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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技の演出を行うための装飾部材が裏ユニットに形成されている装飾部材取付部に取付固
定されている遊技機であって、
　前記装飾部材は、前記裏ユニットと前記装飾部材との間に配置されるベース部材を介し
て前記裏ユニットに取付固定されており、
　前記裏ユニットには、前方に向けて突出する突出部が形成されており、
　前記ベース部材には、前記突出部と嵌合する突出受け部と、前記突出受け部とは異なる
位置において前方に向けて突出する固定部とが形成されており、
　前記装飾部材には、前記固定部と嵌合する固定受部が形成されており、
　前記固定部は、前方に向けて突出する固定部本体と、前記固定部本体が突出する方向と
直交する方向に向けて延出形成されているリブとを有しており、前記突出方向における前
記リブの先端位置が前記突出方向における前記固定部本体の先端位置よりも低い位置とな
るように形成されていることを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、裏ユニットに所定の装飾を有する装飾部材を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から、パチンコ遊技機等のような各種の遊技機がパチンコホールなどの遊技店に設
置されて遊技者の遊技に供されている。このような遊技機は、機種変更のサイクルが比較
的短期間に行われることが多く、機種変更が行われる毎に、古い機種の遊技機から新しい
機種の遊技機へと交換される。近年は、機種変更のサイクルが従来よりも早くなる傾向が
あり、古い機種の遊技機が生まれる頻度も高くなる傾向がある。一方で、近年は環境への
配慮を以前よりも強く行うこともあり、古い機種の遊技機を廃棄し、新しい機種の遊技機
を新たに製造するというサイクルも、近年の環境への配慮の観点から好ましいものではな
くなっていた。
【０００３】
　遊技機は、機種ごとに異なる構成をとる部材と、他の機種にも転用できる部材とが組み
合わさって構成されている。そのため、他の機種にも転用できる部材は、古い機種となっ
た場合には他の機種の部材へと転用することも行われることが多くなっている。例えば、
特許文献１に記載されている遊技機では、例えば発光体や基板を簡単に再利用できるとい
う形態のものが開示されている。このように、他の機種にも転用できる部材を転用するこ
とにより、環境問題への配慮を行うこともでき、さらには製造コストの低下も図ることが
できる遊技機が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１０４２８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来から知られている遊技機は、機種ごとに発光部材や装飾部材の取付
位置が異なることが多く、裏ユニットを再利用することが難しいという問題があった。こ
のことに関しては、裏ユニットの再利用を行う趣旨で発光部材や装飾部材に形成する裏ユ
ニットへの取付部の位置を、裏ユニットに形成されている固定部と合致する位置に設ける
ことによっても解消すると考えられる。しかしながら、遊技機の場合には、機種ごとに装
飾部材や発光部材の形状や大きさなどが大きく異なる場合が多く、裏ユニットの固定部の
位置と対応する位置に取付部の位置を設けるということにしてしまうと、却って発光部材
や装飾部材が取付固定しにくくなり、各部品の取り回しや再利用が難しくなるという問題
もあった。
【０００６】
　本発明は、上記した課題を解決するためになされたものであり、裏ユニットを有効に再
利用することのできる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、
（１）遊技の演出を行うための装飾部材が裏ユニットに形成されている装飾部材取付部に
取付固定されている遊技機であって、前記装飾部材は、前記裏ユニットと前記装飾部材と
の間に配置されるベース部材を介して前記裏ユニットに取付固定されており、前記裏ユニ
ットには、前方に向けて突出する突出部が形成されており、前記ベース部材には、前記突
出部と嵌合する突出受け部と、前記突出受け部とは異なる位置において前方に向けて突出
する固定部とが形成されており、前記装飾部材には、前記固定部と嵌合する固定受部が形
成されており、前記固定部は、前方に向けて突出する固定部本体と、前記固定部本体が突
出する方向と直交する方向に向けて延出形成されているリブとを有しており、前記突出方
向における前記リブの先端位置が前記突出方向における前記固定部本体の先端位置よりも
低い位置となるように形成されていることを特徴とする遊技機を要旨とする。
【発明の効果】
【０００８】
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　本発明によれば、ベース部材を介して裏ユニットと装飾部材を取付固定するので、異な
る機種への裏ユニットの再利用がしやすくなり、遊技機全体の製造コストも大きく低減す
ることが可能になる。また、本発明によれば、ベース部材が突出部の少なくとも一部を覆
う位置に、裏ユニットに取付固定されているので、遊技者が突出部を視認することなく、
遊技者の興趣を低下させることのない状態で遊技に供させることもでき、遊技機の稼働効
率も大きく向上させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機の正面図である。
【図２】裏ユニット機構の斜視図である。
【図３】裏ユニット機構の分解斜視図である。
【図４】裏ユニットの分解斜視図である。
【図５】裏ユニットの分解斜視図である。
【図６】裏ユニットにおいて第１ベース部材が取付固定される箇所の構成を説明するため
の説明図である。
【図７】第１装飾部と第１ベース部材の取付固定の構成を説明するための説明図である。
【図８】第２装飾部と第２ベース部材の取付固定の構成を説明するための説明図である。
【図９】（ａ）図は、第１装飾部と第１ベース部材とが取付固定されている時の第１固定
部と第１固定受部との位置関係を説明するための説明図、（ｂ）図は、第２装飾部と第２
ベース部材とが取付固定されている時の第２固定部と第２固定受部との位置関係を説明す
るための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に係る遊技機の実施の形態について、図面を用いて具体的に説明する。なお、本
明細書では、本発明に係る遊技機の例としてパチンコ遊技機を用いて説明するが、本発明
ではパチンコ遊技機以外の遊技機にも適用することが可能である。また、本明細書におい
ては、パチンコ遊技機（以下、単に「遊技機」と言う。）及び遊技機を構成する各部材の
「前側」、「後側」は、遊技機を正面から見た場合における表面側（前面側）、背面側（
後面側）を示すものとし、遊技機及び遊技機を構成する各部材に対して「上側」、「下側
」、「左側」及び「右側」は、図１に示すように遊技機を正面から見た場合における上側
、下側、左側及び右側を示すものとする。また、本明細書においては、遊技球が各種入賞
口に流入することを「入賞」と言い、遊技球が入賞することによって遊技者に払い出され
る遊技球のことを「賞球」と言う。
【００１１】
［遊技機１の構成］
　図１に示すように、遊技機１は、機体の外郭を構成する縦長方形の外枠２を備えている
。この外枠２の開口前面側には、縦長方形の中枠３が外枠２に対して着脱自在に組み付け
られている。中枠３は、全体的に合成樹脂材料を用いて形成されており、内部に裏ユニッ
ト機構１１を着脱可能な状態で取付固定することができるように構成されている。前枠４
は、中枠３の前面側に、該前枠４の左側に設けられたヒンジを中心に、中枠３に対して横
開きできるように開閉自在に組み付けられている。前枠４は、ガラス板５を備えており、
遊技者が遊技盤１２を視認することができ、かつ遊技盤１２を保護することができるよう
に構成されている。また、前枠４は、遊技に使用する遊技球を一時的に貯留する上受け皿
６と、上受け皿６から溢れ出て流下した遊技球を貯留する下受け皿７とがガラス板５の下
方に備えられている。
【００１２】
　遊技機１は、遊技盤１２に向けて遊技球を弾発する発射装置（図示せず）が内部に設け
られている。この発射装置は、遊技者が操作可能に構成されている操作ハンドル８の回動
量によって遊技球を弾発する際の弾発強さを調節することができるように構成されている
。つまり、遊技者が操作ハンドル８の回動量を大きくすると、発射装置における遊技球の
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弾発強さが強くなり、逆に遊技者が操作ハンドル８の回動量を小さくすると発射装置にお
ける遊技球の弾発強さが弱くなる。操作ハンドル８は、遊技機１を正面視した場合の右下
部であって、遊技者が右手で操作しやすい位置に設けられている。
【００１３】
　上受け皿６には、遊技球を貯留する貯留スペースの前側に、遊技者が遊技中に遊技の進
行に応じて押圧操作を適宜行うことのできる各種ボタン９が配置されている。これら各種
ボタン９は従来から公知のものを任意に選択して用いてよい。また、遊技機１の上部には
、音声を出力するためのスピーカ１０が設けられており、遊技の進行に応じて予め設定さ
れた音声や音楽などが流れるようになっている。
【００１４】
［裏ユニット機構１１の構成］
　裏ユニット機構１１は、遊技機１の中枠３の内部に取付固定することができるように構
成されている。この裏ユニット機構１１は、遊技盤１２と裏ユニット１３とから構成され
ている。
【００１５】
［遊技盤１２の構成］
　遊技盤１２は、裏ユニット１３の前側にネジ止め等の任意な方法によって取付固定され
ている。遊技盤１２は、アクリルやポリカーボネート等のような合成樹脂材料で成形され
た略正方形状の平板状の部材である。この遊技盤１２は、ビス等によって裏ユニット１３
の前側に取付固定されている。また、遊技盤１２には、センター役物１４を構成する装飾
枠部材１５がネジ止め等によって取付固定されている。また、遊技盤１２には、発射装置
で弾発された遊技球を遊技盤１２の上部に向けて案内するための案内レール１６が表面に
設けられている。さらに、遊技盤１２の表面には、案内レール１６により遊技盤１２の上
部まで案内された遊技球が該遊技盤１２の下部に向けて流下する遊技領域１７が形成され
ている。
【００１６】
　遊技領域１７には、装飾枠部材１５を取付固定するための開口部が該遊技領域１７の略
中央部に開口形成されている。また、遊技領域１７には、普通入賞装置１８、始動入賞装
置１９及び大入賞装置２０が設けられている。また、遊技領域１７には、多数の遊技釘２
１が打たれている。遊技領域１７を流下する遊技球は、遊技釘２１に当たって流下方向を
変化させながら、遊技領域１７の上部から下部に向かって流下する。遊技領域１７を流下
する遊技球の一部は、各種入賞装置に設けられている各種入賞口（図示せず）に入賞する
。また、遊技領域１７を流下する遊技球のうち、各種入賞口に入賞しなかった遊技球は、
遊技領域１７の最下部に設けられたアウト口２２に流入する。
【００１７】
　普通入賞装置１８は、遊技領域１７において、装飾枠部材１５の下方であって、左右方
向中央よりも左側の所定箇所に配置されている。本実施の形態では、複数個（本実施の形
態では３個）の普通入賞装置１８がユニット化された形態となるように形成されている。
なお、普通入賞装置１８は、本実施の形態において示すように、ユニット化されている形
態のものに限定されるものではなく、他の形態であってもよい。また、普通入賞装置１８
の数についても、本実施の形態に示す例に限定されるものではない。
【００１８】
　普通入賞装置１８は、遊技球が流入可能な大きさに形成された普通入賞口（図示せず）
が開口形成されている。普通入賞口は、遊技領域１７において上方に向けて開口しており
、遊技領域１７を流下してくる遊技球が流入しやすいように開口形成されている。遊技機
１では、遊技球が普通入賞口に入賞すると、所定数（例えば１０個）の賞球を上受け皿６
又は下受け皿７へ払い出すように構成されている。
【００１９】
　始動入賞装置１９は、遊技領域１７において、装飾枠部材１５の下方であって、左右方
向の略中央の所定箇所に配置されている。この始動入賞装置１９は、遊技領域１７を流下
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してくる遊技球や、装飾枠部材１５に形成されているステージ２３などを転動してくる遊
技球が入賞できる位置に配置されている。始動入賞装置１９は、始動入賞口（図示せず）
を有しており、この始動入賞口は遊技球１個が流入できる大きさに開口形成されている。
始動入賞口は、遊技領域１７において上方に向けて開口しており、遊技領域１７を流下し
てくる遊技球又は装飾枠部材１５から流出してきた遊技球が流入できるように開口形成さ
れている。遊技機１では、遊技球が始動入賞口に入賞すると、遊技者に不利な状態で遊技
を行う通常遊技状態から、遊技者にとって有利な状態で遊技を行う特別遊技状態に移行し
て遊技を行うか否かを抽選する大当り抽選を行う。
【００２０】
　大入賞装置２０は、遊技機１を正面視した時に、装飾枠部材１５の下方であって左右方
向中央よりも右側の所定位置に配置されている。この大入賞装置２０は、大入賞口（図示
せず）を備えている。大入賞装置２０は、大入賞口を開閉するシャッター部材（図示せず
）を有しており、遊技機１が通常遊技状態で遊技を行っている間は、シャッター部材が大
入賞口を閉じている状態となっている。そして、遊技球が始動入賞口に入賞し、大当り抽
選に当選して遊技状態が通常遊技状態から特別遊技状態へと移行すると、シャッター部材
が稼働して、大入賞口を閉じた状態から開いた状態になる。大入賞口は、通常は遊技球が
複数個流入することのできる大きさに開口形成しており、遊技球が流入できるように、遊
技領域１７の上方に向けて開口している。そのため、特別遊技状態では、遊技球が大入賞
口に入賞しやすい状態となっており、大量の遊技球が大入賞口に入賞し、遊技球が１個入
賞する毎に所定個数（例えば１０個）の賞球が上受け皿６又は下受け皿７に払い出される
。
【００２１】
　大入賞装置２０のシャッター部材は、特別遊技状態において所定個数（例えば１０個）
の遊技球が大入賞口に入賞するか、又は所定時間（例えば３０秒）が経過するまでの間だ
け大入賞口を開口する。遊技機１では、通常は特別遊技状態になると所定のラウンド数（
例えば７回）だけ、シャッター部材が開いて大入賞口に遊技球が入賞しやすい状態にする
ことができるように構成されている。
【００２２】
［センター役物１４の構成］
　センター役物１４は、遊技盤１２の略中央に位置するように配置されている。センター
役物１４は、図柄表示装置としての液晶表示装置（図示せず）及び装飾枠部材１５を備え
ている。液晶表示装置は、種々のアニメーション画像や各種の図柄等を表示させるための
もので、遊技の進行に応じて種々の画像等を遊技者に視認させることができるようになっ
ている。この液晶表示装置は、裏ユニット１３にネジ止め等によって取付固定されており
、前側が遊技盤１２の開口部よりも前方に位置するように配置されている。
【００２３】
［裏ユニット１３の構成］
　図２から図５に示すように、裏ユニット１３は、透光性を有する合成樹脂材料で形成さ
れており、内部に装飾部材取付部としての空間部３１が形成されている。この空間部３１
は、装飾部材としての第１装飾部材３２、第２装飾部材３３、第３装飾部材３４及び第４
装飾部材３５を設置するための空間として形成されている。また、裏ユニット１３には、
前側に第１開口部３６が形成されており裏ユニット１３の表面側から空間部３１に連通す
るように形成されている。また、裏ユニット１３には、後側に第２開口部３７が形成され
ており、裏ユニット１３の裏面側から空間部３１に連通するように形成されている。即ち
、裏ユニット１３は第１開口部３６と第２開口部３７とが形成されることによって、表面
側から空間部３１を通じて裏面側まで連通するように形成されている。
【００２４】
　この空間部３１において、第１装飾部材３２は遊技機１を正面視した時の左側に設けら
れ、第２装飾部材３３は遊技機１を正面視した時の右側に設けられている。また、第３装
飾部材３４は遊技機１を正面視した時の上側に設けられ、第４装飾部材３５は遊技機１を
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正面視した時の下側に設けられている。裏ユニット１３は、これら第１装飾部材３２、第
２装飾部材３３、第３装飾部材３４及び第４装飾部材３５を空間部３１に取り付けると、
中央部には開口部が形成されるようになっている。この開口部は、裏ユニット１３に取り
付けられる液晶表示装置が配置されるようになっており、遊技者に対して液晶表示装置の
液晶表示画面に表示される各種の映像等によって遊技者の興趣を向上させることができる
ようになっている。
【００２５】
　上記した通り、第１装飾部材３２は空間部３１の左側に設けられている。この第１装飾
部材３２は、第１装飾部材３２と裏ユニット１３との間に、ベース部材としての第１ベー
ス部材３８が配置され、この第１ベース部材３８を介して裏ユニット１３に取付固定され
る。即ち、第１装飾部材３２は第１ベース部材３８に取付固定されるように構成されてお
り、第１ベース部材３８が裏ユニット１３に取付固定されるように構成されている。その
ため、本実施の形態に係る遊技機１においては、第１装飾部材３２を裏ユニット１３に取
り付けるためには第１ベース部材３８が必要になる。
【００２６】
　図３から図５及び図７に示すように、第１装飾部材３２は、第１装飾部４１、発光基板
としての第１発光基板４２を備えている。また、第１装飾部材３２には、固定受部として
の第１固定受部４３が形成されている。第１装飾部４１は、第１装飾部材３２の表面側に
形成されており、第１装飾部材３２において遊技者が興趣を向上させる演出を行うために
、遊技者に対して視認させることができるように配置されている。図３等に示すように、
この第１装飾部４１は、「３」や「７」と言った数字を模式的にイラスト化した文字態様
の装飾や、「ＪＡＣＫ」と言う文字を模式的にイラスト化した態様の装飾などが形成され
ている。また、第１装飾部４１は、これらの装飾を浮き出たせるような形状を形成するこ
とによっても遊技者の興趣を向上させる演出が行えるように形成されている。なお、上記
した第１装飾部４１の装飾は一つの例を示したにすぎないものであり、上記した以外の装
飾を施してもよい。
【００２７】
　第１発光基板４２は、第１装飾部４１の裏側にねじ止め等の方法により取付固定されて
いる。この第１発光基板４２は、第１装飾部４１において該第１装飾部４１の裏側から後
方に向けて延出する第１発光基板４２取付部に対してねじ止め固定されることによって、
第１装飾部４１の裏側に取り付けられている。したがって、第１装飾部４１の裏面側の面
に対して第１発光基板４２は、所定の距離を置いて設置されるように構成されている。
【００２８】
　第１発光基板４２は、第１基板本体４４、発光体としての第１発光体４５、第１逃げ部
４６、及び貫通孔４７を備えている。第１基板本体４４は、第１発光基板４２のベースと
なる板状の部材であり、この第１基板本体４４が第１装飾部４１の第１発光基板４２取付
部に取付固定されるように構成されている。また、第１発光基板４２は、表面側、言い換
えると第１発光体４５に取り付けた時に、該第１発光体４５の裏面と対向する側の面に、
第１発光体４５が配置されている。第１発光体４５は、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）
のような、電力の供給を受けて発光する部材である。この第１発光体４５は、前方、即ち
第１基板本体４４から第１装飾部４１に向かう方向に向けて光を照射するように配置され
ている。なお、本実施の形態では、第１発光体４５の例として発光ダイオードを用いてい
るが、第１発光体４５に用いるのは発光ダイオード以外のものあり、従来から公知のもの
を任意に選択して用いてよい。
【００２９】
　第１逃げ部４６は、第１基板本体４４の側部に形成されている。この第１逃げ部４６は
、後述する第１ベース部材３８の第１突出受け部５２と干渉するのを防止するためのもの
である。即ち、第１ベース部材３８は、該第１ベース部材３８に形成されている後述する
突出受け部としての第１突出受け部５２が前方側、言い換えれば第１基板本体４４に近づ
く方向に向けて突出形成されている。また、この突出受け部が形成されている位置は、第
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１基板本体４４の一部と重なる箇所となっている。そのため第１装飾部４１と第１ベース
部材３８とを取付固定しようとすると、第１基板本体４４と第１突出受け部５２とが互い
に干渉し合うため、この干渉し合う箇所に相当する部分だけ、第１基板本体４４を切り欠
くことによって上記した第１基板本体４４と第１突出受け部５２との干渉を避けるように
している。この干渉を避けるように第１基板本体４４の切り欠いた部分が第１逃げ部４６
となっている。
【００３０】
　第１逃げ部４６は、図５及び図７に示すように、図７における右側の上下２か所に形成
されている。なお、この第１逃げ部４６を形成する箇所は、第１突出受け部５２との干渉
を避けるために形成されているため、第１突出受け部５２の数に対応して形成すればよい
。即ち、本実施の形態では、第１突出受け部５２が２箇所に形成されているため、第１逃
げ部４６もその第１突出受け部５２が形成されている箇所と対応する箇所の２箇所に形成
されているが、第１突出受け部５２の数が２つでない場合には、その第１突出受け部５２
が形成されている数と対応する数だけの第１逃げ部４６を形成してよい。
【００３１】
　貫通孔４７は、第１基板本体４４の板上面と板下面との間を貫通形成するように形成さ
れた開孔である。この貫通孔４７は、第１ベース部材３８に設けられている固定部として
の第１固定部５３が挿通可能な大きさに形成されている。また、この貫通孔４７は、第１
装飾部４１が第１ベース部材３８に取付固定された時に、第１固定部５３が位置する箇所
と対応する箇所に開口形成されている。また、この貫通孔４７は、第１固定部５３が形成
されている数と同じ数だけ開口形成されている。この貫通孔４７は、第１固定部５３にお
いて形成されている後述する固定部本体としての第１固定部本体５４のみならず、第１固
定部本体５４が突出する方向と直交する方向に向けて延出形成されているリブとしての第
１リブ５５が挿通可能な大きさに開口形成されていることが好ましい。
【００３２】
　ベース部材としての第１ベース部材３８は、第１ベース本体５１、突出受け部としての
第１突出受け部５２、固定部としての第１固定部５３を備えている。第１ベース本体５１
は、第１ベース部材３８のベースとなる板状の部材であり、例えば合成樹脂材料によって
成形されている。また、この第１ベース本体５１は透光性を有する合成樹脂材料で成形す
ることが好ましい。この第１ベース部材３８は、表面側に第１突出受け部５２及び第１固
定部５３が前方に向けて突出形成されている。また、この第１ベース部材３８はこれら第
１突出受け部５２及び第１固定部５３が異なる位置において前方に向けて突出形成されて
いる。つまり、図７に示すように、第１ベース部材３８において、第１突出受け部５２は
第１ベース本体５１の外側側部と隣接する位置に突出形成されており、第１固定部５３は
、第１突出受け部５２が形成されている位置とは異なる、第１突出受け部５２が突出形成
されている位置よりも中央寄りの所定位置に突出形成されている。
【００３３】
　第１突出受け部５２は、裏ユニット１３に形成されている第１突出部２５と嵌合し、裏
ユニット１３に取付固定される時の位置決めを行うことができるように形成されている。
この第１突出受け部５２は、第１ベース本体５１の表面側に突出するように形成されてお
り、さらに第１ベース本体５１の裏面側には第１突出受け穴が形成されている。この第１
突出受け穴は、その内径が突出部の外径と略同じか、又はこの第１突出部２５の外径より
も若干大径となるように形成されている。そして、この第１突出受け穴及びこの第１突出
受け穴を有する第１突出受け部５２は、第１ベース部材３８を裏ユニット１３に取付固定
する時に、該裏ユニット１３に形成されている第１突出部２５が突出形成されている位置
と対応する位置に形成されている。
【００３４】
　第１固定部５３は、第１ベース部材３８の左右方向中央寄りの所定位置において、該第
１ベース部材３８の表面から前方に向けて突出するように形成されている。この第１固定
部５３は、第１装飾部４１を取付固定する時に、該第１基板本体４４の貫通孔４７に挿通
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され、さらには第１装飾部４１に形成されている第１固定受部４３においてネジ止め等の
方法により固定されるように形成されている。第１固定部５３は、前方に向けて突出する
固定部本体としての第１固定部本体５４と、この第１固定部本体５４が突出する方向と直
交する方向に向けて延出形成されているリブとしての第１リブ５５とを有している。また
、第１固定部５３の突出方向における第１リブ５５の先端位置は、この突出方向における
第１固定部５３の先端位置よりも低い位置となるように形成されている。即ち、図７に示
すように、第１固定部本体５４の突出方向における突出高さがＨ１、第１リブ５５の突出
高さがＨ２とすると、これらＨ１とＨ２との関係は、Ｈ１＞Ｈ２の関係になるように形成
されている。
【００３５】
　第１装飾部材３２が第１ベース部材３８に取付固定された時、第１固定部５３の先端が
第１装飾部材３２の裏面側に形成されている第１固定受部４３に嵌合することによって位
置決めされ、ネジ止め等の方法によって固定される。この時、第１装飾部材３２は、第１
固定部５３を覆うようにして裏ユニット１３に取付固定されている。なお、第１装飾部材
３２が第１ベース部材３８に取付固定された時、第１装飾部材３２は第１突出受け部５２
も覆うようにして裏ユニット１３に取付固定されることが好ましい。
【００３６】
［第２装飾部材３３の構成］
　第２装飾部材３３は、第２装飾部６１、発光基板としての第２発光基板６２を有してい
る。また、第２装飾部材３３には、固定受部としての第２固定受部６３が形成されている
。第２装飾部６１は、第２装飾部材３３の表面側に形成されており、第２装飾部材３３に
おいて遊技者が興趣を向上させる演出を行うために、遊技者に対して視認させることがで
きるように配置されている。図８等示すように、この第２装飾部６１は、「５」と言った
数字を模式的にイラスト化した文字態様の装飾や、例えばスイカやチェリーと言ったイラ
ストを模した絵柄態様の装飾などが形成されている。また、第２装飾部６１は、これらの
装飾を浮き出たせるような形状を形成することによっても遊技者の興趣を向上させる演出
を行えるように形成されている。なお、上記した第２装飾部６１の装飾は一つの例を示し
たに過ぎず、上記した態様とは異なる装飾を施してもよい。
【００３７】
　第２発光基板６２は、第２基板本体６４、発光体としての第２発光体６５及び第２逃げ
部６６を備えている。第２基板本体６４は、第２発光基板６２のベースとなる板状の部材
であり、この第２基板本体６４が第２装飾部６１の第２発光基板６２取付部に取付固定さ
れるように構成されている。また、第２発光基板６２は、表面側、言い換えると第２発光
体６５に取り付けた時に、第２発光体６５の裏面と対向する側の面に、第２発光体６５（
図示せず）が配置されている。第２発光体６５は、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）のよ
うな、電力の供給を受けて発光する部材である。この第２発光体６５は、前方、即ち第２
基板本体６４から第２装飾部６１に向かう方向に向けて光を照射するように配置されてい
る。なお、本実施の形態では、第２発光体６５の例として発光ダイオードを用いているが
、第２発光体６５に用いるのは発光ダイオード以外のものもあり、従来から公知のものを
任意に選択して用いてよい。
【００３８】
　第２逃げ部６６は、第２基板本体６４の側部に形成されている。この第２逃げ部６６は
、後述する第２ベース部材３９の固定部としての第２固定部７３との干渉を防止するため
のものである。即ち、第２ベース部材３９は、該第２ベース部材３９に形成されている後
述する固定部としての第２固定部７３が前方側、言い換えれば第２基板本体６４に近づく
方向に向けて突出形成されている。また。この第２固定部７３が形成されている位置は、
第２基板本体６４の一部と重なる箇所となっている。そのため、第２装飾部６１と第２ベ
ース部材３９とを取付固定しようとすると、第２基板本体６４と第２固定部７３とが互い
に干渉し合うため、この干渉し合う箇所に相当する部分だけ、第２基板本体６４を切り欠
くことによって上記した第２基板本体６４の切り欠いた部分が第２逃げ部６６となってい
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る。
【００３９】
　第２逃げ部６６は、図８に示すように、図８における左側の上下２か所に形成されてい
る。なお、この第２逃げ部６６を形成する箇所は、第２固定部７３との干渉を避けるため
に形成されているため、第２固定部７３の数に対応した数だけ形成しておけばよい。即ち
、本実施の形態では、第２固定部７３が２か所に形成されているため、第２逃げ部６６も
その第２固定部７３が形成されている箇所と対応する箇所の２か所に形成されているが、
第２固定部７３の数が２つでない場合には、その第２固定部７３が形成されている数と対
応する数だけの第２逃げ部６６を形成すればよい。
【００４０】
　ベース部材としての第２ベース部材３９は、第２ベース本体７１、突出受け部としての
第２突出受部７２、固定部としての第２固定部７３を備えている。第２ベース本体７１は
、第２ベース部材３９のベースとなる板状の部材であり、例えば合成樹脂材料によって成
形されている。また、この第２ベース本体７１は、透光性を有する合成樹脂材料で成形す
ることが好ましい。この第２ベース部材３９は、表面側に第２突出受部７２及び第２固定
部７３が前方に向けて突出形成されている。また、この第２ベース本体７１には、これら
第２突出受部７２及び第２固定部７３が異なる位置において前方に向けて突出形成されて
いる。つまり、図８に示すように、第２ベース部材３９において、第２突出受部７２は第
２ベース本体７１の外側側部と隣接する位置（図８中においては左右方向右側の側部と隣
接する位置）に形成されており、第２固定部７３は、第２突出受部７２よりも内側に位置
する箇所に形成されている。
【００４１】
　第２突出受部７２は、裏ユニット１３に形成されている第２突出部２６と嵌合し、裏ユ
ニット１３に取付固定される時の位置決めを行うことができるように形成されている。こ
の第２突出受部７２は、第２ベース本体７１の表面側に突出するように形成されており、
さらに第２ベース本体７１の裏面側には第２突出受部７２が形成されている。この第２突
出受部７２は、その内径が第２突出部２６の外径と略同じか、またはこの第２突出部２６
の外径よりも若干大径となるように形成されている。そして、この第２突出受部７２及び
この第２突出受部７２を有する第２突出受部７２は、第２ベース部材３９を裏ユニット１
３に取付固定する時に、該裏ユニット１３に形成されている第２突出部２６が突出形成さ
れている位置と対応する位置に形成されている。
【００４２】
　第２固定部７３は、第２ベース部材３９において、第２突出受部７２よりも左右方向で
中央寄りに形成されている。この第２固定部７３は、第２ベース本体７１の表面から前方
に向けて突出するように形成されている。この第２固定部７３は、第２装飾部６１を取付
固定する時に、該第２基板本体６４に形成されている第２逃げ部６６を通って、第２装飾
部６１に形成されている第２固定受け部においてネジ止め等の方法により固定されるよう
に形成されている。
【００４３】
　第２固定部７３は、前方に向けて突出する固定部本体としての第２固定部本体７４と、
この固定部本体が突出する方向と直交する方向に向けて延出形成されているリブとしての
第２リブ７５とを有している。また、第２固定部本体７４の突出方向における第２リブ７
５の先端位置は、この突出方向における第２固定部本体７４の先端位置よりも低い位置と
なるように形成されている。また。第２リブ７５は、図８に示すように、第２固定部本体
７４に対して外側に向けて延出する第１リブ片７６と第２固定部本体７４に対して内側、
即ち中央寄りに向けて延出する第２リブ片７７とが形成されており、これら第１リブ片７
６と第２リブ片７７とは、該第１リブ片７６の突出方向における突出高さが第２リブ片７
７の突出方向における突出高さよりも高くなるように形成されている。即ち、第２固定部
本体７４、第２リブ７５とにおいては、第２固定部本体７４の高さをＨ３、第２リブ７５
の第１リブ片７６の高さをＨ４、第２リブ片７７の高さをＨ５とすると、突出方向におけ
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る突出長さがＨ３＞Ｈ４＞Ｈ５となるように形成されている。
【００４４】
　第２装飾部材３３が第２ベース部材３９に取付固定された時、第２固定部７３の先端が
第２装飾部材３３の裏面側に形成されている第２固定受部６３に嵌合することによって位
置決めされ、ネジ止め等の方法によって固定される。この時、第２装飾部材３３は、第２
固定部７３を覆うようにして裏ユニット１３に取付固定されている。なお、第２装飾部材
３３が第２ベース部材３９に取付固定された時、第２装飾部材３３は第２突出受部７２も
覆うようにして裏ユニット１３に取付固定されることが好ましい。
【００４５】
　第３装飾部材３４は、第３装飾部８１を備えており、裏ユニット１３に対して直接、ネ
ジ止め等によって取付固定されている。即ち、上記したように第１装飾部４１が第１ベー
ス部材３８を介して裏ユニット１３に間接的に取付固定され、また第２装飾部６１が第２
ベース部材３９を介して裏ユニット１３に間接的に取付固定されているのに対し、この第
３装飾部材３４における第３装飾部８１は、裏ユニット１３に対してベース部材に相当す
る部材を介さずに、直接裏ユニット１３に取付固定されている。
【００４６】
　第３装飾部８１は、裏ユニット１３においては該裏ユニット１３の上部に位置しており
、例えば遊技機１の機種名を表す文字を図案化した態様で表示する装飾が形成されている
。この第３装飾部８１は、図示しない第３発光基板や第３発光体が設けられており、遊技
の進行に応じて種々の発光態様によって遊技者の興趣を向上させる演出が行えるようにな
っている。
【００４７】
　第４装飾部８２は、裏ユニット１３の下部に位置している。この第４装飾部８２は、本
実施の形態柄は、左右方向の中央部にハート形の装飾が施されているとともにこの中央部
の装飾の左右両端には縦筋状の装飾が施されている。この第４装飾部８２は、図示しない
第４発光基板や第４発光体が設けられており、遊技の進行に応じて種々の発光態様によっ
て、遊技者の興趣を向上させるような演出が行えるようになっている。
【００４８】
［遊技機１の作用効果］
　次に、本発明に係る遊技機１の実施の形態について、作用効果を説明する。
　まず、第１装飾部材３２を裏ユニット１３の空間部３１に取付固定する時の作用効果に
ついて説明する。裏ユニット１３は、各種の部材が取付固定されていない場合には、図４
に示す状態である。そして、この裏ユニット１３に第１装飾部材３２及び第２装飾部材３
３等を取付固定する。なお、本実施の形態に係る遊技機１の作用効果においては、第１装
飾部材３２は組み立てられた状態、即ち第１装飾部４１に対して第１発光基板４２が取付
固定された状態であるとして説明する。
【００４９】
　上記した裏ユニット１３に第１装飾部材３２を取付固定する場合、まず、裏ユニット１
３に第１ベース部材３８をネジ止め等により取付固定する。この場合、裏ユニット１３の
空間部３１には第１突出部２５が前方に向けて突出形成されている。この第１突出部２５
に対して、第１ベース部材３８に形成されている第１突出受け部５２を嵌合させる。この
ように、第１突出部２５の先端に第１突出受け部５２を嵌合させることによって、裏ユニ
ット１３の空間部３１内における第１ベース部材３８が取付固定される位置決めが行われ
ることになる。また、このように、第１突出部２５と第１突出受け部５２とを嵌合させる
ことによって、ネジ止め等によって取付固定して遊技に供した時に、第１ベース部材３８
のガタツキの発生などを防止することもできる。
【００５０】
　次に、裏ユニット１３に取付固定した第１ベース部材３８に対して第１装飾部材３２を
取り付ける。この場合、第１装飾部材３２を構成する第１装飾部４１には、該第１装飾部
４１の裏側に第１固定受部４３が形成されている。そのため、第１ベース部材３８の第１
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固定部５３の先端を第１固定受部４３に挿入してネジ止め等により固定する。この場合、
第１ベース部材３８に対して第１装飾部４１を近づける方向に移動させていき、第１固定
部５３を構成する第１固定部本体５４の先端を第１装飾部材３２を構成する第１発光基板
４２に形成されている貫通孔４７に挿通させる。上記した通り、第１装飾部材３２におい
て、第１装飾部４１に第１発光基板４２が取り付けられている場合には、貫通孔４７が位
置する箇所の前後方向奥側（貫通孔４７に対して第１装飾部４１の裏面に近づく方向）に
第１固定受部４３が位置している。そのため、第１固定部本体５４の先端を貫通孔４７に
挿通させた後、そのままさらに第１装飾部材３２を第１ベース部材３８に近づく方向に移
動させていくと、図９（ａ）に示す状態、即ち第１固定部本体５４の先端が第１固定受部
４３に嵌合した状態となる。このようにして第１固定部本体５４の先端が第１固定受部４
３に嵌合することによって、裏ユニット１３の空間部３１内において第１装飾部材３２の
位置決めが行われる。また、このようにして第１固定部本体５４の先端を第１固定受部４
３に嵌合し、さらにネジ止め等により固定することによって、裏ユニット１３における所
定の位置に確実に固定することができ、さらには遊技機１を遊技に供している場合にも第
１装飾部材３２のガタツキが生じたりして遊技者の遊技の興趣を削がないようにしながら
遊技を行わせることが可能になる。
【００５１】
　また、本実施の形態に係る遊技機１によれば、図９（ａ）に示すように、第１固定部本
体５４を第１固定受部４３にネジ止め固定した時に、第１リブ５５も貫通孔４７を挿通し
、第１発光基板４２と第１装飾部４１との間に該第１リブ５５の先端が位置するように配
置される。また、このように、第１固定部５３においては第１固定部本体５４から第１リ
ブ５５が形成されているので、第１固定部５３の強度も大幅に向上させることができると
ともに、第１リブ５５が貫通孔４７を挿通するようにして配置されることによって、第１
装飾部材３２が取付固定される時にも、第１発光基板４２と第１ベース部材３８との位置
関係も良好に維持することができる。
【００５２】
　また、図９（ａ）に示すように、本実施の形態に係る遊技機１では、第１リブ５５は、
第１装飾部材３２と第１ベース部材３８とが取付固定された時、第１固定受部４３から離
れた位置に配置されるようになっている。即ち、第１リブ５５の先端の位置は、第１装飾
部４１に形成されている第１固定受部４３との間に所定の距離だけ離れた位置となってお
り、第１固定受部４３からも所定距離だけ離れた位置となるように配置される。また、第
１固定部５３の先端は、第１固定受部４３に覆われた状態で配置される。このように第１
リブ５５を配置することにより、第１発光基板４２の第１発光部が光を照射した時に、第
１装飾部４１の裏側に第１固定部本体５４や第１リブ５５が存在することを遊技者に視認
させにくくすることができる。そのため、遊技者が第１リブ５５の存在に気付かないよう
にすることができ、遊技に集中させることが可能になる。
【００５３】
　次に、第２装飾部材３３を裏ユニット１３の空間部３１に取付固定する時の作用効果に
ついて説明する。第１装飾部材３２を裏ユニット１３に取付固定する場合について説明し
た時と同様に、第２装飾部材３３を裏ユニット１３に取付固定する場合についても、第２
装飾部６１に第２発光基板６２が取付固定された状態であるとして説明する。
【００５４】
　裏ユニット１３に第２装飾部材３３を取付固定する場合、まず裏ユニット１３に第２ベ
ース部材３９をネジ止め等により取付固定する。この場合、裏ユニット１３の空間部３１
には第２突出部２６が前方に向けて突出形成されている。この第２突出部２６に対して、
第２ベース部材３９に形成されている第２突出受部７２を嵌合させる。このように、第２
突出部２６の先端に第２突出受部７２を嵌合させることによって、裏ユニット１３の空間
部３１内における第２ベース部材３９が取付固定される位置決めが行われることになる。
また、このように、第２突出部２６と第２突出受部７２とを嵌合させることによって、ネ
ジ止め等によって取付固定して遊技に供した時に、第１ベース部材３８と同様、第２ベー
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ス部材３９においてもガタツキの発生などを防止することができる。
【００５５】
　次に、裏ユニット１３に取付固定した第２ベース部材３９に対して第２装飾部材３３を
取り付ける。この場合、第２装飾部材３３を構成する第２装飾部６１には、該第２装飾部
６１の裏側に第２固定受部６３が形成されている。そのため、第２ベース部材３９の第２
固定部７３の先端を第２固定受部６３に挿入してネジ止め等によって固定する。この場合
、第２ベース部材３９に対して第２装飾部６１を近づける方向に移動させていき、第１固
定部５３を構成する第２固定部本体７４の先端を、第２装飾部材３３を構成する第２発光
基板６２に形成されている第２逃げ部６６を通過させる。上記した通り、第２装飾部材３
３において、第２装飾部６１に第２発光基板６２が取り付けられている場合には、第２逃
げ部６６が形成されている箇所の前後方向奥側（第２逃げ部６６に対して第２装飾部６１
の裏面に近づく方向）に第２固定受部６３が位置している。そのため、第２固定部本体７
４の先端を第２逃げ部６６を通過させた後、そのままさらに第２装飾部材３３を第２ベー
ス部材３９に近づく方向に移動させていくと、図９（ｂ）に示す状態、即ち第２固定部本
体７４の先端が第２固定受部６３に嵌合した状態となる。このようにして第２固定部本体
７４の先端が第２固定受部６３に嵌合することによって、裏ユニット１３の空間部３１内
におちえ第２装飾部材３３の位置決めが行われる。また、このようにして第２固定部本体
７４の先端を第１固定受部４３に嵌合し、さらにネジ止め等により固定することによって
、裏ユニット１３における所定の位置に確実に固定することができ、さらには遊技機１を
遊技に供している場合にも、第２装飾部材３３のガタツキの発生や、ガタツキの発生に伴
う遊技者の遊技の興趣を削ぐと言ったことを防止することができる。
【００５６】
　また、本実施の形態に係る遊技機１によれば、図９（ｂ）に示すように、第２固定部本
体７４を第２固定受部６３にネジ止め固定した時に、第２リブ７５も第２逃げ部６６を通
過し、第２発光基板６２と第２装飾部６１との間に該第２リブ７５の先端が位置するよう
に配置される。また、このように、第２固定部７３においては第２固定部本体７４から第
２リブ７５が形成されているので、第２固定部７３の強度も大幅に向上させることができ
るとともに、第２リブ７５が第２逃げ部６６を通って配置されるようにすることで、第２
装飾部材３３が取付固定される時にも、第２発光基板６２と第２ベース部材３９との位置
関係も良好に維持することができる。
【００５７】
　また、図９（ｂ）に示すように、本実施の形態に係る遊技機１では、第２リブ７５は、
第２装飾部材３３と第２ベース部材３９とが取付固定された時、第２固定受部６３から離
れた位置に配置されるようになっている。即ち、第２リブ７５の先端の位置は、第２装飾
部６１に形成されている第２固定受部６３との間に所定の距離だけ離れた位置となってお
り、第２固定受部６３からも所定距離だけ離れた位置となるように配置される。また、第
２固定部７３の先端は、第２固定受部６３に覆われた状態で配置される。このように第２
リブ７５を配置することにより、第２発光基板６２の第２発光部が光を照射した時に、第
２装飾部６１の裏側に第２固定部本体７４や第２リブ７５が存在することを遊技者に視認
させにくくすることができる。そのため、遊技者が第２リブ７５の存在に気付かないよう
にすることができ、遊技に集中させることが可能になる。
【００５８】
　次に、第１ベース部材３８及び第２ベース部材３９を配置することによる作用効果につ
いて説明する。上記した通り、第１ベース部材３８には、第１突出受け部５２と第１固定
部５３が形成されており、これら第１突出受け部５２と第１固定部５３は、それぞれ形成
される位置が異なる位置となるように形成されている。同様に、第２ベース部材３９にも
、第２突出受部７２と第２固定部７３が形成されており、これら第２突出受部７２と第２
固定部７３は、それぞれ形成される位置が異なる位置となるように形成されている。
【００５９】
　これら第１突出受け部５２と第１固定部５３を第１ベース部材３８中において異なる位
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置に形成し、さらに第２突出受部７２と第２固定部７３を第２ベース部材３９中において
異なる位置に形成することによって、裏ユニット１３に形成されている第１突出部２５と
第２突出部２６の位置を変更せずとも、第１装飾部材３２や第２装飾部材３３の取付位置
を自由に変更することができる。つまり、第１装飾部材３２や第２装飾部材３３を裏ユニ
ット１３に直接取付固定する場合には、ある所定の位置に第１突出部２５や第２突出部２
６を形成しておくと、第１装飾部材３２や第２装飾部材３３を取り付ける位置が第１突出
部２５や第２突出部２６を形成した位置に限定されるところ、本実施の形態に係る遊技機
１のように、第１ベース部材３８や第２ベース部材３９を介して裏ユニット１３に対して
間接的に第１装飾部材３２や第２装飾部材３３を取付固定することで、第１突出部２５や
第２突出部２６が形成されている位置に制限されることなく、自由な位置に第１装飾部材
３２や第２装飾部材３３を取付固定することができ、遊技機１において種々の機種におい
て利用できる部材を再利用することにより共用化して、製造コストを大きく低減すること
も可能になる。
【００６０】
　以上、本発明に係る遊技機の実施の形態について詳細に説明したが、上記したものは本
発明に係る遊技機の構成の一つの例を示したに過ぎず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲に
おいて、適宜変更してもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１　遊技機
　１１　裏ユニット機構
　１２　遊技盤
　１３　裏ユニット
　１４　センター役物
　１７　遊技領域
　２５　第１突出部
　２６　第２突出部
　３１　空間部
　３２　第１装飾部材
　３３　第２装飾部材
　３８　第１ベース部材
　３９　第２ベース部材
　４１　第１装飾部
　４２　第１発光基板
　４５　第１発光体
　４６　第１逃げ部
　４７　貫通孔
　５１　第１ベース本体
　５２　第１突出受部
　５３　第１固定部
　５４　第１固定部本体
　５５　第１リブ
　６１　第２装飾部
　６２　第２発光基板
　６５　第２発光体
　６６　第２逃げ部
　７１　第２ベース本体
　７２　第２突出受部
　７３　第２固定部
　７４　第２固定部本体
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　７５　第２リブ
　７６　第１リブ片
　７７　第２リブ片

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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