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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技盤の前側に、前記遊技領域を視認可能な窓部を有する扉枠とを備えた遊技機に
おいて、
　前記扉枠の前面側における前記窓部周縁の少なくとも一部に沿って取付部が設けられ、
当該取付部に沿って、遊技状態に応じて発光する複数の発光手段と、当該発光手段の発す
る光を反射させる反射板と、前記発光手段及び反射板を覆う装飾カバーとが設けられ、
　前記複数の発光手段は、前記取付部の裏面側にて当該取付部に沿って列状に配設され、
　前記取付部には、前記各発光手段に対応した複数の透光用の孔が形成され、
　前記反射板は、前記取付部の表面側にて配設され、前記各発光手段に対応した複数の透
光用の貫通孔と、当該各貫通孔間において表面側に突出しかつ前記各発光手段の発する光
を反射させる複数の反射部材とを備え、
　前記装飾カバーは、透光性を有する外カバーと内カバーとを重ね合わせた複層構造をな
し、
　前記反射板が前記内カバーに嵌合装着され、当該内カバーが前記外カバーに嵌合装着さ
れた状態で、これらを前記取付部の表面側に取付ける構成であって、
　前記取付部の裏面側に配設される前記各発光手段が前記各透光用の孔の内側へ挿通され
ることなく前記取付部の表面側に突出しない構成とし、
　前記外カバーの内側面に、該外カバーの長手方向に沿って複数の溝を形成し、
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　前記内カバーの内側面に、該内カバーの長手方向と直交する方向に沿って複数の溝を形
成したことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記取付部の透光用の孔は円形をなし、
　前記反射板の貫通孔は、当該反射板の長手方向に沿った縦幅が当該反射板の長手方向と
直交する方向に沿った横幅よりも長い非円形状をなし、当該縦幅及び横幅がそれぞれ前記
透光用の孔の幅よりも大きく設定されていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記外カバー及び内カバーには、透光性のあるガラスフレークを二酸化チタンでコーテ
ィングした微小片が散りばめられていることを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、発光手段を備えた遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　一般に、遊技機の一種として、ランプ、ＬＥＤ等の発光手段が設けられたパチンコ機が
知られている。所定の発光手段は透光性のある樹脂等により形成された装飾カバーにより
覆われており、遊技者には装飾カバーを透過した光が視認されるようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、発光手段自体の大きさ、遊技機における発光手段の取付部分の面積、製
造コスト等の関係で、比較的多くの発光手段を遊技機に取付けることが困難であった。従
って、複数の発光手段を連設したとしても、遊技者には発光がつながりのない断続的なま
だら模様に見えてしまうといった不具合が生じるおそれがあった。その結果、前記発光手
段による演出効果が低減され、遊技者にとっての興趣の向上を妨げるおそれがあった。
【０００４】
　本発明は、以上の事情に鑑みてなされたものであり、発光手段による演出効果を高め、
遊技者にとってのさらなる興趣の向上を図ることのできる遊技機を提供することを目的と
する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　以下、上記目的を達成するのに適した各手段につき、必要に応じて作用効果等を付記し
つつ説明する。
【０００６】
　本発明に係る遊技機は、
　所定の遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技盤の前側に、前記遊技領域を視認可能な窓部を有する扉枠とを備えた遊技機に
おいて、
　前記扉枠の前面側における前記窓部周縁の少なくとも一部に沿って取付部が設けられ、
当該取付部に沿って、遊技状態に応じて発光する複数の発光手段と、当該発光手段の発す
る光を反射させる反射板と、前記発光手段及び反射板を覆う装飾カバーとが設けられ、
　前記複数の発光手段は、前記取付部の裏面側にて当該取付部に沿って列状に配設され、
　前記取付部には、前記各発光手段に対応した複数の透光用の孔が形成され、
　前記反射板は、前記取付部の表面側にて配設され、前記各発光手段に対応した複数の透
光用の貫通孔と、当該各貫通孔間において表面側に突出しかつ前記各発光手段の発する光
を反射させる複数の反射部材とを備え、
　前記装飾カバーは、透光性を有する外カバーと内カバーとを重ね合わせた複層構造をな
し、
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　前記反射板が前記内カバーに嵌合装着され、当該内カバーが前記外カバーに嵌合装着さ
れた状態で、これらを前記取付部の表面側に取付ける構成であって、
　前記取付部の裏面側に配設される前記各発光手段が前記各透光用の孔の内側へ挿通され
ることなく前記取付部の表面側に突出しない構成とし、
　前記外カバーの内側面に、該外カバーの長手方向に沿って複数の溝を形成し、
　前記内カバーの内側面に、該内カバーの長手方向と直交する方向に沿って複数の溝を形
成したことをその要旨としている。
【０００７】
【発明の効果】
　本発明に係る遊技機によれば、発光手段による演出効果を高め、遊技者にとってのさら
なる興趣の向上を図ることができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　手段１．遊技状態に応じて発光する発光手段を備えた遊技機であって、
　複数の発光手段を列状に配設し、
　前記遊技機の正面から見て、前記各発光手段間の少なくとも一箇所において、前記発光
手段の発する光を反射させる反射部材を設けたことを特徴とする遊技機。
【０００９】
　上記手段１によれば、発光手段間に、該発光手段の発する光を反射させる反射部材を設
けることにより、遊技者に対して、発光手段が設けられていない部分においても、発光手
段が設けられているかのように視認させることができる。従って、複数の発光手段による
発光が断続的に見えるような不具合が抑制されるとともに、発光手段による演出効果をよ
り効果的なものとすることができ、遊技者にとってのさらなる興趣の向上を図ることがで
きる。また、このようにすれば、発光手段自体の大きさ、遊技機における発光手段の取付
部分の面積、製造コスト等の関係で、比較的多くの発光手段を設けることが困難である場
合においても、比較的少ない発光手段で多くの発光手段を設けたかのような効果を奏する
ことができる。結果として、発光手段の部品点数を減らすとともに、生産コストの削減を
図ることができる。
【００１０】
　手段２．手段１において、前記複数の反射部材は、該各反射部材を連設した反射体とし
て一体形成されていることを特徴とする遊技機。
【００１１】
　上記手段２によれば、複数の反射部材が一体化されることにより、部品点数を削減する
ことができるとともに、その組付け作業等を簡素化することができる。
【００１２】
　手段３．手段１又は手段２において、前記各反射部材は、該反射部材が対峙する両発光
手段にそれぞれ対応する一対の反射部を備えていることを特徴とする遊技機。
【００１３】
　上記手段３によれば、前記両発光手段の発する光をより確実に反射させることができ、
上記手段１による効果をさらに高めることができる。
【００１４】
　手段４．手段３において、前記反射部は、前記遊技機の前面方向に突出し、かつ、前記
遊技機に対して傾斜した平面体であって、
　前記反射部が反射する反射光の方向成分に、少なくとも前記遊技機の正面方向の成分と
、
　前記遊技機の正面から見て、前記複数の発光手段よりなる発光手段列に沿った方向の成
分とが含まれるようにしたことを特徴とする遊技機。
【００１５】
　上記手段４によれば、複数の発光手段より発せられた光を、遊技者に一続きの発光手段
から発せられた光のように視認させることができる。従って、複数の発光手段による発光
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が断続的に見えるような不具合が抑制されるとともに、発光手段による演出効果をより効
果的なものとすることができ、遊技者にとってのさらなる興趣の向上を図ることができる
。
【００１６】
　手段５．所定の遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技盤の前側に、前記遊技領域の形状と略同一形状をなす窓部を有する扉枠とを備
えた遊技機において、
　前記扉枠の前面側において、遊技状態に応じて発光する複数の発光手段を列状に配設す
るとともに、
　前記遊技機の正面から見て、前記各発光手段間の少なくとも一箇所において、前記発光
手段の発する光を反射させる反射部材を設けたことを特徴とする遊技機。
【００１７】
　上記手段５によれば、発光手段間に、該発光手段の発する光を反射させる反射部材を設
けることにより、遊技者に対して、発光手段が設けられていない部分においても、発光手
段が設けられているかのように視認させることができる。従って、複数の発光手段による
発光が断続的に見えるような不具合が抑制されるとともに、発光手段による演出効果をよ
り効果的なものとすることができ、遊技者にとってのさらなる興趣の向上を図ることがで
きる。また、このようにすれば、発光手段自体の大きさ、遊技機における発光手段の取付
部分の面積、製造コスト等の関係で、比較的多くの発光手段を設けることが困難である場
合においても、比較的少ない発光手段で多く発光手段を設けたかのような効果を奏するこ
とができる。結果として、発光手段の部品点数を減らすとともに、生産コストの削減を図
ることができる。また、扉枠に発光手段と反射部材とが設けられているため、遊技者はよ
り近い位置で発光手段の光の演出を視認することとなる。結果として、発光手段による演
出効果が高まり、遊技者にとってのさらなる興趣の向上を図ることができる。
【００１８】
　手段６．手段５において、前記発光手段及び反射部材は、前記窓部の周縁の少なくとも
一部に設けられていることを特徴とする遊技機。
【００１９】
　上記手段６によれば、前記発光手段及び反射部材による光の演出が前記窓部の周縁にお
いて行われる。つまり、前記遊技領域を見る遊技者により視認されやすい位置で効果的に
前記光による演出を行うことができる。結果として、発光手段による演出効果が高まり、
遊技者にとってのさらなる興趣の向上を図ることができる。
【００２０】
　手段７．手段５又は手段６において、前記複数の発光手段及び反射部材は、前記窓部の
形状に沿って配列されていることを特徴とする遊技機。
【００２１】
　上記手段７によれば、遊技者が比較的注視する遊技領域の周縁に沿って光による演出が
行われるため、前記光による演出が遊技領域内で行われる演出等を引き立たせる役目も果
たすこととなり、遊技者にとってのさらなる興趣の向上を図ることができる。
【００２２】
　手段８．手段７において、前記複数の反射部材は、該各反射部材を連接した反射体とし
て一体形成され、
　前記反射体は、前記窓部の形状に沿って配設されていることを特徴とする遊技機。
【００２３】
　上記手段８によれば、複数の反射部材が一体化されることにより、部品点数を削減する
ことができるとともに、その組付け作業等を簡素化することができる。
【００２４】
　手段９．手段５乃至手段８のいずれかにおいて、前記発光手段及び反射部材を覆う装飾
カバーを備え、
　前記装飾カバーを、透光性を有する複数のカバーを重ね合わせた複層構造としたことを
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特徴とする遊技機。
【００２５】
　上記手段９によれば、装飾カバーが複数のカバーを重ね合わせた複層構造となっている
ことから、装飾カバーには複数の境界部分が形成される。そして、これらの境界部分にお
いて光が反射したり、屈折したりすることにより、光の干渉、拡散等の現象が起こり、装
飾カバーを通して遊技者に視認される光の態様が遊技者の見る角度によって多様化するこ
ととなる。結果として、装飾カバーによる作用と反射部材とによる作用との相乗作用によ
り、発光手段による演出効果がさらに高められ、遊技者にとってのさらなる興趣の向上を
図ることができる。
【００２６】
　手段１０．略円形状をなす所定の遊技領域を有する遊技盤と、
　前記遊技盤の前側に、前記遊技領域と略同一形状をなす窓部を有する扉枠とを備えた遊
技機において、
　前記扉枠の前面側における前記窓部周縁の少なくとも一部において、遊技状態に応じて
発光する複数の発光手段と、該発光手段の発する光を反射させる反射体と、前記発光手段
及び反射体を覆う装飾カバーとを備えるよう構成し、
　前記窓部は、少なくともその左右端部と前記扉枠の左右端部との間にそれぞれ前記装飾
カバーを取付けるための幅を残す位置まで拡張され、
　前記複数の発光手段は、前記窓部周縁の円弧形状に沿って列状に配設され、
　前記反射体は、前記遊技機の正面から見て、前記複数の発光手段よりなる発光手段列に
対応するよう円弧状に湾曲した略平板体であって、前記各発光手段の発する光を前記遊技
機の前面側に通す複数の貫通孔と、各貫通孔間において前記遊技機の前面側に突出し、か
つ、前記各発光手段の発する光を反射させる複数の反射部材とを備え、
　前記装飾カバーは、前記窓部の形状に沿って円弧状に湾曲し、かつ、透光性を有する複
数のカバーを重ね合わせた複層構造となっていることを特徴とする遊技機。
【００２７】
　上記手段１０によれば、発光手段の発する光を反射させる反射部材によって、遊技者に
対して、発光手段が設けられていない部分においても、発光手段が設けられているかのよ
うに視認させることができる。従って、複数の発光手段による発光が断続的に見えるよう
な不具合を抑制することができる。また、このようにすれば、発光手段自体の大きさ、遊
技機における発光手段の取付部分の面積、製造コスト等の関係で、比較的多くの発光手段
を設けることが比較的困難である場合においても、比較的少ない発光手段で多く発光手段
を設けたかのような効果を奏することができる。その結果、発光手段の部品点数を減らす
とともに、生産コストの削減を図ることができる。さらに、装飾カバーが複数のカバーを
重ね合わせた複層構造となっていることから、装飾カバーに形成される複数の境界部分に
おいて光が反射したり、屈折したりする。このため、光の干渉、拡散等の現象が起こり、
装飾カバーを通して遊技者に視認される光の態様が遊技者の見る角度によって多様化する
こととなる。結果として、装飾カバーによる作用と、反射部材とによる作用との相乗作用
により、発光手段による演出効果がさらに高まり、遊技者にとってのさらなる興趣の向上
を図ることができる。加えて、前記窓部が前記装飾カバーを取付けるための幅を残して目
一杯に拡張されている。従って、前記窓部及び当該窓部と略同一形状の前記遊技領域が比
較的大きなものとなり、演出に際しての迫力が増す。また、装飾カバーが窓部の形状に沿
って設けられているため、遊技内容を引き立たせる光による演出を導出することができる
。
【００２８】
　手段１１．手段９又は手段１０において、前記装飾カバーは、断面略逆Ｕ字形状をなし
、少なくとも一部が前記扉枠の前面側に突出するように設けられていることを特徴とする
遊技機。
【００２９】
　上記手段１１によれば、断面略逆Ｕ字形状をした前記装飾カバーの少なくとも一部が前
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記扉枠の前面側に突出するように設けられていることから、遊技者が様々な角度から前記
装飾カバーを見ることができ、多様な光の態様を視認できるようになる。結果として、発
光手段による演出効果が高められ、遊技者にとってのさらなる興趣の向上を図ることがで
きる。加えて、例えば前記反射部材を前記遊技機の前面側に突出させ、反射面を比較的大
きなものとすることができる。こうすることによって、光の反射量を多くすることができ
、もって、発光手段による演出効果をさらに高めることができる。
【００３０】
　手段１２．手段９乃至手段１１のいずれかにおいて、前記複数のカバーのうちの少なく
とも１つは、複数の微小片が配合され、かつ、透光性のある樹脂により形成されているこ
とを特徴とする遊技機。
【００３１】
　上記手段１２によれば、前記複数のカバーのうちの少なくとも１つが、複数の微小片が
配合され、かつ、透光性のある樹脂により形成されているため、この微小片により、光の
反射、屈折、干渉、拡散等の現象が起こる。その結果、上述した反射部材による作用及び
複層構造による作用との相乗作用によって、光の態様をさらに多様化させることができる
。
【００３２】
　手段１３．手段１２において、前記微小片は、核となる微粒子の表面に二酸化チタンを
コーティングしたものであることを特徴とする遊技機。
【００３３】
　上記手段１３によれば、微粒子の表面に二酸化チタンがコーティングされていることか
ら、二酸化チタン皮膜の表面で反射した光と、二酸化チタン被膜と前記微粒子との境界で
反射した光との干渉が起こり、多様な光の態様が生まれる。結果として、発光手段による
演出とも相まって、遊技者にとってのさらなる興趣の向上を図ることができる。なお、前
記二酸化チタンはアナターゼ型でもよいし、ルチル型でもよい。
【００３４】
　手段１４．手段１３において、前記微粒子は、透光性のあるガラスフレークであること
を特徴とする遊技機。
【００３５】
　上記手段１４によれば、核となる微粒子が透光性のあるガラスフレークであることから
、例えば核となる微粒子に透光性のないものを使用した場合に比べて、比較的、発光手段
からの光が前記微粒子によって妨げられにくくなっている。これにより、前記装飾カバー
等に斑点状の影ができしまうような不具合の発生を低減することができる。また、光輝性
が向上し、装飾効果が高まる。
【００３６】
　手段１５．手段９乃至手段１４のいずれかにおいて、前記複数のカバーのうちの少なく
とも１つには、当該カバーの透光面の少なくとも一部に凹凸が形成されていることを特徴
とする遊技機。
【００３７】
　上記手段１５によれば、前記複数のカバーのうちの少なくとも１つの透光面の少なくと
も一部に凹凸が形成されているため、この凹凸により、光の反射、屈折、干渉、拡散等の
現象が起こる。その結果、上述した反射部材による作用及び複層構造による作用との相乗
作用によって、光の態様をさらに多様化させることができる。
【００３８】
　手段１６．手段１５において、前記カバーの内側面に前記凹凸が形成されていることを
特徴とする遊技機。
【００３９】
　上記手段１６によれば、前記凹凸が前記カバーの内側面に形成されていることから、見
栄えを良くするために前記カバーの外側面を比較的滑らかに形成しても、手段９乃至手段
１５のいずれかに記載した複層構造による効果を害することがない。結果として、外観品
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質の向上を図ることができる。
【００４０】
　手段１７．手段１５又は手段１６において、前記複層構造は、内側層となる内カバーと
、外側層となる外カバーとにより構成された二層構造であって、
　前記内カバー及び外カバーには、それぞれ前記凹凸としての複数本の溝が所定方向に沿
って形成され、
　前記内カバーに形成された溝の方向と、前記外カバーに形成された溝の方向とが少なく
とも交差するように構成されていることを特徴とする遊技機。
【００４１】
　上記手段１７によれば、内カバーに形成された溝の方向と、外カバーに形成された溝の
方向とが少なくとも交差するように構成されている。このため、例えば各カバーの溝の方
向を同じくした場合のように、光の拡散する方向が偏ってしまうようなことがなくなる。
結果として、より多角的な光の演出を行うことができ、遊技者にとってのさらなる興趣の
向上を図ることができる。
【００４２】
　手段１８．手段１７において、前記外カバーの溝は、該外カバーの長手方向に沿って形
成され、
　前記内カバーの溝は、該内カバーの長手方向と略直交する方向に沿って形成され、
　前記外カバーに形成された溝の方向と、前記内カバーに形成された溝の方向とが略直交
するように構成されていることを特徴とする遊技機。
【００４３】
　上記手段１８によれば、外カバーに形成された溝の方向と、内カバーに形成された溝の
方向とが略直交するように構成されているため、上記手段１７による効果をより高めるこ
とができる。
【００４４】
　手段１９．手段１７又は手段１８において、前記外カバーと前記内カバーとは略同一形
状をなし、前記内カバーが前記外カバーに嵌合装着され、
　前記内カバーに前記反射体が嵌合装着されるよう構成されていることを特徴とする遊技
機。
【００４５】
　上記手段１９によれば、外カバー、内カバー及び反射体を嵌合装着し、一体物として取
り扱うことができるため、これらの組付け作業等の簡素化を図ることができる。
【００４６】
　手段２０．手段５乃至手段１９のいずれかにおいて、前記各反射部材は、該反射部材が
対峙する両発光手段にそれぞれ対応する一対の反射部を備えていることを特徴とする遊技
機。
【００４７】
　上記手段２０によれば、前記両発光手段の発する光をより確実に反射させることができ
、上記手段５乃至手段１９のいずれかによる効果をさらに高めることができる。
【００４８】
　手段２１．手段２０において、前記反射部は、前記遊技機の前面方向に突出し、かつ、
前記遊技機に対して傾斜した平面体であって、
　前記反射部が反射する反射光の方向成分に、少なくとも前記遊技機の正面方向の成分と
、
　前記遊技機の正面から見て、前記複数の発光手段よりなる発光手段列に沿った方向の成
分とが含まれるようにしたことを特徴とする遊技機。
【００４９】
　上記手段２１によれば、複数の発光手段より発せられた光を、遊技者に一続きの発光手
段から発せられた光のように視認させることができる。従って、複数の発光手段による発
光が断続的に見えるような不具合を低減するとともに、発光手段による演出効果をより効
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果的なものとし、遊技者にとってのさらなる興趣の向上を図ることができる。
【００５０】
　手段２２．手段２１において、前記各平面体は、その先端部が各発光手段から遠ざかる
ように傾斜し、
　前記反射部材は、前記発光手段列に沿った断面形状が略逆Ｖ字形状となっていることを
特徴とする遊技機。
【００５１】
　手段２３．手段１乃至手段２２のいずれかにおいて、前記反射部材は、前記複数の発光
手段よりなる発光手段列に沿った方向と略直交する方向の断面形状が、基底辺より先端辺
の短い略台形状になっていることを特徴とする遊技機。
【００５２】
　上記２３によれば、発光手段が発する前方への光の反射量を比較的多くするとともに、
前記発光手段列の略横手方向へ向かう各発光手段の光を比較的妨げないようにすることが
できる。
【００５３】
　手段２４．手段１乃至手段２３のいずれかにおいて、前記反射部材又は反射板は樹脂に
より形成され、その反射面には金属メッキが施されていることを特徴とする遊技機。
【００５４】
　手段２４によれば、反射部材又は反射板が樹脂製であることにより、部材の軽量化を図
るとともに、組付け作業等における取扱いを容易にすることができる。
【００５５】
　手段２５．手段１乃至手段２４のいずれかにおいて、前記複数の発光手段は、発光色の
異なる複数種類の発光手段から構成されていることを特徴とする遊技機。
【００５６】
　上記手段２５によれば、複数種類の色の光により、光による演出効果がより多様化され
るとともに、前記反射部材により様々な色の光が混ざり合うため、さらなる演出効果が生
まれる。
【００５７】
　以下、パチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」という）の一実施の形態を、図面に
基づいて詳細に説明する。
【００５８】
　図１，２に示すように、パチンコ機１は、外枠２と、該外枠２の前部に設けられ外枠２
の一側部にて開閉可能に支持された前面枠３とを備えている。外枠２は、パチンコ機１の
ベースとなる枠であり、板材により全体として矩形状に構成されている。尚、本実施の形
態では、外枠２は木製であって、上下方向の長さは８０８ｍｍ、左右方向の長さは５２０
ｍｍとなっている（従来と同等サイズ）。また、前面枠３は合成樹脂、具体的にはポリカ
ーボネート樹脂により構成されている。前面枠３の開閉軸線はパチンコ機１の正面からみ
て左側に上下に延びるように設定されている。尚、外枠２は樹脂により構成されていても
よく、あたかも外枠２及び前面枠３が一体物のように見えるよう構成されていてもよい。
【００５９】
　前面枠３の前面側には、扉枠としてのガラス扉枠４が開閉自在に設けられている。ガラ
ス扉枠４の裏側には、一対のガラス４２が金枠４ａにより取付けられている。ガラス扉枠
４の左右方向の長さは、前面枠３とほぼ同等であり、該ガラス扉枠４によって前面枠３の
下部を除くほとんどの部分が覆われるようになっている。
【００６０】
　一方、ガラス扉枠４の存在していない前面枠３下部は、例えばＡＢＳ（アクリロニトリ
ル－ブタジエン－スチレン）樹脂よりなる下受皿ユニット５１となっている。下受皿ユニ
ット５１の右下部からは、遊技球発射用ハンドル５２が手前側に延設されている。また、
下受皿ユニット５１のほぼ中央部には球受皿としての景品球払出用の下受皿５３が設けら
れている。これに対し、上受皿５４はガラス扉枠４の下部フレームに一体的に設けられて
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いる。ここで、上受皿５４は、遊技球Ｂを遊技球発射装置の方へ導く前に一旦遊技球Ｂ（
図３参照）を貯留するための受皿をいう。すなわち、従来ではガラス扉枠の下方に前面枠
に対し開閉可能な前飾り枠が設けられ、該前飾り枠に上受皿が設けられていたのであるが
、本実施の形態では、前飾り枠が省略され、前面枠３に対し直接的に上受皿５４が設けら
れている。
【００６１】
　さて、前記前面枠３の後側（ガラス扉枠４の奥、外枠２の内側）には、図３に示すよう
な遊技盤５が着脱可能に装着されている。なお、遊技盤５は、その周縁部が前面枠３の裏
側に当接した状態で取着されており、図３では、遊技盤５の前面部の略中央部分だけが前
面枠３の前面側に露出した状態となっている。この遊技盤５の上下方向の長さは４７６ｍ
ｍ、左右方向の長さは４５１ｍｍとなっている（従来と同等サイズ）。また、遊技盤５に
は、ルータ加工が施されることによって複数の開口部が形成されており、各開口部には、
普通入賞チャッカー６、可変入賞装置７、作動チャッカー８、可変表示装置９、スルーチ
ャッカー１０等が配設されている。本実施の形態において、可変表示装置９は、液晶表示
部と、当該液晶表示部の周囲に配設されたセンターフレームと、液晶表示部における表示
制御を実行するための表示制御基板とを備えている。
【００６２】
　可変表示装置９の液晶表示部には、例えば左図柄列、中図柄列及び右図柄列の３つの表
示列が表示される。各図柄列は複数の図柄によって構成されており、これら図柄が各図柄
列毎にスクロールされるように表示画面に可変表示されるようになっている。
【００６３】
　また、可変入賞装置７は、通常、遊技球Ｂが入賞できない状態又は入賞し難い状態にな
っている。より詳しくは、作動チャッカー８に対し遊技球Ｂが入賞することに基づいて、
可変表示装置９の液晶表示部の図柄が可変表示される。そして、確定された図柄の組合せ
が予め設定した特定の図柄の組合せとなったこと、ここでは停止した図柄が特定の組み合
わせであることを必要条件に特別遊技状態が発生し、可変入賞装置７の大入賞口が所定の
開放状態となり（具体的には所定時間、所定回数だけ開く）、遊技球Ｂが入賞しやすい状
態（大当たり状態）になるよう構成されている。なお、周知のとおり、前記一般入賞口６
、可変入賞装置７、作動チャッカー８に遊技球Ｂが入賞することに基づいて、上受皿５４
（場合によっては下受皿５３）に対し所定数の景品球が払い出されるようになっている。
また、遊技盤５には、遊技球Ｂの落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設
されているとともに、風車等の各種部材（役物）が配設されている。
【００６４】
　さて、前記前面枠３は、外形が前記外枠２とほぼ同一形状をなす樹脂ベース１１と、こ
の樹脂ベース１１の最内周側に位置し略円弧状をなすよう一体形成された内レール１２と
、主として図２の左側の内レール１２に対し所定間隔を隔てて前記樹脂ベース１１に一体
形成された外レール１３とを備えている。これら内レール１２及び外レール１３は遊技球
発射ハンドル５２の回動操作に基づき発射装置から発射された遊技球Ｂを遊技盤５上部へ
案内する発射路としての役割を主として果たすものである。従って、内レール１２と外レ
ール１３とが並行する部分（向かって左側の部分）によって、誘導レールが構成されるこ
ととなる。
【００６５】
　前記内レール１２の下端部付近において、遊技盤５には遊技球Ｂを導出するアウト口２
５が形成されている。そして、遊技盤５の下部に落下した遊技球Ｂの多くは、このアウト
口２５を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。
【００６６】
　このような構成の下、前面枠３の内周側の窓孔によって主として遊技領域の外延が確定
されており、前面枠３に対し遊技盤５が装着された状態にあっては、内レール１２及び外
レール１３が遊技盤５に当接又は近接した状態となる。このため、あたかも従来と同様の
（遊技盤に対し内レール及び外レールが取付けられたかのような）外観態様を呈すること
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となる。そして、遊技球発射装置により発射された遊技球Ｂは、主として外レール１３に
よって遊技盤５の上部へと案内される。
【００６７】
　次に、遊技領域について説明する。すなわち、本実施の形態では、遊技盤５の盤面上に
区画される遊技領域が従来よりもはるかに大きく構成されている。本実施の形態では、外
レール１３の最上部地点から遊技盤５下部までの間の距離は４６２ｍｍ（従来品よりも７
５ｍｍ長い）、外レール１３の極左位置から内レール１２の極右位置までの間の距離は４
４９ｍｍ（従来品よりも６５ｍｍ長い）となっている。また、内レール１２の極左位置か
ら内レール１２の極右位置までの間の距離は４３２ｍｍとなっている。
【００６８】
　本実施の形態では、遊技領域を、パチンコ機１の正面から見て、内レール１２及び外レ
ール１３によって囲まれる領域のうち、内外レール１２，１３の並行部分である誘導レー
ルの領域を除いた領域としている。
【００６９】
　本実施の形態では、遊技盤５面に対する遊技領域の面積の比率は約７３％と、従来に比
べ格段に面積比が大きいものとなっている。なお、遊技盤５の面に対する遊技領域の面積
比は、従来では５０％程度に過ぎなかったことから、遊技盤５を共通とした前提において
はかなり遊技領域を拡大しているといえる。
【００７０】
　また、パチンコ機１全体の正面側の面積に対する遊技領域の面積の比率は約４０％と、
従来に比べ格段に面積比が大きいものとなっている。なお、パチンコ機１全体の正面側の
面積に対する遊技領域の面積比は、３５パーセント以上であるのが望ましい。もちろん、
４０パーセント以上としてもよいし、４５パーセント以上、又は５０パーセント以上とし
てもよい。
【００７１】
　但し、本実施の形態においては、上記のように遊技領域を大きくする都合上、遊技領域
が遊技盤５面の周縁に非常に近い位置まで占めている。その結果、内外レール１２，１３
の誘導レール部分の一部が、遊技盤５よりも外にはみ出した格好となっている。
【００７２】
　ここで、ガラス扉枠４について詳しく説明する。図１及び図２に示すように、ガラス扉
枠４には、上述した上受皿５４の上方において、前記遊技領域のほとんどを外部から視認
することができるよう略楕円形状の窓部４１が形成されている。具体的には、前記窓部４
１は、その左右側の略中央部が、上下側に比べて比較的緩やかに湾曲した形状となってい
る。なお、前記略中央部が直線状になるようにしてもよい。本実施の形態において、前記
窓部４１の上端（外レール１３の最上部、遊技領域の上端）と、ガラス扉枠４の上端との
間の距離（いわゆる上部フレーム部分の上下幅）は５０ｍｍとなっており、８５ｍｍ～９
５ｍｍ程度上部フレーム幅がある従来技術に比べ、著しく短くなっている。なお、上記距
離は、８０ｍｍ以下であることが望ましく、より望ましくは７０ｍｍ以下であり、さらに
望ましくは６０ｍｍ以下である。もちろん、所定の強度が確保できるのであれば、５０ｍ
ｍ以下であっても差し支えない。
【００７３】
　また、窓部４１の左端と、ガラス扉枠４の左端との間の最短距離（いわゆる左側部フレ
ーム部分の左右幅）は、ガラス扉枠４自体の強度及び支持強度を高めるために比較的大き
く設定されている。より詳しくは、図２及び図３を相互に比較すると明らかなように、ガ
ラス扉枠４が閉じられた状態において、外レール１３の左端部はもちろん、内側レール１
２の左端部も前記左側部フレーム部分によって覆い隠される。即ち、誘導レールの一部が
覆い隠される。このように遊技球Ｂが一時的に視認困難となったとしても、それは、遊技
球Ｂが遊技領域に案内される通過点に過ぎず、遊技者が主として遊技を楽しむ遊技領域に
おいて遊技球Ｂが視認困難となるわけではない。そのため、実際の遊技に際しては何ら支
障が生じない。また、このような支障が生じない一方で、ガラス扉枠４の十分な強度及び



(11) JP 4784034 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

支持強度が確保可能となっている。ちなみに、外レール１３の左端位置と外枠２の左端位
置との左右方向の距離は２１ｍｍ、遊技領域の右端位置（内レール１２の右端位置）と外
枠２右端位置との左右方向の距離は４４ｍｍとなっている。従って、前記窓部４１は、少
なくともその左右端部とガラス扉枠４の左右端部との間にそれぞれ後述する装飾カバー６
５を取付けるための幅を残す位置まで拡張されている。
【００７４】
　また、本実施の形態においては、ガラス扉枠４の周囲（例えばコーナー部分や窓部４１
の周縁）に、各種ランプ、ＬＥＤ等の発光手段を備えた電飾部材が設けられている。これ
ら電飾部材は、大当たり時や所定のリーチ時等の遊技状態の変化に応じて点灯、点滅のよ
うに発光手段の発光態様が変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を果たすようにな
っている。もちろん、これら電飾部材を、遊技盤５に設ける構成（コーナー飾りと称され
る電飾部材を遊技盤５のコーナー部等に配設する）としてもよいし、場合によっては前面
枠３に設ける構成としてもよい。さらには、前後一対のガラス４２間に配設する構成とし
てもよい。
【００７５】
　ここで、窓部４１の左右周縁に設けられた一対の電飾部材について説明する。前記窓部
４１の左右周縁には電飾部材を取付けるための取付溝部４３（図４参照）が設けられてい
る。両取付溝部４３は、窓部４１の左右周縁に沿って湾曲した弓型状（略円弧状）に形成
され、ここに周縁電飾部材６１がそれぞれ取付けられている。つまり、周縁電飾部材６１
も弓型状になっている。
【００７６】
　図４乃至図８に示すように、周縁電飾部材６１は、主として、発光手段としての複数の
ＬＥＤ６３と、ＬＥＤ６３の発する光を反射させる反射体としての反射板６４と、ＬＥＤ
６３及び反射板６４を覆う装飾カバー６５とにより構成されている。但し、発光手段は、
ＬＥＤ６３に限られるものではなく、例えばランプ等にしてもよい。なお、図４では右側
の装飾カバー６５及び反射板６４が取り外された状態のガラス扉枠４が示されており、図
５では右側の装飾カバー６５のみが取り外された状態のガラス扉枠４が示されている。
【００７７】
　図７，８に示すように、左右両取付溝部４３の裏側には、ＬＥＤ６３が取着された複数
の基板６６が取付けられている。なお、本実施の形態においては、複数のＬＥＤ６３が所
定数個づつ複数の基板６６に分けられ取着されており、各基板６６ごとに各ＬＥＤ６３の
発光色（例えば、赤、青、緑等）が異なる。これに限らず、左右両取付溝部４３にそれぞ
れ取付けられるすべてのＬＥＤ６３が１つの基板に取着された構成としてもよいし、各Ｌ
ＥＤ６３がそれぞれ１つの基板に取着された構成としてもよい。
【００７８】
　また、取付溝部４３の底部には、各ＬＥＤ６３に対応するように複数のＬＥＤ用孔６８
が形成されている。つまり、複数のＬＥＤ６３及びＬＥＤ用孔６８が取付溝部４３の長手
方向に沿って列状に配設されていることとなる。
【００７９】
　図５に示すように、取付溝部４３の底部には前記反射板６４が取付けられている。反射
板６４は、樹脂により形成され、その表面に金属メッキが施されている。反射板６４は、
取付溝部４３の形状に合わせた弓型形状（円弧形状）に構成されている。反射板６４には
、複数のＬＥＤ６３及びＬＥＤ用孔６８に対応し、かつ、前後方向に貫通した貫通孔７０
が形成されている。つまり、貫通孔７０が反射板６４の長手方向に沿って列状に配設され
ている。従って、装飾カバー６５が取り外された状態では、ガラス扉枠４の前方からＬＥ
Ｄ６３が視認できるようになっている。つまり、ＬＥＤ６３の発光がガラス扉枠４の前方
から視認できるように構成されている。
【００８０】
　図６乃至図８に示すように、反射板６４の表側には、その長手方向の両端部及び各貫通
孔７０間において反射部材としての反射突部７１が設けられている。反射突部７１は、該
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反射突部７１が対峙する、つまり反射突部７１の両側に位置する両ＬＥＤ６３に対応して
一対の反射部７２を有する。両反射部７２は、平面体であって、それぞれその基底辺より
先端辺の長さが短い台形状となっている。両反射部７２は、それぞれ反射板６４の長手方
向に沿って、その先端部が各ＬＥＤ６３から遠ざかるように傾斜しており、各平面の向き
はガラス扉枠４に対して少なくとも斜め前方へ向くよう構成されている。但し、両反射部
７２の向きは互いに異なる。従って、反射突部７１は、反射板６４の長手方向に沿った断
面形状が逆Ｖ字形状となっている（図７参照）。
【００８１】
　また、反射突部７１の側面部７３は、両反射部７２の側縁部に沿って三角形平面状に形
成されており、反射板６４の横手方向中央部に向かって傾斜している。従って、反射突部
７１は、複数のＬＥＤ６３よりなるＬＥＤ６３列に沿った方向と略直交する方向の断面形
状が、基底辺より先端辺の短い略台形状になっている。これにより、周縁電飾部材６１の
前方への光の反射量を比較的多くするとともに、周縁電飾部材６１の横手方向へ向かうＬ
ＥＤ６３からの光を比較的妨げない構成となっている。
【００８２】
　上記構成の下、各反射部７２が反射した反射光の方向成分には、少なくともパチンコ機
１の正面方向の成分と、パチンコ機１の正面から見て、周縁電飾部材６１の長手方向に沿
った方向の成分とが含まれる。
【００８３】
　さて、図２に示すように、前記装飾カバー６５は、窓部４１の左右周縁に沿って湾曲し
た弓型状（略円弧状）となっており、ガラス扉枠４の前面側から前記取付溝部４３に嵌め
込まれている。
【００８４】
　詳しくは、図７，８に示すように、装飾カバー６５は、外カバー８１と内カバー８２に
より構成された二層構造となっている。外カバー８１及び内カバー８２は、それぞれ透光
性のある樹脂（以下、光透過性樹脂という）により形成されている。
【００８５】
　また、外カバー８１及び内カバー８２は、それぞれが上述したような弓型状に形成され
、その長手方向に対する横断面形状が逆Ｕ字状となった略同一形状となっている。従って
、外カバー８１の円弧部がガラス扉枠４の前面側に突出するようになっている。外カバー
８１は内カバー８２より大きく形成されており、外カバー８１の内側に内カバー８２を嵌
合装着できるように構成されている。また、図９に示すように、前記反射板６４は内カバ
ー８２の内側に嵌合装着できるように形成されている。なお、図９は、外カバー８１、内
カバー８２及び反射板６４を嵌合装着した際の背面図である。
【００８６】
　外カバー８１及び内カバー８２の内側面には、それぞれ複数本の溝が形成されている。
詳しくは、外カバー８１には、その長手方向に沿って、横断面形状が略円弧状となる複数
本の溝８３が形成されている。これにより、外カバー８１の透光面に凹凸が形成されるこ
ととなり、外カバー８１の表面側からは複数本の溝８３が縦縞模様となって見えるように
なっている。
【００８７】
　内カバー８２には、その長手方向と略直交する方向に沿って、横断面形状が略円弧状と
なる複数本の溝８４が形成されている。これにより、内カバー８２の透光面に凹凸が形成
されることとなり、内カバー８２の表面側からは複数本の溝８４が横縞模様となって見え
るようになっている。つまり、内カバー８２が外カバー８１に嵌合装着された際に、外カ
バー８１の溝８３の方向と、内カバー８２の溝８４の方向とが略直交するように構成され
ている。このため、装飾カバー６５の表面側からは、外カバー８１及び内カバー８２の透
光面にそれぞれ形成された溝８３，８４が格子状の模様となって遊技者に視認されるよう
になっている。
【００８８】
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　また、外カバー８１及び内カバー８２を形成する透光性のある樹脂には、多量の微小片
９０が配合されており、微小片９０が各カバー８１，８２の全域に散りばめられた状態と
なっている。なお、便宜上、図７，８では、一部の微小片のみに符号を付記している。
【００８９】
　具体的に、前記光透過性樹脂は、成形可能な熱可塑性樹脂であれば特に制限はなく、例
えばポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン－プロピレンコポリマー、ポリスチレン、
ＡＢＳ、ＡＥＳ、ＡＳ、アクリル樹脂、ポリメチルベンゼン、ポリアミド、ポリエチレン
テレフタレート、ポリプチレンテレフタレート、ポリアリレート、ポリアセタール、ポリ
カーボネート、ポリフェニレンエーテル、ポリスルホン、ポリフェニレンスルフィド、ポ
リエーテルサルホン、ポリブタジエン等、又はこれらポリマーの共重合体、混合物、変性
物等があげられる。特に、アクリル樹脂、ポリスチレン、ＡＳ樹脂、ポリカーボネート等
の透明性の高い樹脂がより好ましい。なお、前記光透過性樹脂が、染料、顔料等によって
着色されていても何ら差し支えない。
【００９０】
　微小片９０は、核となる微粒子としてのガラスフレークを二酸化チタンでコーティング
したものであり、その粒径（最長部分）が０．０１～３ｍｍで、その厚さが１～３０μｍ
のものが使用される。なお、微小片９０としては、粒径及び厚さが上記範囲内のものに限
られることはないが、より効果的な装飾効果を出すためには上記範囲内のものがより好ま
しい。
【００９１】
　ガラスフレークの材質としては、通常熱可塑性樹脂に使用されるものであれば差し支え
なく、含アルカリガラス、低アルカリガラス、無アルカリガラスのいずれも用いることが
できる。
【００９２】
　また、二酸化チタンのコーティングに関しては、特に制限はなく、様々な方法を採用で
きる。例えば、無電解メッキによる方法があり、コーティングの膜厚は通常０．００００
１μｍ～１０μｍとなるのが好ましい。また、ガラスフレークの平滑面を確保するために
、全面を全てかつ均一にコーティングするのが好ましい。なお、このコーティングしたガ
ラスフレークの表面にゴールド、グリーン、ブルー、パープル等の反射色をコーティング
し、このガラスフレークに色調を付与するようにしてもよい。なお、コーティングする二
酸化チタンの膜厚の違いにより、例えば反射光の色調などが異なるようになっている。
【００９３】
　また、微小片９０の使用量は、あまりに少ないと奥行きのある色調が得られなくなり、
あまりに多いと物性に悪影響を及ぼすようになるので、熱可塑性樹脂１００重量部に対し
て０．０１～５重量部使用することが好ましい。
【００９４】
　さて、図４、図５及び図９に示すように、取付溝部４３、反射板６４、外カバー８１及
び内カバー８２は、それぞれ対応するようにその長手方向の略中央部がくびれた形状とな
っている。取付溝部４３のくびれ部分には、その底部より突出する円筒状の取付突部９３
が設けられている。反射板６４のくびれ部分には、取付突部９３を挿入可能な挿入孔９４
が形成されている。外カバー８１及び内カバー８２のくびれ部分には、それぞれ前後方向
に貫通する取付孔９５、９６が形成されている。従って、上述したように反射板６４、外
カバー８１及び内カバー８２は嵌合装着された状態では、挿入孔９４及び取付孔９５，９
６が前後方向に重なった状態となる。そして、反射板６４及び装飾カバー６５が取付溝部
４３に取付けられた際には、装飾カバー６５の前面方向から、外カバー８１のくびれ部分
に保持部材９７がはめ込まれる（図２等参照）。保持部材９７は、挿入孔９４及び取付孔
９５、９６を介して前記取付突部９３に差し込まれ、かつ、取付突部９３内で係止される
図示しない差込部を備えている。また、外カバー８１には、その長手方向の両端部におい
て係止部９８が設けられおり、この係止部９８が取付溝部４３の長手方向両端部に設けら
れた図示しない受部に係止される。これにより、装飾カバー６５等は取付溝部４３に安定
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して保持される。
【００９５】
　また、上記構成の下、上記反射板６４及び装飾カバー６５を取付ける際には、図９に示
すように、上記反射板６４、外カバー８１及び内カバー８２を嵌合装着した状態で前記取
付溝部４３に嵌め込む。
【００９６】
　そして、前記各ＬＥＤ６３がパチンコ機１の演出に伴って発光すると、各ＬＥＤ６３か
ら発せられた光は装飾カバー６５へ向かうとともに、一部は各反射突部７１によって、周
縁電飾部材６１の長手方向に沿った方向成分を持った反射光として反射される。このよう
な光は、装飾カバー６５（外カバー８１及び内カバー８２）に形成された各溝８３，８４
や、装飾カバー６５に含まれる微小片９０等によって、反射、屈折、干渉又は拡散しなが
ら装飾カバー６５を透過する。これにより、装飾カバー６５がキラキラ光るとともに、複
数のＬＥＤ６３の光が装飾カバー６５に沿って連なっているかのように遊技者に視認され
る。
【００９７】
　以上詳述したように、各ＬＥＤ６３から発せられた光を各反射突部７１によって、周縁
電飾部材６１の長手方向に沿った方向成分を持った反射光として反射させ、各反射突部７
１の両反射部７２からの反射光を各ＬＥＤ６３が設けられていない部分をつなぐ光とする
。こうすることにより、遊技者に対して、ＬＥＤ６３が設けられていない部分においても
、ＬＥＤ６３が発光しているように視認させることができる。従って、複数のＬＥＤ６３
による発光が断続的に見えるような不具合を低減することができる。また、このようにす
れば、ＬＥＤ６３自体の大きさ、遊技機におけるＬＥＤ６３の取付部分の面積、製造コス
ト等の関係で、比較的多くのＬＥＤ６３を遊技機に取付けることが困難である場合におい
ても、比較的少ないＬＥＤ６３で比較的多くＬＥＤ６３を設けたような効果を奏すること
ができる。その結果、ＬＥＤ６３の部品点数を減らすとともに、生産コストの削減を図る
ことができる。
【００９８】
　さらに、装飾カバー６５が外カバー８１及び内カバー８２を重ね合わせた複層構造とな
っていることから、装飾カバー６５に形成される複数の境界部分において光が反射したり
、屈折したりする。このため、光の干渉、拡散等の現象が起こり、装飾カバー６５を通し
て遊技者に視認される光の態様が遊技者の見る角度によって多様化することとなる。結果
として、装飾カバー６５による作用と、反射突部７１とによる作用との相乗作用により、
ＬＥＤ６３による演出効果がさらに高まる。
【００９９】
　外カバー８１及び内カバー８２は、複数の微小片９０が配合され、かつ、透光性のある
樹脂により形成され、その透光面にはそれぞれ凹凸を形作る溝８３，８４が形成されてい
る。このため、溝８３，８４や微小片９０により、光の反射、屈折、干渉、拡散等の現象
が起こり、遊技者の見る角度によって、遊技者に視認される光の態様が変化することとな
る。その結果、さらなる相乗作用が生まれ、ＬＥＤ６３による演出効果がさらに高まる。
【０１００】
　微小片９０の核となる微粒子としてガラスフレークを用いていることから、例えば核と
なる微粒子に透光性のないものを使用した場合に比べて、ＬＥＤ６３から発せられる光が
前記微粒子によって比較的妨げられにくくなっている。これにより、装飾カバー６５に斑
点状の影ができしまうような不具合の発生を低減することができる。
【０１０１】
　尚、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい。
【０１０２】
　（ａ）上記実施の形態では、複数の反射突部７１を反射板６４として一体形成している
。これに限らず、個々の反射突部を独立して取付けるような構成としてもよい。また、複
数の反射突部が取付溝部４３から突出するように形成された構成としてもよい。
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【０１０３】
　（ｂ）上記実施の形態では、反射板６４を、ガラス扉枠４の窓部４１周縁に設けられた
電飾部材６１に用いているが、これに限らず、その形状を変え、他の電飾部材に用いるよ
うにしてもよい。
【０１０４】
　（ｃ）上記実施の形態では、複数のＬＥＤ６３が窓部４１の周縁に沿って円弧状に配列
されているが、これに限らず、例えば複数のＬＥＤ６３を直線状に配列するような構成と
してもよい。
【０１０５】
　（ｄ）反射板６４は、樹脂とは異なる材質例えば金属等により形成されてもよい。
【０１０６】
　（ｅ）反射突部７１の形状は、上記実施の形態のものに限らず、例えば、周縁電飾部材
６１の長手方向の両端部近傍において、略三角錐形状の反射突部を設け、反射光の方向成
分にパチンコ機１の略中央部に向く方向成分が含まれるようにしてもよい。
【０１０７】
　（ｆ）装飾カバー６５は、外カバー８１と内カバー８２により構成された二層構造とな
っているが、これに限らず、三層以上の複層構造としてもよし、単層構造としてもよい。
【０１０８】
　（ｇ）外カバー８１及び内カバー８２は、複数の微小片９０が配合されていないものや
、凹凸としての溝８３，８４が形成されていないものでもよい。
【０１０９】
　（ｈ）上記実施の形態では、ガラス扉枠４にガラス４２を取付けているが、所定の透明
性を有していれば、ガラスに代えて樹脂板を採用してもよい。
【０１１０】
　（ｉ）上記実施の形態では、従来の遊技機に比べて、遊技領域及び窓部４１の領域が大
きくなったパチンコ機１に、本発明を適用している。これに限らず、従来のような遊技領
域や窓部等を有するパチンコ機等の遊技機にも適用できる。また、本発明は、上記実施の
形態とは異なる他のタイプのパチンコ機等の遊技機にも適用できる。従って、可変表示装
置９等のないパチンコ機や、他の役物を備えたパチンコ機、アレパチと称されるアレンジ
パチンコ機、雀球と称されるパチンコ機等の遊技機にも応用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面斜視図である。
【図２】一実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図３】ガラス扉枠を開放した状態における前面枠、遊技盤等を示す正面図である。
【図４】ガラス扉枠を示す正面図である。但し、右側の装飾カバー及び反射板が取り外さ
れているものである。
【図５】ガラス扉枠を示す正面図である。但し、右側の装飾カバーが取り外されているも
のである。
【図６】周縁電飾部材の部分拡大正面図である。
【図７】周縁電飾部材の一部の縦方向断面を示す図６のＡ－Ａ線部分断面図である。
【図８】周縁電飾部材の一部の横方向断面を示す図６のＢ－Ｂ線部分断面図である。
【図９】嵌合装着した反射板、外カバー及び内カバーを示すための背面図である。
【符号の説明】
　１…パチンコ遊技機、４…扉枠としてのガラス扉枠、５…遊技盤、４１…窓部、４３…
取付溝部、６１…周縁電飾部材、６３…発光手段としてのＬＥＤ、６４…反射体としての
反射板、６５…装飾カバー、７１…反射部材としての反射突部、７２…反射部、８１…外
カバー、８２…内カバー、８３，８４…溝、９０…微小片。
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