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(57)【要約】
【課題】装飾フィルムの装飾性を低下させることなく、
演出効果を向上することができる遊技機を提供する。
【解決手段】遊技盤２０の裏面に、透明領域６１ａおよ
び非透明領域６１ｂが形成された装飾フィルム６１が貼
着される。遊技盤２０の裏側に、装飾フィルム６１の裏
面に対向する前面に意匠を象った第２意匠部８１が設け
られた光透過性の第２装飾部材７４が配設される。意匠
部８１は、装飾フィルム６１における非透明領域６１ｂ
の裏面に平坦面８２ａが接触する支持部８２と、装飾フ
ィルム６１における透明領域６１に対応して設けられて
支持部８２の平坦面８２ａより後側に凹んで装飾フィル
ム６１における透明領域６１ａと接触しない第２非接触
部８３とが設けられる。また、非接触部８３にレンズ部
８３ａが設けられる。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域が前側に設けられた透明な遊技盤を備えた遊技機において
、
　前記遊技盤の裏面に貼着され、透明領域および裏側が透けて見えない透過率に設定され
た非透明領域が形成された装飾フィルムと、
　前記遊技盤の裏側に配設され、前記装飾フィルムの裏面に対向する前面に意匠を象った
意匠部が設けられた光透過性の装飾部材とを備え、
　前記意匠部は、前記装飾フィルムにおける非透明領域に対応して前側に突出するように
設けられて該装飾フィルムに対向する平坦面を装飾フィルムにおける非透明領域の裏面に
当接する支持部と、前記装飾フィルムにおける透明領域に対応して設けられて前記支持部
の平坦面より後側に凹んで装飾フィルムにおける透明領域と接触しない非接触部とを備え
、
　前記非接触部に凹凸状のレンズ部が設けられている
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記装飾部材の裏側に、前記レンズ部に向けて光を照射する発光体を備えた発光基板が
配設されている請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記レンズ部は、非接触部の前面に形成されて凸部が湾曲形成された第１レンズ面と、
該非接触部の裏面に形成されて凸部が断面三角形状に形成された第２レンズ面とを備える
請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記遊技盤の前面に、非透明部分を有する遊技部品が取り付けられ、
　前記装飾部材における前記遊技部品の非透明部分の後側に重なる部位に、前記装飾フィ
ルムの裏面に当接する接触部が設けられている請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明な遊技盤を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域の略中央位置に枠状の枠状装飾体(所謂センター役物)が配設されて、該枠状装飾体の
窓口を介して複数の図柄を変動表示する液晶式やドラム式等の図柄表示装置を後方から臨
ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体の下方位置に、パチンコ球(遊技球)の入賞に
より図柄表示装置での図柄変動を開始させる始動入賞装置(始動入賞手段)や大当り時等に
開放する特別入賞装置を配設するよう構成されたものが多数提案されている。この種のパ
チンコ機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘
等との接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で
前記始動入賞装置に入賞することにより、所定数の賞球が払い出されると共に、前記図柄
表示装置での図柄変動演出に伴うリーチ演出等の各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装
置に図柄が所定の組み合わせで停止することにより所謂大当りが発生し、前記特別入賞装
置が開放して多数の賞球を獲得し得るよう構成される。
【０００３】
　近年では、アクリルやポリカーボネート等からなる合成樹脂製の透明な遊技盤(所謂「
透明遊技盤」)が設けられたパチンコ機が提案されており、該パチンコ機では、動作によ
り演出を行う可動体を備えた可動演出装置やランプ装置を透明遊技盤の裏側に配置し、透
明遊技盤を透して見える可動体の動作演出やランプ装置による透明遊技盤の裏側からの発
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光演出により、演出の興趣が高められている(例えば、特許文献１参照)。また、特許文献
１に開示のパチンコ機では、可動体に関連したデザインを印刷したフィルムを透明遊技盤
の裏面に貼着し、印刷部分と可動体の動作とによって演出効果を向上している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－８３３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記特許文献１に開示のパチンコ機では、前記透明遊技盤の裏側に、透明なスぺーサや
装飾が施された装飾部材を配設して、前記フィルムを介して装飾部材の装飾部を透明遊技
盤の前側から視認可能とすることで演出効果を高めている。このように、透明遊技盤の裏
側にフィルムを挟んでスぺーサや装飾部材等の遊技部品を配設する構成では、遊技部品を
透明遊技盤に取り付ける際等に、該遊技部品とフィルムとの接触部分で該フィルムに傷が
付いてしまった場合は、フィルムによる装飾効果が低下したり、傷が透明遊技盤の前側か
ら視認可能となって見栄えを低下させる問題が発生する。また、透明遊技盤を裏側から照
明する際に、傷が付いた部分で光が意図しないように反射することで、発光演出効果が低
下したり傷が目立ってしまう問題を招く難点も指摘される。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、装飾フィルムの装飾性を低下させることなく、演
出効果を向上することができる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】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本願の請求項１に記載の発明では、
　遊技球が流下可能な遊技領域(28)が前側に設けられた透明な遊技盤(20)を備えた遊技機
において、
　前記遊技盤(20)の裏面に貼着され、透明領域(61a)および裏側が透けて見えない透過率
に設定された非透明領域(61b)が形成された装飾フィルム(61)と、
　前記遊技盤(20)の裏側に配設され、前記装飾フィルム(61)の裏面に対向する前面に意匠
を象った意匠部(77,81)が設けられた光透過性の装飾部材(73,74)とを備え、
　前記意匠部(77,81)は、前記装飾フィルム(61)における非透明領域(61b)に対応して前側
に突出するように設けられて該装飾フィルム(61)に対向する平坦面(78a,82a)を装飾フィ
ルム(61)における非透明領域(61b)の裏面に当接する支持部(78,82)と、前記装飾フィルム
(61)における透明領域(61a)に対応して設けられて前記支持部(78,82)の平坦面(78a,82a)
より後側に凹んで装飾フィルム(61)における透明領域(61a)と接触しない非接触部(79,83b
)とを備え、
　前記非接触部(79,83b)に凹凸状のレンズ部(80,83)が設けられていることを要旨とする
。
【０００８】
　請求項１の発明によれば、遊技盤の裏側に装飾フィルムを介して配設される装飾部材の
意匠部は、該装飾フィルムの透明領域に接触しないので、該装飾部材の取り付け等に際し
て装飾フィルムの透明領域に傷が付くことはなく、傷による見栄えの低下を防止し得る。
また装飾部材は、意匠部に設けた支持部の平坦面を装飾フィルムの非透明領域に当接させ
ているので、装飾部材が撓んで非接触部が装飾フィルムに接触してしまうのを防ぐことが
できる。そして、支持部との接触によって装飾フィルムにおける非透明領域の裏側に傷が
付いた場合であっても、該傷は非透明領域によって遊技盤の前側から見えることはないの
で、装飾フィルムの装飾性や見栄えの低下を防止し得る。
【０００９】
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　請求項２に記載の発明では、
　前記装飾部材(73,74)の裏側に、前記レンズ部(80,83)に向けて光を照射する発光体(88)
を備えた発光基板(85,86,87)が配設されていることを要旨とする。
　請求項２の発明によれば、装飾フィルムの透明領域を介して装飾部材の明輝した非接触
領域(レンズ部)を遊技盤の前側から視認することができ、演出効果を向上し得る。
【００１０】
　請求項３に記載の発明では、
　前記レンズ部(80)は、非接触部(61b)の前面に形成されて凸部が湾曲形成された第１レ
ンズ面(80a)と、該非接触部(12b)の裏面に形成されて凸部が断面三角形状に形成された第
２レンズ面(80b)とを備えることを要旨とする。
　請求項３の発明によれば、発光体により照明された非接触領域(レンズ部)の明輝形態が
複雑になり、演出効果をより向上し得る。
【００１１】
　請求項４に記載の発明では、
　前記遊技盤(20)の前面に、非透明部分を有する遊技部品(39)が取り付けられ、
　前記装飾部材(73,74)における前記遊技部品(39)の非透明部分の後側に重なる部位に、
前記装飾フィルム(61)の裏面に当接する接触部(78)が設けられていることを要旨とする。
　請求項４の発明によれば、装飾フィルムの装飾性を低下させることなく遊技盤に対して
装飾部材を安定して取り付けることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、装飾フィルムの傷付きによる見栄えの低下を防止して、
演出の興趣を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図であって、装飾フィルムに形成されている意匠
や絵柄は図示省略して示している。
【図３】実施例に係る遊技盤に設置部材を配設した状態での要部縦断側面図である。
【図４】実施例に係る遊技盤を、枠状装飾体、各入賞装置および入賞部材を取り外した状
態で示す概略斜視図である。
【図５】実施例に係る設置部材を示す概略斜視図である。
【図６】実施例に係る遊技盤の要部正面図であって、装飾フィルムに形成されている意匠
を図示した状態で示している。なお、装飾フィルムに形成されている絵柄は図示省略して
ある。
【図７】実施例に係る設置部材を、裏側部材を配設した状態で示す要部正面図である。
【図８】実施例に係る裏側部材と普通入賞部材とを分解して前側から見た概略斜視図であ
る。
【図９】実施例に係る裏側部材を分解して前側から見た概略斜視図である。
【図１０】実施例に係る蝶の意匠が形成された第２装飾部材を示す斜視図であって、(ａ)
は前側から見た図であり、(ｂ)は後側から見た図である。
【図１１】実施例に係る花の意匠が形成された第２装飾部材を示す斜視図であって、(ａ)
は前側から見た図であり、(ｂ)は後側から見た図である。
【図１２】実施例に係る第１装飾部材と装飾フィルムとの関係を示す遊技盤の概略横断平
面図である。
【図１３】実施例に係る第２装飾部材と装飾フィルムとの関係を示す遊技盤の説明断面図
である。
【図１４】実施例に係る第２装飾部材と装飾フィルムおよび第２盤面飾り部材との関係を
示す遊技盤の概略横断底面図である。
【図１５】実施例に係る第２普通入賞部材の配設位置での遊技盤の概略横断平面図である
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。
【図１６】実施例に係る第２普通入賞部材の概略斜視図である。
【図１７】実施例に係る第３普通入賞部材の概略斜視図である。
【図１８】実施例に係る球排出通路部材の概略分解斜視図である。
【図１９】実施例に係る遊技盤の要部概略斜視図であって、装飾フィルムに形成されてい
る意匠や絵柄は図示省略して示している。
【図２０】実施例に係る第１装飾部を分解した状態で前側から見た概略斜視図である。
【図２１】実施例に係る第１装飾部を分解した状態で後側から見た概略斜視図である。
【図２２】実施例に係る第２装飾部を分解した状態で前側から見た概略斜視図である。
【図２３】実施例に係る第２装飾部を分解した状態で後側から見た概略斜視図である。
【図２４】(ａ)は、実施例に係る第１装飾部および第２装飾部の配設位置での遊技盤の概
略断面図であり、(ｂ)はＸ部分の拡大図であり、(ｃ)はＹ部分の拡大図である。
【図２５】別実施例に係る第１装飾部および第２装飾部を分解した状態で示す説明断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチ
ンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「
右」、「上」、「下」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(
遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１５】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、矩形枠状に形成されて遊技店の図
示しない設置枠台に固定される固定枠としての外枠１１の開口前面側に、後述する遊技盤
２０(図２参照)を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に組
み付けられると共に、遊技盤２０の後側に、図柄を変動表示可能な表示装置１７(図３参
照)が着脱し得るよう配設されている。また、中枠１２の前面側には、遊技盤２０を透視
可能に保護する透明部材１３ａを窓部に備えた装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組み
付けられると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能
に組み付けられる。なお、実施例では、前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上
球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１４
も一体的に開閉するよう構成される。
【００１６】
　前記表示装置１７は、後述する始動入賞口２９,３０へのパチンコ球の入賞を契機とし
て演出用の図柄(飾図という場合もある)を表示部１７ａに変動表示させる図柄変動演出を
行うよう構成される。また表示装置１７では、図柄変動に関連して実行される各種の表示
演出(リーチ演出、予告演出、報知演出等)を表示部１７ａに表示し得るようになっている
。実施例では、前記表示装置１７として、各種図柄や表示演出に係る画像を表示可能な液
晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用されるが、これに限られるものでは
なく、有機ＥＬ(Electro-Luminescence)を用いた表示装置、あるいはドラム式の表示装置
やドットマトリックス式の表示装置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の
各種の表示装置を用いることができる。
【００１７】
　前記前枠１３には、図１に示す如く、前記下球受け皿１５の右側方に、前記中枠１２に
配設された打球発射装置(図示せず)を作動する操作ハンドル１６が設けられる。この操作
ハンドル１６は、左回転方向に付勢された操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー
１６ａを右回転するよう遊技者が回動操作することで打球発射装置が作動されて、前記上
球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記遊技盤２０に向けて発射されるようになって
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いる。ここで、前記操作レバー１６ａの回動量に応じて前記打球発射装置によるパチンコ
球の打球力が強弱変化するよう構成されており、遊技者が操作レバー１６ａを操作して回
動量を調節することで、前記遊技盤２０に形成された第１経路２８ａ(後述)をパチンコ球
が流下する所謂「左打ち」と、該遊技盤２０に形成された第２経路２８ｂ(後述)をパチン
コ球が流下する所謂「右打ち(ゴム打ち)」とを打ち分け得るようになっている。また、前
枠１３の前部には、ＬＥＤ等の発光体による発光演出が可能なランプ装置１８や、音声や
効果音を出力可能なスピーカ１９が配設されており、前記表示装置１７での図柄変動演出
に合わせてランプ装置１８で発光演出を行ったりスピーカ１９で音声演出を行い得るよう
構成されている。
【００１８】
(遊技盤２０について)
　実施例の前記遊技盤２０は、アクリルやポリカーボネート等の光透過性の合成樹脂材か
ら所定板厚の略矩形状に形成された平板状の透明板(遊技領域形成部材)であって、該遊技
盤２０の裏面に後述する装飾フィルム６１(図１３参照)が重ねられている。遊技盤２０の
前側には、図２に示す如く、前面(盤面)に配設された略円形状の案内レール２３によりパ
チンコ球が流下可能な遊技領域２８が画成されている。また、遊技盤２０(具体的には装
飾フィルム６１の裏側)に、図３に示す如く、該遊技盤２０との間に収容空間２７を画成
する設置部材(収容空間画成部材)２２が配設されており、収容空間２７には、発光により
演出を行う発光演出装置や、可動体の動作により演出を行う可動演出装置等の各種演出手
段Ｍが設置されている。なお、前記表示装置１７は、設置部材２２の裏側に取り付けられ
て、後述するように設置部材２２に設けた開口部(可視部)２２ａおよび枠状装飾体４２(
後述)の開口部４２ａを介して遊技盤２０の前側から視認可能に臨むよう構成される。
【００１９】
　前記案内レール２３は、図２に示すように、遊技盤２０の左下部から右上部に至るよう
左方向に膨出する円弧状に形成された外レール２４と、遊技盤２０の右上部、右下部およ
び左上部に至るよう右方向に膨出する円弧状に形成された内レール２５とから構成されて
いる。前記内レール２５は、外レール２４の右上端部に連接して遊技盤２０の右上部から
下部に亘って配設され、左端縁が右方に凹む円弧状に形成された第１盤面飾り部材２５ａ
と、遊技盤２０の下部から左上部に亘って配設されて第１盤面飾り部材２５ａの下端部に
連接し、前記外レール２４の右方(内側)に離間して位置するレール部材２５ｂとから構成
され、該外レール２４およびレール部材２５ｂにより１個のパチンコ球が通過可能な発射
通路２６が画成されている。ここで、前記内レール２５を構成するレール部材２５ｂは、
前記遊技盤２０の左上部に開放端が臨むよう配置されて、レール部材２５ｂの開放端と外
レール２４との間に遊技領域２８(第１経路２８ａ)に開口する打出し口２６ａを画成する
よう構成され、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が発射通路２６の下方開口か
ら飛翔して、当該打出し口２６ａから遊技領域２８内に打ち出されるようになっている。
【００２０】
　前記遊技盤２０の前面には、前記外レール２４の左方(遊技領域２８の外側)の上下位置
に第２盤面飾り部材３９が夫々が配設されている。前記第１および第２盤面飾り部材２５
ａ,３９の夫々は、不透明(非光透過性)の合成樹脂材から形成されており、遊技盤２０に
おいて該第１および第２盤面飾り部材２５ａ,３９が配設された部分を除いた領域(すなわ
ち遊技領域２８)では裏側で行われる発光演出を認識可能に構成される一方で、該第１お
よび第２盤面飾り部材２５ａ,３９の配設領域では遊技盤２０が見えないようになってい
る。
【００２１】
　前記遊技盤２０には、図４に示す如く、前後に貫通する装着口２１ａ,２１ｂ,２１ｃが
前記遊技領域２８内の適宜位置に開設されて、各装着口２１ａ,２１ｂ,２１ｃに対して各
種の遊技盤設置部品が配設されている。なお、実施例の遊技盤２０には、遊技盤設置部品
として枠状装飾体４２、始動入賞装置３１、特別入賞装置３３、複数の普通入賞部材５２
,５３,５４等を設置する装着口２１ａ,２１ｂ,２１ｃが形成されている。そして、前記遊
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技盤２０において遊技領域２８の最下部位置に、該遊技領域２８の最下部位置まで流下し
たパチンコ球を遊技盤２０の外部に排出するアウト口３６が開設されている。すなわち、
前記打球発射装置から発射されて遊技領域２８を流下するパチンコ球が前記遊技盤設置部
品に設けられた入球口(始動入賞口２９,３０、特別入賞口３２、複数の普通入賞口５５等
)に入球することにより、入球した入球口に応じた賞球の払い出しや図柄変動演出の実行
等の所定の遊技が行われ、遊技領域２８の最下部まで流下したパチンコ球がアウト口３６
を介して機外に排出されるよう構成される。なお、前記装着口の形成数は、遊技盤２０に
対して取り付けられる遊技盤設置部品の配設位置や配設数等に応じて適宜に決定される。
【００２２】
　また、前記遊技盤２０には、図２,図４に示す如く、前記遊技領域２８内に多数の遊技
釘３７が設けられると共に、後述する枠状装飾体４２の左側方に、遊技領域２８を流下す
るパチンコ球の接触に伴って回転する回転案内部材３８が回転自在に支持されており、遊
技釘３７や回転案内部材３８との接触によりパチンコ球の流下方向が不規則に変化するよ
う構成されている。前記回転案内部材３８は、所謂「風車」とも称される部材であって、
該回転案内部材３８の回転に伴ってパチンコ球を弾くように左右方向へ放出する部材であ
る。
【００２３】
(装飾フィルム６１について)
　前記遊技盤２０の裏面に配設された前記装飾フィルム６１は、裏側を透視可能な透明領
域６１ａと、裏側が透けて見えない光の透過率に設定された非透明領域６１ｂとが形成さ
れた樹脂フィルムであって、遊技盤２０の裏面に貼着されている。この装飾フィルム６１
には、遊技盤２０に形成された前記各装着口２１ａ,２１ｂ,２１ｃ、アウト口３６および
後述するゲート部用の切欠部２１ｄに合わせて通孔が形成されており、各種遊技盤設置部
品の取り付けやパチンコ球の後側への排出が許容されるよう構成される。なお、樹脂フィ
ルムとしては、ポリエチレン系樹脂フィルム、ポリエステル系樹脂フィルム、ポリプロピ
レン系樹脂フィルム等の各種樹脂フィルムが用いられる。
【００２４】
　前記装飾フィルム６１は、図１３に示す如く、無色透明な樹脂フィルムに透光性の白色
インクによりベース印刷が施されたベース層６２と、該ベース層６２の前側に重ねて各種
色の透光性インクにより絵柄が印刷された装飾層６３とを備え、該装飾層６３の前側に重
ねて設けられた貼着層６４を介して当該装飾フィルム６１が遊技盤２０の裏面全体に貼着
されている。また、ベース層６２には、白色インクにより印刷が施されている印刷部分と
、白色インクによる印刷が施されていない非印刷部分とが設けられて、該非印刷部分は透
明になっている。また、装飾層６３には、透光性インクにより印刷が施されている印刷部
分と、透光性インクにより印刷が施されていない非印刷部分とが設けられると共に、金色
や銀色の非透光性インクによって鏡面となるように所要の意匠６５,９７ａ(図６参照)の
輪郭を表わす輪郭表示部６６が形成されており、該輪郭表示部６６における光の透過率は
０％となっている。すなわち、装飾フィルム６１において、ベース層６２および装飾層６
３の非印刷部分の重なり部分における光の透過率が１００％になるのに対し、装飾層６３
における輪郭表示部６６の形成部分における光の透過率が０％となるよう構成されている
。また、ベース層６２および装飾層６３の印刷部分(輪郭表示部６６を除く印刷部分)の重
なり部分における光の透過率は、ベース層６２の非印刷部分と装飾層６３における輪郭表
示部６６を除く印刷部分との重なり部分における光の透過率より低くなるよう構成される
。実施例では、ベース層６２および装飾層６３の非印刷部分の重なり部分が透明領域６１
ａであって、ベース層６２の印刷部分と装飾層６３における輪郭表示部６６を除く印刷部
分との重なり部分および輪郭表示部６６の形成領域が非透明領域６１ｂとなっている。な
お、ベース層６２の印刷部分と装飾層６３における輪郭表示部６６を除く印刷部分との重
なり部分について、第１の非透明領域６１ｂと指称すると共に、ベース層６２の印刷部分
と装飾層６３における輪郭表示部６６の形成部分との重なり部分について第２の非透明領
域６１ｂと指称して区別する場合がある。
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【００２５】
　実施例では、前記装飾フィルム６１に形成される意匠６５として、図６に示す如く、パ
チンコ機１０のモチーフとなる蝶や花が透光性インクにより表示されると共に、該意匠６
５の輪郭が非透光性インクにより表示されている。装飾フィルム６１の装飾層６３には、
前記枠状装飾体４２に設けられた後述する第２装飾部１０５とによって後述する一連の意
匠９７を形成する第１部分意匠９７ａが形成されている。この第１部分意匠９７ａについ
ては、後述する第１装飾部９６を説明する際に併せて説明する。なお、図１３では、装飾
フィルム６１における遊技盤２０の断面表示されている部分との重なり部分において、印
刷が施されている部分にハッチングを付すと共に、印刷が施されていない部分(透明部分)
にハッチングを付さないようにして、両部分を区別して表示してある。また、装飾層６３
における輪郭表示部６６の形成部分については、他の印刷部分と区別するためにハッチン
グの形態を変えて表示してある。ここで、前記非透光性インクにより形成される輪郭表示
部６６は、意匠６５,９７ａにおける最外縁部を象るように形成されたものに限らず、１
つの意匠を構成する各パーツの輪郭を表わすように形成されたものも含んでいる。例えば
、花の意匠の場合では、花全体の輪郭を表す輪郭表示部６６と、花を構成する各花弁の輪
郭を表す輪郭表示部６６とが形成されて、これら複数の輪郭表示部６６が組み合わさるこ
とで１つの意匠が表示されるようになっているものであってもよい。
【００２６】
　実施例の前記遊技盤２０には、図２,図３に示すように、前記案内レール２３で囲まれ
た遊技領域２８の略中央の大部分が開口する第１装着口２１ａ(図４参照)に、前後に開口
する枠状に形成された枠状装飾体４２が取り付けられ、該枠状装飾体４２の開口部４２ａ
の後方に、前記設置部材２２の開口部２２ａが位置するようになっている。すなわち、前
記枠状装飾体４２の開口部４２ａの後方に前記表示装置１７の表示部１７ａが位置するよ
う構成されている。
【００２７】
　また、前記遊技盤２０には、図３に示す如く、前記枠状装飾体４２の下方位置(アウト
口３６の直上位置)に形成された第２装着口２１ｂに、遊技領域２８を流下するパチンコ
球が入賞可能な第１始動入賞口２９および第２始動入賞口３０が設けられた始動入賞装置
３１および特別入賞口３２が設けられた特別入賞装置３３が配設されている。第１始動入
賞口２９は、パチンコ球が入賞可能に遊技領域２８内で常に上方開口した常時開放型の入
賞口とされており、遊技盤２０の遊技領域２８を流下するパチンコ球の流下態様に応じて
任意のタイミングで第１始動入賞口２９にパチンコ球が入球(入賞)し得るよう構成されて
いる。また、第２始動入賞口３０は、該第２始動入賞口３０を駆動手段(図示せず)の駆動
に伴って開放可能に開閉部材３０ａで閉鎖する開閉型の入賞口とされており、遊技盤２０
の遊技領域２８を流下するパチンコ球の流下態様および駆動手段の駆動による開閉部材３
０ａの開放動作タイミングに応じて第２始動入賞口３０にパチンコ球が入賞し得るよう構
成されている。
【００２８】
　前記特別入賞装置３３の特別入賞口３２は、該特別入賞口３２を駆動手段(図示せず)の
駆動に伴って開放可能に開閉部材３２ａで閉鎖する開閉型の入賞口とされており、遊技盤
２０の遊技領域２８を流下するパチンコ球の流下態様および駆動手段の駆動による開閉部
材３２ａの開放動作タイミングに応じて特別入賞口３２にパチンコ球が入賞し得るよう構
成されている。
【００２９】
　前記始動入賞装置３１は、第１始動入賞口２９および第２始動入賞口３０に入賞したパ
チンコ球を検出する始動入賞検出スイッチ(図示せず)を備え、該始動入賞検出スイッチに
よるパチンコ球の検出(第１始動入賞口２９または第２始動入賞口３０へのパチンコ球の
入賞)に伴って各種情報が取得され、この取得した情報に基づいて、特別入賞装置３３の
開閉部材３２ａを開放するか否かに係る特図当り抽選(当り判定)が行われるよう構成され
ている。そして、特図当り抽選の結果に基づいて前記表示装置１７において図柄変動演出
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が実行され、該表示装置１７での図柄変動演出の結果、該表示装置１７の表示部１７ａに
所定の組み合わせ(例えば同一飾図の３つ揃い等)で飾図が確定停止表示されることで、遊
技者に有利な大当り遊技(当り遊技)が付与され、大当り遊技の発生に伴って特別入賞装置
３３の特別入賞口３２を所定の開放条件で開放する大当り遊技が行われて、遊技者が賞球
を獲得し得る機会が与えられるよう構成されている。
【００３０】
　前記遊技盤２０には、前記枠状装飾体４２の左側をパチンコ球が流下する遊技領域２８
(第１経路２８ａ)に、図４に示す如く、前後に貫通する複数の第３装着口(貫通孔)２１ｃ
が上下に離間して開設されており、各第３装着口２１ｃに普通入賞部材(入賞部材)５２,
５３,５４が配設されている。また、遊技盤２０には、最上部の第３装着口２１ｃの上側
に、前記第１装着口２１ａに連通して左方向に延在する切欠部２１ｄが形成されており、
該切欠部２１ｄに、枠状装飾体４２に設けられた後述するゲート部６９が臨むようになっ
ている。
【００３１】
(設置部材２２について)
　前記設置部材２２は、前記遊技盤２０の外郭形状より小さな略矩形状に形成された背面
板４９と、該背面板４９の外周縁部から前方に突出する画壁部５０とから前方に開口した
箱状に形成される(図５参照)。また、画壁部５０の前端部に、開口外側へ向けて延出する
よう固定部５１が形成されており、該固定部５１の前端面を遊技盤２０の裏面(具体的に
は装飾フィルム６１の裏面)に当接させた状態で、当該遊技盤２０と設置部材２２とがネ
ジにより固定される。また、前記設置部材２２の背面板４９には、図３に示す如く、前記
枠状装飾体４２の開口部４２ａと前後に整列する位置に、略矩形状の開口部２２ａが前後
に開口するよう開設されると共に、該背面板４９の裏側に前記表示装置１７が着脱自在に
取り付けられて、該開口部２２ａを介して表示装置１７の表示部１７ａが設置部材２２(
遊技盤２０)の前側に臨むようになっている。そして、前記設置部材２２において開口部
２２ａを囲繞する周囲に各種演出手段Ｍが設置されて、設置部材２２を基材とする１つの
ユニットとして扱い得るようになっている。
【００３２】
　前記固定部５１には、図５,図７に示す如く、該固定部５１の最外側から内側(画壁部５
０側)に離間した位置から画壁部５０の縁部までの間に、固定部５１の前面から所定深さ
で凹む設置部５１ａが形成されている。すなわち、固定部５１の前端面を遊技盤２０の裏
面に当接させた状態で、設置部５１ａが遊技盤２０の裏面に対して離間して対向するよう
構成される。前記設置部５１ａは、画壁部５０の左縁部、上縁部および下縁部に形成され
た固定部５１の夫々に形成されており、これら設置部５１ａに後述する裏側部材７０の外
縁部が位置決め固定されるようになっている。
【００３３】
(枠状装飾体４２について)
　次に、前記枠状装飾体４２について詳細に説明する。前記枠状装飾体４２は、図２,図
３に示す如く、前記遊技盤２０に開設された枠状装飾体４２が配設される第１装着口２１
ａの内側に沿って延在する環状に形成された枠状基部４３と、該枠状基部４３に設けられ
て前記遊技盤２０の前面より前方に突出し、前記遊技領域２８と表示装置１７の表示部１
７ａを区切る庇状部４４と、該庇状部４４の後縁から外方に延出する薄板状の台板部４５
とを備える。そして、前記枠状基部４３を第１装着口２１ａに挿入すると共に台板部４５
を遊技盤２０の前面に当接した状態で、該台板部４５をネジ等の固定手段で遊技盤２０に
固定することで、枠状装飾体４２が遊技盤２０に取り付けられて、該枠状装飾体４２の外
側、具体的には庇状部４４と案内レール２３との間にパチンコ球が流下する遊技領域２８
が画成されるようになっている。すなわち、枠状装飾体４２の庇状部４４によって、遊技
領域２８の内周を区画するよう構成されている。なお、枠状装飾体４２を遊技盤２０に取
り付けた状態で、庇状部４４の後端縁から外方に延出する台板部４５が遊技盤２０の前面
に沿って延在して、該台板部４５の前側をパチンコ球が通り得るよう構成される。また、
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枠状装飾体４２は、全体が透明な合成樹脂製とされており、透明な遊技盤２０の前側に台
板部４５を重ねた状態で、該台板部４５および遊技盤２０を介して裏側を透視可能に構成
されている。
【００３４】
　前記枠状装飾体４２の庇状部４４は、枠状装飾体４２(台板部４５)の左側縁の略中間位
置から上縁および右下縁に亘って連続して延在するよう設けられており、前記表示装置１
７における表示部１７ａの前面側を横切ってパチンコ球が流下(落下)するのを規制してい
る。また庇状部４４は、最上部位置から左右方向に下方傾斜するよう形成されて、遊技領
域２８に打ち出されたパチンコ球が庇状部４４上で滞ることなく枠状装飾体４２の左側方
または右側方へ誘導案内されるよう形成されている。すなわち、枠状装飾体４２の外側に
画成される流下経路２８ａ,２８ｂは、図２に示す如く、該枠状装飾体４２の左側方をパ
チンコ球が流下する第１経路２８ａ、および枠状装飾体４２の右側方をパチンコ球が流下
する第２経路２８ｂに分かれており、前記打球発射装置により遊技領域２８内に発射され
たパチンコ球は、到達位置に応じて枠状装飾体４２およびレール部材２５ｂの間に形成さ
れる第１経路２８ａか、或いは枠状装飾体４２および第１盤面飾り部材２５ａの間に形成
される第２経路２８ｂの何れかを流下するよう構成される。
【００３５】
　前記枠状装飾体４２には、図２に示す如く、該枠状装飾体４２の内周下縁部(開口部４
２ａの下側)に、ステージ４７が配設されると共に、該枠状装飾体４２の左側部に、前記
第１経路２８ａ(遊技領域２８)に開口して該第１経路２８ａを流下するパチンコ球を枠状
装飾体４２の内側(ステージ４７)に取り込む球導入部４８が設けられ、該球導入部４８が
ステージ４７に連通するよう構成される。そして、球導入部４８からステージ４７に通出
されたパチンコ球は、ステージ４７上を左右に転動した後に、前記始動入賞口２９,３０
が設けられている遊技領域２８に排出される。また、前記ステージ４７の後端縁には、左
右方向の全長に亘って上側に向けて所定高さで立上がる透明壁４０(図３参照)が設けられ
、ステージ４７上を転動するパチンコ球が表示装置１７の表示部１７ａ側に移動するのを
該透明壁４０で防止している。また、透明壁４０の上端縁に、前記前枠１３における透明
部材１３ａの裏面に近接する位置(透明部材１３ａとの間をパチンコ球が通過できない隙
間となる位置)まで張り出す張出部４０ａが設けられており、遊技釘３７に接触して跳ね
てステージ４７に飛び込むパチンコ球が表示部１７ａ側に移動するのを該張出部４０ａで
防止している。
【００３６】
　前記枠状装飾体４２には、図２に示す如く、パチンコ機１０のモチーフとなる意匠が施
された複数の装飾部品６７,１１０が、前記庇状部４４の内周縁部に設けられている。そ
して、本実施例では、装飾部品６７,１１０、庇状部４４および張出部４０ａによって、
前記表示装置１７の表示部１７ａを前側に臨ませる開口部４２ａが画成される。なお、装
飾部品６７,１１０について、枠状装飾体４２に設けられる後述する第２装飾部１０５の
前側に配設される装飾部品１１０を、意匠用装飾部品１１０と指称して他の装飾部品６７
と区別する場合がある。また、意匠用装飾部品１１０については、第２装飾部１０５を説
明する際に併せて説明するものとする。
【００３７】
(ゲート部６９について)
　図２に示す如く、前記枠状装飾体４２における開口部４２ａの左側で前記球導入部４８
より上側に、前記台板部４５から左方向に延出するゲート取付板６８が形成されており、
該ゲート取付板６８にゲート部６９が設けられている。ゲート部６９は、パチンコ球が通
過可能なゲート入口およびゲート出口が遊技領域２８(第１経路２８ａ)内で常に上下に開
口する常時開放型の入球部とされ、遊技盤２０の遊技領域２８を流下するパチンコ球の流
下態様に応じて任意のタイミングでゲート入口をパチンコ球が入球(通過)して、ゲート出
口を介して遊技領域２８に排出されるようになっている。ゲート部６９は、前記切欠部２
１ｄを介して遊技盤２０の裏側から取り付けられてゲート入口に入球したパチンコ球を検
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出可能な球通過検出センサ(図示せず)を備え、球通過検出センサは、図示しない制御手段
に配線接続されている。そして、球通過検出センサから制御手段への球検出信号の入力(
すなわちパチンコ球の検出)に伴って、前記始動入賞装置３１の開閉部材３０ａを開放す
るか否かに係る普図当り抽選が行われるよう構成される。また、球通過検出センサから導
出する配線は、後述する裏側部材７０および発光基板８５に形成された切欠部や孔を介し
て該発光基板８５の後方へ引き出されるように構成される。
【００３８】
(裏側部材７０について)
　前記設置部材２２の前端部に、前記遊技盤２０の裏側に重なるように裏側部材７０が配
設されている。この裏側部材７０は、図７,図８,図９に示す如く、遊技盤２０における前
記第１経路２８ａの裏側の全体に対向する形状および大きさに形成された板状の基材７１
と、該基材７１の前面に配設されて凹凸によって意匠を象った意匠部７７,８１,１０１が
設けられた装飾部材７３,７４,１００とを備える。実施例では、複数の装飾部材７３,７
４,１００が基材７１の前面に配設されており、これらの装飾部材７３,７４,１００が前
記遊技盤２０の裏面(具体的には前記装飾フィルム６１)に対向して裏側部材７０の前面を
構成している(図１２,図１４,図２４参照)。また、基材７１および装飾部材７３,７４,１
００は、何れも光透過性の合成樹脂材料で形成されたものであって、後述する発光基板８
５,８６,８７に実装された発光体８８,９８の光によって明輝することで、前記遊技盤２
０を裏側から照明し得るよう構成される。
【００３９】
(基材７１について)
　前記基材７１は、上、左、下の夫々の外縁部を前記設置部材２２の固定部５１に形成し
た設置部５１ａの前側に位置決された状態で、各外縁部をネジ等の固定手段によって対応
する設置部５１ａに固定することで、該基材７１は左側の画壁部５０から右側の画壁部５
０に向けて前記背面板４９と略平行な姿勢で延出する状態で設置部材２２に位置決め固定
される。基材７１の前面には、図９に示す如く、装飾部材７３,７４,１００の外形形状の
少なくとも一部に一致する形状で前側に突出する位置決め突部７１ａが設けられており、
該位置決め突部７１ａに装飾部材７３,７４,１００の対応する外縁を合わせることで、基
材７１に対する装飾部材７３,７４,１００の位置決めがなされるよう構成される。
【００４０】
　前記基材７１には、前記遊技盤２０に形成された前記切欠部２１ｄに対応する位置に前
後に貫通する第１通孔７１ｂが形成されると共に、該遊技盤２０に形成された各第３装着
口２１ｃに対応する位置に前後に貫通する第２通孔７１ｃが形成されている。また、図９
に示す如く、各第２通孔７１ｃを挟む両側に、前側に開口するネジ孔７５ａが形成された
ネジ固定ボス７５,７５が前側に向けて突設されており、該ネジ固定ボス７５,７５を介し
て前記普通入賞部材５２,５３,５４が裏側部材７０に位置決め固定されるようになってい
る(図１５参照)。なお、基材７１における最下部に形成される第２通孔７１ｃは、後述す
る第３普通入賞部材５４の形状に合わせて２つの連通部５８,５８が挿通可能な形状に形
成されている。
【００４１】
(装飾部材７３,７４,１００について)
　前記基材７１に配設される装飾部材７３,７４,１００として、実施例では、図９に示す
如く、基材７１の側部から下部に亘って前側に重なるように配設される大型の第１装飾部
材７３と、該第１装飾部材７３の前側に全体または一部が重なるように配設される第２装
飾部材７４と、第１装飾部材７３の配設位置の上側で基材７１の前側に重なるように配設
される第３装飾部材１００とが設けられている。なお、第３装飾部材１００は、後述する
一連の意匠９７を形成する第１装飾部９６を構成することから、第３装飾部材１００の詳
細な構成については、第１装飾部９６を説明する際に併せて説明することとする。
【００４２】
(第１装飾部材７３について)
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　前記第１装飾部材７３は、図７に示す如く、平板状の板材を本体７６として、該本体７
６の外縁を、前記基材７１に設けられている位置決め突部７１ａに合わせることで、該第
１装飾部材７３は基材７１に対して位置決めされる。第１装飾部材７３の本体７６には、
基材７１の第１通孔７１ｂと対応する位置に前後および右方に開放する切欠部７６ａが形
成されると共に、基材７１の各第２通孔７１ｃと対応する位置に前後に貫通する挿通孔７
６ｂが形成されている。また、各挿通孔７６ｂを挟む左右両側に、基材７１の前記ネジ固
定ボス７５が挿通可能な通孔７６ｃが形成されており、基材７１の前側に第１装飾部材７
３を位置決め突部７１ａを介して位置決めした状態で、該第１装飾部材７３の切欠部７６
ａと基材７１の第１通孔７１ｂが前後に整列すると共に、第１装飾部材７３の各挿通孔７
６ｂと基材７１の第２通孔７１ｃが前後に整列する状態で、各ネジ固定ボス７５が対応す
る通孔７６ｃに挿通されるよう構成される(図１５参照)。
【００４３】
　前記第１装飾部材７３における本体７６の前面に、図９に示す如く、前記第２装飾部材
７４および第３装飾部材１００の外形形状の少なくとも一部に一致する形状で前側に突出
する位置決め突部７６ｄが設けられており、該位置決め突部７６ｄおよび基材７１の前記
位置決め突部７１ａに第２装飾部材７４および第３装飾部材１００の対応する外縁を合わ
せることで、第１装飾部材７３および基材７１に対する第２装飾部材７４および第３装飾
部材１００の位置決めがなされるよう構成される(図７,図８参照)。
【００４４】
　前記第１装飾部材７３に形成された第１意匠部(意匠部)７７は、前記装飾フィルム６１
における装飾層６３に印刷により表示された前記意匠６５と関連しない形状で形成されて
いる。また、第１意匠部７７は、前記装飾フィルム６１における非透明領域(第１の非透
明領域)６１ｂに対応して本体７６の前面から突出するように設けられて該装飾フィルム
６１に対向する平坦面７８ａを装飾フィルム６１における非透明領域(第１の非透明領域)
６１ｂの裏面に当接する第１支持部(支持部)７８と、第１支持部７８の平坦面７８ａより
後側に凹んで装飾フィルム６１における非透明領域(第１の非透明領域)６１ｂと接触しな
い第１非接触部(非接触部)７９が形成されている(図１２参照)。すなわち、第１装飾部材
７３において第１支持部７８の平坦面７８ａが、当該第１装飾部材７３の前端として構成
されている。また、第１装飾部材７３の本体７６には、前記第１非接触部７９に対応する
凹凸状の第１レンズ部(レンズ部)８０が設けられている。この第１レンズ部８０は、図１
２に示す如く、第１非接触部７９の前面に形成されて凸部が湾曲形成された第１レンズ面
８０ａと、該第１非接触部７９の裏面に形成されて凸部が断面三角形状に形成された第２
レンズ面８０ｂとを備え、後述する発光体８８からの光を拡散して広範囲を照明し得るよ
う構成される。実施例では、第１レンズ面８０ａにおける凸部の延在方向と、第２レンズ
面８０ｂにおける凸部の延在方向が交差するように形成されて、光をより広範囲に拡散し
得るようになっている。特に、第２レンズ面８０ｂの凸部は細かく(間隔が狭く)形成され
て、光拡散機能が高く構成されている。
【００４５】
　ここで、前記第１装飾部材７３では、前記第１意匠部７７の全体が装飾フィルム６１に
おける非透明領域(第１の非透明領域)６１ｂの裏側に対向するように臨んでいるが、第１
非接触部７９を装飾フィルム６１における透明領域６１ａの裏側に対向するようにしても
よい。また、第１支持部７８の平坦面７８ａが、装飾フィルム６１における輪郭表示部６
６が形成されている非透明領域(第２の非透明領域)６１ｂに当接する構成であってもよい
。
【００４６】
(第２装飾部材７４について)
　前記第２装飾部材７４には、図１０,図１１に示す如く、該第２装飾部材７４の大きさ
に応じて１つまたは複数の固定ボス７４ａが後方に向けて突出するように設けられると共
に、該固定ボス７４ａには後方に開口するネジ孔が形成されている。前記基材７１には、
各第２装飾部材７４の配設位置において固定ボス７４ａと対応する位置の夫々に有底筒状
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の位置決め凹部７１ｄが設けられると共に、該位置決凹部７１ｄの底部(実施例では後端
部)には通孔が形成されている。また、前記第１装飾部材７３には、当該第１装飾部材７
３の前側に重なるように配設される第２装飾部材７４において第１装飾部材７３に重なる
位置に設けられる固定ボス７４ａと対応する位置に貫通孔７６ｅが形成されている(図９
参照)。すなわち、基材７１の位置決め凹部７１ｄに前側から固定ボス７４ａを直接また
は第１装飾部材７３の貫通孔７６ｅを介して挿入し、位置決め凹部７１ｄの通孔に裏側か
ら挿通したネジを固定ボス７４ａのネジ孔に螺挿することで、第２装飾部材７４が基材７
１や第１装飾部材７３の前面に位置決め固定される。そして、基材７１を前記設置部５１
ａに固定した状態で、該基材７１の前面に固定された第１装飾部材７３の第１意匠部７７
における第１支持部７８の平坦面７８ａおよび第２装飾部材７４の後述する第２意匠部８
１における第２支持部８２の平坦面８２ａが、固定部５１の前面に取り付けられた遊技盤
２０の裏面に貼着されている装飾フィルム６１の裏面に当接する位置に臨むようになって
いる(図１２,図１５参照)。なお、基材７１および第１装飾部材７３の前面に突設された
位置決め突部７１ａ,７６ｄの前面は、各支持部７８,８２の平坦面７８ａ,８２ａより前
側に突出しないよう設定される。実施例では、第２装飾部材７４を基材７１にネジ止め固
定することで、基材７１と第２装飾部材７４とで第１装飾部材７３が挟持された状態で、
該第１装飾部材７３が基材７１に対して固定されるようになっている。
【００４７】
　前記第２装飾部材７４に形成された第２意匠部(意匠部)８１は、前記装飾フィルム６１
における装飾層６３に印刷により表示された前記意匠６５と対応する形状で形成されてい
る。実施例では、蝶や花が第２意匠部８１として形成されており、第２装飾部材７４の蝶
の第２意匠部８１が、装飾フィルム６１の蝶の意匠６５の裏側に対向すると共に、第２装
飾部材７４の花の第２意匠部８１が、装飾フィルム６１の花の意匠６５の裏側に対向して
いる。そして、第２装飾部材７４が後述する発光体８８の光により明輝することで、遊技
盤２０(装飾フィルム６１)に表示されている意匠６５を裏側から照明し得るよう構成され
る。
【００４８】
　前記第２意匠部８１は、図１３に示す如く、前記装飾フィルム６１における非透明領域
(第２の非透明領域)６１ｂに対応して第２装飾部材７４の本体部から前側に突出するよう
に設けられて該装飾フィルム６１に対向する平坦面８２ａを装飾フィルム６１における非
透明領域(第２の非透明領域)６１ｂの裏面に当接する第２支持部(支持部)８２と、装飾フ
ィルム６１における透明領域６１ａに対応して設けられて第２支持部８２の平坦面８２ａ
より後側に凹んで装飾フィルム６１における透明領域６１ａと接触しない第２非接触部(
非接触部)８３とを備える。具体的に、蝶の第２意匠部８１では、図１０(ａ)に示す如く
、該蝶の羽根および触覚等の輪郭を象るように第２支持部８２が形成され、花の第２意匠
部８１では、図１１(ａ)に示す如く、該花の花弁の輪郭を象るように第２支持部８２が形
成される。そして、各第２支持部８２で囲われた領域が第２非接触部８３として形成され
ている。すなわち、第２装飾部材７４において第２支持部８２の平坦面８２ａが、当該第
２装飾部材７４の前端として構成されている。また、第２装飾部材７４の裏面における第
２意匠部８１の第２非接触部８３と対応する領域に、図１０(ｂ),図１１(ｂ)に示す如く
、凹凸状の第２レンズ部(レンズ部)８３ａが形成されており、後述する発光体８８からの
光を広範囲に拡散し得るよう構成されている。すなわち、実施例の第２レンズ部８３ａは
、光拡散機能を有している。
【００４９】
　実施例では、前記第１装飾部材７３の前面に第２装飾部材７４を配設した状態で、図８
,図１５に示す如く、両装飾部材７３,７４によって、第１装飾部材７３の挿通孔７６ｂお
よび通孔７６ｃの形成領域を内側に臨ませて、当該装飾部材７３,７４の前面端(支持部７
８,８２の平坦面７８ａ,８２ａ)から後側に凹む嵌凹部８４が形成される。この嵌凹部８
４は、後述する普通入賞部材５２,５３,５４に形成される取付部５７を収容可能な形状お
よび寸法で形成されており、該取付部５７を嵌凹部８４に前側から嵌め込んだ状態で、該
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取付部５７が前記ネジ固定ボス７５にネジ止め固定されるようになっている。また、嵌凹
部８４の深さは、取付部５７の厚み寸法と略同一に設定されており、該嵌凹部８４に取付
部５７を嵌め込んだ状態で、該取付部５７の前端が支持部７８,８２の平坦面７８ａ,８２
ａと略同一平面に臨むよう構成される(図１５参照)。言い替えると、嵌凹部８４に取付部
５７を嵌め込んだ状態で、該取付部５７の前端が支持部７８,８２の平坦面７８ａ,８２ａ
より前側に突出しないようになっている。
【００５０】
　ここで、実施例の第２装飾部材７４は、該第２装飾部材７４自体が１つの第２意匠部８
１を形成する第１種第２装飾部材(図１０)と、板材の前面に部分的に前記第２意匠部８１
が形成される第２種第２装飾部材(図１１)とが設けられており、第１種第２装飾部材にお
いては、前記第２支持部８２によって第１種第２装飾部材自体の輪郭が形成されている。
実施例では、図７～図９に示す如く、前記基材７１の側部に２つの第１種第２装飾部材７
４が配設されると共に、該基材７１の側部から下部にかけて３つの第２種第２装飾部材７
４が配設される。具体的に、実施例では第１種第２装飾部材７４は、第２意匠部８１とし
て蝶が象られているのに対し、第２種第２装飾部材７４は、第２意匠部８１として花が象
られている。
【００５１】
　前記基材７１の下部側に配設された第２装飾部材７４の一部は、図１４に示す如く、前
記遊技盤２０の前面に配設された遊技部品としての下側の前記第２盤面飾り部材３９の裏
側に重なるように構成されて、該第２盤面飾り部材３９によって第２装飾部材７４の一部
が前側から見えないよう構成される。そして、この第２盤面飾り部材３９で隠れる位置の
第２装飾部材７４の前記第２支持部８２の平坦面８２ａが、前記装飾フィルム６１の裏面
に当接するよう構成される。すなわち、第２支持部８２の平坦面８２ａは、第２盤面飾り
部材３９の後側に重なる部位において装飾フィルム６１の裏面に当接する接触部として機
能するよう構成されている。なお、図１４では、装飾フィルム６１における輪郭表示部６
６とその他の部分とでハッチングの形態を異ならせて区別している。
【００５２】
(発光基板８５,８６,８７について)
　前記基材７１の裏側に、図９に示す如く、複数の発光基板８５,８６,８７が配設されて
いる。基板７１の上部から側部に亘って配設される第１発光基板８５には、前記第１通孔
７１ｂと対応位置に前後に貫通する貫通孔８５ａが形成されており、該貫通孔８５ａを介
して前記ゲート部６９に配設された球通過検出センサから導出する配線が前記収容空間２
７に引き出されるようになっている。また、基材７１の側部から下部に亘って配設される
第２発光基板８６には、基材７１に形成された最上部の第２通孔７１ｃに対応する位置に
前後および上方に開口する上切欠部８６ａが形成されると共に、基材７１に形成された最
下部の第２通孔７１ｃに対応する位置に前後および右下斜め方向に開口する下切欠部８６
ｂが形成されている。また、第２発光基板８６には、基材７１の中間に形成された第２通
孔７１ｃに対応する位置に、前後に開口する貫通孔８６ｃが形成されている。すなわち、
各第２通孔７１ｃに対応して裏側部材７０に配設された各普通入賞部材５２,５３,５４の
普通入賞口５５に入球したパチンコ球を切欠部８６ａ,８６ｂや貫通孔８６ｃを介して第
２発光基板８６の裏側に通出可能に構成されている(図１５参照)。なお、基材７１の下部
に配設される第３発光基板８７は、基材７１における第２通孔７１ｃの形成位置から外れ
た位置に配設されており、該第３発光基板８７には切欠部や貫通孔は形成されていない。
【００５３】
　前記各発光基板８５,８６,８７の前面には、前記装飾部材７３,７４に設けられた各意
匠部７７,８１におけるレンズ部８０,８３ａの裏側に対応する位置に、前側に向けて光を
照射するＬＥＤ等の複数の発光体８８が実装されており(図１５参照)、該発光体８８を発
光することで、対応するレンズ部８０,８３ａに光を照射して意匠部７７,８１を明輝し得
るよう構成される。なお、第１発光基板８５には、前記第３装飾部材１００に向けて光を
照射する第１発光体９８が配設されているが、該第１発光体９８の機能については、第１
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装飾部９６を説明する際に併せて説明する。
【００５４】
(普通入賞部材５２,５３,５４について)
　前記普通入賞部材(入賞部材)５２,５３,５４は、前記設置部材２２の前端部に配設され
て遊技盤２０の裏側に位置する前記裏側部材７０に着脱自在に配設されたものであって、
該裏側部材７０が配設された設置部材２２に前側から遊技盤２０を取り付けることで、各
普通入賞部材５２,５３,５４の前部が対応する第３装着口２１ｃに挿通されて遊技盤前側
に延出するよう構成される。各普通入賞部材５２,５３,５４は、パチンコ球が入賞可能な
普通入賞口５５が遊技領域２８内で常に上方開口して、遊技盤２０の遊技領域２８(第１
経路２８ａ)を流下するパチンコ球の流下態様に応じて任意のタイミングで普通入賞口５
５にパチンコ球が入球(入賞)し得るようになっている。実施例では、裏側部材７０に３つ
の普通入賞部材５２,５３,５４が配設されており、３つの普通入賞部材５２,５３,５４に
ついて、上側から順に第１普通入賞部材５２、第２普通入賞部材５３、第３普通入賞部材
５４と指称して区別する場合もある。
【００５５】
　前記３つの普通入賞部材５２,５３,５４の基本的な構成は同じであるので、第２普通入
賞部材５３の構成について説明し、第１および第３普通入賞部材５２,５４の同一部材や
部位には同じ符号を付して詳細説明は省略する。但し、第３普通入賞部材５４については
、該第３普通入賞部材５４に特有な構成を備えているので、該特有な構成については後述
する。
【００５６】
(第２普通入賞部材５３について)
　前記第２普通入賞部材５３は、光透過性の合成樹脂材料により形成された光透過性部材
であって、図１６に示す如く、上側に開口する樋状で前端部が前壁５６ａにより閉塞され
た本体部５６と、該本体部５６の後端に設けられて外方に延出する板状の取付部５７と、
本体部５６の後端に連設されて後方に延在する上側に開口する樋状の連通部５８とを備え
る。取付部５７における本体部５６から左右両側に延出する部位の前面に、後側に凹む凹
部５７ａが夫々形成されると共に、該凹部５７ａに開口するように前後に貫通する通孔５
７ｂが取付部５７に形成されている。そして、第２普通入賞部材５３は、図１５に示す如
く、通孔５７ｂに前側から挿通したネジ５９によって裏側部材７０(第１装飾部材７３)の
前側に取り付けられるよう構成されている。具体的には、前記第１装飾部材７３の挿通孔
７６ｂおよび基材７１の第２通孔７１ｃに連通部５８を前側から挿通し、取付部５７を前
記嵌凹部８４に嵌め合わせた状態で、該取付部５７を基材７１(裏側部材７０)のネジ固定
ボス７５にネジ５９によって固定することで、当該第２普通入賞部材５３が裏側部材７０
に対して本体部５６が前側に突出した状態で固定される。
【００５７】
　前記裏側部材７０に配設された第２普通入賞部材５３は、遊技盤２０の第３装着口２１
ｃに裏側から挿通して該遊技盤２０の裏側に裏側部材７０を配設することで、図１５に示
す如く、前記本体部５６が第３装着口２１ｃから前側に突出して前記遊技領域２８(第１
経路２８ａ)に臨むよう構成される。そして、該本体部５６における遊技領域２８で上側
に開口する部分が、普通入賞口(入賞口)５５として機能し、遊技領域２８を流下するパチ
ンコ球が該普通入賞口５５に入賞可能になっている。また、前記取付部５７の厚み寸法は
、前記嵌凹部８４の深さと略同じに設定されており、該嵌凹部８４に取付部５７を嵌め合
わせた状態で、該取付部５７の前面が前記装飾部材７３,７４における支持部７８,８２の
平坦面７８ａ,８２ａと略同一位置に臨むよう設定される。すなわち、遊技盤２０の裏側
に裏側部材７０を取り付けた状態で、取付部５７の前面が遊技盤２０(具体的には装飾フ
ィルム６１)の裏面に当接し、該取付部５７が裏側部材７０と遊技盤２０とで挟まれるよ
うになっている。
【００５８】
　前記ネジ５９として、皿ネジが用いられており、第１普通入賞部材５２がネジ５９によ
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って裏側部材７０に取り付けられた状態で、該ネジ５９における頭部は凹部５７ａ内に収
容されて、該頭部の前端(ネジ５９の前端)は取付部５７の前端より後側に位置するよう構
成されている。
【００５９】
　前記第２普通入賞部材５３における本体部５６の前端角部は曲面状に面取りされており
、前記遊技盤２０の第３装着口２１ｃに裏側から本体部５６を挿通する工程において、本
体部５６の前端角部が遊技盤２０の裏側に貼着されている前記装飾フィルム６１に接触し
た際に該装飾フィルム６１を傷付けたり剥がしてしまうのを抑制し得るよう構成される。
また、本体部５６の前部下面に、前側から後側に向かうにつれて下側に変位する傾斜が形
成されて、該本体部５６の前端部は先細り形状に形成されている。すなわち、本体部５６
の前端部の上下寸法は第３装着口２１ｃより小さく設定(略１／２に設定)されており、該
本体部５６を第３装着口２１ｃに挿通し易くなっている。
【００６０】
　前記第２普通入賞部材５３における本体部５６の前端面に、図１６に示す如く、後側に
凹むシール用凹部５６ｂが設けられており、該シール用凹部５６ｂに、装飾シール６０が
貼着されている。この装飾シール６０には、パチンコ機１０のモチーフとなるキャラクタ
等に関連する模様等の所要の装飾が表示されている。また、装飾シール６０は、本体部５
６(入賞部材)の前端面から前側に突出しないよう構成されている。
【００６１】
(第３普通入賞部材５４について)
　前記第３普通入賞部材５４について、前記第２普通入賞部材５３と異なる部分について
説明する。当該第３普通入賞部材５４は、図１７に示す如く、上側に開口する樋状で前端
部が前壁５６ａにより閉塞された２つの本体部５６,５６が左右方向に階段状に連設され
ている。また、左右の本体部５６,５６の後端に設けられて外方に延出する板状の取付部
５７における両本体部５６,５６を挟む両側の前面に、ネジ５９の頭部が収容される凹部
５７ａおよび通孔５７ｂが夫々形成されている。そして、第３普通入賞部材５４は、取通
孔５７ｂに前側から挿通したネジ５９によって裏側部材７０(第１装飾部材７３)の前側に
取り付けられるよう構成される。第３普通入賞部材５４は、遊技盤２０の最下部に位置す
る前記第３装着口２１ｃから前側に２つの本体部５６,５６が突出して、遊技盤２０の前
側で上方に開口する２つの普通入賞口(入賞口)５５,５５が高低差のある状態で左右に並
んで位置するようになっている。そして、各普通入賞口５５に入賞したパチンコ球は、本
体部５６および該本体部５６の後端に設けられた樋状の連通部５８を介して後方に通出さ
れるよう構成されている。
【００６２】
(球排出通路部材８９について)
　前記裏側部材７０の裏側には、前記普通入賞部材５２,５３,５４の各普通入賞口５５に
裏側で連通する球排出通路部材８９が、前記第２発光基板８６の裏側に臨むように配設さ
れている。この球排出通路部材８９は、図１８に示す如く、上下方向に延在する複数の排
出通路９０ａ,９０ｂ,９０ｃ,９０ｄを画成した複合通路部材であって、前記普通入賞部
材５２,５３,５４に設けられた各連通部５８の夫々に対応して前側に開口する４つの球入
口９１ａ,９１ｂ,９１ｃ,９１ｄが形成されており、普通入賞部材５２,５３,５４の各普
通入賞口５５に入賞したパチンコ球が連通部５８を介して対応する球入口９１ａ,９１ｂ,
９１ｃ,９１ｄに通入するよう構成されている。また、球排出通路部材８９の下端部には
、左右方向に離間して２つの球出口９２ａ,９２ｂが設けられており、４つの排出通路９
０ａ,９０ｂ,９０ｃ,９０ｄを流下したパチンコ球が２つの球出口９２ａ,９２ｂから排出
されるようになっている。
【００６３】
　前記球排出通路部材８９には、第１普通入賞部材５２の連通部５８を介して普通入賞口
５５に連通する第１球入口９１ａに上端部が連通すると共に下端部が左側の第１球出口９
２ａに連通する第１排出通路９０ａと、第２普通入賞部材５３の連通部５８を介して普通
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入賞口５５に連通する第２球入口９１ｂに上端部が連通すると共に下端部が前記第１球出
口９２ａに連通する第２排出通路９０ｂと、第３普通入賞部材５４における左側の連通部
５８を介して対応する普通入賞口５５に連通する第３球入口９１ｃに上端部が連通すると
共に下端部が右側の第２球出口９２ｂに連通する第３排出通路９０ｃと、第３普通入賞部
材５４における右側の連通部５８を介して対応する普通入賞口５５に連通する第４球入口
９１ｄに上端部が連通すると共に下端部が前記第２球出口９２ｂに連通する第４排出通路
９０ｄとが設けられている。
【００６４】
　前記球排出通路部材８９は、前側に開口すると共に各排出通路９０ａ,９０ｂ,９０ｃ,
９０ｄを画成する画壁を設けた樋部材９３と、該樋部材９３の前側開口を塞ぐように配設
された蓋部材９４とから構成され、球排出通路部材８９を裏側部材７０の裏側に配設した
際に、前記第２発光基板８６の裏側に臨む領域では蓋部材９４が第２発光基板８６に対向
して第１～第３排出通路９０ａ,９０ｂ,９０ｃを流下するパチンコ球が第２発光基板８６
に接触しないよう構成される(図１５参照)。但し、球排出通路部材８９における第２発光
基板８６と対向しない領域(具体的には第４排出通路９０ｄの形成領域および第３排出通
路９０ｃにおける下端部の一部領域)は蓋部材９４で前側開口が塞がれておらず、該前側
開口は、球排出通路部材８９を裏側部材７０に配設することで該裏側部材７０により閉塞
されるように構成されている。
【００６５】
　前記球排出通路部材８９には、前記第１球出口９２ａおよび第２球出口９２ｂと対応す
る位置に、該球出口９２ａ,９２ｂから排出されるパチンコ球を検出する普通入賞検出ス
イッチ９５が夫々配設されている。各普通入賞検出スイッチ９５は、前記制御手段に接続
されており、該普通入賞検出スイッチ９５からの検出信号が制御手段に入力されることを
賞球の払出条件として、該制御手段が賞球の払い出しを決定するようになっている。
【００６６】
(装飾部９６,１０５について)
　実施例のパチンコ機１０は、前記遊技盤２０における遊技領域２８の裏側に設けられ、
遊技盤２０を透して前側から視認可能な第１装飾部９６と、前記枠状装飾体４２に設けら
た後述する透光部１１２の裏側に設けられて該透光部１１２を透して前側から視認可能な
第２装飾部１０５とを備え、第１装飾部９６と第２装飾部１０５とによって一連の意匠９
７が形成されるよう構成されている。実施例では、一連の意匠９７として、パチンコ機１
０のモチーフとなる蝶が形成されているが、蝶に限らず花やキャラクタ等、その他のもの
であってもよい。
【００６７】
(第１装飾部９６について)
　前記第１装飾部９６は、図１９に示す如く、前記打出し口２６ａを含む発射通路２６お
よび遊技領域２８の裏側に重なるように、該遊技領域２８の左上部に位置して、前記外レ
ール２４と第１装着口２１ａとの間に亘って臨んでいる。言い替えると、第１装飾部９６
は、遊技領域２８の外周を区画する外レール２４と、遊技領域２８の内周を区画する前記
枠状装飾体４２の庇状部４４との間に亘って遊技盤２０の裏側に配置されている。なお、
第１装飾部９６を構成する前記装飾フィルム６１に形成されている一連の意匠９７を構成
する第１部分意匠９７ａの一部は、前記上側の第２盤面飾り部材３９の後側に位置して隠
れている。なお、図１９では、装飾フィルム６１に形成されている意匠９７を図示省略し
て、遊技盤２０の裏側に配設されている第３装飾部材１００が透視されている状態で示し
ている。
【００６８】
　前記第１装飾部９６は、図２０,図２１に示す如く、前記裏側部材７０における基材７
１の裏側に配設された前記第１発光基板８５に実装されて前側に向けて光を照射するＬＥ
Ｄ等の第１発光体(第１発光手段)９８と、遊技盤２０の裏面に貼着された前記装飾フィル
ム(第１絵柄部材)６１と、第１発光体９８と装飾フィルム６１との間に配設されて該第１
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発光体９８から照射される光を拡散する透光性の第１光拡散部材９９とを備える。第１光
拡散部材９９は、表面に梨子地加工等の光拡散処理が施されたシート状部材であって、該
第１光拡散部材９９は、装飾フィルム６１に形成されている第１部分意匠９７ａを象った
形状に形成されて、前記基材７１の上部に配設された第３装飾部材１００の裏側に配設さ
れている。
【００６９】
　前記第３装飾部材１００は、当該第３装飾部材１００自体が前記第１部分意匠９７ａ(
一連の意匠９７の一部)を象った形状に形成された透明な部材であって、図２１,図２４に
示す如く、第３装飾部材１００の外周縁部には裏側に突出する壁部１００ａが設けられて
おり、該第３装飾部材１００は、後側に開口するトレー状に形成されている。第３装飾部
材１００は、当該第３装飾部材１００が全体として一つの意匠(第１部分意匠９７ａ)を形
成していることから、第３装飾部材１００において前記装飾フィルム６１の裏面に対向す
る前面の全体が第３意匠部(意匠部)１０１として機能している。この第３意匠部１０１は
、装飾フィルム６１における装飾層６３に印刷により形成された前記第１部分意匠９７ａ
に対応する形状に形成される。また、第３意匠部１０１は、図２４(ｂ)に示す如く、装飾
フィルム６１における非光透過性の輪郭表示部６６(非透明領域(第２の非透明領域)６１
ｂ)に対応して前側に突出するように設けられて該装飾フィルム６１に対向する平坦面１
０２ａを装飾フィルム６１における輪郭表示部６６(非透明領域(第２の非透明領域)６１
ｂ)の裏面に当接する第３支持部(支持部)１０２と、装飾フィルム６１における輪郭表示
部６６が形成されていない非透明領域(第１の非透明領域)６１ｂ)に対応して設けられて
第３支持部１０２の平坦面１０２ａより後側に凹んで装飾フィルム６１に接触しない第３
非接触部(非接触部)１０３が形成されている。すなわち、第３装飾部材１００において第
３支持部１０２の平坦面１０２ａが、当該第３装飾部材１００の前端として構成されてい
る。なお、図２４(ｂ)では、装飾フィルム６１における輪郭表示部６６とその他の部分と
でハッチングの形態を異ならせて区別している。
【００７０】
　また、前記第３装飾部材１００において前記上側の前記第２盤面飾り部材３９の裏側に
重なる部位に前記第３支持部１０２が設けられて、該第３支持部１０２の平坦面１０２ａ
が装飾フィルム６１の裏面に当接するよう構成される。すなわち、第３支持部１０２の平
坦面１０２ａは、第２盤面飾り部材３９の後側に重なる部位において装飾フィルム６１の
裏面に当接する接触部として機能するよう構成されている。
【００７１】
　前記第３装飾部材１００には、図２１に示す如く、複数の固定ボス１００ｂが後方に向
けて突出するように設けられると共に、該固定ボス１００ｂには後方に開口するネジ孔が
形成されている。前記基材７１には、各第３装飾部材１００の配設位置において固定ボス
１００ｂと対応する位置の夫々に有底筒状の位置決め凹部７１ｄ(図２０参照)が設けられ
ると共に、該位置決め凹部７１ｄの底部(実施例では後端部)には通孔が形成されている。
また、前記第１光拡散部材９９には、第３装飾部材１００の各固定ボス１００ｂに対応す
る位置に通孔９９ａが夫々形成されており、各通孔９９ａに対応する固定ボス１００ｂを
挿通することで、第３装飾部材１００の裏側に第１光拡散部材９９が位置決めされる。そ
して、基材７１の位置決め凹部７１ｄに前側から固定ボス１００ｂを挿入し、位置決め凹
部７１ｄの通孔に裏側から挿通したネジを固定ボス１００ｂのネジ孔に螺挿することで、
基材７１との間に第１光拡散部材９９を挟持した状態で第３装飾部材１００が基材７１の
前面に位置決め固定される。また、基材７１を前記設置部５１ａに固定した状態で、該基
材７１の前面に固定された第３装飾部材１００の第３意匠部１０１における第３支持部１
０２の平坦面１０２ａが、前記装飾フィルム６１における前記輪郭表示部６６の裏面に当
接する位置に臨むようになっている。ここで、実施例では一連の意匠９７として蝶が表わ
されており、装飾フィルム６１における第１部分意匠９７ａにおける輪郭表示部６６の内
側に形成される蝶に関連する絵柄として草花の絵柄が形成されているが、この絵柄として
は蝶に特有の模様を形成したものであってもよい。なお、図６では、輪郭表示部６６の内
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側に形成される絵柄は図示省略してある。
【００７２】
　前記第１発光基板８５に実装される前記第１発光体９８は、第３装飾部材１００におけ
る前記第３非接触部１０３に臨む第１光拡散部材９９に対向するよう配置されて(図２４(
ａ)参照)、該第１発光体９８から照射された光は第１光拡散部材９９によって広範囲に拡
散されて、第３非接触部１０３の全体を明輝し得るよう構成される。なお、図９,図２０
において第３非接触部１０３に光を照射させる第１発光体９８を一点鎖線で囲って、前記
第１非接触部７９や第２非接触部８３に向けて光を照射する発光体８８と区別し得るよう
に表示してある。
【００７３】
(第２装飾部１０５について)
　前記枠状装飾体４２には、前記装飾フィルム６１に形成されている前記第１部分意匠９
７ａ(第１装飾部９６)に隣接する庇状部４４に、内側に延出する透明な取着部１０４が設
けられており、該取着部１０４に、前記第１装飾部９６とによって一連の意匠９７を形成
する第２装飾部１０５が設けられている。この第２装飾部１０５は、図２２,図２３に示
す如く、前記取着部１０４の裏側に配設された第４発光基板１０６に実装されて前側に向
けて光を照射するＬＥＤ等の第２発光体(第２発光手段)１０６ａと、該第４発光基板１０
６の前側に配設されて一連の意匠９７に関連する絵柄が形成された透光性の絵柄部材(第
２絵柄部材)１０７と、第２発光体１０６ａと絵柄部材１０７との間に配設されて該第２
発光体１０６ａから照射される光を拡散する透光性の第２光拡散部材１０８とを備える。
なお、絵柄部材１０７に形成されている絵柄は図示省略してある。
【００７４】
　前記絵柄部材１０７は、前記第１部分意匠９７ａと合体して一連の意匠９７を構成する
第２部分意匠９７ｂを象った形状に形成された透明な樹脂シートに、各種色の透光性イン
クにより一連の意匠９７に関連する絵柄が形成されたものであって、当該絵柄部材１０７
は全体が光透過性であるが、透光性インクの色や濃度によって光の透過率が異なる領域が
形成されるようにしてある。ここで、実施例では一連の意匠９７として前述したように蝶
が表わされており、該蝶に関連する絵柄として絵柄部材１０７には草花の絵柄が形成され
るが、蝶に特有の模様を形成したものであってもよい。すなわち、第１装飾部９６を構成
する装飾フィルム６１の第１部分意匠９７ａの輪郭表示部６６の内側に形成される絵柄と
、第２装飾部１０５を構成する絵柄部材１０７(第２部分意匠９７ｂ)に形成される絵柄と
は共通するように設定されている。例えば、第１部分意匠９７ａの絵柄が草花であれば、
絵柄部材１０７(第２部分意匠９７ｂ)の絵柄としても草花が形成され、第１部分意匠９７
ａの絵柄が蝶特有の模様であれば、絵柄部材１０７(第２部分意匠９７ｂ)の絵柄としても
蝶特有の模様が形成される。また、前記第２光拡散部材１０８は、前記第１光拡散部材９
９と同様に、表面に梨子地加工等の光拡散処理が施されたシート状部材であって、該第２
光拡散部材１０８は、前記第２部分意匠９７ｂを象った形状に形成されて、前記絵柄部材
１０７の裏側に重ねて配設されている。
【００７５】
　前記第４発光基板１０６は、前記取着部１０４に対して基板保持部材１０９を介して裏
側に取り付けられている。また、取着部１０４には、第４発光基板１０６の前面に実装さ
れている前記各第２発光体１０６ａと対応する位置に、前後に貫通する通孔１０４ａが夫
々形成されており、第２発光体１０６ａからの光は前記第２光拡散部材１０８に直接照射
されるようになっている(図２４参照)。
【００７６】
(意匠用装飾部品１１０について)
　前記取着部１０４の前側に、前記意匠用装飾部品１１０が配設されると共に、該意匠用
装飾部品１１０の裏側(取着部１０４との間)に、図２４に示す如く、前記絵柄部材１０７
および第２光拡散部材１０８が重ねて配設されている。意匠用装飾部品１１０は、非光透
過性の輪郭形成部材１１１と、透光性を有する透光部材１１２とを前後に組み合わせて構
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成されている。具体的には、輪郭形成部材１１１は、前記第２部分意匠９７ｂの輪郭を形
成する枠状に形成されて、該輪郭形成部材１１１における前後に開口する開口部１１１ａ
が、輪郭形成部材１１１の裏側に配設される透光部材１１２で塞がれるようになっている
。すなわち、意匠用装飾部品１１０の裏側に配設される絵柄部材１０７の絵柄は、輪郭形
成部材１１１の開口部１１１ａ(輪郭形成部材１１１の内側)に臨んで、該開口部１１１ａ
を塞いでいる透光部材１１２を透して前側から視認可能に構成されている。実施例では、
透光部材１１２における輪郭形成部材１１１の開口部１１１ａを塞いでいる部分が透光部
として機能している。なお、実施例では、輪郭形成部材１１１における光の透過率は０％
に設定されると共に、透光部材１１２は透明に形成されて当該透光部材１１２の光の透過
率は１００％に設定されている。
【００７７】
(第１装飾部９６と第２装飾部１０５との関係について)
　前記第１装飾部９６における装飾フィルム６１に形成されている輪郭表示部６６と、第
２装飾部１０５の前側に配設されている輪郭形成部材１１１とは、遊技盤２０を前側から
見た状態で、図６に示すように合体して一連の意匠９７の輪郭を形成するようよう構成さ
れる。すなわち、非光透過性に形成された輪郭表示部６６および輪郭形成部材１１１の夫
々が一連の意匠９７の輪郭の一部を表わすよう構成されて、該輪郭表示部６６および輪郭
形成部材１１１が合体して一連の意匠９７の全体の輪郭が形成されるようになっている。
また、第１装飾部９６は、透明な遊技盤２０の裏側において、絵柄が形成された装飾フィ
ルム６１、第１光拡散部材９９、第１発光体９８の順で前側から重なるように配置される
と共に、第２装飾部１０５は、透明な透光部材(透光部)１１２の裏側において、絵柄が形
成された絵柄部材１０７、第２光拡散部材１０８、第２発光体１０６ａの順で前側から重
なるように配置されている。すなわち、第１装飾部９６および第２装飾部１０５は、各装
飾部９６,１０５を構成する部材の配置順が同じに設定されており、最も後側に位置する
第１発光体９８および第２発光体１０６ａを発光した際には、遊技盤２０および透光部材
(透光部)１１２を透して前側から見える両装飾部９６,１０５における絵柄の明輝態様が
略同じとなり、一連の意匠９７が恰も同じ部材に形成されているように見えるように構成
される。
【００７８】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００７９】
　前記前枠１３に設けられた前記操作ハンドル１６の操作レバー１６ａを遊技者が回転操
作すると、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が前記遊技盤２０の遊技領域２８
内に打ち出される。この遊技領域２８に打ち出されたパチンコ球は、前記枠状装飾体４２
の外周囲を流下し、該パチンコ球が前記始動入賞口２９,３０に入賞すると、前記制御手
段の制御に基づいて前記表示装置１７の表示部１７ａにおいて図柄が変動開始され、所要
の図柄変動演出が展開される。表示部１７ａで展開される図柄変動演出の結果、該表示部
１７ａに所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されたときに大当りが発生する。そして、
大当りが発生すると、表示装置１７の表示部１７ａに表示された図柄組み合わせに応じて
、前記特別入賞装置３３の特別入賞口３２が開放され、遊技者は多くの賞球が獲得可能と
なる。
【００８０】
　前記表示装置１７の表示部１７ａで展開される図柄変動演出に応じて、前記制御手段の
制御に基づいて前記各発光基板８５,８６,８７,１０６に設けられている発光体８８,９８
,１０６ａが、制御手段の制御に基づいて発光したり点滅することで、前記装飾部材７３,
７４,１００や装飾部品１１０の明輝態様が変化することで、遊技の興趣が高められる。
【００８１】
(第１装飾部９６の作用について)
　前記裏側部材７０に配設した第１発光基板８５の第１発光体９８を発光させると、該第
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１発光体９８からの光が前記第１光拡散部材９９に照射されて該第１光拡散部材９９の全
体が明輝する。そして、第１光拡散部材９９の前側に位置する前記装飾フィルム６１にお
ける第１部分意匠９７ａが、該第１光拡散部材９９によって裏側から照明されて、遊技盤
２０を介して第１部分意匠９７ａが明輝する。第１部分意匠９７ａは、前記発射通路２６
の打出し口２６ａを含む遊技領域２８の裏側に位置しているので、該打出し口２６ａから
遊技領域２８に打出されるパチンコ球の動きと発光演出とによって遊技の興趣を向上し得
る。特に、「左打ち」を行う場合に、遊技者が注目する打出し口２６ａを含む遊技領域２
８を裏側から照明することで、演出効果を高めることができる。
【００８２】
　また、前記第１装飾部９６を構成する第１光拡散部材９９を前記基材７１に取り付ける
ための前記第３装飾部材１００は、図２４(ｂ)に示す如く、前面に形成された第３意匠部
１０１における第３支持部１０２の平坦面１０２ａが、装飾フィルム６１の非透明領域(
第２の非透明領域)６１ｂに当接している。具体的には、装飾フィルム６１において非透
光性インクで形成された輪郭表示部６６の裏側のベース層(白色インクの印刷部分)６２に
、平坦面１０２ａが当接しており、該第３支持部１０２で囲われた第３非接触部１０３は
装飾フィルム６１の第１の非透明領域６１ｂに対して後側に離間して対向している。従っ
て、第３装飾部材１００が配設されている設置部材２２に遊技盤２０を取り付ける際に、
装飾フィルム６１の第１の非透明領域６１ｂに第３非接触部１０３が接触して該第１の非
透明領域６１ｂに傷が付くことはなく、傷による見栄えの低下を防止することができる。
また、第３装飾部材１００の平坦面１０２ａが装飾フィルム６１の第１の非透明領域６１
ｂに当接しているから、大型の第３装飾部材１００が撓んで第３非接触部１０３が装飾フ
ィルム６１に接触してしまうのを防ぐことができる。なお、平坦面１０２ａ(第３支持部
１０２)との接触によって装飾フィルム６１における非透明領域６１ｂの裏側(ベース層６
２)に傷が付いた場合であっても、該傷は非透明領域６１ｂ(具体的にはベース層６２の前
側に重なる装飾層６３に形成されている印刷部分)によって遊技盤２０の前側から見える
ことはないので、装飾フィルム６１の装飾性や見栄えの低下を防止し得る。
【００８３】
(装飾部９６,１０５の作用について)
　実施例では、前記遊技盤２０における遊技領域２８の後側に重なる前記第１装飾部９６
で形成される第１部分意匠９７ａと、前記枠状装飾体４２に配設されて該第１装飾部９６
に隣接する第２装飾部１０５で形成される第２部分意匠９７ｂとによって一連の意匠９７
が形成される。すなわち、枠状装飾体４２の寸法や設置領域が限定される状況であっても
大型の意匠９７を形成することができ、演出のインパクトを高めて興趣を向上し得る。ま
た、枠状装飾体４２の内外に亘る大型の意匠９７を形成することで、他機種との差別化を
図ることができる。
【００８４】
　前述したように、前記第１装飾部９６の第１発光体９８を発光すると、前記枠状装飾体
４２の外側において前記第１部分意匠９７ａが明輝する。また、前記枠状装飾体４２の取
着部１０４に配設した第４発光基板１０６の第２発光体１０６ａを発光させると、該第２
発光体１０６ａからの光が前記第２光拡散部材１０８に照射されて該第２光拡散部材１０
８の全体が明輝する。そして、第２光拡散部材１０８の前側に位置する前記絵柄部材１０
７で形成される第２部分意匠９７ｂが、該第２光拡散部材１０８によって裏側から照明さ
れて、前記透光部材(透光部)１１２を介して第２部分意匠９７ｂが明輝する。すなわち、
枠状装飾体４２の内側において両部分意匠９７ａ,９７ｂが明輝することで、両部分意匠
９７ａ,９７ｂが合体して形成される一連の意匠９７が強調されて、演出効果を高めるこ
とができる。
【００８５】
　また、前記第１装飾部９６を構成する装飾フィルム(第１絵柄部材)６１と第１光拡散部
材９９との配置順と、前記第２装飾部１０５を構成する絵柄部材(第２絵柄部材)１０７と
第２光拡散部材１０８との配置順とを同じにしているので、第１および第２発光体９８,
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１０６ａを発光した場合における装飾フィルム６１および絵柄部材１０７に形成されてい
る絵柄の遊技盤２０および透光部材１１２を透した前側からの見た目上の表示態様が同じ
となり、一連の意匠９７であることを明確化することができ、興趣を高め得る。また、非
透光性の輪郭表示部６６および輪郭形成部材１１１によって各部分意匠９７ａ,９７ｂが
縁取られているので、部分意匠９７ａ,９７ｂを強調し得ると共に一連の意匠９７である
ことをより明確化することができる。更に、輪郭表示部６６および輪郭形成部材１１１で
囲われた領域の絵柄を裏側から照明することで、一連の意匠９７の存在をより強調してイ
ンパクトのある演出を行うことができ、興趣を一層向上し得る。
【００８６】
(第１装飾部材７３の作用について)
　前記裏側部材７０が前側に配設された前記設置部材２２の前側に遊技盤２０を配設した
状態で、前記基材７１の前側に配設された第１および第２装飾部材７３,７４が遊技盤２
０における遊技領域２８の裏側に重なるように位置する。第１装飾部材７３の前面に形成
された第１意匠部７７における第１レンズ部８０は、遊技盤２０の裏面に貼着されている
装飾フィルム６１の第１の非透明領域６１ｂに対向している(図１２参照)。すなわち、前
記第１～第３発光基板８５,８６,８７に実装した発光体８８から第１レンズ部８０に光を
照射することで、該光によって明輝した第１レンズ部８０によって装飾フィルム６１の第
１の非透明領域６１ｂを照明することができる。
【００８７】
　ここで、前記装飾フィルム６１における第１の非透明領域６１ｂは、光が透過可能な非
透明領域６１ｂであって、該第１の非透明領域６１ｂに形成されている絵柄を裏側から照
明することで、演出効果を向上し得る。また、前記第１装飾部材７３に形成された前記第
１レンズ部８０は、当該第１レンズ部８０の前後面における凸部の形状を異ならせている
ので(図１２参照)、前記発光体８８から第１レンズ部８０に照射された光による第１レン
ズ部８０の明輝形態が複雑になり、装飾フィルム６１における第１の非透明領域６１ｂの
照明態様も複雑となることで演出効果をより向上し得る。
【００８８】
(第２装飾部材７４の作用について)
　前記第２装飾部材７４の前面に形成された第２意匠部８１における第２レンズ部８３ａ
(第２非接触部８３)は、遊技盤２０の裏面に貼着されている装飾フィルム６１の透明領域
６１ａに対向している(図１３参照)。すなわち、前記第１～第３発光基板８５,８６,８７
に実装した発光体８８から第２レンズ部８３ａに光を照射することで、該光によって明輝
した第２レンズ部８３ａを装飾フィルム６１の透明領域６１ａを介して遊技盤２０の前側
から明確に視認することができ、演出効果を向上し得る。言い替えると、第２レンズ部８
３ａの前側には光を弱める印刷部が存在しないので、遊技盤２０の裏側に配置した第２レ
ンズ部８３ａの明輝状態を強調して遊技者に見せることができ、興趣を向上し得る。
【００８９】
(装飾部材７３,７４の支持部７８,８２の作用について)
　前記第１および第２装飾部材７３,７４の前面に形成された意匠部７７,８１における支
持部７８,８２の平坦面７８ａ,８２ａは、遊技盤２０の裏面に貼着されている装飾フィル
ム６１の非透明領域(第１の非透明領域または第２の非透明領域)６１ｂに当接している(
図１２,図１３参照)。具体的には、装飾フィルム６１において非透光性インクで形成され
た輪郭表示部６６の裏側のベース層(白色インクの印刷部分)６２に、各平坦面７８ａ,８
２ａが当接している。そして、前記レンズ部８０,８３ａは、平坦面７８ａ,８２ａから後
側に凹む非接触部７９,８３に設けられて装飾フィルム６１の第１の非透明領域６１ｂま
たは透明領域６１ａに対して後側に離間して対向している。従って、装飾部材７３,７４
が配設されている設置部材２２に遊技盤２０を取り付ける際に、装飾フィルム６１の第１
の非透明領域６１ｂまたは透明領域６１ａにレンズ部８０,８３ａが接触して該第１の非
透明領域６１ｂまたは透明領域６１ａに傷が付くことはなく、傷による見栄えの低下を防
止することができる。また、装飾部材７３,７４の平坦面７８ａ,８２ａが装飾フィルム６
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１の非透明領域６１ｂに当接しているから、装飾部材７３,７４が撓んでレンズ部８０,８
３ａが装飾フィルム６１に接触してしまうのを防ぐことができる。なお、平坦面７８ａ,
８２ａ(支持部７８,８２)との接触によって装飾フィルム６１における非透明領域６１ｂ
の裏側(ベース層６２)に傷が付いた場合であっても、該傷は非透明領域６１ｂ(具体的に
はベース層６２の前側に重なる装飾層６３に形成されている印刷部分)によって遊技盤２
０の前側から見えることはないので、装飾フィルム６１の装飾性や見栄えの低下を防止し
得る。
【００９０】
　前記裏側部材７０における基材７１の上部に配設されている第３装飾部材１００および
下部に配設されている第２装飾部材７４の一部は、前記遊技盤２０の前側に配設されてい
る前記第２盤面飾り部材３９の後側に重なっている。そして、各装飾部材７４,１００に
おける第２盤面飾り部材３９の後側に重なる部位に位置する支持部８２,１０２の平坦面(
接触部)８２ａ,１０２ａが、前記装飾フィルム６１に当接している。すなわち、第２盤面
飾り部材３９で隠れている部分において平坦面８２ａ,１０２ａを装飾フィルム６１に当
接して支持しているので、装飾部材７４,１００をより安定して取り付けることができる
。また、平坦面８２ａ,１０２ａとの当接によって装飾フィルム６１に傷が付いた場合で
あっても、該傷は第２盤面飾り部材３９で隠れて前側から見えないので、装飾フィルム６
１の装飾性や見栄えが低下することもない。実施例では、遊技盤２０の裏面に貼着されて
いる装飾フィルム６１の裏面に、前記設置部材２２の固定部５１が当接する外縁部より内
側に位置する複数の装飾部材７３,７４,１００の平坦面７８ａ,８２ａ,１０２ａが当接し
ている。すなわち、装飾フィルム６１は、外縁部だけでなく、遊技領域２８と対向する部
位においても裏面が広い範囲(面積)で支持されているので、該装飾フィルム６１が剥離す
るのを好適に防止し得る。
【００９１】
(普通入賞部材５２,５３,５４の作用について)
　次に、前記普通入賞部材５２,５３,５４の作用について説明する。なお、第１～第３普
通入賞部材５２,５３,５４の作用は同じであるので、第２普通入賞部材５３を挙げて説明
する。
【００９２】
　実施例のパチンコ機１０では、前記遊技盤２０の裏側に配設される前記裏側部材７０に
、前記第２普通入賞部材５３を配設すると共に、該第２普通入賞部材５３の普通入賞口５
５に入賞したパチンコ球を排出する第２排出通路９０ｂが形成された球排出通路部材８９
を該裏側部材７０に配設してある。すなわち、第２普通入賞部材５３および球排出通路部
材８９を遊技盤２０に個々に取り付ける必要はなく、裏側部材７０が配設されている前記
設置部材２２の前端に遊技盤２０を配設するだけで、該遊技盤２０の適正位置に第２普通
入賞部材５３および球排出通路部材８９を位置させることができ、遊技盤２０に対する部
品の組み立て工数を低減し得る。また、遊技盤２０から裏側部材７０を取り外すだけで、
遊技盤２０の前側に位置する第２普通入賞部材５３も一体で取り外すことができるので、
遊技盤２０の分別が容易でリサイクル性が向上する。
【００９３】
　前記第２普通入賞部材５３は、裏側部材７０の前面に形成した嵌凹部８４に取付部５７
を前側から嵌め込んだ状態で、該取付部５７の通孔５７ｂに前側から挿通したネジ５９を
対応するネジ固定ボス７５のネジ孔に螺挿することで、前記本体部５６が前側に突出した
状態で裏側部材７０に位置決め固定される(図１５参照)。そして、裏側部材７０が配設さ
れた前記設置部材２２の前端に遊技盤２０を配設する際に、裏側部材７０から前側に突出
する第２普通入賞部材５３の本体部５６を対応する第３装着口２１ｃに裏側から挿通して
該遊技盤２０を設置部材２２に固定することで、第２普通入賞部材５３の本体部５６が第
３装着口２１ｃから前側に突出して前記遊技領域２８(第１経路２８ａ)に臨む。前記嵌凹
部８４に嵌め込まれている取付部５７の前面は、前記装飾部材７３,７４における支持部
７８,８２の平坦面７８ａ,８２ａと略同一位置に臨んで、設置部材２２に遊技盤２０を取
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り付けた状態では取付部５７の前面が遊技盤２０の裏面に当接しており、該取付部５７が
裏側部材７０と遊技盤２０とで挟持されることで第２普通入賞部材５３の取り付け安定性
が増す。
【００９４】
　前記第２普通入賞部材５３における本体部５６の前端角部は曲面状に面取りされている
ので(図１６参照)、遊技盤２０の第３装着口２１ｃに裏側から本体部５６を挿通する工程
において、本体部５６の前端角部が前記装飾フィルム６１に接触した際に該装飾フィルム
６１を傷付けたり剥がしてしまうのを抑制することができる。すなわち、装飾フィルム６
１の傷付きによる装飾効果の低下を防ぐことができる。また、実施例の第２普通入賞部材
５３は、本体部５６が先細り形状に形成されているので、該本体部５６を第３装着口２１
ｃに容易に挿通することができ、該本体部５６の前端が装飾フィルム６１に接触してしま
うのをより抑制し得る。更に、第２普通入賞部材５３を裏側部材７０に固定するネジ５９
の頭部は、前記取付部５７に設けた凹部５７ａ内に収容されて、該頭部の前端(ネジ５９
の前端)は取付部５７の前端より後側に位置しているので、該ネジ５９によって前記装飾
フィルム６１が傷付くのも防ぐことができる。
【００９５】
　前記第２普通入賞部材５３における本体部５６の前端面に貼着されている装飾シール６
０は、該本体部５６に形成されているシール用凹部５６ｂ内に収容されて前側に突出して
いないので、遊技盤２０の裏側に裏側部材７０を取り付ける際に装飾シール６０が遊技盤
２０に接触して剥がれるのを抑制することができる。すなわち、遊技盤２０と裏側部材７
０との取り付け作業に際して、装飾シール６０が遊技盤２０に接触しないように注意する
度合を低減することができ、作業性が向上する。
【００９６】
〔別実施例〕
　図２５は、別実施例に係るパチンコ機１０の要部を示す説明図であって、実施例と共通
の構成部分については、説明を省略する。また、実施例と同じ部材や同一機能を有する部
分には同一の符号を付すものとする。なお、図２５では、装飾フィルム６１の透明領域６
１ａにハッチングを付さないようにして、非透明領域６１ｂと区別し得るように表示して
いる。
【００９７】
　別実施例の第１装飾部９６は、前記第３装飾部材１１４の裏側に、第１部分意匠９７ａ
を象った形状に形成された透明な樹脂シートに各種色の透光性インクにより一連の意匠９
７に関連する絵柄が形成された第１絵柄部材１１３と、前記第１光拡散部材９９とが前側
から順に重ねた状態で配設されている。第３装飾部材１１４における第１絵柄部材１１３
の前側に重なる部分はレンズ状に形成されて、第１絵柄部材１１３に形成されている絵柄
を拡大し得るよう構成される。すなわち、別実施例では第３装飾部材１１４がレンズ部材
として機能するよう構成される。また、別実施例では、前記装飾フィルム６１における第
１部分意匠９７ａの輪郭を形成する輪郭表示部６６以外の部分は印刷が施されていない透
明領域６１ａとされて、該透明領域６１ａを透して前記第１絵柄部材１１３に形成されて
いる絵柄が前側から視認可能に構成されている。
【００９８】
　また、前記第２装飾部１０５の前側に配設される前記意匠用装飾部品１１０を構成する
透光部材(透光部)１１５は、レンズ機能を有するレンズ部材で構成されており、第２絵柄
部材としの前記絵柄部材１０７に形成されている絵柄を透光部材１１５によって拡大し得
るよう構成される。
【００９９】
　別実施例では、第１装飾部９６における第１絵柄部材１１３の前側に位置する第３装飾
部材１１４および第２装飾部１０５におけ第２絵柄部材１０７の前側に位置する透光部材
１１５をレンズ部材としたので、各絵柄部材１１３,１０７に形成されている絵柄を立体
的に表示することができ、演出効果を高め得る。また、遊技盤２０の裏側に配置される第
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１装飾部９６と、枠状装飾体４２に配置される第２装飾部１０５とでは、両装飾部９６,
１０５の前端位置が前後に離間しているが、各絵柄部材１１３,１０７に形成されている
絵柄をレンズ部材１１４,１１５によって立体的に表示することで、前後位置が異なるこ
とによる見た目上の違和感を低減して、両装飾部９６,１０５の部分意匠９７ａ,９７ｂに
より一連の意匠９７が形成されていることを明確にしてインパクトのある演出ができる。
【０１００】
〔変更例〕
　本願発明は、前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に
採用することができる。
(1) 実施例では、第２装飾部における第２部分意匠の輪郭を枠状装飾体に設けた輪郭形成
部材で表わすよう構成したが、第１装飾部と同様に、第２絵柄部材に第２部分意匠の輪郭
を表わす輪郭表示部を形成するようにしてもよい。
(2) 第１装飾部について、別実施例のように第３装飾部材の裏側に第１絵柄部材と第１光
拡散部材とを重ねて配設した構成としたもとで、第３装飾部材を輪郭形成部材のように非
透光性で第１絵柄部材に形成されている第１部分意匠の輪郭を表わす枠状の形状とし、第
１絵柄部材の絵柄部分が遊技盤の裏面に直接対向する構成とすることができる。この構成
を採用する場合は、第３装飾部材が輪郭表示部として機能するので、装飾フィルムを省略
することができる。
(3) 実施例では、第１装飾部の第１光拡散部材に光を照射する第１発光体を、遊技盤の裏
側に取り付けられる裏側部材に配設した第１発光基板(発光基板)に実装した場合で説明し
たが、第１発光体が実装される発光基板は、設置部材に配設されたものであってもよい。
(4) 実施例では、第１装飾部を遊技領域における第１経路の裏側に配置したが、該第１装
飾部の配設位置は第２経路の裏側であってもよく、該第１装飾部の配設位置に応じて枠状
装飾体に対する第２装飾部の配設位置が設定されていればよい。
(5) 実施例では、遊技盤の前側に配設される遊技部品としての第２盤面飾り部材を、全体
が非透明の部材として構成したが、少なくとも遊技盤の裏側に配設される装飾部材におけ
る意匠部の支持部(接触部)と対応する位置が非透明に構成されていれば、その他の部分は
透明であってもよい。
【０１０１】
(6) 実施例では、裏側部材に配設される第１装飾部材における第１レンズ部の構成として
、前後面における凸部の形状が異なる構成を採用したが、第２装飾部材における第２レン
ズ部として、前後面における凸部の形状が異なる構成を採用し得る。
(7) 実施例では、普通入賞部材(入賞部材)を裏側部材に固定するネジの前端が取付部の前
端より後側に位置するよう構成したが、ネジの前端と取付部の前端とが同一面に位置する
構成としてもよい。
(8) 実施例では、裏側部材を、基材の前側に複数の装飾部材を配設して構成し、該装飾部
材に形成した嵌凹部に入賞部材の取付部を嵌め込むよう構成したが、裏側部材を単一の部
材から構成し、該裏側部材に、入賞部材の取付部が嵌り込む嵌凹部が設けられたものであ
ってもよい。
(9) 実施例では、普通入賞部材(入賞部材)を配設した裏側部材を遊技盤の裏側に取り付け
ることで、普通入賞部材(入賞部材)の普通入賞口(入賞口)が遊技領域に臨むよう構成した
が、入賞部材としての始動入賞装置や特別入賞装置を裏側部材に配設し、該裏側部材を遊
技盤の裏側に取り付けることで、始動入賞装置の始動入賞口(入賞口)や特別入賞装置の特
別入賞口(入賞口)が遊技領域に臨む構成を採用し得る。
(10) 装飾フィルムの透明領域および非透明領域について、透明領域における光の透過率
が１００％で、非透明領域の光の透過率が０％に限定されるものではなく、透明領域は裏
側が透けて見える透過率であれば、該透過率は１００％より低いものであってもよい。ま
た非透明領域については、裏側が透けて見えない透過率であれば、該透過率は０％より高
いものであってもよい。
(11) 遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機や遊技媒
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よい。
【符号の説明】
【０１０２】
　２０ 遊技盤
　２８ 遊技領域
　３９ 第２盤面飾り部材(遊技部品)
　６１ 装飾フィルム
　６１ａ 透明領域
　６１ｂ 非透明領域
　７３ 第１装飾部材(装飾部材)
　７４ 第２装飾部材(装飾部材)
　７７ 第１意匠部(意匠部)
　７８ 第１支持部(支持部,接触部)
　７８ａ 平坦面
　７９ 第１非接触部(非接触部)
　８０ 第１レンズ部(レンズ部)
　８０ａ 第１レンズ面
　８０ｂ 第２レンズ面
　８１ 第２意匠部(意匠部)
　８２ 第２支持部(支持部)
　８２ａ 平坦面
　８３ 第２非接触部(非接触部)
　８３ａ 第２レンズ部(レンズ部)
　８５ 第１発光基板(発光基板)
　８６ 第２発光基板(発光基板)
　８７ 第３発光基板(発光基板)
　８８ 発光体
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