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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】不具合の発生が抑制された遊技機を提供する。
【解決手段】遊技機は、箱形の筐体と前扉と基板ユニッ
ト３３０とを備え、筐体の天板は、筐体の島設備への取
り付けに用いられる取付穴を備え、基板ユニット３３０
は、コネクタ３１１が配置された基板３１０と、基板３
１０を覆う基板ケース３２０と、を備え、基板ケース３
２０は、コネクタ３１１を露出させるコネクタ開口部３
２１を備え、取付穴の直下に、基板ケース３２０が配置
されているがコネクタ開口部３２１が配置されていない
。このため、不具合の発生を抑制できる。
【選択図】図２２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箱形の筐体と前扉と基板ユニットとを備えた遊技機であって、
　前記筐体の天板は、前記筐体の島設備への取り付けに用いられる取付穴を備え、
　前記基板ユニットは、コネクタが配置された基板と、前記基板を覆う基板ケースと、を
備え、
　前記基板ケースは、前記コネクタを露出させるコネクタ開口部を備え、
　前記取付穴の直下に、前記基板ケースが配置されているが前記コネクタ開口部が配置さ
れていない
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機として、複数の図柄が配列された複数のリール、スタートレバー、およびストッ
プボタン等を備えたスロットマシンが知られている。スロットマシンでは、遊技媒体（メ
ダル）がベットされた後、スタートレバーが操作されたことを検出すると、複数のリール
の回転が開始する。また、各リールに対応して設けられたストップボタンが操作されたこ
とを検出すると、当該ストップボタンに対応するリールの回転が停止する。このとき、払
い出しの対象となる有効ライン上に当選役に対応する図柄組み合わせが表示されると、所
定枚数のメダルが払い出される等、遊技者に遊技上の利益が付与される。
【０００３】
　このようなスロットマシンの内部には、遊技に関するコマンドを決定してコマンドを送
信するメイン制御基板（主基板）と、メイン制御基板からコマンドを受信してその受信し
たコマンドに対応する処理を実行するサブ制御基板（サブ基板）とが設けられている（例
えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、スロットマシンは、固定部材を用いて遊技場の島設備に固定されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１８－１０２４９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、遊技機では、不具合の発生を抑制することが求められている。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、不具合の発生が抑制された遊技機を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するために、本発明の遊技機は、
　箱形の筐体と前扉と基板ユニットとを備えた遊技機であって、
　前記筐体の天板は、前記筐体の島設備への取り付けに用いられる取付穴を備え、
　前記基板ユニットは、コネクタが配置された基板と、前記基板を覆う基板ケースと、を
備え、
　前記基板ケースは、前記コネクタを露出させるコネクタ開口部を備え、
　前記取付穴の直下に、前記基板ケースが配置されているが前記コネクタ開口部が配置さ
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れていないことを特徴とする。
【０００９】
　このような構成によれば、前記取付穴の直下に、前記基板ケースが配置されているが前
記コネクタ開口部が配置されていない。このため、遊技機の島設備への取り付けにおいて
、固定部材（ネジ）を取付穴にねじ込んだ際にゴミが発生した場合であっても、当該ゴミ
がコネクタ開口部を介して基板ケースの内部に侵入することがない。このため、ゴミが基
板に付着することによる不具合の発生を抑制できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の遊技機によれば、不具合の発生を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機の一例を示すもので、その斜視図である。
【図２】同、遊技機筐体内部を示すもので、前方右側から見た斜視図である。
【図３】同、遊技機筐体外面を示すもので、後方左側から見た斜視図である。
【図４】同、ネジの遊技機筐体への取り付けについて説明するためのもので、（ａ）はネ
ジとナットの分解斜視図、（ｂ）はネジの遊技機筐体への取り付け状態を示す斜視図であ
る。
【図５】同、把手の遊技機筐体への取り付け状態を示すもので、正面側から見た断面図で
ある。
【図６】同、把手を示すもので、その斜視図である。
【図７】同、電源ユニットを示すもので、（ａ）は前方右側から見た斜視図、（ｂ）は後
方左側から見た斜視図である。
【図８】同、電源ユニットの遊技機筐体への取り付け状態を示すもので、右側から見た断
面図である。
【図９】同、メダル補給穴カバーの遊技機筐体への取り付けについて説明するためのもの
で、（ａ）は取り付け前の状態を示す斜視図、（ｂ）は取り付け状態を示す斜視図である
。
【図１０】同、遊技機筐体の他の例を示すもので、後方左側から見た斜視図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態に係る遊技機を示すもので、（ａ）は前方右側から
見た斜視図、（ｂ）は筐体内部を示す前方右側から見た斜視図である。
【図１２】同、筐体内部を示す前方右側から見た斜視図である。
【図１３】同、前扉を後方左側から見た斜視図である。
【図１４】同、遊技機を正面から見た概略図である。
【図１５】同、図１４に示すＹ－Ｙ線における断面図である。
【図１６】同、筐体内部を示す前方右側から見た斜視図である。
【図１７】同、筐体内部を示す前方左側から見た斜視図である。
【図１８】同、筐体内部を前方から見た図である。
【図１９】同、筐体内部を前方から見た図である。
【図２０】同、前扉を後方左側から見た斜視図である。
【図２１】同、基板の傾斜角度について説明する図である。
【図２２】同、所定の基板ケースユニットを示すもので、（ａ）は基板ケースユニットの
斜視図であり、（ｂ）は基板ケースユニットの断面図である。
【図２３】同、（ａ）は底板、ベース部およびレール部を示す斜視図であり、（ｂ）はホ
ッパーユニットを示す斜視図である。
【図２４】同、（ａ）は左レール部を側方から見た図であり、（ｂ）は左レール部を前方
から見た図であり、（ｃ）はベース部およびレール部を後方から見た図である。
【図２５】本発明の第３の実施の形態に係る遊技機を示すもので、（ａ）は前扉を開いた
状態を前方右側から見た斜視図、（ｂ）は回胴部を前方右側から見た斜視図である。
【図２６】同、（ａ）は枠体を正面から見た図であり、（ｂ）は枠体の取付穴を後方右側
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から見た図である。
【図２７】同、（ａ）は筐体内部を前方から見た図であり、（ｂ）は留め具を前方右側か
ら見た斜視図である。
【図２８】同、（ａ）は筐体内部を前方右側から見た斜視図であり、（ｂ）は回胴部を前
方左側から見た斜視図である。
【図２９】同、固定部材を示す図である。
【図３０】本発明の第２の実施の形態に係る遊技機を示すもので、天板を内側（裏側）か
ら見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（第１の実施の形態）
　以下、本発明の第１の実施の形態について図面を参照して説明する。
　まず、遊技機の概略構成について説明する。なお、以下では遊技機の一つであるスロッ
トマシンについて説明するが、本発明に係る遊技機は、スロットマシンに限ることなく、
パチンコ遊技機等の遊技機であってもよい。
　また、以下の説明においては、基本的に「前後」とは、スロットマシンの前側に遊技者
が居る場合に、遊技者側が「前」で、スロットマシン側が「後」を意味し、「上下」とは
スロットマシンの上面側が「上」で、下面側が「下」を意味し、「左右」とはスロットマ
シンを遊技する遊技者の左手側が「左」を意味し、右手側が「右」を意味する。
【００１３】
　図１はスロットマシンＸを示す斜視図である。また、図２はスロットマシンＸの筐体１
内部を示す斜視図である。このスロットマシンＸは、筐体（遊技機筐体）１を備えている
。また、筐体１は、天板２、背板３、底板４および左右の側板５，６を備え、当該筐体１
の前面側に開口する前面開口部を有する箱形に形成されている。また、背板３は、天板２
、底板４および左右の側板５，６よりも板厚が薄くなっている。なお、本実施形態におい
ては、筐体１は木製であるが、合成樹脂製や金属製等であってもよい。
　なお、以下では、天板２の下面、背板３の前面、底板４の上面、左側の側板５の右面お
よび右側の側板６の左面、すなわち天板２、背板３、底板４、側板５または側板６におけ
る筐体１の内側を向く板面を内面とも呼ぶこととする。また、天板２の上面、背板３の背
面、底板４の下面、左側の側板５の左面および右側の側板６の右面、すなわち天板２、背
板３、底板４、側板５または側板６における筐体１の外側を向く板面を外面とも呼ぶこと
とする。
【００１４】
　底板４の上面には、各部品に電力を供給するための電源ユニット１０、メダルを貯留す
るとともにメダルを払い出す払い出し装置としてのホッパーユニット１１、ホッパーユニ
ット１１に貯蔵されたメダルが一定量に達した際に余剰メダルが送り出されるキャッシュ
ボックス１２等が設けられている。
【００１５】
　また、筐体１内には、リールユニット１４や基板ユニット１６等が設けられている。リ
ールユニット１４は、周囲に複数の図柄を表示した３個のリール１５ａ，１５ｂ，１５ｃ
と、リール１５ａ～１５ｃを回転させるための駆動モータ（ステッピングモータ）と、こ
れらリール１５ａ～１５ｃおよび駆動モータ等が取り付けられこれらを一体的に支持する
リールフレーム（フレーム部材）１３とを有している。また、基板ユニット１６は、ＣＰ
Ｕ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等の電子部品を備えた電子回路基板を、基板ケース１８に収
納したものである。基板ユニット１６の電子回路基板は主制御基板（主制御装置）であり
、後述するベットボタン３５、スタートレバー９９０、ストップボタン３３（ストップボ
タン３３ａ，３３ｂ，３３ｃ）、メダルセンサ等の入力手段からの入力信号を受けて、遊
技を実行するための各種の演算を行い、演算結果に基づいてリールユニット１４や、ホッ
パーユニット１１等の出力手段の制御を行う。なお、主制御基板から送られてくる信号を
受けて、演出を実行するための各種の演算を行い、演算結果に基づいて液晶ディスプレイ
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やスピーカ２７等の演出用の装置の制御を行う副制御基板（副制御装置）は、前扉２０の
裏側に設けられている。
【００１６】
　また、筐体１の正面側には、筐体１の前面開口部を開閉可能に閉塞する前扉２０が設け
られている。具体的には、前扉２０は、筐体１にヒンジ２９を介して回動可能に連結され
ており、筐体１の開口部を開閉するようになっている。
　なお、前扉２０は、上側部分と下側部分とで分かれている等、複数の扉に分かれている
ものであってもよい。また、スロットマシンＸは、遊技店における機種の交換時に筐体１
、前扉２０の下側部分および筐体１内の電源ユニット１０やホッパーユニット１１等が遊
技店の島設備に取り付けられたままで、前扉２０の上側部分およびリールユニット１４等
が交換可能ないわゆる分離型筐体タイプのものであってもよい。
【００１７】
　前扉２０の上部中央には、平板状のパネル２１が設けられている。また、パネル２１は
、その中央部に形成された透明な表示窓２２と、表示窓２２を囲うように形成され、絵柄
が描かれた（印刷された）意匠部２３とを備えている。
【００１８】
　表示窓２２の奥には、３個のリール１５ａ～１５ｃが横一列に設けられている。そして
、表示窓２２を通してリール１５ａ～１５ｃの一部が視認可能となっている。各リール１
５ａ～１５ｃの外周面には複数種類の図柄が配列されており、リール１５ａ～１５ｃが停
止すると表示窓２２を通して１リール当たり３個の図柄（上段図柄、中段図柄、下段図柄
）が表示される。そして、３個の回転リールが停止したときに表示窓２２を通して表示さ
れる図柄の組み合わせによって当選役が入賞したか否かが表示される。また、意匠部２３
の背面側には、照明用の光源（ＬＥＤ）が設けられており、この光源からの光によって意
匠部２３に描かれた絵柄が背後から照らされるようになっている。
【００１９】
　前扉２０のパネル２１の上部には、報知や演出などを行うための照明装置２４が設けら
れている。また、前扉２０の左右両端部には、報知や演出などを行うための照明装置２５
，２５が設けられている。これらの照明装置２４，２５を含む、発光性または非発光性の
立体的形状を有する装飾部材２６が前扉２０の所定部分に設けられることによって、遊技
機の前面側の外形が凹凸したものとなっている。そして、これら装飾部材２６によって、
遊技機が装飾されている。また、このような凹凸した装飾部材２６を備える前扉２０の側
面は、左右方向において左右の側板５，６の外面よりも僅かに内側に位置している。また
、このような凹凸した装飾部材２６を備える前扉２０の上面は、天板２の外面よりも僅か
に内側（下側）に位置している。
【００２０】
　また、前扉２０の上部および下部には複数のスピーカ２７が設けられている。スピーカ
２７は、各種演出用の音（音楽、効果音、音声等）を出力する。なお、演出用の装置とし
ては、照明装置２４やスピーカの他に、各種演出用の画像（動画、静止画）を表示する液
晶ディスプレイや、アクチュエータ等で動作可能な可動役物などを設けても良い。
【００２１】
　前扉２０の上下方向中央部には、スロットマシンＸを操作するための操作部３０が設け
られている。操作部３０には、クレジットされたメダルを払い出すための精算スイッチ３
１、遊技を開始させるためのスタートレバー９９０、３個のリール１５ａ～１５ｃそれぞ
れの回転を停止させるための３個のストップボタン３３、メダル（遊技媒体）を投入する
ためのメダル投入口８２１、メダル投入口８２１の下方で発生したメダル詰まりを解消す
るリジェクトボタン、メダルをゲームに投資（ベット）するときに操作されるベットボタ
ン３５等が設けられている。
【００２２】
　また、前扉２０の下端部には、スロットマシン内部よりメダルを排出するためのメダル
払い出し口と、メダル払い出し口から排出されたメダルを溜めておくためのメダル受け皿
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３８とが形成されている。また、操作部３０とメダル受け皿３８との間には遊技機の外観
を装飾するための下パネル３９が設けられている。また、下パネル３９の背面側には、照
明用の光源（ＬＥＤ）が設けられており、この光源からの光によって下パネル３９が背後
から照らされるようになっている。
【００２３】
　図２および図３に示すように、主制御基板を収納した基板ケース１８、リールユニット
１４、電源ユニット１０、ホッパーユニット１１、前扉２０（ヒンジ２９）等は、ネジ５
０（ネジ５０ａ，５０ｂ，５０ｃ，５０ｄ，５０ｅ：雄ネジ）によって筐体１に固定され
ている。具体的には、基板ケース１８は、背板３に対して複数のネジ５０ａによってネジ
止めされている。また、リールユニット１４は、各リール１５ａ～１５ｃが設けられるリ
ールフレーム１３が背板３および左右の側板５，６に対して複数のネジ５０ｂによってネ
ジ止めされることで筐体１に固定されている。また、電源ユニット１０は、背面を背板３
の内面に当接または近接させ、左面を左側の側板５の内面に当接または近接させた状態で
、背板３および左側の側板５に対して複数のネジ５０ｃによってネジ止めされている。ま
た、ホッパーユニット１１は、底板４に対して複数のネジ５０ｄによってネジ止めされて
いる。また、前扉２０を筐体１に連結するためのヒンジ２９は、左側の側板５に対して複
数のネジ５０ｅによってネジ止めされている。また、この他にも、遊技機の状態を監視す
るホールコンピュータ等の外部機器に遊技機の状態を知らせる信号を送る外部集中端子板
や、前述の入力装置または出力装置と主制御基板または副制御基板とを繋ぐ中継基板等の
各種電子回路基板、筐体１の前扉２０側を補強するフレーム５２等の部品が、筐体１にネ
ジ５０によってネジ止めされている。なお、フレーム５２には、筐体１の前面開口部を閉
塞した前扉２０の係合部が係合する被係合部が設けられており、当該係合部が当該被係合
部に係合することで前扉２０が筐体１の前面開口部を閉塞した状態で固定されるようにな
っている。
【００２４】
　筐体１へのネジ５０の取り付けについて、１つのネジ５０を例にとって図４を参照しな
がら説明する。なお、他のネジ５０についても同様にして筐体１に取り付けられている。
ネジ５０は、筐体１に設けられた複数の孔５５それぞれに挿入されている。また、筐体１
の外面１ａには、孔５５に対応する位置にザグリ加工が施されて凹部５６が形成されてい
る。すなわち、筐体１の外面１ａには、孔５５それぞれと同軸でかつ孔５５よりも径の大
きい凹部５６が設けられている。ネジ５０は、ナット（雌ネジ）５８にねじ込まれており
、これによりネジ５０によって固定される各部品が、筐体１に対して固定されている。す
なわち、当該各部品は、ネジ５０とナット５８とによって構成される締結部材（固着部材
）によって、筐体１に固定されている。ここで、本実施形態において筐体１に取り付けら
れるネジ（雄ネジ）５０ａ～５０ｅは全て、その頭部が筐体１の内側（内面１ｂ側）に配
置され、先端部（頭部とは逆側の端部）が筐体１の外側（外面１ａ側）を向いた状態で筐
体１に取り付けられている。このように全てのネジ５０の頭部が筐体１の内側に配置され
ることで、ネジ５０の取付作業を筐体１の内側からまとめて行うことができ、取付作業の
効率が上昇する。また、ナット（雌ネジ）５８は、凹部５６の内側に収まるように配置さ
れている。そして、ネジ５０ａ～５０ｅの頭部とナット５８とによって筐体１を挟んだ状
態となっている。
【００２５】
　本実施形態の遊技機においては、ナット５８として、爪付きナットを用いている。この
ように爪付きナットを用いることで、遊技機の製造コストを削減できる。また、孔５５周
辺部等の損傷を抑えられるので、ネジ５０を一旦外して再度取り付けなおすこと等も容易
となり、遊技機の再利用性を高めることができる。なお、ナット５８として、爪付きナッ
ト以外のナットを用いてもよい。また、ナット５８を用いず、孔５５に締結部材としての
ネジ（雄ネジ）５０が直接螺合するような構成としてもよい。具体的には、木製の筐体１
に対して締結部材としてのネジとして木ネジを用いて筐体１にねじ込むこととしてもよい
。また、孔５５の内周面が雌ネジ状となっており、この雌ネジ状の内周面に対して締結部
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材としてのネジ５０が螺合する構成としてもよい。
【００２６】
　天板２、背板３、底板４または側板５，６に取り付けられたネジ５０は全て、天板２、
背板３、底板４または側板５，６の外面（筐体１の外面）よりも外側に突出していない状
態となっている。具体的には、ネジ５０は、ネジ５０の頭部が筐体１の内側に配置されて
おり、ネジ５０の先端（頭部とは逆側の端部）が筐体１の外面よりも１ｍｍ～２ｍｍ程度
凹んだ状態（内側に位置した状態）となっている。なお、ネジ５０の先端が筐体１の外面
と面一となっていてもよい。また、複数のネジ５０のうちの一部または全部が、ネジ５０
の頭部が筐体１の外側を向くように配置されていてもよい。また、この場合にネジ５０の
頭部は、凹部５６の内側に収まるように配置されることが好ましい。すなわち、ネジ５０
の頭部が筐体１の外側を向く場合であっても、ネジ５０の頭部の頂点が、筐体１の外面と
面一あるいは当該外面よりも例えば、１ｍｍ～２ｍｍ程度凹んだ状態（内側に位置した状
態）となっていることが好ましい。また、天板２、背板３、底板４または側板５，６に取
り付けられたナット５８は全て、天板２、背板３、底板４または側板５，６の外面よりも
突出していない状態となっている。具体的には、ナット５８は、凹部５６の内側に配置さ
れており、ナット５８の遊技機外側を向く面が筐体１の外面よりも１ｍｍ～２ｍｍ凹んだ
状態（内側に位置した状態）となっている。
【００２７】
　次に、把手６０および把手６０が取り付けられる把手取付部６１について、図５および
図６を参照しながら説明する。左右の側板５，６それぞれには、把手取付部６１が設けら
れており、この把手取付部６１それぞれに、把手６０が取り付けられている。遊技機を運
ぶ者は、把手６０の内側に手を入れて遊技機を持ち上げることが可能となっている。把手
取付部６１および把手６０の構成は、左右の側板５，６で同様であるため、ここでは右側
の側板６について説明し、左側の側板５については説明を省略する。
【００２８】
　把手６０は、把手本体部６５とフランジ部６６と係止部６７とを備え、合成樹脂により
形成されている。また、把手本体部６５は、有底筒状となっている。また、把手本体部６
５は、有底筒状の開口６５ａ側を構成し左右方向に延びる筒状の第１直線部６８と、有底
筒状の底６５ｂ側を構成し第１直線部６８に対して上方に延びる筒状の第２直線部６９と
、第１直線部６８と第２直線部６９とを繋ぐ筒状の屈曲部７０とを備えている。また、屈
曲部７０は、その内面が、第１直線部６８側から第２直線部６９側に向かって滑らかに曲
がる曲面となっている。
【００２９】
　把手本体部６５の開口６５ａ側の端縁には、フランジ部６６が設けられている。また、
係止部６７は、把手６０を筐体１に対して係止するための部分であり、把手本体部６５の
下方に設けられている。また、把手本体部６５の外面であって、第１直線部６８と第２直
線部６９との境目近傍には、第１直線部６８の上方に突出するようにして側板６の内面に
当接または近接する当接面７１が形成されている。
【００３０】
　把手６０は、把手本体部６５の開口６５ａ側を、側板６の外側（右側）に向けた状態で
配置されている。そして、把手６０は、正面視における断面形状および外形が略Ｌ字状と
なっている。また、開口６５ａは、前後方向に長尺で上下方向に短尺な矩形状となってい
る。
【００３１】
　把手６０は、有底筒状の把手本体部６５の中心軸を通る平面（上下方向および左右方向
に延びる平面）で把手６０を分割したような形状の、第１部材７５と第２部材７６とによ
って形成されている。第１部材７５と第２部材７６とには、例えば爪状等の係止部７７と
、この係止部７７が係止される例えば孔状等の被係止部７８とが、それぞれに複数ずつ設
けられており、各係止部７７が対応する各被係止部７８に係止されることで一体化されて
いる。なお、把手６０は、第１部材７５と第２部材７６とに分かれておらず、合成樹脂等
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により一体的に成形されていてもよい。
【００３２】
　把手取付部６１は、側板６の上下方向中心よりもやや下方であって前後方向中心よりも
やや後方に穿設された把手孔６２と、フランジ嵌挿用凹部６３とを備えている。フランジ
嵌挿用凹部６３は、側板６の外面に形成された凹部である。フランジ嵌挿用凹部６３は、
把手孔６２における側板６外面側の周縁を囲うようにして形成されている。換言すると、
フランジ嵌挿用凹部６３の底面を、外周部を残して貫通させるようにして把手孔６２が形
成されている。また、把手孔６２の内周面形状は、把手６０の第１直線部６８の外周面形
状と略一致している。また、把手孔６２の内周は、フランジ部６６の外周よりも小さくな
っている。また、フランジ嵌挿用凹部６３の内周面形状は、フランジ部６６の外周面形状
と略一致している。また、フランジ嵌挿用凹部６３の左右方向の長さ（側板６の外面から
の凹み量）は、フランジ部６６の左右方向の長さ（厚み）よりも１ｍｍ～２ｍｍ程度長く
なっている。
【００３３】
　ここで、把手取付部６１への把手６０の取り付けについて説明する。把手６０は、把手
本体部６５の底６５ｂ側から把手孔６２に挿入され、フランジ部６６の裏面（側板６側を
向く面）がフランジ嵌挿用凹部６３の底面に当接するまで挿入される。フランジ部６６の
裏面がフランジ嵌挿用凹部６３の底面に当接すると、把手６０の左方への移動が規制され
、把手６０がそれ以上側板６に挿入されることが防止される。把手６０が把手孔６２に挿
入されていく際には、係止部６７が、把手６０の上下方向の長さが短くなる方向に弾性変
形し、当該挿入が阻害されないようになっているが、フランジ部６６の裏面がフランジ嵌
挿用凹部６３の底面に当接するまで把手６０が挿入されると、弾性変形した係止部６７が
元に戻り、係止部６７が側板６の内面に掛かるようになっている。また、フランジ部６６
の裏面がフランジ嵌挿用凹部６３の底面に当接した状態において、把手６０の当接面７１
は、側板６の内面に当接または近接した状態となっている。すなわち、把手６０は、把手
取付部６１に取り付けられた状態では、フランジ部６６と係止部６７および当接面７１と
によって側板６を挟み込んだ状態となっており、これにより把手６０の抜け落ち（左右方
向への移動）が防止されている。また、把手６０は、把手取付部６１に取り付けられた状
態において、第１直線部６８が、把手孔６２の内周面に当接または近接しており、把手６
０の上下方向および前後方向への移動が規制されている。また、把手６０が把手取付部６
１に取り付けられた状態において、フランジ部６６の表面（右側（側板６の外側）を向く
面）は、側板６（筐体１）の外面よりも１ｍｍ～２ｍｍ程度凹んだ状態（内側に位置した
状態）となっている。なお、フランジ部６６の表面が側板６（筐体１）の外面と面一とな
っていてもよい。
【００３４】
　次に、筐体１の内部に設けられた電源ユニット１０について説明する。電源ユニット１
０は、図７に示すように、電源筐体９０と、電源筐体９０の内部に収納された電源装置（
図示せず）と、電源装置のＯＮ／ＯＦＦを切り替えるための電源スイッチ９２と、コネク
タ９４と、電源筐体９０の前面を覆う前面カバー９５とを備えている。また、前面カバー
９５には、前面カバー９５から露出する電源スイッチ９２を覆う、開閉可能な電源スイッ
チカバー９５ａが設けられている。
【００３５】
　コネクタ９４には、商用電源（ＡＣ１００Ｖ）を供給するコンセントに接続される電源
ケーブル（図示せず）が接続される。具体的には、電源ケーブルの一端部に設けられたコ
ネクタがコネクタ９４に接続され、電源ケーブルの他端部に設けられたプラグがコンセン
トに接続される。電源装置は、遊技機の外部から電源ケーブルを介して送られる電力から
直流電源（例えば、５Ｖ、１２Ｖ、２４Ｖ等）を作り、遊技機の各部品に電力を供給する
。
【００３６】
　電源筐体９０は、略直方体の箱状となっている。また、電源筐体９０には、電源筐体９
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０の左面に連続して設けられ、当該左面の前縁上方部から前方に突出する板状部９６が設
けられている。また、板状部９６の左面は、電源筐体９０の左面と面一となっている。ま
た、板状部９６には、前述のネジ５０ｃが挿通されるネジ挿通孔９６ａ，９６ａが設けら
れている。また、電源筐体９０は、電源筐体９０の右面に連続して設けられ、当該右面の
後縁下方部から右方に突出する板状部９７が設けられている。すなわち、板状部９６と板
状部９７とは、電源筐体９０の互いに対角となる位置に設けられている。また、板状部９
７の背面は、電源筐体９０の背面よりも後方に位置しており、電源筐体９０の背面と平行
となっている。また、板状部９７には、前述のネジ５０ｃが挿通されるネジ挿通孔９７ａ
が設けられている。また、電源筐体９０は、背面の上縁および右縁上部を後方に突出させ
るようにして形成された突出部９８，９８を有している。また、突出部９８，９８の後端
は、板状部９７の背面と面一となっている。
【００３７】
　電源スイッチ９２は、電源筐体９０の前面側に設けられている。電源スイッチ９２がＯ
Ｎ状態にされると、電源装置が遊技機の各部品への電力供給を行い、電源スイッチ９２が
ＯＦＦ状態にされると、電源装置が遊技機の各部品への電力供給をストップするようにな
っている。なお、電源スイッチ９２がＯＦＦ状態でも電源装置が一部の部品に電力を供給
するようになっていてもよい。
【００３８】
　コネクタ９４は、電源筐体９０の背面の中心よりも下方に、当該背面から後方に突出し
て設けられている。また、コネクタ９４は、オスコネクタとなっており、３つのピン１０
０と、３つのピン１００を囲う壁部１０１とを備えている。また、３つのピン１００およ
び壁部１０１が電源筐体９０の背面から後方に突出しているが、壁部１０１の方が３つの
ピン１００よりも当該背面からの突出量が大きくなっている。また、３つのピン１００お
よび壁部１０１の、電源筐体９０背面からの突出量は、板状部９７および突出部９８，９
８の、電源筐体９０背面からの突出量よりも大きくなっている。
【００３９】
　筐体１の背板３には、図８に示すように、電源ユニット１０のコネクタ９４を後方に露
出させるための開口１０５が設けられている。すなわち、コネクタ９４は、背面視におい
て遊技機の外側から見えるようになっており、電源ケーブルのコネクタを電源ユニット１
０のコネクタ９４に差し込む際に、後方から真っ直ぐ差せるようになっている。また、開
口１０５の開口断面は、コネクタ９４の背面視における外形よりも大きくなっている。
【００４０】
　電源ユニット１０は、板状部９６のネジ挿通孔９６ａ，９６ａそれぞれに挿通されたネ
ジ５０ｃが、筐体１の側板５に固定され、板状部９７のネジ挿通孔９７ａに挿通されたネ
ジ５０ｃが、筐体１の背板３に固定されることで、筐体１に固定されている。また、電源
筐体９０の左面および板状部９６の左面は、筐体１の側板５に当接または近接している。
また、突出部９８，９８の後端および板状部９７の背面は、筐体１の背板３に当接または
近接しており、電源筐体９０の背面と筐体１の背板３との間には隙間が形成されている。
また、電源筐体９０の背面には、電源ユニット１０の各部品を互いに固定するためのネジ
９９が、その頭部を電源筐体９０の背面から後方に突出させた状態で取り付けられている
が、当該頭部が、電源筐体９０の背面と筐体１の背板３との間の隙間に収まるようになっ
ている。
【００４１】
　また、コネクタ９４は、後側の端部が、開口１０５部分の内側（開口１０５に囲われた
領域）に入り込んだ状態となっている。換言すると、コネクタ９４の後端は、背板３の内
面（筐体１の内面）よりも、後方に位置している。また、コネクタ９４の後端は、背板３
の外面（筐体１の外面）よりも１ｍｍ～２ｍｍ程度凹んだ状態（前方（内側）に位置した
状態）となっている。なお、コネクタ９４の後端が、背板３の外面と面一となっていても
よい。
【００４２】
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　次に、メダル補給穴１１０およびメダル補給穴１１０を塞ぐメダル補給穴カバー１１２
について、図９を参照しながら説明する。筐体１の背板３には、メダル補給穴１１０とメ
ダル補給穴カバー１１２とが設けられている。メダル補給穴１１０は、店舗等において、
スロットマシンＸの後側からメダルを補給可能とする穴であり、このメダル補給穴１１０
を介してホッパーユニット１１にメダルを補給可能になっている。また、メダル補給穴カ
バー１１２は、メダル補給穴１１０を使用しない場合（メダル補給穴１１０を介したメダ
ルの補給を行わない場合）に、メダル補給穴１１０を塞いでおくためのカバーである。
【００４３】
　背板３には、メダル補給穴１１０の左側に、孔（カバー取付孔）１２０が設けられてい
る。また、背板３の外面には、孔１２０に対応する位置にザグリ加工が施されて凹部１２
２が形成されている。すなわち、背板３の外面には、孔１２０と同軸でかつ孔１２０より
も径の大きい凹部１２２が設けられている。また、背板３には、メダル補給穴１１０の右
縁に隣接する部分を一部切り欠くようにして、凹部（係止用凹部）１２４が形成されてい
る。
【００４４】
　メダル補給穴カバー１１２は、略矩形板状となっている。また、メダル補給穴カバー１
１２の背面左側には、後方に突出する係止用突出部１２６が設けられている。係止用突出
部１２６は、略円筒状であり、突出方向先端部に、係止用の爪１２６ａが形成されている
。係止用突出部１２６は、孔１２０に挿入されるようになっており、挿入される際には爪
１２６ａ部分が縮径して孔１２０に挿入されるととともに、挿入されると縮径されていた
爪１２６ａ部分が元に戻り孔１２０の縁に係止されるようになっている。また、メダル補
給穴カバー１１２の背面右側には、後方に突出する係止片１２８が設けられている。係止
片１２８は、凹部１２４に適合する形状となっている。また、係止片１２８のメダル補給
穴カバー１１２背面からの突出量は、係止用突出部１２６のメダル補給穴カバー１１２背
面からの突出量よりも小さくなっている。また、メダル補給穴カバー１１２の右側上部に
は、指を差し入れ可能な穴１２９が設けられており、メダル補給穴カバー１１２の取り付
け、取り外しの際に、作業者が穴１２９に指を挿入してメダル補給穴カバー１１２を持っ
たりメダル補給穴カバー１１２を下方に押し下げたりすることができるようになっている
。
【００４５】
　メダル補給穴カバー１１２は、筐体１の内側から取り付けられ、メダル補給穴１１０を
内側から覆って塞ぐようになっている。また、メダル補給穴カバー１１２は、係止用突出
部１２６が孔１２０に挿入され孔１２０の縁に係止されるとともに、係止片１２８が凹部
１２４に係止された状態で、背板３に取り付けられるようになっている。このとき、メダ
ル補給穴カバー１１２は、係止用突出部１２６が孔１２０の縁に係止されることで、背板
３からの逸脱が防止されているとともに、係止用突出部１２６が孔１２０に挿入され、係
止片１２８が凹部１２４に係止されることで、背板３に対する位置決めがされている。
【００４６】
　メダル補給穴カバー１１２の背面は、背板３の内面に当接した状態となっている。また
、係止用突出部１２６の後端は、背板３の外面よりも突出していない状態となっている。
具体的には、係止用突出部１２６の爪１２６ａは、凹部１２２の内側に配置されており、
係止用突出部１２６の後端が、背板３の外面よりも１ｍｍ～２ｍｍ程度凹んだ状態（内側
に位置した状態）となっている。すなわち、メダル補給穴カバー１１２は、筐体１の外面
よりも外側に突出した部分を有しないように形成され、取り付けられている。なお、係止
用突出部１２６の後端等、メダル補給穴カバー１１２の一部が、筐体１の外面と面一とな
っていてもよい。
【００４７】
　本実施形態の遊技機によれば、天板２と背板３と底板４と２つの側板５，６とを備え、
箱形に形成された遊技機筐体１と、遊技機筐体１に取り付けられる把手６０および複数の
ネジ５０と、電源ケーブルが接続されるコネクタ９４を有し、遊技機筐体１に収容され、
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所定の部品に電力を供給する電源ユニット１０と、を備え、把手６０と、コネクタ９４と
、天板２、背板３または側板５，６に取り付けられる全てのネジ５０とが、遊技機筐体１
よりも外側に突出していないので、遊技機を梱包する際等に、把手６０、コネクタ９４ま
たはネジ５０が引っ掛かったりして梱包がしにくいといったことや、把手６０、コネクタ
９４またはネジ５０等が損傷してしまったりすることを防止できる。また、コネクタ９４
の少なくとも一部が遊技機筐体１の内面よりも外側に突出しているので、遊技機筐体１の
外部からコネクタ９４へ電源ケーブルを接続する作業が容易となる。また、このようにコ
ネクタ９４、すなわち電源ユニット１０の一部を遊技機筐体１の内面よりも外側に突出さ
せて配置することで、電源ユニット１０を筐体１の左奥に寄せて配置することが可能とな
り、電源ユニット１０に対する不正な操作を防止することができる。
【００４８】
　なお、基板ユニット１６または電源ユニット１０が、遊技に係る抽選に関する設定を変
更する際に操作される設定変更ボタン（ボタンスイッチ）と設定変更キースイッチとを備
えていてもよい。特に電源ユニット１０が設定変更ボタンや設定変更キースイッチを備え
ている場合には、電源ユニット１０を筐体１の左奥に寄せて配置することによる不正に設
定が変更されることへの防止効果が高くなるが、仮に基板ユニット１６が設定変更ボタン
や設定変更キースイッチを備えている場合であっても、基本的には設定変更の際には電源
スイッチ９２も併せて操作されるため、この場合でも電源ユニット１０を筐体１の左奥に
寄せて配置することで不正な設定変更操作の防止につながる。
【００４９】
　なお、把手６０と、コネクタ９４と、天板２、背板３または側板５，６に取り付けられ
るネジ５０とは、その外側の端が、筐体１の外面（天板２、背板３または側板５，６の外
面）よりも１ｍｍ～２ｍｍ程度内側に位置するように配置されていてもよい。このように
構成することで、各部材の製造上の誤差や、筐体１への取り付け誤差等が生じた場合（公
差最大までずれた場合であっても）であっても、把手６０やコネクタ９４やネジ５０が筐
体１の外側に突出することを防止できる。なお、全ての把手６０、コネクタ９４およびネ
ジ５０の全てが筐体１の外面よりも１ｍｍ～２ｍｍ程度内側に位置するように配置する必
要はなく、特に誤差の生じやすい部材のみ、１ｍｍ～２ｍｍ程度内側に位置するように配
置されていればよい。
【００５０】
　また、コネクタ９４に接続される電源ケーブルのコネクタは、Ｌ型のコネクタとしても
よい。すなわち、電源ケーブルのコネクタは、コネクタ９４に接続された状態において、
電源ケーブルが例えば左右方向に延びる形状としてもよい。このような構成によれば、コ
ネクタ９４が、背板３の外面に近い位置に配置されている本実施形態の遊技機のような構
成であっても、電源ケーブルのコネクタ部分において電源ケーブルに負荷がかかることを
防止でき（例えば、電源ケーブルのコネクタ部分とケーブル部分との接続箇所が遊技機の
後方の壁等に押し付けられ、当該接続箇所に負荷がかかることを防止でき）、当該コネク
タ部分において電源ケーブルが断線してしまうことを防止できる。なお、電源ケーブルの
コネクタをＬ型コネクタとする場合において、当該Ｌ型コネクタは、その一部が筐体１の
外面よりも外側に突出するようになっていてもよく、突出しないようになっていてもよい
。
【００５１】
　また、本実施形態の遊技機においては、コネクタ９４の後端が背板３の前面よりも後方
に位置するものとしたが、電源ユニット１０のその他の部分の後端が背板３の前面よりも
後方に位置することとしてもよい。例えば、電源筐体９０の後端が、背板３の前面よりも
後方に位置していてもよい。また、電源筐体９０の背面に、電源ユニット１０で発生する
熱を放熱するためのヒートシンクが設けられ、このヒートシンクが背板３の前面よりも後
方に位置することとしてもよい。またこれらの場合に、コネクタ９４は、その後端が背板
３の前面よりも前方に位置していてもよく、後方に位置していてもよい。すなわち、電源
ユニット１０は、少なくともその一部が、開口１０５（開口に囲われた領域）の内側に位
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置し、当該一部が背板３の前面よりも後方に突出するようになっているとよい。このよう
な構成によれば、電源ユニット１０をできるだけ後方、さらに述べると左奥に配置するこ
とができ、不正な操作が行われる可能性を低減することができる。また、電源筐体９０ま
たは前記ヒートシンクの少なくとも一部が背板３の前面よりも後方に突出するように、開
口１０５の内側に入り込ませて配置することで、電源ユニット１０の放熱性を高めること
ができる。なお、開口１０５の大きさは、この開口１０５の内側に配置される部材の大き
さに応じて適宜設定すればよく、また複数の開口１０５が設けられていてもよい。また、
本実施形態の遊技機においては、筐体１の内面と電源筐体９０の突出部９８，９８および
板状部９７が当接または近接するようになっているが、例えば、筐体１の背板３の内面と
電源筐体９０の背面とが当接していていもよい。また、電源筐体９０（電源ユニット１０
）は、筐体１の背板３および／または側板５，６に当接していなくてもよいが、コネクタ
９４ができる限り開口１０５に近づくとともに、できる限り遊技者等から遠ざかる位置に
電源ユニット１０が配置（本実施形態の遊技機においては、電源ユニット１０が、できる
限り後方に配置され、筐体１の背板３に近接又は当接するように配置）されることが望ま
しい。コネクタ９４をできるだけ開口１０５に近づけることで、たとえコネクタ９４の一
部が筐体１の内面よりも外側に突出していなくても、電源ケーブルの接続をある程度容易
にすることができる。
【００５２】
　また、スロットマシンＸは、メダル補給穴カバー１１２を備えていなくてもよいが、備
えている場合には、メダル補給穴カバー１１２は、前述のように筐体１の外面よりも外側
に突出した部分を有しないように形成され、取り付けられることが好ましい。すなわち、
筐体１の外面（天板２、背板３、底板４、側板５または側板６の外面）よりも突出する部
材が（電源ケーブルを除いて）存在しないように遊技機が構成されることが好ましい。
【００５３】
　次に、筐体１の変形例である筐体１４１について図１０を参照しながら説明する。筐体
１４１は、筐体１と同様に、天板１４２、背板１４３、底板１４４および左右の側板１４
５，１４６を備え、当該筐体１４１の前面側に開口する前面開口部を有する箱形に形成さ
れている。また、天板１４２、底板１４４および左右の側板１４５，１４６の後端面１４
２ａ，１４４ａ，１４５ａ，１４６ａは、背板１４３の外側の板面１４３ａよりも後方に
突出している。また、天板１４２、底板１４４および左右の側板１４５，１４６の後端面
１４２ａ，１４４ａ，１４５ａ，１４６ａは、互いに面一となっている。なお、これらの
後端面１４２ａ，１４４ａ，１４５ａ，１４６ａは、互いに完全に面一でなくてもよく、
略面一となっていてもよい。
【００５４】
　このような筐体１４１を備える遊技機においては、ネジ５０もしくはメダル補給穴カバ
ー１１２等の背板１４３に取り付けられる部材、または電源ユニット１０（コネクタ９４
）等の少なくとも一部が背板１４３の前面よりも後方に突出する部材は、天板１４２、底
板１４４および左右の側板１４５，１４６の後端面１４２ａ，１４４ａ，１４５ａ，１４
６ａを通る仮想平面よりも突出していなければよい。すなわち、ネジ５０、メダル補給穴
カバー１１２または電源ユニット１０（コネクタ９４）等の一部が、背板１４３の外面１
４３ａよりも外側に突出していても、天板１４２、底板１４４および左右の側板１４５，
１４６に囲われた領域内に収まっていればよい。具体的には、例えば、頭部が外側に位置
するように取り付けられたネジ５０の頭部や、ナット５８等が、背板１４３の外面１４３
ａよりも外側に突出していてもよい。このような構成によれば、天板１４２、底板１４４
および左右の側板１４５，１４６の後端面１４２ａ，１４４ａ，１４５ａ，１４６ａによ
って、梱包材としての段ボール箱等が背板１４３の外面１４３ａに向かってくるのを防ぐ
ことができるので、ネジ５０、メダル補給穴カバー１１２または電源ユニット１０（コネ
クタ９４）等が前記仮想平面よりも後方に突出していなければ、ネジ５０、メダル補給穴
カバー１１２または電源ユニット１０（コネクタ９４）等に梱包材等が引っ掛かったりす
ることを防止できる。なお、天板１４２、底板１４４および左右の側板１４５，１４６の
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後端面１４２ａ，１４４ａ，１４５ａ，１４６ａは、互いに面一となっていなくてもよい
。また、天板１４２、底板１４４または左右の側板１４５，１４６のうち、後端面１４２
ａ，１４４ａ，１４５ａ，１４６ａが背板１４３の外面１４３ａよりも後方に突出してい
ないものがあってもよい。天板１４２、底板１４４または左右の側板１４５，１４６のう
ち、少なくとも１つの後端面１４２ａ，１４４ａ，１４５ａ，１４６ａが背板１４３の外
面１４３ａよりも後方に突出しており、ネジ５０、メダル補給穴カバー１１２または電源
ユニット１０（コネクタ９４）等の後端が、背板１４３の外面１４３ａよりも後方に突出
した端面１４２ａ，１４４ａ，１４５ａ，１４６ａよりも後方に突出していなければ、前
記同様にネジ５０、メダル補給穴カバー１１２または電源ユニット１０（コネクタ９４）
等に梱包材等が引っ掛かる等して、ネジ５０、メダル補給穴カバー１１２または電源ユニ
ット１０が損傷したり、梱包の妨げとなったりすることを防止できる。
【００５５】
（第２の実施の形態）
　以下、本発明の第２の実施の形態について図面を参照して説明する。
　まず、遊技機の概略構成について説明する。なお、以下では遊技機の一つであるスロッ
トマシンについて説明するが、本発明に係る遊技機は、スロットマシンに限ることなく、
パチンコ遊技機等の遊技機であってもよい。
　また、以下の説明においては、基本的に「前後」とは、スロットマシンの前側に遊技者
が居る場合に、遊技者側が「前」で、スロットマシン側が「後」を意味し、「上下」とは
スロットマシンの上面側が「上」で、下面側が「下」を意味し、「左右」とはスロットマ
シンを遊技する遊技者の左手側が「左」を意味し、右手側が「右」を意味する。
【００５６】
　図１１（ａ）はスロットマシンＸを示す斜視図である。また、図１１（ｂ）はスロット
マシンＸの筐体１内部を示す斜視図である。このスロットマシンＸは、筐体（遊技機筐体
）１を備えている。また、筐体１は、天板２、背板３、底板４および左右の側板５，６を
備え、当該筐体１の前面側に開口する前面開口部を有する箱形に形成されている。また、
背板３は、天板２、底板４および左右の側板５，６よりも板厚が薄くなっている。
　なお、以下では、天板２の下面、背板３の前面、底板４の上面、左側の側板５の右面お
よび右側の側板６の左面、すなわち天板２、背板３、底板４、側板５または側板６におけ
る筐体１の内側を向く板面を「内面」とも呼ぶこととする。また、天板２の上面、背板３
の背面、底板４の下面、左側の側板５の左面および右側の側板６の右面、すなわち天板２
、背板３、底板４、側板５または側板６における筐体１の外側を向く板面を「外面」とも
呼ぶこととする。筐体１は木製、合成樹脂製、または金属製等である。また、筐体１の材
料は１種類に限らず、例えば一部（天板２）が木製であり、その他（背板３、底板４およ
び左右の側板５，６）が樹脂製となっていてもよい。
【００５７】
　底板４の上面には、各部品に電力を供給するための電源ユニット１０、メダルを貯留す
るとともにメダルを払い出す払い出し装置としてのホッパーユニット１１、ホッパーユニ
ット１１に貯蔵されたメダルが一定量に達した際に余剰メダルが送り出されるキャッシュ
ボックス１２等が設けられている。
【００５８】
　また、筐体１内には、リールユニット１４等が設けられている。リールユニット１４は
、周囲に複数の図柄を表示した３個のリール１５ａ，１５ｂ，１５ｃと、リール１５ａ～
１５ｃを回転させるための駆動モータ（ステッピングモータ）と、これらリール１５ａ～
１５ｃおよび駆動モータ等が取り付けられこれらを一体的に支持するリールフレーム（フ
レーム部材）１３とを有している。
【００５９】
　また、筐体１の正面側には、筐体１の前面開口部を開閉可能に閉塞する前扉２０が設け
られている。具体的には、前扉２０は、筐体１にヒンジ２９を介して回動可能に連結され
ており、筐体１の開口部を開閉するようになっている。なお、前扉２０は、上側部分と下
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側部分とで分かれている等、複数の扉に分かれているものであってもよい。また、スロッ
トマシンＸは、遊技場における機種の交換時に筐体１、前扉２０の下側部分および筐体１
内の電源ユニット１０やホッパーユニット１１等が遊技場の島設備に取り付けられたまま
で、前扉２０の上側部分およびリールユニット１４等が交換可能ないわゆる分離型筐体タ
イプのものであってもよい。
【００６０】
　前扉２０の上部中央には、平板状のパネル２１が設けられている。また、パネル２１は
、その中央部に形成された透明な表示窓２２と、表示窓２２を囲うように形成され、絵柄
が描かれた（印刷された）意匠部２３とを備えている。
【００６１】
　表示窓２２の奥には、３個のリール１５ａ～１５ｃが横一列に設けられている。そして
、表示窓２２を通してリール１５ａ～１５ｃの一部が視認可能となっている。各リール１
５ａ～１５ｃの外周面には複数種類の図柄が配列されており、リール１５ａ～１５ｃが停
止すると表示窓２２を通して１リール当たり３個の図柄（上段図柄、中段図柄、下段図柄
）が表示される。そして、３個の回転リールが停止したときに表示窓２２を通して表示さ
れる図柄の組み合わせによって当選役が入賞したか否かが表示される。また、意匠部２３
の背面側には、照明用の光源（ＬＥＤ）が設けられており、この光源からの光によって意
匠部２３に描かれた絵柄が背後から照らされるようになっている。
【００６２】
　前扉２０のパネル２１の上部には、報知や演出などを行うための照明装置２４が設けら
れている。また、前扉２０の左右両端部には、報知や演出などを行うための照明装置２５
，２５が設けられている。これらの照明装置２４，２５を含む、発光性または非発光性の
立体的形状を有する装飾部材２６が前扉２０の所定部分に設けられることによって、遊技
機の前面側の外形が凹凸したものとなっている。そして、これら装飾部材２６によって、
遊技機が装飾されている。また、このような凹凸した装飾部材２６を備える前扉２０の側
面は、左右方向において左右の側板５，６の外面よりも僅かに内側に位置している。また
、このような凹凸した装飾部材２６を備える前扉２０の上面は、天板２の外面よりも僅か
に内側（下側）に位置している。
【００６３】
　また、前扉２０の上部および下部には複数のスピーカ２７が設けられている。スピーカ
２７は、各種演出用の音（音楽、効果音、音声等）を出力する。なお、演出用の装置とし
ては、照明装置２４やスピーカの他に、各種演出用の画像（動画、静止画）を表示する液
晶ディスプレイや、アクチュエータ等で動作可能な可動役物などを設けても良い。
【００６４】
　前扉２０の上下方向中央部には、スロットマシンＸを操作するための操作部３０が設け
られている。操作部３０には、クレジットされたメダルを払い出すための精算スイッチ３
１、遊技を開始させるためのスタートレバー９９０、３個のリール１５ａ～１５ｃそれぞ
れの回転を停止させるための３個のストップボタン３３、メダル（遊技媒体）を投入する
ためのメダル投入口８２１、メダル投入口８２１の下方で発生したメダル詰まりを解消す
るリジェクトボタン、メダルをゲームに投資（ベット）するときに操作されるベットボタ
ン３５等が設けられている。
【００６５】
　また、前扉２０の下端部には、スロットマシン内部よりメダルを排出するためのメダル
払い出し口と、メダル払い出し口から排出されたメダルを溜めておくためのメダル受け皿
３８とが形成されている。また、操作部３０とメダル受け皿３８との間には遊技機の外観
を装飾するための下パネル３９が設けられている。また、下パネル３９の背面側には、照
明用の光源（ＬＥＤ）が設けられており、この光源からの光によって下パネル３９が背後
から照らされるようになっている。
【００６６】
　筐体１における天板２は、木製、合成樹脂製、または金属製等である。なお、天板２は
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、例えば板状の樹脂（外側）と板状の金属（内側）とを２枚重ねた構造としてもよい。図
１２に示すように、天板２には、複数の取付穴２０１が設けられている。取付穴２０１は
、遊技機を遊技場の島設備に取り付ける際に用いられる穴（島固定用穴）である。すなわ
ち、取付穴２０１は、筐体１の島設備への取り付けに用いられる。
【００６７】
　作業者は、前扉２０を開いた状態で筐体１の内側から固定部材（締結部材）としてのネ
ジ（例えば木ネジ）を、下から上に向かって取付穴２０１にねじ込み、さらにネジを取付
相手部材（島側の部材）にもねじ込むことで、遊技機を島設備に固定する。これによりネ
ジの頭部は、筐体１の内側に配置されることとなる。取付穴２０１は、ネジを螺合させる
ことが可能に形成されており、取付穴２０１の直径は、例えばネジにおけるねじ山が形成
されている部分（ねじ部）の直径（ねじ部の外径）よりも小さくなっている。なお、本実
施形態では、取付穴２０１を円形状（丸穴）としているが、ネジを螺合させることが可能
な形状であれば、楕円、長穴等となっていてもよい。また、取付穴２０１は、貫通穴に限
らず非貫通の穴であってもよい。すなわち、取付穴２０１は、天板２の内面側に設けられ
た一定の深さを有する凹み形状であってもよい。また、固定部材としてネジを用いること
とするが、例えば釘等の他の固定部材を用いてもよい。
【００６８】
　本実施形態では、天板２における左側と右側とに、取付穴２０１を、前後方向（奥行方
向）に沿って、所定の間隔ごとに一列に並ぶように設けている。本実施形態では、左側に
３箇所、右側に３箇所の合計６箇所の取付穴２０１を設けている。６箇所の取付穴２０１
は、すべてが遊技機の取り付け（固定）に用いられる必要はない。すなわち、取付穴２０
１は、天板２における左側と右側とに少なくとも１箇所ずつ設けられているものであれば
よい。ただし、本実施形態のように取付穴２０１を６箇所に設けた場合、作業者は、使用
する取付穴２０１を適宜選択することができる。すなわち、左側３箇所のうちのいずれか
１箇所の取付穴２０１と、右側３箇所のうちのいずれか１箇所の取付穴２０１と、を選択
することできる。このように複数の取付穴２０１を設けておくことで、取付相手部材の劣
化等によりネジ締めが困難な場合に、使用する取付穴２０１の位置を前後方向で変更する
ことができる。なお、取付穴２０１は、固定部材（ネジ）をねじ込むために設けられてい
る仮穴ともいえ、固定部材（ネジ）をねじ込む際の目安となる。
【００６９】
＜主制御基板およびサブ制御基板＞
　図１２に示すように、筐体１の内部における上側（天板側）には、主制御基板ユニット
２２０が設けられている。また、図１３に示すように、前扉２０の裏側（背面側）におけ
る上側には、副制御基板ユニット２３０が設けられている。また、図１５は、図１４に示
すＹ－Ｙ線における断面図である。図１５に示すように、主制御基板ユニット２２０は、
主制御基板２２１と、主制御基板２２１を覆う（主制御基板２２１を内部に収容する）主
制御基板ケース２２２とを備えている。主制御基板２２１には、複数の電子部品（ＣＰＵ
、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等）が実装されている。主制御基板２２１は、ベットボタン３
５、スタートレバー９９０、ストップボタン３３（ストップボタン３３ａ，３３ｂ，３３
ｃ）、メダルセンサ等の入力装置からの入力信号を受けて、遊技を実行するための各種の
演算を行い、演算結果に基づいてリールユニット１４や、ホッパーユニット１１等の出力
装置の制御を行う。また、主制御基板ケース２２２は、透明な樹脂等で形成され、主制御
基板２２１を保護している。
【００７０】
　また、副制御基板ユニット２３０は、副制御基板２３１と、副制御基板２３１を覆う（
副制御基板２３１を内部に収容する）副制御基板ケース２３２とを備えている。副制御基
板２３１には、複数の電子部品が実装されている。副制御基板２３１は、主制御基板２２
１から送られてくる信号を受けて、演出を実行するための各種の演算を行い、演算結果に
基づいて演出装置（液晶ディスプレイやスピーカ２７等）の制御を行う。また、副制御基
板ケース２３２は、透明な樹脂等で形成され、副制御基板２３１を保護している。
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【００７１】
　ここで遊技機の島設備への取り付けにおいて生じ得る問題について説明する。作業者は
天板２に設けられている取付穴２０１を用いてネジ締めを行うが、その際にゴミ（木、樹
脂、金属等のくずや粉等）が発生することがある。このゴミ（異物）が、仮に主制御基板
２２１または副制御基板２３１に付着した場合、誤動作や故障等の不具合が生じるおそれ
がある。特にゴミが金属製のゴミである場合、回路のショート等を招くおそれがある。
【００７２】
　図１５における破線ａ、破線ｂおよび破線ｃは、それぞれの取付穴２０１（３箇所）か
ら鉛直方向（鉛直下方、直下）に引いた破線である。本実施形態では、上記の問題の発生
を抑制するために、取付穴２０１の鉛直下方（直下）となる位置に、主制御基板２２１お
よび副制御基板２３１が設けられていない（配置されていない）。換言すると、取付穴２
０１の鉛直下方とはならない位置に、主制御基板２２１および副制御基板２３１を配置し
ている。さらに換言すると、取付穴２０１、主制御基板２２１および副制御基板２３１の
位置関係が、取付穴２０１の鉛直下方に、主制御基板２２１および副制御基板２３１が存
在しない位置関係となっている。このように構成することで、遊技機を島設備へ固定する
際のネジ締めでゴミが発生した場合であっても、取付穴２０１から鉛直下方に落下するゴ
ミが、主制御基板２２１および副制御基板２３１のいずれにも付着することがない。これ
により、誤動作や故障等の不具合が発生するのを抑制できる。
【００７３】
　また、前後方向における最も後方に設けられている取付穴２０１の鉛直下方に（いずれ
の取付穴２０１の鉛直下方にも）、主制御基板２２１を覆う主制御基板ケース２２２が配
置されていない。また、前後方向における最も前方に設けられている取付穴２０１の鉛直
下方に（いずれの取付穴２０１の鉛直下方にも）、副制御基板２３１を覆う副制御基板ケ
ース２３２が配置されていない。このため、ネジ締めの際のゴミが主制御基板ケース２２
２および副制御基板ケース２３２のいずれにも付着することがない。したがって、当該ゴ
ミが主制御基板ケース２２２および副制御基板ケース２３２を伝って内部に侵入すること
がない。取付穴２０１の鉛直下方に、基板のみならず基板ケース（主制御基板ケース２２
２および副制御基板ケース２３２）をも配置されないように構成することで、不具合が発
生する確率をさらに低減できる。
【００７４】
＜メイン裏箱基板およびサブ裏箱基板＞
　図１２に示すように、筐体１の内部における上側（天板側）には、メイン裏箱基板ユニ
ット２２３およびサブ裏箱基板ユニット２２４が設けられている。メイン裏箱基板ユニッ
ト２２３は背板３に取り付けられている。サブ裏箱基板ユニット２２４は左側板５に取り
付けられている。図１６は、各基板ユニットの基板ケースを取り外した状態（基板を露出
させた状態）を示している。メイン裏箱基板ユニット２２３は、メイン裏箱基板２２３ａ
（図１６）とメイン裏箱基板２２３ａを覆うメイン裏箱基板ケース２２３ｂ（図１２）と
を備えている。また、サブ裏箱基板ユニット２２４は、サブ裏箱基板２２４ａ（図１６）
とサブ裏箱基板２２４ａを覆うサブ裏箱基板ケース２２４ｂ（図１２）とを備えている。
図１６に示すように、取付穴２０１の鉛直下方となる位置には、メイン裏箱基板２２３ａ
およびサブ裏箱基板２２４ａがいずれも配置されていない。このため、ネジ締めの際のゴ
ミがメイン裏箱基板２２３ａおよびサブ裏箱基板２２４ａに付着せず、誤動作や故障等の
不具合が発生するのを抑制できる。また、図１２に示すように、取付穴２０１の鉛直下方
となる位置に、メイン裏箱基板ケース２２３ｂおよびサブ裏箱基板ケース２２４ｂも配置
されていない。よって、ネジ締めの際のゴミが、メイン裏箱基板ケース２２３ｂおよびサ
ブ裏箱基板ケース２２４ｂに付着することがなく、不具合が発生する確率をさらに低減で
きる。
【００７５】
＜外部端子板（外部集中端子板）＞
　図１７に示すように、筐体１の内部には、外部端子板ユニット２２５が設けられている
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。本実施形態では、外部端子板ユニット２２５は右側板６に取り付けられている。外部端
子板ユニット２２５は、外部端子板２２５ａと、外部端子板２２５ａの周囲を囲む外部端
子板ケース２２５ｂとを備えている。なお、外部端子板ケース２２５ｂは、外部端子板２
２５ａ全体を覆うケースであってもよい。外部端子板２２５ａは、遊技機を外部の電子機
器（データ表示装置やホールコンピュータ等）に接続するために設けられ、外部端子板２
２５ａからは、遊技機の状態等を表す各種の外部情報信号が外部の電子機器に向けて出力
される。本実施形態では、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、外部端子板２２５ａが
配置されていない。このため、ネジ締めの際のゴミが外部端子板２２５ａに付着せず、不
具合が発生するのを抑制できる。また、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に外部端子板
ケース２２５ｂも配置されていない。このため、不具合が発生する確率をさらに低減でき
る。なお、本実施形態では、外部端子板ユニット２２５が右側板６に取り付けられるもの
としたが、外部端子板ユニット２２５は例えば左側板５に取り付けられていてもよい。そ
の場合であっても、取付穴２０１の鉛直下方には、外部端子板ユニット２２５が配置され
ない。
【００７６】
＜電源ユニット＞
　図１２に示すように、筐体１の内部における下側（底板側）には、略直方体の箱状であ
る電源ユニット１０が配置されている。電源ユニット１０は、底板４に載置され左側板５
に固定されている。電源ユニット１０は、電源基板ケース２５１、電源スイッチカバー２
５２、電源スイッチ（図示せず）、および電源基板２５４（図１６参照）等を備えている
。そして、本実施形態では、図１８に示すように、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に
電源基板２５４が配置されていない。したがって、ネジ締めの際のゴミが電源基板２５４
に付着せず、誤動作や故障等の不具合が発生するのを抑制できる。
【００７７】
　また、図１９に示すように、取付穴２０１の鉛直下方に電源ユニット１０自体が配置さ
れていない。このため、ネジ締めの際のゴミが電源ユニット１０（電源基板ケース２５１
）に付着することがない。したがって、当該ゴミが電源基板ケース２５１を伝って内部に
侵入することがない。これにより、不具合が発生する確率をさらに低減できる。
【００７８】
＜前扉に設けられている基板＞
　図２０は、前扉２０を背面側から見た図であり、各基板ユニットの基板ケース等を取り
外して、基板を露出させた状態としている。前扉２０の背面側には、副制御基板２３１、
複数のＬＥＤ基板２３４、および複数の中継基板２３３が設けられている。ＬＥＤ基板２
３４は、少なくとも１つの光源（ＬＥＤ）が実装された基板である。また、中継基板２３
３には、所定の基板（メイン裏箱基板等）と所定の装置（入力装置、出力装置等）とを繋
ぐ中継基板や、所定の基板（サブ制御基板等）と所定の基板（ＬＥＤ基板等）とを繋ぐ中
継基板等がある。なお、本実施形態では、図１５に示すように、副制御基板２３１は、前
扉２０に設けられる基板の中で、最も後方側に配置されている。換言すると、前扉２０に
設けられる副制御基板２３１以外の基板は、副制御基板２３１よりも前方側に配置されて
いる。
【００７９】
　本実施形態では、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、前扉２０に設けられているす
べての基板がいずれも配置されていない。なお、前扉２０に設けられる副制御基板２３１
、ＬＥＤ基板２３４および中継基板２３３以外の基板としては、液晶制御基板等がある。
このように構成することで、ネジ締めの際のゴミが、前扉２０に設けられているすべての
基板のいずれにも付着することがない。これにより、誤動作や故障等の不具合の発生を抑
制できる。
【００８０】
　また、副制御基板２３１以外の前扉２０に設けられる基板で、基板ケースに覆われてい
るもの（基板ケースに収納されているもの）が存在してもよい。例えば、図２０で示した
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２つの中継基板２３３は、図１３に示すように、それぞれ中継基板ケース２３３ａに覆わ
れている。なお、本実施形態では、図１５に示すように、副制御基板ケース２３２は、前
扉２０に設けられる基板ケースの中で最も後方側に配置されている。換言すると、前扉２
０に設けられる副制御基板ケース２３２以外の基板ケースは、副制御基板ケース２３２よ
りも前方側に配置されている。本実施形態では、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、
前扉２０に設けられている基板を覆うすべての基板ケースのいずれもが配置されていない
。これにより、不具合が発生する確率をさらに低減できる。
【００８１】
＜リールＬＥＤ基板（リールバックライト基板）＞
　図１２に示すように、筐体１の内部であって上下方向の略中央部には、板状の中板７（
リールフレーム１３を構成）が取り付けられている。また、この中板７には、リールユニ
ット１４が配置されている。中板７は、リールユニット１４の支持部材といえる。リール
ユニット１４における各リール１５ａ～１５ｃは、上段図柄、中段図柄、および下段図柄
の３図柄に光を照射する光源（ＬＥＤ）が実装されたリールＬＥＤ基板（リールバックラ
イト基板）２２８（図１６参照）を備えている。そして、図１５に示すように、本実施形
態では、取付穴２０１の鉛直下方となる位置には、リールバックライト基板２２８が配置
されていない。このため、ネジ締めの際のゴミがリールバックライト基板２２８に付着せ
ず、誤動作や故障等の不具合が発生するのを抑制できる。
【００８２】
＜すべての基板＞
　本実施形態では、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、すべての基板が配置されてい
ない。当該すべての基板には、筐体１の内部に設けられる基板と、前扉２０に設けられる
基板とがある。このため、ネジ締めの際のゴミがいずれの基板にも付着せず、誤動作や故
障等の不具合が発生するのを抑制できる。
【００８３】
＜すべての基板ケース＞
　本実施形態では、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、各基板を覆うすべての基板ケ
ースのいずれもが配置されていない。当該すべての基板ケースには、筐体１の内部に設け
られる基板ケースと、前扉２０に設けられる基板ケースとがある。このため、ネジ締めの
際のゴミがいずれの基板ケースにも付着せず、不具合が発生する確率をさらに低減できる
。
【００８４】
＜変形例１＞
　本実施形態では、図１５に示すように、前後方向において、取付穴２０１の鉛直下方に
、主制御基板２２１および副制御基板２３１が配置されていないものとしたが、以下のよ
うに構成してもよい。図１８に示すように、左取付穴２０１と右取付穴２０１との左右方
向間隔を左右方向間隔Ａとする。また、主制御基板２２１の左右方向長さを左右方向長さ
Ｂとする。また、図２０に示すように、副制御基板２３１の左右方向長さを左右方向長さ
Ｃとする。本変形例では、取付穴２０１の左右方向間隔Ａを、主制御基板２２１の左右方
向長さＢおよび副制御基板２３１の左右方向長さＣの両方よりも広い間隔とする。言い換
えると、左右方向間隔Ａの内側に、主制御基板２２１（左右方向長さＢ）および副制御基
板２３１（左右方向長さＣ）が配置されるように構成する。
【００８５】
　このように構成することで、仮に主制御基板２２１がより前方側に配置された場合や、
副制御基板２３１がより後方側に配置された場合であっても、取付穴２０１が主制御基板
２２１の左右方向両端および副制御基板２３１の左右方向両端よりも左右方向外側に設け
られているため（取付穴２０１が左右方向に逃げているため）、取付穴２０１の鉛直下方
となる位置に、主制御基板２２１および副制御基板２３１が配置されない。このため、ネ
ジ締めの際のゴミが主制御基板２２１および副制御基板２３１に付着せず、誤動作や故障
等の不具合が発生するのを抑制できる。
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【００８６】
＜変形例２＞
　本実施形態では、図１５に示すように、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、リール
バックライト基板２２８が配置されていないものとしたが、取付穴２０１の鉛直下方とな
る位置にリールバックライト基板２２８を配置してもよい。図１５に示すように、リール
１５ｂは、リール本体部２２９、リールテープ２２６、リフレクタ２２７、リールバック
ライト基板２２８等を備えている。帯状のシート部材であるリールテープ２２６は、リー
ル本体部２２９に巻回されている。なお、説明を省略するが、リール１５ａ，１５ｃも同
様の構成となっている。したがって、取付穴２０１の鉛直下方となる位置にリールバック
ライト基板２２８が配置された場合であっても、リールバックライト基板２２８の上方側
には常にリールテープ２２６が存在する。換言すると、リールバックライト基板２２８の
上方側はリールテープ２２６に覆われている。さらに換言すると、取付穴２０１とリール
バックライト基板２２８との間には、リールテープ２２６が配置されている（介在してい
る）。
【００８７】
　このように構成することで、ネジ締めの際にゴミが発生した場合であっても、落下した
ゴミがリールテープ２２６に当たるため、リールテープ２２６の内側に侵入することがな
い。このため、落下したゴミがリールバックライト基板２２８に付着しない。これにより
、誤動作や故障等の不具合が発生するのを抑制できる。
【００８８】
＜変形例３＞
　本実施形態では、図１９に示すように、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、リール
１５ａとリール１５ｃとが配置されているものとしたが、取付穴２０１の鉛直下方となる
位置に、リール（リール１５ａ～１５ｃ）が配置されていないように構成してもよい。こ
こで、リール１５ａの左端からリール１５ｃの右端までの左右方向幅を左右方向幅Ｄとす
る。（１）左右方向間隔Ａを変更せずに、左右方向幅Ｄを左右方向間隔Ａよりも小さくす
る。換言すると、左リールの左端から右リールの右端までの左右方向幅Ｄが、取付穴２０
１の左右方向間隔Ａよりも小さい。なお、左右方向幅Ｄを小さくする方法としては、各リ
ールの幅を小さくする方法がある。または（２）左右方向幅Ｄを変更せずに、左右方向間
隔Ａを左右方向幅Ｄよりも大きくする。換言すると、取付穴２０１の左右方向間隔Ａが、
左リールの左端から右リールの右端までの左右方向幅Ｄよりも大きい。なお、（１）と（
２）とに分けたが、左右方向幅Ｄおよび左右方向間隔Ａの両方を変更してもよい。
　なお、リール１５ａ～１５ｃはそれぞれ、枠体の外周側にリールテープが巻回されて構
成されている。リールテープの左右方向幅は、枠体の左右方向幅よりも小さくなっている
。上記では、左右方向幅Ｄを、リール１５ａにおける枠体の左端からリール１５ｃにおけ
る枠体の右端までとしたが、左右方向幅Ｄを、リール１５ａにおけるリールテープの左端
からリール１５ｃにおけるリールテープの右端までとしてもよい。後者の左右方向幅Ｄの
場合、前者の左右方向幅Ｄの場合よりも例えば２～３ｍｍ程度小さくなる。
【００８９】
　取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、リール１５ａ～１５ｃがいずれも配置されない
ように構成することで、ネジ締めの際のゴミがリール１５ａ～１５ｃ（各リールテープ）
のいずれにも付着しない。このため、リール１５ａ～１５ｃを伝って内側にゴミが侵入し
ない。これにより、当該ゴミがリールバックライト基板２２８に付着せず、不具合が発生
する確率をさらに低減できる。
【００９０】
＜変形例４＞
　本実施形態では、図１９に示すように、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、ホッパ
ーユニット１１が配置されているが、取付穴２０１の鉛直方向において、天板２（取付穴
２０１）とホッパーユニット１１との間には、中板７が配置されている。この中板７は、
ネジ締めの際のゴミがホッパーユニット１１の内部に侵入するのを妨げる。したがって、
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当該ゴミがホッパーユニット１１の内部に侵入することにより不具合が発生するのを抑制
できる。
【００９１】
　本変形例では、さらに以下のように構成する。図１９に示すように、ホッパーユニット
１１の左右方向幅を左右方向幅Ｅとする。（１）取付穴２０１の左右方向間隔Ａを変更せ
ずに、ホッパーユニット１１の左右方向幅Ｅを小さくし、ホッパーユニット１１を取付穴
２０１の左右方向間隔Ａの内側に配置する。換言すると、左右方向幅Ｅが左右方向間隔Ａ
よりも小さい。または（２）ホッパーユニット１１の左右方向幅Ｅを変更せずに、取付穴
２０１の左右方向間隔Ａをホッパーユニット１１の左右方向幅Ｅよりも大きくし、取付穴
２０１の位置をホッパーユニット１１よりも左右方向外側とする。換言すると、左右方向
間隔Ａが左右方向幅Ｅよりも大きい。なお、（１）と（２）とに分けたが、左右方向幅Ｅ
および左右方向間隔Ａの両方を変更してもよい。
【００９２】
　取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、ホッパーユニット１１が配置されないように構
成することで、ネジ締めの際のゴミがホッパーユニット１１の内部により侵入しにくくな
る。これにより、不具合が発生する確率をさらに低減できる。
【００９３】
＜変形例５＞
　本実施形態では、図１９に示すように、筐体１の内部における下側（底板側）に、キャ
ッシュボックス１２が配置されている。キャッシュボックス１２は、底板４の上の右側に
配置されている。取付穴２０１の鉛直下方にキャッシュボックス１２が配置されているが
、取付穴２０１の鉛直方向において、天板２（取付穴２０１）とキャッシュボックス１２
との間に、中板７が配置されている。この中板７は、ネジ締めの際のゴミがキャッシュボ
ックス１２の内部に侵入するのを妨げる。したがって、当該ゴミがキャッシュボックス１
２の内部に侵入することにより不具合が発生するのを抑制できる。なお、取付穴２０１の
鉛直方向に、底板４が配置されている。
【００９４】
　本変形例では、さらに以下のように構成する。図１９に示すように、キャッシュボック
ス１２の左右方向幅を左右方向幅Ｆとする。（１）取付穴２０１の左右方向間隔Ａを変更
せずに、キャッシュボックス１２の左右方向幅Ｆを小さくし、キャッシュボックス１２を
右側に寄せて配置する。または（２）キャッシュボックス１２の左右方向幅Ｆを変更せず
に、取付穴２０１の左右方向間隔Ａを小さくする。なお、（１）と（２）とに分けたが、
左右方向幅Ｆおよび左右方向間隔Ａの両方を変更してもよい。
【００９５】
　取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、キャッシュボックス１２が配置されないように
構成することで、ネジ締めの際のゴミがキャッシュボックス１２の内部により侵入しにく
くなる。これにより、不具合が発生する確率をさらに低減できる。
【００９６】
＜変形例６＞
　本実施形態では、図１９に示すように、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に、電源ユ
ニット１０が配置されていないものとしたが、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に電源
ユニット１０が配置されるように構成してもよい。取付穴２０１の鉛直下方に電源ユニッ
ト１０が配置されていたとしても、取付穴２０１の鉛直方向において、天板２（取付穴２
０１）と電源ユニット１０との間に、中板７が配置されている。この中板７はネジ締めの
際のゴミが電源ユニット１０に付着するのを妨げる。したがって、当該ゴミが電源ユニッ
ト１０の内部に侵入せず、不具合が発生するのを抑制できる。
【００９７】
＜変形例７＞
　本実施形態では、取付穴２０１の鉛直下方となる位置にすべての基板が配置されていな
いものとしたが、仕様等により取付穴２０１の鉛直下方となる位置に基板を配置する場合
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がある（ただし、少なくとも主制御基板２２１および副制御基板２３１は配置されていな
い）。本変形例では、取付穴２０１の鉛直下方となる位置に所定の基板を配置する場合で
あっても、基板の板面が上方を向いた基板を配置しないものとする。板面が上方を向いた
基板とは、基板の板面と鉛直方向（上下方向）とが垂直となっているものに限らず、基板
の板面が水平面に対して所定の角度だけ傾いているものであってもよい。図２１に示すよ
うに、基板の板面と水平面とがなす角度を基板の傾斜角度αとすると、本変形例では、取
付穴２０１の鉛直下方に、基板の傾斜角度αが０°～４５°程度となっている基板（上向
き基板）は配置しない。
【００９８】
　基板の板面が上方を向いていると、板面に付着したゴミが下方へ落下せずにその場所に
留まり続ける。このため、基板の不具合の原因となる。本変形例では、取付穴２０１の鉛
直下方となる位置に、板面が上方を向いた基板を配置しないため、かかる不具合が発生す
るのを抑制できる。
【００９９】
＜変形例８＞
　本実施形態では、取付穴２０１の鉛直下方となる位置にすべての基板ケースが配置され
ていないものとしたが、仕様等により取付穴２０１の鉛直下方となる位置に基板ケースを
配置する場合がある。図２２は、基板ユニット３３０の一例を示している。基板ユニット
３３０は、コネクタ３１１が実装された基板３１０と、基板３１０を覆う基板ケース３２
０とを備えている。図２２（ａ）に示すように、基板ケース３２０には、コネクタ３１１
を露出させるコネクタ開口部３２１が設けられている。図２２（ｂ）は、基板３１０を板
面が上方を向くように（基板３１０の板面が鉛直方向と略垂直となるように）配置した状
態（断面）を示しており、基板３１０の上方を覆う基板ケース３２０には、上下方向の貫
通穴であるコネクタ開口部３２１が設けられている。このようなコネクタ開口部３２１を
、開口が上方を向いている（上方に向かって開口している）という。基板ケース３２０は
、コネクタ開口部３２１の向きが上方向となるように配置されている。なお、図２２（ｂ
）では断面であることを示すハッチングを省略している。また、図示は省略するが、基板
ケース３２０は、コネクタ開口部３２１の向きが下方向となるように配置されていてもよ
い。
【０１００】
　本変形例では、基板ケース３２０が、コネクタ開口部３２１の向きが上下方向となるよ
うに配置されているが、取付穴２０１の鉛直下方（直下）に、基板ケース３２０が配置さ
れていても、コネクタ開口部３２１は配置されていない。このように構成することで、取
付穴２０１から鉛直下方に落下したゴミが、コネクタ開口部３２１の内周面とコネクタ３
１１の側面との隙間から、基板ケース３２０の内部に侵入するのを防止できる。これによ
り、不具合が発生するのを抑制できる。
【０１０１】
＜ホッパーレール＞
　図２３（ａ）に示すように、底板４の上面には、金属製のベース部４０１が配置されて
いる。また、ベース部４０１の上面には、レール部４１０が設けられている。レール部４
１０は、ベース部４０１を挟むようにして、ネジ締めにより底板４に固定されている。レ
ール部４１０は、一対のレール部、すなわち左レール部４２０と右レール部４３０とを備
えている。左レール部４２０および右レール部４３０は前後方向に延びており、互いに略
平行となるように配置されている。なお、底板４にも島設備への取付穴２０２が複数設け
られている。また、図２３（ｂ）に示すように、ホッパーユニット１１における下方の左
右両側には、金属製で長尺板状に形成されたスライド部１１ａが設けられている。レール
部４１０は、スライド部１１ａを前後方向にスライド可能に保持する。
【０１０２】
　以下、左レール部４２０を用いて説明する。右レール部４３０は、左レール部４２０と
同様の構成であるため、説明を省略する。図２４（ａ）は、図２３（ａ）に示すＰ方向か
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ら左レール部４２０のみを見た図である。図２４（ｂ）は、図２３（ａ）に示すＱ方向（
前方）から左レール部４２０のみを見た図である。また、図２４（ｃ）は、図２３（ａ）
に示すＲ方向から左レール部４２０、およびベース部４０１を見た図である。
【０１０３】
　図２４（ｂ）に示すように、左レール部４２０は、前方から見るとクランク形状となっ
ており、取付部４２１と、側方ガイド部４２２と、上方ガイド部４２３とを備えている。
取付部４２１は、筐体１（底板４）への固定に用いられる部位である。側方ガイド部４２
２は、底板４と略垂直な面を備えており、スライド部１１ａの左右方向への動きを規制す
る部位である。上方ガイド部４２３は、底板４と略平行な面を備えており、スライド部１
１ａの上方への動きを規制する部位である。また、上方ガイド部４２３は、ベース部４０
１の上面との間に所定の隙間（スライド部１１ａの厚さよりも大きい）を形成している。
【０１０４】
　また、図２４（ａ）に示すように、左レール部４２０は、側方から見るとＬ字状となっ
ており、上方ガイド部４２３の後端から下方に向かって延びるように形成されたストッパ
ー部４２４を備えている。図２４（ｃ）に示すように、ストッパー部４２４は、ベース部
４０１に設けられた穴に挿し通され、その先端は底板４に設けられた凹部（図示せず）に
収容されている。
【０１０５】
　ここで、図２４（ｂ）に示すように、ストッパー部４２４の左右方向の長さを左右方向
長さＺとする。ストッパー部４２４の左右方向長さＺとは、側方ガイド部４２２の内側の
面から、ストッパー部４２４における側方ガイド部４２２側とは反対側の端面（筐体１の
内部において内側に位置する端面）までの長さである。なお、本例では、側方ガイド部４
２２の内側の面と、ストッパー部４２４との間に左右方向隙間βを設けているが、この左
右方向隙間βは設けられていなくてもよい（側方ガイド部４２２の後端側とストッパー部
４２４とが連なる形状となっていてもよい）。このストッパー部４２４の左右方向長さＺ
は、メダルの直径の半分（１／２）未満の長さとなっている。
【０１０６】
　ここで、ベース部４０１と、側方ガイド部４２２と、上方ガイド部４２３との間にメダ
ルを存在させた状態（メダルが挟まった状態）で、ホッパーユニット１１のスライド部１
１ａを後方側に向かって移動させる場合を考える。メダルは、スライド部１１ａに押され
て徐々に後方側へと移動する。そして、メダルはストッパー部４２４に接触する。このと
き、ストッパー部４２４の左右方向長さＺが、メダルの直径の半分（１／２）未満の長さ
となっているため、メダルは停止することなく、そのまま後方側へと押し出されて、レー
ルから排出される。仮にストッパー部４２４の左右方向長さＺが、メダルの直径の半分以
上である場合、ストッパー部４２４とスライド部１１ａとの間にメダルが挟まって停止し
、ホッパーユニット１１がそれ以上後方側へ移動しない状態となる。この場合、ホッパー
ユニット１１を手前に引き出してメダルを取り除き、再度ホッパーユニット１１を前方か
ら後方へ移動させなければならないという手間が生じる。本例では、ストッパー部４２４
の左右方向長さＺを、メダルの直径の半分（１／２）未満としているため、そのような手
間の掛かる作業が発生するのを防止できる。
【０１０７】
＜取付穴の変形例＞
　図３０は、天板２を裏面から見た図である。第２の実施形態では、小径の取付穴２０１
を示したが、図３０に示すように、所定の範囲を有する取付穴３５０としてもよい。取付
穴３５０は、枠部材３５２に設けられており、枠部材３５２は、下方から木製の板部３５
１に取り付けられている。取付穴３５０は、その上方側が板部３５１に覆われている（塞
がれている）状態となっている。なお、枠部材３５２は、金属製または樹脂製等である。
本変形例では、略四角形状の取付穴３５０を、左右方向に沿って６箇所に設けている。天
板２は、少なくとも板部３５１と枠部材３５２とを備えている。取付穴３５０は、その範
囲の内側においてネジをねじ込むことが可能となっている。なお、図３０では、取付穴３
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５０を６箇所に設けているが、６箇所よりも多くても少なくてもよい。
【０１０８】
　作業者は、取付穴３５０の内側におけるいずれかの箇所（位置）を選択してネジをねじ
込むことができる。遊技場において遊技機を移動する際、遊技機を取り外して別の場所（
島設備）へ取り付けるが、その際に一度設けた穴（貫通穴）を再び使用すると、穴径が拡
大していることや取付相手側が劣化していること等に起因して固定が不十分となることが
ある。本変形例のように、所定の範囲を有する取付穴３５０とすることで、作業者がネジ
をねじ込む位置を選択する自由度が広がる。これにより、ネジ締めの位置を適宜変更する
ことができ、遊技機の取り付け、取り外しを繰り返す場合であっても、遊技機を確実に固
定できる。
【０１０９】
（第３の実施の形態）
　以下、本発明の第３の実施の形態について図面を参照して説明する。以下、第２の実施
の形態で説明した構成と同一または相当する機能を有する構成については、同一の符号を
付し、その説明を省略または簡略化する。
【０１１０】
　図２５（ａ）に示すように、本実施形態に係るスロットマシンＭは、回胴部５００を備
えている。回胴部５００は、図２５（ｂ）に示すように、種々の部品を設置可能に形成さ
れた支持体としての枠体５２１と、枠体５２１に固定されたリールユニット５３０および
基板ユニット５４０と、枠体５２１に設けられたフレームベース５１０とを備えている。
枠体５２１は樹脂製であり、フレームベース５１０は金属製である。
【０１１１】
　図２６（ａ）に示すように、枠体５２１における左右両側には、筐体１の内部への取り
付けに用いられる取付穴５２２がそれぞれ設けられている。取付穴５２２は、長穴となっ
ている。また、図２６（ｂ）は、枠体５２１を背面側から見た図であるが、取付穴５２２
の周囲には、他の面よりも一段突出するように形成された第１当て面５２３が設けられて
いる。第１当て面５２３を設けることで、寸法の管理、調節が容易となる。
【０１１２】
　図２７（ａ）に示すように、筐体１の内部における左右両側には留め具５５０が設けら
れている。図２７（ｂ）に示すように、留め具５５０は、本体部５５１と、本体部５５１
に回転可能に支持されたつまみ部５５２を備えている。本体部５５１における最も前方側
（つまみ部５５２側）の面は、第２当て面５５３となっている。また、つまみ部５５２の
先端形状は所定の厚さを有するリブ状となっており、枠体５２１の取付穴５２２に挿し通
すことが可能な形状となっている。
【０１１３】
　回胴部５００を筐体１に組み付ける際には、まず、作業Ａを行う。作業Ａは、２箇所の
つまみ部５５２を２箇所の取付穴５２２に挿通させつつ、回胴部５００を奥側に押し当て
る。次に、２箇所のつまみ部５５２を９０°回転させる。この作業Ａを行うと、枠体５２
１が、つまみ部５５２の裏側の面と本体部５５１の第２当て面５５３との間に挟み込まれ
る。このとき、枠体５２１の第１当て面５２３と本体部５５１の第２当て面５５３とが当
接する。これにより、回胴部５００の前後方向（奥行方向）の位置が規制される。なお、
このとき、回胴部５００は左右方向には若干移動させることが可能となっている。
【０１１４】
　図２８（ａ）に示すように、筐体１の左側板５における内側の面には、第３当て面５ａ
が設けられている。また、左側板５の内側の面には、上下方向に沿って２箇所にねじ穴５
ｂが設けられている。このねじ穴５ｂには雌ねじ部が設けられている。
【０１１５】
　図２８（ｂ）に示すように、枠体５２１の左側の側壁（左側壁）における外側の面には
、第４当て面５２４が設けられている。また、枠体５２１の左側壁には、上下方向に沿っ
て２箇所に貫通穴５２５が設けられている。貫通穴５２５は、ねじ穴５ｂに対応する位置
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【０１１６】
　図２９に示すように、固定部材５６０は、雄ねじ部５６１と頭部５６２とを備えている
。頭部５６２は、径方向外側に向かって突出した薄板状の２つの突出部を有している。こ
のような頭部５６２を設けることで、工具を用いることなく手動で固定部材５６０を締め
付けることができる。
【０１１７】
　上述の作業Ａの後に行う作業Ｂは、雄ねじ部５６１を有する固定部材５６０を、貫通穴
５２５に挿通させてねじ穴５ｂにねじ込む。この作業Ｂを行うと、枠体５２１（回胴部５
００）が筐体１の左側板５に押し当てられ、左側板５の第３当て面５ａと枠体５２１の第
４当て面５２４とが当接する。これにより、回胴部５００の左右方向の位置が規制される
。なお、このとき、枠体５２１の右側の側壁と、筐体１の右側板６との間には、所定の隙
間が形成されている。
【０１１８】
　本実施形態によれば、回胴部５００の前後方向および左右方向の位置を、当て面同士が
接触（当接）する関係により規制している。このため、筐体１に回胴部５００を組み付け
る際の組付け誤差を低減できる。これにより、リールユニットの位置ずれを抑制でき、リ
ールの位置がずれることによって遊技者が違和感を抱く可能性を抑制できる。
【０１１９】
　また、本実施形態では、回胴部５００を片側（左側）のみで固定することとしている。
すなわち、回胴部５００を片側（左側）のみで位置決めすることとしている。仮に回胴部
５００を、左側および右側の両方で固定可能に構成すると、左または右のうち、先に固定
部材５６０で締め付けた方に回胴部５００が寄ってしまうという問題が生じる。本実施形
態では、片側（左側）でのみ回胴部５００を固定する構成としているため、そのような問
題が生じるのを防止できる。
【０１２０】
　また、留め具５５０および固定部材５６０を用いて回胴部５００を筐体１に容易に取り
付けできる構成とすることで、作業者によって組み付け位置がばらつくのを抑えられる。
すなわち、誰が作業を行っても同等の組み付け位置とすることができる。
【０１２１】
　なお、本発明は、前述した各実施の形態に限定されず、その要旨を逸脱しない範囲で種
々変形して実施できる。例えば、スロットマシンの構成等は前述した実施の形態のそれに
限定されない。また、スロットマシンに限らず、パチンコ遊技機、メダルレス遊技機等の
他の遊技機にも適用できる。本発明は、遊技機に適用でき、遊技機には、スロットマシン
、パチンコ遊技機、メダルレス遊技機等が含まれる。
【０１２２】
　なお、本発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるい
は各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素
の省略が可能である。
【符号の説明】
【０１２３】
１　筐体
２　天板
２０　前扉
２０１　取付穴
３３０　基板ユニット
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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月21日(2020.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と前扉と基板ユニットと電源ユニットとネジと把手とを備えた遊技機であって、
　前記筐体の天板は、前記筐体の島設備への取り付けに用いられる取付穴を備え、
　前記基板ユニットは、コネクタが配置された基板と、前記基板を覆う基板ケースと、を
備え、
　前記基板ケースは、前記コネクタを露出させるコネクタ開口部を備え、
　前記コネクタ開口部は、貫通方向が上下方向となるように設けられ、
　前記取付穴の鉛直方向に、前記基板ケースが配置されているが前記コネクタ開口部が配
置されておらず、
　前記取付穴の鉛直方向に、前記電源ユニットが配置されていない
　ことを特徴とする遊技機。
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