右の後側
竪枠７の溝部３７で保持しているので、予め設けた溝部１７、３７により照明具１９や棚
柱３９の取り付け位置が定まっているから、照明具１９や棚柱３９の位置出しが簡単にで
きる。
　照明具１９は各溝部１７、３７の溝開口部１７ａ、３７ａで保持し、棚柱３９は溝部３
７の溝開口部３７ａで保持するので、照明具１９や棚柱３９の固定に、ねじ等の固定部材
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をほとんど使わなく済むから、取り付けが簡単にできる。また、照明具１９や棚柱３９の
固定部の露出を少なくできるから、意匠性に優れる。
　棚柱３９は竪枠７に保持しているので、上枠３と底板２９とで保持している従来技術に
比較して、棚柱３９の上下寸法を任意にでき、棚柱３９の寸法に精度が要求されないから
棚柱３９の製造や組み立てが容易にできる。
　照明具１９は竪枠７の溝部３７が保持しているから、竪枠７から照明具１９の熱をショ
ーケース１の外部に放熱でき、ショーケース内に熱がこもるのを低減できる。特に、竪枠
７はアルミ形材でできているので放熱性が高い。
　図１に示すように、上横枠材３ｃの溝開口部１７ａはショーケース１の内方で且つ斜下
を向いており、前側竪枠７の溝開口部３７ａはショーケース内方で斜前を向いているので
、各溝開口部１７ａ、３７ａに取付けた照明具１９の保持部や照明光が、ショーケース内
を見ている顧客の目に入り難くなり、陳列物を目立たせることができる。
　また、各照明具１９の照明光はショーケース１の略中央側に向けて照射しているので、
ショーケース１内の陳列物を効率良く照らすことができる。
【００２５】
　図３に示すように、竪枠７に設けた溝部３７の溝内を空間としてあり、溝部３７の空間
に上枠３に設けた照明具１９の配線を通し、溝部３７に溝部キャップ５１を嵌め込むこと
で、照明具１９の配線を隠すことができる。
　図１及び図３に示すように、照明具１９を取り付けた前側上横枠材３ｃの溝部１７は斜
め下向きに４５度傾斜し、照明具１９を取り付けた前側竪枠７の溝部３７は斜め後向きに
４５度傾斜しており、且つ照明具１９のＬＥＤの照射角度を９０度としているから、この
点においても、ショーケース１内の陳列物に照射光を集めることができ、照射効率を高め
ることができると共に、各溝部１７、３７が買物客の目に入り難くなり、陳列物を目立た
せることができる。
　図２に示すように、後側の上横枠材３ｄに設けた溝部１７には、スライド部材２１を係
合して中棚柱２２又は支え棒４５（図６参照）の保持具を保持しているので、中棚柱２２
や支え棒４５の取り付けが容易にできる。
　図５に示すように、ショーケース１を単独に用いる場合には、ショーケース１と台２と
を別体にして台２にショーケース１を取り付けているので、図６及び図７に示すように、
ショーケース１ａ、１ｂを積み重ねて設置するときに、ショーケースのみを積み重ねでき
、台２の部分がないから、陳列スペースを大きくとることができる。また、ショーケース
１と台２が別体であるから、台２の意匠や構造の自由度が高く、台２を店舗デザインに対
応した意匠や構造にすることができる。
　図２に示すように、ショーケース１には中棚柱２２を設けているので、上枠３の撓みを
防止できる。
　天板１５は天板固定具１４で上枠３に固定しているので天板１５の取り外しを防止でき
る。天板固定具１４は、上枠係合部１４ｂを折り曲げて上横枠材３の溝部１７の溝内に入
り込ませて、上方への移動を規制しているので、ねじ等の固定部品を用いることなく、容
易に上枠３に固定できる。
　パネル９の上端には樹脂製のカバー材５５が取付けてあるので、開閉パネル９ａ、９ｂ
を開閉するときの横枠材３ｄとの摺れ音を低減できる。
　カバー材５５には上方に突出する突部５５ａが設けてあり、開閉パネル９ａ、９ｂを持
ち上げたときに、溝部８ａ、８ｂに形成した穴８ｃに入り込むようにしてあるので、開閉
パネル９ａ、９ｂをけんどんでの取付け及び取外しが容易にできる。
　上枠縦材３ｃ、３ｄの溝部１７及び竪枠７の溝部３７には、各々溝部キャップ５１が取
り付け自在であるから、照明具１９や棚板３９を取り付けない場合には、溝部キャップ５
１で蓋ができるので、溝部１７、３７に収納した配線Ｍを隠すことができる。
【００２６】
　本発明は、上述した実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可
能である。
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　例えば、照明具１９は、ＬＥＤに限らず、蛍光灯等であってもよい。
　ショーケース１、１ａ、１ｂにおいて、棚板４２、棚柱３９及び中棚柱２２は設置しな
くても良い。
　また、ショーケース１、１ａ、１ｂの前側の左右寸法が所定寸法（例えば、９００ｍｍ
）を越えない場合には、棚板４２を使用する場合であっても、中棚柱２２や支え棒４５は
無くとも良い。ショーケース１、１ａ、１ｂの前側の左右寸法が所定寸法を越える場合で
、棚板４２を使用する場合には、支え棒４５は無くても良い。例えば、図６及び７に示す
ように、前側に開閉パネル９ａ、９ｂがある場合には支え棒４５を使用することが望まし
いが、図１～図５に示すショーケース１のように後側に開閉パネル９ａ、９ｂがある場合
には、中棚柱２２が上フレームの撓みを押えることができるので支え棒４５は無くても良
い。
　ショーケース１ａ、１ｂを積み重ねるときには、２つに限らず、３つ積み重ねても良く
、積み重ねる数は制限されない。
　ショーケース１は、台２に固定することに限らず、接地部２７を店舗の床に直接固定し
ても良い。
　開閉パネル９ａ、９ｂは、無くとも良い。開閉パネル９ａ、９ｂは、ＦＩＸパネルに変
更しても良く、この場合は天板１５を外して物品を出し入れする。
　照明具１９は前側の竪枠７や上横枠材３ｃに設けるだけでなく、後側の竪枠７や後側の
上横枠材３ｄに取り付けても良い。
　棚柱３９を省いて中棚柱２２を２本以上設けても良い。
　面材９はネットであっても良い。
　天板１５は、天板固定具１４を用いないでシリコン等で上枠３に接着しても良い。
　照明具１９は、ＬＥＤの前に屈折レンズを設けて屈折レンズの前にフィルタを付けたも
のであっても良い。フィルタによりグレア（眩しさ）の軽減や光に色を付ける等の効果を
得ることができる。
【符号の説明】
【００２７】
　１　　ショーケース
　３　　上枠
　３ａ～３ｄ　上枠材
　５　　下枠
　５ａ～５ｄ　下枠材
　７　　竪枠
　９、９ａ、９ｂ　パネル（面材）
　１０　コーナーピース
　１０ｂ　挿入部（Ｔ字型形状の挿入部）
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