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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技装置を収設した本体と、前記本体に開閉可能に取り付けられ、第１部品を含む複数
の構成部品を配設した扉体と、からなる遊技台であって、
　前記第１部品または前記扉体の少なくとも一方は、前記複数の構成部品の一つである前
記第１部品を、前記扉体に形成した第１部品取付位置から所定の取り外し方向に所定距離
を移動させた仮取付位置に保持可能とする保持部を備え、
　前記第１部品は、前記第１部品取付位置に取り付けられている場合には、前記第１部品
取付位置に近接して配設された構成部品の他の一つである第２部品の一部に当接して、前
記第２部品の取り外し移動を困難とし、前記仮取付位置で前記保持部に保持されている場
合には、前記第２部品の取り外し移動を許容し、前記仮取付位置からさらに前記所定の取
り外し方向に移動させた場合には、当該第１部品自身が前記扉体から取り外されて、前記
第２部品の取外規制部品として機能するように構成されていることを特徴とする遊技台。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技台であって、
　前記第１部品または前記扉体の一方に、前記第１部品を前記第１部品取付位置に取り付
けると共に前記仮取付位置に保持させる係止腕部を備え、他方に第１係止段部および第２
係止段部を備え、
　前記第１部品取付位置において、前記係止腕部が前記第１係止段部に係止し、
　前記仮取付位置において前記係止腕部が前記第２係止段部に係止することを特徴とする
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遊技台。
【請求項３】
　請求項２に記載の遊技台であって、
　前記第２部品は複数の構成部品で構成され、該構成部品の夫々は、前記第１部品に設け
た第２部品用係止部に係止する係止片部を夫々備えていることを特徴とする遊技台。
【請求項４】
　請求項３に記載の遊技台であって、
　前記第１部品の第２部品用係止部は、前記第２部品の前記係止片部の夫々に対応する係
止片受部を備えていることを特徴とする遊技台。
【請求項５】
　請求項１ないし４の何れかに記載の遊技台であって、
　前記第１部品は、遊技者の操作を受付ける複数の操作部と、前記操作部の下部に配置さ
れた装飾パネル部と、を少なくとも備え、前記扉体の略中央に配置される中央部ユニット
であり、
　前記第２部品は、発光体を内部に格納し、前記扉体の左右に夫々配置されるサイドラン
プユニットであり、
　前記中央部ユニット及び前記サイドランプユニットは、前記扉体の前面側に取り付けら
れていることを特徴とする遊技台。
【請求項６】
　請求項５に記載の遊技台であって、
　前記サイドランプユニットは、前記発光体を配置した発光基部と、前記発光基部の前面
部を覆う透明カバー部と、で構成され、
　前記発光基部及び前記透明カバー部の夫々に、前記係止片部を備えたことを特徴とする
遊技台。
【請求項７】
　請求項６に記載の遊技台であって、
　前記第１部品としての中央部ユニットを、前記第１部品取付位置に取り付けると共に、
前記仮取付位置に保持させるために、前記扉体が備える第１部品用係止部は、前記扉体に
開設した挿通口と、該挿通口の縁に形成した係止段部を介して後方へ向けて延出する前記
係止延出片と、を備え、
　前記第１部品としての中央部ユニットは、前記挿通口に挿通され、前記係止延出片の外
端または前記係止段部に係止可能な係止爪部を有する前記係止腕部を備え、
　また、前記中央部ユニットは、前記第２部品としての前記サイドランプユニットの前記
係止片部と係止する前記第２部品用係止部を備え、
　前記第２部品用係止部は、前記第１部品取付位置において前記サイドランプユニットと
係止し、前記仮取付位置において前記サイドランプユニットと係止しないように構成され
ていることを特徴とする遊技台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシン（パチスロ）、パチンコ機に代表される遊技台に関し、詳し
くは、部品の着脱が容易な遊技台に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技台の一つとして、例えばスロットマシンが従来より知られている。このスロットマ
シンは、一般に、本体に対して開閉可能に設けた前面扉に、種々の部品を備えている。な
お、この明細書においては、部品は、単に「部分品」を示すばかりではなく、遊技台の全
体から見ると「部分品」となる諸装置や種々のユニット或いはアッセンブル所謂アッシー
などを示すものとする。
【０００３】
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　そして、前記した諸装置やユニット或いはアッシーを含む部品は、必要に応じて着脱可
能に配置され、不具合があった場合には、その部品のみを取り外して点検したり、交換可
能に設けられていた。
【０００４】
　しかしながら、近年は、他社の遊技台との差別化を図るために、より複雑な遊技台の開
発が進み、個々の部品の構成が複雑になり、かつ重量も増加する傾向にある。例えば、外
観の意匠性を重視したり、配置スペースの関係で、ネジ等の固定部品の配置場所の確保も
困難になるなど、諸装置や種々のユニット等を含む部品の取り付け・取り外しが困難にな
る傾向にある。
【０００５】
　そこで、サイドレンズユニットを固定することにより、他の複数の部品（上部ランプ、
リールパネル、操作部ユニット、腰部パネル等）が固定される遊技台が、例えば、特許文
献１に開示されている。
【０００６】
　この遊技台によれば、サイドレンズユニットの固定により、他の部品も確実に固定され
ることになり、サイドレンズユニットを除く他の部品の固定を簡素化することが可能であ
る。
【０００７】
【特許文献１】特開平２００４－２４４４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、前記したサイドレンズユニットには、ネジ等の固定部品の他にも、配線
用のハーネス等の部品が多数取り付けられている。即ち、前記した遊技台において、例え
ば、操作部ユニットを取り外す場合には、サイドレンズユニットに接続されている全ての
ハーネスを取り外した後に、このサイドレンズユニット自体を取り外す作業が必要となる
。このため、結果的に、操作部ユニットの取り外し作業が容易にならないという問題点が
あった。
【０００９】
　本発明は、上記のような問題点に鑑み、遊技台の扉体における諸部品の取り付けと取り
外しが容易な遊技台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】
【００１０】
　前記課題を解決するために、請求項１に係る発明は、遊技装置を収設した本体と、前記
本体に開閉可能に取り付けられ、第１部品を含む複数の構成部品を配設した扉体と、から
なる遊技台であって、前記第１部品または前記扉体の少なくとも一方は、前記複数の構成
部品の一つである前記第１部品を、前記扉体に形成した第１部品取付位置から所定の取り
外し方向に所定距離を移動させた仮取付位置に保持可能とする保持部を備え、前記第１部
品は、前記第１部品取付位置に取り付けられている場合には、前記第１部品取付位置に近
接して配設された構成部品の他の一つである第２部品の一部に当接して、前記第２部品の
取り外し移動を困難とし、前記仮取付位置で前記保持部に保持されている場合には、前記
第２部品の取り外し移動を許容し、前記仮取付位置からさらに前記所定の取り外し方向に
移動させた場合には、当該第１部品自身が前記扉体から取り外されて、前記第２部品の取
外規制部品として機能するように構成されていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の遊技台であって、前記第１部品または前記扉
体の一方に、前記第１部品を前記第１部品取付位置に取り付けると共に前記仮取付位置に
保持させる係止腕部を備え、他方に第１係止段部および第２係止段部を備え、前記第１部
品取付位置において、前記係止腕部が前記第１係止段部に係止し、前記仮取付位置におい
て前記係止腕部が前記第２係止段部に係止することを特徴とする。
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【００１２】
　請求項３に係る発明は、請求項２に記載の遊技台であって、前記第２部品は複数の構成
部品で構成され、該構成部品の夫々は、前記第１部品に設けた第２部品用係止部に係止す
る係止片部を夫々備えていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に係る発明は、請求項３に記載の遊技台であって、前記第１部品の第２部品用
係止部は、前記第２部品の前記係止片部の夫々に対応する係止片受部を備えていることを
特徴とする。
【００１４】
　請求項５に係る発明は、請求項１ないし４の何れかに記載の遊技台であって、前記第１
部品は、遊技者の操作を受付ける複数の操作部と、前記操作部の下部に配置された装飾パ
ネル部と、を少なくとも備え、前記扉体の略中央に配置される中央部ユニットであり、前
記第２部品は、発光体を内部に格納し、前記扉体の左右に夫々配置されるサイドランプユ
ニットであり、前記中央部ユニット及び前記サイドランプユニットは、前記扉体の前面側
に取り付けられていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項６に係る発明は、請求項５に記載の遊技台であって、前記サイドランプユニット
は、前記発光体を配置した発光基部と、前記発光基部の前面部を覆う透明カバー部と、で
構成され、前記発光基部及び前記透明カバー部の夫々に、前記係止片部を備えたことを特
徴とする。
【００１６】
　請求項７に係る発明は、請求項６に記載の遊技台であって、前記第１部品としての中央
部ユニットを、前記第１部品取付位置に取り付けると共に、前記仮取付位置に保持させる
ために、前記扉体が備える第１部品用係止部は、前記扉体に開設した挿通口と、該挿通口
の縁に形成した係止段部を介して後方へ向けて延出する前記係止延出片と、を備え、前記
第１部品としての中央部ユニットは、前記挿通口に挿通され、前記係止延出片の外端また
は前記係止段部に係止可能な係止爪部を有する前記係止腕部を備え、また、前記中央部ユ
ニットは、前記第２部品としての前記サイドランプユニットの前記係止片部と係止する前
記第２部品用係止部を備え、前記第２部品用係止部は、前記第１部品取付位置において前
記サイドランプユニットと係止し、前記仮取付位置において前記サイドランプユニットと
係止しないように構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１に係る発明によれば、着脱の対象となる一つの部品に対して、他の移動可能な
部品が、取付位置と仮取付位置とに移動することによって、前記対象となる部品に対して
取り外しを許容したり、取り外しを困難にすることができ、また、移動可能な部品を保持
しておくことができる。従って、対象となる部品の取り外しにおいて、移動可能な部品を
保持しておく必要がなく、部品の取り付け・取り外し作業が容易になる。一方、他の部品
を所定の位置に移動させないと、対象となる部品の取り付け取外しができないので、不正
な改造等に対する安全性が高まる。
【００１９】
　請求項２に係る発明によれば、第１部品取付位置において、前記係止腕部が前記第１係
止段部に係止し、前記仮取付位置において、前記係止腕部が前記第２係止段部に係止する
ことができる。
【００２０】
　請求項３に係る発明によれば、複数の部品に対して係止可能であって、各部品を第１部
品に対して安定して取り付けることができる。
【００２１】
　請求項４に係る発明によれば、複数の部品に対して係止可能であって、各部品を第１部
品に対して安定して取り付けることができる。
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【００２２】
　請求項５に係る発明によれば、遊技台の主要部品である中央部ユニットを第１部品とし
て、サイドランプユニットの取り付け・取り外しを容易に行うことができる。
【００２３】
　請求項６に係る発明によれば、サイドランプユニットを構成する発光基部及び透明カバ
ー部のそれぞれが、中央部ユニットに係止されるので、サイドランプユニットの安定した
取り付けが可能である。
【００２４】
　請求項７に係る発明によれば、中央部ユニットをサイドランプユニットの取付規制部品
として機能させることができ、サイドランプユニットの取り付け・取り外しを容易に行う
ことができる。また、サイドランプユニットの取り付け・取り外し作業中に、中央部ユニ
ットを保持させておくことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施形態
に係るスロットマシン１００の斜視図である。
【００２７】
＜全体の構成＞
　図１に示すスロットマシン１００は本体１０１と本体１０１の正面に取付けられ、本体
１０１に対して開閉可能な扉体である前面扉１０２とを備える。本体１０１の中央内部に
は、図示していないが、外周面に複数種類の絵柄が配置されたリールが３個（左リール、
中リール、右リール）収納され、スロットマシン１００の内部で回転できるように構成さ
れている。これらのリールはステッピングモータ等の駆動手段により回転駆動される。
【００２８】
　本実施形態において、各絵柄は、図示していない帯状部材に等間隔で適当数印刷され、
この帯状部材が所定の円形筒状の枠材に貼り付けられて各リールが構成されている。リー
ル上の絵柄は、遊技者から見ると、絵柄表示窓１１３から縦方向に概ね３つ表示され、合
計９つの絵柄が見えるようになっている。そして、各リールを回転させることにより、遊
技者から見える絵柄の組み合せが変動することとなる。つまり、各リールは複数種類の絵
柄の組合せを変動可能に表示する表示手段として機能する。なお、このような表示手段と
してはリール以外にも液晶表示装置等の電子画像表示装置も採用できる。また、本実施形
態では、３個のリールをスロットマシン１００の中央内部に備えているが、リールの数や
リールの設置位置はこれに限定されるものではない。
【００２９】
　各々のリールの背面には、絵柄表示窓１１３に表示される個々の絵柄を照明するための
バックライト（図示省略）が配置されている。バックライトは、各々の絵柄ごとに遮蔽さ
れて個々の絵柄を均等に照射できるようにすることが望ましい。なお、スロットマシン１
００内部において各々のリールの近傍には、投光部と受光部から成る光学式センサ（図示
省略）が設けられており、この光学式センサの投光部と受光部の間をリールに設けられた
一定の長さの遮光片が通過するように構成されている。このセンサの検出結果に基づいて
リール上の絵柄の回転方向の位置を判断し、目的とする絵柄が入賞ライン上に表示される
ようにリールを停止させる。
【００３０】
　入賞ライン表示ランプ１２０は、有効となる入賞ラインを示すランプである。有効とな
る入賞ラインは、遊技媒体としてベットされたメダルの数によって予め定まっている。入
賞ラインは５ラインあり、例えば、メダルが１枚ベットされた場合、中段の水平入賞ライ
ンが有効となり、メダルが２枚ベットされた場合、上段水平入賞ラインと下段水平入賞ラ
インが追加された３本が有効となり、メダルが３枚ベットされた場合、右下り入賞ライン
と右上り入賞ラインが追加された５ラインが入賞ラインとして有効になる。なお、入賞ラ
インの数については５ラインに限定されるものではない。
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【００３１】
　告知ランプ１１４は、例えば、内部抽選において特定の入賞役（具体的には、ボーナス
）に内部当選していること、または、ボーナス遊技中であることを遊技者に知らせるラン
プである。遊技メダル投入可能ランプ１２４は、遊技者が遊技メダルを投入可能であるこ
とを知らせるためのランプである。再遊技ランプ１２２は、前回の遊技において入賞役の
一つである再遊技に入賞した場合に、今回の遊技が再遊技可能であること（メダルの投入
が不要）を遊技者に知らせるランプである。リールパネルランプ１２３は演出用のランプ
である。
【００３２】
　ベットボタン１３０乃至１３２は、スロットマシン１００に電子的に貯留されているメ
ダル（クレジットという。）を所定の枚数分投入するためのボタンである。本実施形態に
おいては、ベットボタン１３０が押下される毎に１枚ずつ最大３枚まで投入され、ベット
ボタン１３１が押下されると２枚投入され、ベットボタン１３２が押下されると３枚投入
されるようになっている。以下、ベットボタン１３２はＭＡＸベットボタンとも言う。な
お、遊技メダル投入ランプ１２９は、投入されたメダル数に応じた数のランプを点灯させ
、規定枚数のメダルの投入があった場合、遊技の開始操作が可能な状態であることを知ら
せる遊技開始ランプ１２１が点灯する。
【００３３】
　メダル投入口１４１は、遊技を開始するに当たって遊技者がメダルを投入するための投
入口である。すなわち、メダルの投入は、ベットボタン１３０乃至１３２により電子的に
投入することもできるし、メダル投入口１４１から実際のメダルを投入（投入操作）する
こともでき、投入とは両者を含む意味である。貯留枚数表示器１２５は、スロットマシン
１００に電子的に貯留されているメダルの枚数を表示するための表示器である。表示器１
２６は、各種の内部情報（例えば、ボーナス遊技中のメダル払出枚数）を数値で表示する
ための表示器である。払出枚数表示器１２７は、何らかの入賞役に入賞した結果、遊技者
に払出されるメダルの枚数を表示するための表示器である。
【００３４】
　スタートレバー１３５は、リールの回転を開始させるためのレバー型のスイッチである
。即ち、メダル投入口１４１に所望するメダル枚数を投入するか、ベットボタン１３０乃
至１３２を操作して、スタートレバー１３５を操作すると、リールが回転を開始すること
となる。スタートレバー１３５に対する操作を遊技の開始操作と言う。
【００３５】
　ストップボタンユニット１３６には、ストップボタン１３７乃至１３９が設けられてい
る。ストップボタン１３７乃至１３９は、スタートレバー１３５の操作によって回転を開
始したリールを個別に停止させるためのボタン型のスイッチであり、各リールに対応づけ
られている。以下、ストップボタン１３７乃至１３９に対する操作を停止操作と言い、最
初の停止操作を第１停止操作、次の停止操作を第２停止操作、最後の停止操作を第３停止
操作という。なお、各ストップボタン１３７乃至１３９の内部に発光体を設けてもよく、
ストップボタン１３７乃至１３９の操作が可能である場合、該発光体を点灯させて遊技者
に知らせることもできる。
【００３６】
　メダル返却ボタン１３３は、投入されたメダルが詰まった場合に押下してメダルを取り
除くためのボタンである。精算ボタン１３４は、スロットマシン１００に電子的に貯留さ
れたメダル、ベットされたメダルを精算し、メダル払出口１４２から排出するためのボタ
ンである。ドアキー１４０は、スロットマシン１００の前面扉１０２のロックを解除する
ためのキーを挿入する孔である。メダル払出口１４２は、メダルを払出すための払出口で
ある。
【００３７】
　音孔１４３はスロットマシン１００内部に設けられているスピーカの音を外部に出力す
るための孔である。前面扉１０２の左右各部に設けられたサイドランプ１４４は遊技を盛
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り上げるための装飾用のランプである。なお、サイドランプ１４４は、複数の部材を組み
合わせてなるので、以下サイドランプユニット８００という。
【００３８】
＜前面扉の構成＞
　図２は、本体に蝶番を介して開閉可能に蝶着される扉体である前面扉１０２の斜視図で
ある。この前面扉１０２は、スロットマシン１００の主要な構成部品を備えており、例え
ば、上方から順に、上部ランプ６１１等を含む上部演出ユニット６１０、リールパネル押
えアッセンブリ６２０（以下、リールパネル押えアッシー６２０ということがある）、中
央部ユニットとして装飾パネル７１０等を含む操作部アッシー７００（以下、操作部ベー
ス７００または胴パネル７００ということがある）、メダル払出口パネル６３０、受皿ユ
ニット６４０、及び左右のサイドランプユニット８００など、種々の部品を備えている。
【００３９】
　そして、前記した絵柄表示窓１１３や、入賞ライン表示ランプ１２０、遊技開始ランプ
１２１、再遊技ランプ１２２、リールパネルランプ１２３、遊技メダル投入可能ランプ１
２４、貯留枚数表示器１２５、内部上方表示器１２６、払出枚数表示器１２７は、リール
パネル押えアッシー６２０に設けてある。
【００４０】
　図３は、部品の一つである後述する胴パネル７００を、前面扉１０２を構成する後述の
フロントパネル９００に対して僅かに前方へ移動させた状態を示す前面扉１０２の斜視図
である。このように、本実施形態においては、胴パネル７００を所定の移動量で前方へ移
動させることができ、この移動した状態を保持できるように構成してある。なお、胴パネ
ル７００の移動及び保持のための構成は後述する。
【００４１】
　図４は、部品の一つとして、フロントパネル９００に対して着脱可能に構成したサイド
ランプユニット８００を外した状態を示す前面扉１０２の斜視図である。なお、この図４
においても、胴パネル７００を所定の移動量で前方に移動させ、この移動した状態を保持
している。
【００４２】
　図５は、胴パネル７００を、前面扉１０２を構成するフロントパネル９００から取り外
した状態を示す前面扉１０２の斜視図である。このように、胴パネル７００は、他の部品
の着脱状態の影響を受けることなく着脱が可能なように構成してある。なお、胴パネル７
００には、遊技者が操作する操作部としてのベットボタン１３０乃至１３２、スタートレ
バー１３５、ストップボタン１３７乃至１３９等が配設され、これの電気部品には種々の
ハーネス（図示せず）が夫々接続されているので、これら多数のハーネスを外さない限り
、胴パネル７００をフロントパネル９００から完全に取り外すことはできない。
【００４３】
　一方、前面扉１０２を構成するフロントパネル９００には、胴パネル７００のハーネス
を通したり、複数のストップボタン１３７乃至１３９に対応するように挿通用開口部９１
１が開設してある。また、ストップボタン１３７乃至１３９などの操作部を操作したとき
に、この操作力がフロントパネル９００に加わってひび割れが生じないように、逃げとし
ての緩衝用開口部９１２が適宜設けてある。なお、フロントパネル９００の詳細について
は、後述する。
【００４４】
　図６は、前面扉１０２の分解斜視図である。即ち、前面扉１０２は、フロントパネル９
００に対して、上部ランプ６１１を含む上部演出ユニット６１０、リールパネル押えアッ
シー６２０、胴パネル７００、メダル払出口パネル６３０、受皿ユニット６４０、及び左
右のサイドランプユニット８００を、着脱可能に取り付けることにより構成してある。な
お、図３～図６に示す前面扉１０２においては、メダル投入口１４１を構成するメダル投
入口ユニットが取り外されており、図示を省略している。また、受皿ユニット６４０には
、灰皿２００が併設してある。
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【００４５】
　メダル払出口パネル６３０は、胴パネル７００の下方に位置し、受皿ユニット６４０の
後方開口部を塞ぐように配置され、フロントパネル９００の前面の一部を覆う部品であり
、交換可能に取り付けられている。また、このメダル払出口パネル６３０は、メダル払出
口１４２及び音孔１４３が開設された金属製の板状部品である。このため、メダル払出口
１４２から払い出されたメダルが、このメダル払出口パネル６３０に衝接或いは擦れても
、メダル払出口パネル６３０に傷が付く虞れが少なく、万が一、傷が付いても容易に交換
することができる。従って、常に、傷のない状態で遊技を行なうことができ、遊技者に好
印象を与えることができる。
【００４６】
　図７は、前面扉１０２を背面側から見た斜視図である。即ち、前面扉１０２を構成する
合成樹脂製のフロントパネル９００の背面側には、金属製の上部補強フレーム９２１、中
央補強フレーム９２２、下部補強フレーム９２３、及び左右の側部補強フレーム９２４が
、取り付けられている。なお、背面側から見て左側の側部補強フレーム９２４－Ｌには、
施錠装置９３０が設けられている。
【００４７】
　図８は、フロントパネル９００を別の角度から見た背面側の斜視図である。このフロン
トパネル９００は、合成樹脂により一体成形されており、上半部分には、上部演出ユニッ
ト６１０及びリールパネル押えアッシー６２０を取り付けるために、一つの大きく開口す
る窓状の開口部９２５が形成してあり、下半部分には、必要な受部や補強リブ、或いは取
付孔等が適宜形成してある。また、開口部９２５の枠部分にも、受部、補強リブ、取付孔
等が適宜設けてある。そして、このフロントパネル９００には種々の部品が取り付けられ
ると共に、前面にはカバー部材などが取り付けられる。このため、フロントパネル９００
は、前面が露出することがないので、メッキ処理等、外観上の装飾対策が必要なく、リサ
イクル性に優れる。また、部品やカバー部材等の交換により、いろいろな機種に対応する
ことができる。さらに、開口部９２５が一つに開口しているので、機種に応じて、上部演
出ユニット６１０を取り付ける領域を広くし、リールパネル押えアッシー６２０を取り付
ける領域を狭くしたり、取付領域を適宜調整して、フロントパネル９００を共通部材とし
て利用可能である。
【００４８】
　図９は、胴パネル７００、即ち操作部ベース７００の説明図である。図９（ａ）は、装
飾用のタイトルパネル、遊技者の操作を受け付ける操作部としてのベットボタン１３０乃
至１３２、スタートレバー１３５、ストップボタン１３７乃至１３９等、この胴パネル７
００に取り付けられる部品を全て取り外した状態の操作部ベース７００の斜視図、図９（
ｂ）は操作部ベース７００の右側面図、図９（ｃ）は操作部ベース７００を背面側から見
た斜視図、図９（ｄ）は（ｃ）におけるＡ部の拡大図である。
【００４９】
　この操作部ベース７００は、遊技者が操作して電子的にコインを投入するためのベット
ボタン１３０乃至１３２、遊技者が操作してリールの回転を停止させるためのストップボ
タン１３７乃至１３９、実際にコインを投入するためのコイン投入口を備えるコイン投入
口ユニット、バックライトと共に装飾用に設けられるタイトルパネル等が、取り付けられ
る部品であって、合成樹脂により一体成型されている。なお、タイトルパネルにはスロッ
トマシン１００の機種名や、遊技中に登場するキャラクタ等が表示され、必要に応じて交
換可能に構成してある。また、このタイトルパネル及びバックライト等を一括して装飾パ
ネル７１０或いは電飾パネルということがある。
【００５０】
　第１部品となる操作部ベース７００は、詳しくは後述するが、係止手段を備えており、
この係止手段を、第２部品となるフロントパネル９００に設けた第１部品用係止部に係止
させることができる。即ち、操作部ベース７００をフロントパネル９００の第１部品取付
位置に取付可能であり、またフロントパネル９００から操作部ベース７００を所定量引き
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出した仮取付位置に保持できるように構成してある。
【００５１】
　図１０は、フロントパネル９００に設けた第１部品用係止部９４０、及び操作部ベース
７００に設けた係止手段７２０の説明図であって、図１０（ａ）はフロントパネル９００
の要部の背面側斜視図、図１０（ｂ）は操作部ベース７００を所定の位置に押し込んだ状
態、言い換えると、胴パネル７００がフロントパネル９００の第１部品取付位置に装着さ
れた状態におけるＡ部の拡大図、図１０（ｃ）は操作部ベース７００が引き出されて仮取
付位置に保持されている状態におけるＡ部の拡大図である。
【００５２】
　操作部ベース７００が備える係止手段７２０は、操作部ベース７００の背面側から延出
する係止腕部７２１であり、この係止腕部７２１には係止爪部７２２が設けてある。具体
的には、図９（ｃ）及び図９（ｄ）に示すように、操作部ベース７００の背面側に、左右
一対に設けた係止腕部７２１の先端には、楔形に係止爪部７２２が形成されている。一方
、フロントパネル９００の背面側には、前記係止爪部７２２の配置に対応して、第１部品
用係止部９４０として係止段部９４１を備える係止延出片９４２が、フロントパネル９０
０に開設した挿通窓部９４３の縁に沿って設けてある。
【００５３】
　この第１部品用係止部９４０には、前記した係止腕部７２１の係止爪部７２２が係止可
能な、第１の係止段部９４１－１と第２の係止段部９４１－２とが形成してあり、この第
１の係止段部９４１と第２の係止段部９４１との間の距離が、操作部ベース７００の取付
位置と仮取付位置との間の移動量となる。言い換えると、操作部ベース７００は、第１の
係止段部９４１－１と第２の係止段部９４１－２との間を移動可能であって、第１の係止
段部９４１－１に係止爪部７２２が係止する位置が、第１部品取付位置となり、第２の係
止段部９４１に係止爪部７２２が係止する位置が、仮取付位置となり、この仮取付位置に
操作部ベース７００を保持しておくことができる。
【００５４】
　図１１は、第２部品としてのサイドランプユニット８００の説明図である。即ち、図１
１（ａ）は、スロットマシン１００に向って右側に位置する右サイドランプ８００Ｒの左
側面図、図１１（ｂ）は同上の正面図、図１１（ｃ）は同上の右側面図、図１１（ｄ）は
（ｂ）におけるＡ－Ａ線断面図、図１１（ｅ）は（ｄ）における先端部分の拡大図である
。
【００５５】
　図１２は、サイドランプユニット８００と操作部ベース７００との関係を示す、サイド
ランプユニット８００及び操作部ベース７００の右側面図である。サイドランプユニット
８００は、図示の実施例においては、発光体を配置した発光基部８１０に、透明カバー部
８２０を装着することにより構成されている。透明カバー部８２０は、例えば、透光性を
有するクリア（透明）部材とし、内部に配設したＬＥＤなどの発光体が点灯・点滅する状
態を透視可能すると、遊技者に対するインパクトが大きく、装飾効果が極めて高くなる。
また、発光基部８１０の内部および外部にメッキ処理を施して、光沢を与えておくと、透
明カバー部８２０のクリア部材との対比及び相乗効果により、更に装飾効果を高めること
ができる。
【００５６】
　このとき、サイドランプユニット８００の高さを大きく採る程、言い換えると、サイド
ランプユニット８００をフロントパネル９００の固定部から手前側へ大きく突出させた形
状とすると、外観上このサイドランプユニット８００が際立ち、装飾効果を更に増大させ
ることが可能である。
【００５７】
　しかしながら、サイドランプユニット８００は、通常、基端部分がフロントパネル９０
０に対して固定されているので、高さが高くなる程、即ち突出量が多くなる程、横方向に
振れ易くなってしまう。言い換えると、サイドランプユニット８００は、長手方向となる
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鉛直方向については安定するが、幅方向となる水平方向については不安定になってしまう
。そこで、この実施例においては、後述するように、サイドランプユニット８００の横方
向への移動を防止するようになっている。
【００５８】
　図１３は、前面扉１０２を構成するフロントパネル９００に設ける補強フレームの接続
部分の説明図である。即ち、図７に示すフロントパネル９００を構成する樹脂製の本体フ
レーム９１０には、金属製の中央補強フレーム９２２がネジ９５０によって固定される。
そして、この中央補強フレーム９２２には、上部演出ユニット６１０がネジ９５０によっ
て一部を重ねて固定されると共に、リールパネル押えアッシー６２０がネジ９５０によっ
て一部を重ねて固定されている。従って、上部演出ユニット６１０及びリールパネル押え
アッシー６２０も、補強部材として機能する。
【００５９】
　また、中央補強フレーム９２２が固定される位置は、機種によって変更可能である。即
ち、機種に応じて、演出表示装置等を取り付ける領域を広くし、リールが臨むリールパネ
ル押えアッシー６２０を取り付ける領域を狭くしたりして、フロントパネル９００を共通
部材として利用可能である。
【００６０】
　図１４は、本発明における部品の取り付け、取り外しに関する基本的な操作を示す概略
説明図である。即ち、ベースとなる基本部品に対して、第１部品と第２部品とを着脱可能
に取り付けてある。そこで、先ず、第２部品を取り外す場合について説明する。基本部品
としてのフロントパネル９００に対して、第１部品としての胴パネル７００（操作部ベー
ス７００）と、第２部品としてのサイドランプユニット８００と、が取り付けられている
。
【００６１】
　基本部品であるフロントパネル９００には、凹陥状の装着部９０１が設けてあり、この
装着部９０１に第２部品であるサイドランプユニット８００が入り込んで取り付けられて
いる。図示しないが、サイドランプユニット８００の装着部９０１に当接する部位は、フ
ロントパネル９００にネジにより固定されており、このネジを取り外した場合であっても
、サイドランプユニット８００が、サイドランプユニット８００の幅方向、図１４におい
ては紙面の上下方向への移動が阻止されるように、凹陥状の装着部９０１に嵌まり込んで
いる。
【００６２】
　また、第１部品である胴パネル７００は、第１部品取付位置にあり、フロントパネル９
００に設けた第１部品用係止部９４０である第１の係止段部９４１－１に、胴パネル７０
０に設けた係止爪部７２２が係止している。このため、第１部品である胴パネル７００は
、前方へ移動することができないと共に、胴パネル７００に設けた係止片受部７３０と、
サイドランプユニット８００に設けた係止片部８３０とが係止するので、第２部品も容易
に取り外すことはできない。即ち、胴パネル７００が、サイドランプユニット８００の取
り外し移動を困難にし、胴パネル７００がサイドランプユニット８００の取外規制部品と
して機能している。
【００６３】
　そこで、第２の部品であるサイドランプユニット８００を取り外す場合には、先ず、第
１部品である胴パネル７００を、所定量だけ前方へ引き出す。即ち、胴パネル７００を図
１４において左側へ移動させ、仮取付位置まで移動させるのである。このとき、第１の係
止段部９４１－１と係止爪部７２２との係止を一旦解除して移動させる。そして、仮取付
位置に胴パネル７００が到達すると、胴パネル７００に設けた係止爪部７２２が、フロン
トパネル９００の第２の係止段部９４１－２に係止し、胴パネル７００を仮取付位置に保
持させることができる。
【００６４】
　胴パネル７００が、仮取付位置に保持された状態では、胴パネル７００とサイドランプ
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ユニット８００との係合が外れる。言い換えると、胴パネル７００に設けた係止片受部７
３０と、サイドランプユニット８００に設けた係止片部８３０との係止が外れて、サイド
ランプユニット８００が移動自在になる。従って、この胴パネル７００が仮取付位置に保
持される状態になれば、サイドランプユニット８００を、フロントパネル９００から容易
に取り外すことができる。
【００６５】
　一方、第２部品を基本部品に取り付けるには、この第２部品を所定の位置に置き、第１
部品を第１部品取付位置に移動させて、係止片部８３０を係止片受部７３０に係止させれ
ば、第２部品を基本部品に対して取り付けることができる。具体的には、図１４（ｃ）に
示すように、胴パネル７００の係止爪部７２２とフロントパネル９００の第２の係止段部
９４１－２とが係止する仮取付位置に、胴パネル７００を位置させる。次に、図１４（ｃ
）に矢印で示す方向とは逆に、サイドランプユニット８００を内側に向けて移動させて、
図１４（ｂ）に示すように、フロントパネル９００に凹陥状に形成した装着部９０１に、
サイドランプユニット８００を挿入して、所定の位置に装着させる。なお、図示していな
いが、サイドランプユニット８００の装着部９０１に当接する部位は、フロントパネル９
００にネジにより固定してある。この状態では、未だ、胴パネル７００の係止片受部７３
０とサイドランプユニット８００の係止片部８３０とが係止していない。このため、この
状態のサイドランプユニット８００は、手前側が左右に揺れ動いてしまうような不安定な
状態でフロントパネル９００に付いている。
【００６６】
　そこで、図１４（ｂ）に示す矢印とは反対方向に、即ち紙面において右側に、胴パネル
７００を移動させる。すると、胴パネル７００の係止爪部７２２とフロントパネル９００
の第１の係止段部９４１－１とが係止する第１部品取付位置に移動する。この第１部品取
付位置では、サイドランプユニット８００が胴パネル７００に当接するため、サイドラン
プユニット８００を取り外して移動させることができなくなる。また、胴パネル７００に
設けた係止片受部７３０と、サイドランプユニット８００に設けた係止片部８３０とが係
止するので、サイドランプユニット８００の手前側が左右に揺れ動くことを阻止すること
ができる。
【００６７】
　一方、第１部品は、第２部品の影響を受けることなく、単独で着脱可能である。即ち、
取付位置にあり係止爪部７２２が第１の係止段部９４１－１に係止している第１部品であ
る胴パネル７００を一旦引き出すと、係止爪部７２２が第２の係止段部９４１－２に係止
して仮取付位置に保持される、しかしながら、この係止を解けば、第１部品は自由になる
。そこで、第１部品を更に引き出せば、第１部品を、基本部品から完全に取り外すことが
できる。
【００６８】
　次に、実際のスロットマシン１００に当て嵌めると、第１部品は胴パネル７００（操作
部ベース７００）に相当し、第２部品はサイドランプユニット８００に相当し、基本部品
にはフロントパネル９００（前面扉１０２）が相当する。
【００６９】
　そこで、例えば、図４や、図８～図１２等に戻って具体的に説明する。操作部ベース７
００には、係止手段７２０が設けてある。この係止手段７２０は、操作部ベース７００の
背面側から延出する係止腕部７２１の先端に係止爪部７２２を備えている。また、この操
作部ベース７００の側板部分には、サイドランプユニット８００に設けた係止片部８３０
に対応する係止片受部７３０が形成されている。即ち、操作部ベース７００には、係止片
受部７３０として、上部サイドランプカバー係止凹部７３１及び下部サイドランプカバー
係止凹部７３２が、形成されている（図１２参照）。
【００７０】
　一方、サイドランプユニット８００は、フロントパネル９００の上端縁から下端縁まで
延設されるように、かつ最も高い位置が胴パネル７００の最も高い位置より高くなるよう
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に形成されている。そして、サイドランプユニット８００が胴パネル７００と接する側の
壁面部分には、前記した操作部ベース７００の上部サイドランプカバー係止凹部７３１及
び下部サイドランプカバー係止凹部７３２に対応して、上部サイドランプカバー係止凸部
８３１及び下部サイドランプカバー係止凸部８３２が形成されている。そして、これらの
上部サイドランプカバー係止凸部８３１及び下部サイドランプカバー係止凸部８３２は、
第２部品における係止片部８３０となる。
【００７１】
　前記した各係止凹部７３１，７３２及び各係止凸部８３１，８３２は、互いに係止可能
なように形成してある。言い換えると、各係止凹部７３１，７３２と各係止凸部８３１，
８３２とを互いに係止させると、サイドランプユニット８００を、所定の位置に取り付け
ることができる。また、この実施例では、上部サイドランプカバー係止凸部８３１がサイ
ドランプユニット８００の手前側へ高く突出した部分に設けてあるので、サイドランプユ
ニット８００の横方向への移動を防止することができる。
【００７２】
　また、サイドランプユニット８００が所定の位置に取り付けられた通常の状態では、操
作部ベース７００が第１部品取付位置にあるため、操作部ベース７００の係止爪部７２２
がフロントパネル９００の第１の係止段部９４１－１に係止している。このため、サイド
ランプユニット８００を、取り外そうとしても、前記した各係止凹部７３１，７３２及び
各係止凸部８３１，８３２が互いに係止していることと相俟って、サイドランプユニット
８００を取り外すことはできない。
【００７３】
　そこで、サイドランプユニット８００を取り外すには、先ず、操作部ベース７００を所
定の位置へ移動させる。即ち、操作部ベース７００を所定量手前へ引き出すと、係止腕部
７２１の係止爪部７２２がフロントパネル９００に設けた外側の第２の係止段部９４１－
２に係止する。この係止爪部７２２と第２の係止段部９４１－２とが係止した状態では、
操作部ベース７００から手を離しても、この位置を保持することができる。そして、この
操作部ベース７００が保持された状態を、操作部ベース７００が仮取付位置にあるという
。
【００７４】
　操作部ベース７００がこの仮取付位置に来ると、前記した操作部ベース７００の各係止
凹部７３１，７３２と、フロントパネル９００の各係止凸部８３１，８３２との係止が解
除される。従って、操作部ベース７００が仮取付位置にある状態では、サイドランプユニ
ット８００を取り外すことができるようになる。
【００７５】
　更に、詳しく述べれば、操作部ベース７００と、サイドランプユニット８００と、フロ
ントパネル９００とが、組み立てられている状態では、操作部ベース７００に設けた係止
腕部７２１の係止爪部７２２が、フロントパネル９００に設けた係止段部９４１に係止し
ている（図１０（ａ）及び（ｂ）の状態）。即ち、フロントパネル９００の係止延出片９
４２の先端部に形成した第１係止段部９４１－１に、操作部ベース７００の係止爪部７２
２が係止する。そして、この操作部ベース７００が第１部品取付位置にある通常の状態で
は、例えば図１４（ａ）に示したのと同様に、サイドランプユニット８００に設けた上部
サイドランプカバー係止凸部８３１及び下部サイドランプカバー係止凸部８３２と、操作
部ベース７００に設けた上部サイドランプカバー係止凹部７３１及び下部サイドランプカ
バー係止凹部７３２とが係止しているため、サイドランプユニット８００を側方に外すこ
とができない。
【００７６】
　次に、操作部ベース７００を前方に所定量引き出す。なお、このとき、操作部ベース７
００の係止腕部７２１を若干撓ませることにより、一旦、係止爪部７２２と第１係止段部
９４１－１との係止を外してから引き出す。すると、操作部ベース７００側の係止爪部７
２２が、フロントパネル９００側の係止延出片９４２の付根、言い換えると、挿通窓部９
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４３の縁に形成した第２係止段部９４１－２に係止する（図１０（ｃ）の状態）。この状
態では、操作部ベース７００を所定量引き出された位置、即ち仮取付位置に保持しておく
ことができる。この操作部ベース７００が仮取付位置に保持された状態では、ハーネス類
に負荷がかからないようになっている。
【００７７】
　そして、この操作部ベース７００を引き出した状態では、サイドランプユニット８００
を、側方に外すことができる。即ち、図１４（ｂ）に示したのと同様に、サイドランプユ
ニット８００の上部サイドランプカバー係止凸部８３１及び下部サイドランプカバー係止
凸部８３２と、操作部ベース７００の上部サイドランプカバー係止凹部７３１及び下部サ
イドランプカバー係止凹部７３２と、の係止が外れているので、サイドランプユニット８
００を側方に引き出せば、簡単にサイドランプユニット８００を取り外すことができる。
したがって、サイドランプユニット８００を、遊技店においても容易に交換することがで
きる。なお、操作部ベース７００を引き出す所定量は、サイドランプユニット８００を取
り外すことができる量に設定してあるばかりではなく、操作部ベース７００を引き出した
際に、ハーネス類に負荷がかからない程度に設定してある。
【００７８】
　図１５は、他の実施例を示す前面扉１０２の概略斜視図である。この実施例においては
、複数の諸部品が取り外し可能になっている。例えば、この図１５（ａ）に示す実施例に
おいては、上部演出ユニット６１０を第１部品に設定して移動可能とすることで、第２部
品としてのサイドランプユニット８００を取り外し可能に構成してある。
【００７９】
　また、図１５（ｂ）に示す実施例においては、受皿ユニット６４０を第１部品に設定し
て移動可能に構成している。この実施例によっても、第２部品であるサイドランプユニッ
ト８００が取り外し可能になる。
【００８０】
　更に、図１５（ｃ）においては、操作部ベース７００を移動可能に構成している。即ち
、操作部ベース７００を移動させて仮取付位置に保持することにより、当該操作部ベース
７００のメンテナンス作業等を容易に行なうことが可能なる。例えば、完全に取り外して
しまった操作部ベース７００が、通行の邪魔になったり、取り外した操作部ベース７００
が散逸してしまったり、破損する虞れがない。
【００８１】
　図１６は、サイドランプユニット８００を移動可能な第１部品に設定した実施例を示す
ものである。即ち、この実施例においては、第１部品であるサイドランプユニット８００
を、手前に引き出して仮取付位置に保持した状態で、第２部品に設定した上部演出ユニッ
ト６１０、操作部ベース７００、受皿ユニット６４０を各々取り外すことができるように
構成してある。
【００８２】
　このように、第１部品が第１部品取付位置にあるときには、取り外しができずに、第１
部品が仮取付位置にあるときには、取り外しができるように構成する第２部品は、一つに
限ることがなく、複数の部品をこの第２部品に設定することができる。
【００８３】
　更に、移動可能になった第２部品が、続く部品に対しては第１部品として機能するよう
に構成することも可能である。即ち、複数の部品が次々に連係して、取り外しが可能にな
るように構成してもよい。このように構成すれば、予め定められた手順に従って各部品を
操作しなければならないので、不正行為の防止などに効果的である。
【００８４】
　図１７に示す実施例では、フロントパネル９００に、所謂ダルマ型の挿通口９６０を開
設し、この挿通口９６０に、胴パネル７００（操作部ベース７００）に突設した、係止棒
７４０を挿通するように構成してある。
【００８５】
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　係止棒７４０は、例えば図１７（ｂ）に示すように、２つの係止リング７４１が取り付
けてあり、この係止リング７４１が、前記した挿通口９６０の縁に係止可能である。即ち
、胴パネル７００が通常の位置に装着された状態、即ち第１部品取付位置にある状態では
、胴パネル７００に近い側の第１係止リング７４１－１が、下側に位置する小径挿通口９
６０－１の縁に係止している。
【００８６】
　次に、図１７（ｃ）に示すように、胴パネル７００を若干持ち上げて（矢印Ａ方向に移
動）、小径挿通口９６０－１の上側に連通している大径挿通口９６０－２内を通して第１
係止リング７４１－１を引き出す（矢印Ｂ方向に移動）。次いで、図１７（ｄ）に示すよ
うに、胴パネル７００から遠い側の第２係止リング７４１－２が、小径挿通口９６０－１
の縁に係止するように、胴パネル７００を下降させる（矢印Ｃ方向に移動）。すると、図
示されていないが、胴パネル７００を若干引き出した状態で保持することができる。そし
て、この胴パネル７００が保持される位置が仮取付位置である。
【００８７】
　この実施例においても、第１部品である胴パネル７００が仮取付位置にあるときに、第
２部品であるサイドランプユニット８００を着脱することが可能になる。従って、この実
施例によっても、部品の取り付け、取り外しが容易になる。
【００８８】
　図１８は、他の実施例による部品の取り付け、取り外しに関する基本的な操作を示す概
略説明図である。そして、この実施例においては、第１部品の移動方向を、遊技台の後方
へ向けて移動するように設定している。即ち、第２部品としてのサイドランプユニット８
００を着脱可能にする際に、第１部品としてのフロントパネル９００を後方に移動させる
ようにしたものである。具体的には、第１部品であるフロントパネル９００は、第１部品
取付位置にあり、フロントパネル９００に設けた第１部品用係止部９４０である係止爪部
９４４が、胴パネル７００に係止手段７２０として設けた第１の係止段部７２３－１に係
止している（図１８（ａ））。また、この実施例においては、フロントパネル９００を後
側へ所定量移動させ、この位置を前記した係止爪部９４４と係止手段７２０である第２の
係止段部７２３－２とが係止することによって保持して、仮取付位置としている（図１８
（ｂ））。この仮取付位置においては、サイドランプユニット８００の係止片部８３０と
、フロントパネル９００の係止片受部９３１との係止が外れているので、サイドランプユ
ニット８００を容易に着脱可能である（図１８（ｃ））。なお、図１４に示した実施例と
同じ機能を備える部材には、同一符号を付して説明を省略する。
【００８９】
　この実施例によれば、胴パネル７００が、サイドランプユニット８００の着脱時に、前
側に突出しないので、作業の邪魔になったり、ぶつかって破損する恐れがない。また、遊
技台においては、構造上、前面扉１０２を開かないと、作業できないので、不正遊技に対
する安全性が高い。そして、この実施例に示すように、第１部品の移動方向は、どのよう
に設定してもよい。
【００９０】
　図１９は、他の実施例を示す前面扉１０２の概略説明図である。この図１９（ａ）に示
す実施例においては、胴パネル７００、受皿ユニット６４０等、複数部品の取り外しが可
能になるように構成してある。即ち、この実施例においては、胴パネル７００ばかりでは
なく、受皿ユニット６４０等、他の部品も取り外し可能に構成してある。
【００９１】
　また、図１９（ｂ）に示す実施例においては、一旦取り外した胴パネル７００を、所定
の位置に支持させておくように、支持棒９７０を設けている。この支持棒９７０は、通常
は内部に収納されており、必要なときに、引き出して使用するように構成してある。
【００９２】
　このように構成しておけば、取り外した部品を、置き忘れたり、バラバラになってしま
うことがない。また、必要な装置或いは部品を、支持棒９７０に引っ掛けて一組にしてお
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けば、組立工程などにおいて、効率的である。
【００９３】
　図２０は、更に他の実施例を示す前面扉１０２の概略説明図である。この実施例におい
ては、第１部品に設定した胴パネル７００が上方へスライド移動するように構成してある
。即ち、図２０（ａ）に矢印で示すように、胴パネル７００を上向きに移動させている。
また、図２０（ｂ）に示すように、胴パネル７００とフロントパネル９００とが、リンク
部材７５０によって連結されており、胴パネル７００とフロントパネル９００とが分離す
ることなく、胴パネル７００をスライドさせることができるように構成してある。更に、
胴パネル７００がスライド移動すると、サイドランプユニット８００と胴パネル７００と
の係止が外れるように構成してある。なお、第１部品である胴パネル７００が上方へスラ
イド移動して、仮取付位置にあるとき、第２部品であるサイドランプユニット８００が着
脱可能になる。そして、第１部品自体は、着脱できずに、第２部品の取外規制部品として
のみ機能している。
【００９４】
　このように、第２部品を着脱可能とするために、第１部品を取り外すことなく移動させ
るようにしてもよい。また、移動方向は、どのような方向に設定してもよい。
【００９５】
　図２１では、胴パネル７００を構成する一部品を移動させることにより、サイドランプ
ユニット８００の着脱を可能に構成している。即ち、胴パネル７００とフロントパネル９
００との係止を維持したまま、胴パネル７００の一部を構成するキー部材７６０をスライ
ドさせることにより、このキー部材７６０とサイドランプユニット８００との係止を解除
して、サイドランプユニット８００を着脱可能に構成している。即ち、キー部材７６０に
係止片受部７３０を形成して、サイドランプユニット８００の係止片部８３０が係止可能
なように構成してある。なお、図１４に示した実施例と同じ機能を備える部材には、同一
符号を付して説明を省略する。
【００９６】
　このように、サイドランプユニット８００を着脱する際に、胴パネル７００の全体を移
動させるのではなく、胴パネル７００の一部を移動させてサイドランプユニット８００と
胴パネル７００との係止を解除するように構成しても、胴パネル７００が取付位置と仮取
付位置とに移動可能であるということができ、胴パネル７００が取外規制部品として充分
に機能する。
【００９７】
　この実施例によれば、大きな部品全体を移動させる必要がないので、簡単な構成及び操
作によって、対象となる部品を着脱可能に構成することができる。この実施例においても
、移動方向は、どのように設定してもよい。
【００９８】
　上記した各実施例においては。遊技台の一例として遊技媒体にメダルを用いるスロット
マシンについて説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、遊技媒体
として遊技球（例えば、パチンコ玉）を用いるスロットマシン（いわゆるパロット）やパ
チンコ機などにも適用可能である。
【００９９】
　例えば、本発明が適用されるパチンコ機としては、所定の図柄（識別情報）を変動表示
する可変表示装置を備え、始動入賞口に遊技球が入って入賞することを契機として、可変
表示装置が図柄を変動させた後に停止表示させて、遊技状態の推移を告知するようなパチ
ンコ機が一例として挙げられる。
【０１００】
　このようなパチンコ機では、遊技球が始動入賞口に入球すると、抽選を行い、この抽選
結果が大当りであるか否かを判定する。そして、この抽選で大当たりに当選すると、可変
表示装置により、特定の図柄による組合せ（大当たり図柄；例えば、７７７など）が表示
され、大当たり状態に移行する。大当たり状態では、大入賞口が、例えば、所定の時間ま
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たは所定の回数、開放され続けるので、遊技球は入球しやすい状態となり、遊技者にとっ
て有利な状態が実現されるようになっている。また、特定の図柄による組合せ（大当たり
図柄）が、確率変動を伴う大当たり図柄（確変図柄）である場合には、次に大当たりとな
る確率が高くなり、遊技者にとってさらに有利な状態が実現される。
【０１０１】
　以上、本発明を図示の実施例について説明したが、本発明は前記した各実施例に限定さ
れるものではなく、特許請求の範囲に記載した構成を変更しない限り適宜に実施できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】遊技台の一例であるスロットマシンの斜視図である。
【図２】スロットマシンにおける扉体である前面扉の斜視図である。
【図３】中央部ユニットである胴パネルを前面扉を構成するフロントパネルに対して前方
へ移動させた状態を示す前面扉の斜視図である。
【図４】前面扉に対して着脱可能に構成したサイドランプユニットを外した状態を示す前
面扉の斜視図である。
【図５】胴パネルをフロントパネルから取り外した状態を示す前面扉の斜視図である。
【図６】前面扉を前方から見た前面扉の分解斜視図である。
【図７】前面扉を後方から見た前面扉の分解斜視図である。
【図８】フロントパネルを後方から別の角度で見たフロントパネルの斜視図である。
【図９】胴パネルの説明図であり、（ａ）は操作部ベースの斜視図、（ｂ）は操作部ベー
スの右側面図、（ｃ）は操作部ベースを背面側から見た斜視図、（ｄ）は（ｃ）における
Ａ部の拡大図である。
【図１０】フロントパネルに設けた第１部品用係止部及び操作部ベースに設けた係止手段
の説明図であって、（ａ）はフロントパネルの要部の背面側斜視図、（ｂ）は胴パネルが
フロントパネルの第１部品取付位置に装着された状態におけるＡ部の拡大図、（ｃ）は操
作ベースが仮取付位置に保持されている状態におけるＡ部の拡大図である。
【図１１】サイドランプユニットの説明図であり、（ａ）はスロットマシンに向って右側
に位置する右サイドランプの左側面図、（ｂ）は同上の正面図、（ｃ）は同上の右側面図
、（ｄ）は（ｂ）におけるＡ－Ａ線断面図、（ｅ）は（ｄ）における先端部分の拡大図で
ある。
【図１２】サイドランプユニット及び操作部ベースの右側面図である。
【図１３】前面扉を構成するフロントパネルに設けるフレームの接続部分の説明図である
。
【図１４】部品の取り付け・取り外しに関する基本的な構成及び着脱操作を示す概略説明
図である。
【図１５】他の実施例を示すスロットマシンの概略斜視図である。
【図１６】サイドランプユニットを移動可能な第１部品に設定した前面扉の分解斜視図で
ある。
【図１７】他の実施例を示すフロントパネルの背面側を示す要部の斜視図である。
【図１８】他の実施例による部品の取り付け・取り外しに関する基本的な構成及び着脱操
作を示す概略説明図である。
【図１９】他の実施例を示す前面扉の概略説明図である。
【図２０】更に他の実施例を示す前面扉の概略説明図である。
【図２１】他の実施例による部品の取り付け・取り外しに関する基本的な構成及び着脱操
作を示す概略説明図である。
【符号の説明】
【０１０３】
　１００　スロットマシン
　１０１　本体
　１０２　前面扉
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　６１０　上部演出ユニット
　６２０　リールパネル押えアッシー
　６３０　メダル払出口パネル
　６４０　受皿ユニット
　７００　胴パネル（操作部ベース）
　７２０　係止手段
　７２１　係止腕部
　７２２　係止爪部
　７３０　係止片受部
　７３１　上部サイドランプカバー係止凹部
　７３２　下部サイドランプカバー係止凹部
　７４０　係止棒
　７４１　係止リング
　７５０　リンク部材
　７６０　キー部材
　８００　サイドランプユニット
　８１０　発光基部
　８２０　透明カバー部
　８３０　係止片部
　８３１　上部サイドランプカバー係止凸部
　８３２　下部サイドランプカバー係止凸部
　９００　フロントパネル
　９１０　本体フレーム
　９１１　挿通用開口部
　９１２　緩衝用開口部
　９２１　上部補強フレーム
　９２２　中央補強フレーム
　９２３　下部補強フレーム
　９２４　側部補強フレーム
　９２５　開口部
　９３０　施錠装置
　９４０　第１部品用係止部
　９４１　係止段部
　９４２　係止延出片
　９４３　挿通窓部
　９５０　ネジ
　９６０　挿通口
　９７０　支持棒
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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