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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面側にガイドレールを有し、そのガイドレールの内側に形成された遊技領域の略中央
部に液晶表示装置を備える可変表示ユニットの取付け用の貫通孔が形成された透明な遊技
領域板と、その遊技領域板の貫通孔と略同一大きさの貫通孔を中央部に有し、前面または
後面に、貫通孔内からの投光によって光輝く凹凸の模様部が形成された透明な第１導光板
および第２導光板とを有し、前記遊技領域板の後面側に第１導光板および第２導光板を順
に配置してそれぞれをビスの締付けにより結合一体化したパチンコ機の遊技盤ユニットに
おいて、
　前記第２導光板の厚みと対応する幅を有する板部と、その板部の幅方向の一端部から略
直角の方向に向く第１保持部と、板部の幅方向の他端部から略直角の方向に向いて前記第
１保持部と対向し、その第１保持部とで第２導光板の外周一部を前後から挟持可能な第２
保持部とを有するフレームを、そのフレームの第１保持部が第１導光板と第２導光板間に
配置されるよう第２導光板の外周対向位置に装着して、第１導光板と第２導光板とを結合
するビスの締付けにより固定し、前記第２導光板には第１導光板の外周から外方に張り出
す複数の張り出し部を設け、各張り出し部と遊技領域板の対向部間に、第１導光板の厚み
以上の厚さを有するスペーサを組込んで、張り出し部と遊技領域板とを結合するビスの締
付けにより固定したことを特徴とするパチンコ機の遊技盤ユニット。
【請求項２】
　前記フレームにおける板部の前記第１保持部が形成された一端部に、その第１保持部と
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は別に斜め外方に向き、前記第２導光板を前面を上向きとしてその上側に第１導光板を重
ね合わせる組立て時に第１導光板の重ね合わせをガイドする傾斜状のガイド板部を設けた
請求項１に記載のパチンコ機の遊技盤ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、パチンコ機の遊技盤ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パチンコ機においては、外枠の一側部により中枠の一側部を軸支して開閉可能
に支持し、その中枠の前面を覆うガラス枠等の前面枠の一側部を上記中枠で軸支して開閉
可能とし、上記中枠に遊技盤ユニットを取り付けるようにしている。
【０００３】
　この種の遊技盤ユニットとして、特許文献１に記載されたものが従来から知られている
。この遊技盤ユニットにおいては、透明な樹脂からなる遊技領域板の後面側に複数の透明
な樹脂からなる導光板を対向配置して、遊技領域板および複数の導光板のそれぞれを複数
のビスの締付けにより結合一体化している。
【０００４】
　また、複数の導光板のそれぞれ下端に複数の切欠部を形成し、各切欠部に発光ダイオー
ドを組込み、その発光ダイオードから導光板の内部に光を導入し、導光板の後面に形成さ
れた凹凸状の模様部で乱反射する反射光の一部を遊技領域板側に出射させ、上記凹凸の模
様部を発光素子の発光色で光らせて装飾効果を高めるようにしている。
【０００５】
　ここで、発光ダイオードの光が対応しない導光板、すなわち、隣接する導光板内に導入
されるのを防止するため、各導光板の下端に光反射テープを貼り付けて凹部を覆うように
している。
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２５４９５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記従来の遊技盤ユニットにおいては、遊技領域板および複数の導光板のそ
れぞれを、対向する面が当接するようにしてビスの締付けにより結合一体化する構成であ
り、下端部においては光反射テープの存在により極僅かな隙間が存在するものの、その下
端部を除く殆どの部分で対向面が密着しているため、干渉縞の発生を避けることはできず
、その干渉縞の形成によって、模様部の視認性や美観が阻害されるという問題があった。
【０００８】
　また、遊技領域板および複数の導光板に透明性を確保するため、その遊技領域板および
導光板をアクリル樹脂により形成しているが、そのアクリル樹脂製の遊技領域板および導
光板においては、湿気や熱の影響を受け易く、反りや変形が生じ易いという問題がある。
【０００９】
　この発明の課題は、干渉縞の発生を抑制し、反りや変形を防止することができるように
したパチンコ機の遊技盤ユニットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、この発明においては、透明な樹脂からなる遊技領域板の
後面側に透明な樹脂からなる第１導光板および第２導光板を順に配置してそれぞれをビス
の締付けにより結合一体化したパチンコ機の遊技盤ユニットにおいて、前記第２導光板の
厚みと対応する幅を有する板部と、その板部の幅方向の一端部から略直角の方向に向く第
１保持部と、板部の幅方向の他端部から略直角の方向に向いて前記第１保持部と対向し、
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その第１保持部とで第２導光板の外周一部を前後から挟持可能な第２保持部とを有するフ
レームを、そのフレームの第１保持部が第１導光板と第２導光板間に配置されるよう第２
導光板の外周対向位置に装着して、第１導光板と第２導光板とを結合するビスの締付けに
より固定し、前記第２導光板には第１導光板の外周から外方に張り出す複数の張り出し部
を設け、各張り出し部と遊技領域板の対向部間に、第１導光板の厚み以上の厚さを有する
スペーサを組込んで、張り出し部と遊技領域板とを結合するビスの締付けにより固定した
構成を採用したのである。
【００１１】
　上記のように、第１保持部を有するフレームを、上記第１保持部が第１導光板と第２導
光板間に配置されるよう第２導光板の外周対向位置に装着してビスの締付けにより固定す
ることにより、第１導光板と第２導光板の対向面間に上記第１保持部の厚みに相当する間
隔を全体にわたって確保することができる。
【００１２】
　また、第２導光板に形成された複数の張り出し部のそれぞれと遊技領域板の対向面間に
スペーサを組込むことによって、第１導光板と遊技領域板の対向面間に全体にわたって一
定の間隙を確保することができる。
【００１３】
　このため、第１導光板と第２導光板の対向面間および第１導光板と遊技領域板の対向面
間に干渉縞が生じるような不都合の発生はなく、凹凸の模様部の視認性の低下、および、
美観の低下を抑制することができる。
【００１４】
　ここで、フレームにおける板部の前記第１保持部が形成された一端部に、その第１保持
部とは別に斜め外方に向く傾斜状のガイド板部を設けておくと、第２導光板を前面を上向
きとしてその上側に第１導光板を重ね合わせる組立て時に、第１導光板は上記ガイド板部
によりガイドされて第２導光板の前面に対向配置されるため、第１導光板と第２導光板の
重ね合わせを容易とすることができると共に、その重ね合わせ時に導光板同士が擦れあっ
て傷が生じるのを未然に防止することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　上記のように、この発明においては、第２導光板の外周対向位置に第１保持部を有する
フレームを装着し、かつ、第２導光板に形成された複数の張り出し部のそれぞれと遊技領
域板の対向部間にスペーサを組込んで、遊技領域板と第１導光板および第２導光板のそれ
ぞれをビスの締付けにより結合一体化するようにしたので、第１導光板と第２導光板の対
向面間および第１導光板と遊技領域板の対向面間のそれぞれに全体にわたって一定の間隙
を確保することができ、干渉縞の発生を抑制することができる。
【００１６】
　また、第２導光板の外周対向位置にフレームを装着したことにより、そのフレームで第
２導光板の外周対向位置およびその第２導光板に結合された第１導光板の外周対向位置を
補強することができ、各導光板が湿気や熱の影響を受けて反りが生じたり、変形したりす
るのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、この発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１に示すように、パチンコ
機は、縦長な矩形状に枠組みされた外枠１を有し、その外枠１の一側部に上下で対向する
ヒンジ片２が固定され、そのヒンジ片２によりパチンコ機の主要構成部を支持する板状の
中枠３の一側部が軸支されて開閉可能に支持されている。
【００１８】
　中枠３の表側には、上皿５を有する前面枠４が設けられている。前面枠４は、その一側
部が中枠３に軸支されて開閉自在とされ、閉鎖状態において中枠３の前面を覆うようにな
っており、その前面枠４の下側に下皿７を有する皿板６が設けられている。ここで、前面
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枠４は、ガラス板の周囲に縁枠を設けたものであってもよく、あるいは、アクリル樹脂板
の周囲に縁枠を設けたものであってもよい。
【００１９】
　皿板６の右側には発射ハンドル８が取付けられ、その発射ハンドル８に設けられた発射
レバー９を回動操作することにより、上皿５に貯留された遊技球が図示省略した球送り機
構を介して発射装置に送り込まれた後、中枠３に取付けられた遊技盤ユニットＵの遊技領
域に発射されるようになっている。
【００２０】
　図２はパチンコ機の背面図を示す。中枠３の後面には支持枠１１が設けられ、その支持
枠１１の内側が嵌合凹部１２とされ、その嵌合凹部１２に対して遊技盤ユニットＵの遊技
領域板２０が着脱自在とされている。嵌合凹部１２には複数の揺動可能な固定レバー１３
が設けられ、その固定レバー１３の揺動側端部が嵌合凹部１２に嵌合された遊技領域板２
０の背面に重なる位置まで固定レバー１３を傾倒させることによって遊技領域板２０を固
定し得るようになっている。
【００２１】
　図３および図５に示すように、遊技盤ユニットＵは、遊技領域板２０と、その遊技領域
板２０の後面側に設けられた第１導光板２１およびその第１導光板２２の後面側に設けら
れた第２導光板２２を有している。
【００２２】
　遊技領域板２０は、アクリル樹脂等の透明な樹脂よりなり、その前面には、図１に示す
ように、ガイドレール２３が取り付けられている。そのガイドレール２３の内側は遊技領
域２４とされ、その遊技領域２４に、遊技球の落下方向を分散、調整するための多数の釘
２５や風車２６、始動入賞装置２７、特別可変入賞装置２８等の遊技部品が設けられてい
る。
【００２３】
　また、遊技領域板２０には、図３乃至図５に示すように、遊技領域２４の略中央部に可
変表示ユニット３０の液晶表示装置３１が挿入配置される貫通孔２９が形成されている。
【００２４】
　第１導光板２１および第２導光板２２はアクリル樹脂等の透明な樹脂からなり、その中
央部には遊技領域板２０の貫通孔２９と略同一大きさの貫通孔３２、３３が形成されてい
る。
【００２５】
　また、第１導光板２１および第２導光板２２の両側部、上部および下部には外方に張り
出す突出部２１ａ乃至２１ｄ、２２ａ乃至２２ｄが設けられ、上記第２導光板２２に設け
られた各突出部２２ａ乃至２２ｄの一端部は第１導光板２１に設けられた突出部２１ａ乃
至２１ｄの一端部より外方に張り出している。３４はその張り出し部を示している。
【００２６】
　第１導光板２１と第２導光板２２は、貫通孔３２、３３が対向する状態において結合一
体化される。その結合時、第２導光板２２の一側の突出部２２ａに第１側部フレーム４１
が装着され、かつ、他側の突出部２２ｂに第２側部フレーム４２が装着される。また、第
１導光板２１の上部の突出部２１ｃに上部フレーム４３が装着され、かつ、第１導光板２
１の下部の突出部２１ｄと第２導光板２２の下部の突出部２２ｄ間に下部間隙保持プレー
ト４４が装着される。
【００２７】
　図５、図６および図８（Ｉ）、（II）に示すように、第１側部フレーム４１は、第２導
光板２２の一側の突出部２２ａの厚みと対応する幅を有する帯板状の板部４５の一側縁の
両端部に、その板部４５に対して略直角方向に向く突片状の一対の第１保持部４６、４６
と、その一対の第１保持部４６、４６間において斜め外方に向き、第２導光板２２を前面
を上向きとしてその上側に第１導光板２１を重ね合わせる組立て時に第１導光板２１の重
ね合わせをガイドする傾斜状のガイド板部４７とを設け、かつ、板部４５の他側縁に、そ
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の板部４５に対して略直角の方向に向いて長さ方向の両端部が上記一対の第１保持部４６
、４６と対向し、その第１保持部４６、４６とで突出部２２ａを前後から挟持可能な突片
状の一対の第２保持部４９、４９を設けた構成とされている。
【００２８】
　上記第１側部フレーム４１は金属板のプレス成形品であってもよく、合成樹脂の成形品
であってもよい。この第１側部フレーム４１は、一対の第１保持部４６、４６とこれに対
向する第２保持部４９、４９間に第２導光板２２の一側の突出部２２ａが嵌合し、上記一
対の第１保持部４６、４６がその突出部２２ａの前面に重なる取付けが装着状態である。
【００２９】
　図１０および図１１に示すように、第２側部フレーム４２は、上記第１側部フレーム４
１と同様な構成とされ、第１側部フレーム４１が、板部４４の他側縁の全長にわたって第
２保持部４９を設けているのに対し、第２側部フレーム４２は、板部４５の他側縁の両端
部に第２保持部４９を設けている点で相違している。このため、第１側部フレーム４１と
同一の部分には同一の符号を付して説明を省略する。
【００３０】
　上記第２側部フレーム４２は、第１側部フレーム４１と同様に、金属板のプレス成形品
であってもよく、合成樹脂の成形品であってもよい。この第２側部フレーム４２は、第１
保持部４６とこれに対向する第２保持部４９間に第２導光板２２の他側の突出部２２ｂが
嵌合し、上記第１保持部４６がその突出部２２ｂの前面に重なる取付けが装着状態である
。
【００３１】
　第１側部フレーム４１および第２側部フレーム４２の上記のような装着状態において、
第２導光板２２の前面側に第１導光板２１が重ね合わされ、各突出部、第１保持部４６お
よび第２保持部４９の重なり部に形成されたビス挿入孔５０に挿入されるビス５１と、そ
のビス５１にねじ係合されるナット５２の締付けによって第１導光板２１と第２導光板２
２の両側部が結合一体化される。
【００３２】
　図１２および図１３に示すように、上部フレーム４３は、第１導光板２１の上部の突出
部２１ｃの厚みに対応する幅を有する板部５３の一側縁に間隙確保用の第１保持部５４を
設けた構成とされている。
【００３３】
　上部フレーム４３は、第１導光板２１の上部の突出部２１ｃの上面に板部５３が重なり
、第１保持部５４が突出部２１ｃの後面に重なる取付けが装着状態である。その装着状態
において、第１導光板２１は第２導光板２２に重ね合わされ、第１導光板２１および第２
導光板２２の上部の突出部２１ｃ、２２ｃと第１保持部５４の一端部の重なり部に形成さ
れたビス挿入孔５５に挿入されるビス５６と、そのビス５６にねじ係合されるナット５７
の締付けにより、第１導光板２１と第２導光板２２の上部が結合一体化される。
【００３４】
　図１４および図１５に示すように、下部間隙保持プレート４４は、第１側部フレーム４
１および第２側部フレーム４２のそれぞれに設けられた第１保持部４６および上部フレー
ム４３に設けられた第１保持部５４と同一厚みとされている。この下部間隙保持プレート
４４は第１導光板２１および第２導光板２２の下部の突出部２１ｄ、２２ｄ間に配置され
、その一端部と突出部２１ｄ、２２ｄの重なり部に形成されたビス挿入孔５８ａに挿入さ
れるビス５８と、そのビス５８にねじ係合されるナット５９の締付けによって第１導光板
２１と第２導光板２２の下部が結合一体化される。
【００３５】
　ここで、図４に示すように、第１側部フレーム４１の下端の第１保持部４６は第２導光
板２２の両側の突出部２２ａ、２２ｂに形成された張り出し部３４の前面を覆うことがで
きる大きさとされ、その第１保持部４６と遊技領域板２０の対向面間に、図７に示すよう
に、スペーサ６０が組込まれている。
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【００３６】
　図７および図９に示すように、スペーサ６０は、基盤部６１を有し、その基盤部６１の
後面にリブ６２が設けられ、そのリブ６２の高さと基盤部６１の厚みを加えた寸法は、第
１導光板２１の厚みより大きくなっている。
【００３７】
　基盤部６１の後面中央部には、リブ６２と同一高さの突出部６３が設けられ、その突出
部６３にねじ孔６４が形成されている。一方、第１保持部４６および張り出し部３４には
上記ねじ孔６４に対応してビス挿入孔６５が設けられている。
【００３８】
　また、基盤部６１の後面における一端部には位置決めピン６６が突設され、その位置決
めピン６６は第１保持部４６および張り出し部３４に形成されたピン孔６７に対して挿入
可能とされている。
【００３９】
　さらに、基盤部６１の他端部には前後に突出するボス部６８が形成され、そのボス部６
８にビス挿入孔６９が形成されている。ボス部６８の一端部は遊技領域板２０の後面に形
成された凹部７０に対して挿入可能とされ、また、ボス部６８の他端部は第１保持部４６
および張り出し部３４に形成された貫通孔７１に挿入可能とされている。
【００４０】
　上記スペーサ６０は、位置決めピン６６がピン孔６７に挿入され、ボス部６８が凹部７
０および貫通孔７１に挿入された状態において、ビス挿入孔６５からねじ孔６４にねじ係
合されるビス７２の締付け、および、ボス部６８のビス挿入孔６９に挿入されるビス７３
とそのビス７３にねじ係合されたナット７４の締付けにより固定される。そのスペーサ６
０の固定により、遊技領域板２０と第２導光板２２の対向面間に所定大きさの間隙が確保
されるようになっている。
【００４１】
　上記のようなスペーサ６０は、図４に示す上部突出部２２ｃの張り出し部３４を覆う上
部フレーム４３の第１保持部５４の端部と遊技領域板２０の対向面間および下部突出部２
２ｄの張り出し部３４を覆う下部間隙保持プレート４４の端部と遊技領域板２０の対向面
間にも組込まれているが、図ではその詳細を省略している。
【００４２】
　なお、スペーサ６０は、張り出し部３４の前面と遊技領域板２０の対向面間に直接組込
むようにしてもよい。
【００４３】
　図５に示すように、第１導光板２１の後面および第２導光板２２の後面には複数の凹凸
状の模様部８０が貫通孔３２、３３の周囲に複数形成され、各導光板２１、２２の貫通孔
３２、３３の内周から内部に光を入射させると、上記模様部８０で光が乱反射し、その反
射光の一部がパチンコ機の前面側に出射して、模様部８０が光輝くようになっている。
【００４４】
　図４および図５に示すように、第２導光板２２の後面には、貫通孔３３の周囲部に複数
の第２保持部８１がねじの締付けによる手段を介して固定され、各第２保持部８１に支持
された素子基板８２に発光ダイオード（ＬＥＤ）等の複数の発光体８３ａ、８３ｂが支持
されている。
【００４５】
　発光体８３ａは、貫通孔３２の内周から第１導光板２１の内部に向けて光を照射し、一
方、発光体８３ｂは、貫通孔３３の内周から第２導光板２２の内部に向けて光を照射し、
その照射によって第１導光板２１および第２導光板２２に形成された模様部８０が発光体
８３ａ、８３ｂの発光色で光輝くようになっている。
【００４６】
　実施の形態で示すパチンコ機の遊技盤ユニットＵは上記の構造からなり、その遊技盤ユ
ニットＵの組立てに際しては、第１導光板２１と第２導光板２２とを結合一体化し、その
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一体化された組立体の第２導光板２２と遊技領域板２０の対向部間にスペーサ６０を組込
んで、上記遊技領域板２０と第２導光板２２とを結合一体化する。
【００４７】
　第１導光板２１と第２導光板２２の結合一体化に際しては、第２導光板２２の両側の突
出部２２ａおよび２２ｂに第１側部フレーム４１および第２側部フレーム４２を装着する
。
【００４８】
　この場合、突出部２２ａおよび２２ｂが、対向する第１保持部４６と第２保持部４９間
に嵌合し、第１保持部４６が第２導光板２２の前面に重なるよう第１側部フレーム４１お
よび第２側部フレーム４２を装着し、その装着後、第１側部フレーム４１および第２側部
フレーム４２の対向するガイド板部４７間に第１導光板２１を落とし込み、上記ガイド板
部４７により第１導光板２１をガイドして、その第１導光板２１を第２導光板２２の前面
に重ね合わせる。
【００４９】
　上記のように、ガイド板部４７により第１導光板２１をガイドして、その第１導光板２
１を第２導光板２２に重ね合わせることにより、重ね合わせを容易とすることができると
共に、その重ね合わせ時に各導光板２１、２２が擦れ合って擦り傷が生じるのを未然に防
止することができる。
【００５０】
　第１導光板２１と第２導光板２２の重ね合わせにより、第１側部フレーム４１および第
２側部フレーム４２の第１保持部４６がその第１導光板２１および第２導光板２２で挟み
込まれ、その挟み込み状態において、第１導光板２１と第２導光板２２の上部突出部２１
ｃ、２２ｃ間に上部フレーム４３の第１保持部５４を介在し、かつ、下部突出部２１ｄ、
２２ｄ間の下部間隙保持プレート４４を介在する。
【００５１】
　なお、第１導光板２１を第２導光板２２に重ね合わせる際、その第２導光板２２の上部
突出部２２ｃの上面に上部フレーム４３の第１保持部５４を重ね合わせ、かつ、下部突出
部２２ｄの上面に下部間隙保持プレート４４を重ね合わせ、その後に、第１導光板２１を
重ね合わせて、第１導光板２１と第２導光板２２の上部突出部２１ｃ、２２ｃ間に上部フ
レーム４３の第１保持部５４を介在させ、かつ、下部突出部２１ｄ、２２ｄ間に下部間隙
保持プレート４４を介在させるようにしてもよい。
【００５２】
　上記のように、第１導光板２１と第２導光板２２の対向部間に第１側部フレーム４１お
よび第２側部フレーム４２の第１保持部４６、上部フレーム４３の第１保持部５４および
下部間隙保持プレート４４を介在させた状態において、各重なり部のビス挿入孔５０、５
５、５８ａのそれぞれにビス５１、５６、５８を挿入し、各ビス５１、５６、５８にナッ
ト５２、５７、５９をねじ係合して締め付けることにより、第１導光板２１と第２導光板
２２とを結合一体化することができる。
【００５３】
　第１導光板２１と第２導光板２２の結合状態において、その第１導光板２１と第２導光
板２２間には、第１保持部４６、５４および下部間隙保持プレート４４が挟み込まれてお
り、その第１保持部４６、５４および下部間隙保持プレート４４は同一の厚みであるため
、第１導光板２１と第２導光板２２の対向面間に全体にわたって均一大きさの間隙が形成
されることになり、干渉縞が形成されるようなことはない。
【００５４】
　また、第１側部フレーム４１および第２側部フレーム４２、上部フレーム４３および下
部間隙保持プレート４４のねじ止めによる取り付けによって、第１導光板２１と第２導光
板２２は補強されることになり、湿気や熱の影響によって、その第１導光板２１と第２導
光板２２に反りや変形が生じるのが防止される。
【００５５】
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　第１導光板２１と第２導光板２２の連結一体後、第２導光板２２に形成された張り出し
部３４のピン孔６７にスペーサ６０の位置決めピン６６を挿入し、かつ、貫通孔７１にボ
ス部６８を挿入し、上記張り出し部３４の後面からビス挿入孔６５に挿入されるビス７２
をねじ孔６４にねじ係合して締め付けることにより、スペーサ６０を固定することができ
る。
【００５６】
　スペーサ６０の固定後、そのスペーサ６０の突出部６８を遊技領域板２０の後面に形成
された凹部７０に嵌合してスペーサ６０の基盤部６１を遊技領域板２０の後面に衝合し、
ボス部６８のビス挿入孔６９に挿入されるビス７３と、そのビス７３にねじ係合されるナ
ット７４の締付けを行なうことにより、遊技領域板２０と第２導光板２２を結合一体化す
ることができ、遊技盤ユニットＵを組み立てることができる。
【００５７】
　その遊技盤ユニットＵの組み立て状態において、スペーサ６０の厚み（基盤部６１の厚
みとリブ６２の高さを加えた厚み）は第１導光板２１の厚みより厚いため、第１導光板２
１と遊技領域板２０の対向部間に一定の間隔が確保されることになり、干渉縞が形成され
るようなことはない。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】この発明に係るパチンコ機の実施の形態を示す正面図
【図２】図１の背面図
【図３】遊技盤ユニットを背面から見た状態の斜視図
【図４】遊技盤ユニットの背面図
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿った断面図
【図６】図４のVI－VI線に沿った断面図
【図７】図４のVII－VII線に沿った断面図
【図８】（Ｉ）および（II）は、第１側部フレームを示す斜視図
【図９】スペーサを示す斜視図
【図１０】図４のX－X線に沿った断面図
【図１１】（Ｉ）および（II）は、第２側部フレームを示す斜視図
【図１２】図４のXII－XII線に沿った断面図
【図１３】上部フレームを示す斜視図
【図１４】図４のXIV－XIV線に沿った断面図
【図１５】下部間隙保持プレートを示す斜視図
【符号の説明】
【００５９】
２０・・・遊技領域板、２１・・・第１導光板、２２・・・第２導光板、２３・・・ガイ
ドレール、２４・・・遊技領域、２９・・・貫通孔、３０・・・可変表示ユニット、３１
・・・液晶表示装置、３２・・・貫通孔、３３・・・貫通孔、３４・・・張り出し部、４
１・・・第１側部フレーム（フレーム）、４２・・・第２側部フレーム（フレーム）、４
５・・・板部、４６・・・第１保持部、４７・・・ガイド板部、４９・・・第２保持部、
５１・・・ビス、６０・・・スペーサ、７３・・・ビス
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