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(57)【要約】
【課題】遊技盤の遊技領域を効果的に照明可能な遊技機
を提供する。
【解決手段】裏ユニットには、透明板３１の裏面に当接
させた状態で固定される上固定部に、前方に開放すると
共に透明板３１に画成された遊技領域３４の内側に臨む
段差部７０を形成し、該段差部７０に、前方へ向けて光
を照射するＬＥＤ７２ａを有する右上部ＬＥＤ基板７２
を配設する。また、前記上固定部には、前方および段差
部７０側に開放すると共に該透明板３１に画成された遊
技領域３４の外側に臨む設置凹部７５が凹設されて、該
設置凹部７５に、段差部７０側へ向けて光を照射するＬ
ＥＤ７６ａを有する左上部ＬＥＤ基板７６を配設する。
一方、透明板３１には、右上部ＬＥＤ基板７２の前方に
対応して光透過性の枠状装飾体４３を配設すると共に、
遊技領域３４の外側に非光透過性の盤面飾り部材３５ｂ
を配設して左上部ＬＥＤ基板７６の前方に該盤面飾り部
材３５ｂが位置するよう構成した。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外郭をなす外枠に開閉可能に組付けられる中枠と、前記中枠に前後に開口するよう形成
された遊技盤保持部に着脱可能に配設された遊技盤と、前記遊技盤の裏側に配設され、該
遊技盤に形成した可視表示部を介して遊技盤の前側から視認可能な図柄表示装置とを備え
、前記遊技盤は、前面側に遊技領域が画成された透明板の裏側に、該透明板の裏面を覆う
裏ユニットを配設して構成された遊技機において、
　前記裏ユニットは、
　前記透明板に対向する対向面部および該対向面部の周縁部から透明板側に延出する画壁
部から前方に開放するよう形成された箱状本体と、
　前記箱状本体の画壁部から外方へ延出するよう形成され、前記透明板の裏面に当接させ
た状態で固定される固定部と、
　前記固定部に凹設されて前方に開放すると共に、該透明板に画成された前記遊技領域の
内側に臨む第１凹状部と、
　前記第１凹状部に配設され、前方へ向けて光を照射するＬＥＤを有する第１ＬＥＤ基板
と、
　前記固定部に凹設されて前方および前記第１凹状部側に開放すると共に、該透明板に画
成された前記遊技領域の外側に臨む第２凹状部と、
　前記第２凹状部に配設され、前記第１凹状部側へ向けて光を照射するＬＥＤを有する第
２ＬＥＤ基板とを備え、
　前記透明板には、前記第１ＬＥＤ基板の前方に対応して光透過性の装飾カバー部材が配
設されると共に、前記遊技領域の外側に非光透過性の盤面飾り部材が配設されて前記第２
ＬＥＤ基板の前方に該盤面飾り部材が位置するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第２ＬＥＤ基板は、前記ＬＥＤの実装面にコネクタ接続口が設けられると共に、該
実装面が前記第２凹状部に対向するよう配設される請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記透明板の裏面には、前記第１ＬＥＤ基板と対向する位置に光拡散シートが設けられ
て、該光拡散シートにより拡散された光が前記装飾カバー部材に照射されるよう構成した
請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１ＬＥＤ基板は、前記第１凹状部との対向面側にコネクタ接続口が設けられると
共に、該第１凹状部には、該コネクタ接続口に対応する位置に、前後に開口する窓口が開
設される請求項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、前面側に遊技球が流下可能な遊技領域が形成された透明板の裏側に、該透明
板の裏面を全面的に覆う裏ユニットを配設して遊技盤が構成される遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば遊技機の代表例の一つであるパチンコ機は、外郭をなす外枠に対して開閉可能に
支持された中枠に遊技盤を着脱可能に配設するよう構成されている。この遊技盤の盤面に
は、パチンコ球が打ち出される遊技領域が画成されると共に、該遊技盤の裏側に、各種図
柄を変動表示して図柄変動演出を行なう液晶パネルが用いられた図柄表示装置が配設され
、該遊技盤に形成した開口部等を介して図柄表示装置の表示面を前側から視認し得るよう
構成される。そして、この種のパチンコ機では、前記遊技盤の前面側に、前記遊技領域に
打ち出されたパチンコ球が入賞可能な入賞装置が配設され、該入賞装置へのパチンコ球の
入賞により図柄表示装置での図柄変動演出が開始されるよう構成されており、図柄変動演
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出の結果として図柄表示装置に所定の組合わせ(例えば同一図柄の三つ揃い等)で図柄が停
止すると、遊技者に有利な所謂大当りが発生するよう構成されている。
【０００３】
　また近年は、前記遊技盤を大型化すると共に、該遊技盤を、透明な合成樹脂製の透明板
と、この透明板の裏側に取り付けた裏ユニットとから構成して、該裏ユニットに大型の遊
技部品(例えば図柄表示装置や照明装置等)を配設することにより、遊技演出の多様化やイ
ンパクト、迫力の向上を図り、遊技の面白みを増大させるよう構成されたパチンコ機も提
案されている(例えば、特許文献１,２参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２３０６４３号公報
【特許文献２】特開２００４－３５１１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、遊技盤を大型化する場合には、前記中枠において遊技盤が占有する領域が増
大し、中枠側に設けられた各種構成部品との関係上、遊技盤側に配設される遊技部品の設
置スペースが制限される場合がある。例えば、パチンコ機に設けられる球皿等との位置関
係上、遊技盤を設置する遊技盤保持部を中枠の下方に拡げるには限界があり、遊技盤保持
部を中枠の上方位置へ拡げるよう構成することが求められる。この場合に、中枠の裏側上
部に位置する球タンクと遊技盤とが前後に重なる関係で位置することになるため、遊技盤
(特に遊技領域)の上部位置を照明する照明装置を設置することが困難で、遊技盤(遊技領
域)の上部位置の装飾性が低下することに繋がっていた。
【０００６】
　そこで本発明は、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、遊技盤の遊技領域を効果的に照明可能な遊技機を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る遊技機は、
　外郭をなす外枠(11)に開閉可能に組付けられる中枠(12)と、前記中枠(12)に前後に開口
するよう形成された遊技盤保持部(24)に着脱可能に配設された遊技盤(30)と、前記遊技盤
(30)の裏側に配設され、該遊技盤(30)に形成した開口部(60)を介して遊技盤(30)の前側か
ら視認可能な図柄表示装置(19)とを備え、前記遊技盤(30)は、前面側に遊技領域(34)が画
成された透明板(31)の裏側に、該透明板(31)の裏面を覆う裏ユニット(57)を配設して構成
された遊技機において、
　前記裏ユニット(57)は、
　前記透明板(31)に対向する対向面部(59)および該対向面部(59)の周縁部から透明板(31)
側に延出する画壁部(61a,61b,61c,61d)から前方に開放するよう形成された箱状本体(58)
と、
　前記箱状本体(58)の画壁部(61a,61b,61c,61d)から外方へ延出するよう形成され、前記
透明板(31)の裏面に当接させた状態で固定される固定部(62a,62b,62c,62d)と、
　前記固定部(62a,62b,62c,62d)に凹設されて前方に開放すると共に、該透明板(31)に画
成された前記遊技領域(34)の内側に臨む第１凹状部(70)と、
　前記第１凹状部(70)に配設され、前方へ向けて光を照射するＬＥＤ(72a)を有する第１
ＬＥＤ基板(72)と、
　前記固定部(62a,62b,62c,62d)に凹設されて前方および前記第１凹状部(70)側に開放す
ると共に、該透明板(31)に画成された前記遊技領域(34)の外側に臨む第２凹状部(75)と、
　前記第２凹状部(75)に配設され、前記第１凹状部(70)側へ向けて光を照射するＬＥＤ(7
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6a)を有する第２ＬＥＤ基板(76)とを備え、
　前記透明板(31)には、前記第１ＬＥＤ基板(72)の前方に対応して光透過性の装飾カバー
部材(43)が配設されると共に、前記遊技領域(34)の外側に非光透過性の盤面飾り部材(35b
)が配設されて前記第２ＬＥＤ基板(76)の前方に該盤面飾り部材(35b)が位置するよう構成
されたことを要旨とする。
【０００８】
　このように、裏ユニットの固定部に形成した第１凹状部に第１ＬＥＤ基板を配設して、
透明板において該第１ＬＥＤ基板の前側に対応する位置に光透過性の装飾カバー部材を配
設することで、第１ＬＥＤ基板に設けたＬＥＤを発光することで、透明板の遊技領域を照
明することができる。このように、前記裏ユニットの第１凹状部側に、装飾カバー部材を
配設しないことで、第１凹状部の前後寸法を第１ＬＥＤ基板を設置するだけの最小限とし
得る。また、第１ＬＥＤ基板の前側に透明板に設けた装飾カバー部材が位置することで、
該第１ＬＥＤ基板自体を前側から直接視認不能にでき、遊技盤の装飾性を低下することは
なく、また第１ＬＥＤ基板のＬＥＤの光が遊技者側に直接照射されて視認性を低下させる
こともない。更に、第２凹状部に配設された第２ＬＥＤが基板のＬＥＤの光を、遊技領域
の内側に位置する第１凹状部側の第１空間部に照射するよう構成したことで、該第２ＬＥ
Ｄ基板のＬＥＤを発光することで、透明板の遊技領域を後方から間接的に照明することが
できる。そして、前記第２ＬＥＤ基板に対応して装飾カバー部材を裏ユニットに設ける必
要がないから、第２凹状部の前後寸法を第２ＬＥＤ基板を設置するだけの最小限とし得る
。そして、第２ＬＥＤ基板の前方に対応して透明板に盤面飾り部材を配設したことで、第
２ＬＥＤ基板自体を前側から直接視認不能にでき、遊技盤の装飾性を低下することはなく
、また第２ＬＥＤ基板のＬＥＤの光が遊技者側に直接照射されて視認性を低下させる虞も
ない。
【０００９】
　請求項２に係る遊技機は、前記第２ＬＥＤ基板(76)は、前記ＬＥＤ(76a)の実装面にコ
ネクタ接続口(76c)が設けられると共に、該実装面が前記第２凹状部(75)に対向するよう
配設されることを要旨とする。
　このように、第２ＬＥＤ基板においてＬＥＤが実装される実装面にコネクタ接続口を設
けて、該実装面を第２凹状部に対向させることで、該第２ＬＥＤ基板において透明板との
対向面側を平らにできる。これにより、該第２ＬＥＤ基板をできる限り透明板に近づける
ことができ、第２凹状部の前後寸法を最小限に抑制できる。
【００１０】
　請求項３に係る遊技機は、前記透明板(31)の裏面には、前記第１ＬＥＤ基板(72)と対向
する位置に光拡散シート(54b)が設けられて、該光拡散シートにより拡散された光が前記
装飾カバー部材(43)に照射されるよう構成したことを要旨とする。
　このように、透明板の裏面において第１ＬＥＤ基板と対向する位置に光拡散シートを設
けることで、該第１ＬＥＤ基板のＬＥＤを発光した際の装飾効果を高めることができる。
更に、透明板において第１ＬＥＤ基板に最も近接する板裏面に光拡散シートを設けること
で、該第１ＬＥＤ基板が前側から視認されるのをより困難にできる。
【００１１】
　請求項４に係る遊技機は、前記第１ＬＥＤ基板(72)は、前記第１凹状部(70)との対向面
側にコネクタ接続口(72d)が設けられると共に、該第１凹状部(70)には、該コネクタ接続
口(72d)に対応する位置に、前後に開口する窓口(74)が開設されることを要旨とする。
　このように、第１ＬＥＤ基板に設けたコネクタ接続口に対するコネクタの接続状況を窓
口を介して容易に確認することができる。また、コネクタ接続口を第１ＬＥＤ基板の裏側
に設けることで、該コネクタ接続口を前側から視認不可能にし得ると共に、前記窓口を形
成することで、第１ＬＥＤ基板に設けたコネクタ接続口と第１凹状部との干渉を防止する
逃げ口として機能するから、当該第１ＬＥＤ基板を設置するために第１凹状部の前後寸法
を大きくする必要がなく、該第１凹状部の前後寸法を最小限に抑制できる。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、遊技盤の遊技領域を効果的に照明可能することが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機の正面図である。
【図２】実施例に係るパチンコ機から前枠と遊技盤を取り外した状態を示す正面図である
。
【図３】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図４】実施例に係る遊技盤と中枠の上枠部材との関係を示す側面図であって、遊技盤を
分解すると共に中枠の上枠部材を縦断した状態を示す。
【図５】実施例に係る透明板の正面図である。
【図６】実施例に係る裏ユニットに発光演出装置や可動演出装置を取り付けた状態を状態
を示す正面図である。
【図７】実施例に係る裏ユニットを示す正面図である。
【図８】実施例に係る裏ユニットに対して各ＬＥＤ基板を配設した状態を示す正面図であ
る。
【図９】(a)は透明板の上部位置を示す拡大図であって、(b)は透明板に設けた第２光拡散
部材と裏ユニットの上部ＬＥＤ基板との関係を示す拡大図である。
【図１０】実施例に係る裏ユニットにおける右上部ＬＥＤ基板の設置部近傍を拡大して示
す正面図であって、(a)は右上部ＬＥＤ基板を取り外した状態を示し、(b)は右上部ＬＥＤ
基板を取り付けた状態を示す。
【図１１】図９のＡ-Ａ線断面図である。
【図１２】実施例に係る裏ユニットにおける左上部ＬＥＤ基板の設置部近傍を拡大して示
す正面図であって、(a)は左上部ＬＥＤ基板を取り外した状態を示し、(b)は左上部ＬＥＤ
基板を取り付けた状態を示す。
【図１３】図９のＢ-Ｂ線断面図である。
【図１４】実施例に係る右側部発光演出装置を示す分解斜視図である。
【図１５】実施例に係る左側部発光演出装置を示す分解斜視図である。
【図１６】実施例に係る右側部発光演出装置の側部ＬＥＤ基板を示す正面図である。
【図１７】実施例に係る中央発光体カバーの正面図である。
【図１８】(a)は中央発光体カバーの平面図であって、(b)は中央発光体カバーの右側面図
である。
【図１９】実施例に係る中央発光体カバーを正面側から視た状態での分解斜視図である。
【図２０】実施例に係る中央発光体カバーを背面側から視た状態での分解斜視図である。
【図２１】(a)は環状部材におけるベース体の正面図であり、(b)は背面図である。
【図２２】(a)は環状部材におけるカバー体の正面図であり、(b)は背面図である。
【図２３】(a)は第１レンズ部材における第１レンズ体の正面図であり、(b)は背面図であ
る。
【図２４】(a)は第１レンズ部材における第２レンズ体の正面図であり、(b)は背面図であ
る。
【図２５】(a)は遮蔽部材の正面図であり、(b)は背面図である。
【図２６】(a)は外郭部材の正面図であり、(b)は背面図である。
【図２７】実施例に係る中央発光体カバーを分解した状態で示す縦断側面図である。
【図２８】実施例に係る中央発光体カバーの遮蔽部材および外郭部材と側部ＬＥＤ基板と
の関係を示す説明図である。
【図２９】実施例に係る右側部発光演出装置を中央発光体カバーの配設位置で縦断した断
面図である。
【図３０】実施例に係る上部発光体カバーの遮蔽部材と外郭部材とを示す斜視図である。
【図３１】実施例に係る上側発光演出装置を示す正面図である。
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【図３２】実施例に係る上側発光演出装置を正面側から視た状態で示す分解斜視図である
。
【図３３】実施例に係る上側発光演出装置を背面側から視た状態で示す分解斜視図である
。
【図３４】図３１のＣ-Ｃ線断面図である。
【図３５】図３１のＥ-Ｅ線断面図である。
【図３６】実施例に係る上側発光演出装置におけるベース部材と仕切り部材との関係を示
す背面図である
【図３７】図３１のＤ-Ｄ線で縦断した分解図である。
【図３８】図３１のＥ-Ｅ線で縦断した分解図である。
【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なうパ
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」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
３０(図３参照)を着脱可能に保持された本体枠としての中枠１２が開閉および着脱可能に
組み付けられて、該遊技盤３０の裏側に対して、各種図柄を変動表示可能な図柄表示装置
１９が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤３０を
透視保護するガラス板を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、前記前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿１
４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。ここで、前記上球受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成し
て中枠１２に対して開閉可能に組み付けるようにしてもよい。
【００１６】
(中枠について)
　図２に示すように、前記中枠１２は、上縁をなす上枠部材２０と、下縁をなし、スピー
カ１６や打球発射装置１７、操作ハンドル１８等が設置された下枠部材２１と、左側縁を
なす左枠部材２２と、右側縁をなす右枠部材２３とから構成されて、これら上下左右の枠
部材を組み付けた際に、全体が前記外枠１１の開口に整合する矩形枠状に形成される。そ
して、前記上下左右の枠部材２０,２１,２２,２３を組み付けた際に前後に開口する開口
部分が、前記遊技盤３０を設置する遊技盤保持部２４として機能する。ここで、前記中枠
１２は、前記外枠１１の左上端部および左下端部に設けられた支軸(図示せず)を介して枢
支され、左側端部を中心として中枠１２を回転させることで、該外枠１１に対して中枠１
２を開閉し得るようになっている。
【００１７】
　また、図２に示すように、前記左枠部材２２の開口内側(遊技盤保持部２４側)には、上
下に離間する位置に、前記遊技盤３０の左側端部を回転および着脱可能に保持する回転保
持具２５ａが複数(実施例では２個であるが、１個或いは３個以上であってもよい)設けら
れると共に、上下の枠部材における右端部(右枠部材２３側)に、固定位置および固定解除
位置に回転可能な固定具２５ｂが夫々設けられており、該固定具２５ｂにより遊技盤３０
の右側上下端部を中枠１２に固定し得るようになっている。
【００１８】
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　図２または図４に示すように、前記上枠部材２０の裏側には、設置枠台等に設けられた
外部球供給設備から供給されるパチンコ球を貯留する球タンク２６が、該上枠部材２０の
左右幅の略全幅に亘って設けられている。この球タンク２６は、図４に示すように、前記
遊技盤保持部２４に配設された遊技盤３０の裏側上部に重なるよう構成されており、遊技
盤３０の上下寸法を最大限大きくし得るようになっている。また、前記下枠部材２１の裏
側には、前記上下の球受け皿１４,１５に連通する球供給路および設置枠台に設けた球回
収樋に連通する球排出路が夫々形成されたセット部材(何れも図示せず)が配設されており
、該セット部材にパチンコ機１０の制御用の各種制御装置(図示せず)が配設されている。
なお、前記球タンク２６とセット部材とは、両部材間に架設された球通路ユニット２７(
図２参照)を介して連通接続されており、該球通路ユニット２７に配設された球払出し装
置(図示せず)の駆動により球タンク２６に供給されたパチンコ球を前記上下の球受け皿１
４,１５へ給出するよう構成されている。
【００１９】
(遊技盤について)
　前記中枠１２の遊技盤保持部２４に配設される前記遊技盤３０は、図４～図８に示すよ
うに、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なる平板状の透明板３
１と、該透明板３１の後面に組み付けられて前記図柄表示装置１９が着脱可能に配設され
ると共に上部および左右の側部発光演出装置８０,８１,１２０(後述)や可動演出装置１４
０,１４１が配設される不透明な合成樹脂材で形成された裏ユニット５７とから構成され
、該裏ユニット５７に形成された前後に開口する開口部６０(図７、または図８参照)を介
して図柄表示装置１９を前面側から視認し得るよう構成されている。ここで、裏ユニット
５７に形成される開口部６０は、該裏ユニット５７の上下および左右幅の大部分が開口す
る大型の開口である。なお、実施例の透明板３１は、アクリル樹脂により一定の厚み寸法
の平板状に形成されている。ここで、前記透明板３１および裏ユニット５７は、外郭形状
が略整合する大きさおよび形状に形成されて、該透明板３１と裏ユニット５７とを組み付
けた状態で透明板３１の後面を裏ユニット５７で全面的に覆うよう構成され、前側から遊
技盤３０(裏ユニット５７)の裏側を視認し得ないようになっている。
【００２０】
(透明板について)
　図３～図５に示すように、前記透明板３１の前面には、左方に膨出する円弧状に形成し
た案内レール３６が配設されると共に、該案内レール３６の右方位置に、左端縁を右方に
凹む円弧状に形成した第１の盤面飾り部材３５ａが配設されている。そして、前記案内レ
ール３６および第１の盤面飾り部材３５ａにより、パチンコ球が流下可能な遊技領域３４
が略円形状に画成される。また、前記透明板３１の前面には、前記案内レール３６の左上
外方(遊技領域３４の外側)に第２の盤面飾り部材３５ｂが配設されると共に、案内レール
３６の左下外方(遊技領域３４の外側)に第３の盤面飾り部材３５ｃが配設されている。前
記第１～第３の盤面飾り部材３５ａ～３５ｃの夫々は、不透明な合成樹脂材から形成され
ており、該第１～第３の盤面飾り部材３５ａ～３５ｃが配設された部分を除いた領域(す
なわち遊技領域３４内)において透明板３１の裏側(裏ユニット５７側)を視認し得るよう
構成されている。
【００２１】
　図３に示すように、前記案内レール３６は、透明板３１の盤面における外周近傍に設け
られ、帯状の金属薄板を円弧状に湾曲させた外レール３７と、該外レール３７の右方に離
間して設けられる内レール３８とから構成されている。ここで、前記外レール３７および
内レール３８は、１個のパチンコ球が通過し得る間隔で離間して透明板３１に設けられて
おり、該内外のレール３７,３８によりパチンコ球が通過可能な発射通路３６ａが画成さ
れている。なお、内レール３８は、透明板３１の左側の上部に開放端を臨ませるよう構成
され、打球発射装置１７から発射されたパチンコ球は、透明板３１の下側から発射通路３
６ａを通って内レール３８の開放端から遊技領域３４の左上部に打ち出されて、該遊技領
域３４内を流下するようになっている。
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【００２２】
　また、前記透明板３１には、前記裏ユニット５７に形成された開口部６０の前側に前後
に貫通する貫通口３１ａ(図５参照)が形成されており、該貫通口３１ａに対して前後に開
口する枠状の枠状装飾体(装飾カバー部材)４３(後述)が配設されている。すなわち、前記
裏ユニット５７の開口部６０から臨む前記図柄表示装置１９は、前記枠状装飾体４３にお
ける前後に開口する窓口４３ａを介して透明板３１の前側に露出して、該図柄表示装置１
９の表示面１９ａで展開される図柄変動演出を前側から視認し得るようになっている。ま
た、この枠状装飾体４３は、透明板３１より前面に突出する円弧状の庇状部４８(後述)が
備えられており、前記遊技領域３４に打ち出されたパチンコ球が枠状装飾体４３の窓口４
３ａを横切って流下(落下)するのを庇状部４８で規制している。
【００２３】
　また透明板３１の前面には、図５に示す如く、前記貫通口３１ａ(枠状装飾体４３の配
設位置)の下方位置において透明板３１の左右方向の略中央位置に、前後に開口する第１
装着口３２ａが開設されており、前記遊技領域３４を流下するパチンコ球が入賞可能な始
動入賞装置３９や特別入賞装置４０を該第１装着口３２ａに前側から挿通して透明板３１
に取り付け得るよう構成されている。実施例では、前記始動入賞装置３９の下方に特別入
賞装置４０が配設されている。そして、前記始動入賞装置３９の始動入賞口３９ａへのパ
チンコ球の入賞を契機として、所定数(例えば５個)のパチンコ球が賞球として前記上下の
球受け皿１４,１５に払い出されると共に前記図柄表示装置１９において図柄変動演出が
開始されるようになっている。そして、図柄変動演出の結果、図柄表示装置１９に所定の
図柄組み合わせ(例えば同一図柄の三つ揃い等)で図柄が停止表示されることで所謂「大当
り」が発生し、これにより特別入賞装置４０の開閉扉４０ａが開放されて特別入賞口(図
示せず)へのパチンコ球の入賞が許容され、該特別入賞口への入賞により多数の賞球を獲
得し得るようになっている。
【００２４】
　更に、前記透明板３１における前記第１装着口３２ａの左右側方には、前後に開口する
第２装着口３２ｂが夫々開設されて、各第２装着口３２ｂに普通入賞装置４１が取り付け
られている。そして、前記遊技領域３４を流下するパチンコ球が普通入賞装置４１の普通
入賞口４１ａに入賞することで、所定数(例えば個)のパチンコ球が賞球として前記上下の
球受け皿１４,１５に払い出されるようになっている。また、前記透明板３１における遊
技領域３４内の左側端部には、前記案内レール３６(内レール３８)の近傍に、前後に開口
する上側挿通口３３ａおよび下側挿通口３３ｂが開設されており、前記裏ユニット５７に
設けられた前記左側部発光演出装置８１の中央発光体カバー９２および下部発光体カバー
９３(何れも後述)が上下の挿通口３３ａ,３３ｂに臨んで、透明板３１の盤面より前方へ
突出するようになっている。なお、前記透明板３１には、前記各挿通口３３ａ,３３ｂの
開口縁に沿って延在する半筒状の保護カバー４２が取り付けられており、該挿通口３３ａ
,３３ｂに挿通されて透明板３１より前方へ突出する中央発光体カバー９２および下部発
光体カバー９３に、遊技領域３４を流下するパチンコ球が接触するのを防止すると共に、
該挿通口３３ａ,３３ｂから裏ユニット５７側にパチンコ球が進入するのを規制している
。
【００２５】
(枠状装飾体について)
　前記枠状装飾体４３は、図３に示すように、前後に窓口４３ａが開口する枠状に形成さ
れて、前記遊技盤３０に開設された貫通口３１ａに前側から取り付けられている。そして
、前記枠状装飾体４３を第１装着口３２ａに配設した際に、前記裏ユニット５７に形成し
た開口部６０が枠状装飾体４３の窓口４３ａ内で開口して、該窓口４３ａを介して裏ユニ
ット５７に設けた図柄表示装置１９を前側から視認し得るよう構成されている。なお、実
施例では、前記枠状本体部の窓口４３ａより裏ユニット５７の開口部６０の方が大きく形
成されて、該開口部６０を介して臨む図柄表示装置１９の一部が前記透明板３１に対向し
、該透明板３１を介して図柄表示装置１９を前側から視認されるようになっている。また
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、前記枠状装飾体４３の左側部には、前記遊技領域３４を流下するパチンコ球が通入可能
な球誘導部４４が設けられると共に、該装飾部材４９の下縁部(始動入賞装置３９の上方
位置)に、球誘導部４４を通過したパチンコ球を受け入れてパチンコ球の流下方向を変更
しつつ最終的に遊技領域３４内に排出するステージ４５が設けられている。
【００２６】
　ここで、前記枠状装飾体４３は、図３、図１１、図１３に示すように、前記透明板３１
に開設された前記貫通口３１ａに沿って延在する環状に形成され、該透明板３１の盤面に
ネジ固定される固定板４６と、該固定板４６から後方に突出し、前記貫通口３１ａ内に挿
入される内周壁４７と、該固定板４６から前方へ突出する前記庇状部４８とを備えた前後
に開口する枠状に形成されて、該開口が前記窓口４３ａとされる。すなわち、前記内周壁
４７を透明板３１の貫通口３１ａに対して前側から挿入すると共に、前記固定板４６を透
明板３１の前面に当接させて、該固定板４６を透明板３１にネジ止めすることで、前記枠
状装飾体４３が透明板３１に取り付けられる。ここで、前記庇状部４８は、前記固定板４
６の左側端部から上端部および右側端部に亘って延在するよう形成されて、前記遊技領域
３４を流下する過程で庇状部４８に接触したパチンコ球を、該庇状部４８に沿って前記枠
状装飾体４３の左右側方に誘導することで、前記窓口４３ａを横切ってパチンコ球が流下
しないようにしている。なお、実施例では、前記枠状装飾体４３の全体(固定板４６、内
周壁４７および庇状部４８)が有色または無色の光透過性の合成樹脂材により形成されて
、該枠状装飾体４３を介して裏ユニット５７を前側から視認し得るようになっている。
【００２７】
　また、図３に示すように、前記枠状装飾体４３には、前記庇状部４８の前端側に、前記
窓口４３ａの開口内側に延出する装飾部材４９が庇状部４８に沿って延在するよう設けら
れている。そして、前記装飾部材４９における窓口４３ａの上方位置に前側発光演出装置
５０が配設されている。なお、前記装飾部材４９は、前記枠状装飾体４３の右側部におい
て、前記窓口４３ａを前記図柄表示装置１９が臨む開口領域と、前記右側部発光演出装置
８０の中央発光体カバー９２および下部発光体カバー９３が臨む開口領域とに区切るよう
形成されている。
【００２８】
(前側発光演出装置について)
　前側発光演出装置５０は、図１１に示すように、前記装飾部材４９に取り付けられて取
付ベース５１と、該取付ベース５１に配設されて前方へ向けて光を照射するＬＥＤ５２ａ
を有する前側ＬＥＤ基板５２と、該取付ベース５１に配設されて前側ＬＥＤ基板５２の前
面を覆う光透過性の前側レンズ部材５３とを備え、前側ＬＥＤ基板５２に設けたＬＥＤ５
２ａからの光が前側レンズ部材５３を透過して機前方へ照射されるようになっている。な
お、前記前側ＬＥＤ基板５２は、前方に開口する光透過性の基板ケース５５に収容されて
、該基板ケース５５が取付ベース５１に固定される。
【００２９】
　前記取付ベース５１および前側レンズ部材５３は、図９または図１１に示すように、そ
の一部分が前記庇状部４８の外方(上方)へ突出するよう形成されて、前記固定板４６の前
方に離間した位置で対向するよう構成されている。また、前記裏ユニット５７には、前記
前側レンズ部材５３における突出部分５３ａの後方に位置するよう後述の右上部ＬＥＤ基
板(第１ＬＥＤ基板)７２が配設されている。ここで、前記取付ベース５１における前記庇
状部４８から突出した突出部分は、光透過性を有するよう形成されており、前記右上部Ｌ
ＥＤ基板７２のＬＥＤ７２ａを発光した際に、前記枠状装飾体４３(固定板４６)および取
付ベース５１を透過した光が前側レンズ部材５３の突出部分５３ａに照射されるようにな
っている(図１１参照)。すなわち、前記取付ベース５１に配設された前側ＬＥＤ基板５２
のＬＥＤ５２ａを発光させると共に、前記裏ユニット５７に設けた右上部ＬＥＤ基板７２
のＬＥＤ７２ａを発光させることで、前側レンズ部材５３の全体が明輝される。換言する
と、前記裏ユニット５７に配設される右上部ＬＥＤ基板７２は、前側発光演出装置５０の
一部も構成している。
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【００３０】
　また、図１１に示すように、前記前側レンズ部材５３の裏面には、前記前側ＬＥＤ基板
５２と対応する位置に第１光拡散部材５４ａが配設されて、該前側ＬＥＤ基板５２のＬＥ
Ｄ５２ａからの光を光透過性の第１光拡散部材５４ａで拡散して前側レンズ部材５３にお
ける取付ベース５１の内部に臨む部分(前側ＬＥＤ基板５２に対向する部分)を略均一に明
輝させ得るようになっている。更に、前記固定板４６の裏面には、前記前側レンズ部材５
３の突出部分５３ａと対向する位置に光透過性の第２光拡散部材５４ｂが設けられており
、前記裏ユニット５７に配設された右上部ＬＥＤ基板７２のＬＥＤ７２ａを発光した際に
、該第２光拡散部材５４ｂにより拡散された光が前記前側レンズ部材５３の突出部分５３
ａに照射されて、該突出部分５３ａを略均一に明輝させ得るよう構成されている。
【００３１】
　また、前記前側レンズ部材５３の突出部分５３ａに対応する前記取付ベース５１の上端
面５１ａは、透明な合成樹脂材により形成される。これにより、前記前側ＬＥＤ基板５２
のＬＥＤ５２ａからの光の一部が、前記取付ベース５１の上端面５１ａを透過して前側レ
ンズ部材５３の突出部分５３ａに照射されると共に、更に前記右上部ＬＥＤ基板７２のＬ
ＥＤ７２ａからの光の一部が、当該上端面５１ａおよび庇状部４８の夫々を透過して前側
レンズ部材５３の内部部分に照射されて、前側ＬＥＤ基板５２により光が照射される部分
と右上部ＬＥＤ基板７２により光が照射される部分との境界を不明瞭にして、前側レンズ
部材５３を全体的に略均一な明るさで明輝させ得るようになっている。
【００３２】
(裏ユニット５７について)
　前記裏ユニット５７は、図６～図８に示すように、前方に開口する矩形箱状に形成され
た箱状本体５８と、該箱状本体５８の開口前端部に形成されて当該箱状本体５８の開口外
側へ延出し、前記透明板３１の後面に当接する上下左右の固定部６２ａ,６２ｂ,６２ｃ,
６２ｄとから構成されており、該固定部６２ａ,６２ｂ,６２ｃ,６２ｄの外郭形状が前記
透明板３１の外郭形状に略整合する大きさおよび形状に形成されている。具体的には、前
記箱状本体５８は、前記透明板３１に対向する略矩形板状に形成された対向面部５９と、
該対向面部５９の各縁部から前方に延出する上下左右の画壁部６１ａ,６１ｂ,６１ｃ,６
１ｄとから前方に開口するよう形成されると共に、各画壁部６１ａ,６１ｂ,６１ｃ,６１
ｄの前端部から箱状本体５８の開口外側へ向けて延出するよう前記上下左右の固定部６２
ａ,６２ｂ,６２ｃ,６２ｄが形成されて、各固定部６２ａ,６２ｂ,６２ｃ,６２ｄを透明板
３１の後面に当接させた状態で透明板３１と裏ユニット５７とを固定することで遊技盤３
０が構成される。そして、前記透明板３１と箱状本体５８との間に、前記上部および左右
の側部発光演出装置８０,８１,１２０や可動演出装置１４０,１４１を設置する設置空間
が画成されるようになっている。なお、実施例では、前記対向面部５９における開口部６
０の上方位置に、左右に並んで２つの可動演出装置１４０,１４１が配設され、該対向面
部５９における開口部６０の左右側方に、左右の側部発光演出装置８０,８１が配設され
手いる。また、左側に位置する可動演出装置１４０の前面側には、上部発光演出装置１２
０が配設されている。
【００３３】
　ここで、実施例に係る透明板３１の厚み寸法は、略１０ｍに設定されると共に、前記固
定部６２ａ,６２ｂ,６２ｃ,６２ｄの厚み寸法は略９ｍｍに設定されて、遊技盤３０にお
ける端縁部の全体の厚み寸法が略１９ｍとなるよう構成される。すなわち、実施例に係る
遊技盤３０(透明板３１および固定部６２ａ,６２ｂ,６２ｃ,６２ｄ)の厚み寸法は、ベニ
ヤ等の木材により形成された従来の遊技盤３０の厚み寸法(略１９ｍ)と略同一になるよう
構成されて、前記中枠１２の遊技盤保持部２４や前記回転保持具２５ａの構成を変更する
ことなく実施例の遊技盤３０を遊技盤保持部２４に設置し得るようになっている。ここで
、図４に示すように、前記遊技盤３０を遊技盤保持部２４に設置した状態では、前記中枠
１２に設けられた前記球タンク２６の下方に前記箱状本体５８が近接位置すると共に、該
箱状本体５８の上面をなす画壁部(上画壁部)６１ａから上方に延出した固定部(上固定部)
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６２ａが近接位置するよう構成されて、遊技盤３０の上下の高さ寸法を大きくしている。
【００３４】
　そして、前記箱状本体５８における対向面部５９に、図７または図８に示すように、前
後に開口する前記開口部６０が開設されると共に、該対向面部５９の後面側に取り付けら
れた図柄表示装置１９が開口部６０に臨むようになっている。なお、前記箱状本体５８(
対向面部５９)の後面側には、前記図柄表示装置１９の下方位置に中継基板設置部６３が
形成されており、該中継基板設置部６３に設置された中継基板１５０に対して、前記透明
板３１に配設された各入賞装置３９,４０,４１や前側発光演出装置５０からの配線が接続
されると共に前記裏ユニット５７に配設された上部および左右側部の発光演出装置８０,
８１,１２０や可動演出装置１４０,１４１等からの配線が接続されている。この中継基板
１５０には、前記中枠１２の裏側に配設した制御装置からの配線が接続されており、前記
各入賞装置３９,４０,４１、各発光演出装置５０,８０,８１,１２０、可動演出装置１４
０,１４１の各装置を対応の制御装置からの制御信号に基づいて制御し得るようになって
いる。
【００３５】
(上部ＬＥＤ基板について)
　図６～図８に示すように、前記裏ユニット５７における前記上固定部６２ａの前面には
、前方および下方に開放する段差部(第１凹状部)７０が凹設されている。前記段差部７０
の上端縁は、透明板３１と裏ユニット５７とを組み付けた状態で、前記透明板３１に配設
された前記外レール３７と前後に略整合する位置に設けられると共に、該外レール３７に
倣った上方に膨出する円弧状に形成されており、段差部７０の略全体が透明板３１の裏側
から遊技領域３４の内側に臨むようになっている。そして、前記段差部７０の右端部に、
前記右上部ＬＥＤ基板７２を設置する設置部７１(図７参照)が形成されている。
【００３６】
　この設置部７１は、図７または図１０に示すように、前方へ突出する基板位置決め突部
７１ａが左右方向に離間して設けられると共に、前端部にネジ孔７１ｃを有するネジ固定
突部７１ｂが設けられており、右上部ＬＥＤ基板７２に形成した基板位置決め孔７２ｂに
基板位置決め突部７１ａを挿通して、該右上部ＬＥＤ基板７２に形成した通孔７２ｃに挿
通したネジをネジ固定突部７１ｂのネジ孔７１ｃに螺挿することで、右上部ＬＥＤ基板７
２が設置部７１(段差部７０)に取り付けられるようになっている。ここで、前記右上部Ｌ
ＥＤ基板７２は、ＬＥＤ７２ａが実装された実装面を前面側に向けた姿勢で前記設置部７
１に取り付けられると共に、該段差部７０と対向する裏面の右端部にコネクタ接続口７２
ｄが設けられている。また、前記上固定部６２ａ(段差部７０)には、前記右上部ＬＥＤ基
板７２のコネクタ接続口７２ｄと対応する位置に、該コネクタ接続口７２ｄを挿入可能な
コネクタ露出孔(窓口)７４が前後に開口するよう形成されている。すなわち、コネクタ露
出孔７４を形成することで、前記右上部ＬＥＤ基板７２のコネクタ接続口７２ｄがコネク
タ露出孔７４に挿入されて上固定部６２ａ(段差部７０)に干渉するのを防止すると共に、
当該コネクタ接続口７２ｄに対する配線ＨＡ１の接続状態を裏ユニット５７の裏側から確
認し得るよう構成されている。
【００３７】
　ここで、図９または図１１に示すように、前記右上部ＬＥＤ基板７２は、前記設置部７
１に取り付けた状態で前記枠状装飾体４３の固定板４６に設けられた前記第２光拡散部材
５４ｂの後方に位置し、右上部ＬＥＤ基板７２において前記前側発光演出装置５０の前側
レンズ部材５３(突出部分５３ａ)と対向する部位の前面略全体が第２光拡散部材５４ｂに
より覆われている(図９(b)参照)。これにより、透明板３１の前側から右上部ＬＥＤ基板
７２が直接視認されるのを防止すると共に、該右上部ＬＥＤ基板７２のＬＥＤ７２ａから
の光を、該第２光拡散部材５４ｂにより拡散して前記前側レンズ部材５３の突出部分５３
ａに照射し得るようになっている。また、前記上固定部６２ａの右端部側には、前記右上
部ＬＥＤ基板７２のコネクタ接続口７２ｄに接続した配線ＨＡ１を挿通する第１の配線埋
込み溝７３が前記段差部７０および箱状本体５８の内側に開口するよう形成されている。
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そして、前記右上部ＬＥＤ基板７２のコネクタ接続口７２ｄに接続した配線ＨＡ１を、前
記第１の配線埋込み溝７３を介して箱状本体５８の右上部に導出して、前記右側部発光演
出装置８０の右側部ＬＥＤ基板８２(後述)に接続するよう構成されている。なお、前記第
１の配線埋込み溝７３には、延在方向に離間する複数箇所に配線止め７３ａが突設されて
おり、該第１の配線埋込み溝７３に挿通された配線ＨＡ１を溝内に保持して、前記透明板
３１と裏ユニット５７(上固定部６２ａ)との間に配線ＨＡ１が噛み込まれるのを防止して
いる。
【００３８】
　また、図７または図１２に示すように、前記上固定部６２ａの左端部側には、前記段差
部７０の外側位置に、前方および段差部７０側に開放する設置凹部(第２凹状部)７５が凹
設されており、該設置凹部７５に左上部ＬＥＤ基板(第２ＬＥＤ基板)７６が設置されてい
る。この左上部ＬＥＤ基板７６は、該基板７６に形成した通孔７６ｂに挿通したネジを、
前記設置凹部７５に形成されたネジ固定突部７５ａのネジ孔７５ｂに螺挿することで固定
される。ここで、前記左上部ＬＥＤ基板７６は、ＬＥＤ７６ａが実装された実装面を設置
凹部７５(上固定部６２ａ)に対向させた姿勢で取り付けられる。そして、図１３に示すよ
うに、前記左上部ＬＥＤ基板７６には、前記左上部ＬＥＤ基板７６と設置凹部７５との間
に画成されるスリット状開口７７に向けて光を照射する姿勢で前記ＬＥＤ７６ａが実装さ
れており、該ＬＥＤ７６ａからの光がスリット状開口７７を介して前記段差部７０に照射
されるようになっている。すなわち、前記左上部ＬＥＤ基板７６のＬＥＤ７６ａを発光す
ることで、前記段差部７０の左側が照明される。ここで、前述のように、前記透明板３１
の裏側において前記段差部７０の略全体が遊技領域３４の内側に位置していることから、
前記左上部ＬＥＤ基板７６のＬＥＤ７６ａの発光により、遊技領域３４の左上部位置を照
明し得るようになっている。
【００３９】
　また、図９に示すように、前述のように、前記透明板３１に配設された前記外レール３
７と前後に略整合する位置に前記段差部７０の上端縁が位置している。従って、前記設置
凹部７５は、透明板３１における遊技領域３４外側の左上方に設けられた前記第２の盤面
飾り部材３５ｂと前後に重なるよう構成されており、前記左上部ＬＥＤ基板７６の前側が
第２の盤面飾り部材３５ｂにより覆われて透明板３１の前側から視認し得ないようになっ
ている。また、前記左上部ＬＥＤ基板７６には、実装面(設置凹部７５との対向面)の左端
部にコネクタ接続口７６ｃが設けられると共に、前記上固定部６２ａの左端部には、前記
設置凹部７５および箱状本体５８の内側に開口する第２の配線埋込み溝７８が形成されて
いる。これにより、裏ユニット５７の上固定部６２ａに形成される設置凹部７５の前後の
深さ寸法を小さくでき、前後の厚みの小さいに上固定部６２ａに対して左上部ＬＥＤ基板
７６を設置し得る。そして、前記左上部ＬＥＤ基板７６のコネクタ接続口７６ｃに接続さ
れた配線ＨＡ２を、該第２の配線埋込み溝７８を介して箱状本体５８の左上部に導出して
、前記左側部発光演出装置８１を構成する側部ＬＥＤ基板８２に接続するようになってい
る。
【００４０】
(左右の側部発光演出装置について)
　次に、前記左右の側部発光演出装置８０,８１につき説明する。なお、左右の側部発光
演出装置８０,８１は、基本的構成が左右対称となるよう形成されているので、右側部発
光演出装置８０の構成に関して詳細に説明し、左側部発光演出装置８１に関しては同一の
符号を付して詳細な説明は省略する。前記右側部発光演出装置８０は、図６、図８、図１
４、図１５に示すように、前記裏ユニット５７(箱状本体５８)における対向面部５９の開
口部６０の右側前面(左側部発光演出装置８１では対向面部５９における開口部６０の左
側前面)に配設され、前方へ光を照射する複数のＬＥＤ８２ａ,８２ｂ,８２ｃが実装され
た側部ＬＥＤ基板８２と、該側部ＬＥＤ基板８２の前側に配設される複数の発光体カバー
９１,９２,９３,９４とから構成されて、該側部ＬＥＤ基板８２のＬＥＤ８２ａ,８２ｂ,
８２ｃを発光することで、各発光体カバー９１,９２,９３,９４が明輝されるようになっ
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ている。ここで、前記側部ＬＥＤ基板８２は、前記裏ユニット５７に配設した際に、前記
対向面部５９の上下方向の略全長に亘って延在するよう形成されて、該対向面部５９にお
ける開口部６０の右側前面(左側部発光演出装置８１では対向面部５９の開口部６０の左
側前面)の略全面を覆うよう構成されている(図８参照)。なお、前記側部ＬＥＤ基板８２
には、各発光体カバー９１,９２,９３,９４に形成された突出部１１５(後述)を挿通する
嵌合孔部８２ｄが複数箇所に形成されている。
【００４１】
　前記右側部発光演出装置８０における側部ＬＥＤ基板８２の前面上部には、図８または
図１４に示すように、前記右上部ＬＥＤ基板７２からの配線ＨＡ１および前記右側の可動
演出装置１４１に設けられたＬＥＤ基板(図示せず)からの配線ＨＡ３が接続される第１の
コネクタ接続口８４が設けられると共に、該側部ＬＥＤ基板８２の裏面下部には、前記裏
ユニット５７に設けられた中継基板１５０からの配線が接続される第２のコネクタ接続口
８５が設けられている。すなわち、前記右側部発光演出装置８０の側部ＬＥＤ基板８２は
、前記右上部ＬＥＤ基板７２および可動演出装置１４１のＬＥＤ基板を中継基板１５０に
中継接続する基板として機能している。同様に、前記左側部発光演出装置８１における側
部ＬＥＤ基板８２の前面上部には、前記左上部ＬＥＤ基板７６からの配線ＨＡ２および前
記上部発光演出装置１２０に設けられたＬＥＤ基板(後述)からの配線ＨＡ４が接続される
第３のコネクタ接続口８６が設けられると共に、該側部ＬＥＤ基板８２の裏面下部には、
前記中継基板１５０からの配線が接続される第４のコネクタ接続口８７が設けられている
。すなわち、前記左側部発光演出装置８１の側部ＬＥＤ基板８２は、前記左上部ＬＥＤ基
板７６および上部発光演出装置１２０のＬＥＤ基板を中継基板１５０に中継接続する基板
としての機能を具備している。
【００４２】
　ここで、図１６に示すように、前記側部ＬＥＤ基板８２に実装されるＬＥＤ８２ａ,８
２ｂ,８２ｃは、該基板８２の実装面に円周方向に離間して配列された複数の第１ＬＥＤ
８２ａと、該複数の第１ＬＥＤ８２ａにより囲まれる円周内側に配置された複数の第２Ｌ
ＥＤ８２ｂと、複数の第１ＬＥＤ８２ａにより囲まれる円周外側に配置された複数の第３
ＬＥＤ８２ｃとから構成されている。そして、前記第１および第２ＬＥＤ８２ａ,８２ｂ
からなる発光体群ＨＧが側部ＬＥＤ基板８２上に複数(実施例では上下方向に離間して３
つ)設けられており、各発光体群ＨＧ毎に独立して設けられた発光体カバー９１,９２,９
３により覆われている。なお、実施例において、各発光体群ＨＧを構成する複数の第２Ｌ
ＥＤ８２ｂは、対応の第１ＬＥＤ８２ａがなす円周と同心円状になるよう配列されている
。また、以下の説明において、前記側部ＬＥＤ基板８２の上方に設けられた発光体群ＨＧ
を覆う発光体カバーを上部発光体カバー９１と指称し、該基板８２の略中央に設けられた
発光体群ＨＧを覆う発光体カバーを中央発光体カバー９２と指称し、当該基板８２の下方
に設けられた発光体群ＨＧを覆う発光体カバーを下部発光体カバー９３と指称するものと
する。
【００４３】
　なお、前記第３ＬＥＤ８２ｃは、前記上部発光体カバー９１の上方位置、該上部発光体
カバー９１と中央発光体カバー９２との間、中央発光体カバー９２と下部発光体カバー９
３との間、下部発光体カバー９３の下方位置の夫々に実装されており、該第３ＬＥＤ８２
ｃの前側を独立した発光体カバー９４により覆うようになっている。すなわち、前記側部
ＬＥＤ基板８２の実装面は、その略全面が発光体カバー９１,９２,９３,９４により覆わ
れている(図１４または図１５参照)。
【００４４】
(中央発光体カバー９２について)
　次に、前記中央発光体カバー９２および下部発光体カバー９３につき説明する。ここで
、前記中央発光体カバー９２と下部発光体カバー９３とは、基本的な構成が共通している
ので、中央発光体カバー９２について説明し、下部発光体カバー９３に関しては同一の機
能を有する部材に対して同一の符号を付して詳細な説明は省略する。図１７～図２９に示
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すように、中央発光体カバー９２は、前記側部ＬＥＤ基板８２の上下方向の略中央の位置
に設けられた発光体群ＨＧを構成する第１ＬＥＤ８２ａの前方に対向位置すると共に、前
後方向に取付孔部９５ａが開口する光透過性の環状部材９５と、該環状部材９５の取付孔
部９５ａに配設され、側部ＬＥＤ基板８２の上下方向の略中央の位置に設けられた発光体
群ＨＧを構成する第２ＬＥＤ８２ｂの前方に対向位置する第１レンズ部材１０２と、該第
１レンズ部材１０２の裏側に配設され、当該第１レンズ部材１０２の外周縁に沿って延在
する非光透過性の遮蔽部材１１０と、環状部材９５の外周縁に沿って延在し、遮蔽部材１
１０を囲繞する外郭部材１１３とから基本的に構成されて、環状部材９５と外郭部材１１
３とを固定することで、両部材９５,１１３間に第１レンズ部材１０２および遮蔽部材１
１０の夫々が挟持されるようになっている。なお、中央発光体カバー９２の環状部材９５
は、一部が切り欠かれた環状に形成されて、前記取付孔部９５ａが側方に開放するように
なっている。
【００４５】
(環状部材９５について)
　前記環状部材９５は、図２１または図２２、図２７に示すように、光透過性の合成樹脂
材により略環状に形成された光透過性のベース体９６と、該ベース体９６に略整合する略
環状に形成されて、当該ベース体９６の前面に組み付けられる非光透過性のカバー体９９
とから構成されている。前記ベース体９６は、略環状に形成された平板部９７の内周縁側
から前方および径方向内方へ突出する環状段部９８が形成されて、該環状段部９８の内周
縁が前記取付孔部９５ａを画成するようになっている。そして、前記ベース体９６の平板
部９７には、前後に貫通する挿通孔９７ａが周方向に離間して複数(実施例では３つ)形成
されている。また、前記環状段部９８の前面には、周方向に離間する位置に前方へ突出す
る突出片９８ａが放射状に複数形成されると共に、該環状段部９８の後面には、周方向に
離間する複数箇所(実施例では２箇所)に、前記第１レンズ部材１０２を環状部材９５に対
して位置決めする第１の位置決め突片９８ｂが後方へ突出するよう形成されている。
【００４６】
　また、図２２に示すように、前記カバー体９９は、前記ベース体９６における平板部９
７の前面に略整合する基部１００の内周縁側に、径方向内側へ突出する被覆片１００ａが
周方向に離間する位置に放射状に複数形成されている。前記基部１００の後面には、周方
向に離間する複数位置(実施例では３箇所)に、後端部にネジ孔１００ｃを形成した連結突
部１００ｂが後方へ突出するよう形成されており、各連結突部１００ｂを前記ベース体９
６(平板部９７)の挿通孔９７ａに挿通することで、ベース体９６およびカバー体９９が所
定の位置に位置決めされる。また前記カバー体９９における基部１００の外周面には、周
方向に離間する位置に、前後に開口する複数の凹部(以下、外周凹部１００ｄという)が形
成されている。ここで、前記ベース体９６とカバー体９９とを組み付けた状態では、ベー
ス体９６に形成された周方向に離間位置する各突出片９８ａの間に、カバー体９９の被覆
片１００ａが嵌合するよう構成されている。すなわち、前記環状部材９５は、前記カバー
体９９の被覆片１００ａの間からベース体９６の突出片９８ａが露出すると共に、当該カ
バー体９９の外周凹部１００ｄからベース体９６の平板部９７の外周部分が露出するよう
構成されており(図１７または図１８参照)、第１ＬＥＤ８２ａを発光させた際に、カバー
体９９から露出するベース体９６の突出片９８ａおよび外周部分が明輝されるようになっ
ている。
【００４７】
(第１レンズ部材１０２)
　前記第１レンズ部材１０２は、図１９、図２０、図２３、図２４、図２７に示すように
、前記環状部材９５の取付孔部９５ａに臨む第１レンズ体１０３と、該第１レンズ体１０
３の後端部に配設される第２レンズ体１０７とを備えた二重構造とされている。前記第１
レンズ体１０３は、前記環状部材９５(ベース体９６)の内周縁に略整合する筒状部１０４
と、該筒状部１０４の前端部に連設して前方へ球面状に膨出するレンズ部１０５とから形
成されて、該筒状部１０４を環状部材９５(ベース体９６)の取付孔部９５ａに後方から挿
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入し得るよう構成されている。また、前記筒状部１０４の外周面には、前後方向に延在す
る突条部１０６ｂが周方向に離間する複数箇所(実施例では３箇所)に形成されており、該
筒状部１０４を環状部材９５(ベース体９６)の取付孔部９５ａに後方から挿入した際に、
環状段部９８の後面に突条部１０６ｂが当接するようになっている。更に、前記筒状部１
０４の外周面には、径方向外方へ突出する支持片１０６が後端部に形成されると共に、前
記環状部材９５(ベース体９６)の環状段部９８に形成された前記第１の位置決め突片９８
ｂと対応する位置に、該第１の位置決め突片９８ｂに嵌合する第１の位置決め凹部１０６
ａが形成されている。
【００４８】
　すなわち、前記環状部材９５(ベース体９６)の取付孔部９５ａに後方から挿入した第１
レンズ体１０３の突条部１０６ｂを環状部材９５(環状段差部７０)に当接させると共に、
前記第１の位置決め突片９８ｂを第１の位置決め凹部１０６ａに嵌合させることで、該環
状部材９５(ベース体９６)に対して第１レンズ体１０３が位置決めされるようになってい
る。また、前記筒状部１０４の後端部側の内周面には、周方向に離間する複数箇所(実施
例では２箇所)に、前記第２レンズ体１０７および遮蔽部材１１０を位置決めする第２の
位置決め突片１０４ａが径方向内方に突出するよう形成されている。
【００４９】
　前記第２レンズ体１０７は、図２４に示すように、前記第１レンズ体１０３の筒状部１
０４の内側に挿入可能な円板状に形成されると共に、該筒状部１０４に形成した前記第２
の位置決め突片１０４ａと対応する位置に、該第２の位置決め突片１０４ａに嵌合する位
置決め用切欠部１０７ａが夫々形成されている。すなわち、前記第１レンズ体１０３の筒
状部１０４に後方から挿入した第２レンズ体１０７を、前記筒状部１０４に形成した段部
１０４ｂの端部に当接させると共に、前記第２の位置決め突片１０４ａを位置決め用切欠
部１０７ａに嵌合させることで、該第１レンズ体１０３に対して第２レンズ体１０７が位
置決めされるようになっている。なお、前記第２の位置決め突片１０４ａの前後寸法は、
第２レンズ体１０７の厚みよりも大きく設定されており、第１レンズ体１０３と第２レン
ズ体１０７とを組み付けた際に、該第２レンズ体１０７の後方まで第２の位置決め突片１
０４ａが延在している。
【００５０】
　なお、前記第２レンズ体１０７は、前記環状部材９５の取付孔部９５ａに略合致する形
状に形成されて、該取付孔部９５ａの全体を第２レンズ体１０７で覆うよう構成される一
方で、前記第１レンズ体１０３は、該取付孔部９５ａの一部を覆うよう構成されており、
正面視において第１レンズ体１０３から第２レンズ体１０７が露出するようになっている
。すなわち、第２レンズ体１０７が透明板３１の裏面に直接対向して、前面側から第２レ
ンズ体１０７を視認し得る。
【００５１】
　また、前記第１レンズ体１０３のレンズ部１０５と第２レンズ体１０７の夫々には、正
面視において略合致する識別情報が形成されており、中央発光体カバー９２を目視する角
度によって第１レンズ体１０３(レンズ部１０５)および第２レンズ体１０７に設けられた
識別情報が１つの像として視認されたり二重の像として視認されて、遊技盤３０の装飾性
を向上している。なお、第１レンズ体１０３(レンズ部１０５)および第２レンズ体１０７
に形成される識別情報としては、仮名文字や欧文字等の文字や数字、記号、その他識別可
能な図形等が挙げられ、視覚を通じて知覚され得るものであれば何れのものであってもよ
い。
【００５２】
(遮蔽部材１１０について)
　図１９、図２０、図２５に示すように、前記遮蔽部材１１０は、前記第１レンズ部材１
０２における第１レンズ体１０３の筒状部１０４内側に挿入可能な環状の部材であって、
該第１レンズ体１０３に形成された前記第２の位置決め突片１０４ａと対応する位置に、
該第２の位置決め突片１０４ａに嵌合する第２の位置決め凹部１１０ａが形成されている
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。すなわち、前記第１レンズ体１０３の筒状部１０４に遮蔽部材１１０を後方から挿入し
て、該遮蔽部材１１０の前端部を筒状部１０４に内挿された第２レンズ体１０７に当接さ
せると共に、第２の位置決め突片１０４ａを第２の位置決め凹部１１０ａに嵌合させるこ
とで、該第１レンズ部材１０２に対して遮蔽部材１１０が位置決めされるようになってい
る。すなわち、前記第２レンズ体１０７は、前記第１レンズ体１０３と遮蔽部材１１０と
の間に挟み込まれる。ここで、前記第１レンズ部材１０２の第２レンズ体１０７と遮蔽部
材１１０との間には、該第２レンズ体１０７に整合する形状に形成された第１の光拡散シ
ート１１８が配設されて、該第１の光拡散シート１１８が第１レンズ部材１０２(第２レ
ンズ体１０７)と遮蔽部材１１０との間に挟み込まれるよう構成されている。なお、前記
第１の光拡散シート１１８には、前記第２の位置決め突片１０４ａと対応する位置が切り
欠かれており、該第１の光拡散シート１１８の切欠き１１８ａを第２の位置決め突片１０
４ａに嵌合することで、第１の光拡散シート１１８が第１レンズ部材１０２(第１レンズ
体１０３)に対して位置決めされるようになっている。
【００５３】
　また、前記遮蔽部材１１０の外周面には、図２５に示すように、該遮蔽部材１１０の周
方向に離間する複数箇所(実施例では３箇所)に、前記外郭部材１１３を位置決めする第１
の支持突片１１１が径方向外方へ突出すよう形成されている。なお、前記各第１の支持突
片１１１は、前記環状部材９５の連結突部１００ｂと対応する位置に設けられる。ここで
、前記第１レンズ部材１０２に対して遮蔽部材１１０を組み付けた際に、前記各第１の支
持突片１１１の前端部が前記第１レンズ体１０３の支持片１０６の後端部に当接して、該
支持片１０６が前記環状部材９５(ベース体９６)と第１の支持突片１１１との間に挟み込
まれるようになっている。また、前記第１の支持突片１１１の突出端部には、径方向外方
および後方に開口する係合段部１１１ａが形成されており、前記外郭部材１１３の第１の
受け部１１６(後述)と係合するよう構成されている。
【００５４】
(外郭部材１１３について)
　前記外郭部材１１３は、図１９、図２０、図２６に示すように、前記環状部材９５の外
周縁に沿って延在する環状に形成されて、前記遮蔽部材１１０の外周側に所定間隔離間し
て位置するよう構成される。前記外郭部材１１３には、前記環状部材９５(カバー体９９)
の連結突部１００ｂと対応する位置に、内方(遮蔽部材１１０側)に突出する固定板１１４
が形成されると共に、該固定板１１４の前面側に、対応の連結突部１００ｂが嵌合する嵌
合凹部１１４ａが形成されている。前記固定板１１４には、前記連結突部１００ｂのネジ
孔１００ｃと前後に整合する位置に通孔１１４ｂが形成されており、該固定板１１４の嵌
合凹部１１４ａに各連結突部１００ｂを嵌合して位置決めしたもとで、各固定板１１４の
通孔１１４ｂに挿通したネジを対応の連結突部１００ｂのネジ孔１００ｃに螺挿すること
で、環状部材９５と外郭部材１１３とが固定されるようになっている。
【００５５】
　また、図２６に示すように、前記外郭部材１１３の各固定板１１４には、前記遮蔽部材
１１０の各第１の支持突片１１１を当接支持する第１の受け部１１６が内方(遮蔽部材１
１０側)に突出するよう形成されている。各第１の受け部１１６には、第１の支持突片１
１１の係合段部１１１ａが嵌合可能な嵌合溝部１１６ａが径方向に延在するよう形成され
ており、各第１の受け部１１６の嵌合溝部１１６ａに対応の係合段部１１１ａを嵌合させ
ることで、該第１の支持突片１１１が前記第１レンズ部材１０２(第１レンズ体１０３)の
支持片１０６と第１の受け部１１６との間に挟み込まれるようになっている。また、前記
第１の受け部１１６の嵌合溝部１１６ａに第１の支持突片１１１の係合段部１１１ａが嵌
合することで、前記遮蔽部材１１０の周方向への移動および該遮蔽部材１１０の第１レン
ズ部材１０２から離間する方向(後方)への移動が規制される。また、嵌合溝部１１６ａに
係合段部１１１ａを嵌合させることで、前記第１の受け部１１６の突出端部が第１の支持
突片１１１の係合段部１１１ａに当接して、前記遮蔽部材１１０の径方向への移動を規制
し、外郭部材１１３に対して遮蔽部材１１０が所定位置に位置決め固定されるようになっ
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ている。
【００５６】
　すなわち、前記環状部材９５のカバー体９９と外郭部材１１３の固定板１１４とを固定
することで、前記第１レンズ部材１０２の第１レンズ体１０３(支持片１０６)が環状部材
９５(ベース体９６)および遮蔽部材１１０(第１の支持突片１１１)により挟持され、第１
レンズ部材１０２の第２レンズ体１０７が第１レンズ体１０３および遮蔽部材１１０によ
り挟持され、当該遮蔽部材１１０が第１レンズ部材１０２および外郭部材１１３(第１の
受け部１１６)により挟持されて、前記中央発光体カバー９２を単一のユニット部材とし
て取り扱い得るようになっている。また、前記外郭部材１１３における周方向に離間する
位置には、該外郭部材１１３の後端部より後方へ突出する突出部１１５が複数(実施例で
は２つ)形成されており、該突出部１１５を前記側部ＬＥＤ基板８２の嵌合孔部８２ｄに
嵌合した状態で、裏ユニット５７の裏側から突出部１１５のネジ孔１００ｃにネジを螺挿
することにより、前記中央発光体カバー９２が裏ユニット５７に固定される。
【００５７】
　ここで、図２８、図２９に示すように、前記中央発光体カバー９２を前記裏ユニット５
７に固定した際に、前記遮蔽部材１１０および外郭部材１１３の夫々の後端部が側部ＬＥ
Ｄ基板８２の前面に近接するようになっている。すなわち、前記右側部発光演出装置８０
における中央発光体カバー９２の内部には、前記環状部材９５、遮蔽部材１１０、外郭部
材１１３および側部ＬＥＤ基板８２の夫々により囲まれた外周領域と、前記第１レンズ部
材１０２、遮蔽部材１１０および側部ＬＥＤ基板８２の夫々により囲まれた内部領域とが
画成される。そして、前記遮蔽部材１１０と外郭部材１１３との間に画成される前記外周
領域に、前記側部ＬＥＤ基板８２上の各第１ＬＥＤ８２ａが収容されると共に、該遮蔽部
材１１０の内側に画成される前記内周領域に、側部ＬＥＤ基板８２上の各第２ＬＥＤ８２
ｂが収容されるようになっている。すなわち、前記第１ＬＥＤ８２ａを発光させることで
、該環状部材９５においてカバー体９９から前面に露出する突出片９８ａおよびカバー体
９９の外周部分が明輝されると共に、前記第２ＬＥＤ８２ｂを発光させることで、前記第
１レンズ部材１０２(第１レンズ体１０３および第２レンズ体１０７)が明輝されるように
なっている。
【００５８】
　また、前記右側部発光演出装置８０を構成する中央および下部発光体カバー９２,９３
の夫々は、図４に示すように、前記第１レンズ部材１０２を構成する第１レンズ体１０３
が前記裏ユニット５７(箱状本体５８)の各画壁部６１ａ,６１ｂ,６１ｃ,６１ｄの前端部
よりも前方へ突出するよう形成されて、前記透明板３１に配設された枠状装飾体４３の側
部に画成された窓口４３ａ内に第１レンズ部材１０２(第１レンズ体１０３)が臨んで、透
明板３１の前面に突出して、立体的に装飾するよう構成されている。なお、前記右側部発
光演出装置８０を構成する中央および下部発光体カバー９２,９３の第１レンズ部材１０
２は、枠状装飾体４３の庇状部４８により囲繞されているから、遊技領域３４を流下する
パチンコ球が接触することはない。
【００５９】
　一方、前記左側部発光演出装置８１を構成する中央発光体カバー９２は、前記第１レン
ズ部材１０２を構成する第１レンズ体１０３が前記透明板３１に形成された上側挿通口３
３ａを介して透明板３１の前方へ突出すると共に、該左側部発光演出装置８１を構成する
下部発光体カバー９３は、第１レンズ部材１０２を構成する第１レンズ体１０３が透明板
３１に形成された下側挿通口３３ｂを介して透明板３１の前方へ突出するよう構成される
。ここで、前記左側部発光演出装置８１を構成する中央および下部発光体カバー９２,９
３の第１レンズ部材１０２は、前記上下の挿通口３３ａ,３３ｂに対応して透明板３１に
設けられた保護カバー４２により囲繞されているから、遊技領域３４を流下するパチンコ
球が接触することはない。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、透明板３１の前方ま
で突出させた中央および下部発光体カバー９２,９３の第１レンズ体１０３を明輝させる
ことで、透明板３１の前面側における光装飾性を向上している。また、透明板３１に発光
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装置を配設することなく遊技盤３０(透明板３１)の前面側で第１レンズ体１０３を明輝さ
せ得るから透明板３１側の配線処理が簡略化される。
【００６０】
(上部発光体カバーについて)
　次に、前記上部発光体カバー９１につき説明する。ここで、前記上部発光体カバー９１
の構成は、前述した中央発光体カバー９２および下部発光体カバー９３の構成と基本的に
共通するため、同一の構成に関しては同一の名称および符号を付して詳細な説明は省略す
る。すなわち、図１４、図１５に示すように、前記上部発光体カバー９１は、前記側部Ｌ
ＥＤ基板８２の上方位置に設けられた発光体群ＨＧを構成する第１ＬＥＤ８２ａの前方に
対向位置すると共に、前後に取付孔部９５ａが開口する光透過性の環状部材９５と、該環
状部材９５の取付孔部９５ａに配設され、側部ＬＥＤ基板８２の上部位置に設けられた発
光体群ＨＧを構成する第２ＬＥＤ８２ｂの前方に対向位置する第１レンズ部材１０２と、
該第１レンズ部材１０２の裏側に配設され、当該第１レンズ部材１０２の外周縁に沿って
延在する環状に形成された非光透過性の遮蔽部材１１０と、環状部材９５の外周縁に沿っ
て延在し、遮蔽部材１１０を囲繞する環状に形成された外郭部材１１３とから基本的に構
成されている。従って、上部発光体カバー９１を構成する環状部材９５と外郭部材１１３
とを固定することで、両部材９５,１１３の間に第１レンズ部材１０２および遮蔽部材１
１０の夫々が挟持される。また、前記第１レンズ部材１０２(第２レンズ体１０７)と遮蔽
部材１１０との間に、第１の光拡散シート１１８が挟持される。
【００６１】
　なお、前記上部発光体カバー９１における第１レンズ部材１０２では、第１レンズ体１
０３に突条部１０６ｂを形成することなく、該第１レンズ体１０３の支持片１０６を環状
部材９５のベース体９６(環状段部９８)の裏面に直接当接させるよう構成されている。ま
た、上部発光体カバー９１のレンズ部材１０２(第１レンズ体１０３)の突出端部は、前記
裏ユニット５７における各画壁部６１ａ～６１ｄの前端部より後方に位置して、該上部発
光体カバー９１のレンズ部材１０２(第１レンズ体１０３)の全体が透明板３１の裏側に位
置するようになっている。すなわち、実施例では、右側部発光演出装置８０では、前記透
明板３１に設けた枠状装飾体４３の装飾部材４９を介して上部発光体カバー９１が前方か
ら視認され、左側部発光演出装置８１では、該透明板３１を介して上部発光体カバー９１
が前方から視認されるようになっている。
【００６２】
　また、前記上部発光体カバー９１では、遮蔽部材１１０および外郭部材１１３の構成が
前記中央および下部発光体カバー９２,９３の構成と一部異なっているので、その点に関
して説明する。図３０に示すように、前記上部発光体カバー９１の遮蔽部材１１０には、
前記第１の支持突片１１１の代わりに、外周面の周方向に離間する複数箇所(実施例では
３箇所)に、外郭部材１１３に対して位置決めする第２の支持突片１１２が径方向外方へ
突出するよう形成されている。なお、前記各第２の支持突片１１２は、前記環状部材９５
の連結突部１００ｂと対応する位置に設けられる。そして、前記第１レンズ部材１０２に
対して遮蔽部材１１０を組み付けた際に、前記各第２の支持突片１１２の前端部が前記第
１レンズ体１０３の支持片１０６の後端部に当接して、該支持片１０６が前記環状段部９
８(ベース体９６)と第２の支持突片１１２との間に挟み込まれるようになっている。また
、前記第２の支持突片１１２の突出端部には、後方に突出する突起部１１２ａが形成され
ており、前記外郭部材１１３の第２の受け部１１７(後述)と係合するよう構成されている
。
【００６３】
　前記上部発光体カバー９１の外郭部材１１３には、図３０に示すように、前記第１の受
け部１１６の代わりに、前記遮蔽部材１１０の各第２の支持突片１１２を当接支持する第
２の受け部１１７が前記各固定板１１４に形成されている。各第２の受け部１１７には、
前記第２の支持突片１１２が嵌合可能な嵌合溝部１１７ａを径方向に延在するよう形成さ
れており、各受け部１１７の嵌合溝部１１７ａに対応の支持突片１１２を嵌合させること
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で、該受け部１１７が支持突片１１２に当接して、該支持突片１１２が前記第１レンズ部
材１０２(第１レンズ体１０３)における支持片１０６と第２の受け部１１７との間に挟み
込まれるようになっている。また、前記第２の受け部１１７の嵌合溝部１１７ａに対応の
第２の支持突片１１２が嵌合することで、前記遮蔽部材１１０の周方向への移動および該
遮蔽部材１１０の第１レンズ部材１０２から離間する方向(後方)への移動を規制している
。また、前記各第２の受け部１１７には、前記嵌合溝部１１７ａの固定板１１４側に、前
記第２の支持突片１１２に形成した突起部１１２ａと係合する係合凹部１１７ｂが凹設さ
れており、該係合凹部１１７ｂに対応の支持突片１１２の突起部１１２ａが係合すること
で、遮蔽部材１１０の径方向への移動を規制し、外郭部材１１３に対して遮蔽部材１１０
が所定位置に位置決め固定されるようになっている。
【００６４】
　そして、上部発光体カバー９１は、前記中央および下部発光体カバー９２,９３と同様
に、該上部発光体カバー９１を前記裏ユニット５７に固定した際に、前記遮蔽部材１１０
および外郭部材１１３の夫々の後端部が側部ＬＥＤ基板８２の前面に近接するようになっ
ている。すなわち、前記右側部発光演出装置８０における中央発光体カバー９２の内部に
は、前記環状部材９５、遮蔽部材１１０、外郭部材１１３および側部ＬＥＤ基板８２の夫
々により囲まれた外周領域と、前記第１レンズ部材１０２、遮蔽部材１１０および側部Ｌ
ＥＤ基板８２の夫々により囲まれたの内部領域とが画成される。そして、前記遮蔽部材１
１０と外郭部材１１３との間に画成される前記外周領域に、前記側部ＬＥＤ基板８２上の
各第１ＬＥＤ８２ａが収容されると共に、該遮蔽部材１１０の内側に画成される前記内周
領域に、側部ＬＥＤ基板８２上の各第２ＬＥＤ８２ｂが収容されるようになっている。す
なわち、前記第１ＬＥＤ８２ａを発光させることで、該環状部材９５においてカバー体９
９から前面に露出する突出片９８ａおよび外周部分が明輝されると共に、前記第２ＬＥＤ
８２ｂを発光させることで、前記第１レンズ部材１０２(第１レンズ体１０３および第２
レンズ体１０７)が明輝されるようになっている。
【００６５】
(上部発光演出装置１２０)
　前記裏ユニット５７の左上方に配設される前記上部発光演出装置１２０は、図３１～図
３８に示すように、外郭をなすベース部材１２１と、該ベース部材１２１の裏側に配設さ
れる第２レンズ部材１２６と、該第２レンズ部材１２６の裏側に離間して配設された上側
ＬＥＤ基板１２９と、第２レンズ部材１２６および上側ＬＥＤ基板１２９の間に配置され
た第２の光拡散シート１３０と、第２の光拡散シート１３０および上側ＬＥＤ基板１２９
の間に配設される第１および第２の仕切り部材１３５,１３７とから基本的に構成されて
いる。前記ベース部材１２１は、後方へ開放する箱状に形成されて、該ベース部材１２１
の前面板１２２に対して各種識別情報を象った貫通孔１２２ａ～１２２ｅが形成されてい
る。ここで、ベース部材１２１に形成される識別情報としては、仮名文字や欧文字等の文
字や数字、記号、その他識別可能な図形等が挙げられ、遊技者の視覚を通じて知覚され得
るものであればよい。なお、前記ベース部材１２１には、複数(実施例では５つ)の識別情
報が左右方向に直線的な配列で並ぶ形態で形成してある。以下の説明において、前記ベー
ス部材１２１の左側に位置する識別情報に対応する貫通孔１２２ａ～１２２ｅから順に第
１～第５貫通孔１２２ａ～１２２ｅとして夫々特定し、第１～第５貫通孔１２２ａ～１２
２ｅに対応した識別情報を第１～第５識別情報として夫々特定する場合もある。
【００６６】
　また、前記ベース部材１２１は、図３２または図３３に示すように、前記周壁部１２３
の左端部から左方向に突出する固定片１２３ａが形成されると共に、該ベース部材１２１
の右端側上部位置(第４貫通孔１２２ｄの上方)に後方へ突出する固定突部１２３ｂが形成
されて、該固定片１２３ａおよび固定突部１２３ｂを介して前記左側に位置する可動演出
装置１４０にネジ止めされている。更に、前記ベース部材１２１の周壁部１２３には、後
方へ突出する規制片１２３ｃが複数箇所(実施例では３箇所)に設けられており、該規制片
１２３ｃが前記左側に位置する可動演出装置１４０に当接することで、ベース部材１２１
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を可動演出装置１４０から所定距離離間する前方に位置決めしている。また、図３１～図
３４、図３６に示すように、前記前面板１２２には、前記第１貫通孔１２２ａと第２貫通
孔１２２ｂとの間および第４貫通孔１２２ｄおよび第５貫通孔１２２ｅとの間の夫々に、
ネジ孔１２４ａが形成された取付突部１２４が後方へ突出するよう形成されて、該取付突
部１２４に対して前記上側ＬＥＤ基板１２９が固定される。ここで、前記取付突部１２４
の突出寸法は、前記周壁部１２３の突出寸法より短く設定されており、該取付突部１２４
に上側ＬＥＤ基板１２９を固定した際に、該周壁部１２３の内側に上側ＬＥＤ基板１２９
が位置するよう構成されている。また、前記周壁部１２３の上面には、前記各識別情報と
対応する位置に上下に開口する切欠部１２３ｄが形成されている。なお、前記上側ＬＥＤ
基板１２９は、前記ベース部材１２１における周壁部１２３の内部輪郭形状に略合致する
よう形成されて、ベース部材１２１の後方開口を上側ＬＥＤ基板１２９で閉成している。
【００６７】
　前記第２レンズ部材１２６は、前記ベース部材１２１における周壁部１２３の内部輪郭
形状に略合致する平板状に形成されると共に、前記第２の光拡散シート１３０は、該第２
レンズ部材１２６に整合するシート状に形成されて、第２レンズ部材１２６および第２の
光拡散シート１３０をベース部材１２１の周壁部１２３の内部に収容し得るよう構成され
ている。すなわち、前記ベース部材１２１の前面板１２２に形成された第１～第５貫通孔
１２２ａ～１２２ｅを前記第２レンズ部材１２６で覆うと共に、該第２レンズ部材１２６
の後面を前記第２の光拡散シート１３０で覆うようになっている。また、前記第２レンズ
部材１２６の前面には、前記ベース部材１２１の前面板１２２に形成された各貫通孔１２
２ａ～１２２ｅに嵌合する膨出部１２７が形成され、第２レンズ部材１２６を前面板１２
２に当接させた際に、膨出部１２７が対応の貫通孔１２２ａ～１２２ｅに嵌合するように
なっている。また、前記第２の光拡散シート１３０の裏側には、前記ベース部材１２１に
おける周壁部１２３の内部輪郭形状に略合致する平板状に形成された透明保護板１３２が
配設されており、前記第１および第２仕切り部材１３５,１３７が第２の光拡散シート１
３０に直接接触するのを防止するようになっている。すなわち、前記第２の光拡散シート
１３０は、前記透明保護板１３２を介して前記第２レンズ部材１２６と第１および第２の
仕切り部材１３５,１３７との間に挟持される。
【００６８】
　前記上側ＬＥＤ基板１２９には、前記ベース部材１２１に形成した前記各貫通孔１２２
ａ～１２２ｅと前後に対応する位置に複数のＬＥＤ１２９ａが実装されており、該ＬＥＤ
１２９ａを発光することで、透明保護板１３２、第２の光拡散シート１３０および第２レ
ンズ部材１２６を透過した光が対応の貫通孔１２２ａ～１２２ｅを介して機前面側に照射
されるようになっている。また、前記上側ＬＥＤ基板１２９の裏面左端部側にはコネクタ
接続口１２９ｂが設けられており、該コネクタ接続口１２９ｂに接続された配線が、前記
左側部発光演出装置８１の上部に設けられた第２のコネクタ接続口８５に接続される。
【００６９】
　図３２、図３３に示すように、前記第１の仕切り部材１３５は、前記第２識別情報(第
２貫通孔１２２ｂ)を象った開口を有する枠状に形成されて、前記ベース部材１２１に開
設された第２識別情報を象る第２貫通孔１２２ｂの輪郭部に位置するように、前記透明保
護板１３２と上側ＬＥＤ基板１２９との間の空間部に配設されている。また、前記第２の
仕切り部材１３７は、前記第４識別情報(第４貫通孔１２２ｄ)を象った開口を有する枠状
に形成されて、前記ベース部材１２１に開設された第４識別情報を象る第４貫通孔１２２
ｄの輪郭部に位置するように、前記透明保護板１３２と上側ＬＥＤ基板１２９との間の空
間部に配設されている。すなわち、前記第１および第２の仕切り部材１３５,１３７は、
前記ベース部材１２１に開設された５つの識別情報を象る第１～第５貫通孔１２２ａ～１
２２ｅの内、並び方向に１つおきとなる第２および第４識別情報に対応する第２および第
４貫通孔１２２ｂ,１２２ｄに対応して設けられており、上部発光演出装置１２０の内部
空間(透明保護板１３２と上側ＬＥＤ基板１２９との間の空間)を第１および第２の仕切り
部材１３５,１３７により識別情報毎に仕切るよう構成されている。
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【００７０】
　ここで、図３４または図３６に示すように、前記ベース部材１２１と上側ＬＥＤ基板１
２９とを固定した際に、前記第１および第２の仕切り部材１３５,１３７の前端部が前記
透明保護板１３２に当接すると共に、該第１および第２の仕切り部材１３５,１３７の後
端部が上側ＬＥＤ基板１２９に当接するよう構成される。すなわち、前記ベース部材１２
１と上側ＬＥＤ基板１２９との間に、前記第２レンズ部材１２６、第２の光拡散シート１
３０、透明保護板１３２、第１および第２の仕切り部材１３５,１３７の夫々が挟持され
ている。従って、前記上側ＬＥＤ基板１２９に設けられた識別情報毎に対応するＬＥＤ１
２９ａを発光することで、識別情報毎に第２レンズ部材１２６を明輝させ得るようになっ
ている。なお、前記第１および第２の仕切り部材１３５,１３７の後端部の夫々には、後
方に突出する突部１３５ａ,１３７ａが複数箇所(実施例では３箇所)に形成されており、
該突部１３５ａ,１３７ａが上側ＬＥＤ基板１２９に当接するようになっており、上側Ｌ
ＥＤ基板１２９の実装面を保護している。
【００７１】
　前記第１の仕切り部材１３５の上端部および下端部は、図３６に示すように、前記ベー
ス部材１２１における周壁部１２３の屈曲形状に略合致する形状に形成されて、該第１の
仕切り部材１３５の上端部および下端部が周壁部１２３に嵌合することで、該第１の仕切
り部材１３５の左右方向および上下方向への移動が規制されるようになっている。また、
前記第１の仕切り部材１３５の後端部(突部１３７ａ１３５ａ)に前記上側ＬＥＤ基板１２
９が当接することで、該第１の仕切り部材１３５の後方移動が規制され、これにより前記
透明保護板１３２と上側ＬＥＤ基板１２９との間において、第１の仕切り部材１３５の開
口内側に前記第２貫通孔１２２ｂが臨む位置に保持されるようになっている。
【００７２】
　また、前記第２の仕切り部材１３７の上部には、前記第４貫通孔１２２ｄの上方位置に
設けられた前記取付突部１２４に嵌合する係止部１３７ｂが形成されると共に、該第２の
仕切り部材１３７の下端部が前記ベース部材１２１の周壁部１２３に当接するよう構成さ
れている。すなわち、前記第２の仕切り部材１３７に形成した係止部１３７ｂが前記取付
突部１２４に嵌合すると共に、第２の仕切り部材１３７の下端部が前記ベース部材１２１
の周壁部１２３に当接することで、該第２の仕切り部材１３７が左右方向および上下方向
へ移動するのを規制している。そして、前記第２の仕切り部材１３７の後端部(突部１３
７ａ,１３５ａ)に前記上側ＬＥＤ基板１２９が当接することで、該第２の仕切り部材１３
７の後方移動が規制され、これにより前記透明保護板１３２と上側ＬＥＤ基板１２９との
間において、第２の仕切り部材１３７の開口内側に前記第４貫通孔１２２ｄが臨む位置に
保持されている。すなわち、前記第１および第２の仕切り部材１３５,１３７の夫々は、
前記上側ＬＥＤ基板１２９をベース部材１２１に対して固定することで所定位置に保持さ
れる。
【００７３】
〔実施例の作用〕
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００７４】
　前記中枠１２に設けた前記打球発射装置１７により発射されて前記遊技盤３０に設けた
案内レール３６の発射通路３６ａを通過したパチンコ球は、前記遊技領域３４に打ち出さ
れて該遊技領域３４内を流下し、流下する過程で各種入賞装置３９,４０,４１に入賞する
ことで遊技が行なわれる。また、遊技領域３４を流下するパチンコ球が前記枠状装飾体４
３の球誘導部４４に通入すると、該球誘導部４４を介して枠状装飾体４３のステージ４５
にパチンコ球が通出され、該ステージ４５を左右に転動した後に遊技領域３４に排出され
る。
【００７５】
　前記遊技領域３４を流下する過程でパチンコ球が始動入賞装置３９の始動入賞口３９ａ
に入賞すると、前記制御装置の制御信号に基づいて前記図柄表示装置１９の図柄が変動開
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始されて所要の図柄変動演出が展開される。そして、図柄変動演出の結果として前記図柄
表示装置１９に所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されると大当りが発生し、前記特別
入賞装置４０の開閉扉４０ａが開放されて、多数の賞球の獲得が可能となる。そして、前
記図柄表示装置１９で展開される図柄変動演出に応じて前記裏ユニット５７に配設された
前記左右の可動演出装置１４０,１４１が作動されて、該可動演出装置１４０,１４１の物
理的な動作演出により遊技の興趣を向上する。また、前記透明板３１の枠状装飾体４３に
設けた前側発光演出装置５０や、前記裏ユニット５７に配設された前記左右上部のＬＥＤ
基板７２,７６、左右の側部発光装飾装置８０,８１、上部発光演出装置１２０の夫々が前
記制御装置の制御下に発光演出を行なうことで、発光による演出により遊技の興趣を向上
する。
【００７６】
　ここで、実施例の遊技盤３０には、前記裏ユニット５７の上固定部６２ａに形成された
段差部７０の右端部側に、前方へ向けて光を照射するＬＥＤ７２ａを実装した右上部ＬＥ
Ｄ基板７２が配設されると共に、該右上部ＬＥＤ基板７２の前方位置に、前記透明板３１
(枠状装飾体４３)に配設された前側発光演出装置５０の前側レンズ部材５３が位置してい
る。すなわち、前記右上部ＬＥＤ基板７２のＬＥＤ７２ａを発光させることで、該ＬＥＤ
７２ａからの光を前側レンズ部材５３に照射し得るから、該右上部ＬＥＤ基板７２により
前記透明板３１に形成される遊技領域３４の右上方位置を照明することができる。また、
前記段差部７０に連通する設置凹部７５を上固定部６２ａに形成して、該設置凹部７５に
左上部ＬＥＤ基板７６を配設すると共に、該左上部ＬＥＤ基板７６と設置凹部７５との間
のスリット状開口７７を介して左上部ＬＥＤ基板７６のＬＥＤ７６ａからの光が設置部７
１に照射されるよう構成されている。ここで、前記透明板３１の裏側において前記段差部
７０の略全体が遊技領域３４の内側に位置しているから、前記左上部ＬＥＤ基板７６のＬ
ＥＤ７６ａの発光により、遊技領域３４の左上部位置を後方から間接的に照明することが
できる。
【００７７】
　すなわち、前記裏ユニット５７の段差部７０に配設された前記左右の上部ＬＥＤ基板７
２,７６を覆うレンズ部材を裏ユニット５７側に配設する必要がないから、前記段差部７
０の前後寸法を左右の上部ＬＥＤ基板７２を設置するのに必要な最小限とし得る。すなわ
ち、上固定部６２ａにＬＥＤ基板７２,７６を配設するスペースを確保するだけで、前記
中枠１２に設けられた球タンク２６と前後に重なって前後の寸法を確保し得ない遊技盤３
０の上部位置を照明することができ、遊技盤３０の装飾性の向上を図ることができる。ま
た、前記右上部ＬＥＤ基板７２および左上部ＬＥＤ基板７６を裏ユニット５７側に配設し
て、透明板３１の裏側から照明するよう構成したことで、遊技領域３４を照明するため装
置を透明板３１側に設ける必要がなく、該透明板３１に形成される遊技領域３４を大きく
することができる。
【００７８】
　更に、前記裏ユニット５７の段差部７０において前記右上部ＬＥＤ基板７２に設けたコ
ネクタ接続口７２ｄと対応する位置にコネクタ露出孔７４を形成し、該右上部ＬＥＤ基板
７２を段差部７０に配設した際に、該コネクタ接続口７２ｄがコネクタ露出孔７４の内部
に臨むよう構成してあるから、右上部ＬＥＤ基板７２をできる限り透明板３１に近づける
ことができ、段差部７０の前後寸法をより抑制できる。また、前記左上部ＬＥＤ基板７６
には、ＬＥＤ７６ａが実装される実装面にコネクタ接続口７６ｃを設けて、該左上部ＬＥ
Ｄ基板７６の前後寸法を小さくしたから、左上部ＬＥＤ基板７６をできる限り透明板３１
に近づけることができ、段差部７０(設置凹部７５)の前後寸法をより抑制できる。従って
、左右上部のＬＥＤ基板７２,７６を設置するのに要する裏ユニット５７(上固定部６２ａ
)の厚み寸法を極力小さくできるから、遊技盤３０(裏ユニット５７)の厚み寸法が限られ
る部位の照明を好適に図り得る。また、前記コネクタ露出孔７４からコネクタ接続口７２
ｄが臨むことで、該コネクタ接続口７２ｄに対する配線の接続状況を裏ユニット５７の裏
側から容易に確認することができる。
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【００７９】
　また、前記透明板３１(枠状装飾体４３)に設けられた前側発光演出装置５０の前記前側
レンズ部材５３が右上部ＬＥＤ基板７２の前側に位置することで、該右上部ＬＥＤ基板７
２を前側から直接視認されるのを防止できるから、遊技盤３０の装飾性の低下を招くのを
防止し得ると共に、該右上部ＬＥＤ基板７２のＬＥＤ７２ａからの光が遊技者側に直接照
射されて視認性を低下させるのも防止し得る。更に、前記枠状装飾体４３には、前記右上
部ＬＥＤ基板７２に最も近接する前記透明板３１の固定板４６の裏側に第２光拡散部材５
４ｂを配設したことで、該右上部ＬＥＤ基板７２が前側から視認されるのをより困難にで
きると共に、該第２光拡散部材５４ｂで拡散された光が前側レンズ部材５３に照射される
ことで、発光による装飾効果を高めることができる。
【００８０】
　一方、前記左上部ＬＥＤ基板７６が配設される設置凹部７５は、前記透明板３１に設け
た第２の盤面飾り部材３５ｂが前後に重なる位置に設けられているから、該左上部ＬＥＤ
基板７６は第２の盤面飾り部材３５ｂにより覆われて当該左上部ＬＥＤ基板７６自体が前
側から直接視認されるのを防ぐことができる。また左上部ＬＥＤ基板７６のＬＥＤ７６ａ
の光が遊技者側に直接照射されて視認性を低下させる虞もない。
【００８１】
　また、前記遊技盤３０(裏ユニット５７)の側部位置に設けられた前記左右の側部発光演
出装置８０,８１には、上部、中央および下部発光体カバー９１,９２,９３の夫々に、第
１レンズ部材１０２の外周縁に沿って延在する環状の遮蔽部材１１０を設けて、各発光体
カバー９１,９２,９３の外郭をなす外郭部材１１３と遮蔽部材１１０とにより画成される
外周領域に、各発光体カバー９１,９２,９３に対応した発光体群ＨＧを構成する複数の第
１ＬＥＤ８２ａを臨ませると共に、該遮蔽部材１１０の内側に画成される内部領域に第２
ＬＥＤ８２ｂを臨ませるよう構成されている。ここで、前記遮蔽部材１１０は、非光透過
性の部材であって、環状部材９５の取付孔部９５ａに挿入される第１レンズ部材１０２に
おける第１レンズ体１０３(筒状部１０４)の内周面を該遮蔽部材１１０が覆うと共に、当
該遮蔽部材１１０の後端部が前記側部ＬＥＤ基板８２に当接するようになっている。
【００８２】
　従って、前記第１ＬＥＤ８２ａからの光が第１レンズ体１０３側(遮蔽部材１１０の内
側領域側)に漏れるのを防止し得ると共に、前記第２ＬＥＤ８２ｂからの光が環状部材９
５側(遮蔽部材１１０の外側領域側)に漏れるのを防止し得る。すなわち、前記第１ＬＥＤ
８２ａを発光させることで、前記第１レンズ部材１０２の外周側に位置する環状部材９５
が明輝され、前記第２ＬＥＤ８２ｂを発光することで、該第１レンズ部材１０２のレンズ
部１０５が明輝されるから、該環状部材９５と第１レンズ部材１０２とを個別に明瞭に明
輝させることが可能となる。
【００８３】
　また、前記各発光体カバー９１,９２,９３では、前記遮蔽部材１１０において外周面か
ら外方に突出する第１および第２の支持突片１１１,１１２が第１レンズ部材１０２(第１
レンズ体１０３)の支持片１０６と外郭部材１１３の第１および第２の受け部１１６,１１
７とにより挟持されている。すなわち、前記遮蔽部材１１０に形成した第１および第２の
支持突片１１１,１１２を挟持して固定することで、前記第１ＬＥＤ８２ａが収容される
外周領域の大部分が前後方向に開放するから、該第１および第２の支持突片１１１,１１
２により第１ＬＥＤ８２ａの光が遮断され難く、環状部材９５の全体を略均一に明輝させ
得る。
【００８４】
　また、前記各発光体カバー９１,９２,９３は、前記環状部材９５(ベース体９６)に形成
した第１の位置決め突片９８ｂを前記第１レンズ部材１０２(第１レンズ体１０３)の支持
片１０６に形成した第１の位置決め凹部１０６ａに嵌合すると共に、該第１レンズ部材１
０２(第１レンズ体１０３)に設けた第２の位置決め突片１０４ａを、前記遮蔽部材１１０
に形成した第２の位置決め凹部１１０ａに嵌合し、更に、該遮蔽部材１１０に形成した前
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記第１の支持突片１１１を、前記外郭部材１１３に形成した第１の受け部１１６の嵌合溝
部１１６ａに嵌合することで、各部材の相対的な位置関係を一義的に決定できる。また、
前記環状部材９５、第１レンズ部材１０２、遮蔽部材１１０および外郭部材１１３の夫々
を位置決めした状態で、該環状部材９５と外郭部材１１３とをネジ固定することで、該第
１レンズ部材１０２(第１レンズ体１０３)の支持片１０６が環状部材９５(ベース体９６)
と遮蔽部材１１０の第１および第２の支持突片１１１,１１２とにより挟持されると共に
、該遮蔽部材１１０の第１および第２の支持突片１１１,１１２が第１レンズ部材１０２(
第１レンズ体１０３)の支持片１０６と外郭部材１１３の第１および第２の受け部１１６,
１１７とにより挟持されるから、第１レンズ部材１０２および遮蔽部材１１０の夫々を個
別にネジ止め等により固定することなく発光体カバー９１,９２,９３を組み付けることが
でき、発光体カバー９１,９２,９３の組み付け作業を容易に行ない得る。また、前記各部
材９５,１０２,１１０,１１３,１１８を組み付けることで単一ユニットとして発光体カバ
ー９１,９２,９３を取り扱い得るよう構成したことで、裏ユニット５７に対する各発光体
カバー９１,９２,９３の取付作業も簡単に行なうことができ、作業効率の向上を図り得る
。
【００８５】
　ところで、前記各発光体カバー９１,９２,９３毎に個別のＬＥＤ基板を設けて発光演出
装置を構成した場合には、各発光演出装置毎の配線接続作業が必要となり、作業が繁雑に
なる。これに対して、実施例では、前記左右の側部発光演出装置８０,８１の側部ＬＥＤ
基板８２を、裏ユニット５７の対向面部５９に開設した開口部６０の右側部または左側部
を覆う大型部材とすると共に、各側部ＬＥＤ基板８２に設けた第１および第２ＬＥＤ８２
ａ,８２ｂにより複数の発光体群ＨＧを形成し、各発光体群ＨＧ毎に対応して発光体カバ
ー９１,９２,９３を設けるよう構成してある。従って、発光体カバー９１,９２,９３毎に
対応したＬＥＤ基板を備える必要がなく、配線接続作業を簡略化して作業性の向上を図り
得る。
【００８６】
　また、前記左右の側部発光演出装置８０,８１を構成する側部ＬＥＤ基板８２に設けた
コネクタ接続口８４,８５,８６,８７に、前記裏ユニット５７の上方に配設される左右の
上部ＬＥＤ基板７２,７６や可動演出装置１４０,１４１のＬＥＤ基板からの配線および中
継基板１５０からの配線を接続するよう構成して、該側部ＬＥＤ基板８２に中継基板とし
ての機能を備えるようにしたから、該左右の上部ＬＥＤ基板７２,７６や可動演出装置１
４０,１４１のＬＥＤ基板に接続する配線を裏ユニット５７の裏側下方に設けた中継基板
１５０まで引き回す必要がない。このため、左右の上部ＬＥＤ基板７２,７６や可動演出
装置１４０,１４１のＬＥＤ基板に対する配線接続作業を容易に行ない得ると共に、中枠
１２に対する遊技盤３０の取付時等に配線の噛み込みが発生する可能性を低減できる。
【００８７】
　また、前記遊技盤３０(裏ユニット５７)の側部位置に設けられた前記上部発光演出装置
１２０は、ベース部材１２１の前面板１２２に第１～第５識別情報を象った貫通孔１２２
ａ～１２２ｅを形成して、第２識別情報を象る第２貫通孔１２２ｂの輪郭部に第１の仕切
り部材１３５を配設すると共に、第４識別情報を象る第４貫通孔１２２ｄの輪郭部に第２
の仕切り部材１３７を配設してある。このため、前記第２の光拡散シート１３０と上側Ｌ
ＥＤ基板１２９との間の空間が第１および第２仕切り部材１３５,１３７により第１～第
５識別情報(第１～第５貫通孔１２２ａ～１２２ｅ)毎に仕切られるから、上側ＬＥＤ基板
１２９に設けたＬＥＤ１２９ａの発光時に、第１～第５識別情報を個別に明瞭に明輝させ
ることができ、各識別情報による装飾性を向上し得ると共に、各識別情報を容易に判別し
得る。
【００８８】
　また、前記上部発光演出装置１２０は、前記ベース部材１２１に形成した固定突部１２
３ｂに上側ＬＥＤ基板１２９をネジ止めすることで、該ベース部材１２１と上側ＬＥＤ基
板１２９との間に位置する第２レンズ部材１２６、第２の光拡散シート１３０および仕切
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り部材１３５,１３７が保持されるから、これら各部材１２６,１３０,１３５,１３７を保
持するための専用の手段を設ける必要がなく、該上部発光演出装置１２０の組み付け作業
を簡単に行なうことができる。また、前記ベース部材１２１の固定突部１２３ｂは、前記
第１および第２仕切り部材１３５,１３７に隣接して設けられているから、固定突部１２
３ｂに上側ＬＥＤ基板１２９をネジ止めした際に、第１および第２仕切り部材１３５,１
３７と上側ＬＥＤ基板１２９との当接状態をより確実に維持でき、第２の光拡散シート１
３０に第１および第２仕切り部材１３５,１３７を押圧して、第１～第５識別情報(第１～
第５貫通孔１２２ａ～１２２ｅ)をより正確に仕切ることができる。
【００８９】
　また、前記第１および第２仕切り部材１３５,１３７は、前記ベース部材１２１の前面
板１２２に形成された第１～第５識別情報の内、識別情報の並び方向(すなわち左右方向)
に１つおきとなる第２識別情報に対応する第２貫通孔１２２ｂの輪郭部および第４識別情
報に対応する第４貫通孔１２２ｄの輪郭部に、前記第１および第２仕切り部材１３５,１
３７を配設してある。このとき、第１および第２仕切り部材１３５,１３７に隣接して設
けられた取付突部１２４,１２４の夫々を、識別情報の並び方向(すなわち左右方向)と交
差する方向(すなわち上下方向)に離間するよう設けたことで、ベース部材１２１からの上
側ＬＥＤ基板１２９の浮き上がりが防止され、第２の光拡散シート１３０を第２レンズ部
材１２６と仕切り部材１３５,１３７との間で確実に挟持できる。
【００９０】
　また、前記上部発光演出装置１２０の第２の光拡散シート１３０は、第２レンズ部材１
２６と上側ＬＥＤ基板１２９との間に配設した第１および第２仕切り部材１３５,１３７
によって接着剤等を使用することなく挟持固定されるから、上部発光演出装置１２０で発
生する熱(例えばＬＥＤ１２９ａの発光等による熱)の影響によって第２の光拡散シート１
３０が第２レンズ部材１２６の裏面から剥離することはなく、該第２の光拡散シート１３
０を適正な位置に長期に亘って保持することができる。これにより、第２の光拡散シート
１３０による光拡散効果を長期に亘って維持し得る。そして、前記第２の光拡散シート１
３０を接着剤で貼り付けるものではないから、接着剤による光の屈折等の影響を受けるこ
となく、第２の光拡散シート１３０による均一な光の拡散効果が得られる。更に、第２の
光拡散シート１３０を第２レンズ部材１２６の裏面に対して配置する際に位置ズレ等の不
具合があったとしても、貼り付けるわけではないので、光り拡散シートを適正な位置に簡
単に修正することが可能である。更にまた、第２の光拡散シート１３０を接着剤で貼り付
けないことで、第２レンズ部材１２６や第２の光拡散シート１３０の再利用が容易となる
。
【００９１】
　また、実施例では、前記第２の光拡散シート１３０と第１および第２仕切り部材１３５
,１３７との間に透明保護板１３２を配設して、該光拡散シート１３０に仕切り部材１３
５,１３７が直接接触しないよう構成されているから、該仕切り部材１３５,１３７が傷つ
くのを防止でき、第２の光拡散シート１３０による均一な光の拡散効果を得ることができ
る。
【００９２】
〔変更例〕
　なお、遊技機の構成としては、実施例のものに限らず、種々の変更が可能である。
(１)　実施例では、固定部に応接した第１凹状部(段差部)を前方および下方に開口するよ
う構成したが、少なくとも前方に開口するよう第１凹状部を形成すればよい。
(２)　実施例では、第１ＬＥＤ基板における実装面とは反対側の面にコネクタ接続口を設
けたが、実装面側にコネクタ接続口を設けてもよい。
(３)　実施例では、第１ＬＥＤ基板のＬＥＤの光により透明板に設けた発光演出装置のレ
ンズ部材(前側レンズ部材)を照明するよう構成したが、これに限られるものではなく、該
ＬＥＤからの光を受けて明輝される光透過性の装飾カバー部材であれば特に限定されるも
のではない。
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(４)　実施例では、透明板側における第１ＬＥＤ基板と対向する位置に光拡散部材を設け
るよう構成したが、装飾カバー部材自体に光拡散加工を施すようにしてもよい。
(５)　実施例では、固定部に形成した第２凹状部(設置凹部)に、ＬＥＤを実装した実装面
を第２凹状部に対向させた姿勢で第２ＬＥＤ基板を配設するよう構成したが、該第２ＬＥ
Ｄ基板の実装面が前面を向く姿勢で配設するようにしてもよい。
(６)　実施例では、裏ユニットの上固定部に第１および第２ＬＥＤ基板を配設するよう構
成したが、これに限られず、下固定部や左右の固定部に第１および第２ＬＥＤ基板を配設
するようにしてもよい。すなわち、裏ユニットにおいて裏側の構成により厚み寸法を確保
し得ない部位に第１および第２ＬＥＤ基板を配設すれば、透明板の対応位置を好適に照明
することができる。
(７)　実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるもの
ではなく、アレンジボール機やピンボール機等の従来公知の各種遊技機を採用し得る。ま
た、図柄表示装置としても液晶パネルを用いたものに限らず、ドラム式やベルト式、その
他の形式の図柄表示装置も採用可能である。
【符号の説明】
【００９３】
　１１　外枠
　１２　中枠
　１９　図柄表示装置
　２４　遊技盤保持部
　３０　遊技盤
　３１　透明板
　３４　遊技領域
　３５ｂ　第２の盤面飾り部材(盤面飾り部材)
　４３　枠状装飾体(装飾カバー部材)
　５４ｂ　第２光拡散部材(光拡散シート)
　５７　裏ユニット
　５８　箱状本体
　５９　対向面部
　６０　開口部
　６１ａ　上画壁部(画壁部)
　６１ｂ　下画壁部(画壁部)
　６１ｃ　左画壁部(画壁部)
　６１ｄ　右画壁部(画壁部)
　６２ａ　上固定部(固定部)
　６２ｂ　下固定部(固定部)
　６２ｃ　左固定部(固定部)
　６２ｄ　右固定部(固定部)
　７０　段差部(第１凹状部)
　７２　右上部ＬＥＤ基板(第１ＬＥＤ基板)
　７２ａ　ＬＥＤ
　７２ｄ　コネクタ接続口
　７４　コネクタ挿通孔(窓口)
　７５　設置凹部(第２凹状部)
　７６　左上部ＬＥＤ基板(第２ＬＥＤ基板)
　７６ｃ　コネクタ接続口
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