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(57)【要約】
【課題】スロットマシンの本体に加工を施したり、交換
したりすることなく、かつ、外観体裁を損ねることなく
ゲームの進行のために操作される操作手段以外の操作手
段の増設に対応することが出来るスロットマシンを提供
すること。
【解決手段】本体前面には、ゲームを進行するために操
作されるゲーム用操作手段３６ａ、３６ｂ、４０Ｌ、４
０Ｃ、４０Ｒ、３８が配設されているとともに、遊技に
関連する遊技関連装置を操作するためにゲーム用操作手
段とは別個に構成される遊技関連操作手段を配設するた
めの遊技関連操作手段配設部７９７が予め形成されてお
り、前記遊技関連操作手段配設部の前方を被覆するよう
に装飾する装飾部材７９２、または前記遊技関連操作手
段配設部の前方を露出させるように装飾する装飾部材が
、他方の装飾部材と交換可能に設けられている。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
１ゲームに対して賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに、表示状態
を変化させることが可能な可変表示装置の表示結果が導出表示されることにより１ゲーム
が終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能なスロットマシンで
あって、
前記スロットマシンの本体前面には、前記ゲームを進行するために操作されるゲーム用操
作手段が配設されているとともに、遊技に関連する遊技関連装置を操作するために、前記
ゲーム用操作手段とは別個に構成される遊技関連操作手段を配設するための遊技関連操作
手段配設部が予め形成されており、
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前記遊技関連操作手段配設部の前方を被覆するように装飾する装飾部材、または前記遊技
関連操作手段配設部の前方を露出させるように装飾する装飾部材が、他方の装飾部材と交
換可能に設けられていることを特徴とするスロットマシン。
【請求項２】
前記装飾部材には、前記遊技関連操作手段配設部を透視不能に隠蔽するための隠蔽部が形
成されている請求項１に記載のスロットマシン。
【請求項３】
遊技の進行状況を表示可能な遊技進行表示手段を備えた表示ユニットを備え、
該表示ユニットには、前記遊技関連装置に接続される遊技関連表示手段を配設するための
遊技関連表示手段配設部が予め形成されている請求項１または２に記載のスロットマシン
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。
【請求項４】
前記表示ユニットには、前記可変表示装置の可変表示部を透視可能な透視窓が形成された
遊技パネルが着脱自在に設けられる請求項３に記載のスロットマシン。
【請求項５】
前記ゲーム用操作手段の操作は、前記ゲームの進行を制御する遊技制御手段により検出さ
れるとともに、
前記遊技関連操作手段の操作は、前記遊技制御手段とは別個に設けられる制御手段により
検出される請求項１〜４のいずれかに記載のスロットマシン。
【請求項６】
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前記遊技関連操作手段は、所定の記録媒体の記録情報によって特定される有価価値を使用
してスロットマシンにおける遊技を行うために操作される操作手段であって、
前記価値の引き落としを行うための引落操作手段と、
前記記録媒体を遊技者に返却するための返却操作手段と、を含む請求項１〜５のいずれか
に記載のスロットマシン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、１ゲームに対して賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに
、表示状態を変化させることが可能な可変表示装置の表示結果が導出表示されることによ
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り１ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて所定の入賞が発生可能なスロッ
トマシンに係わり、特にゲームの進行のために操作されるゲーム用操作手段以外の操作手
段を備えるスロットマシンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種のスロットマシンの前面扉には、ゲームの進行に関連して操作される種々の
ゲーム操作手段が設けられる。これらゲーム操作手段としては、例えば可変表示装置の可
変表示を停止させるためのストップボタン、賭数を設定するためのＢＥＴボタン、可変表
示を開始させるためのスタートレバー等が挙げられる。
【０００３】

50

(3)

JP 2004‑148032 A 2004.5.27

ところで、パチンコ遊技機においては、遊技に使用するパチンコ球を借り受けるためのカ
ードユニットが広く普及しているため、前記カードユニットの球貸出しボタンやカード返
却ボタン等を備えるカード対応型パチンコ遊技機が提供されるようになっている。
【０００４】
しかし、市場に提供されるパチンコ遊技機は、上記球貸出しボタンやカード返却ボタン等
を必要としているものばかりではなく、上記球貸出しボタンやカード返却ボタン等を必要
としないパチンコ遊技機も提供されている。そのため、上記球貸出しボタンやカード返却
ボタン等の有無によって別構造のパチンコ機を製造すると製造コストが嵩んで不経済とな
るため、例えば以下のような提案がなされている。
【０００５】
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一つは、表示器と遊技者が操作する操作スイッチが臨む第１装飾体または単なる装飾が施
された第２装飾体のいずれか一方を着脱自在としたものがある（例えば、特許文献１参照
）。
【０００６】
また、上記表示器と遊技者が操作する操作スイッチが臨むように組み付け可能なカード対
応型パチンコ遊技機用の操作基板またはカード対応型パチンコ遊技機用以外の装飾部材の
いずれか一方を着脱自在としたものがある（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
また、上記表示器と遊技者が操作する操作スイッチを組み付け可能な取付部材を遊技機の
本体に着脱自在設けたものがある（例えば、特許文献３参照）。
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【０００８】
【特許文献１】
特許第２８２８１８９号公報（第３−５頁、第１−４図）
【特許文献２】
特許第３００２７０７号公報（第３−５頁、第２−１９図）
【特許文献３】
特許第２９７７９３６号公報（第７頁、第６図）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特許文献１〜３に記載されたパチンコ遊技機にあっては、遊技に使用
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するパチンコ球を貯留するための上皿に、上記カードユニットの球貸出しボタンやカード
返却ボタン等を配設するためのユニットを組み付けることでカード対応型パチンコ遊技機
に対応していたため、球貸出しボタンやカード返却ボタンが必要な場合と不要な場合とに
対応するためには、球貸出しボタンやカード返却ボタンのみならず、これらボタンを配設
するためのユニットごと交換しなければならなかった。
【００１０】
本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、スロットマシンの本体に加工を
施したり、交換したりすることなく、かつ、外観体裁を損ねることなくゲームの進行のた
めに操作される操作手段以外の操作手段の増設に容易に対応することが出来るスロットマ
シンを提供することを目的とする。
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【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明のスロットマシンは、１ゲームに対して賭数を設定す
ることによりゲームが開始可能となるとともに、表示状態を変化させることが可能な可変
表示装置の表示結果が導出表示されることにより１ゲームが終了し、該可変表示装置の表
示結果に応じて所定の入賞が発生可能なスロットマシンであって、
前記スロットマシンの本体前面には、前記ゲームを進行するために操作されるゲーム用操
作手段が配設されているとともに、遊技に関連する遊技関連装置を操作するために、前記
ゲーム用操作手段とは別個に構成される遊技関連操作手段を配設するための遊技関連操作
手段配設部が予め形成されており、
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前記遊技関連操作手段配設部の前方を被覆するように装飾する装飾部材、または前記遊技
関連操作手段配設部の前方を露出させるように装飾する装飾部材が、他方の装飾部材と交
換可能に設けられていることを特徴としている。
この特徴によれば、遊技関連操作手段を配設するための遊技関連操作手段配設部が予め本
体前面に形成されていることで、遊技関連操作手段が必要な場合には、スロットマシンの
本体を加工したり交換することなく、また、遊技関連操作手段を配設するための部材等を
新たに設けることなく遊技関連操作手段を配設することが出来るばかりか、装飾部材によ
り遊技関連操作手段配設部の前方を被覆したり露出させるように装飾することが出来るの
で、遊技関連操作手段が必要な場合と不要な場合とで、装飾部材の交換だけで本体を共通
して使用することが出来るため、製造コストの低減化を図ることが出来る。
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【００１２】
本発明のスロットマシンの前記装飾部材には、前記遊技関連操作手段配設部を透視不能に
隠蔽するための隠蔽部が形成されていることが好ましい。
このようにすれば、装飾部材を設けることで遊技関連操作手段配設部や遊技関連操作手段
を視認不能に隠蔽することが出来るため、外観体裁を向上させることが出来る。
【００１３】
本発明のスロットマシンは、遊技の進行状況を表示可能な遊技進行表示手段を備えた表示
ユニットを備え、
該表示ユニットには、前記遊技関連装置に接続される遊技関連表示手段を配設するための
遊技関連表示手段配設部が予め形成されていることが好ましい。
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このようにすれば、遊技関連表示手段が必要な場合において、遊技進行表示手段を配設す
るための表示ユニットを利用して遊技進行表示手段を配設することが出来、スロットマシ
ン本体を加工したり交換する必要がないため、製造コストの低減化を図ることが出来る。
【００１４】
本発明のスロットマシンは、前記表示ユニットには、前記可変表示装置の可変表示部を透
視可能な透視窓が形成された遊技パネルが着脱自在に設けられることが好ましい。
このようにすれば、遊技関連表示手段が必要な場合、不要な場合とで、可変表示装置の可
変表示部を透視可能な透視窓を形成するための遊技パネルを利用して遊技関連表示手段配
設部を被覆したり露出させたりすることが出来るばかりか、遊技関連表示手段の遊技関連
表示手段配設部への配設等に伴って遊技パネルの交換が必要となった場合等において、遊
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技パネルを表示ユニットとともに取り出すことが出来るため、遊技関連表示手段の遊技関
連表示手段配設部への配設に関わる作業を容易に行うことが出来る。
【００１５】
本発明のスロットマシンの前記ゲーム用操作手段の操作は、前記ゲームの進行を制御する
遊技制御手段により検出されるとともに、
前記遊技関連操作手段の操作は、前記遊技制御手段とは別個に設けられる制御手段により
検出されることが好ましい。
このようにすれば、ゲームの進行を制御する遊技制御手段にかかる負荷を効果的に軽減す
ることが出来る。
【００１６】
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本発明のスロットマシンの前記遊技関連操作手段は、所定の記録媒体の記録情報によって
特定される有価価値を使用してスロットマシンにおける遊技を行うために操作される操作
手段であって、
前記価値の引き落としを行うための引落操作手段と、
前記記録媒体を遊技者に返却するための返却操作手段と、を含むことが好ましい。
このようにすれば、引落操作手段及び返却操作手段を遊技関連操作手段配設部に配設する
だけで、所定の記録媒体の記録情報によって特定される有価価値を使用して遊技を行うよ
うにすることが出来る。
【発明の実施の態様】
以下、本発明の実施態様について図面を参照して説明する。
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（１）スロットマシンの概略説明
まず、図１〜図５を参照してスロットマシンの概略構成について説明すると、図１はスロ
ットマシン１を斜め前方から見た斜視図であり、図２は前面扉３を開放した状態のスロッ
トマシン１を斜め前方から見た斜視図であり、図３はスロットマシン１の正面図であり、
図４はスロットマシン１の筐体２内を示す正面図であり、図５はスロットマシン１の前面
扉を示す背面図である。
【００１７】
本実施例におけるスロットマシン１は、前面が開口する筐体２と、この筺体２の側端に回
動自在に枢支された前面扉３と、から構成されており、前面扉３の裏面に設けられた施錠
装置４（図５参照）の鍵穴４ａに挿入した所定のキーを時計回り方向に回動操作すること
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により施錠が解除されて前面扉３を開放することができるようになっている。
【００１８】
（１―１）前面扉の前面
前面扉３の前面上端部には、遊技効果ＬＥＤ１３０（図３参照）が内蔵された遊技効果Ｌ
ＥＤ部４１が左右方向に延びるように設けられているとともに、左右側端部には、遊技効
果ＬＥＤ１３１ａ〜１３１ｃ（図３参照）が内蔵された発光部としての遊技効果ＬＥＤ部
４２Ｌ、及び遊技効果ＬＥＤ１３２ａ〜１３２ｃ（図３参照）が内蔵された発光部として
の遊技効果ＬＥＤ部４２Ｒが、前面扉３の上部から下部にわたって一連に設けられている
。これら遊技効果ＬＥＤ部４１、４２Ｌ、４２Ｒにより囲まれた前面扉３の前面には、役
構成等が印刷された上部パネル５、各種表示部が形成された遊技パネル６、タイトル等が
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印刷された下部パネル７が各々設けられている。なお、下部パネル７の内部には表示面を
後方から照らす蛍光灯１３９が内蔵されている。下部パネル７の下方には、メダル払出穴
９から払出されるメダルを受け入れるメダル受皿１０が突設されている。なお、メダル受
皿１０の左側には灰皿１３が設けられている。
【００１９】
遊技パネル６と下部パネル７の間には、操作部８が遊技パネル６よりも前方に膨出するよ
うに形成されており、この操作部８には、遊技媒体であるメダルを投入可能なメダル投入
部３４や、各種操作ボタン３５、３６ａ、３６ｂ、３７、４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒ、及び
スタートレバー３８等が設けられている。
【００２０】
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上部パネル５の左右側には、内部に設けられる高音スピーカ１３６Ｌ、１３６Ｒ（図５参
照）から出力される音を放音する放音部１２Ｌ、１２Ｒがそれぞれ設けられているととも
に、これら左右の放音部１２Ｌ、１２Ｒの間には、上部パネル５の後面に設けられる演出
手段の一例である演出用リール９１Ｌ、９１Ｃ、９１Ｒを透視するための透明な演出用透
視窓１１が印刷形成されている。
【００２１】
遊技パネル６には、筐体２に内設された後述するゲーム用リール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒ
を透視可能な透視窓１４と、各種表示部１６〜３３と、がそれぞれ印刷形成されている。
【００２２】
遊技パネル６に設けられた各種表示部のうち、クレジット表示部３１は、内蔵されたクレ
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ジット表示器１０９（図５参照）によりクレジットが表示される。クレジットとは、遊技
者所有の有価価値としてスロットマシン１内部の記憶部に記憶されているメダル数である
。このスロットマシン１では、クレジットとして記憶可能な価値の上限値が最大でメダル
５０枚分とされており、この上限値を越えるクレジットの加算更新の要求が発生した場合
にはその上限を越えるメダルがメダル払出穴９から払出される。クレジット表示器１０９
は、横並び状態で設けられた３個の７セグメント表示器からなり、３桁の数値を表示可能
であるため、前記クレジットの上限が前記１００枚以上となった場合にも対応出来るとと
もに、クレジットの表示として使用しない７セグメント表示器は演出のために使用するこ
とが出来るようになっている。
【００２３】
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ゲーム回数表示部３２は、後述するビッグボーナス（以下ＢＢと略称する）中に提供され
るビッグボーナスゲーム（以下ＢＢゲームと略称する）の残回数や、後述するレギュラー
ボーナス（以下ＲＢと略称する）の残回数等が内蔵されたゲーム回数表示器１０８（図５
参照）により表示される。さらにゲーム回数表示部３２は、スロットマシン１に発生した
各種の異常を表示する報知手段であるエラー表示器としても機能する。
【００２４】
ペイアウト表示部３３は、１ゲーム中に発生した入賞に基づいて遊技者に付与されるメダ
ル枚数が入賞がある毎に、内蔵されたペイアウト表示器１１０（図５参照）により表示さ
れる。さらに、本実施例におけるスロットマシン１は、予め定められた入賞確率の値を例
えば６つのパターンの設定値として記憶しており、前記ペイアウト表示部３３には、この
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設定値が前記ペイアウト表示器１１０により表示されるようになっている。
【００２５】
１〜３枚賭け表示部４６〜４８は、内蔵された１〜３枚賭けＬＥＤ１１１〜１１３（図５
参照）が、遊技者がゲームに賭数を設定した場合にその賭数に応じて点灯する。
【００２６】
リプレイ表示部２７は、リプレイ入賞が発生した場合に、その内部に内蔵されたリプレイ
ＬＥＤ１１４（図５参照）が点灯する。スタート表示部２８は、賭数が設定されることに
よりスタート操作をすることが可能となった場合に、その内部に内蔵されたスタートＬＥ
Ｄ１１５（図５参照）が点灯し、有効なスタート操作が検出されることにより消灯する。
投入指示表示部３０は、メダルを受付可能な状態である場合に、その内部に内蔵された投

20

入指示ＬＥＤ１１７（図５参照）が点滅し、メダルを受付不可能な状態である場合に消灯
する。
【００２７】
ウェイト表示部２９は、ウェイトタイム中にスタート操作が検出された場合に、その内部
に内蔵されたウェイトＬＥＤ１１６（図５参照）が点灯し、ウェイトタイムが経過した後
に消灯する。ウェイトタイムは、ゲームがあまりに速く進行しすぎてしまうことを規制す
るために設定されたゲーム進行規制期間であり、このウェイトタイム中にスタート操作が
検出されると、ウェイトタイムが経過した後にリールが始動するように設定されている。
【００２８】
演出用表示部１６〜２５のうち演出用表示部１７〜２０は、リプレイ表示部２７、ウェイ
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ト表示部２９、スタート表示部２８、投入指示表示部３０と、演出用表示部２１〜２５は
、１〜３枚賭け表示部４６〜４８と、各々同様に機能する表示部であり、これら各表示部
に内蔵されたＬＥＤ１１１〜１１７の点灯／消灯に応じて、各々対応する演出用表示部１
７〜２５に内蔵された演出用ランプ１４１〜１４９（図５参照）が点灯／消灯する。また
、演出用表示部１６は、ビッグボーナス入賞やレギュラーボーナス入賞の発生が許容され
ている場合に、その内部に内蔵された演出用ランプ１４０（図５参照）が点灯するように
なっており、ボーナス告知表示部として機能する。
【００２９】
操作部８の上面右側には、メダル投入口３４ａが形成されたメダル投入部３４が設けられ
ているとともに、上面左側には精算ボタン３７、１枚ＢＥＴボタン３６ａ、ＭＡＸＢＥＴ

40

ボタン３６ｂがそれぞれ設けられている。
【００３０】
１枚ＢＥＴボタン３６ａは、クレジットを使用してメダルを１枚分賭ける際に押圧するボ
タンであり、ＭＡＸＢＥＴボタン３６ｂは、１ゲームにおいて許容される賭数の最大数（
本実施例ではメダル３枚分）をクレジットの範囲内で賭ける際に押圧するボタンである。
１枚ＢＥＴボタン３６ａの表面には、該当する賭数である「１」の数字が刻設されている
とともに、ＭＡＸＢＥＴボタン３６ｂの内部には、ＭＡＸＢＥＴボタンＬＥＤ１２１が内
蔵されており（図５参照）、これらのＭＡＸＢＥＴボタンＬＥＤ１２１は、ＭＡＸＢＥＴ
ボタン３６ｂの操作により賭数を設定可能な状態にある場合に点灯し、賭数を設定不可能
な状態の場合に消灯する。なお、１枚ＢＥＴボタン３６ａの操作は内蔵された１枚ＢＥＴ
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スイッチ１００に、また、ＭＡＸＢＥＴボタン３６ｂの操作は内蔵されたＭＡＸＢＥＴス
イッチ１０１（図５参照）にて検出される。
【００３１】
精算ボタン３７は、記憶部に記憶されているクレジットの精算操作をする際に押圧するボ
タンであり、この精算ボタン３７の押圧操作は、内蔵された精算スイッチ１０４（図５参
照）にて検出され、クレジットとして記憶されている枚数のメダルがメダル払出穴９から
払出されるようになっている。
【００３２】
操作部８の前面には、スタートレバー３８、ストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒ、メ
ダル詰まり解除ボタン３５がそれぞれ設けられている。スタートレバー３８は、ゲームを

10

開始する際に操作するレバーであり、賭数の設定終了後においてスタートレバー３８を操
作することにより、その操作が内蔵されたスタートスイッチ１０２（図５参照）にて検出
されリールユニット５０の各リール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒの回転が開始される。
【００３３】
各ストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒは、ゲームが開始した後にリール５１Ｌ、５１
Ｃ、５１Ｒの回転を停止させる際に操作するボタンであり、その操作は内蔵されたストッ
プスイッチ１０３Ｌ、１０３Ｃ、１０３Ｒ（図５参照）にて検出されるようになっている
。また、ストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒの内部には操作有効ＬＥＤ１２２Ｌ、１
２２Ｃ、１２２Ｒが、それぞれ内蔵されており（図５参照）、これら操作有効ＬＥＤ１２
２Ｌ、１２２Ｃ、１２２Ｒは、対応するストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒの操作が
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有効である場合に点灯し、操作が無効である場合に消灯する。
【００３４】
メダル詰まり解除ボタン３５は、メダル投入部３４に投入されたメダルが内部で詰まった
場合に、これを解消させる際に操作するボタンである。
【００３５】
（１―２）筐体の内部
次に、筐体２内上部には、図２及び図４に示されるように、後述する遊技制御基板５００
が収容された遊技制御基板ボックス３５０が、背板１５３に取り付けられた基板取付部材
３５１（図１０参照）に取り付けられている。さらにその側方には、遊技制御基板５００
から出力される試験信号等を外部に出力するための外部出力基板５０５が取り付けられて

30

いる。
【００３６】
筐体２内略中央部には、複数種の図柄が印刷された透光性を有する帯状のリールシートが
外周に巻回されたリール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒを有する可変表示装置としてのリールユ
ニット５０が設けられている。それぞれのリール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒは、各々に対応
して設けられたリールモータ５４Ｌ、５４Ｃ、５４Ｒによりそれぞれ独立して縦方向に回
転（駆動）、停止するように構成されており、各リール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒが回転す
ることにより、透視窓１４には前記各種図柄が連続的に変化しつつ表示されるようになっ
ている。
【００３７】

40

透視窓１４から視認できる各リールの領域を、各リールに対応させて左可変表示部、中可
変表示部、右可変表示部（領域）と呼ぶ。この各可変表示部からは、各リールに描かれた
複数の図柄のうち、連続する３つの図柄が上段、中段、下段の位置に表示される。
【００３８】
各リール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒには、それぞれのリールの回転基準位置を検出するリー
ルセンサ５６Ｌ、５６Ｃ、５６Ｒが備えられており、このリールセンサ５６Ｌ、５６Ｃ、
５６Ｒにより所定の図柄の停止位置を導出できるようになっているとともに、各リール５
１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒにおける特定の表示領域（上、中、下段の表示領域）を裏面から個
別に照射可能な複数のリールランプ５５Ｌａ〜５５Ｌｃ、５５Ｃａ〜５５Ｃｃ、５５Ｒａ
〜５５Ｒｃがそれぞれ上、中、下段に設けられており、これら各リールランプ５５Ｌａ〜
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５５Ｌｃ、５５Ｃａ〜５５Ｃｃ、５５Ｒａ〜５５Ｒｃは、透視窓１４に表示される各図柄
を後方から点灯するバックライトとして機能するようになっている。
【００３９】
また、リールユニット５０の背面には、各リールモータ５４Ｌ、５４Ｃ、５４Ｒ、リール
センサ５６Ｌ、５６Ｃ、５６Ｒの配線を遊技制御基板５００に接続するためのリール中継
基板５０３が設けられているとともに、リールユニット５０の上面には、リールランプ５
５Ｌａ〜５５Ｌｃ、５５Ｃａ〜５５Ｃｃ、５５Ｒａ〜５５Ｒｃからの配線が接続されるリ
ールランプ中継基板５０４が設けられている。
【００４０】
リールユニット５０の下方には、メダル投入部３４から投入されたメダルを貯留するホッ

10

パータンク５７ａを有するホッパーユニット５７が設けられている。また、ホッパーユニ
ット５７の右側にはホッパータンク５７ａからオーバーフローしたメダルが貯留されるオ
ーバーフロータンク５９が設けられている。このオーバーフロータンク５９内にはメダル
を検出可能なフルセンサ６０ａ、６０ｂが設けられており、内部に貯留されたメダル貯留
量が所定量以上となったことを検出できるようになっている。
【００４１】
ホッパーユニット５７の下方部分にはホッパーモータ６２が設けられており、このホッパ
ーモータ６２が回転することによりホッパータンク５７ａ内のメダルがメダル排出口６３
から排出される。排出されたメダルは、メダル排出口６３の近傍に設けられる払出しメダ
ルセンサ６１により検出された後、後述するメダル返却通路部材７３（図５参照）に形成

20

されたメダル合流口７４（図５参照）を通して内部に流入し、メダル払出穴９から払い出
される。
【００４２】
ホッパーユニット５７の側方には、メイン電源をｏｎ／ｏｆｆするメインスイッチ部６６
と、エラーが生じた場合等において再びゲームを続行可能な状態にリセットする操作、及
び入賞確率を変更可能とする操作を可能な設定／リセットボタン６７と、自動精算機能を
ｏｎ／ｏｆｆする自動精算選択スイッチ部６８と、自動打止め機能をｏｎ／ｏｆｆする打
止め選択スイッチ部６９と、遊技場の管理者等が所持する特定のキーを挿入可能な設定キ
ー挿入部７０と、が前面に設けられるとともに、電源基板５０２が内蔵された電源ユニッ
ト６５が配設されている。
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【００４３】
本実施例では、設定キー挿入部７０のｏｎ／ｏｆｆ状態に関わらず、電源投入を行うこと
により、その時点での自動精算選択スイッチ部６８及び打止め選択スイッチ部６９の状態
にて設定されるとともに、設定／リセットボタン６７がリセットボタンとして機能するこ
とになる。また、縦長長方形状の設定キー挿入部７０が鉛直方向に対して左斜め４５度の
ｏｆｆの状態で特定のキーを挿入してから時計回りに９０度回転した状態、すなわちｏｎ
の状態で電源投入を行う操作により、設定キースイッチ（図示略）のｏｎが検出され、遊
技状態の初期化、すなわち、遊技制御基板５００内に設けられたＲＡＭ（図示略）の記憶
内容の初期化が実行されるとともに、設定／リセットボタン６７がリセットボタンとして
機能することになり、この設定／リセットボタン６７の操作により入賞確率、すなわち出
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玉率の変更が実行可能となる。
【００４４】
設定キー挿入部７０は、ｏｆｆの状態において、垂直方向に対して左斜め４５度に傾斜し
た状態をなし、ｏｎの状態において、垂直方向に対して右斜め４５度に傾斜した状態とな
るように設けられているため、設定キーによる回動操作が行いやすいとともに、遊技状態
のリセット及び入賞確率の設定それぞれの機能を１つのボタン操作にて行うことが出来る
ようにしたことで、操作性が向上する。
【００４５】
（１―３）前面扉の後面
次に、前面扉３の後面上部には、図５に示されるように、演出用可変表示装置を構成する
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演出用ユニット９０が取り付けられている。演出用ユニット９０は、主に前方に開口する
直方体状の演出用リール収容箱内に内蔵される演出用リール９１Ｌ、９１Ｃ、９１Ｒと、
前記演出用リール収容箱の後面側（図５中手前側）に取り付けられる演出制御基板５０１
と、から構成されている。演出用リール９１Ｌ、９１Ｃ、９１Ｒ内には、演出用リールセ
ンサ１２７Ｌ、１２７Ｃ、１２７Ｒと、演出用リールＬＥＤ１２８Ｌ、１２８Ｃ、１２８
Ｒと、演出用リールモータ１２９Ｌ、１２９Ｃ、１２９Ｒと、が内蔵されている。
【００４６】
また、演出用ユニット９０の左右側には、高音スピーカ１３６Ｌ、１３６Ｒが放音部１２
Ｌ、１２Ｒに臨むように取り付けられている。高音スピーカ１３６Ｌの後面側には、前記
演出制御基板５０１に接続される演出用中継基板５０９が取り付けられている。また、ス

10

ピーカ１３６Ｒの後方には、後述する遊技パネルユニット９５に組み付けられる冷陰極管
１３８ａ〜１３８ｃ用の冷陰極管用インバータ１２４が取り付けられている。冷陰極管用
インバータ１２４は、直方形状をなし、前面扉３の後面に対して縦向きに取り付けられて
いる。
【００４７】
さらに、前面扉３の後面上部における図中向かって演出用ユニット９０の後側には、演出
制御基板５０１に接続されるとともに、遊技効果ＬＥＤ１３０〜１３２、各スピーカ１３
６Ｌ、１３６Ｒ、冷陰極管１３８ａ〜１３８ｃ、蛍光灯１３９からの配線が接続されるド
アベース中継基板５０６が設けられている。
【００４８】

20

前面扉３の後面中央部には、遊技パネル６及び各種演出用装置が組み付けられる遊技パネ
ルユニット９５が組み付けられている。遊技パネルユニット９５の前面側には、遊技パネ
ル６及びリール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒを上方から照らす発光色の異なる３本の冷陰極管
１３８ａ〜１３８ｃが取り付けられている。
【００４９】
また、遊技パネルユニット９５の後面側には、演出用ランプ１４０〜１４４が搭載される
演出用ランプ基板５４１と、演出用ランプ１４５〜１４９が搭載される演出用ランプ基板
５４２と、各種表示器１０８〜１１０、１２０、各種ＬＥＤ１１１〜１１７が搭載される
表示基板５４３と、演出用ランプ基板５４１、５４２を演出制御基板５０１に接続するた
めの演出用ランプ中継基板５０８と、が取り付けられている。なお、図５中の符号１２０
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は設定値表示器を示しており、この設定値表示器１２０が前面扉３の後面側に向けて取り
付けられていることによって、電源ユニット６５にて設定値の設定操作を行う際において
、開放した前面扉３の前面のペイアウト表示部３３を覗き込むことなく、設定値表示器１
２０にて設定値を確認することが出来るため、操作性が向上する。
【００５０】
遊技パネルユニット９５の下方には、メダル投入部３４から投入された正規なメダルのみ
を後述するホッパータンク５７ａに導く投入メダルセレクタ７１が設けられている。直径
や厚みの異なる不正メダルは、この投入メダルセレクタにより振り分けられて、メダル返
却通路部材７３を介してメダル払出穴９から返却される。
【００５１】
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投入メダルセレクタ７１の下流側には、流下するメダル流路を選択的に切替可能とする流
路切替ソレノイド１０７が設けられている。通常時において流路切替ソレノイド１０７は
励磁されており、この状態において流下するメダルは投入メダルセンサ１０６ａ〜１０６
ｃにより検出された後、メダル誘導樋７２を流下してホッパータンク５７ａ内に貯留され
るようになっている。また、メダル投入が不可能な場合には、流路切替ソレノイド１０７
の励磁が解除されて流路が切替わって、メダル返却通路部材７３を介してメダル払出穴９
から返却される。
【００５２】
また、投入メダルセレクタ７１の側方には、操作部８に設けられる各種操作部からの配線
をまとめた状態で遊技制御基板５００に接続するための操作部中継基板５０７が、合成樹
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脂材により構成された操作部中継基板ケース内に被覆された状態で設けられている。さら
にこの操作部中継基板５０７の下方には、前面に設けられる蛍光灯１３９用の蛍光灯用イ
ンバータ１２５が取り付けられている。
【００５３】
さらに、メダル返却通路部材７３を挟んで蛍光灯用インバータ１２５の反対側には、スピ
ーカ取付用のスピーカ取付穴７５が横向き楕円形状のリブ周りに４個設けられており、ス
ピーカを取り付けることが出来るようになっている。
【００５４】
（１―４）遊技状態の説明
次に、遊技者が遊技（ゲーム）を行うための操作や、該操作に伴う各種装置の作動状況を
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説明する。
【００５５】
ゲームを開始する場合は、メダルやクレジットを使用して所望の大きさの有価価値を賭け
て所望の大きさの賭数を設定する。賭数は、メダルをメダル投入部３４から投入するか、
あるいはクレジットを使用することにより設定できるようになっている。クレジットを使
用するにはＭＡＸＢＥＴボタン３６ｂ、または１枚ＢＥＴボタン３６ａを押圧すれば良い
。
【００５６】
遊技者により賭数が「１」に設定されると入賞ラインＬ１が有効となり、賭数が「２」に
設定されると入賞ラインＬ１、Ｌ２、Ｌ２
入賞ラインＬ１、Ｌ２、Ｌ２

、Ｌ３、Ｌ３

が有効となり、賭数が「３」に設定されると
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が有効となる。

【００５７】
そして少なくとも「１」の賭数が設定された時点でスタートレバー３８の操作が有効に受
付けられる状態、すなわち、ゲームが開始可能な状態となる。
【００５８】
尚、このような賭数に応じて有効化される入賞ラインの本数、及び形状等は任意に変更可
能であり、本実施例の形態に限定されるものではない。また、賭数に応じて有効化される
入賞ラインの本数も任意に設定変更可能である。
【００５９】
ゲームが開始可能な状態でスタートレバー３８を押圧操作すれば、各リール５１Ｌ、５１
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Ｃ、５１Ｒが回転し、透視窓１４には複数種類の図柄が連続的に変化するように表示され
る。各リール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒの回転が開始されてから所定時間が経過すれば各ス
トップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒの操作が有効になり、この状態で遊技者がいずれか
のストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒを押圧操作すれば、対応するリールの回転が停
止され、透視窓１４からは対応する可変表示部の上、中、下段に図柄が表示される。
【００６０】
また、遊技者がストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒを押圧操作しない場合には、一定
時間が経過した時点で自動的に各リール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒの回転が順次停止する。
【００６１】
そして全てのリール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒが停止された時点で、賭数に応じて有効化さ
れたいずれかの入賞ラインＬ１、Ｌ２、Ｌ２

、Ｌ３、Ｌ３

40

上に予め定められた図柄の

組合せが表示された場合は入賞となり、入賞内容に対応して予め定められた所定枚数のメ
ダルが遊技者に対してクレジットとして払出される。また、クレジットが上限数に達した
場合には、メダルが直接メダル払出穴９から払い出される。
【００６２】
また、特に予め定められた特別図柄の組合せが表示されて大当たり入賞した場合にあって
は、メダルの払出しが行なわれるとともに、通常遊技状態とは異なるとともに、遊技者に
とって有利な、すなわち大量のメダルを獲得できるビッグボーナス（ＢＢ）やレギュラー
ボーナス（ＲＢ）が遊技者に対して遊技価値として付与されるようになっている。
【００６３】
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尚、このように入賞することにより遊技者に対して付与される「遊技価値」は、メダル及
びクレジット等の有価価値に限らず、上記のように大当たり入賞した場合において遊技者
に対して付与されるＢＢやＲＢ等、遊技に関連する特典全てを含む。
【００６４】
本実施例では、各リール５１Ｌ（左リール）、リール５１Ｃ（中リール）、リール５１Ｒ
（右リール）の周面に、「白７」、「ＢＡＲ」、「スイカ」、「ベル」、「チェリー」、
「プラム」の図柄（図３参照）が各リールに２１個配列されており、通常遊技状態におい
て「白７−白７−白７」、「ＢＡＲ−ＢＡＲ−ＢＡＲ」、「チェリー−Ａｎｙ−Ａｎｙ」
、「スイカ−スイカ−スイカ」、「ベル−ベル−ベル」、または「プラム−プラム−プラ
ム」の組合せが入賞の対象とされており、そのうち白７の図柄、及びＢＡＲの図柄のみが
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遊技者にとって利益の大きな賞である大当り入賞（ＢＢ、ＲＢ）の対象となる特別図柄と
され、その他スイカ、チェリー、ベルまたはプラムの図柄は遊技者にとって利益の小さな
賞である小役入賞の対象となる小役図柄とされている。
【００６５】
通常遊技状態において、「チェリー−Ａｎｙ−Ａｎｙ」、「スイカ−スイカ−スイカ」、
「ベル−ベル−ベル」、の組合せが有効化された１つの入賞ライン上に揃った場合には、
その図柄の組合せに応じて予め定められた所定枚数のメダルが遊技者に付与される。
【００６６】
具体的には、左リール５１Ｌに描かれた「チェリー」の図柄は単図柄と呼ばれるマークで
あり、この単図柄が有効な１本の入賞ライン上で停止表示された場合には例えば２枚のメ

20

ダルが遊技者に付与される。また、「スイカ−スイカ−スイカ」の組合せが有効化された
１つの入賞ライン上に揃った場合には、例えば１２枚のメダルが付与される。また、「ベ
ル−ベル−ベル」の組合せが有効化された１つの入賞ライン上に揃った場合には、９枚の
メダルが付与される。
【００６７】
また、賭数に応じて有効化された入賞ラインが複数本存在する場合において、前述したよ
うにメダルが払出される図柄の組合せが複数本の入賞ライン上において同時に成立した場
合には、各入賞ライン上の図柄の組合せによって付与されるメダル枚数の合計枚数に相当
するメダルが付与されるのが原則である。しかし、１ゲームにおいて遊技者に付与される
メダルの上限が１５枚と定められているために、１５枚を越える場合にはその１６枚目以
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降のメダルが無効となる。
【００６８】
また、「プラム−プラム−プラム」の組合せが有効化された１つの入賞ライン上に揃った
場合には、当該ゲームと同一の賭数にて次回のゲームを実施可能なリプレイ（再遊技）ゲ
ームが付与される。
【００６９】
また、通常遊技状態において有効化されたいずれかの入賞ライン上に「ＢＡＲ−ＢＡＲ−
ＢＡＲ」の図柄が揃えば、ＲＢ入賞したことになり、「ＢＡＲ−ＢＡＲ−ＢＡＲ」の図柄
が揃ったことの対価として１５枚のメダルが払出されるとともに、遊技者にとって有利な
レギュラーボーナス（ＲＢ）が発生し、以下に説明するレギュラーボーナスゲーム（ＲＢ
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ゲーム）が遊技者に対して付与される。具体的に説明すると、このＲＢが発生した場合に
は、プラム図柄の揃目が揃うことにより１５枚のメダルが払出されるＪａｃ入賞が高確率
で発生するＲＢゲームが最大で１２回提供されるとともに、このＲＢゲームが１２回実行
されるか、あるいはＲＢゲームが１２回に達する前にＪａｃ入賞が８回発生するか、いず
れかの条件が満たされた時点で終了する。したがって、遊技者は１２回のＲＢゲーム中に
最大８回のＪａｃ入賞の機会を得ることができる。
【００７０】
また、通常遊技状態において、有効化された入賞ライン上に、「白７−白７−白７」が揃
えば、ＢＢ入賞したことになり、「白７−白７−白７」の図柄が揃ったことの対価として
１５枚のメダルが払出されるとともに、遊技者にとって有利な特別遊技状態としてのビッ
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グボーナス（ＢＢ）が発生し、以下に説明する小役ゲームとＲＢが遊技者に対して付与さ
れる。
【００７１】
具体的に説明すると、このＢＢが発生した場合には、まず、遊技状態が通常遊技状態から
小役ゲームに移行する。小役ゲームでは、対象となる小役図柄の組み合わせが揃って所定
枚数のメダルの払出しを伴う入賞が比較的高確率で発生するＢＢゲームが最大で３０回提
供される。
【００７２】
また、ＢＢゲームを３０回実行するまでの間にプラム図柄の揃目が揃ってＪａｃＩｎ入賞
した場合には、所定枚数のメダルが付与されるとともに、レギュラーボーナス（ＲＢ）に
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移行して前述したＲＢゲームが最大で１２回提供され、このＲＢゲームが１２回実行され
るか、或いはＲＢゲームが１２回に達する前にＪａｃ入賞が８回発生するか、いずれかの
条件が満たされた時点で終了する。このＲＢは、ＢＢ中において移行可能な最大回数が規
定されており、本実施例では最大で３回移行し得るように規定されている。
【００７３】
そしてＢＢは、小役ゲーム中に３０回のＢＢゲームを実行した場合か、或いは３０回のＢ
Ｂゲームを実行する前にＲＢへ３回移行し、３回目のＲＢが終了した場合のうち、いずれ
かの条件が満たされた時点で終了する。
【００７４】
以上、実施形態に係る遊技機としてのスロットマシン１の全体の概略構成及び遊技内容に
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ついて説明してきたが、次には、スロットマシン１の構造について詳細に説明する。スロ
ットマシン１は、前述したように筐体２と前面扉３とから構成されているので、以下それ
ぞれに分けて説明する。
【００７５】
（２）筐体
筐体２は、前述したように、上部の天板１５０と、左側板１５１Ｌ及び右側板１５１Ｒと
、下部の底板１５２と、背面の背板１５３と、によって直方体状に組み付けられ、その内
部には、主に遊技制御基板ボックス３５０、リールユニット５０、ホッパーユニット５７
、電源ユニット６５、オーバーフロータンク５９等が収容されている。
【００７６】
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そこで、まず、筐体２の外形を構成する天板１５０、側板１５１Ｌ、１５１Ｒ、底板１５
２、背板１５３について図６〜図１０を参照して説明する。図６はスロットマシン１を示
す背面図であり、図７はスロットマシン１を示す右側面図（左側面図は右側面図と同一の
ため省略する）であり、図８（ａ）はスロットマシン１を示す平面図であり、（ｂ）はス
ロットマシン１を示す底面図であり、図９は筐体２と前面扉３との関わりを示す要部拡大
平面図であり、図１０は一部の部材が組み付けられた状態の筐体２を示す正面図である。
【００７７】
（２−１）背板
背板１５３には、図６に示されるように、その上部に後述する遊技制御基板ボックス３５
０を取り付けるための基板取付用開口１５４が開設されている。基板取付用開口１５４の
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長方形部の一方の短辺部の外側には膨出部１５４ａが形成されているとともに、各角部は
Ｒ形状に加工されている。この基板取付用開口１５４は、背板１５３の前面側から取り付
けられる遊技制御基板ボックス３５０を取り付けるための基板取付部材３５１（図１０参
照）にて閉塞される。
【００７８】
基板取付用開口１５４の側方には、円形の外部接続配線通し穴１５７が開設されており、
前記外部出力基板５０５からの配線を外部に引き出すことが出来るようになっており、引
き出した配線は、例えば、遊技場の管理コンピュータに接続される。基板取付用開口１５
４のやや下部には、溝状に形成される放熱穴１５５が水平方向に複数個形成されている。
【００７９】
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放熱穴１５５のさらに下方には、自動循環補給装置接続開口１５６が形成されている。こ
の自動循環補給装置接続開口１５６は、遊技場の設置台にメダルの自動循環補給装置が付
設されている場合において、接続開口閉塞部材２１２（図１０参照）を取り外すことによ
り自動循環補給装置の補給ホース（図示略）を筐体２の内部に収容できるようになってお
り、補給ホースは、筐体２の内部に設けられるホッパーユニット５７のホッパータンク５
７ａの上部に臨むようになっている。
【００８０】
また、背板１５３の下部には、前面扉３の軸支側に縦長矩形状の電源ユニット用放熱開口
１５８が開設されており、その側方には、低音用のスピーカが取り付けられるスピーカ用
開口１５９が開設されている。電源ユニット用放熱開口１５８は、電源ユニット６５から
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発生する熱を外部に放出するものであり、その下部側方に形成された膨出部１５８ａから
電源ユニット６５に接続される電源線が外部に引き出される。スピーカ用開口１５９には
、低音スピーカ１３７（図１１参照）が臨むように取り付けられ、そのスピーカ用開口１
５９には、スピーカ保護網２１６（図１０参照）が背板１５３の外側からタッカー（ステ
プラー針の大型のもの）で止着される。
【００８１】
スピーカ用開口１５９のさらに側方には、円形のエンプティセンサ配線通し穴１６１が形
成されている。このエンプティセンサ配線通し穴１６１は、自動循環補給装置が付設され
ている場合に、後述するホッパータンク５７ａに取り付けられるエンプティセンサ（図示
略）からの配線を外部に引き出すためのものである。
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【００８２】
（２−２）側板
左側板１５１Ｌ及び右側板１５１Ｒの上下方向中央部よりやや下方位置には、図７に示さ
れるように、スロットマシン１を運搬する場合に指先を入れて持ち運ぶための運搬用凹部
１５Ｌ、１５Ｒ（図１参照）を形成するための運搬用開口１６２Ｌ、１６２Ｒが形成され
ている。この運搬用開口１６２Ｌ、１６２Ｒには、後述する取手部材２１１Ｌ、２１１Ｒ
（図４及び図１０参照）が筐体２の外側から嵌合されることにより閉塞されて運搬用凹部
１５Ｌ、１５Ｒが形成されることになる。また、この運搬用開口１６２Ｌ、１６２Ｒの外
面側の周縁部には、取手部材２１１Ｌ、２１１Ｒのフランジ部を収容する収容溝１６３Ｌ
、１６３Ｒが環状に凹設されている。
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【００８３】
また、左側板１５１Ｌ及び右側板１５１Ｒの前端面は、下端部から上端部に向かって後方
に傾斜する傾斜面状に形成されており、前面扉３の後面も同じ方向に傾斜する傾斜面状に
形成されている。これらの傾斜角度は、図７に示されるように、鉛直方向を向く基準線Ｐ
に対して約５．５度上端部側が後方に傾いており、これは、左側板１５１Ｌ及び右側板１
５１Ｒの前端面を鉛直方向に向けて形成した場合よりも、前面扉３により筐体２の前面開
口を閉塞した際において前面扉３の荷重が左側板１５１Ｌ及び右側板１５１Ｒの前端面に
かかりやすくなり、前面扉３の閉塞時において前面扉３と筐体２との間に隙間が形成され
にくくなるためであり、これにより両者の間に形成される隙間から針金等を挿入すること
等による不正行為が防止される。
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【００８４】
なお、前面扉３に組み付けられる上部パネル５及び下部パネル７は、鉛直方向を向く基準
線Ｐとほぼ平行をなすように、すなわち、ほぼ鉛直方向を向くように組み付けられている
とともに、遊技パネル６は、鉛直方向を向く基準線Ｐに対して約１０度上端部側が後方に
傾くように組み付けられている。これら角度は、スロットマシン１は設置時において遊技
者の目線が遊技パネル６のやや上部付近にくることを前提として設計されている。すなわ
ち、特に遊技者が最も注目する可変表示部を透視可能な透視窓１４（図１、図３参照）が
形成された遊技パネル６に関しては、遊技者からの視認性を最も考慮して前記約１０度の
傾斜角度をつけて組み付けられており、また、上部パネル５及び下部パネル７に関しては
、遊技者はもちろん、遠方からの表示内容の視認性を考慮して傾斜をつけずに組み付けら
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れている。
【００８５】
また、図８及び図９に示されるように、左側板１５１Ｌの前端面には、前面扉３が回動す
る際において前面扉３における回動軸側端部と干渉するのを回避するための円弧状の切欠
凹部１６６が上下方向にわたって凹設されている。この切欠凹部１６６は、左側板１５１
Ｌの前端面における外端部から筐体２の内側に向かって凹むように設けられている。
【００８６】
（２−３）天板及び底板
天板１５０の前端面１５０ａにおける左側板１５１Ｌ側の端部には、図８（ａ）、（ｂ）
に示されるように、前面扉３が回動する際にその端部が干渉するのを回避するための円弧

10

状の切欠凹部１６７が外向きに凹設されている。切欠凹部１６７の曲率は、左側板１５１
Ｌの前端面に形成された切欠凹部１６６と同一とされているため、前記切欠凹部１６６の
内面上部と切欠凹部１６７の内面とで連続する円弧状の凹面が形成されるようになってい
る。
【００８７】
また、底板１５２の前端面１５２ａにおける左側板１５１Ｌ側の端部には、前記切欠凹部
１６６の内面上部と切欠凹部１６７の内面とにより連続的に形成される円弧状の凹面と同
形をなす切欠凹部１６８が形成されており、この切欠凹部１６８における左側板１５１Ｌ
側端部内面は、前記切欠凹部１６６の内面に連続するようになっている。
【００８８】

20

このように筐体２側に切欠凹部１６６及び切欠凹部１６７、１６８が形成されていること
で、図９（ａ）、（ｂ）に示されるように、前面扉３を開閉する際において、前面扉３の
回動軸側端部と天板１５０、側板１５１Ｌ、１５１Ｒ、底板１５２の前端面との干渉が回
避される。よって、例えば前面扉３を筐体２に回動自在に枢支するために特殊な蝶番（例
えば多関節蝶番）等を用いる必要がなく、コストを低減できるとともに、切欠凹部１６６
は左側板１５１Ｌの前端面における外端部から筐体２の内側に向かって凹むように設けら
れているため、図９（ａ）に示されるように前面扉３を閉塞した状態において左側板１５
１Ｌの前端面と前面扉３の後端面との間に隙間が生じることがないので、外部からの不正
行為が効果的に防止される。
【００８９】
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また、天板１５０は、その後部側に左右方向を向く溝状の上部放熱穴１６４が左右に４つ
ずつ形成されている。このように上部放熱穴１６４を細長溝状として複数設けることで、
放熱効果を低減することなく、かつ、外部からの不正行為を極力行いにくくすることが出
来る。また、天板１５０と対向する底板１５２には、スロットマシン１を遊技場の設置島
に設置した際に当該設置島にメダルの自動循環補給装置が付設されている場合に、スロッ
トマシン１内でオーバーフローしたメダルを回収樋へ排出するためのメダル回収開口１６
５が開設されている。
【００９０】
なお、図８（ｂ）中に示される符号２７０は、メダル受皿１０を前面扉３に取り付けるた
めのネジ（図示略）が螺入されるメダル受皿取付用ネジ穴であり、２７１は、メダル受皿

40

１０の上面に設けられる補強用鉄板をメダル受皿１０に取り付けるためのネジ（図示略）
が螺入される補強用鉄板取付用ネジ穴である。
【００９１】
上記した天板１５０、左側板１５１Ｌ、右側板１５１Ｒ、底板１５２、及び背板１５３の
組付けは、図１、図２及び図６〜図１０に示されるように、天板１５０を左右側板１５１
Ｌ、１５１Ｒの内側に入れて挟持し、左右側板１５１Ｌ、１５１Ｒの底面を底板１５２の
上面に当接するように載置するとともに、これら天板１５０、左右側板１５１Ｌ、１５１
Ｒ、底板１５２の後端面を背板１５３の前面に当接し、それぞれの当接面を接着剤で接着
し、且つ各板間に跨るようにタッカーを打ち付けて前面が開放したほぼ直方体を構成して
いる。ただし、これだけでは強度的に弱いので、図１０に示されるように、金属性の上部
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枠板１７０、左側部枠板１７１、右側部枠板１７２、底部枠板１７３で相互の板を連結固
定している。
【００９２】
これら上部枠板１７０、左側部枠板１７１、右側部枠板１７２、底部枠板１７３は互いに
連結されているので、いずれかの箇所で静電気が発生しても特にアースをしなくても全体
的に自然放電することができ、遊技制御基板５００への悪影響を防止することができる。
【００９３】
なお、左側部枠板１７１には、前面扉３を回動自在に枢支する枢軸１８４Ｈ、１８４Ｌが
上下所定箇所にそれぞれ設けられており、右側部枠板１７２には、前面扉３側に設けられ
る右側部錠板金の係合片（図示略）と係合する係合突片１８５Ｈ、１８５Ｌが上下所定箇
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所に設けられているとともに、前面扉３を閉じた際において、前記右側部錠板金に設けら
れるガイドローラ（図示略）が乗り上げて前面扉３を下方から支持する支持片として機能
する載置片１８６が設けられている。また、底部枠板１７３には、ホッパーユニット５７
がスライド係合するホッパーユニット係合レール２０１ａ、２０１ｂが設けられている。
【００９４】
また、図１０に示されるように、背板１５３の前面には、リールユニット５０を取り付け
るためのリールユニット取付片１７４及びリールユニット係止片１７５、オーバーフロー
タンク５９内部のメダル量を検出するフルセンサ６０ａ、６０ｂ、電源ユニット６５の上
部を押さえる電源ユニット押さえ金具２１０が取り付けられる。
【００９５】

20

（３）前面扉
前面扉３は、図１３に示されるように、合成樹脂によって一体成形される前面枠７００か
ら構成され、該前面枠７００の前面側には、上部パネル５を有する上部パネルカバー体５
６０、各種操作部が装着される操作部カバー体５６１、下部パネル７を有する下部パネル
装飾枠５５１、メダル受皿１０、ＬＥＤカバー体５５０Ｌ、５５０Ｒ等が主に取り付けら
れる。以下、前面扉３を構成する部材について図面を参照して説明する。
【００９６】
前面枠７００の構成について、主に図１１〜図１３を参照して説明する。図１１は前面枠
７００を示す正面図であり、図１２は前面枠７００を斜め前方から見た斜視図であり、図
１３は前面扉３を構成する部材と前面枠７００との関係を示す斜視図である。まず、前面
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枠７００の前面側の構成について、主として図１１及び図１２を参照して説明する。
【００９７】
（３−１）前面枠
前面枠７００は、合成樹脂によって一体的に成形されているものであり、その中央よりや
や上部には、大型の遊技パネル開口７０１が開設されている。遊技パネル開口７０１の上
部には、演出用ユニット９０の演出用リール９１Ｌ、９１Ｃ、９１Ｒを前方に臨ませるた
めの演出用ユニット開口７０２と、高音スピーカ１３６Ｌ、１３６Ｒが挿通されるスピー
カ用開口７０３Ｌ、７０３Ｒと、が開設されている。遊技パネル開口７０１下部には、ス
トップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒが挿通されるストップボタン開口７０４と、メダル
詰まり解除ボタン３５が挿通されるメダル詰まり解除ボタン開口７０５と、前記施錠装置

40

４のシリンダ錠（図示略）が挿通されるシリンダ錠開口７０６が開設されている。
【００９８】
演出用ユニット開口７０２の上部には、前方に上部パネルカバー体５６０が装着される上
部パネルカバー体装着部７４５が前方に隆起するように形成されており、この上部パネル
カバー体装着部７４５には、遊技効果ＬＥＤ部４１に内蔵される複数の遊技効果ＬＥＤ１
３０が搭載された上部ＬＥＤ基板５４４（図１３参照）を止着するためのネジ７０７（図
１３参照）が螺入されるネジ穴を有するＬＥＤ基板固定用ボス７０８が所定間隔おきに３
個形成されているとともに、その下方には、上部ＬＥＤ基板５４４のＬＥＤ基板位置決め
用ボス７０９が２個突設されている。また、図中向かって右側と中央のＬＥＤ基板固定用
ボス７０８の間には、上部ＬＥＤ基板５４４と、その後面側に設けられるドアベース中継
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基板５０６（図５参照）と、を接続するケーブルを挿通するためのケーブル挿通用開口７
１０が形成されている。
【００９９】
演出用ユニット開口７０２の周囲には、その前方に装着される上部パネルカバー体５６０
の後面との間に隙間が形成されないように閉塞するための隙間閉塞用突片７１１ａ〜７１
１ｄが、高音スピーカ用開口７０３Ｌ、７０３Ｒの領域を除いて、演出用ユニット開口７
０２の周囲を囲むように略長方形状に形成されている。これら隙間閉塞用突片７１１ａ〜
７１１ｄのうち、隙間閉塞用突片７１１ａは、その前方に装着された上部パネルカバー体
５６０の後面に形成されたリブ（図示略）の後端面と当接されるとともに、隙間閉塞用突
片７１１ｂ〜７１１ｄは上部パネル５の後面における端縁部に当接されて、上部パネルカ

10

バー体５６０の後面との間を閉塞するようになっている。
【０１００】
演出用ユニット開口７０２それぞれの角部の外側には、上部パネルカバー体５６０から後
向きに突設される係止爪（図示略）が挿入される係止爪挿入穴７１２が４個形成されてい
る。下部左右側の係止爪挿入穴７１２の下方には、上部パネルカバー体５６０の後面から
後向きに突設される位置決め用ボス（図示略）が内部に嵌合される嵌合穴を有する位置決
め用ボス嵌合ボス７１３が形成されている。高音スピーカ用開口７０３Ｌ、７０３Ｒの周
囲には、スピーカ１３６Ｌ、１３６Ｒを止着するためのネジ７１４ａ、７１４ｂが螺入さ
れるネジ穴７１５ａ、７１５ｂが形成されている。
【０１０１】

20

遊技パネル開口７０１の上部側縁部には、上部パネルカバー体５６０の下端部から後向き
に形成される係止爪（図示略）が係止される係止用突片７１６ａ〜７１６ｄが前向きに突
設されている。係止用突片７１６ａと係止用突片７１６ｃとの間、及び係止用突片７１６
ｂと係止用突片７１６ｄとの間には、装着された上部パネルカバー体５６０の後面に設け
られる上部パネル５を係止する左右の係止爪（図示略）との干渉を回避するための係止爪
逃げ部７１８ａ、７１８ｂが形成されている。
【０１０２】
遊技パネル開口７０１の左右側端縁部には、遊技パネル６の左右端縁部とその側方に装着
されるＬＥＤカバー体５５０Ｌ、５５０Ｒとの間に形成される隙間を閉塞する隙間閉塞用
突片７１７ａ、７１７ｂが前向きに突設されている。

30

【０１０３】
遊技パネル開口７０１の下方には、前方に操作部カバー体５６１及び下部パネル装飾枠５
５１の上部が装着される操作部カバー体装着部７２０が、前記上部パネルカバー体装着部
７４５よりも前方に膨出するように形成されており、該操作部カバー体装着部７２０には
、前記ストップボタン開口７０４、メダル詰まり解除ボタン開口７０５、シリンダ錠開口
７０６が形成されているとともに、操作部カバー体５６１を取り付けるためのネジ７２１
が挿通される取付穴７１９が所定箇所に８個形成されている。操作部カバー体装着部７２
０における正面から見て左側には、操作部カバー体５６１に設けられるスタートレバー３
８や各種ボタン３６ａ、３６ｂ、３７との干渉を回避するための切欠部７２２が遊技パネ
ル開口７０１に連通するように形成されている。

40

【０１０４】
操作部カバー体装着部７２０の上端は、後向きに屈曲する後向片７２３が形成されており
、該後向片７２３の後端における正面から見て右側端部には、メダル投入部３４を構成す
る投入メダルガイド部材（図１参照）を装着するための切欠部７２４が形成されている。
また、７２５は前面枠７００の後面に形成されるネジ穴形成用ボスである。
【０１０５】
操作部カバー体装着部７２０の下部には、下部パネル装飾枠５５１の上部から後向きに突
設される係止爪（図示略）が挿入される係止爪挿入穴７２８が、左右及び中央に３個形成
されている。また、正面から見て左側と中央の係止爪挿入穴７２８、７２８間には、操作
部カバー体装着部７２０の下方に形成される蛍光灯装着部７２９に装着される蛍光灯１３

50

(17)

JP 2004‑148032 A 2004.5.27

９の一端側から延設されるコードを係止する上向き略Ｊ字状のコード係止フック７３０が
形成されている。
【０１０６】
蛍光灯装着部７２９には、蛍光灯１３９の反射板２７５（図１３参照）を固定するための
ネジ７３３が螺入されるネジ穴が形成された反射板固定用ボス７３１と、前記反射板２７
５を位置決めするための位置決め用ボス７３２と、がそれぞれ２個ずつ前向きに突設され
ているとともに、蛍光灯１３９から延設されるコードを前面枠７００の後面側に挿通させ
るためのコード挿通穴７３４が正面から見て左側に形成されている。また、蛍光灯装着部
７２９の下部には、前方に装着される前記下部パネル装飾枠５５１の下部に当接して内側
への凹みを防止するための４個の当接規制ボス７３５が、左右方向に向けて所定間隔おき

10

にそれぞれ前向きに突設されているとともに、下部パネル装飾枠５５１の下部から後向き
に突設される係止爪（図示略）が挿入される係止爪挿入穴７３６が２個形成されている。
左右の係止爪挿入穴７３６、７３６間には、後面側に取り付けられる前記メダル返却通路
部材７３を位置決めするための位置決め用係止部（図示略）を後面側に向けて突設形成す
るための係止部形成用凹部７３７が形成されている。
【０１０７】
また、前面枠７００の後面に取り付けられる前記操作部中継基板５０７に対応する領域の
上下部には、前記操作部中継基板５０７を被覆する操作部中継基板カバー（図示略）の上
下部に形成された係止爪（図示略）が挿通される係止爪挿入穴７３８が形成されている。
【０１０８】
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なお、蛍光灯装着部７２９は、段部を介して操作部カバー体装着部７２０より後側に凹む
ように形成されているとともに、その左右端縁部及び下端縁部には、蛍光灯１３９からの
光の外方への拡散を防止するための遮光片７３９、７４０がそれぞれ前向きに突設されて
いる。
【０１０９】
蛍光灯装着部７２９のさらに下方には、遮光片７４０を挟んでメダル受皿装着部７４１が
形成されている。メダル受皿装着部７４１の略中央部には、メダル払出開口７４２が形成
されているとともに、その側方には、後面側にスピーカ（図示略）が取り付けられた場合
において、該スピーカから出力される音を前方に向けて放音するための楕円形状の放音開
口７４３が形成されている。正面から見て左側には、メダル受皿１０から後向きに突設さ
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れた位置決め用ボス（図示略）が嵌合されるとともに、メダル受皿１０を止着するネジ７
５５ｃが取付けられる取付穴７４４ａを有するボス嵌合穴７４４が前向きに突設されてい
る。
【０１１０】
メダル受皿装着部７４１の下方及び左右側方位置には、メダル受皿１０を取り付けるため
のネジ７５５ａが挿通される取付穴７５６ａが左右に２個、ネジ７５５ｂが挿通される取
付穴７５５ｂが挿通される取付穴７５６ｂが３個形成されている。下方の左右の角部近傍
には、メダル受皿装着部７４１の前方に保護板２７２を取り付けるためのネジ７５７が螺
入されるネジ穴７５８が２個形成されているとともに、メダル装着部７４１の上部には、
保護板２７２の上端に形成される係止片（図１３参照）が挿入される係止片挿入穴７５９

40

が形成されている。また、取付穴７５６ｂ間には、メダル受皿１０に取り付けられるネジ
の頭部との干渉を回避するための孔部７６０が形成されている。
【０１１１】
上部パネルカバー体装着部７４５、遊技パネル開口７０１、操作部カバー体装着部７２０
、蛍光灯装着部７２９、メダル受皿装着部７４１の左右端部と前面枠７００の左右端部と
の間には、前方にＬＥＤカバー体５５０Ｌ、５５０Ｒが装着されるＬＥＤカバー体装着部
７６５Ｌ、７６５Ｒが上下方向に延びるように形成されている。
【０１１２】
ＬＥＤカバー体装着部７６５Ｌには、サイドＬＥＤ基板５４５ａ〜５４５ｃそれぞれの上
下端部を固定するネジ７６６ａ〜７６６ｃが螺入されるネジ穴を有する固定用ボス７６８
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ａ〜７６８ｃと、サイドＬＥＤ基板５４５ａ〜５４５ｃそれぞれを位置決めするための位
置決め用ボス７７０ａ〜７７０ｃと、がそれぞれ前向きに突設されている。また、ＬＥＤ
カバー体装着部７６５Ｒには、サイドＬＥＤ基板５４６ａ〜５４６ｃそれぞれの上下端部
を固定するネジ７６７ａ〜７６７ｃが螺入されるネジ穴を有する固定用ボス７６９ａ〜７
６９ｃと、サイドＬＥＤ基板５４６ａ〜５４６ｃそれぞれを位置決めするための位置決め
用ボス７７１ａ〜７７１ｃと、がそれぞれ前向きに突設されている。
【０１１３】
位置決め用ボス７７０ａ、７７１ａの下方には、上部のサイドＬＥＤ基板５４５ａ、５４
６ａから延設されるコードを係止するためのコード係止フック７７２ａ、７７３ａが形成
されているとともに、下方の固定用ボス７６８ｂ、７６９ｂの上方には、中央及び下部の

10

サイドＬＥＤ基板５４５ｂ、５４５ｃ、５４６ｂ、５４６ｃから延設されるコードをまと
めて係止するためのコード係止フック７７２ｂ、７７３ｂが形成されている。これらコー
ドは、上部パネルカバー体装着部７４５の下方の角部側方にそれぞれ形成されたコード挿
通用穴７７４ａ、７７４ｂを介して前面枠７００の後面側に挿通される。
【０１１４】
ＬＥＤカバー体装着部７６５Ｌ、７６５Ｒにおける上部パネルカバー体装着部７４５の上
部及び下部側方近傍位置と、メダル受皿装着部７４１の上部側方近傍位置と、には、ＬＥ
Ｄカバー体５５０Ｌ、５５０Ｒを固定するためのネジ７７９ａ、７７９ｂが取り付けられ
る取付穴７８０ａ、７８０ｂが左右３個ずつ形成されている。
【０１１５】

20

また、ＬＥＤカバー体装着部７６５Ｌ、７６５Ｒにおける外側端部には、装着されたＬＥ
Ｄカバー体５５０Ｌ、５５０Ｒの外面側を閉塞するようにガイドするガイド片７７７、７
７８が上下方向にわたって前向きに突設されているとともに、ガイド片７７７、７７８の
内側には、ＬＥＤカバー体５５０Ｌ、５５０Ｒから後向きに突設された係止爪（図示略）
が挿入される係止爪挿入穴７７５、７７６が、ガイド片７７７、７７８に沿うように、上
下方向に向けて所定間隔おきに６個ずつ形成されている。
【０１１６】
次に、操作部カバー体５６１の構造について、図１４〜図１８を参照して説明する。図１
４は操作部カバー体５６１と該操作部カバー体５６１に装着される部材や部品との関係を
示す分解斜視図であり、図１５は操作部カバー体５６１を斜め前方から見た斜視図であり

30

、図１６（ａ）は操作部カバー体５６１を示す正面図であり、（ｂ）は操作部カバー体５
６１を示す背面図であり、図１７（ａ）は３個のストップボタンが装着される場合に装着
されるボタンカバー体を示す斜視図であり、（ｂ）は４個のストップボタンが装着される
場合に装着されるボタンカバー体を示す斜視図であり、図１８はストップボタンユニット
を示す分解斜視図である。
【０１１７】
（３−２）操作部カバー体
操作部カバー体５６１には、図１４に示されるように、ストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、
４０Ｒを構成するストップボタンユニット４４０Ｌ、４４０Ｃ、４４０Ｒと、スタートレ
バー３８を構成するスタートレバーユニット４４１と、１枚ＢＥＴボタン３６ａを構成す

40

る１枚ＢＥＴボタンユニット４４２と、ＭＡＸＢＥＴボタン３６ｂを構成するＭＡＸＢＥ
Ｔボタンユニット４４３と、精算ボタン３７を構成する精算ボタンユニット４４４と、メ
ダル詰まり解除ボタン３５と、操作部カバー体５６１の前面に装着されるメイン装飾カバ
ー７９０、右サイド装飾カバー７９１、左サイド装飾カバー７９２と、操作部カバー体５
６１の上面に貼着される装飾シート７９３と、が装着される。
【０１１８】
操作部カバー体５６１は、図１５及び図１６に示されるように、前方にメイン装飾カバー
７９０が装着されるメイン装飾カバー装着部７９５と、右サイド装飾カバー装着部７９６
、左サイド装飾カバー装着部７９７とがそれぞれ凹設されている。メイン装飾カバー装着
部７９５の略中央部には、ストップボタンユニット４４０Ｌ、４４０Ｃ、４４０Ｒをそれ
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ぞれ装着するための停止操作ボタンユニット装着部としてのストップボタン挿入穴７９８
、７９９、８００がそれぞれ形成されている。操作部カバー体５６１の後面におけるスト
ップボタン挿入穴７９８、７９９、８００周りには、ストップボタンユニット４４０Ｌ、
４４０Ｃ、４４０Ｒを水平状態に保持するための筒状片８０１、８０２、８０３がそれぞ
れ後向きに突設されている。
【０１１９】
ストップボタン挿入穴７９８、７９９、８００は、それぞれ横並び状態で個別に形成され
ている。左右のストップボタン挿入穴７９８、７９９は、それぞれ１個のストップボタン
ユニット４４０Ｌ、４４０Ｒが挿入可能なように正面から見て略円形に形成されており、
筒状片８０１、８０２の内周面上下部には、特に図１６に示されるように、装着されるス

10

トップボタンユニット４４０Ｌ、４４０Ｒの回り止めとして機能する平面部８３５ａ、８
３６ａがそれぞれ対向配置されているとともに、内周面の左右側部には、平面部８３５ａ
、８３６ａよりも幅寸法が若干広い平面部８３５ｂ、８３６ｂがそれぞれ対向配置されて
いる。
【０１２０】
ストップボタン挿入穴８００は、ストップボタン挿入穴７９８、７９９と同様に構成され
る３つの穴を互いに重合させた横長形状とされている。具体的には、筒状片８０３の内周
面の上下部には、ストップボタンユニット４４０Ｃの回り止めとして機能する平面部８３
７ａ〜８３７ｃが、それぞれ横並びに３個ずつ、かつ、上下それぞれに対向配置されてい
るとともに、内周面の左右側部には、平面部８３７ａ〜８３７ｃよりも幅寸法が若干広い

20

平面部８３７ｄがそれぞれ対向配置されている。
【０１２１】
上下の平面部８３７ａ、８３７ｂ間、及び上下の平面部８３７ｂ、８３７ｃ間には、内向
きに突出する区画ガイド部８３８ａ、８３８ｂがそれぞれ上下に形成されている。よって
このストップボタン挿入穴８００内は、正面から見て区画ガイド部８３８ａよりも左側の
左装着部（図中「２」）と、区画ガイド部８３８ａ、８３８ｂ間の中央装着部（図中「３
」）と、区画ガイド部８３８ｂよりも右側の右装着部（図中「４」）と、から構成されて
いる。
【０１２２】
すなわち、本実施例のように３個のストップボタンユニット４４０Ｌ、４４０Ｃ、４４０
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Ｒを装着する際には、ストップボタンユニット４４０Ｌを左側のストップボタン挿入穴７
９８内に、また、ストップボタンユニット４４０Ｒを右側のストップボタン挿入穴７９９
内に、また、ストップボタンユニット４４０Ｃを中央のストップボタン挿入穴８００内に
おける中央装着部（図中「３」）に装着すれば、３個のストップボタンユニット４４０Ｌ
、４４０Ｃ、４４０Ｒを互いに等間隔おきに横並び状態に並設（図中「１」「３」「５」
）することが出来る。
【０１２３】
また、例えば４個のストップボタンユニット（図示略）を装着する際には、ストップボタ
ンユニットを左右側のストップボタン挿入穴７９８、７９９内にそれぞれ１個ずつ装着す
るとともに、２個のストップボタンユニットを、中央のストップボタン挿入穴８００内に

40

おける左右装着部（図中「２」「４」）に装着すれば、４個のストップボタンユニットを
互いに等間隔おきに横並び状態に並設（図中「１」「２」「４」「５」）することが出来
る。
【０１２４】
このように中央のストップボタン挿入穴８００は、予め中央装着部に１個、または左右装
着部で２個のストップボタンユニットを装着可能に形成されているため、例えば機種変更
等に応じて、左、中、右の可変表示部を形成するリール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒの配置数
を３個から４個に変更する場合等において、可変表示部の配置数の増加に対応してストッ
プボタンユニットの配置数を３個から４個に変更するために、操作部カバー体５６１、引
いては前面枠７００等に加工を施したり、または前面枠７００を新規なものに交換して装
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着部を新たに形成することなく、ストップボタンユニットの配置数変更に容易に対応する
ことが出来る。
【０１２５】
また、配置数の変更の際において、左右側のストップボタン挿入穴７９８、７９９のスト
ップボタンユニット４４０Ｌ、４４０Ｒは配置変更されることなく、中央のストップボタ
ン挿入穴８００のストップボタンユニット４４０Ｃの配置位置及び配置数が変更すること
になるので、ストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒ全体の配置位置が右側や左側に偏っ
て（例えば図中「１」「２」「４」や「２」「４」「５」）配置されて操作位置が大きく
変わったり、配置される各ストップボタン同士の間隔がばらけることなく、常に均等間隔
おきに配置することが出来るため、遊技者による操作や外観体裁に違和感を与えることが

10

ない。
【０１２６】
また、左右側のストップボタン挿入穴７９８、７９９は中央のストップボタン挿入穴８０
０とは別個に形成されていることで、中央のストップボタン挿入穴８００との外観上の違
いが生じるため、配置変更の際におけるストップボタンユニットの配置位置の間違いが生
じるのが効果的に防止される。
【０１２７】
また、左右側のストップボタン挿入穴８００は、奇数個（ここでは１個）のストップボタ
ンユニットを配置する場合と、偶数個（ここでは２個）のストップボタンユニットを配置
する場合とで、それぞれ配置位置が異なるような形状にて形成されているため、配置数が

20

変更されても隣接するストップボタン同士を均等間隔おきに配置することが出来る。
【０１２８】
ストップボタン挿入穴７９８、７９９、８００の上下部には、操作部カバー体５６１を前
面枠７００に係止するために、後面から後向きに４個突設された上向きの係止爪８０４ａ
及び下向きの係止爪８０４ｂを形成するための係止爪形成用穴８０５が形成されている。
【０１２９】
正面から見てストップボタン挿入穴７９８の左側方には、スタートレバーユニット４４１
が挿入されるスタートレバー挿入穴８０６が形成されている。精算ボタン挿入穴８０６周
りには、スタートレバーユニット４４１を水平状態に保持するための筒状片８０７が前後
面からそれぞれ外方に向けて突出するように形成されており、該筒状片８０７の前端部内

30

面所定箇所には、スタートレバーユニット４４１の装着位置を決定する位置決め用凹部８
０８が凹設されている。
【０１３０】
スタートレバー挿入穴８０６のさらに左側方には、メイン装飾カバー７９０から後向きに
突設される係止爪８３１ａ、８３１ｂ（図１７参照）が挿入される係止爪挿入穴８０９ａ
、８０９ｂが形成されている。また、正面から見てストップボタン挿入穴７９９の右側方
には、メダル詰まり解除ボタン３５が挿入される解除ボタン挿入穴８１０が形成されてい
るとともに、さらにその右側方には、メイン装飾カバー７９０から後向きに突設される係
止爪８３１ｃ（図１７参照）が挿入される係止爪挿入穴８０９ｃが形成されている。解除
ボタン挿入穴８１０周りには、メダル詰まり解除ボタン３５を水平状態に保持するための

40

筒状片８１１が後向きに突設されている。
【０１３１】
右サイド装飾カバー装着部７９６には、前記施錠装置４のシリンダ錠（図示略）が挿通さ
れるシリンダ錠挿通穴８１２が形成されているとともに、右サイド装飾カバー７９１から
後向きに突設される上向きの係止爪８３３ａ（図１４参照）が挿入される係止爪挿入穴８
１３ａ及び下向きの係止爪８３３ｂ（図１４参照）が挿入される係止爪挿入穴８１３ｂが
上下に２個ずつ形成されている。
【０１３２】
左サイド装飾カバー装着部７９６には、スロットマシン１の側方に並設して使用される図
示しないカードユニット（遊技関連装置）に接続される遊技関連操作手段としてのメダル
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貸しボタン８４２（引落操作手段）及びカード返却ボタン８４３（返却操作手段）を取り
付けるための遊技関連操作手段配設部としてのボタン取付部８１４ａ、８１４ｂが予め形
成されているとともに、左サイド装飾カバー７９２から後向きに突設される上向きの係止
爪８３４ａ（図１８参照）が挿入される係止爪挿入穴８１５ａ及び下向きの係止爪８３４
ｂ（図１８参照）が挿入される係止爪挿入穴８１５ｂが上下に２個ずつ形成されている。
【０１３３】
操作部カバー体５６１の上端部は後向きに屈曲して後向片８２０が連設されており、該後
向片８２０の正面から見て左側には、１枚ＢＥＴボタン挿入穴８２１、ＭＡＸＢＥＴボタ
ン挿入穴８２２、精算ボタン挿入穴８２３がそれぞれ形成されている。これら略円形状の
挿入穴８２１、８２２、８２３には、図１５に示されるように、各ボタンユニットの回り

10

止めとして機能する直線部８２１ａ、８２２ａ、８２３ａがそれぞれ対向配置されている
とともに、周縁後部には位置決め用凹部８２１ｂ、８２２ｂ、８２３ｂがそれぞれ形成さ
れている。また、後向片８２０の正面から見て右側後端部には、投入メダルガイド部材（
図１参照）取付用の切欠部８２４が形成されている。また、後向片８２０の上面には、前
記装飾シート７９３が貼着される装飾シート貼着部８２５が凹設されている。
【０１３４】
操作部カバー体５６１の後面には、図１６（ｂ）に示されるように、８個の固定用ボス８
２６が後向きに突設されており、この固定用ボス８２６の先端に、前面枠７００の後面側
から取付穴７１９に挿通されたネジ７２１が止着されることで、前面枠７００の操作部カ
バー体装着部７２０の前方に操作部カバー体５６１が固定されるようになっている。

20

【０１３５】
（３−３）メイン装飾カバー
メイン装飾カバー７９０は、透明な合成樹脂材にて構成され、特に図１７に示されるよう
に、各ストップボタンユニット４４０Ｌ、４４０Ｃ、４４０Ｒに対応する位置に、ストッ
プボタン挿入穴８２７Ｌ、８２７Ｃ、８２７Ｒが形成されている。各ストップボタン挿入
穴８２７Ｌ、８２７Ｃ、８２７Ｒの前端周縁部には、ストップボタンユニット４４０Ｌ、
４４０Ｃ、４４０Ｒのフランジ部８６８（図１８参照）が収容される収容凹溝８３９が環
状に形成されているとともに、この収容凹溝８３９の底部右側には、ストップボタンユニ
ット４４０Ｌ、４４０Ｃ、４４０Ｒの位置決め用の位置決め用凹部８２８ａ、８２８ｂ、
８２８ｃが形成されている。

30

【０１３６】
正面から見てストップボタン挿入穴８２７Ｌの左側方には、スタートレバー３８を前方に
臨ませるための円弧状の切欠部８２９が形成されているとともに、ストップボタン挿入穴
８２７Ｒの右側方には、メダル詰まり解除ボタン３５を前方に臨ませるための解除ボタン
挿通穴８３０が形成されている。
【０１３７】
正面から見てメイン装飾カバー７９０の左側端部近傍には、係止爪挿入穴８０９ａに挿入
される上向きの係止爪８３１ａと、係止爪挿入穴８０９ｂに挿入される下向きの係止爪８
３１ｂと、が後向きに突設されているとともに、正面から見てメイン装飾カバー７９０の
右側端部には、係止爪挿入穴８０９ｃに挿入される外向き（右向き）の係止爪８３１ｃが
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後向きに突設されている。
【０１３８】
後面には、図１７中１点鎖線で囲まれる拡大図に示されるように、隠蔽処理としてローレ
ット加工が施されており、これによりメイン装飾カバー装着部７９５に形成されたストッ
プボタン挿入穴７９８〜８００や、係止爪形成用穴８０５、係止爪挿入穴８０９ａ〜８０
９ｃ等をメイン装飾カバー７９０を透して前方から視認しにくくなるため、操作部カバー
体５６１の前面の外観体裁が著しく損なわれるのが防止される。
【０１３９】
このように構成されたメイン装飾カバー７９０は、最初に係止爪８３１ｃを係止爪挿入穴
８０９ｃに挿入した後、他端側の係止爪８３１ａ、８３１ｂを係止爪挿入穴８０９ａ、８
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０９ｂに挿入する。これにより各係止爪挿入穴８０９ａ〜８０９ｃに挿入された係止爪８
３１ａ〜８３１ｃが各係止爪挿入穴８０９ａ〜８０９ｃの周縁部に係止されて、メイン装
飾カバー装着部７９５の前方に係止されることになる。
【０１４０】
そして、係止されたメイン装飾カバー７９０の前方からストップボタンユニット４４０Ｌ
、４４０Ｃ、４４０Ｒが前方から挿入されてストップボタン挿入穴７９８〜８００に装着
されることで、ストップボタンユニット４４０Ｌ、４４０Ｃ、４４０Ｒのフランジ部８６
８が収容凹溝８３９内に収容されるとともに、位置決め用凸部８６９（図１８参照）が位
置決め用凹部８２８ａ〜８２８ｃ内に嵌合されることで、メイン装飾カバー７９０の中央
部のメイン装飾カバー装着部７９５からの浮き上がりが防止されることになる。

10

【０１４１】
このようにメイン装飾カバー７９０は、係止爪８３１ａ〜８３１ｃの係脱作用により操作
部カバー体５６１に着脱自在に構成されているため、前述したようにストップボタンユニ
ット４４０Ｌ、４４０Ｃ、４４０Ｒの配置数を３個から例えば４個に変更する場合等にお
いて、図１７（ｂ）に示されるように、４個のストップボタン挿入穴８４０ａ〜８４０ｄ
が形成されたメイン装飾カバー８４２に容易に交換することが出来る。
【０１４２】
よって、操作部カバー体５６１には、可変表示部の配置数の変更に伴ってストップボタン
ユニットの配置数を変更可能なストップボタン挿入穴７９８〜８００が予め形成されてい
るとともに、これらストップボタン挿入穴７９８〜８００の前方を被覆するように設けら
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れる装飾部材としてのメイン装飾カバー７９０が操作部カバー体５６１に対して着脱自在
であるため、可変表示部の配置数の変更に伴うストップボタンユニットの配置数の変更を
、スロットマシン１の本体を構成する操作部カバー体７９０や前面枠７００等に加工を施
したり、あるいはこれらを新規なものに交換することなく、かつ、外観体裁を損なうこと
なく容易に行うことが出来る。
【０１４３】
なお、本実施例においては、予め最大４個のストップボタンユニットを配置可能なストッ
プボタン挿入穴７９８〜８００に３個のストップボタンユニット４４０Ｌ、４４０Ｃ、４
４０Ｒが配置されている状態から、ストップボタンユニットの配置数を３個から４個に増
加する場合を一例として説明したが、言うまでもなく予め４個配置されていたストップボ
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タンユニットを３個に配置数変更させることも可能である。
【０１４４】
また、本実施例のストップボタン挿入穴７９８〜８００は最大で４個配置可能に形成され
ていたが、配置数はこれに限定されるものではなく、予め配置数の変更が自在に構成され
ていれば、その数量は種々に変更可能である。
【０１４５】
（３−４）右サイド装飾カバー
右サイド装飾カバー７９１は、透明な合成樹脂材にて略三角形状に構成され、特に図１４
に示されるように、シリンダ錠挿通穴８１２に対応する位置にはシリンダ錠挿入穴８３２
が形成されている。上端辺部には係止爪挿入穴８１３ａに挿入される上向きの係止爪８３

40

３ａが、また、下端辺部には係止爪挿入穴８１３ｂに挿入される下向きの係止爪８３３ｂ
がそれぞれ２個ずつ後向きに突設されている。
【０１４６】
後面には、特に図示はしないが、隠蔽処理としてローレット加工が施されており、これに
より右サイド装飾カバー装着部７９６に形成された係止爪挿入穴８１３ａ、８１３ｂ等を
、右サイド装飾カバー７９１を透して前方から視認しにくくなるため、操作部カバー体５
６１の前面の外観体裁が著しく損なわれるのが防止される。
【０１４７】
このように構成された右サイド装飾カバー７９１は、係止爪８３３ａを係止爪挿入穴８１
３ａに、また、係止爪８３３ｂを係止爪挿入穴８１３ｂに挿入することにより、各係止爪
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挿入穴８１３ａ、８１３ｂに挿入された係止爪８３３ａ、８３３ｂが各係止爪挿入穴８１
３ａ、８１３ｂの周縁部に係止されて、右サイド装飾カバー装着部７９６の前方に装着さ
れることになる。
【０１４８】
（３−５）左サイド装飾カバー
装飾部材としての左サイド装飾カバー７９２は、透明な合成樹脂材にて略三角形状に構成
され、特に図１８（ａ）に示されるように、上端辺部には係止爪挿入穴８１５ａに挿入さ
れる上向きの係止爪８３４ａが、また、下端辺部には係止爪挿入穴８１５ｂに挿入される
下向きの係止爪８３４ｂがそれぞれ２個ずつ後向きに突設されている。
【０１４９】

10

後面には、図１８（ａ）に示されるように、隠蔽処理としてローレット加工が施されてお
り、これにより、左サイド装飾カバー装着部７９７に左サイド装飾カバー７９２を装着し
た際に、左サイド装飾カバー装着部７９７に形成されたボタン取付部８１４ａ、８１４ｂ
や係止爪挿入穴８１５ａ、８１５ｂ等を、左サイド装飾カバー７９２を透して前方から視
認しにくくなるため、操作部カバー体５６１の前面の外観体裁が著しく損なわれるのが防
止される。
【０１５０】
このように構成された左サイド装飾カバー７９２は、係止爪８３４ａを係止爪挿入穴８１
５ａに、また、係止爪８３４ｂを係止爪挿入穴８１５ｂに挿入することにより、各係止爪
挿入穴８１５ａ、８１５ｂに挿入された係止爪８３４ａ、８３４ｂが各係止爪挿入穴８１
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５ａ、８１５ｂの周縁部に係止されて、左サイド装飾カバー装着部７９７の前方に装着さ
れる。すなわち、２つのボタン取付部８１４ａ、８１４ｂの前方及びその周辺を含む左サ
イド装飾カバー装着部７９７の前方を単一の装飾部材により被覆するように装飾すること
になる。
【０１５１】
左サイド装飾カバー７９２は、係止爪８３４ａ、８３４ｂを先端に有する弾性変形自在な
係止片を変形させて係止爪挿入穴８１５ａ、８１５ｂへの係止状態を解除することで、操
作部カバー体５６１に対して簡単に着脱することが出来るため、例えば、前述したように
スロットマシン１の側方に図示しないカードユニットを並設し、このカードユニットのメ
ダル貸しボタン８４２やカード返却ボタン８４３等を前記ボタン取付部８１４ａ、８１４

30

ｂにそれぞれ配設して使用する場合においては、図１８（ｂ）に示されるように、左サイ
ド装飾カバー７９２とほぼ同様に構成される本体前面に、ボタン取付部８１４ａ、８１４
ｂ及び該ボタン取付部８１４ａ、８１４ｂに配設されるメダル貸しボタン８４２及びカー
ド返却ボタン８４３の操作部を前方に臨ませるための挿通穴８４２ａ、８４３ａが形成さ
れた左サイド装飾カバー７９２

を、左サイド装飾カバー７９２と交換して装着すれば、

カードユニットを並設してメダル貸しボタン８４２やカード返却ボタン８４３を配設する
場合において、操作部カバー体５６１を加工したり交換することなく、左サイド装飾カバ
ー７９２を左サイド装飾カバー７９２

に交換して装着するだけで簡単に対応することが

出来る。
【０１５２】

40

このように、操作部カバー体５６１には予めこれらメダル貸しボタン８４２及びカード返
却ボタン８４３を配設するためのボタン取付部８１４ａ、８１４ｂが予め形成されている
とともに、左サイド装飾カバー７９２を左サイド装飾カバー装着部７９７の前方に装着す
ることで、ボタン取付部８１４ａ、８１４ｂの前方を左サイド装飾カバー７９２により被
覆するように装飾することが出来るため、例えば前記カードユニットを使用しない場合に
おいて、ボタン取付部８１４ａ、８１４ｂが外部に露呈してボタン取付部８１４ａ、８１
４ｂの穴等から針金が差し込まれる等の不正行為がなされるのを防止出来る。
【０１５３】
また、特に内面はローレット加工が施されて隠蔽部としての凹凸状部が形成されているた
め、左サイド装飾カバー７９２を透してボタン取付部８１４ａ、８１４ｂが前方から見え
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ることがないので、外観体裁が向上する。本実施例では左サイド装飾カバー７９２が透明
な合成樹脂にて構成され、内面にローレット加工が施されることで隠蔽部としての凹凸状
部が形成されていたが、内部のボタン取付部８１４ａ、８１４ｂを透視不能とする隠蔽す
る隠蔽部は、前記ローレット加工による凹凸状部に限定されるものではなく、サンドブラ
スト加工によるものであったり、不透明な着色層にて構成されていてもよい。
【０１５４】
なお、言うまでもなくボタン取付部８１４ａ、８１４ｂに前記メダル貸しボタン８４２及
びカード返却ボタン８４３が取り付けられていても、左サイド装飾カバー７９２を装着す
ることで、カードユニットを使用しない場合においてメダル貸しボタン８４２及びカード
返却ボタン８４３が操作不能に被覆されるため、いたずらや遊技者の誤操作等が防止され

10

ることになる。
【０１５５】
このように、操作部カバー体５６１にボタン取付部８１４ａ、８１４ｂが予め形成されて
いれば、メダル貸しボタン８４２及びカード返却ボタン８４３を新設する際に操作部カバ
ー体５６１を新たに製造したものに交換したりすることなく、簡単に配設することが出来
る。また、このようにゲームを進行するために操作されるゲーム用操作手段（ストップボ
タン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒ／スタートレバー３８／１枚ＢＥＴボタン３６ａ、ＭＡＸＢ
ＥＴボタン３６ｂ／メダル投入部３４）を配設するための操作部カバー体５６１にボタン
取付部８１４ａ、８１４ｂが形成されることで、ゲーム用操作手段や遊技関連操作手段等
、同様の機能を備える機器類をまとめて配設することが出来るので、遊技者によるボタン
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操作性が向上するとともに、各種操作手段の配設部の構造や配線等を簡素化出来る。
【０１５６】
そして、例えばボタン取付部８１４ａ、８１４ｂに前記メダル貸しボタン８４２及びカー
ド返却ボタン８４３が取り付けられていても、または取り付けられていなくても、カード
ユニットを使用しない場合には、左サイド装飾カバー７９２を装着することで、ボタン取
付部８１４ａ、８１４ｂまたは該取付部に取り付けられたボタンの前方を被覆するように
装飾することが出来る。また、カードユニットを使用する場合には、左サイド装飾カバー
７９２

を装着することで、ボタン取付部８１４ａ、８１４ｂの前方または該取付部に取

り付けられたボタンを操作可能な状態に露出させつつ装飾することが出来るため、機種変
更やカードユニットを並設する場合等に容易に対応することが出来る。
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【０１５７】
なお、本実施例においては図示しないカードユニットに接続されるメダル貸しボタン８４
２及びカード返却ボタン８４３を配設可能なボタン取付部８１４ａ、８１４ｂとして説明
してきたが、このボタン取付部８１４ａ、８１４ｂには、ゲームの進行に関連して操作さ
れる最低限必要なゲーム用操作手段（ストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒ、各ＢＥＴ
ボタン３６ａ、３６ｂ、スタートレバー３８等）とは別個に設けられる操作手段であり、
かつ、遊技に関連して設けられる遊技関連装置を操作するための遊技関連操作手段であれ
ば、前記メダル貸しボタン８４２及びカード返却ボタン８４３に限定されるものではなく
、例えば遊技関連装置としての演出用リール９１Ｌ、９１Ｃ、９１Ｒの回転を停止させる
ための演出用のストップボタンや、演出の頻度やパターン等の演出内容を切り替えるため

40

の演出切替ボタンや、演出遊技履歴情報（例えばＢＢ／ＲＢ回数、ＢＢ／ＲＢ間ゲーム数
等）が表示される遊技情報表示部（図示略）の表示内容を切り替えるための操作ボタン等
であってもよい。
【０１５８】
また、遊技に関連して設けられる遊技関連装置は、上記実施例において説明したスロット
マシン１の側方に並設される前記カードユニットように、スロットマシン１の外部に配設
される装置に限定されるものではなく、スロットマシン１の内部に設けられる装置であっ
てもよく、例えば遊技関連装置が上記カードユニットである場合、該カードユニットに内
蔵される機構がスロットマシン１の内部に設けられているものも本発明に含まれる。
【０１５９】
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また、言うまでもなく遊技関連操作手段はボタンに限定されるものではなく、遊技者が操
作可能なものであれば、スイッチやレバースイッチ等の操作手段であってもよい。
【０１６０】
また、これらボタン取付部８１４ａ、８１４ｂに配設されるメダル貸しボタン８４２及び
カード返却ボタン８４３は、特に図示はしないが、基本的に前記カードユニットに内設さ
れるカードユニット制御基板（図示略）に接続され、該カードユニット制御基板に設けら
れる制御手段（図示略）により操作が検出されることになる。すなわち、ボタン取付部８
１４ａ、８１４ｂに配設されうる種々の操作ボタンが、遊技の進行を制御する遊技制御手
段（図示略）が設けられた遊技制御基板５００とは別個に設けられる他の基板（例えばカ
ードユニット制御基板や前記演出制御基板５０１等）に接続されていることで、前記遊技
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制御手段の負荷が軽減されることから好ましい。なお、遊技関連操作手段を遊技制御手段
以外の制御手段により制御されるようにすれば、その制御手段の種類や機能は上記カード
ユニット制御基板の制御手段に限定されるものではない。
【０１６１】
図１９には、表示ユニットとしての前記遊技パネルユニット９５が示されている。遊技パ
ネルユニット９５は、図示されるように中央にリール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒを前方の透
視窓１４に臨ませるための開口を有する略四角枠状に形成され、前記前面扉３の後面に着
脱自在に設けられているとともに、前面側に遊技パネル６が着脱自在に装着されるととも
に、前述したように前記各種表示器１０７、１０８、１１０、各種ランプ１４０〜１４９
、各種ＬＥＤ１１１〜１１７、冷陰極管１３８ａ〜１３８ｃ等が配設される。

20

【０１６２】
中央の開口下部には、ゲーム回数表示器１０８が挿入されるゲーム回数表示器開口８９０
と、クレジット表示器１０９が挿入されるクレジット表示器開口８９１と、ペイアウト表
示器１１０が挿入されるペイアウト表示器開口８９２と、が形成されているとともに、正
面から見てクレジット表示器開口８９１の左側には、前記カードユニットに接続され、カ
ードユニットに挿入されるプリペイドカード（図示略）の残度数や、カードの読み取りエ
ラー等のエラー情報を表示するための遊技関連表示手段としての度数表示器８９４（図１
９（ｂ）参照）等が挿入される予備表示器開口８９３（遊技関連表示手段配置部）が形成
されている。
【０１６３】
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遊技パネル６における予備表示器開口８９３の前方対向位置は、図１９（ａ）に示される
ように印刷により着色されているため、通常時においてこの予備表示器開口８９３が前方
に露呈することがないので、外観体裁の低下が防止されるとともに、遊技パネル６により
前方が被覆されるため、予備表示器開口８９３を透して外部から針金等を進入させること
等による不正行為が防止されている。
【０１６４】
このように、遊技の進行状況を表示可能な遊技進行表示手段、すなわち、遊技の進行を制
御する遊技制御手段が設けられた遊技制御基板５００に接続される各種表示器１０８〜１
１０や各種ＬＥＤ１１１〜１１７を配設するために前面扉３の裏面に着脱自在に設けられ
た遊技パネルユニット９５に、予め遊技関連表示手段の一例である度数表示器８９４を配
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設するための予備表示器開口８９３が形成されていることで、カードユニットを並設して
使用する場合において、その度数表示器８９４等をスロットマシン１側に配設する必要が
生じた場合において、遊技パネルユニット９５自体を加工したり交換することなく、図１
９（ｂ）に示されるように、予め形成されている予備表示器開口８９３に度数表示器８９
４を挿入して配置するだけで容易に対応することが出来る。
【０１６５】
また、遊技パネルユニット９５には、図１９（ｂ）に示されるように、可変表示装置を構
成するリール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒを透視可能とするための透視窓１４が形成された遊
技パネル６が着脱自在に設けられるため、度数表示器８９４を使用しない場合、すなわち
、予備表示器開口８９３に度数表示器８９４が配設されていても使用しない場合や配設さ
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れていない場合においては、遊技パネル６により度数表示器８９４の前方を被覆すること
が出来るばかりか、遊技パネル６に度数表示器８９４の隠蔽部等が印刷形成されていれば
、予備表示器開口８９３や該開口に設けられる度数表示器８９４を視認不能に隠蔽するこ
とが出来る。また、度数表示器８９４の表示内容を前方から視認可能にするための度数表
示部８９５等が予め印刷形成された別の遊技パネル６

に交換するだけで、度数表示器８

９４に対応する度数表示部を容易に設けることが出来る。
【０１６６】
このように、リール５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒを透視可能とするための透視窓１４を形成す
るための遊技パネル６を利用して、予備表示器開口８９３や該開口に設けられる度数表示
器８９４を被覆したり、度数表示器８９４の表示内容を視認可能とすることが出来、この
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ようなパネルを新たに設ける必要がないため、製造コストを低減出来る。
【０１６７】
なお、本実施例においては、ボタン取付部８１４ａ、８１４ｂに設けられるメダル貸しボ
タン８４２及びカード返却ボタン８４３に関連する装置に関わる度数表示器８９４が予備
表示器開口８９３に配置した一例を説明してきたが、ボタン取付部８１４ａ、８１４ｂに
設けられるボタンに関連する装置に関わる装置の表示器であれば、度数表示器８９４に限
定されるものではなく、種々の表示内容を表示可能な表示装置が設けられてもよい。
【０１６８】
（３−６）装飾シート
装飾シート７９３は、図１４に示されるように、前記後向片８２０の上面に凹設された装
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飾シート貼着部８２５上面に貼着するための接着剤が予め下面に塗布されているとともに
、後向片８２０に形成された１枚ＢＥＴボタン挿入穴８２１、ＭＡＸＢＥＴボタン挿入穴
８２２、精算ボタン挿入穴８２３、切欠部８２４それぞれに対応する箇所には、１枚ＢＥ
Ｔボタン挿入穴８２１
、切欠部８２４

、ＭＡＸＢＥＴボタン挿入穴８２２

、精算ボタン挿入穴８２３

がそれぞれ形成されている。

【０１６９】
前記実施例における各要素は、本発明に対して以下のように対応している。
【０１７０】
本発明の請求項１は、１ゲームに対して賭数を設定することによりゲームが開始可能とな
るとともに、表示状態を変化させることが可能な可変表示装置（リールユニット５０）の
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表示結果が導出表示されることにより１ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応
じて所定の入賞が発生可能なスロットマシン（１）であって、
前記スロットマシンの本体前面（前面扉３／操作部カバー体５６１）には、前記ゲームを
進行するために操作されるゲーム用操作手段（ストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒ／
スタートレバー３８／１枚ＢＥＴボタン３６ａ、ＭＡＸＢＥＴボタン３６ｂ／メダル投入
部３４）が配設されているとともに、遊技に関連する遊技関連装置（カードユニット）を
操作するために、前記ゲーム用操作手段とは別個に構成される遊技関連操作手段（メダル
貸しボタン８４２、カード返却ボタン８４３）を配設するための遊技関連操作手段配設部
（ボタン取付部８１４ａ、８１４ｂ）が予め形成されており、
前記遊技関連操作手段配設部の前方を被覆するように装飾する装飾部材（左サイド装飾カ
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バー７９２）、または前記遊技関連操作手段配設部の前方を露出させるように装飾する装
飾部材（左サイド装飾カバー７９２
または左サイド装飾カバー７９２

）が、他方の装飾部材（左サイド装飾カバー７９２
）と交換可能に設けられている。

【０１７１】
本発明の請求項２は、前記装飾部材（左サイド装飾カバー７９２、左サイド装飾カバー７
９２

）には、前記遊技関連操作手段配設部（ボタン取付部８１４ａ、８１４ｂ）を透視

不能に隠蔽するための隠蔽部（左サイド装飾カバー７９２の裏面に形成された凹凸状部）
が形成されている。
【０１７２】
本発明の請求項３は、遊技の進行状況を表示可能な遊技進行表示手段（ゲーム回数表示器
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１０８、クレジット表示器１０９、ペイアウト表示器１１０、１枚賭けＬＥＤ１１１、２
枚賭けＬＥＤ１１２、３枚賭けＬＥＤ１１３、リプレイＬＥＤ１１４、スタートＬＥＤ１
１５、ウェイトＬＥＤ１１６、投入指示ＬＥＤ１１７）を備えた表示ユニット（遊技パネ
ルユニット９５）を備え、
該表示ユニットには、前記遊技関連装置（カードユニット）に接続される遊技関連表示手
段（度数表示器８９３）を配設するための遊技関連表示手段配設部（予備表示器開口８９
３）が予め形成されている。
【０１７３】
本発明の請求項４は、前記表示ユニット（遊技パネルユニット９５）には、前記可変表示
装置（リールユニット５０）の可変表示部を透視可能な透視窓（１４）が形成された遊技
パネル（６または６

10

）が着脱自在に設けられる。

【０１７４】
本発明の請求項５は、前記ゲーム用操作手段（ストップボタン４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒ／
スタートレバー３８／１枚ＢＥＴボタン３６ａ、ＭＡＸＢＥＴボタン３６ｂ／メダル投入
部３４）の操作は、前記ゲームの進行を制御する遊技制御手段（遊技制御基板５００）に
より検出されるとともに、
前記遊技関連操作手段（メダル貸しボタン８４２、カード返却ボタン８４３）の操作は、
前記遊技制御手段とは別個に設けられる制御手段（カードユニットに内設される制御基板
）により検出される。
【０１７５】
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本発明の請求項６は、前記遊技関連操作手段は、所定の記録媒体（プリペイドカード）の
記録情報によって特定される有価価値を使用してスロットマシン（１）における遊技を行
うために操作される操作手段であって、
前記価値の引き落としを行うための引落操作手段（メダル貸しボタン８４２）と、
前記記録媒体を遊技者に返却するための返却操作手段（カード返却ボタン８４３）と、を
含む。
【０１７６】
以上、本発明の実施例を図面により説明してきたが、具体的な構成はこれら実施例に限ら
れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明
に含まれる。
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【０１７７】
例えば、上記実施例においては、装飾部材としての左サイド装飾カバー７９２、７９２
は、操作部カバー体５６１に対して弾性変形自在な係止爪８３４ａを介して着脱自在に係
止されるように構成されていたが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば左サ
イド装飾カバー７９２、７９２

はネジ等により交換可能に設けられていてもよい。

【０１７８】
また、例えばストップボタン挿入穴７９８〜８００に、３個のストップボタン４０Ｌ、４
０Ｃ、４０Ｒ以外に、ゲームの進行に係わりのない演出用リール９１Ｌ、９１Ｃ、９１Ｒ
を停止させるための演出用ストップボタン（図示略）が設けられる場合、ストップボタン
挿入穴８００は、遊技関連装置としての演出用リール９１Ｌ、９１Ｃ、９１Ｒを停止操作
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するための遊技関連操作手段としての前記演出用ストップボタンを配設するための遊技関
連操作手段配設部に対応するとともに、メイン装飾カバー７９０は、ストップボタン挿入
穴８００の前方を開閉自在とする装飾部材に対応することになり、左サイド装飾カバー７
９２と同様の作用・効果が得られるため、本発明に含まれる。
【０１７９】
【発明の効果】
本発明は以下の効果を奏する。
【０１８０】
（ａ）請求項１項の発明によれば、遊技関連操作手段を配設するための遊技関連操作手段
配設部が予め本体前面に形成されていることで、遊技関連操作手段が必要な場合には、ス
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ロットマシンの本体を加工したり交換することなく、また、遊技関連操作手段を配設する
ための部材等を新たに設けることなく遊技関連操作手段を配設することが出来るばかりか
、装飾部材により遊技関連操作手段配設部の前方を被覆したり露出させるように装飾する
ことが出来るので、遊技関連操作手段が必要な場合と不要な場合とで、装飾部材の交換だ
けで本体を共通して使用することが出来るため、製造コストの低減化を図ることが出来る
。
【０１８１】
（ｂ）請求項２項の発明によれば、装飾部材を設けることで遊技関連操作手段配設部や遊
技関連操作手段を視認不能に隠蔽することが出来るため、外観体裁を向上させることが出
来る。
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【０１８２】
（ｃ）請求項３項の発明によれば、遊技関連表示手段が必要な場合において、遊技進行表
示手段を配設するための表示ユニットを利用して遊技進行表示手段を配設することが出来
、スロットマシン本体を加工したり交換する必要がないため、製造コストの低減化を図る
ことが出来る。
【０１８３】
（ｄ）請求項４項の発明によれば、遊技関連表示手段が必要な場合、不要な場合とで、可
変表示装置の可変表示部を透視可能な透視窓を形成するための遊技パネルを利用して遊技
関連表示手段配設部を被覆したり露出させたりすることが出来るばかりか、遊技関連表示
手段の遊技関連表示手段配設部への配設等に伴って遊技パネルの交換が必要となった場合
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等において、遊技パネルを表示ユニットとともに取り出すことが出来るため、遊技関連表
示手段の遊技関連表示手段配設部への配設に関わる作業を容易に行うことが出来る。
【０１８４】
（ｅ）請求項５項の発明によれば、ゲームの進行を制御する遊技制御手段にかかる負荷を
効果的に軽減することが出来る。
【０１８５】
（ｆ）請求項６項の発明によれば、引落操作手段及び返却操作手段を遊技関連操作手段配
設部に配設するだけで、所定の記録媒体の記録情報によって特定される有価価値を使用し
て遊技を行うようにすることが出来る。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の適用されたスロットマシン１を斜め前方から見た斜視図である。
【図２】前面扉３を開放した状態のスロットマシン１を斜め前方から見た斜視図である。
【図３】スロットマシン１を示す正面図である。
【図４】スロットマシン１の筐体２内を示す正面図である。
【図５】スロットマシン１の前面扉を示す背面図である。
【図６】スロットマシン１を示す背面図である。
【図７】スロットマシン１を示す右側面図である。
【図８】（ａ）はスロットマシン１を示す平面図であり、（ｂ）はスロットマシン１を示
す底面図である。
【図９】（ａ）（ｂ）は筐体２と前面扉３との関わりを示す要部拡大平面図である。

40

【図１０】一部の部材が組み付けられた状態の筐体２を示す正面図である。
【図１１】前面枠７００を示す正面図である。
【図１２】前面枠７００を斜め前方から見た斜視図である。
【図１３】前面扉３を構成する部材と前面枠７００との関係を示す斜視図である。
【図１４】操作部カバー体５６１と該操作部カバー体５６１に装着される部材や部品との
関係を示す分解斜視図である。
【図１５】操作部カバー体５６１を斜め前方から見た斜視図である。
【図１６】（ａ）は操作部カバー体５６１を示す正面図であり、（ｂ）は操作部カバー体
５６１を示す背面図である。
【図１７】（ａ）は３個のストップボタンが装着される場合に装着されるボタンカバー体
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を示す斜視図であり、（ｂ）は４個のストップボタンが装着される場合に装着されるボタ
ンカバー体を示す斜視図である。
【図１８】（ａ）は右サイド装飾カバー及び左サイド装飾カバーを示す斜視図であり、（
ｂ）は挿通穴が形成された左サイド装飾カバーを示す斜視図である。
【図１９】（ａ）は度数表示器が配設されていない遊技パネルユニット及び遊技パネルを
示す斜視図であり、（ｂ）は度数表示器が配設された遊技パネルユニット及び遊技パネル
を示す斜視図である。
【符号の説明】
１

スロットマシン

２

筐体

３

前面扉

４

施錠装置

４ａ

鍵穴

５

上部パネル

６、６

遊技パネル

７

下部パネル

８

操作部

９

メダル払出穴

１０

メダル受皿

１１

演出用透視窓

１２Ｌ、１２Ｒ

放音部

１３

灰皿

１４

透視窓

１５Ｌ、１５Ｒ

運搬用凹部

１６〜２５

演出用表示部

２７

リプレイ表示部

２８

スタート表示部

２９

ウェイト表示部

３０

投入指示表示部

３１

クレジット表示部

３２

ゲーム回数表示部

３３

ペイアウト表示部

３４

メダル投入部

３４ａ

メダル投入口

３５

メダル詰まり解除ボタン

３６ａ

１枚ＢＥＴボタン

３６ｂ

ＭＡＸＢＥＴボタン

３７

精算ボタン

３８

スタートレバー

４０Ｌ、４０Ｃ、４０Ｒ

10

ストップボタン

４１

遊技効果ＬＥＤ部

４２Ｌ、４２Ｒ

遊技効果ＬＥＤ部

４６

１枚賭け表示部

４７

２枚賭け表示部

４８

３枚賭け表示部

５０

リールユニット

５１Ｌ、５１Ｃ、５１Ｒ

ゲーム用リール

５４Ｌ、５４Ｃ、５４Ｒ

リールモータ

５５Ｌａ〜５５Ｌｃ

リールランプ

５５Ｃａ〜５５Ｃｃ

リールランプ

20

30

40

50

(30)
５５Ｒａ〜５５Ｒｃ
５６Ｌ、５６Ｃ、５６Ｒ

リールランプ
リールセンサ

５７

ホッパーユニット

５７ａ

ホッパータンク

５９

オーバーフロータンク

６０ａ、６０ｂ

フルセンサ

６１

払出しメダルセンサ

６２

ホッパーモータ

６３

メダル排出口

６５

電源ユニット

６６

メインスイッチ部

６７

設定／リセットボタン

６８

自動精算選択スイッチ部

６９

打止め選択スイッチ部

７０

設定キー挿入部

７１

メダルセレクタ

７２

メダル誘導樋

７３

メダル返却通路部材

７４

メダル合流口

７５

スピーカ取付用穴

９０

演出用ユニット

９１Ｌ、９１Ｃ、９１Ｒ

10

20

演出用リール

９５

遊技パネルユニット

１００

１枚ＢＥＴスイッチ

１０１

ＭＡＸＢＥＴスイッチ

１０２

スタートスイッチ

１０３Ｌ、１０３Ｃ、１０３Ｒ
１０４
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ストップスイッチ

精算スイッチ

１０６ａ、１０６ｂ、１０６ｃ

投入メダルセンサ

１０７

流路切替ソレノイド

１０８

ゲーム回数表示器

１０９

クレジット表示器

１１０

ペイアウト表示器

１１１

１枚賭けＬＥＤ

１１２

２枚賭けＬＥＤ

１１３

３枚賭けＬＥＤ

１１４

リプレイＬＥＤ

１１５

スタートＬＥＤ

１１６

ウェイトＬＥＤ

１１７

投入指示ＬＥＤ

１２０

設定値表示器

１２１

ＭＡＸＢＥＴボタンＬＥＤ

１２２Ｌ、１２２Ｃ、１２２Ｒ

30

40

操作有効ＬＥＤ

１２４

冷陰極管用インバータ

１２５

蛍光灯用インバータ

１２７Ｌ、１２７Ｃ、１２７Ｒ

演出用リールセンサ

１２８Ｌ、１２８Ｃ、１２８Ｒ

演出用リールＬＥＤ

１２９Ｌ、１２９Ｃ、１２９Ｒ

演出用リールモータ

１３０

遊技効果ＬＥＤ

１３１ａ〜１３１ｃ

遊技効果ＬＥＤ

50

(31)
１３２ａ〜１３２ｃ

遊技効果ＬＥＤ

１３６Ｌ、１３６Ｒ

高音スピーカ

１３７

低音スピーカ

１３８ａ〜１３８ｃ

冷陰極管

１３９

蛍光灯

１４０〜１４９

演出用ランプ

１５０

天板

１５０ａ

前端面

１５１Ｌ

左側板

１５１Ｒ

右側板

１５２

底板

１５２ａ

前端面

１５３

背板

１５４

基板取付用開口

１５４ａ

膨出部

１５５

放熱穴

１５６

自動循環補給装置接続開口

１５７

外部接続配線通し穴

１５８

電源ユニット用放熱開口

１５８ａ

膨出部

１５９

スピーカ用開口

１６１

エンプティセンサ配線通し穴

１６２Ｌ、１６２Ｒ

運搬用開口

１６３Ｌ、１６３Ｒ

収容溝

１６４

上部放熱穴

１６５

メダル回収開口

１６６

切欠凹部

１６７

切欠凹部

１６８

切欠凹部

１７０

上部枠板

１７１

左側部枠板

１７２

右側部枠板

１７３

底部枠板

１７４

リールユニット取付片

１７５

リールユニット係止片

１８４Ｈ、１８４Ｌ

枢軸

１８５Ｈ、１８５Ｌ

係合突片

１８６

載置片

２０１ａ、２０１ｂ

ホッパーユニット係合レール

２１０

電源ユニット押さえ金具

２１１Ｌ、２１１Ｒ

取手部材

２１２

接続開口閉塞部材

２１６

スピーカ保護網

２７０

メダル受皿取付用ネジ穴

２７１

補強用鉄板取付用ネジ穴

２７２

保護板

２７５

反射板

３５０

遊技制御基板ボックス

３５１

基板取付部材

４４０Ｌ、４４０Ｃ、４４０Ｒ
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４４１

スタートレバーユニット

４４２

１枚ＢＥＴボタンユニット

４４３

ＭＡＸＢＥＴボタンユニット

４４４

精算ボタンユニット

５００

遊技制御基板

５０１

演出制御基板

５０２

電源基板

５０３

リール中継基板

５０４

リールランプ中継基板

５０５

外部出力基板

５０６

ドアベース中継基板

５０７

操作部中継基板

５０８

演出用ランプ中継基板

５０９

演出用中継基板

５４１、５４２

演出用ランプ基板

５４３

表示基板

５４４

上部ＬＥＤ基板

５４５ａ〜５４５ｃ

サイドＬＥＤ基板

５４６ａ〜５４６ｃ

サイドＬＥＤ基板

５５０Ｌ、５５０Ｒ

ＬＥＤカバー体

５５１

下部パネル装飾枠

５６０

上部パネルカバー体

５６１

操作部カバー体

７００

前面枠

７０１

遊技パネル開口

７０２

演出用ユニット開口

７０３Ｌ、７０３Ｒ

高音スピーカ用開口

７０４

ストップボタン開口

７０５

メダル詰まり解除ボタン開口

７０６

シリンダ錠開口

７０７

ネジ

７０８

ＬＥＤ基板固定用ボス

７０９

ＬＥＤ基板位置決め用ボス

７１０

ケーブル挿通用開口

７１１ａ〜７１１ｄ

隙間閉塞用突片

７１２

係止爪挿入穴

７１３

位置決め用ボス嵌合ボス

７１４ａ、７１４ｂ

ネジ

７１５ａ、７１５ｂ

ネジ穴

７１６ａ〜７１６ｄ

係止用突片

７１７ａ、７１７ｂ

隙間閉塞用突片

７１８ａ、７１８ｂ

係止爪逃げ部

７１９

取付穴

７２０

操作部カバー体装着部

７２１

ネジ

７２２

切欠部

７２３

後向片

７２４

切欠部

７２５

ネジ穴形成用ボス

７２８

係止爪挿入穴
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７２９

蛍光灯装着部

７３０

コード係止フック

７３１

反射板固定用ボス

７３２

位置決め用ボス

７３３

ネジ

７３４

コード挿通穴

７３５

当接規制ボス

７３６

係止爪挿入穴

７３７

係止部形成用凹部

７３８

係止爪挿入穴

７３９、７４０

遮光片

７４１

メダル受皿装着部

７４２

メダル払出開口

７４３

放音開口

７４４

ボス嵌合穴

７４４ａ

取付穴

７４５

上部パネルカバー体装着部

７５５ａ〜７５５ｃ

ネジ

７５６ａ、７５６ｂ

取付穴

７５７

ネジ

７５８

ネジ穴

７５９

係止片挿入穴

７６０

孔部

７６５Ｌ、７６５Ｒ

ＬＥＤカバー体装着部

７６６ａ〜７６６ｃ

ネジ

７６７ａ〜７６７ｃ

ネジ

７６８ａ〜７６８ｃ

固定用ボス

７６９ａ〜７６９ｃ

固定用ボス

７７０ａ〜７７０ｃ

位置決め用ボス

７７１ａ〜７７１ｃ

位置決め用ボス

７７２ａ、７７２ｂ

コード係止フック

７７３ａ、７７３ｂ

コード係止フック

７７４ａ、７７４ｂ

コード挿通用穴

７７５、７７６

係止爪挿入穴

７７７、７７８

ガイド片

７７９ａ、７７９ｂ

ネジ

７８０ａ、７８０ｂ

取付穴

７９０

メイン装飾カバー

７９１

右サイド装飾カバー

７９２、７９２

左サイド装飾カバー

７９３

装飾シート

７９５

メイン装飾カバー装着部

７９６

右サイド装飾カバー装着部

７９７

左サイド装飾カバー装着部

７９８〜８００

ストップボタン挿入穴

８０１〜８０３

筒状片

８０４ａ、８０４ｂ

係止爪

８０５

係止爪形成用穴

８０６

スタートレバー挿入穴

８０７

筒状片
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８０８

位置決め用凹部

８０９ａ〜８０９ｃ

係止爪挿入穴

８１０

解除ボタン挿入穴

８１１

筒状片

８１２

シリンダ錠挿通穴

８１３ａ、８１３ｂ

係止爪挿入穴

８１４ａ、８１４ｂ

ボタン取付部

８１５ａ、８１５ｂ

係止爪挿入穴

８２０

後向片

８２１、８２１

１枚ＢＥＴボタン挿入穴

８２１ａ

直線部

８２１ｂ

位置決め用凹部

８２２、８２２

ＭＡＸＢＥＴボタン挿入穴

８２２ａ

直線部

８２２ｂ

位置決め用凹部

８２３、８２３

精算ボタン挿入穴

８２３ａ

直線部

８２３ｂ

位置決め用凹部

８２４、８２４

切欠部

８２５

装飾シート貼着部

８２６

固定用ボス

８２７Ｌ、８２７Ｃ、８２７Ｒ
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ストップボタン挿入穴

８２８ａ〜８２８ｃ

位置決め用凹部

８２９

切欠部

８３０

解除ボタン挿通穴

８３１ａ〜８３１ｃ

係止爪

８３２

シリンダ錠挿入穴

８３３ａ、８３３ｂ

係止爪

８３４ａ、８３４ｂ

係止爪

８３５ａ、８３５ｂ

平面部

８３６ａ、８３６ｂ

平面部

８３７ａ〜８３７ｄ

平面部

８３８ａ、８３８ｂ

区画ガイド部

８３９

収容凹溝

８４０ａ〜８４０ｄ

ストップボタン挿入穴

８４１

メイン装飾カバー

８４２

メダル貸しボタン

８４２ａ

挿入穴

８４３

カード返却ボタン

８４３ａ

挿入穴

８６０

筒状体

８６１

操作ボタン

８６２

コイルバネ

８６３

取付基板

８６４ａ、８６４ｂ

平面部

８６５

係止爪

８６６

係止穴

８６７

係止爪

８６８

フランジ部

８６９

位置決め用凸部

30

40

50

(35)
８７０

ボタン本体

８７１

蓋部材

８７１ａ

前面

８７２

凸部

８７３

穴部

８７４

透光板

８７５

係止爪

８７６

遮蔽片

８７７

係止用切欠部

８９０

ゲーム回数表示器開口

８９１

クレジット表示器開口

８９２

ペイアウト表示器開口

８９３

予備表示器開口

８９４

度数表示器

８９５

度数表示部

Ｌ１、Ｌ２、Ｌ２

【図１】

、Ｌ３、Ｌ３

入賞ライン

【図２】

JP 2004‑148032 A 2004.5.27

10

(36)
【図３】
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【図９】
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【図１１】
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【図１３】
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