
JP 5745585 B2 2015.7.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前扉の前面に、遊技を実行するときに操作される操作スイッチ及びメダルが投入される
メダル投入部が配置される合成樹脂製の操作部表装板を取り付けた遊技機において、
　前記操作部表装板は、前記操作スイッチが配置される左側の第１表装板と、前記操作ス
イッチは配置されず、前記メダル投入部が配置される右側の第２表装板とに分割されると
共に、前記第１表装板の右端部と前記第２表装板の左端部とを突き合わせた形態で前扉に
固定され、
　前記第２表装板は、前記前扉に取付けられた状態において、一部が前記第１表装板の下
面に重なり合う上面部及び前記第１表装板の前面部の裏面に重なり合う垂直面部を有し、
　前記第２表装板の前記上面部の表側には、前記メダル投入部が固定され、
　前記第２表装板の前記上面部及び前記垂直面部の裏側には、前記メダル投入部に投入さ
れたメダルを取り込み、前記メダルの真偽を判別するメダルセレクタが固定され、
　前記前扉の前面に前記操作部表装板を取り付ける際には、前記メダル投入部及び前記メ
ダルセレクタが固定された前記第２表装板を、前記前扉の前面に設けた開口に挿入して固
定し、次に、前記第１表装板を、該第１表装板の右端部と前記第２表装板の左端部とを突
き合わせた状態で、前記前扉の前面に嵌め込んで固定す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】
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　本発明は、前扉の前面に遊技を実行するときに操作される操作スイッチ及びメダルが投
入されるメダル投入部が配置される合成樹脂製の操作部表装板を取り付けた遊技機に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　スロットマシン等の遊技機においては、筐体の前面に設けられた前扉の前面には、遊技
を実行するときに操作される操作スイッチ及びメダルが投入されるメダル投入部等が配置
される合成樹脂製の操作部表装板が取り付けられている。また、メダル投入部の下方にお
ける前扉の裏側には、メダル投入部に投入されたメダルの真偽を判別し、真のメダルのみ
を遊技機内に誘導するメダルセレクタが配置される（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１０９２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されているような遊技機においては、メダル投入部が操作部表装板の
上面、また、メダルセレクタが操作部表装板と別体の前扉にそれぞれ取り付けられる。そ
のため、合成樹脂で形成される前扉及び操作部表装板の成型誤差、及び操作部表装板の前
扉への組み付け精度等の影響によって、メダル投入部とメダルセレクタとの相互の位置関
係がずれ、メダルセレクタがメダル投入部に投入されたメダルを円滑に取り込めなくなる
おそれがある。
【０００５】
　本発明は、上述のような課題に鑑み、メダル投入部及びメダルセレクタの相互の取り付
け位置精度を向上させることができるようにした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】
　上記目的を達成するため、本発明は、前扉の前面に、遊技を実行するときに操作される
操作スイッチ及びメダルが投入されるメダル投入部が配置される合成樹脂製の操作部表装
板を取り付けた遊技機において、前記操作部表装板は、前記操作スイッチが配置される左
側の第１表装板と、前記操作スイッチは配置されず、前記メダル投入部が配置される右側
の第２表装板とに分割されると共に、前記第１表装板の右端部と前記第２表装板の左端部
とを突き合わせた形態で前扉に固定され、前記第２表装板は、前記前扉に取付けられた状
態において、一部が前記第１表装板の下面に重なり合う上面部及び前記第１表装板の前面
部の裏面に重なり合う垂直面部を有し、前記第２表装板の前記上面部の表側には、前記メ
ダル投入部が固定され、前記第２表装板の前記上面部及び前記垂直面部の裏側には、前記
メダル投入部に投入されたメダルを取り込み、前記メダルの真偽を判別するメダルセレク
タが固定され、前記前扉の前面に前記操作部表装板を取り付ける際には、前記メダル投入
部及び前記メダルセレクタが固定された前記第２表装板を、前記前扉の前面に設けた開口
に挿入して固定し、次に、前記第１表装板を、該第１表装板の右端部と前記第２表装板の
左端部とを突き合わせた状態で、前記前扉の前面に嵌め込んで固定する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、メダル投入部とメダルセレクタとの相互の位置精度を向上させることができ
、メダル投入部に投入されたメダルをメダルセレクタが円滑に取り込めることができる。
　加えて、メダルセレクタの上部が第１表装板及び第２表装板の上面部の重なり合いによ
って、また、メダルセレクタの前部が第１表装板の前面部及び第２表装板の垂直面部の重
なり合いによって、薄板等を加工した不正具を、第１表装板と第２表装板との隙間等を利
用して前扉の裏側へ挿入させることを阻止することができるため、不正具を利用してメダ
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ルセレクタを不正に操作する等の不正行為を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態を適用した遊技機の斜視図である。
【図２】操作部表装板及び前扉の要部の斜視図である。
【図３】操作部表装板の分解斜視図である。
【図４】メダルセレクタ、第２表装板及びその他の分解斜視図である。
【図５】メダルセレクタを第２表装板に取り付けた状態を裏側から見た斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１は、本発明の一実施形態を適用した遊技機（スロットマシン）の斜視図である。な
お、以下の説明においては、図１における左斜め下方を「前方」とし、右斜め上方を「後
方」とし、左斜め上方を「左方」とし、右斜め下方「右方」とする。
【００１０】
　遊技機１は、遊技媒体を円板状のメダル（コインも含む）とし、メダルを筐体２の前面
に開閉可能に支持された合成樹脂製の前扉３の前面右側に設けたメダル投入部４に投入す
ることによって所定のゲームが行われるものである。
【００１１】
　筺体２内には、外周面に複数種類の図柄、数字等で構成される識別情報が描かれた左、
中、右３個の回転リール５、メダルを貯留及び払出可能なホッパーユニット（図示略）、
遊技全体を統括的に制御する主制御基板（図示略）、主制御基板の指令に基づいて各種制
御信号を出力可能な各種御基板（図示略）、及び主制御基板やその他の電気機器へ電力を
供給する電源装置（図示略）等が収容されている。
【００１２】
　前扉３の前面に設けられた合成樹脂製の操作部表装板６の上面には、メダル投入部４と
、クレジット状態（ゲームが入賞したとき賞品として付与されるメダルやメダル投入部４
に投入されたメダルを主制御基板に設けたメモリに電気的に蓄積する状態）のメダルをゲ
ームに投資するときに操作されるＭＡＸベットボタン７と、クレジット状態のメダルを精
算するときに操作される精算ボタン１０と、メダルを借り入れるときに操作されるベット
ボタン１１が設けられ、また同じく前面には、各回転リール５を回転させるときに操作さ
れるスタートレバー８と、各回転リール５の回転を停止させるときに操作される３個のス
トップボタン９が設けられている。なお、本発明に係わる操作スイッチをなすＭＡＸベッ
トボタン７、スタートレバー８、ストップボタン９、精算ボタン１０及びベットボタン１
１の内部には、各操作を検出可能なセンサがそれぞれ内蔵されている。
【００１３】
　前扉３の裏側には、メダル投入部４の下方に配置され、メダル投入部４に投入されたメ
ダルの真偽を判別可能なメダルセレクタ１２と、メダルセレクタ１２により取り込まれた
真のメダルをホッパーユニット内に誘導するメダルシュート１３が設けられる。メダルセ
レクタ１２により偽のメダルと判別されたメダルは、メダルセレクタ１２の下方に設けら
れた返却ダクト１４を通って前扉３の下部に設けられたメダル受皿３１に返却される。
【００１４】
　遊技機１のゲームは、遊技者がメダルをメダル投入部４に投入した後、ＭＡＸベットボ
タン７によりメダルの賭数を設定した後、スタートレバー８を操作して、全ての回転リー
ル５を回転させることによって開始される。
【００１５】
　回転リール５が回転して所定時間が経過した後、３個のストップボタン９を順次操作し
て、各回転リール５の回転を停止させ、有効ラインに並ぶ各回転リール５の識別情報の組
み合わせにより、入賞の有無、及び賞の大小に応じたメダルの配当枚数が確定される。入
賞した場合には、配当枚数に相当する数値がクレジット数に加算されるか、または、メダ
ルがホッパーユニットから受け皿３１内に払い出される。
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【００１６】
　図２は、操作部表装板６及び前扉３の要部の斜視図、図３は、操作部表装板６の分解斜
視図である。操作部表装板６は、前扉３と別体で形成されると共に、ＭＡＸベットボタン
７、スタートレバー８、ストップボタン９、精算ボタン１０及びベットボタン１１が取り
付けられる左側の第１表装板６１と、メダル投入部４及びメダルセレクタ１２が取り付け
られる右側の第２表装板６２とに分割され、第１表装板６１の右端部と、第２表装板６２
の左端部とを突き合わせた形態で、前扉３の前面に設けられた凹状の表装板取付部３２に
複数のネジ（図示略）により固定される。前扉３における表装板取付部３２の右部には、
メダルセレクタ１２を予め取り付けた第２表装板６２の下部を挿入可能な開口部３３が設
けられる。
【００１７】
　図４は、メダルセレクタ１２、第２表装板６２及びその他の分解斜視図、図５は、メダ
ルセレクタ１２を第２表装板６２に取り付けた状態を裏側から見た斜視図である。第２表
装板６２は、後方が開口する箱型をなすと共に、前扉３に取り付けた状態において、上面
を形成する上面部６２１及び右側面を形成する右側面部６２２の上部の一部が露出し、か
つ前面を形成する垂直面部６２４が第１表装板６１の前面部６１１の裏側に重合する。第
２表装板６２における上面部６２１の左部は、第１表装板６１における上面部６１２の右
端部の下面に重合し、第１表装板６１の上面部６１２と第２表装板６２の上面部６２１と
がなだらかに繋がるように、上面部６２１より低い段差面６２５を形成している。
【００１８】
　メダル投入部４は、投入されたメダルを下方へ排出するように下方に延出する扁平角筒
状のメダル案内部４１を有し、このメダル案内部４１を第２表装板６２の上面部６２１に
穿設されたメダル投入取付孔６２３に挿入し、第２表装板６２の裏側から取付金具１５に
よって上面部６２１に固定される。
【００１９】
　メダルセレクタ１２は、メダル投入部４のメダル案内部４１から排出されるメダルを受
け入れるメダル受入口１２１と、メダル受入口１２１により受け入れたメダルの真偽を判
別し、真のメダルのみを左側面に設けた排出口１２２に誘導する誘導路１２３を有し、平
面視ほぼコ字型の金属製のセレクタブラケット１６を介して第２表装板６２における垂直
面部６２４の裏側に固定される。
【００２０】
　次に、メダル投入部４、メダルセレクタ１２及び第１、２表装板６１、６２の前扉３に
対する取り付け要領について説明する。先ず、第１、２表装板６１、６２を前扉３に取り
付ける前、予めメダル投入部４を第２表装板６２の上面部６２１に取付金具１５により固
定すると共に、メダルセレクタ１２をセレクタブラケット１６を介して第２表装板６２の
垂直面部６２４の裏側に固定する。
【００２１】
　次いで、第２表装板６２の下部を前扉３における表装板取付部３２の開口部３３に挿入
して、第２表装板６２を前扉３の裏側に複数のネジ（図示略）により固定し、続いて、第
１表装板６１の右端部を第２表装板６２の左端部に突き合わせた状態で、第１表装板６１
を前扉３の表装板３２に嵌め込んで、前扉３の裏側から複数のネジ（図示略）により固定
する。これにより、第２表装板６２を前扉３に取り付けると同時に、メダル投入部４及び
メダルセレクタ１２を前扉３に取り付けることができる。また、ＭＡＸベットボタン７、
スタートレバー８、ストップボタン９、精算ボタン１０及びベットボタン１１が配置され
る第１表装板６１と、メダル投入部４及びメダルセレクタ１２が配置される第２表装板６
２とに分割したことによって、メダル投入に係わる部品（メダル投入部４及びメダルセレ
クタ１２）のみを第２表装板６２に取り付けることができ、生産、メンテナンス等の取り
扱いが容易になる。
【００２２】
　第２表装板６２を前扉３に固定した状態においては、メダルセレクタ１２の前面及び左
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より、薄板等を加工した不正具を、隙間等を利用して前扉３の裏側へ侵入させてメダルセ
レクタ１２を不正に操作する等の不正行為を阻止することができる。
【００２３】
　また、メダル投入部４及びメダルセレクタ１２を、共に第２表装板６２に取り付けたた
め、前扉３の成型誤差、操作部表装板６の組み付け誤差等の影響を殆んど受けることなく
、メダル投入部４とメダルセレクタ１２との相互の位置精度を向上させることができる。
これにより、メダル投入部４に投入されたメダルを、メダルセレクタ１２が円滑に取り込
むことができる。
【符号の説明】
【００２４】
１　遊技機（スロットマシン）
２　筐体
３　前扉
４　メダル投入部
５　回転リール
６　操作部表装板
７　ＭＡＸベットボタン（操作スイッチ）
８　スタートレバー（操作スイッチ）
９　ストップボタン（操作スイッチ）
１０　精算ボタン（操作スイッチ）
１１　ベットボタン（操作スイッチ）
１２　メダルセレクタ
１３　メダルシュート
１４　返却ダクト
１５　取付金具
１６　セレクタブラケット
３１　メダル受皿
３２　表装板取付部
３３　開口部
４１　メダル案内部
６１　第１表装板
６２　第２表装板
１２１　メダル受入口
１２２　排出口
１２３　誘導路
６１１　前面部
６１２　上面部
６２１　上面部
６２２　右側面部
６２３　メダル投入取付孔
６２４　垂直面部
６２５　段差面
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