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(57)【要約】
【課題】役物をガイドレールに沿ってスムーズに移動さ
せることができるとともに、材料費を抑制できる遊技機
を提供する。
【解決手段】役物１００の下端部にスライダ１５０が取
り付けられ、遊技機の前面にスライダ１５０を移動可能
にガイドするガイドレール１６０が設けられ、スライダ
１５０が役物１００よりガイドレール１６０に対する摩
擦係数が小さいフッ素樹脂で形成されているので、スラ
イダ１５０がガイドレール１６０に沿ってスムーズに移
動することができ、これによって役物１００をガイドレ
ール１６０に沿ってスムーズに移動させることができる
。また、役物１００にスライダ１５０が取り付けられて
いるので、役物全体を摩擦係数が小さいフッ素樹脂で形
成する場合に比して、材料費を抑制できる。
【選択図】図２０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機の前面において移動可能に設けられた役物を備えた遊技機において、
　前記役物の移動方向と交差する方向における少なくともの一方の端部にスライダが取り
付けられ、
　前記遊技機の前面に前記スライダを移動可能にガイドするガイドレールが設けられ、
　前記スライダの少なくとも前記ガイドレールと摺接する表面に、前記役物より前記ガイ
ドレールに対する摩擦係数が小さい表面処理部が設けられていることを特徴とする遊技機
。
【請求項２】
　前記表面処理部がフッ素加工によって形成されていることを特徴とする請求項１に記載
の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機の前面において移動可能に設けられた役物を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のパチンコやスロットマシン等の遊技機においては、液晶表示部に表示される種々
の演出に連動して、遊技機の前面で動く役物が設けられている（例えば、特許文献１参照
）。
　特許文献１に記載の遊技機では、その前面にアーム状の可動役物がその基端部を支点と
して回動可能に設けられ、この可動役物の先端部の軌跡を案内するガイドレールが設けら
れている。このガイドレールにはスライダが設けられ、このスライダがガイドレールに沿
って左右に往復動するようになっている。そして、このスライダにアーム状の可動役物の
先端部が連結されている。したがって、アーム状の可動役物をブレルことなく安定した挙
動で円滑に回動させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１８００９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、遊技機の前面においてガイドレールを用いて役物を例えば左右に移動させる
場合、役物の下端部をガイドレールに摺動可能に設けることがあるが、特に役物が大型化
してその重量が大きくなると、役物の下端部を支持するガイドレールに役物から大きな荷
重が作用する。このため、役物がガイドレールに沿ってスムーズに移動し難くなったり、
ガイドレールに引っ掛かって移動不能になる虞がある。
　また、役物の下端部をガイドレールに沿ってスムーズに移動させるために、役物自体を
摩擦係数の小さい材料で形成することも考えられるが、役物自体をこのような材料で形成
すると、材料費が嵩んでしまうという問題がある。
【０００５】
　本発明は、前記事情に鑑みてなされたもので、役物をガイドレールに沿ってスムーズに
移動させることができるとともに、材料費を抑制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】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明の遊技機は、遊技機の前面において移動可能に設け
られた役物を備えた遊技機において、
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　前記役物の移動方向と交差する方向における少なくともの一方の端部にスライダが取り
付けられ、
　前記遊技機の前面に前記スライダを移動可能にガイドするガイドレールが設けられ、
　前記スライダの少なくとも前記ガイドレールと摺接する表面に、前記役物より前記ガイ
ドレールに対する摩擦係数が小さい表面処理部が設けられていることを特徴とする。
【０００７】
　ここで、「スライダの少なくとも前記ガイドレールと摺接する表面に、前記役物より前
記ガイドレールに対する摩擦係数が小さい表面処理部が設けられている」とは、スライダ
全体を摩擦係数が小さい材料で形成することを含むものである。
【０００８】
　本発明においては、スライダの少なくともガイドレールと摺接する表面に、役物よりガ
イドレールに対する摩擦係数が小さい表面処理部が設けられているので、スライダがガイ
ドレールに沿ってスムーズに移動することができ、これによって役物をガイドレールに沿
ってスムーズに移動させることができる。
　また、役物にスライダが取り付けられているので、摩擦係数が小さい表面処理部はスラ
イダの少なくともガイドレールと摺接する表面に形成するだけでよく、このため、役物全
体を摩擦係数が小さい材料で形成する場合に比して、材料費を抑制できる。
【０００９】
　また、本発明の前記構成において、前記表面処理部がフッ素加工によって形成されてい
てもよい。
【００１０】
　ここで「前記表面処理部がフッ素加工によって形成されている」とは、スライダ全体を
フッ素樹脂で形成することを含むものである。
【００１１】
　このような構成によれば、役物よりガイドレールに対する摩擦係数が小さい表面処理部
をスライダにフッ素加工によって容易に形成できる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、役物をガイドレールに沿ってスムーズに移動させることができるとと
もに、材料費を抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機を示すもので、その斜視図である。
【図２】同、上扉と交換ユニットを示す側面図である。
【図３】同、上扉を示す斜視図である。
【図４】同、上扉を示す分解斜視図である
【図５】同、キャビネットベースを示す斜視図である。
【図６】同、スライドベースユニットを示す斜視図である。
【図７】同、スライドベースユニットを示す分解斜視図である。
【図８】同、役物が中央部側に移動した状態を示すスライドベースユニットの斜視図であ
る。
【図９】同、スライダとストッパを示す要部の斜視図である。
【図１０】同、役物と移動ベースを示す分解斜視図である。
【図１１】同、役物の背面側を示す斜視図である。
【図１２】同、移動ベースの背面側を示す斜視図である。
【図１３】同、回転役物が回転停止位置にある状態を示す正面図である。
【図１４】同、回転役物が回転位置にある状態を示す正面図である。
【図１５】同、回転役物が回転停止位置にある状態を示す背面図である。
【図１６】同、回転役物が回転位置にある状態を示す背面図である。
【図１７】同、移動ベースの下端部を示す拡大斜視図である。
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【図１８】同、スライドベースを斜め下方から見た状態を示す斜視図である。
【図１９】同、移動ベースとスライドとを示す斜視図である。
【図２０】同、移動ベースとガイドレールを示す斜視図である。
【図２１】同、キャビネット上ユニットを斜め下方から見た状態を示す斜視図である。
【図２２】同、前面カバーパネルを示す斜視図である。
【図２３】同、キャビネット上ユニットの側断面図である。
【図２４】同、照明パネルと照射部を示す斜視図である。
【図２５】同、照射部を分解した状態を照明パネルとともに示す斜視図である。
【図２６】同、照射部と照明パネルの上縁部の断面図である。
【図２７】同、キャビネット上ユニットの分解斜視図である。
【図２８】同、前面カバーパネルを取り付けた状態を示すキャビネット上ユニットの背面
図である。
【図２９】同、側縁固定部材によって前面カバーパネルを固定した状態を示すキャビネッ
ト上ユニットの背面図である。
【図３０】同、照明パネルを固定部材によって固定した状態を示すキャビネット上ユニッ
トの背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。本実施の形態は本発明を
遊技機の一つであるスロットマシンに適用した場合を例にとって説明するが、本発明はス
ロットマシンに限ることなく、回転リールを備えるパチンコ等の遊技機に適用してもよい
。
【００１５】
　まず、発明が適用されるスロットマシンＭの概略構成について説明する。
　図１はスロットマシンＭを示す斜視図である。このスロットマシンＭは、筐体１を備え
ており、この筐体１は、底板、左右の側板、天板および背板を備え、当該筐体１の正面側
に開口する正面開口部を有する箱形に形成されている。なお、底板の上面には、各部品に
電力を供給するための電源装置（図示略）を内蔵した電源ユニット等が設けられている。
【００１６】
　また、前記筐体１の左右の側板には、筐体１の高さ方向略中央で水平となるように中板
（図示略）が設けられており、この中板によって筐体１内は上下に分割されている。した
がって、筐体１の前記正面開口部は、その上部を開口する開口上部とその下部を開口する
開口下部との２つに区画されている。
　筐体１の正面には、筐体１の正面開口部を開閉可能に閉塞する前扉３が設けられており
、この前扉３は、前記開口上部を開閉可能に閉塞する上扉３０と、前記開口下部を開閉可
能に閉塞する下扉４０とを備えている。
【００１７】
　前記筐体１内には前記中板の上面に、交換ユニット２が着脱可能に設けられている。こ
の交換ユニット２は、図２に示すように、略直方体状に組まれた金属枠である枠体２１と
、枠体２１に支持されたリールユニット２２と、枠体２１に固定された基板ユニット（図
示略）とを備えている。
　リールユニット２２は、枠体２１に設けられた３個のステッピングモータ（図示略）と
、各々のステッピングモータの出力軸に固定された３個の回転リール２３とを備えている
。また、基板ユニットは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏ等の電子部品を備えた基板を
、基板ケースに収納したものである。そして、基板ユニットは、スロットマシンＭの遊技
を制御するための遊技制御装置として機能する。
【００１８】
　図３および図４に示すように、上扉３０は、キャビネットベース３０ａと、このキャビ
ネットベース３０ａの背面内部に固定されるバリアユニット３０ｂと、キャビネットベー
ス３０ａの前面側に固定されるキャビネット上ユニット３０ｃとから構成されている。
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　上扉３０にはその一方の縦方向の側縁部に上扉側蝶番（図示略）が設けられている。一
方、前記交換ユニット２の枠体２１には枠体側蝶番（図示略）が設けられており、この枠
体側蝶番に前記上扉側蝶番を係合させることによって、上扉３０は、交換ユニット２の枠
体２１に回動自在に取り付けられている。
【００１９】
　なお、このスロットマシンＭは、分離型筐体タイプの構造を有するものであり、遊技店
における機種の交換時に、上扉３０が回動自在に取り付けられた交換ユニット２を交換す
るようになっており、機種の交換時に筐体１、下扉４０および筐体１内の電源ユニットや
ホッパ装置等は、遊技店の島設備に取り付けられたままで、交換されないようになってい
る。また、スロットマシンＭは、分離型筐体タイプに限られるものではなく、機種交換時
にスロットマシン全体を交換するものであってもよい。この場合に、前扉３を上扉３０と
下扉４０に分けない一体の構造としてもよい。また、上扉３０と下扉４０とに分ける場合
に、上扉３０を、筐体１の側板に回動自在に取り付けてもよい。
【００２０】
　また、上扉３０は、図３に示すように、略中央部に回転リール２３（図２参照）の図柄
を正面から見ることができる図柄表示窓３１を備えている。図柄表示窓３１は、各回転リ
ール２３の図柄が３個ずつ表示可能に形成されている。
　図柄表示窓３１の上方には、バリアユニット３０ｂに設けられるとともに液晶表示装置
で構成された画像表示部３４（図４に図示）を正面から見ることができる画像表示窓３７
が設けられている。この画像表示部３４は、各当選役の図柄配列や遊技履歴等の情報の画
像や、遊技の状態や当選役の抽選結果を報知する画像等を表示するためのものである。ま
た、上扉３０の下部の左右には、種々のサウンドを出力するためのスピーカ３８,３８（
図４参照）を覆うスピーカーカバー３９，３９が設けられている。なお、スピーカ３８,
３８は、図４に示すように、バリアユニット３０ｂの下部に左右に離間して設けられてい
る。
　また図１に示すように、画像表示窓３７の上部および左右両側部には、報知などを行う
ためのランプ３３ａ,３３ｂ,３３ｃが設けられている。
【００２１】
　図４に示すように、上扉３０のキャビネットベース３０ａは、中央部に開口部を有する
枠状に設けられ、この開口部の略中央部に開口部を上下に分ける分離帯３０ｄが設けられ
、開口部の上側がディスプレイ用窓部３０ｅとされ、下側がリール用窓部３０ｆとされて
いる。また、キャビネットベース３０ａに下部に前記スピーカーカバー３９，３９が設け
られている。
【００２２】
　キャビネットベース３０ａのディスプレイ用窓部３０ｅの左側には、図５に示すように
、固定役物６０が設けられている。この固定役物６０は複数の疑似ギアを６１を備えてお
り、この疑似ギア６１は固定役物６０の背面側に設けられた図示しない複数のギアの回転
軸にそれぞれ取り付けられている。ギアは互いに噛合しており、一つのギアが図示しない
モータ（例えばステッピングモータ）によって回転されることによって、全てのギアが連
動して回転するようになっている。そして、このギアの回転によって疑似ギア６１が連動
して回転するようになっている。
　疑似ギアは外周部に歯を有しているが、ギアどうしの歯は噛合しておらず、噛合してい
るように見えるだけである。疑似ギアはレンズ部材によって形成されており、これら疑似
ギアの背面側にＬＥＤ基板が設けられ、このＬＥＤ基板に設けられたＬＥＤによって疑似
ギアが点灯または点滅するようになっている。
　疑似ギアの回転、点灯、点滅は遊技の演出によって適宜行われるようになっている。
【００２３】
　また、リール用窓部３０ｆの右側には、図４に示すように、振動役物６５が設けられて
いる。この振動役物６５は内部に振動モータ、ＬＥＤ基板等を備えており、前面は四角形
状の疑似ボタンを縦横に配置したような装飾となっている。このような振動役物６５では
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、遊技の演出に応じて、振動するとともに点灯または点滅するようになっている。
【００２４】
　また、上扉３０のバリアユニット３０ｂは、キャビネットベース３０ａと同様に、中央
部に開口部を有する枠状に設けられ、この開口部の略中央部に開口部を上下に分ける分離
帯３０ｇが設けられ、開口部の上側の窓部に前記画像表示部３４が設けられている。また
、開口部の下側の窓部３０ｈはリール用の窓部あり、この窓部３０ｈには透明な保護パネ
ル３０ｉが設けられるようになっている。また、分離帯３０ｇには、複数の孔３１が分離
帯３０ｇの長手方向に沿って複数所定間隔で設けられ、分離帯３０ｇの背面側には図示し
ないＬＥＤ基板が設けられ、このＬＥＤ基板のＬＥＤが孔３１に臨んでいる。
【００２５】
　また、上扉３０のキャビネット上ユニット３０ｃは、上部に前面窓部３０ｊが設けられ
、下部に下部窓部３０ｋが設けられている。前面窓部３０ｊは画像表示部３４を視認する
ための窓部であり、下部窓部３０ｋは回転リール２３を視認するための窓部であり、これ
ら前面窓部３０ｊおよび下部窓部３０ｋは上下に連続し、かつ、前面窓部３０ｊが下部窓
部３０ｋより前方に突出している。前面窓部３０ｊには後述する前面カバーパネル１７３
が設けられている。
【００２６】
　図１に示すように、下扉４０は筐体１の開口下部を開閉可能に閉塞するための扉である
。下扉４０は、外枠４６に図示しない中枠を嵌め込んで構成されている。
　下扉４０の一方の縦方向の側縁部に下扉側蝶番（図示略）が設けられている。そして、
この下扉側蝶番を、筐体１の一方の側板に設けられた筐体側蝶番（図示略）と係合させる
ことで、下扉４０は、筐体１の一方の側板に回動自在に取り付けられている。また、上扉
３０の下端部には、下扉４０の前面より後方側で下扉４０の上端より下側に突出する係合
部が設けられ、下扉４０が閉じた状態で、上扉３０を開放することができない構造になっ
ている。
【００２７】
　また、下扉４０の上部には、スロットマシンＭを操作するための操作部５０が設けられ
ている。操作部５０には、クレジットされたメダルを払い出すための精算スイッチ５２、
ゲームを開始させるためのスタートスイッチ５３、回転リール２３の回転を停止させるた
めのストップスイッチ５４等が設けられている。
　また、下扉４０の上部右側には、メダルを投入するためのメダル投入口４２が設けられ
ている。また、下扉４０の下部には、スロットマシン内部よりメダルを排出するためのメ
ダル払い出し口４１と、メダル払い出し口４１から排出されたメダルを溜めておくための
メダル受け皿４３とが形成されている。また、操作部５０とメダル受け皿４３との間には
透明の前パネル４５が取り付けられている。
【００２８】
　次に、本実施の形態の遊技機の役物１００について説明する。
　図５に示すように、役物１００は遊技機の前面において往復動可能に設けられている。
つまり、役物１００は遊技機を構成するキャビネットベース３０ａの前面において左右に
往復動可能に設けられている。
　具体的に説明すると、キャビネットベース３０ａの前面の上半分には、スライドベース
ユニット１０１が取り付けられている。このスライドベースユニット１０１は、図６およ
び図７に示すように、スライドベース１０２と、このスライドベース１０２の上端部に取
り付けられたベース板金１０３と、このベース板金１０３に取り付けられた往復動手段１
０４とを備え、この往復動手段１０４によって役物１００が左右に往復動されるようにな
っている。
【００２９】
　スライドベース１０２は、略長方形板状に形成されており、その中央部には前記ディス
プレイ用窓部３０ｅを構成する開口部が形成されている。このスライドベース１０２の上
縁部にベース板金１０３が当該スライドベース１０２に対して略直角に取り付けられてい
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る。つまり、ベース板金１０３はスライドベース１０２の上縁部から水平に突出するよう
にして設けられている。
　また、スライドベース１０２の下縁部に前記分離帯３０ｄが設けられ、この分離帯３０
ｄには、レンズ３２が挿入された複数の孔が分離帯３０ｄの長手方向に沿って所定間隔で
複数設けられており、各レンズ３２に前記各孔３１に臨んでいる各ＬＥＤが対向している
。また、分離帯３０ｄの前面にはレンズ３２を覆うようにして左右に長尺な拡散レンズ３
５（図２１参照）が設けられている。したがって、ＬＥＤからの光はレンズ３２および拡
散レンズ３５によって拡散されたうえで前方側（遊技者側）を照らすようになっている。
【００３０】
　往復動手段１０４は、図６および図７に示すように、駆動プーリ１０５と、従動プーリ
１０６と、これら駆動プーリ１０５および従動プーリ１０６に巻き掛けられたベルト１０
７と、駆動プーリ１０５を回転させるモータ１０８とを有している。
　駆動プーリ１０５はベース板金１０３に軸１０５ａによって正逆方向に回転可能に取り
付けられている。また、ベース板金１０３にはモータ保持部１０８ａが取り付けられてお
り、このモータ保持部１０８ａにモータ（ステッピングモータ）１０８が設けられている
。このモータ１０８の駆動軸にギア１０９が取り付けられており、このギア１０９は駆動
プーリ１０５の軸１０５ａに取り付けられたギア（図示略）に噛合されている。したがっ
て、駆動プーリ１０５はモータ１０８を回転させることによって、ギア１０９等を介して
軸回りに回転するようになっている。
【００３１】
　従動プーリ１０６は、図７に示すように、スライダ１１０に軸回りに正逆方向に回転可
能に取り付けられており、このスライダ１１０はベース部材１１１に左右にスライド可能
に設けられている。このベース部材１１１はベース板金１０３に取り付けられている。つ
まり、ベース板金１０３の左端部には、略矩形状の孔１０３ａが形成されており、この孔
１０３ａにベース部材１１１の上部を下方から挿通し、ベース部材１１１のベース板１１
１ｂの上面をベース板金１０３の裏面に当接し、図示しないビスをベース板１１１ｂを通
してベース板金にねじ込むことによって、ベース板金１０３にベース部材１１１が取り付
けられている。
【００３２】
　また、ベース部材１１１の下面側には、図７および図９に示すように、バネ（付勢部材
）１１２が圧縮した状態で設けられ、このバネ１１２の一端部はベース部材１１１の下面
に設けられた壁１１１ｃに当接され、他端部はスライダ１１０に当接されている。したが
って、スライダ１１０はバネ１１２によって右側、つまり駆動プーリ１０５から離間する
方向に付勢されている。したがって、スライダ１１０に設けられた従動プーリ１０６は駆
動プーリ１０５から離間する方向に付勢されている。
【００３３】
　ベルト１０７には、凹凸がベルト１０７の長手方向に沿って順次多数形成されてなるタ
イミングベルトであり、このベルト１０７が駆動プーリ１０５および従動プーリ１０６の
外周面に形成された歯に噛み合うことによって、ベルト１０７は駆動プーリ１０５および
従動プーリ１０６に対して滑ることなく、回転するようになっている。
【００３４】
　役物１００は、図７～図９等に示すように、略長方形板状に形成されており、液晶表示
装置１００ａを備えて構成されている。この役物１００は、移動ベース１１５に設けられ
ており、この移動ベース１１５の上端部にスライダ１１６が取り付けられている。
　一方、スライドベース１０２の前面上部には、左右に延在するレール１１７が固定され
ており、このレール１１７に沿ってスライダ１１６が左右方向に往復動するようになって
いる。
　したがって、移動ベース１１５に設けられている役物１００はスライダ１１６がレール
１１７に沿って左右に往復動することによって、左右に往復動するようになっている。
　また、スライダ１１６には、固定部材１１８によってベルト１０７の所定の箇所が固定
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されている。
　したがって、図８に示すように、モータ１０８によってギア１０９を介して駆動プーリ
１０５が正逆方向に回転することによって、従動プーリ１０６、ベルト１０７を介してス
ライダ１１６が左右に往復動し、これによって、移動ベース１１５に設けられた役物１０
０が左右に往復動するようになっている。
【００３５】
　また、図６に示すように、レール１１７の前側には、２つのセンサ部１１９,１２０が
左右に離間して配置されており、当該センサ部１１９,１２０は前記ベース板金１０３（
図５参照）に取り付けられている。
　センサ部１１９は、スライダ１１６の原点位置を検出するものであり、センサ部１２０
はスライダ１１６が原点位置から所定距離だけ移動した中央位置を検出するものである。
したがって、スライダ１１６がセンサ部１１９によって位置検出された場合、役物１００
はスライドベース１０２の右端に位置し、センサ部１２０によって位置検出された場合、
役物１００はスライドベース１０２の左右方向中央部に位置するようになっている。
【００３６】
　上述したように役物１００は液晶表示装置１００ａを備えているので、比較的大型であ
り重量も大きいため、当該役物１００が駆動プーリ１０５側に移動している際に、この移
動によって従動プーリ１０６がベルト１０７を介して駆動プーリ１０５側にバネ（付勢部
材）１１２の付勢力に抗して引き寄せられて移動してしまう虞がある。
　このため、本実施の形態ではこれを阻止するために、従動プーリ１０６がバネ１１２に
よって付勢された状態の所定の位置（従動プーリ１０６が駆動プーリ１０５から所定距離
離れた位置でかつ、ベルト１０７に所定の張力を付与できる位置）より駆動プーリ１０５
側に移動するのを防止するストッパ１２０が設けられている。
　すなわち、図７および図９に示すように、ストッパ１２０は略矩形板状に形成されてお
り、その対向する角部には、取付穴１２０ａ,１２０ａが形成されている。また、ストッ
パ１２０の右辺部には、矩形状の凸部１２０ｃが形成されている。
【００３７】
　また、ベース部材１１１には挿入溝１１１ａが形成され、この挿入溝１１１ａにスライ
ダ１１０の頭部１１０ａが挿入され、この頭部１１０ａが挿入溝１１１ａに沿って左右に
スライド可能となっており、これによってスライダ１１０が左右にスライド可能となって
いる。
　ベース部材１１１は、図５に示すように、ベース板金１０３に固定されているが、ベー
ス部材１１１の上面側はベース板金１０３から露出している。そして、ストッパ１２０は
ベース板金１０３に、前記取付穴１２０ａ,１２０ａを通してビス１２０ｂ,１２０ｂをね
じ込むことによって、着脱自在に設けられている。
　この状態において、図９に示すように、ストッパ１２０の凸部１２０ｃはベース部材１
１１の挿入溝１１１ａに左側から挿入されて、スライダ１１０の頭部１１０ａの左側面に
当接している。したがって、スライダ１１０の頭部１１０ａはストッパ１２０の凸部１２
０ｃによって、左側（駆動プーリ１０５側）への移動が防止（阻止）されている。
　したがって、スライダ１１０に設けられた従動プーリ１０６は、バネ１１２によって付
勢された状態の所定の位置より駆動プーリ１０５側に移動するのを防止（阻止）されてい
る。
【００３８】
　このように本実施の形態では、遊技機を構成するキャビネットベース３０ａに設けられ
たベース板金１０３に、従動プーリ１０６がバネ１１２によって付勢された状態の所定の
位置より駆動プーリ１０５側に移動するのを防止するストッパ１２０が設けられているの
で、ベルト１０７によって、役物１００が駆動プーリ１０５側に移動している際に、この
移動によって従動プーリ１０６がベルト１０７を介して駆動プーリ１０５側にバネ１１２
の付勢力に抗して移動しようとしても、ストッパ１２０によってこの移動が阻止され、駆
動プーリ１０５と従動プーリ１０６との間の間隔が狭くなることがない。
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　したがって、ベルト１０７が緩んで駆動プーリ１０５および従動プーリ１０６を滑って
しまうことがないので、役物１００を所定の移動量だけ移動させて、所定の位置に停止さ
せることができ、役物１００の動作に悪影響が及ぶことがない。
【００３９】
　また、ストッパ１２０がベース板金１０３にビス１２０ｂによって着脱自在に設けられ
ているので、ストッパ１２０をベース板金１０３から取り外すことによって、従動プーリ
１０６がバネ１１２の付勢力に抗して駆動プーリ１０５側に移動できるので、これらプー
リ１０５,１０６に巻き掛けられているベルト１０７の着脱を容易に行うことができる。
【００４０】
　また、本実施の形態では、役物１００が遊技機の前面において軸回りに回転可能に設け
られた回転役物１００となっている。
　すなわち、回転役物（役物）１００は、図１０に示すように、移動ベース１１５に回転
可能に設けられている。この移動ベース１１５は、上述したように、その上端部にスライ
ダ１１６が設けられており、このスライダ１１６が前記レール１１７に沿って左右に往復
動することによって、左右に往復動するようになっている。
【００４１】
　回転役物１００の裏面には、図１１に示すように、円柱状の軸部１００ｂが設けられ、
この軸部１００ｂの端面に突出板１００ｃが設けられている。
　そして、軸部１００ｂを、図１０に示すように、移動ベース１１５に形成された円形状
の孔１１５ａに軸回りに回転可能に挿入することによって、回転役物１００が移動ベース
１１５に回転可能に設けられている。
　孔１１５ａの内周面には、周方向に所定間隔でガイド部１１５ｂが複数設けられており
、このガイド部１１５ｂは半円柱状に形成されている。回転役物１００の軸部１００ｂは
ガイド部１１５ｂに摺接し、これによって、軸部１００ｂが周方向に滑らかに回転するよ
うになっている。
　また、図１２に示すように、軸部１００ｂを移動ベース１１５の孔１１５ａに挿入した
状態において、突出板１００ｃは移動ベース１１５の裏側に突出している。
【００４２】
　また、移動ベース１１５の裏側には、ギア１３０が軸回りに正逆方向に回転可能に設け
られており、このギア１３０はモータ（ステッピングモータ）１３１によって正逆方向に
回転されるようになっている。すなわち、モータ１３１の駆動軸には図示しないギアが取
り付けられており、このギアがギア１３０に噛合している。そして、モータ１３１の駆動
軸を正逆方向に回転させることで、ギア１３０が正逆方向に回転するようになっている。
なお、ギア１３０はその外周部の約半分に歯が形成されたものである。
【００４３】
　また、ギア１３０の中央部には、挿入孔１３０ａが形成されており、この挿入孔１３０
ａに軸部１００ｂの突出板１００ｃが挿通されている。また、ギア１３０の表面には挿入
孔１３０ａの近傍に係合部１３０ｂが形成されており、この係合部１３０ｂに突出板１０
０ｃが係合している。
　したがって、モータ１３１によってギア１３０が回転することによって、係合部１３０
ｂも回転し、これによって、突出板１００ｃが回転して軸部１００ｂが回転し、役物１０
０が回転するようになっている。
【００４４】
　ギア１３０の外側には、センサ基板１３２が設けられており、このセンサ基板１３２に
センサ部１３２ａ,１３２ｂが周方向に離間して設けられている。
　また、ギア１３０には、被検出部１３３が設けられている。そして、ギア１３０の回転
に伴って、当該ギア１３０と一体的に被検出部１３３が回転し、この被検出部１３３をセ
ンサ部１３２ａ,１３２ｂがそれぞれ検出するようになっている。
　センサ部１３２ａによって被検出部１３３が検出された場合、役物１００は長辺を上下
に向けた状態（縦状態）となり、センサ部１３２ｂによって被検出部１３３が検出された
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場合、回転役物１００は長辺を横に向けた状態（横状態）となるように、モータ１３１が
制御されて、回転役物１００が回転するようになっている。
【００４５】
　図１３および図１４は移動ベース１１５に回転可能に設けられた回転役物１００の正面
図であり、図１３は縦状態の回転役物１００を示し、図１４は横状態の回転役物１００を
示している。
　また、図１５および図１６は移動ベース１１５に回転可能に設けられた回転役物１００
の背面図であり、図１５は縦状態の回転役物１００を示し、図１６は横状態の回転役物１
００を示している。
　図１３および図１５に示すように、回転役物１００が縦状態の場合が、当該回転役物１
００が所定の回転停止位置にある状態であり、図１４および図１６に示すように、回転役
物１００が横状態の場合が、当該回転役物１００が所定の回転停止位置から所定角度（例
えば９０°）回転した回転位置である。
【００４６】
　そして、本実施の形態では、回転役物１００の外周部の第１所定位置と、キャビネット
ベース３０ａの前面側の第２所定位置とのいずれか一方に磁石１４５が他方に当該磁石１
４５と吸着する吸着部１４１が設けられている。
　また、回転後の回転役物１００が回転して所定の回転停止位置に位置した際に、磁石１
４５と吸着部１４１とが吸着することによって、回転役物１００が回転停止位置で固定さ
れるようになっている。
【００４７】
　以下、具体的に説明する。
　図１１および図１２に示すように、回転役物１００の外周部の裏面のうちの一つの隅部
には、取付部１４０が固定されており、この取付部１４０が第１所定位置Ｓ１とされてい
る。
　この取付部１４０は本体部１４０ａと、この本体部１４０ａに固定された柱部１４０ｂ
とから構成されている。本体部１４０ａは立壁１４０ｃを有しており、この立壁１４０ｃ
に鉄等の磁性体で形成された略Ｌ形の吸着部１４１の一片が係合しており、他片は柱部１
４０ｂの先端面に当接され、ビス１４２によって固定されている。吸着部１４１の一片は
回転役物１００の長辺とほぼ平行に配置されており、当該一片は取付部１４０が固定され
た長辺側に対向する長辺側を向いており、この一片に磁石１４５が吸着するようになって
いる。
【００４８】
　また、図１２および図１７に示すように、回転役物１００が回転可能に設けられている
移動ベース１１５はその下端部に移動ベース１１５の長手方向に沿って延出する延出部１
４３を有している。この延出部１４３は、移動ベース１１５の長手方向と平行に延出する
延出部本体１４３ａと、この延出部本体１４３ａの端部に形成されて、移動ベース１１５
の表面側から離れる方向に斜めに延出する斜め延出部１４３ｂとから構成されている。
【００４９】
　図１７に示すように、延出部本体１４３ａの一方（左方）の側壁には、矩形状の切欠部
１４３ｃが形成されており、この切欠部１４３ｃが第２所定位置Ｓ２とされている。そし
て、この切欠部１４３ｃに前記吸着部１４１に吸着する磁石１４５が配置されている。磁
石１４５は円板状に形成されており、鉄等の磁性体で形成された保持プレート１４６によ
って保持されている。保持プレート１４６は、磁石１４５を保持する略コ字形の保持部１
４６ａを有しており、この保持部１４６ａの両側に耳部１４６ｂ,１４６ｂが設けられて
いる。
【００５０】
　そして、保持プレート１４６は、その保持部１４６ａを前記切欠部１４３ｃに配置した
状態で、耳部１４６ｂ,１４６ｂを切欠部１４３ｃの両側にある壁面１４３ｄに固定する
ことによって、保持部１４６ａに保持されている磁石１４５を切欠部１４３ｃに配置して
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いる。
　また、保持プレート１４６の保持部１４６ａの磁石１４５が設けられている側の反対側
の表面は、延出部本体１４３ａの側面とほぼ面一か、若干窪んだ位置に配置されている。
そして、前記吸着部１４１は保持部１４６ａを介して磁石１４５に吸着されるようになっ
ている。なお、磁石１４５を延出部本体１４３ａの一方の側壁に直接設けてもよい。この
場合、当該側壁に円形状の凹所を形成し、この凹所に磁石１４５を嵌合すればよい。
【００５１】
　そして、本実施の形態では、図１３および図１５に示すように、回転役物１００が縦状
態の場合が、当該回転役物１００が所定の回転停止位置にある状態であり、この状態では
、図１５に示すように、回転役物１００に設けられた吸着部１４１が移動ベース１１５の
延出部１４３に設けられた磁石１４５に吸着されている。この状態では、役物１００は長
辺を上下に向けた状態（縦状態）となっている。また、この状態では、図１２に示すよう
に、センサ部１３２ａによって被検出部１３３が検出されており、これによって、回転役
物１００が所定の回転停止位置にあることが分かるようになっている。
【００５２】
　そして、回転役物１００をモータ１３１によって矢印方向に所定角度（例えば４５°）
回転させることによって、この回転後、回転役物１００は、図１４および図１６に示すよ
うに、横状態となって回転位置に位置する。この場合、回転役物１００はモータ１３１の
保持力によって、横状態が保持される。また、この状態では、センサ部１３２ｂによって
被検出部１３３が検出されており、これによって、回転役物１００が所定の回転停止位置
から所定角度（９０）回転した位置（回転位置）にあることが分かるようになっている。
　この回転後の回転位置から回転役物１００をモータ１３１によって矢印方向に４５°回
転させて、図１３および図１５に示すように、当該回転役物１００が所定の回転停止位置
に位置した際に、回転役物１００に設けられている吸着部１４１が移動ベース１１５の延
出部１４３に設けられている磁石１４５に吸着されることによって、回転役物１００が回
転停止位置で固定される。
【００５３】
　このように、本実施の形態では、回転後の回転役物１００が回転して所定の回転停止位
置に位置した際に、磁石１４５と吸着部１４１とが吸着することによって、回転役物１０
０が所定の回転停止位置で固定されるので、所定の回転停止位置での回転役物１００の停
止や、所定の回転停止位置での回転役物１００の固定を確実に行うことができる。
　また、移動ベース１１５を左右に移動させることによって、回転役物１００の回転演出
に加え、回転役物１００の移動演出も行えるが、この移動演出の際においても、磁石１４
５と吸着部１４１とが吸着することによって、回転役物１００の回転の固定を確実に行う
ことができる。
【００５４】
　なお、本実施の形態では、吸着部１４１を回転役物１００に設け、磁石１４５を移動ベ
ース１１５の延出部１４３に設けたが、これとは逆に、吸着部１４１を移動ベース１１５
の延出部１４３に設け、磁石１４５を回転役物１００に設けてもよい。
　また、本実施の形態では、磁石１４５として永久磁石を用いたが、これに代えて電磁石
を用いてもよい。この場合、回転役物１００が所定の回転停止位置から回転位置まで回転
する際に、電磁石をＯＦＦとすることによって、回転停止位置において回転役物１００を
電磁石から容易に引き離すことができる。
　また、本実施の形態では、回転役物１００を移動ベース１１５によって左右に往復動可
能に設けたが、回転役物１００は、キャビネットベース３０ａの所定の位置において固定
状態で回転可能に設けられていてもよい。
【００５５】
　また、本実施の形態では、上述したように、図１８に示すように、キャビネットベース
３０ａ（図５）の前面に設けられたスライドベース１０２を備えている。
　このスライドベース１０２には、上述したように、役物１００が移動ベース１１５によ
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って左右に往復動可能に設けられており、この移動ベース１１５はモータ１０８によって
駆動プーリ１０５、従動プーリ１０６、ベルト１０７によって左右に往復動するようにな
っている。なお、役物１００は移動ベース１１５に設けられ、この移動ベース１１５の上
端部にスライダ１１６が設けられ、このスライダ１１６がレール１１７に沿って左右に往
復動可能となっている。
【００５６】
　また、図１９に示すように、役物１００が設けられた移動ベース１１５の移動方向（左
右方向）と交差（直交）する方向の下端部にもスライダ１５０が取り付けられ、図１８に
示すようにスライドベース１０２の前面にスライダ１５０を左右に移動可能にガイドする
ガイドレール１６０が設けられている。
　すなわちまず、図１９に示すように、役物１００が設けられた移動ベース１１５の延出
部１４３の下端部には、スライダ１５０が取り付けられている。
　スライダ１５０は、スライダ本体１５０ａと、このスライダ本体１５０ａの上端部に一
体的に設けられた取付部１５０ｂとから構成されており、この取付部１５０ｂの上端部は
、上述した磁石１４５をカバー部１５０ｃとなっている。スライダ本体１５０ａは略矩形
板状に形成されており、取付部１５０ｂはスライダ本体１５０ａから離れるようにして上
方に延びるように形成されている。また、取付部１５０ｂはスライダ本体１５０ａの上縁
部の端部側から上方に延びるように形成されている。
【００５７】
　スライダ１５０の取付部１５０ｂの上縁部の左右両端側とカバー部１５０ｃとには、孔
１５１がそれぞれ形成される一方、延出部１４３の裏面側には、ねじ孔を有する円柱状の
ボス１５２,１５２が左右に離間して立設されている。また、スライダ本体１５０ａの上
部中央には、位置決め用の開口１５３が形成される一方、延出部１４３の裏面側には、位
置決め用の凸部１５４がボス１５２,１５２間でかつ若干下方位置において形成されてい
る。
　そして、図２０に示すように、スライダ１５０は、その孔１５１を延出部１４３のボス
１５２のねじ孔に合致させるとともに、凸部１５４を開口１５３に挿入したうえで、孔１
５１に図示しないビスを挿通してねじ孔にねじ込むことによって、延出部１４３に位置決
め固定されている。この位置決め固定された状態において、スライダ本体１５０ａは延出
部１４３の下端より下方に突出している。
【００５８】
　また、ガイドレール１６０は、図１８および図２０に示すように、スライドベース１０
２のディスプレイ用窓部３０ｅの下縁を構成する分離帯３０ｄと、この分離帯３０ｄの前
方に当該分離帯３０ｄと所定の間隔をもって配置されたガイドレール構成体１６１とによ
って構成されている。
　ガイドレール構成体１６１は左右に延在する帯板状に形成されており、多数の矩形状の
凹部が左右方向（ガイドレール構成体１６１の長手方向）に所定間隔で形成されている。
なお、この凹部はガイドレール構成体１６１の裏面、つまりスライダ本体１５０ａが摺動
する面には開口していない。
　このようなガイドレール構成体１６１は、ビスによって分離帯３０ｄに、当該分離体３
０ｄと所定の間隔をもって取り付けられている。
　そして、この所定の間隔にスライダ本体１５０ａが左右に移動可能に挿入されている。
　このようにして、役物１００が設けられた移動ベース１１５の延出部１４３の下端部に
設けられたスライダ１５０がガイドレール１６０によって左右に移動可能にガイドされて
いる。
【００５９】
　スライダ１５０は、左右に移動する際に、ガイドレール１６０を構成するガイドレール
構成体１６１および分離帯３０ｄを摺動するため、役物１００が設けられた移動ベース１
１５の延出部１４３よりガイドレール１６０に対する摩擦係数が小さいフッ素樹脂によっ
て形成されている。
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【００６０】
　したがって、本実施の形態では、スライダ１５０がガイドレール１６０に沿ってスムー
ズに移動することができ、これによって役物１００をガイドレール１６０に沿ってスムー
ズに移動させることができる。
　また、役物１００が設けられた移動ベース１１５にスライダ１５０が取り付けられてい
るので、移動ベース１１５自体を摩擦係数が小さい材料で形成する場合に比して、材料費
を抑制できる。
【００６１】
　なお、本実施の形態では、スライダ１５０全体をフッ素樹脂によって形成したが、本発
明はこれに限ることはなく、移動ベース１１５より摩擦係数が小さい他の樹脂によって形
成してもよく、さらには、スライダ１５０全体をフッ素樹脂によって形成しないで、スラ
イダ１５０の少なくともガイドレール１６０と摺接する表面に、移動ベース１１５よりガ
イドレール１６０に対する摩擦係数が小さい表面処理部をフッ素加工等によって設けても
よい。
　また、本実施の形態では、役物１００と移動ベース１１５とを別体に構成したが、これ
らを一体的に構成してもよい。この場合、移動ベース１１５は役物１００の一部を構成す
ることになるので、スライダ１５０は役物１００の下端部に設けられることになる。
【００６２】
　また、本実施の形態では、遊技機の前面上部に、前方に突出する出窓部１７０が設けら
れている。すなわち、図３および図４に示すように、上扉３０は、キャビネットベース３
０ａと、このキャビネットベース３０ａの背面内部に固定されるバリアユニット３０ｂと
、キャビネットベース３０ａの前面側に固定されるキャビネット上ユニット３０ｃとから
構成されており、キャビネット上ユニット３０ｃの略上半分が出窓部１７０を構成してい
る。
　この出窓部１７０は、図２１に示すように、キャビネットベース３０ａの前面上部に設
けられており、この出窓部１７０の下方には、回転リール２３（図２参照）を視認可能な
下部窓部３０ｋが設けられている。
　なお、キャビネットベース３０ａの下半分には上述したようにリール用窓部３０ｆが設
けられており、バリアユニット３０ｂには、図４に示すように、窓部３０ｈが設けられて
いる。したがって、これら３つの窓部３０ｋ,３０ｆ,３０ｈによって、図３に示すように
、回転リール２３（図２参照）の図柄を正面から見ることができる図柄表示窓３１が構成
されている。
【００６３】
　図２１に示すように、出窓部１７０は、前面側に矩形状の前面窓部１７１を有しており
、下面側に矩形状の下面開口部１７２を有している。前面窓部１７１の左右幅は、下面開
口部１７２の左右幅より大きくなっており、前面窓部１７１と下面開口部１７２とは連続
している。
　これら前面窓部１７１と下面開口部１７２には前面カバーパネル１７３が設けられてい
る。前面カバーパネル１７３は、図２２に示すように、前面窓部１７１に設けられる前面
パネル１７３ａと、下面開口部１７２に設けられる下面パネル１７３ｂ,１７３ｃとから
構成されている。
【００６４】
　前面パネル１７３ａは略矩形状に形成されており、この前面パネル１７３ａの下縁部に
下面パネル１７３ｂ,１７３ｃが形成されている。下面パネル１７３ｂ,１７３ｃは前面パ
ネル１７３ａに対してそれぞれ下方に傾斜しているが、下面パネル１７３ｂが下面パネル
１７３ｃより下方に傾斜している。
　下面パネル１７３ｂと下面パネル１７３ｃとは大きさ・形状が異なるが、これは下面開
口部１７２に形状に合わせたためである。
【００６５】
　下面パネル１７３ｂ,１７３ｃの上面には、黒色の遮光シート１７４ｂ,１７４ｃが当該
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上面を覆うようにして貼り付けられている。
　このように下面パネル１７３ｂ,１７３ｃの上面に遮光シート１７４ｂ,１７４ｃを貼り
付けたのは、図２３に示すように、出窓部１７０の上部にＬＥＤ基板１７５が設けられて
おり、このＬＥＤ基板１７５のＬＥＤから光が下方に向けて照射されるため、この光が出
窓部１７０の下面、すなわち、下面パネル１７３ｂ,１７３ｃを透過して、出窓部１７０
の下方に設けられた保護パネル３０ｉを通して、回転リール２３（図２参照）に照射され
ないようにするためである。なお、図２３において図示は省略するが、回転リール２３は
保護パネル３０ｉの背面側（図２３において右側）に配置されている。
【００６６】
　また、出窓部１７０の下面パネル１７３ｂ,１７３ｃの上面に遮光シート１７４ｂ,１７
４ｃを貼り付けたので、この下面パネル１７３ｂ,１７３ｃの下面が鏡面化しており、こ
のままでは、出窓部１７０の下方にある回転リール側からの光が鏡面化した下面で反射し
て、遊技者側に向かう虞がある。
　このため、本実施の形態では、出窓部１７０の下面、すなわち下面パネル１７３ｂ,１
７３ｃの下面は、回転リール２３（図２参照）側からの光の反射を抑制する反射抑制面１
７７となっている。
【００６７】
　この反射抑制面１７７は例えば、下面パネル１７３ｂ,１７３ｃの下面をシボ加工する
ことによって形成される。このシボ加工とは、表面処理の１つで、物理的にシワ模様（シ
ボ）をつけることである。本実施の形態では、例えば、下面パネル１７３ｂ,１７３ｃの
下面にサンドブラスト加工を施して、当該下面を粗すことによって、反射抑制面１７７が
形成されている。
【００６８】
　このように本実施の形態では、出窓部１７０の下面を構成する下面パネル１７３ｂ,１
７３ｃの下面が、回転リール側からの光の反射を抑制する反射抑制面１７７となっている
ので、回転リール側からの光が保護パネル３０ｉを透過して、出窓部１７０の下面（下面
パネル１７３ｂ,１７３ｃの下面）で反射するのを抑制でき、保護パネル３０ｉの背面側
にある回転リール２３（図２参照）を確実に視認できる。
【００６９】
　また、反射抑制面１７７は、下面パネル１７３ｂ,１７３ｃの下面をシボ加工すること
によって形成されているので、出窓部１７０の下面（下面パネル１７３ｂ,１７３ｃの下
面）の鏡面化を容易に防止できる。したがって、回転リール側からの光が出窓部１７０の
下面で反射するのを容易かつ確実に抑制できる。
　また、下面パネル１７３ｂ,１７３ｃの上面に遮光シート１７４ｂ,１７４ｃを貼り付け
たので、出窓部１７０の上部にあるＬＥＤ基板１７５のＬＥＤから光が下方に向けて照射
されても、この光が出窓部１７０の下面、すなわち、下面パネル１７３ｂ,１７３ｃを透
過して、出窓部１７０の下方に設けられた保護パネル３０ｉを通して回転リール２３（図
２参照）に照射されるのを防止できる。
【００７０】
　また、本実施の形態では、前記出窓部１７０の前面窓部１７１に、図２３に示すように
、照明パネル１８０が設けられており、この照明パネル１８０は、前面カバーパネル１７
３の前面パネル１７３ａの背面側に当該前面パネル１７３ａと所定の隙間を隔てて配置さ
れている。
　この照明パネル１８０は、前記バリアユニット３０ｂに設けられた画像表示部３４を視
認可能としている。つまり、遊技者は、照明パネル１８０が発光していない場合や、照明
パネル１８０の一部が発光している場合は、前面パネル１７３ａおよび照明パネル１８０
を通して、画像表示部３４に表示される各種の演出を視認できるようになっている。
【００７１】
　照明パネル１８０は、例えばアクリル板の表面や内部に特殊な加工を施して、端面より
入れた光を均一に面発光させる導光板によって構成されており、導光板自体が発光するこ
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とによって、文字、図形、模様、記号等を発光表示でき、これにより遊技の演出を行うよ
うになっている。
【００７２】
　照明パネル１８０は、図２４および図２５に示すように、矩形板状に形成されており、
その上側には当該照明パネル１８０を照らす照射部１８１,１８１が設けられている。
　この照射部１８１は、ＬＥＤ基板１８２と、このＬＥＤ基板１８２が挿入されるケース
１８３とを備えている。
　ＬＥＤ基板１８２は、帯板状に形成されており、その下面に多数（複数）のＬＥＤ１８
２ａがＬＥＤ基板１８２の長辺方向に沿って一列に所定間隔で設けられている。また、Ｌ
ＥＤ基板１８２の上面にはＬＥＤ基板１８２に電気を供給するハーネスを接続するための
接続部１８２ｂが設けられている。
【００７３】
　また、ケース１８３は上面が開口した箱状に形成されており、その下面にはスリット（
挟持部）１８５がケース１８３の長手方向に沿って形成されている。図２６に示すように
、スリット１８５を構成する対向する壁面１８５ａ,１８５ａは、上方に向かうほど互い
に接近するように傾斜しており、スリット１８５の下方側の幅は照明パネル１８０の厚さ
より若干広くなっており、上方側の幅は照明パネル１８０の厚さとほぼ等しいか若干狭く
なっている。
　また、壁面１８５ａの上部は、ケース１８３の内側の底面から立ち上がる壁部１８５ｂ
の壁面によって構成され、下部はケース１８３の底壁を貫通して形成された縦長の孔の内
壁面によって構成されている。
【００７４】
　このような構成のスリット（挟持部）１８５に、照明パネル１８０の上縁部が挿入され
ることで、当該上縁部がスリット１８５によって挟み込まれている。
　スリット１８５を構成する壁面１８５ａ,１８５ａは上述したように、上方に向かうほ
ど互いに接近するように傾斜しているので、スリット１８５に下方から照明パネル１８０
の上縁部を挿入することで、当該照明パネル１８０を容易にスリット１８５に挿入できる
とともに、スリット１８５の対向する壁面１８５ａ,１８５ａの上部によって照明パネル
１８０の上縁部を挟み付けることで、照明パネル１８０を確実に保持することができる。
【００７５】
　なお、照明パネル１８０を下方から挿入すると、対向する壁部１８５ｂ,１８５ｂが照
明パネル１８０に押圧されて広がるようにして弾性的に撓み、その弾性復帰力によって、
壁面１８５ａ,１８５ａによって照明パネル１８０の上縁部を弾性的に挟み付けて確実に
保持できる。
【００７６】
　また、ケース１８３の内側底面には、図２４に示すように、多数（複数）の仕切板１８
３ａがスリット１８５の長手方向に沿って、かつ当該スリット１８５の直上に所定間隔で
設けられており、隣り合う仕切板１８３ａ,１８３ａ間に、それぞれＬＥＤ基板１８２の
ＬＥＤ１８２ａが１個ずつ配置されるようになっている。
　したがって、ＬＥＤ１８２ａからの光はスリット１８５に挿入された照明パネル１８０
の上端面から当該照明パネル１８０に導入されるようになっている。また、多数のＬＥＤ
１８２ａはそれぞれ仕切板１８３ａ,１８３ａ間に配置されているので、隣り合うＬＥＤ
１８２ａからの光は干渉することなく下方に照射され、さらに、発光させるＬＥＤ１８２
ａを選択することによって、照明パネル１８０の幅方向の所望の部位を発光させることが
できるようになっている。
【００７７】
　例えば、照明パネル１８０の左右両側は、図４に示すように右側に位置している役物１
００と左側に位置している固定役物６０とを覆っており、照明パネル１８０の中央部は画
像表示部３４を覆っている。したがって、照明パネル１８０の中央部を発光させない場合
、画像表示部３４に表示される演出を視認できる。また、照明パネル１８０の左右両側を
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必要に応じて点灯、点滅させることによって、その後方に位置している役物１００や固定
役物６０の演出と併せて演出を行うことができる。
【００７８】
　照射部１８１によって挟み付けられて保持された照明パネル１８０は、図２７に示すよ
うに、出窓部１７０の前面窓部１７１に固定され、さらに、この照明パネル１８０の前側
において前面カバーパネル１７３が前面窓部１７１に固定されている。
　前面カバーパネル１７３と照明パネル１８０を前面窓部１７１に固定する場合、以下に
ようにして行う。
　すなわちまず、図２８に示すように、出窓部１７０にその背面側から前面カバーパネル
１７３を挿入して、前面窓部１７１（図２７参照）の外周縁部に前面カバーパネル１７３
の前面パネル１７３ａを当接し、下面開口部１７２の外周縁部に下面パネル１７０ｂ,１
７ｃを当接する。この場合、前面窓部１７１の外周縁部に設けられたボス１９０に前面パ
ネル１７３ａの外周部に形成された係合凹部１７３ｄを係合することによって、前面カバ
ーパネル１７３の位置決めを行う。
【００７９】
　次に、図２７および図２９に示すように、前面カバーパネル１７３の前面パネル１７３
ａの両側縁部にそれぞれ側縁固定部材１９１ａ,１９１ｂを当接するともに、この側縁固
定部材１９１ａ,１９１ｂを、前面窓部１７１の側縁部と下縁部に設けられたボス１９０
に係合したうえで、当該ボス１９０に形成されたねじ孔にビスをねじ込むことによって、
当該側縁固定部材１９１ａ,１９１ｂを前面窓部１７１の外周縁部に固定する。
　側縁固定部材１９１ａは、図２７に示すように、上下に長尺な部材であり、その上下端
部に孔１９１ｃ,１９１ｃが形成され、この孔１９１ｃ,１９１ｃに前面窓部１７１の側縁
部に設けられたボス１９０が挿通されることによって、側縁固定部材１９１ａをボス１９
０に係合するようになっている。
　また、側縁固定部材１９１ｂはＬ形に形成されており、その縦材の上下端部と、横材の
端部にそれぞれ孔１９１ｄが形成されている。そして、これら孔１９１ｄに前面窓部１７
１の側縁部および下縁部に設けられたボス１９０が挿通されることによって、側縁固定部
材１９１ｂをボス１９０に係合するようになっている。
【００８０】
　また、前面カバーパネル１７３の下面パネル１７３ｂの縁部に下縁固定部材１９２を当
接するとともに、この下縁固定部材１９２に設けられた孔１９２ａ,１９２ａに前面窓部
１７１の下方に設けられた横フレーム１９６に設けられたボス１９６ａ,１９６ａを挿通
し、このボス１９６ａ,１９６ａに形成されたねじ孔にビスをねじ込むことによって、下
縁固定部材１９２を下面開口部１７２の縁部に固定する。
　図２７に示すように、下縁固定部材１９２はその上縁部に前方に突出するフランジ部１
９２ｂが形成されており、このフランジ部１９２ｂによって下面パネル１７３ｂの縁部を
押え込むことによって、当該下面パネル１７３ｂを固定する。
　このようにして、前面カバーパネル１７３は、前面窓部１７１および下面開口部１７２
に固定されている。
【００８１】
　次に、図２７および図３０に示すように、上縁部が照射部１８１,１８１によって保持
されている照明パネル１８０を出窓部１７０の背面側から挿入し、この照射部１８１,１
８１を前面窓部１７１の上縁部に固定する。
　この場合、図２７に示すように、照射部１８１,１８１の中央部をホルダ部材１９３に
よって保持するとともに、照射部１８１,８１の左右縁部をホルダ部材１９４,１９４によ
って保持したうえで、これらホルダ部材１９３,１９４を前面窓部１７１の上縁部に設け
られたボス１９０,１９０に係合したうえで、このボス１９０に形成されたねじ孔にビス
をねじ込むことによって、照射部１８１,１８１を固定する。
【００８２】
　次に、照明パネル１８０の側縁下端部に固定部材１９５,１９５を当接し、この固定部
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　この場合、固定部材１９５に形成された孔１９５ａ,１９５ａを前面窓部１７１の側縁
部の下端に設けられたボス１９０に係合するとともに、側縁固定部材１９１ａ,１９１ｂ
に設けられたボスに係合し、このボスおよび前記ボス１９０に形成されたねじ孔にビスを
ねじ込むことによって、固定部材１９５,１９５が側縁固定部材１９１ａ,１９１ｂを介し
て、前面窓部１７１の縁部に固定されている。
　このようにして、照明パネル１８０はその上縁部が照射部１８１,１８１によって保持
された状態で、側縁下端部が前面窓部１７１の縁部に固定部材１９５,１９５によって固
定されている。
【００８３】
　このように本実施の形態によれば、照射部１８１の下面のスリット（挟持部）１８５に
よって照明パネル１８０の上縁部が挟み込まれ、照明パネル１８０の側縁下端部が前面窓
部１７１の縁部に固定部材１９５によって固定されているので、照明パネル１８０を前面
窓部１７１に確実に固定できるとともに、照明パネル１８０の下端縁部および側縁下端部
を除いた側縁部が非固定状態となるので、照明パネル１８０に温度変化による膨張・縮小
が生じても、これを照明パネル１８０の下端縁部側や側縁部側に逃がすことができるので
、照明パネル１８０に歪や破損が生じることがない。
【００８４】
　また、照明パネル１８０の上縁部が照射部１８１の下面に設けられたスリット（挟持部
）１８５によって挟み込まれているので、照明パネル１８０を遊技機に組み付ける際に、
照射部１８１ごと組み付けることにより、照明パネル１８０に作業者の手がほとんど触れ
ることなく、当該照明パネル１８０を組み付けることができ、さらに、照射部１８１を遊
技機に位置決めすることによって、照明パネル１８０の位置決めも同時に行える。
【００８５】
　また、照明パネル１８０の前面側に、当該照明パネル１８０を覆う透明な前面カバーパ
ネル１７３が設けられ、この前面カバーパネル１７３の側縁部が前面窓部１７１の側縁部
に内側から側縁固定部材１９１ａ,１９１ｂによって固定され、この側縁固定部材１９１
ａ,１９１ｂに照明パネル１８０の側縁下端部が固定部材１９５によって固定されている
ので、前面カバーパネル１７３によって照明パネル１８０を保護することができるととも
に、前面カバーパネル１７３の側縁部を固定する側縁固定部材１９１ａ,１９１ｂに照明
パネル１８０の側縁下端部が固定部材１９５,１９５によって固定されているので、この
側縁固定部材１９１ａ,１９１ｂを介して固定部材１９５,１９５によって照明パネル１８
０の側縁下端部を前面窓部１７１の縁部に確実に固定できる。
【００８６】
　なお、本実施の形態では、左右一対の照射部１８１,１８１によって照明パネル１８０
の上縁部を保持するようにしたが、照明パネル１８０の上縁部と等しい長さを有する１つ
の照射部によって照明パネル１８０の上縁部を保持するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００８７】
Ｍ　スロットマシン（遊技機）
１００　役物
１５０　スライダ
１６０　ガイドレール
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