
JP 6843431 B2 2021.3.17

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の所定箇所を構成する遊技機構成部材を備え、
　前記遊技機構成部材は、
　前記遊技機構成部材の側方側から第１遊技部材を挿入可能な第１開口部と、
　前記遊技機構成部材の後方側から第２遊技部材を挿入可能な第２開口部と、
　を有し、
　前記第２開口部から挿入された前記第２遊技部材が所定の位置まで到達した状態におい
て、前記第２遊技部材の所定領域が前記第１開口部を閉鎖する
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技機構成部材は、遊技媒体を収容可能な受皿である
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１遊技部材は、遊技機固有の情報を有する証紙部材である
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、遊技機を構成するための所定の部材を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パチンコ機やスロットマシンなどの遊技機は、開口を有する筐体と、筐体の開
口を開閉可能に設けられる前扉を前面側に備えており、この前扉には複数の部材が取り付
けられている。
　例えば、スロットマシンにおいては、遊技に関する情報を表示可能な液晶表示器、遊技
機に関連したキャラクターやデザインなどが施された化粧パネル（下パネル）、メダルを
収容可能な受皿等が設けられている（例えば、特許文献１～３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１８９５６８号公報
【特許文献２】特開２００８－２４５７５７号公報
【特許文献３】特開２００３－０７９９０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、このような従来の遊技機には、改善の余地があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明の遊技機は、遊技機の所定箇所を構成する遊技機構成
部材を備え、遊技機構成部材は、遊技機構成部材の側方側から第１遊技部材を挿入可能な
第１開口部と、遊技機構成部材の後方側から第２遊技部材を挿入可能な第２開口部と、を
有し、第２開口部から挿入された第２遊技部材が所定の位置まで到達した状態において、
第２遊技部材の所定領域が第１開口部を閉鎖する構成としてある。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】遊技機の外観を示す概略斜視図である。
【図２】遊技機の内部構成を示す概略斜視図である。
【図３】遊技機の制御構成を示すブロック図である。
【図４】ドアベースを示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は背面図である。
【図５】中フレームを示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）背面図、（ｃ）は正面側か
ら見た斜視図である。
【図６】ドアベースを示す図であり、（ａ）は中フレームを第１の位置に取り付けた場合
の背面図、（ｂ）中フレームを第２の位置に取り付けた場合の背面図である。
【図７】図６（ａ）に示すドアベースに小液晶表示器を取り付けた場合の背面図である。
【図８】図６（ｂ）に示すドアベースに大液晶表示器を取り付けた場合を示す図であり、
（ａ）は正面図、（ｂ）は背面図である。
【図９】下パネルユニットの要部分解図である。
【図１０】下パネルユニットのパネル部を取り除いた状態の正面図である。
【図１１】下パネルユニットを含む要部断面図である。
【図１２】受皿ユニットの外観を示す概略斜視図である。
【図１３】証紙部材を示す図であり、（ａ）は表面図、（ｂ）は裏面図である。
【図１４】シャッター部材を示す図であり、（ａ）は正面側から見た斜視図、（ｂ）は背
面側から見た斜視図である。
【図１５】第１開口部が開放した状態の受皿ユニットを示す図であり、（ａ）は側面から
見た図、（ｂ）はＡ－Ａ線断面図である。
【図１６】第１開口部が閉鎖した状態の受皿ユニットを示す図であり、（ａ）は側面から
見た図、（ｂ）はＢ－Ｂ線断面図である。
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【図１７】シャッター部材の取り付け構造を示す要部断面図である。
【図１８】受皿ユニットの他の実施形態に係るシャッター部材を示す図であり、（ａ）は
正面側から見た斜視図、（ｂ）は背面側から見た斜視図である。
【図１９】規制部材を示す図であり、（ａ）は正面側から見た斜視図、（ｂ）は背面側か
ら見た斜視図である。
【図２０】受皿ユニットの他の実施形態に係る第１開口部が開放した状態を示す図であり
、（ａ）は側面から見た図、（ｂ）はＣ－Ｃ線断面図である。
【図２１】受皿ユニットの他の実施形態に係る第１開口部が閉鎖した状態を示す図であり
、（ａ）は側面から見た図、（ｂ）はＤ－Ｄ線断面図である。
【図２２】規制部材の取り付け構造を示す要部断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明に係る遊技機の好ましい実施形態について、図１～図２２を参照して説明する。
【０００８】
　スロットマシン１は、遊技機の一例であり、従来のスロットマシンと同様に、スロット
マシン１に備えられた複数のリール４１ａ，４１ｂ，４１ｃを回転させることによって遊
技媒体であるメダルを獲得することができる回胴式遊技機を構成している。
【０００９】
　具体的には、スロットマシン１は、図１及び図２に示すように、スロットマシン１の本
体にあたる筐体１ｂを備えるとともに、筐体１ｂの前面側を覆う扉体として前扉１ａを備
えている。
　前扉１ａは、スロットマシン１の筐体１ｂにヒンジ等を介して開閉可能に取り付けられ
ている（図２等参照）。
　前扉１ａには、遊技者によって操作される複数の操作部（操作部ユニット）が取り付け
られている。
　例えば、機内にメダルを投入するためのメダル投入口２が設けられ、所定数（例えば、
３枚）のメダルがメダル投入口２から投入されることで、前扉１ａの後方側に設けられ、
メダル投入口２と連通する遊技媒体選別装置（以下、メダルセレクタ２ｂ）によってメダ
ルが選別及び検出されて、ゲーム開始可能な状態となる。
【００１０】
　また、押下操作可能なベットボタン２ａ（例えば、マックスベットボタン）が設けられ
、操作に応じて内部的に記憶したクレジットメダルからデータ形式のメダルをゲームに投
入することもできる。
【００１１】
　また、リール４１ａ，４１ｂ，４１ｃの回転を始動させるスタートレバー３が設けられ
、ゲーム開始可能な状態において遊技者により操作されることで、スロットマシン遊技が
開始され、リール４１ａ，４１ｂ，４１ｃが回転を開始する。
【００１２】
　また、各リール４１に対応して停止ボタン５ａ，５ｂ，５ｃが設けられ、遊技者により
各停止ボタン５が押下操作されることで、回転している各リール４１を停止させることが
できる。
　また、前扉１ａには、操作部ユニットの他にも様々な装置が設けられており、例えば、
各リール４１に表された図柄を視認可能な表示窓６、上部演出ユニット８、下パネルユニ
ット９、受皿ユニット３０等が取り付けられている。
【００１３】
　上部演出ユニット８は、前扉１ａの上部に配置され、遊技中の各種演出画面や操作の案
内画面等を表示する表示装置や、遊技の進行に応じて発光するランプユニットや、遊技の
進行に応じて音を出力するスピーカユニット等を備えている。本実施形態では、表示装置
の一例として、液晶表示器８１を備えている。
　下パネルユニット９は、前扉１ａの下部に配置され、所定の絵柄や文字が印刷等により
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施されたパネルを後方から照射する発光手段（例えば、ＬＥＤ）等を備えている。
　上部演出ユニット８と下パネルユニット９は、前扉１ａに設けられた副制御部２００に
よる制御によって、スロットマシン遊技に同期した表示演出や発光演出を実行することが
できる。
【００１４】
　受皿ユニット３０は、下パネルユニット９の下方に配置され、メダル払出口７ｂから排
出されたメダルを収容可能な受皿３１等を備えている。
　また、受皿ユニット３０は、証紙４２を貼付した証紙部材４０が前面部３１ａの証紙表
示窓３２を介して視認可能に構成されている（図１２参照）。
　なお、上記の各ユニットは、前扉１ａの基部であるドアベース１０に固定されることで
、前扉１ａに取り付けられる。
【００１５】
　筐体１ｂは、筐体構造を有し、スロットマシン遊技に必要な様々な機械、装置、遊技部
品等が収納されている。
　例えば、リール４１ａ，４１ｂ，４１ｃ、各リール４１を回転させるステッピングモー
タ（非図示）及び回転位置を検出するセンサ等を備えるドラムユニット４が設けられてい
る。
　また、メダルの貯留・払い出しを行うメダル払出装置７が設けられ、払い出されたメダ
ルはメダル払出口７ｂを介して遊技者に提供される。
　また、メダル払出装置７には、メダルを貯留するホッパー７ａが設けられ、メダル投入
口２より投入されたメダルがメダルセレクタ２ｂを介してホッパー７ａに誘導される。
【００１６】
　また、筐体１ｂには、スタートレバー３、停止ボタン５等の操作部からの操作信号に基
づいて、ドラムユニット４、メダル払出装置７等の各装置を制御することでスロットマシ
ン遊技を実行可能な主制御部１００が設けられている。
　主制御部１００は、種々の電子部品が実装された基板（主基板１００ａ）からなり、筐
体１ｂ内の上部に取り付けられている。
　主制御部１００は、ＣＰＵなどを備えるコンピュータとして構成され、例えば、ゲーム
開始可能な状態において、スタートレバー３に対する操作を検知すると、各リール４１の
回転を開始させる。
　また、これと同時に、再遊技役、小役、ボーナス等の当選役を抽選により決定する内部
抽選処理を実行し、各リール４１の回転中において、各停止ボタン５に対する押下操作を
検知すると、抽選結果に対応した図柄の組合せで停止するよう、回転している各リール４
１の停止制御を行う。
　また、主制御部１００は、停止した各リール４１に表された縦方向に連続する３つの図
柄の組合せを判定し、小役に対応する図柄の組合せでの停止を判定したときには、所定数
のメダルを払い出すようにメダル払出装置７を制御する。
【００１７】
　また、筐体１ｂには、スロットマシン遊技に同期した演出を実行可能な副制御部２００
が設けられている。
　副制御部２００は、種々の電子部品が実装されたプリント基板（副基板２００ａ）から
なり、これを外部から視認可能な透明の樹脂ケースに収めた状態で、前扉１ａの背面に着
脱可能に取り付けられる。
　また、副制御部２００は、コンピュータとして構成され、主制御部１００から送信され
る制御コマンドに基づいて上部演出ユニット８、下パネルユニット９などの演出装置を制
御して、所定の演出を行わせる。例えば、副制御部２００は、主制御部１００からボーナ
ス遊技開始を示す制御コマンドを受信すると、上部演出ユニット８や下パネルユニット９
等に表示演出や発光演出を行わせる。
【００１８】
　スロットマシン１は、このような一般的なスロットマシンの構成に加え、さらに以下に
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示す特徴的な構成を備えている。
【００１９】
［ドアベース］
　次に、ドアベース１０について図４～図８を参照して説明する。
　ドアベース１０は、前扉１ａの基部を構成する部材であり、表示装置取付部材の一例で
あって、表示装置を含む各種装置、遊技部品等が取り付けられる。
　ドアベース１０は、図４に示すように、枠体からなるフレーム部１１、下パネルユニッ
ト９を取り付けるための下パネル取付部１５、受皿ユニット３０を取り付けるための受皿
取付部１６等から構成されており、中央に開口部１７を有している。
　フレーム部１１は、ドアベース１０の上枠を構成する上フレーム１２、ドアベース１０
の横枠を構成する横フレーム１３、横フレーム１３を連結する中フレーム１４から構成さ
れている。
　横フレーム１３には、中フレーム１４を取付可能なボス１３１と、液晶表示器８１を取
付可能な取付孔１３２が形成されている。
　ボス１３１は、中フレーム１４を横フレーム１３に取り付ける際に、中フレーム１４の
取り付け位置を位置決めする機能を有する。
　ボス１３１は、横フレーム１３の裏面に形成されており、大きさの異なる２つの凸部を
有し、ボス１３１の内部に向かって穿設されたネジ孔が形成されている。
　また、ボス１３１は、図４に示すように、中フレーム１４を第１の位置に取り付ける際
に使用されるボス１３１ａや、中フレーム１４を第２の位置に取り付ける際に使用される
ボス１３１ｂ等を有している。
【００２０】
［中フレーム］
　中フレーム１４は、規定部材の一例であり、横フレーム１３に着脱可能に取り付けられ
、開口部１７を複数の開口領域に区分けるとともに、ドアベース１０の剛性を高めること
ができる。
　また、中フレーム１４は、横フレーム１３のボス１３１ａとボス１３１ｂのそれぞれに
対して取り付け位置を変更することができる。
　具体的には、中フレーム１４は、図５に示すように、棒状の部材からなり、横フレーム
１３のボス１３１に固定するための取付部１４１と、液晶表示器８１を固定するための取
付部１４２を有している。
　取付部１４１は、中フレーム１４の両端に設けられており、貫通孔１４１ａと係合穴１
４１ｂが形成されている。
　取付部１４２は、液晶表示器８１を取付可能な位置に複数設けられており、貫通孔が形
成されている。
【００２１】
　横フレーム１３のボス１３１ａに対して中フレーム１４の貫通孔１４１ａと係合穴１４
１ｂを嵌め込み、ビス止めすることで、中フレーム１４をドアベース１０の第１の位置に
取り付けた場合には（図６（ａ）参照）、２つに区分された開口部１７の上部の開口領域
に小液晶表示器８１ａを配置することができる。
　例えば、小液晶表示器８１ａを上部演出ユニット８のランプユニットやスピーカユニッ
トに組み込んで一体化した状態で、ドアベース１０に固定することによって、小液晶表示
器８１ａがドアベース１０の上部に配置される（図１及び図７参照）。なお、小液晶表示
器８１ａは、例えば、１２インチの表示画面サイズからなる表示装置である。
　このように、中フレーム１４をドアベース１０の第１の位置に取り付けた場合、形成さ
れる開口領域の大きさに対応する小液晶表示器８１ａをドアベース１０の上部に配置する
ことができる。
【００２２】
　また、横フレーム１３のボス１３１ｂに対して中フレーム１４の貫通孔１４１ａと係合
穴１４１ｂを嵌め込み、ビス止めすることで、中フレーム１４をドアベース１０の第２の
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位置に取り付けた場合には（図６（ｂ）参照）、２つに区分された開口部１７の下部の開
口領域に、小液晶表示器８１ａよりも表示画面サイズが大きい大液晶表示器８１ｂを取り
付けることができる。
　例えば、中フレーム１４の複数の取付部１４２と大液晶表示器８１ｂの上面に形成され
ている複数の取付部をビス止めすることで、大液晶表示器８１ｂを中フレーム１４に固定
する。
　また、横フレーム１３の取付孔１３２と大液晶表示器８１ｂの側面に形成されている取
付部をビス止めすることで、大液晶表示器８１ｂを横フレーム１３に固定する。なお、大
液晶表示器８１ｂは、例えば、１９インチの表示画面サイズからなる表示装置である。
　これにより、図８に示すように、大液晶表示器８１ｂがドアベース１０の中央部に配置
される。
　このように、中フレーム１４をドアベース１０の第２の位置に取り付けた場合、形成さ
れる開口領域の大きさに対応する大液晶表示器８１ｂをドアベース１０の中央部に配置す
ることができる。
【００２３】
　なお、上記の説明では、中フレーム１４をドアベース１０の第１の位置と第２の位置の
２か所の位置に取り付ける場合を説明したが、３か所以上の位置に取付可能としてもよく
、また、中フレーム１４に取り付ける液晶表示器８１の大きさや種類も任意に変更するこ
とができる。
　例えば、中フレーム１４をドアベース１０の第３の位置（図６（ｂ）参照）に取り付け
、中フレーム１４の複数の取付部１４２と大液晶表示器８１ｂの下面に形成されている複
数の取付部をビス止めし、横フレーム１３の取付孔１３２と大液晶表示器８１ｂの側面に
形成されている取付部をビス止めすることで、大液晶表示器８１ｂを取り付けてもよい。
　また、中フレーム１４を第２の位置に取り付けて、２つに区分された開口部１７の上部
の開口領域に、小液晶表示器８１ａよりも表示画面サイズが小さい液晶表示器８１を配置
してもよい。
【００２４】
　このように、中フレーム１４の横フレーム１３対する取り付け位置を変更することがで
きるため、取り付け位置に応じて様々な大きさの液晶表示器８１を前扉１ａに取り付ける
ことができる。
【００２５】
　また、上記の説明では、液晶表示器８１をドアベース１０に取り付けるために、中フレ
ーム１４を１つ用いる場合を説明したが、２つ以上用いてもよい。
　例えば、中フレーム１４をドアベース１０の第１の位置と第３の位置の２か所に取り付
けた場合、開口部１７が３つの開口領域に区分される。具体的には、中フレーム１４を第
１の位置に取り付けることにより上部の開口領域が形成され、中フレーム１４を第３の位
置に取り付けることにより中部の開口領域と下部の開口領域が形成される。
　そして、上部の開口領域には、前述の方法で小液晶表示器８１ａを配置可能であり、中
部の開口領域には、前扉１ａに取り付けられる演出用ユニットに小液晶表示器８１ａなど
の液晶表示器８１を組み込んで一体化した状態でドアベース１０に固定することにより、
液晶表示器８１を配置可能である。なお、中部の開口領域には、第１の位置に取り付けた
中フレーム１４の取付部１４２と液晶表示器８１の上面に形成されている取付部をビス止
めし、横フレーム１３の取付孔１３２と液晶表示器８１に形成されている取付部をビス止
めすることで、液晶表示器８１を配置してもよい。
　下部の開口領域には、小液晶表示器８１ａよりも表示画面サイズが小さい液晶表示器８
１を配置可能であり、第３の位置に取り付けた中フレーム１４の取付部１４２と液晶表示
器８１の上面に形成されている取付部をビス止めし、横フレーム１３の取付孔１３２と液
晶表示器８１に形成されている取付部をビス止めすることで、液晶表示器８１を配置可能
である。
【００２６】
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　また、これに限らず、中フレーム１４をドアベース１０の第１の位置と第２の位置の２
か所に取り付けた場合には、中フレーム１４を第２の位置に取り付けることにより上部の
開口領域が形成され、中フレーム１４を第１の位置に取り付けることにより中部の開口領
域と下部の開口領域が形成される。
　そして、上部の開口領域と中部の開口領域には、小液晶表示器８１ａよりも表示画面サ
イズが小さい液晶表示器８１を配置可能であり、下部の開口領域には、前述の方法で小液
晶表示器８１ａなどの液晶表示器８１を配置可能である。
　このように、複数の中フレーム１４を用いることで、形成される開口領域の大きさに応
じた複数の液晶表示器８１をドアベース１０に取り付けることもできる。
【００２７】
［下パネルユニット］
　次に、下パネルユニット９について図９～図１１を参照して説明する。
　下パネルユニット９は、前扉１ａの下部（下パネル取付部１５）に取り付けられ、図９
に示すように、パネル部材９１と、複数の発光手段（ＬＥＤ９３１）を有するＬＥＤ基板
９３と、複数の発光手段（ＬＥＤ９４１）を有するＬＥＤ基板９４と、ＬＥＤ基板９３、
９４等を配置可能なベース部９２等を備えている。
【００２８】
　パネル部材９１は、前側パネル９１ａ、後側パネル９１ｂ、これらを一体にしてベース
部９２に取り付けるための下パネル枠９１ｃ等を備えている。
　前側パネル９１ａと後側パネル９１ｂは、透光性を有する透光性部材であり、例えば、
所定の絵柄や文字が印刷等により施されている。
　前側パネル９１ａと後側パネル９１ｂを重ね合わせた状態で、下パネル枠９１ｃを前側
パネル９１ａと後側パネル９１ｂの周縁に嵌めることで前側パネル９１ａ、後側パネル９
１ｂ及び下パネル枠９１ｃが一体化される。
　この一体化した状態で、下パネル枠９１ｃに設けられた係止爪をベース部９２に設けら
れた係止部（非図示）に係止させて、ベース部９２に取り付ける。さらに、下パネル取付
部１５側からベース部９２にビス止めすることで、下パネルユニット９が下パネル取付部
１５に固定される。
【００２９】
　ベース部９２は、配置部材の一例であり、図１１等に示すように、前扉１ａの前面側か
ら後方に向かって凹状に形成されており、前後方向において所定間隔（第２間隔Ｄ２）の
空間を有している。
　この空間（ＬＥＤ基板用配置空間）内の取付面９２１にＬＥＤ基板９３とＬＥＤ基板９
４が配置されており、これらの基板に実装されたＬＥＤ９３１やＬＥＤ９４１が点灯する
ことで、パネル部材９１を背後から照らし出すことができる。
　また、ベース部９２の正面視右上部には、上縁部から下方に向かって切り欠かれた切欠
部９２２が形成されている。
【００３０】
　ＬＥＤ基板９３は、発光手段取付部材の一例であり、長尺のＬＥＤ基板９３上に複数の
ＬＥＤ９３１が直線状に並べて実装されており、ＬＥＤ９３１の出射部が、パネル部材９
１の上部の領域である第１の領域Ｒ１に向けた状態で、取付面９２１に取り付けられてい
る。
　ＬＥＤ基板９４は、他の発光手段取付部材の一例であり、長尺のＬＥＤ基板９４上に複
数のＬＥＤ９４１が直線状に並べて実装されており、ＬＥＤ９４１の出射部が、パネル部
材９１の第１の領域Ｒ１よりも下部の領域である第２の領域Ｒ２に向けた状態で、取付面
９２１に取り付けられている。
　このように、ＬＥＤ基板９３に実装されるＬＥＤ９３１から出射された光は、パネル部
材９１の第１の領域Ｒ１を照射し、一方、ＬＥＤ基板９４に実装されるＬＥＤ９４１から
出射された光は、パネル部材９１の第２の領域Ｒ２を照射するようになっている。
【００３１】
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　ところで、本実施形態のスロットマシン１は、図１１等に示すように、下パネルユニッ
ト９のすぐ上部後方にメダルセレクタ２ｂが配置される。
　このような位置にメダルセレクタ２ｂが配置されることで、下パネルユニット９（ベー
ス部９２）の上部後方の領域には、メダルセレクタ２ｂを配置可能な空間（メダルセレク
タ用配置空間）が形成されている。
　具体的には、ベース部９２の内壁面が前方側に突出するように形成されており、その内
壁面の後方にメダルセレクタ用配置空間が形成されている。
　この突出した形状からなる内壁面の一部は、図１１に示すように、下パネル取付部１５
の突出面１５１で形成されている。
　突出面１５１は、下パネル取付部１５の正面視右上部に設けられており（図４参照）、
切欠部９２２の切欠部分を覆うように配置されている。
　すなわち、下パネルユニット９がドアベース１０（下パネル取付部１５）に取り付けら
れた状態では、ベース部９２の正面視右上部には、突出面１５１が切欠部９２２から露出
するように位置するため、突出面１５１がパネル部材９１の第１の領域Ｒ１と対向する。
【００３２】
　このような構成により、パネル部材９１の第１の領域Ｒ１と、第１の領域Ｒ１と対向す
るベース部９２の内壁面（突出面１５１）との間隔が、図１１に示すように、第２間隔Ｄ
２よりも短い第１間隔Ｄ１で形成される。
　そして、この第１間隔Ｄ１では、ＬＥＤ基板を配置するための十分な空間を有していな
いため、パネル部材９１の第１の領域Ｒ１と対向する内壁面（突出面１５１）に、ＬＥＤ
基板を配置することが困難であり、また、ＬＥＤ基板を配置したとしても、パネル部材９
１とＬＥＤ基板との距離が近すぎるため、パネル部材９１の表面において点発光が生じて
しまい見栄えが低下してしまう。
【００３３】
　そこで、本実施形態では、ベース部９２において第２間隔Ｄ２を有する取付面９２１に
、ＬＥＤ基板９３を配置し、ＬＥＤ基板９３のＬＥＤ９３１が第１の領域Ｒ１に向けて光
を照射可能にＬＥＤ基板９３を所定角度傾けて配置してある。
　これにより、第１間隔Ｄ１内にＬＥＤ基板を配置することなく、メダルセレクタ２ｂの
前方に位置するパネル部材９１の第１の領域Ｒ１を照射することができる。
　また、ＬＥＤ基板９４は、ＬＥＤ９４１がパネル部材９１の第２の領域Ｒ２に向けて光
を照射可能に、ＬＥＤ基板９３とは異なる角度（例えば、取付面９２１に対して平行）で
取付面９２１に取り付けられている。
【００３４】
　また、突出面１５１の表面は、光を反射可能に構成されており、例えば、白色や銀色の
着色塗装、鏡面のシート材、メッキ加工等によって形成されている。
　これにより、ＬＥＤ基板９３のＬＥＤ９３１から出射された光が突出面１５１に照射さ
れると、パネル部材９１の第１の領域Ｒ１に向けて光を反射するため、突出面１５１は、
反射部として機能するようになっている。
　このように、光が照射され難いパネル部材９１の第１の領域Ｒ１を効果的に照らすこと
ができる。その結果、パネル部材９１の第１の領域Ｒ１もパネル部材９１の他の領域と同
様に明るくすることができる。
【００３５】
　また、パネル部材９１の第１の領域Ｒ１に光を照射する方法として、例えば、パネル部
材９１の第１の領域Ｒ１とＬＥＤ基板９３との間に導光部材を設け、ＬＥＤ基板９３のＬ
ＥＤ９３１から照射された光を効率的に、第１の領域Ｒ１に対して導くようにしてもよい
。
【００３６】
　なお、上記の説明では、ＬＥＤ基板９３とＬＥＤ基板９４の２つのＬＥＤ基板をベース
部９２の取付面９２１に取り付けるようにしているが、ＬＥＤ基板は、２つに限らず、３
つ以上でもよい。また、複数のＬＥＤをチューブに入れるなどして製作された棒状の光源
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を、取り付ける態様であってもよい。
【００３７】
［受皿ユニット］
　次に、受皿ユニット３０について、図１２～図２２を参照して説明する。
　受皿ユニット３０は、前扉１ａの下部（受皿取付部１６）に取り付けられ、メダルを収
容可能な受皿３１などによって構成されている。
　受皿３１は、遊技機構成部材の一例であり、図１２に示すように、前面部３１ａには、
透明又は半透明の樹脂からなる証紙表示窓３２が形成されている。この証紙表示窓３２を
介して証紙部材４０に貼付した証紙４２が遊技者側から視認可能になっている。
【００３８】
　受皿３１の側面部３１ｂには、第１開口部３３が形成されている。
　第１開口部３３は、図１２等に示すように、側面部３１ｂの側壁面に形成されており、
側面部３１ｂ内部へ貫通する貫通孔であって、証紙部材４０を挿入可能な大きさで形成さ
れている。
【００３９】
　証紙部材４０は、第１遊技部材の一例であり、図１３に示すように、可撓性及び透過性
を有する平板状の部材であり、前面部３１ａの内部に形成される証紙部材収容空間３５（
図１５参照）に収容可能な大きさで形成されている。
　また、証紙部材４０には、証紙４２の印刷面が遊技者側に向くように証紙４２が貼付さ
れており、証紙部材４０が証紙部材収容空間３５に収容された状態において、証紙表示窓
３２から証紙４２を視認可能になっている。
　証紙４２は、例えば、公的な第三者検査機関によって、スロットマシン１の性能、仕様
等が各規則に適合していることを示す証紙や、第三者が所有する特許権の使用許諾を受け
ていることを示す許諾証紙である。
　証紙４２には、遊技機固有の情報として、所定の管理団体が付した管理番号、遊技機の
製造番号、遊技機の機種番号、企業名、製造年度及びこれらをコード化したＱＲコード（
登録商標）等が付されている。
【００４０】
　受皿３１の背面には、第２開口部３４が形成されている。
　第２開口部３４は、側面部３１ｂの後方側に形成されており、側面部３１ｂ内部へ貫通
する貫通孔であって、後述するシャッター部材５０を挿入可能な大きさで形成されている
（図１５参照）。
【００４１】
　シャッター部材５０は、第２遊技部材の一例であって、第２開口部３４から挿入可能で
あり、側面部３１ｂの内部に形成されるシャッター部材収容空間３６に収容可能な大きさ
で形成され、シャッター部材収容空間３６に収容された状態で、第１開口部３３を開放困
難に閉鎖する。
　シャッター部材５０は、図１４に示すように、本体部５１と、シャッター部材５０の先
端部に形成される第１係止部５２と、シャッター部材５０の後端部に形成され、弾性変形
可能に鉤状に形成された第２係止部５３を備えている。
　第１係止部５２は、シャッター部材５０がシャッター部材収容空間３６に収容された状
態において、側面部３１ｂの内面から突出形成される突片３７（図１６参照）に係止する
。
　第２係止部５３は、上側と下側に一対形成されており、シャッター部材５０がシャッタ
ー部材収容空間３６に収容された状態において、受皿取付部１６に形成される挿入口１６
１の縁部にそれぞれ係止する（図１７参照）。なお、第２係止部５３は、２つに限らず、
３つ以上であってもよい。
【００４２】
　次に、図１５及び図１６を参照して、証紙部材４０の収容方法について説明する。
　まず、証紙部材４０の先端部を第１開口部３３から挿入し、前面部３１ａの内面に沿っ
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てスライド移動させる。このとき、証紙部材４０は可撓性を有しているため、先端部が前
面部３１ａの内面に接触すると、内面に沿って湾曲し、証紙部材収容空間３５内に証紙部
材４０が案内される。
　そして、証紙部材４０が証紙部材収容空間３５内に完全に挿入されると、図１５に示す
ように、証紙部材収容空間３５内に収容した状態となり、証紙表示窓３２から証紙４２が
視認可能になる。
【００４３】
　次いで、前扉１ａを開放した後に、受皿取付部１６に形成された挿入口１６１を外部に
露出させる。
　挿入口１６１は、第２開口部３４と連通する位置に設けられた貫通孔であり、シャッタ
ー部材５０を挿入可能な大きさ及び形状で形成されている。
　シャッター部材５０の先端部を挿入口１６１から挿入すると、シャッター部材５０は第
２開口部３４を通過して側面部３１ｂの内部へ進入する。そして、シャッター部材５０が
完全に挿入されると、図１６に示すように、シャッター部材５０はシャッター部材収容空
間３６内に収容した状態となる。
【００４４】
　このようにシャッター部材５０が、シャッター部材収容空間３６に収容された状態では
、本体部５１の一部の領域（露出面５１ａ）が、側面部３１ｂの外壁面とほぼ面一となる
ように第１開口部３３から露出する。すなわち、第１開口部３３はシャッター部材５０（
露出面５１ａ）によって閉鎖される。
　また、シャッター部材５０がシャッター部材収容空間３６に収容された状態では、第１
係止部５２が突片３７と側面部３１ｂの内壁間に係止し、第２係止部５３が受皿取付部１
６の挿入口１６１の縁部に引っ掛かるように係止する。
　これにより、シャッター部材５０は、前後方向及び左右方向の移動が規制されるので、
シャッター部材収容空間３６に収容された位置で固定される。
　その結果、シャッター部材５０の第２開口部３４方向への移動が規制されるため、第１
開口部３３が閉鎖された状態を維持するようになっている。
【００４５】
　なお、誤って証紙部材４０を証紙部材収容空間３５内に収容してしまった場合や、他の
機種への受皿ユニット３０の再利用等の理由により、証紙部材４０を証紙部材収容空間３
５から取り出す場合には、前扉１ａを開放した後、第２係止部５３の操作部分を上下から
挟み込むように圧迫して弾性変形させながら、第２係止部５３と挿入口１６１との係合を
解除し、シャッター部材５０を挿入口１６１及び第２開口部３４から引き抜いた後、証紙
部材収容空間３５に収容されている証紙部材４０を第１開口部３３から取り出す。
　これにより、作業者は、簡単な作業で証紙部材４０を取り出すことができる。
【００４６】
　このように、本実施形態では、シャッター部材５０がシャッター部材収容空間３６に収
容された状態では、シャッター部材５０が第１開口部３３を閉鎖するとともに、第１係止
部５２及び第２係止部５３の係止により固定されるため、第１開口部３３の閉鎖状態を維
持することになる。
　これにより、スロットマシン１の外部から第１開口部３３が開放されることを防止する
ことができ、証紙部材４０を取り出す等の不正行為を防ぐことができる。
　すなわち、遊技者側からは、証紙部材４０を介して証紙４２を確認できるものの、証紙
４２を直接剥離又は交換できないようになっている。
【００４７】
　また、シャッター部材５０が、シャッター部材収容空間３６に収容された状態では、本
体部５１の露出面５１ａが、側面部３１ｂの外壁面と面一となるように第１開口部３３を
閉鎖する。これにより、工具や指を引っ掛けるための段差がないので、閉鎖された第１開
口部３３を無理にこじ開けるといった不正行為を防ぐことができる。
　また、一の部材（シャッター部材５０）を、第２開口部３４に挿入するだけで、第１開
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口部３３の開放困難に閉鎖することができるため、第１開口部３３を閉鎖するための部材
と、この部材を移動不能に固定するための部材をそれぞれ設ける必要がなく、製造コスト
を抑えることができる。
【００４８】
　次に、図１８～図２２を参照して、受皿ユニット３０の他の実施形態について説明する
。
　前述の受皿ユニット３０では、第１開口部３３を閉鎖する構成と、第１開口部３３の閉
鎖状態を維持するための構成の双方をシャッター部材５０が備える場合で説明したが、次
に説明する実施形態では、これらの構成を別々の部材が備える場合を説明する。なお、上
記の説明と重複する部分は省略し、異なる部分について具体的に説明する。
【００４９】
　受皿３１の側面部３１ｂの内部には、シャッター部材６０が設けられている。
　シャッター部材６０は、第３遊技部材の一例であって、第１開口部３３を開閉可能に構
成されており、図１８に示すように、ベース部６１と、ベース部６１に取り付けられる扉
部６２等を備えている。
　ベース部６１には、第１開口部３３と連通する開口６１ａが形成されており、扉部６２
をスライド移動させることにより開口６１ａ及び第１開口部３３を開閉可能になっている
。
　また、ベース部６１の中央部分には、凹状に形成された凹部６１ｂが設けられており、
凹部６１ｂには弾性片６１２等が設けられている。弾性片６１２は、弾性片６１２の表面
の法線方向に弾性変形可能に形成されている。
【００５０】
　扉部６２には、扉部６２をスライド移動させるときに手を引っ掛けることが可能な取手
部６２１、第１係止開口部６２２、第２係止開口部６２３等が形成されている。
　扉部６２は、ベース部６１と扉部６２を接続するバネ部材６１１によって筐体１ｂ側に
向かって付勢されており、開状態では、第１係止開口部６２２に弾性片６１２の表面から
突出形成されている突出片６１３が係止する。これにより、扉部６２の開状態が維持され
て、開口６１ａ及び第１開口部３３も開放される。
　また、扉部６２が閉状態となる位置まで取手部６２１をスライド移動させた場合には、
第１係止開口部６２２と突出片６１３の係止が解除されて、第２係止開口部６２３に突出
片６１３が係止する。これにより、扉部６２の閉状態が維持されるとともに、開口６１ａ
及び第１開口部３３も閉鎖される。
【００５１】
　また、本実施形態の受皿ユニット３０には、第２遊技部材の一例であり、第２開口部３
４から挿入可能な規制部材７０を備えている。
　規制部材７０は、シャッター部材６０の扉部６２が閉状態において、開状態となる第２
開口部３４方向への扉部６２の移動を規制する。
　規制部材７０は、図１９に示すように、本体部７１と、規制部材７０の先端部に形成さ
れる第１係止部７４と、規制部材７０の後端部に形成される鉤状の第２係止部７３を備え
ている。
　第１係止部７４は、規制部材７０が側面部３１ｂの内部に形成される規制部材収容空間
３８に収容された状態において、ベース部６１の凹部６１ｂの縁部に当接する（図２２参
照）。
　第２係止部７３は、上側と下側に一対形成されており、規制部材７０が規制部材収容空
間３８に収容された状態において、受皿取付部１６に形成される挿入口１６２の縁部にそ
れぞれ係止する（図２２参照）。なお、第２係止部７３は、２つに限らず、３つ以上であ
ってもよい。
　また、規制部材７０が規制部材収容空間３８に収容された状態では、本体部７１の一部
の領域（当接面７２）が、弾性片６１２の側面に内側から当接する。すなわち、弾性片６
１２が、弾性片６１２の表面の法線方向に弾性変形することを阻止するように位置する。
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【００５２】
　次に、図２０～図２２を参照して、証紙部材４０の収容方法について説明する。
　まず、証紙部材４０を第１開口部３３から挿入し、前面部３１ａの内面に沿ってスライ
ド移動させて証紙部材４０を完全に挿入すると、図２０に示すように、証紙部材収容空間
３５内に証紙部材４０が収容された状態となる。
　次いで、扉部６２が閉状態となる位置まで取手部６２１を用いて扉部６２をスライド移
動させることで、第１開口部３３（開口６１ａ）を閉鎖する。
　この状態では、規制部材７０が規制部材収容空間３８に収容されていないため、弾性片
６１２の弾性変形が許容される。その結果、扉部６２を閉状態となる位置までスライド移
動させた際に、弾性片６１２が弾性片６１２表面の法線方向に弾性変形して、突出片６１
３と第１係止開口部６２２との係止が解除され、扉部６２の移動に伴って第２係止開口部
６２３に突出片６１３が係止する。
【００５３】
　次いで、前扉１ａを開放した後、挿入口１６２を外部に露出させた状態で、規制部材７
０の先端部を挿入口１６２から挿入する。
　これにより、規制部材７０が第２開口部３４を通過して側面部３１ｂの内部へ進入し、
規制部材７０が完全に挿入されると、図２１に示すように、規制部材収容空間３８内に規
制部材７０が収容された状態となる。
　また、規制部材７０が規制部材収容空間３８に収容された状態では、第１係止部７４が
凹部６１ｂの縁部に当接し、第２係止部７３が挿入口１６２の縁部に係止する。これによ
り、規制部材７０が規制部材収容空間３８に収容された位置で固定される。
【００５４】
　また、規制部材７０が規制部材収容空間３８に収容された状態では、規制部材７０の当
接面７２が弾性片６１２の側面に内側から当接する。
　このとき、扉部６２を開状態となるようにスライド移動させようとすると、当接面７２
が弾性片６１２の側面に当接しているため、弾性片６１２の弾性変形を規制するようにな
っている。
　これにより、扉部６２の第２開口部３４方向への移動が規制部材７０によって規制され
、第１開口部３３が閉鎖された状態を維持するようになっている。
【００５５】
　なお、誤って証紙部材４０を証紙部材収容空間３５に収容してしまった場合や、他の機
種への受皿ユニット３０の再利用等の理由により、証紙部材４０を証紙部材収容空間３５
から取り出す場合には、前扉１ａを開放した後、第２係止部７３の操作部分を上下から挟
み込むように圧迫して弾性変形させながら、挿入口１６２との係合を解除し、規制部材７
０を挿入口１６２及び第２開口部３４から引き抜いた後に、扉部６２をスライド移動させ
て閉状態とすることで、第１開口部３３を開放し、証紙部材収容空間３５に収容されてい
る証紙部材４０を第１開口部３３から取り出す。
【００５６】
　このように、第１開口部３３を扉部６２によって閉状態とし、規制部材７０を規制部材
収容空間３８に収容することで、扉部６２のスライド移動が規制されるため、スロットマ
シン１の外部から第１開口部３３が開放されることを防止することができ、証紙部材４０
を取り出す等の不正行為を防ぐことができる。
　このような構成からなる本実施形態の受皿ユニット３０を備えた場合でも、上記に説明
した受皿ユニット３０とほぼ同様の効果を得ることができる。
【００５７】
　以上説明したように、本実施形態のスロットマシン１では、以下のような効果を発揮す
ることができる。
【００５８】
　例えば、本実施形態のスロットマシン１では、中フレーム１４をドアベース１０（横フ
レーム１３）に取付可能な位置が複数設けられており、これらの取り付け位置を変更する
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だけで、この取り付け位置に応じて様々な大きさの表示装置（液晶表示器８１）を前扉１
ａに取り付けることができる。
　これにより、中フレーム１４を備えるドアベース１０を共通部品として用いることで、
様々な大きさの表示装置を使用したい場合でも、各表示装置用のドアベースをそれぞれ製
造する必要がないため、製造コストの上昇を抑えることができる。
　例えば、機種に応じて、表示画面の大きさの異なる液晶表示器８１をスロットマシン１
に使用したい場合には、当該ドアベース１０を用いることで、複数の機種に対応可能とな
り、汎用的に使用することができる。
　一方、特許文献１には、前扉の上部領域に遊技に関する演出画像を表示する表示装置が
取り付けられた遊技機が開示されており、この遊技機の前扉（ドアベース）は、１種類の
大きさの表示装置にしか対応していないため、１種類の大きさの表示装置しか取り付ける
ことができず、様々な大きさの表示装置を取り付けることができるものではなかった。こ
のため、異なる大きさの表示装置を使用したい場合には、当該表示装置が取付可能な前扉
（ドアベース）を新たに用意する必要があり、コストの増加を招いていた。
【００５９】
　また、例えば、本実施形態のスロットマシン１では、パネル部材９１の上部の領域であ
る第１の領域Ｒ１に光が照射されるように、ＬＥＤ基板９３を所定角度傾斜させて配置す
るため、第１の領域Ｒ１もパネル部材９１の他の領域と同様に明るくすることができる。
　一方、特許文献２には、所定の意匠が施された下パネルの後方側に取付凹部が設けられ
ており、この取付凹部内に設けられたＬＥＤ基板から下パネルに対して光を照射する遊技
機が開示されているが、上記遊技機では、取付凹部の上部の領域の後方側にメダルセレク
タが位置しているので、下パネルの上部の領域と取付凹部の上部の領域との間にＬＥＤ基
板を配置可能なスペースを設けることが困難であった。
　このため、下パネルの上部の領域は、下パネルにおける他の領域に比べて暗くなってし
まっていた。
　これに対して、本実施形態のスロットマシン１では、ＬＥＤ基板９３を配置可能な空間
（ＬＥＤ基板用配置空間）を設けるとともに、下パネルの上部の領域に光が照射されるよ
うに所定角度傾けているため、ＬＥＤ基板の配置が困難で、照射され難い上部領域（第１
の領域Ｒ１）を他の領域と同様に明るくすることができる。
【００６０】
　また、例えば、本実施形態のスロットマシン１では、受皿３１の側方に形成された第１
開口部３３から証紙部材４０を挿入し、受皿３１の後方に形成された第２開口部３４から
シャッター部材５０を挿入することで第１開口部３３を閉鎖する、あるいは、シャッター
部材６０によって第１開口部３３を閉鎖した状態で、第２開口部３４から規制部材７０を
挿入することによって、簡単な作業で証紙部材４０を収容することができるとともに、外
部から第１開口部３３を介して証紙部材４０が取り出されてしまうことを防ぐことができ
る。
　一方、特許文献３には、下パネルを取り外し、当該下パネルの内面に証紙を貼着する遊
技機が開示されているが、上記遊技機では、証紙を遊技機に取り付けるために、遊技機か
ら下パネルを取り外す必要があったため、証紙を取り付ける作業が煩雑であった。
　また、下パネルには遊技機を特定するキャラクターなどが描かれているため、下パネル
に証紙を貼付すると、下パネルの見栄えが悪くなるという問題があった。
　これに対して、本実施形態のスロットマシン１では、証紙部材４０を受皿ユニット３０
内に配置するため、証紙部材４０をスロットマシン１に取り付ける際に、下パネルを取り
外す必要がなく、また、下パネルの意匠性を損なうこともない。
　また、受皿３１の側方に形成された第１開口部３３から証紙部材４０を挿入し、受皿３
１の後方に形成された第２開口部３４からシャッター部材５０を挿入するだけで、第１開
口部３３の開放困難に閉鎖することができるため、簡単な構成で製造コストを抑えること
ができ、さらには、簡単な作業で証紙部材４０を収容することができる。
【００６１】
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　以上説明したように、本実施形態のスロットマシン１によれば、特許文献１～３などに
記載されている従来の遊技機が改善すべきこのような課題の全部又は一部などを解決する
ことができる。
【００６２】
　以上、本発明の遊技機の好ましい実施形態について説明したが、本発明に係る遊技機は
上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の範囲で種々の変更実施が可能
であることはいうまでもない。
　例えば、上述したドアベース１０に関する実施形態においては、中フレーム１４を左右
の横フレーム１３を連結するように取り付けた場合で説明したが、これに限らず、例えば
、上フレーム１２と下パネル取付部１５を連結し、開口部１７を左右方向に区分して、左
右に仕切られた開口領域の一方又は両方に液晶表示器８１を取り付けるようにしてもよい
。
【００６３】
　また、上述したドアベース１０に関する実施形態においては、中フレーム１４に対して
固定する表示装置については、液晶表示器８１に替えて７セグ等の異なる表示装置するこ
とも可能であるとともに、表示装置ではなく、導光板や可動役物等の他の演出部材にする
ことも可能である。
【００６４】
　また、上述した下パネルユニット９に関する実施形態においては、下パネルユニット９
の透光性部材（パネル部材９１）の一部の領域（第１の領域Ｒ１）に対して光を照射する
発光手段取付部材（ＬＥＤ基板９３）を例にあげて説明したが、これに限らず、スロット
マシン１の前面側に取り付けられる装置（例えば、中パネルユニット、上パネルユニット
、配当表ユニット）が備えるパネル部材及びＬＥＤ基板に適用することができる。また、
スロットマシン１の前面側に取り付けられる装置に限らず、スロットマシン１に設けられ
る可動役物などの種々の部材にも適用することができる。
　すなわち、スロットマシン１に設けられる部材が有する透光性部材の一部の領域とＬＥ
Ｄ基板との間に、ＬＥＤ基板を配置困難な空間が存在する場合、当該領域に光を照射する
ために、ＬＥＤ基板を斜めに配置するようにしても良い。この場合も同様の作用効果を奏
することができる。
【００６５】
　また、上述した受皿ユニット３０に関する実施形態においては、シャッター部材５０が
受皿３１の所定の箇所と係止する係止部として第１係止部５２及び第２係止部５３を備え
、規制部材７０が受皿３１の所定の箇所と係止する係止部として第１係止部７４及び第２
係止部７３を備える場合で説明したが、このような構成に限定されるものではなく、その
他の形状の係止部によって係止してもよいし、ビス等の固定手段を使用してシャッター部
材５０や規制部材７０を固定してもよい。
【００６６】
　また、本実施形態では、本発明をスロットマシンに適用したがパチンコ機（例えば、玉
スロ）などその他の遊技機に適用することもできる。
　また、メダル、遊技球等の現物の遊技媒体を用いることなく、データ形式の擬似遊技媒
体を用いてゲームを実行可能な、いわゆる封入式遊技機にも、本発明を適用することがで
きる。
【符号の説明】
【００６７】
１　　　スロットマシン（遊技機）
１ａ　　前扉（扉体）
２ｂ　　メダルセレクタ（遊技媒体選別装置）
８　　　上部演出ユニット
８１　　液晶表示器（表示装置）
８１ａ　小液晶表示器（第１の表示装置）
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８１ｂ　大液晶表示器（第２の表示装置）
９　　　下パネルユニット
９１　　パネル部材
９２　　ベース部（配置部材）
９３　　ＬＥＤ基板（発光手段取付部材）
９３１　ＬＥＤ（発光手段）
９４　　ＬＥＤ基板（他の発光手段取付部材）
９４１　ＬＥＤ（発光手段）
１０　　ドアベース（表示装置取付部材）
１３　　横フレーム
１４　　中フレーム（規定部材）
１５　　下パネル取付部
１５１　突出面（反射部）
１６　　受皿取付部
１６１　挿入口
１６２　挿入口
３０　　受皿ユニット
３１　　受皿（遊技機構成部材）
３１ｂ　側面部
３３　　第１開口部
３４　　第２開口部
４０　　証紙部材（第１遊技部材）
５０　　シャッター部材（第２遊技部材）
５１ａ　露出面
５２　　第１係止部（係止部）
５３　　第２係止部（係止部）
６０　　シャッター部材（第３遊技部材）
６１２　弾性片
６２　　扉部
７０　　規制部材（第２遊技部材）
７２　　当接面
７３　　第２係止部（係止部）
７４　　第１係止部（係止部）
Ｒ１　　第１の領域
Ｒ２　　第２の領域
Ｄ１　　第１間隔
Ｄ２　　第２間隔
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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