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(57)【要約】
【課題】多彩な演出を行うことが可能な遊技機を提供す
る。
【解決手段】前面扉１０２０における装飾パネル部材１
１８０の後方側に、上パネル部材１２１０に向けて光を
発光可能な上パネルランプを有する装飾ランプ基板１１
２０，１１３０が設けられ、操作ユニット取付部１０５
０の上面部と上パネル部材１２１０とに挟まれて、装飾
ランプ基板１１２０，１１３０の上パネルランプからの
光を透過させて上パネル部材１２１０の少なくとも一部
を発光させることが可能な左側透光部材１２２０および
右側透光部材１２３０が取り付けられている。
【選択図】図４０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前方に開口部を有する箱状に形成された本体部材と、
　前記本体部材に対して前記開口部を開閉可能に取り付けられた開閉部材と、
　前記本体部材の内部に収容された遊技を行うための遊技装置と、
　前記開閉部材の前面側に設けられ、前記開閉部材の前面側から前方に突出するとともに
左右方向に延びる操作装置取付部と、
　前記操作装置取付部の上面部に設けられた上側取付部に取り付けられ、遊技を行うため
の操作が行われる上側操作装置と、
　前記開閉部材の前面側における前記上側操作装置の下方に取り付けられ、所定の装飾が
施された装飾パネルとを備え、
　前記操作装置取付部の前記上面部に、前記上面部における前記上側取付部を除いた部分
を覆う板状の上パネル部材が取り付けられており、
　前記開閉部材における前記装飾パネルの後方側に、前記上パネル部材に向けて光を発光
可能な上パネルランプが設けられ、
　前記操作装置取付部の前記上面部と前記上パネル部材とに挟まれて、前記上パネルラン
プからの光を透過させて前記上パネル部材の少なくとも一部を発光させることが可能な板
状の透光部材が取り付けられることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記操作装置取付部の前面部の一部に、前記装飾パネルの上部に覆われる上側パネル取
付部が形成され、
　前記透光部材は、前記操作装置取付部の前記上面部における前記上側パネル取付部の上
方に配置されて、前記上パネル部材における前記上側パネル取付部の上方に位置する部分
を発光させることが可能であり、
　前記上パネルランプは、前記装飾パネルの上部と前記上側パネル取付部との間に設けら
れ、前記透光部材の前部に向けて光を発光可能な前側上パネルランプを有することを特徴
とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記上側パネル取付部の後側に設けられ、前記透光部材における前記前部と異なる部分
に向けて光を発光可能な後側上パネルランプを有することを特徴とする請求項２に記載の
遊技機。
【請求項４】
　前記装飾パネルの上部と前記上側パネル取付部との間に、前記装飾パネルの上部を後側
から照明するための光を発光可能な装飾ランプを有する装飾ランプ基板が設けられ、
　前記前側上パネルランプが、前記装飾ランプ基板の上端部近傍に配設されることを特徴
とする請求項２または３に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシン等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種であるスロットマシンは、リールを回転させるリールユニットと、リール
ユニットの作動制御を行う主制御装置と、遊技の結果に応じてメダルを払い出す払出装置
と、これらを収容する箱状の基体部（本体部材）と、基体部の前面開口部を開閉可能な前
面扉（開閉部材）とを備えて構成されている（例えば、特許文献１を参照）。また、前面
扉には、電飾装置や化粧板等の装飾部品と、所定の演出画像を表示可能な画像表示装置と
、電飾装置および画像表示装置等の制御を行う副制御装置とが取り付けられている。また
近年、遊技機には、所定の発光演出が可能な演出装置が用いられつつある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１８３４０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、このような遊技機では、より多彩な演出を行うための方策が求められて
いる。
【０００５】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、多彩な演出を行うことが可能
な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】
　このような目的達成のため、本発明に係る遊技機は、前方に開口部を有する箱状に形成
された本体部材と、前記本体部材に対して前記開口部を開閉可能に取り付けられた開閉部
材と、前記本体部材の内部に収容された遊技を行うための遊技装置と、前記開閉部材の前
面側に設けられ、前記開閉部材の前面側から前方に突出するとともに左右方向に延びる操
作装置取付部と、前記操作装置取付部の上面部に設けられた上側取付部に取り付けられ、
遊技を行うための操作が行われる上側操作装置と、前記開閉部材の前面側における前記上
側操作装置の下方に取り付けられ、所定の装飾が施された装飾パネルとを備え、前記操作
装置取付部の前記上面部に、前記上面部における前記上側取付部を除いた部分を覆う板状
の上パネル部材が取り付けられており、前記開閉部材における前記装飾パネルの後方側に
、前記上パネル部材に向けて光を発光可能な上パネルランプが設けられ、前記操作装置取
付部の前記上面部と前記上パネル部材とに挟まれて、前記上パネルランプからの光を透過
させて前記上パネル部材の少なくとも一部を発光させることが可能な板状の透光部材が取
り付けられる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、遊技機による多彩な演出を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態のスロットマシンを示す正面図である。
【図２】第１実施形態のスロットマシンの内部構造を示す正面図である。
【図３】第１実施形態のスロットマシンの前面扉を後方から見た図である。
【図４】リールシャッターユニットの斜視図である。
【図５】リールシャッターユニットの分解斜視図である。
【図６】シャッター装置の斜視図である。
【図７】シャッター装置の背面図である。
【図８】シャッター装置の分解斜視図である。
【図９】（ａ）は可動シャッター部が待機位置に位置する状態を示す側断面図であり、（
ｂ）は可動シャッター部が遮蔽位置に位置する状態を示す側断面図である。
【図１０】可動シャッター部が遮蔽位置に位置する状態を示す拡大断面図である。
【図１１】（ａ）は演出表示装置を前方から見た斜視図であり、（ｂ）は演出表示装置を
後方から見た斜視図である。
【図１２】演出表示装置の分解斜視図である。
【図１３】（ａ）は演出表示装置の側断面図であり、（ｂ）は演出表示装置を下方から見
た平断面図である。
【図１４】上部マスクユニットの分解斜視図である。
【図１５】上部マスクユニットの側断面図である。
【図１６】第２実施形態のスロットマシンを示す正面図である。
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【図１７】第２実施形態のスロットマシンの内部構造を示す正面図である。
【図１８】第２実施形態のスロットマシンの前面扉を後方から見た図である。
【図１９】前面扉の分解斜視図である。
【図２０】前面扉の一部を取り外した状態を示す斜視図である。
【図２１】下部発光演出装置の斜視図である。
【図２２】下部発光演出装置を前方から見た分解斜視図である。
【図２３】下部発光演出装置を後方から見た分解斜視図である。
【図２４】（ａ）は下部発光演出装置の正面図であり、（ｂ）は下部発光演出装置の平断
面図である。
【図２５】下部発光演出装置の側断面図である。
【図２６】上部マスクユニットの分解斜視図である。
【図２７】上部発光演出装置の斜視図である。
【図２８】上部発光演出装置の分解斜視図である。
【図２９】上部発光演出装置の側断面図である。
【図３０】（ａ）は上部発光演出装置の第１上部演出ランプを発光させた状態を示す正面
図であり、（ｂ）は上部発光演出装置の第２上部演出ランプを発光させた状態を示す正面
図である。
【図３１】（ａ）は左サイド発光演出装置の正面図であり、（ｂ）は左サイド発光演出装
置の側面図である。
【図３２】左サイド発光演出装置の分解斜視図である。
【図３３】左サイド発光演出装置におけるランプユニット部の分解斜視図である。
【図３４】左サイド発光演出装置の平断面図である。
【図３５】右サイド発光演出装置の分解斜視図である。
【図３６】右サイド発光演出装置の平断面図である。
【図３７】第３実施形態のスロットマシンを示す正面図である。
【図３８】第３実施形態のスロットマシンの内部構造を示す正面図である。
【図３９】第３実施形態のスロットマシンの前面扉を後方から見た図である。
【図４０】前面扉の分解斜視図である。
【図４１】前面扉の一部を示す拡大背面図である。
【図４２】装飾パネルユニットの分解斜視図である。
【図４３】操作パネルの分解斜視図である。
【図４４】操作パネルにおける左側透光部材の近傍を示す側断面図である。
【図４５】演出制御ユニットの斜視図である。
【図４６】演出制御ユニットの分解斜視図である。
【図４７】（ａ）は演出制御ユニットにおける排気口部の近傍を示す断面図であり、（ｂ
）は演出制御ユニットにおける吸気口部の近傍を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　［第１実施形態］
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して説明する。まず、図１～図３
を参照しながら、遊技機の第１実施形態としてスロットマシンＳＭ１の概要について説明
する。なお、第１実施形態において、図１の各矢印で示す方向をそれぞれ、上下方向、前
後方向、左右方向として説明する。第１実施形態のスロットマシンＳＭ１は、箱状の基体
部１０と、前面扉２０とを主体に構成される。基体部１０は前方に開口部１０ａを有する
箱状に形成され、基体部１０の前部に前面扉２０が取り付けられる。前面扉２０は、ヒン
ジ機構５ａ，５ｂを用いて基体部１０の左前部に枢支され、基体部１０の開口部１０ａを
揺動開閉可能に構成される。
【００１０】
　基体部１０の内部中央には、演出に関わる第１リール１２ａと遊技に関わる第２、第３
、第４リール１２ｂ，１２ｃ，１２ｄとからなる４つのリール１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，
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１２ｄを備えるリールユニット１１が設けられ、前面扉２０に設けられたリール表示窓２
２を通して４つのリール１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄに描かれている図柄を視認する
ことができるようになっている。基体部１０の内部下側には、スロットマシンＳＭ１に搭
載された種々の装置に電源を供給する電源ユニット１３、およびメダルを貯留しておくホ
ッパー１４ａを備えるメダル払出装置１４が設けられる。基体部１０の背板部の上側内面
には、スロットマシンＳＭで行われる遊技を全体的に制御する主制御装置１５が設けられ
る。ヒンジ機構５ａ，５ｂが設けられる基体部１０の左側板部の上側内面には、スロット
マシンＳＭ１の演出制御として演出決定処理を行う副制御装置１６が設けられる。
【００１１】
　前面扉２０には前面枠２１が形成されており、前面枠２１の略中央部にリール表示窓２
２が設けられる。前面扉２０の前面側中央には、リール表示窓２２の下方に位置して操作
パネル２３が設けられる。操作パネル２３の前面側には、スタートスイッチ２４、および
３つのストップスイッチ２５ａ，２５ｂ，２５ｃが設けられる。操作パネル２３の上面側
には、各種ベットスイッチ２６、各種演出操作スイッチ２７、およびメダル投入口２８が
設けられる。また、リール表示窓２２の右側には、遊技に関連した演出画像を表示可能な
演出表示装置３００が設けられる。
【００１２】
　前面扉２０の前面側上部には、画像表示装置４０１を備えた上部マスクユニット４００
が取り付けられる。前面扉２０の前面側左端部には、上下方向に延びる左サイドランプ３
２が設けられる。前面扉２０の前面側右端部には、左サイドランプ３２と異なる装飾が施
されて上下方向に延びる右サイドランプ３３が設けられる。前面扉２０の前面側下部には
、装飾パネル３４、およびメダル払出装置１４から払い出されたメダルが貯留される受け
皿３５が設けられる。
【００１３】
　前面扉２０が基体部１０の開口部１０ａを閉じた状態では、前面扉２０の後面側が基体
部１０の内部側に位置する。前面扉２０の後面側には、リール表示窓２２に配置された枠
状のエスカッション３６に取り付け固定されたリールシャッターユニット１００、メダル
投入口２８に投入されたメダルの選別を行うメダルセレクタ３７、および左右の下部スピ
ーカーユニット３８，３９が設けられる。また、前面扉２０における上部マスクユニット
４００の後面側には、スロットマシンＳＭ１の演出制御として各種演出装置の演出制御処
理を行う演出制御ユニット４０５、および左右の上部スピーカーユニット４０６，４０７
が取り付けられる。
【００１４】
　［リールシャッターユニットの構成］
　次に、第１実施形態に係るリールシャッターユニット１００について図４～図１０を参
照して説明する。リールシャッターユニット１００は、図４～図５に示すように、３つの
シャッター装置１１０ａ～１１０ｃと、上部連結板１０１と、下部連結板１０３と、４つ
のカラー部材１０５ａ～１０５ｄとを有して構成される。リールシャッターユニット１０
０は、シャッター固定ネジ（図示せず）を用いて第１シャッター装置１１０ａおよび第３
シャッター装置１１０ｃに設けられたフランジ部を前面扉２０のエスカッション３６にネ
ジ固定することにより、リール表示窓２２の裏面側（後面側）に固定される。
【００１５】
　上部連結板１０１は、金属材料を用いて左右に延びる板状に形成される。上部連結板１
０１は、上部連結ネジ１０２を用いて３つのシャッター装置１１０ａ～１１０ｃの上部に
結合され、左右に並ぶ３つのシャッター装置１１０ａ～１１０ｃの上部を連結するように
なっている。下部連結板１０３は、金属材料を用いて左右に延びる板状に形成される。下
部連結板１０３は、下部連結ネジ１０４を用いて３つのシャッター装置１１０ａ～１１０
ｃの下部に結合され、左右に並ぶ３つのシャッター装置１１０ａ～１１０ｃの下部を連結
するようになっている。
【００１６】
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　第１～第４カラー部材１０５ａ～１０５ｄは、樹脂材料を用いて、所定の装飾が施され
て上下に細長く延びる板状に形成される。第１カラー部材１０５ａは、第１カラー固定ネ
ジ１０６ａを用いて、第１シャッター装置１１０ａの左前部に取り付けられる。第２カラ
ー部材１０５ｂは、第２カラー固定ネジ１０６ｂを用いて、第１シャッター装置１１０ａ
の右前部と第２シャッター装置１１０ｂの左前部とに跨って取り付けられる。第３カラー
部材１０５ｃは、第３カラー固定ネジ１０６ｃを用いて、第２シャッター装置１１０ｂの
右前部と第３シャッター装置１１０ｃの左前部とに跨って取り付けられる。第４カラー部
材１０５ｄは、第４カラー固定ネジ１０６ｄを用いて、第３シャッター装置１１０ｃの右
前部に取り付けられる。
【００１７】
　第１シャッター装置１１０ａは、リール表示窓２２の後面側における（左から１つめの
）第１リール１２ａと重なる部分に配置される。第１シャッター装置１１０ａは、詳細は
後述する第１および第２可動シャッター部１８０，２００を遮蔽位置に移動させることに
より、リール表示窓２２で表示可能な第１リール１２ａの図柄３つ分の領域のうち、第１
リール１２ａの上側の図柄１つ分の領域（以降、上側領域と称する）と、第１リール１２
ａの下側の図柄１つ分の領域（以降、下側領域と称する）とを別個に遮蔽することができ
るようになっている（図１も参照）。
【００１８】
　第２シャッター装置１１０ｂは、第１シャッター装置１１０ａと同様に構成され、リー
ル表示窓２２の後面側における（左から２つめの）第２リール１２ｂと重なる部分に配置
される。第２シャッター装置１１０ｂは、第１シャッター装置１１０ａと同様にして、リ
ール表示窓２２で表示可能な第２リール１２ｂの図柄３つ分の領域のうち、第２リール１
２ｂの上側の図柄１つ分の上側領域と、第２リール１２ｂの下側の図柄１つ分の下側領域
とを別個に遮蔽することができるようになっている（図１も参照）。
【００１９】
　第３シャッター装置１１０ｃは、第１シャッター装置１１０ａと同様に構成され、リー
ル表示窓２２の後面側における（左から３つめの）第３リール１２ｃと重なる部分に配置
される。第３シャッター装置１１０ｃは、第１シャッター装置１１０ａと同様にして、リ
ール表示窓２２で表示可能な第３リール１２ｃの図柄３つ分の領域のうち、第３リール１
２ｃの上側の図柄１つ分の上側領域と、第３リール１２ｃの下側の図柄１つ分の下側領域
とを別個に遮蔽することができるようになっている（図１も参照）。
【００２０】
　次に、第１シャッター装置１１０ａの詳細について説明する。なお、第２シャッター装
置１１０ｂおよび第３シャッター装置１１０ｃは、上述したように、第１シャッター装置
１１０ａと同様の構成であるため、詳細な説明を省略する。第１シャッター装置１１０ａ
は、図６～図８に示すように、リール表示窓２２の後面側において第１リール１２ａの左
右側端部に重なるように配置される左右のガイド部１２０Ｌ，１２０Ｒと、左右のガイド
部１２０Ｌ，１２０Ｒに固定される第１および第２固定シャッター部１４０，１６０と、
左右のガイド部１２０Ｌ，１２０Ｒに案内されて移動可能な第１および第２可動シャッタ
ー部１８０，２００と、第１および第２可動シャッター部１８０，２００を駆動する第１
および第２シャッター駆動部２２０，２４０とを有して構成される。
【００２１】
　右ガイド部１２０Ｒは、図８に示すように、右ガイド部材１２１Ｒと、右ガイドランプ
基板１３１Ｒと、右補強板１３６Ｒとを有して構成される。右ガイド部材１２１Ｒは、遮
光性の樹脂材料を用いて、上下に直線的に延びるレール状に形成される。右ガイド部材１
２１Ｒの内側部上側（左側部上側）には、右ガイド部材１２１Ｒの延伸方向に沿って上下
に延びる第１ガイド用ラックギヤ部１２２Ｒが形成される。第１ガイド用ラックギヤ部１
２２Ｒには、第１可動シャッター部１８０に設けられた第１右ガイド用ピニオンギヤ１９
１Ｒが噛合する。右ガイド部材１２１Ｒの中間部上側には、第１ガイド用ラックギヤ部１
２２Ｒと並行して上下に延びる長穴状の第１ランプ穴部１２３Ｒが形成される。第１ラン
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プ穴部１２３Ｒは、図１０に示すように、後述の遮蔽位置に移動した第１可動シャッター
部１８０の右側部と対向するように左右に貫通して形成される。図８に示すように、右ガ
イド部材１２１Ｒの上端部には、第１シャッター駆動部２２０の右側部と結合する第１駆
動側結合部１２４Ｒが形成される。
【００２２】
　右ガイド部材１２１Ｒの内側部下側（左側部下側）には、右ガイド部材１２１Ｒの延伸
方向に沿って上下に延びる第２ガイド用ラックギヤ部１２５Ｒが形成される。第２ガイド
用ラックギヤ部１２５Ｒには、第２可動シャッター部２００に設けられた第２右ガイド用
ピニオンギヤ２１１Ｒ（図７を参照）が噛合する。右ガイド部材１２１Ｒの中間部下側に
は、第２ガイド用ラックギヤ部１２５Ｒと並行して上下に延びる長穴状の第２ランプ穴部
１２６Ｒが形成される。第２ランプ穴部１２６Ｒは、後述の遮蔽位置に移動した第２可動
シャッター部２００の右側部と対向するように左右に貫通して形成される。右ガイド部材
１２１Ｒの下端部には、第２シャッター駆動部２４０の右側部と結合する第２駆動側結合
部１２７Ｒが形成される。右ガイド部材１２１Ｒの外側部（右側部）には、右ガイドラン
プ基板１３１Ｒおよび右補強板１３６Ｒが取り付けられるランプ基板取付部１２８Ｒが形
成される。
【００２３】
　右ガイドランプ基板１３１Ｒは、右ガイド部材１２１Ｒと略平行に上下に細長く延びる
板状に形成され、左方を向く実装面の上側に複数並んで配設された第１ガイドランプ１３
２Ｒと、左方を向く実装面の下側に複数並んで配設された第２ガイドランプ１３３Ｒとを
有して構成される。右ガイドランプ基板１３１Ｒは、演出制御ユニット４０５と電気的に
接続され、演出制御ユニット４０５から送信されたランプ制御信号に応じて、第１ガイド
ランプ１３２Ｒおよび第２ガイドランプ１３３Ｒの発光制御を行う。右ガイドランプ基板
１３１Ｒは、基板取付ネジ１３４を用いて、右ガイド部材１２１Ｒの第１ランプ穴部１２
３Ｒおよび第２ランプ穴部１２６Ｒを覆うように、右ガイド部材１２１Ｒのランプ基板取
付部１２８Ｒに取り付けられる。第１ガイドランプ１３２Ｒは、右ガイド部材１２１Ｒの
第１ランプ穴部１２３Ｒを介して、後述の遮蔽位置に移動した第１可動シャッター部１８
０の右側部と対向するように配置される。第２ガイドランプ１３３Ｒは、右ガイド部材１
２１Ｒの第２ランプ穴部１２６Ｒを介して、後述の遮蔽位置に移動した第２可動シャッタ
ー部２００の右側部と対向するように配置される。
【００２４】
　右補強板１３６Ｒは、金属材料を用いて、右ガイド部材１２１Ｒと略平行に上下に細長
く延びる板状に形成される。右補強板１３６Ｒは、補強部材取付ネジ１３９を用いて、右
ガイド部材１２１Ｒと右ガイドランプ基板１３１Ｒとの間に重なるように、右ガイド部材
１２１Ｒのランプ基板取付部１２８Ｒに取り付けられる。
【００２５】
　左ガイド部１２０Ｌは、右ガイド部１２０Ｒと同様に、左ガイド部材１２１Ｌと、左ガ
イドランプ基板（図示せず）と、左補強板（図示せず）とを有して構成される。左ガイド
部材１２１Ｌは、遮光性の樹脂材料を用いて、上下に直線的に延びるレール状に形成され
る。左ガイド部材１２１Ｌの内側部上側（右側部上側）には、右ガイド部材１２１Ｒと同
様に第１ガイド用ラックギヤ部１２２Ｌが形成される。左ガイド部材１２１Ｌの第１ガイ
ド用ラックギヤ部１２２Ｌには、第１可動シャッター部１８０に設けられた第１左ガイド
用ピニオンギヤ１９１Ｌが噛合する。左ガイド部材１２１Ｌの中間部上側には、右ガイド
部材１２１Ｒと同様に第１ランプ穴部１２３Ｌが形成される。左ガイド部材１２１Ｌの第
１ランプ穴部１２３Ｌは、後述の遮蔽位置に移動した第１可動シャッター部１８０の左側
部と対向するように左右に貫通して形成される。左ガイド部材１２１Ｌの上端部には、第
１シャッター駆動部２２０の左側部と結合する第１駆動側結合部１２４Ｌが形成される。
【００２６】
　左ガイド部材１２１Ｌの内側部下側（右側部下側）には、右ガイド部材１２１Ｒと同様
に第２ガイド用ラックギヤ部（図示せず）が形成される。左ガイド部材１２１Ｌの第２ガ
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イド用ラックギヤ部には、第２可動シャッター部２００に設けられた第２左ガイド用ピニ
オンギヤ２１１Ｌ（図７を参照）が噛合する。左ガイド部材１２１Ｌの中間部下側には、
右ガイド部材１２１Ｒと同様に第２ランプ穴部１２６Ｌが形成される。左ガイド部材１２
１Ｌの第２ランプ穴部１２６Ｌは、後述の遮蔽位置に移動した第２可動シャッター部２０
０の左側部と対向するように左右に貫通して形成される。左ガイド部材１２１Ｌの下端部
には、第２シャッター駆動部２４０の左側部と結合する第２駆動側結合部（図示せず）が
形成される。左ガイド部材１２１Ｌの外側部（左側部）には、右ガイド部材１２１Ｒと同
様に、左ガイドランプ基板（図示せず）および左補強板（図示せず）が取り付けられるラ
ンプ基板取付部（図示せず）が形成される。
【００２７】
　左ガイドランプ基板（図示せず）は、右ガイドランプ基板１３１Ｒと略左右対称（上下
に延びる面対称）に形成され、右方を向く実装面の上側に複数並んで配設された第１ガイ
ドランプ（図示せず）と、右方を向く実装面の下側に複数並んで配設された第２ガイドラ
ンプ（図示せず）とを有して構成される。左ガイドランプ基板は、右ガイドランプ基板１
３１Ｒと同様に、第１ガイドランプおよび第２ガイドランプの発光制御を行う。左ガイド
ランプ基板は、右ガイドランプ基板１３１Ｒと同様に、左ガイド部材１２１Ｌの第１ラン
プ穴部１２３Ｌおよび第２ランプ穴部１２６Ｌを覆うように、左ガイド部材１２１Ｌのラ
ンプ基板取付部（図示せず）に取り付けられる。また、左ガイドランプ基板の第１ガイド
ランプは、右ガイドランプ基板１３１Ｒと同様に、左ガイド部材１２１Ｌの第１ランプ穴
部１２３Ｌを介して、後述の遮蔽位置に移動した第１可動シャッター部１８０の左側部と
対向するように配置される。左ガイドランプ基板の第２ガイドランプは、右ガイドランプ
基板１３１Ｒと同様に、左ガイド部材１２１Ｌの第２ランプ穴部１２６Ｌを介して、後述
の遮蔽位置に移動した第２可動シャッター部２００の左側部と対向するように配置される
。
【００２８】
　左補強板（図示せず）は、右補強板１３６Ｒと略左右対称（上下に延びる面対称）に形
成される。左補強板は、右補強板１３６Ｒと同様に、左ガイド部材１２１Ｌと左ガイドラ
ンプ基板（図示せず）との間に重なるように、左ガイド部材１２１Ｌのランプ基板取付部
に取り付けられる。
【００２９】
　なお、第１シャッター装置１１０ａ（および第２シャッター装置１１０ｂ）の右ガイド
ランプ基板１３１Ｒは、右方に隣接する第２シャッター装置１１０ｂ（および第３シャッ
ター装置１１０ｃ）の左ガイドランプ基板として機能するように構成されてもよい。具体
的には、右ガイドランプ基板１３１Ｒの右方を向く実装面の上側に、第２シャッター装置
１１０ｂ（および第３シャッター装置１１０ｃ）の第１可動シャッター部１８０の左側部
と対向する第１ガイドランプ１３２Ｌが複数並んで配設され、右ガイドランプ基板１３１
Ｒの右方を向く実装面の下側に、第２シャッター装置１１０ｂの第２可動シャッター部２
００の左側部と対向する第２ガイドランプ１３３Ｌが複数並んで配設されるように構成さ
れてもよい。これにより、第２シャッター装置１１０ｂ（および第３シャッター装置１１
０ｃ）に設けられる左ガイドランプ基板を共用化して、リールシャッターユニット１００
の部品点数を低減させることができるため、リールシャッターユニット１００の製造コス
トを低減させることが可能になる。
【００３０】
　第１固定シャッター部１４０は、第１表側固定シャッター板１４１と、第１裏側固定シ
ャッター板１４６と、第１固定側ランプ基板１５１と、第１固定側透光板１５６と、拡散
シート１５９とを有して、表面側（前面側）に装飾が施された板状に形成される。第１表
側固定シャッター板１４１は、遮光性の樹脂材料を用いて、表面側（前面側）にめっき処
理等の装飾が施された板状に形成される。第１表側固定シャッター板１４１の左右端部に
は、上下に延びるフランジ部１４２が形成される。左右のフランジ部１４２は、固定ネジ
１４５を用いて、左ガイド部材１２１Ｌおよび右ガイド部材１２１Ｒの上部前面側に固定
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される。これにより、第１固定シャッター部１４０は、左ガイド部材１２１Ｌおよび右ガ
イド部材１２１Ｒの上部前面側に取り付け固定される。
【００３１】
　第１表側固定シャッター板１４１の中央部には、略三角形状の中央開口部１４３が前後
に貫通して形成される。中央開口部１４３には、第１固定側透光板１５６の中央発光部１
５７が裏側から挿通され、中央発光部１５７が前方に露出するようになっている。第１表
側固定シャッター板１４１の先端側（下端側）には、左右に帯状に延びる帯状開口部１４
４が前後に貫通して形成される。帯状開口部１４４には、第１固定側透光板１５６の帯状
発光部１５８が裏側から挿通され、帯状発光部１５８が前方に露出するようになっている
。
【００３２】
　第１表側固定シャッター板１４１の裏面側（後面側）には、第１固定側透光板１５６と
、拡散シート１５９と、第１固定側ランプ基板１５１と、第１裏側固定シャッター板１４
６とが、この順に重ねて結合される。第１裏側固定シャッター板１４６は、遮光性の樹脂
材料を用いて板状に形成される。第１裏側固定シャッター板１４６の表面側（前面側）上
方には、第１固定側ランプ基板１５１を受容する基板受容部１４７が形成される。第１裏
側固定シャッター板１４６の表面側（前面側）下方には、拡散シート１５９の先端側（下
端側）を受容するシート受容部１４８が形成される。第１裏側固定シャッター板１４６は
、結合ネジ１４９を用いて、第１固定側ランプ基板１５１、第１固定側透光板１５６、お
よび拡散シート１５９とともに、第１表側固定シャッター板１４１の裏面側（後面側）に
結合される。
【００３３】
　第１固定側ランプ基板１５１は、表面側（前面側）を向く実装面の中央に配設された中
央発光ランプ１５２と、実装面の先端側（下端側）に複数並んで配設された帯状発光ラン
プ１５３とを有して構成される。第１固定側ランプ基板１５１は、演出制御ユニット４０
５と電気的に接続され、演出制御ユニット４０５から送信されたランプ制御信号に応じて
、中央発光ランプ１５２および帯状発光ランプ１５３の発光制御を行う。第１固定側ラン
プ基板１５１の表面側（前面側）は、不図示の結合ネジを用いて、第１固定側透光板１５
６の裏面側（後面側）に結合され、第１固定側ランプ基板１５１の裏面側は、第１裏側固
定シャッター板１４６の基板受容部１４７に受容される。中央発光ランプ１５２は、トッ
プビュータイプのＬＥＤランプを用いて構成され、第１固定側透光板１５６の中央発光部
１５７と対向するように配置される。帯状発光ランプ１５３は、トップビュータイプまた
はサイドビュータイプのＬＥＤランプを用いて構成され、第１固定側透光板１５６の帯状
発光部１５８と対向するように配置される。
【００３４】
　第１固定側透光板１５６は、透光性の材料（例えば、透明樹脂材料）を用いて板状に形
成される。第１固定側透光板１５６の中央部には、略三角形状の中央発光部１５７が形成
される。中央発光部１５７は、第１表側固定シャッター板１４１の中央開口部１４３に挿
通され、第１固定側ランプ基板１５１の中央発光ランプ１５２から発光した光を透過させ
て発光可能に構成される。これにより、第１固定シャッター部１４０の中央部を部分的に
発光させることができる。第１固定側透光板１５６の先端部（下端部）には、左右に帯状
に延びる帯状発光部１５８が形成される。帯状発光部１５８は、第１表側固定シャッター
板１４１の帯状開口部１４４に挿通され、第１固定側ランプ基板１５１の帯状発光ランプ
１５３から発光した光を透過させて発光可能に構成される。これにより、第１固定シャッ
ター部１４０の先端側（下端側）を部分的に発光させることができる。
【００３５】
　拡散シート１５９は、第１固定側透光板１５６の帯状発光部１５８と同様に、左右に延
びる帯状に形成される。拡散シート１５９は、第１固定側透光板１５６の帯状発光部１５
８と第１固定側ランプ基板１５１の帯状発光ランプ１５３との間に重ねて配置され、帯状
発光ランプ１５３から発光した光を拡散させるようになっている。
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【００３６】
　第２固定シャッター部１６０は、第１固定シャッター部１４０と同様に、第２表側固定
シャッター板１６１と、第２裏側固定シャッター板（図示せず）と、第２固定側ランプ基
板（図示せず）と、第２固定側透光板１７６と、拡散シート（図示せず）とを有して、表
面側（前面側）に装飾が施された板状に形成される。第２表側固定シャッター板１６１は
、第１表側固定シャッター板１４１と略上下対称（左右に延びる面対称）に形成される。
第２表側固定シャッター板１６１には、第１表側固定シャッター板１４１と同様に、左右
のフランジ部（図示せず）、中央開口部（図示せず）、帯状開口部（図示せず）等が形成
される。第２表側固定シャッター板１６１に形成された左右のフランジ部は、固定ネジ（
図示せず）を用いて、左ガイド部材１２１Ｌおよび右ガイド部材１２１Ｒの下部前面側に
固定される。
【００３７】
　これにより、第２固定シャッター部１６０は、第１固定シャッター部１４０と略上下対
称に、左ガイド部材１２１Ｌおよび右ガイド部材１２１Ｒの下部前面側に取り付け固定さ
れる。なお、本実施形態において、前面扉２０は、鉛直面に対し少しだけ前上方を向くよ
うに傾斜して基体部１０の開口部１０ａに取り付けられる。前面扉２０に設けられたリー
ル表示窓２２も、これに合わせて前上方を向くように傾斜しているため、第１シャッター
装置１１０ａは、リール表示窓２２の傾斜に合わせて前上方を向くように傾斜してエスカ
ッション３６に取り付け固定される。装飾上、第２固定シャッター部１６０の下面側が遊
技者に視認されるのを防止するため、第２固定シャッター部１６０（第２表側固定シャッ
ター板１６１および第２裏側固定シャッター板）は、第１固定シャッター部１４０よりも
下方に長く延びて形成されている。
【００３８】
　第２表側固定シャッター板１６１の裏面側（後面側）には、第２固定側透光板１７６と
、拡散シート（図示せず）と、第２固定側ランプ基板（図示せず）と、第２裏側固定シャ
ッター板（図示せず）とが、この順に重ねて結合される。第２裏側固定シャッター板は、
第１裏側固定シャッター板１４６と略上下対称（左右に延びる面対称）に形成される。第
２裏側固定シャッター板には、第１裏側固定シャッター板１４６と同様に、基板受容部（
図示せず）、シート受容部（図示せず）等が形成される。第２裏側固定シャッター板は、
第１裏側固定シャッター板１４６と同様に、結合ネジ（図示せず）を用いて、第２表側固
定シャッター板１６１の裏面側（後面側）に結合される。
【００３９】
　第２固定側ランプ基板（図示せず）は、第１固定側ランプ基板１５１と略上下対称（左
右に延びる面対称）に形成される。第２固定側ランプ基板には、第１固定側ランプ基板１
５１と同様に、中央発光ランプ（図示せず）、帯状発光ランプ（図示せず）等が設けられ
る。第２固定側透光板１７６は、第１固定側透光板１５６と略上下対称（左右に延びる面
対称）に形成される。第２固定側透光板１７６には、第１固定側透光板１５６と同様に、
中央発光部１７７、帯状発光部１７８等が形成される。また、第２固定シャッター部１６
０の拡散シート（図示せず）は、第１固定シャッター部１４０の拡散シート１５９と同様
に形成される。
【００４０】
　第１可動シャッター部１８０は、第１表側可動シャッター板１８１と、第１裏側可動シ
ャッター板１８６と、第１右ガイド用ピニオンギヤ１９１Ｒと、第１左ガイド用ピニオン
ギヤ１９１Ｌと、第１可動側透光板１９６とを有し、表面側（前面側）に装飾が施されて
第１固定シャッター部１４０と重なることが可能な板状に形成される。第１表側可動シャ
ッター板１８１は、遮光性の樹脂材料を用いて、表面側（前面側）にめっき処理等の装飾
が施された板状に形成される。
【００４１】
　第１表側可動シャッター板１８１の右先端部（右下端部）には、右先端側切欠き部１８
３Ｒが形成され、第１可動側透光板１９６の右先端側発光部１９８Ｒが前方に露出するよ
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うになっている。第１表側可動シャッター板１８１の左先端部（左下端部）には、左先端
側切欠き部１８３Ｌが形成され、第１可動側透光板１９６の左先端側発光部１９８Ｌが前
方に露出するようになっている。第１表側可動シャッター板１８１の基端側（上端側）に
は、略Ｖ字形状の基端側開口部１８４が前後に貫通して形成される。基端側開口部１８４
には、第１可動側透光板１９６の基端側発光部１９９が裏側から挿通され、基端側発光部
１９９が前方に露出するようになっている。
【００４２】
　第１表側可動シャッター板１８１の裏面側（後面側）には、第１可動側透光板１９６と
、第１裏側可動シャッター板１８６とが、この順に重ねて結合される。第１裏側固定シャ
ッター板１４６は、遮光性の樹脂材料を用いて板状に形成される。第１裏側可動シャッタ
ー板１８６は、結合ネジ１９０を用いて、第１可動側透光板１９６とともに第１表側可動
シャッター板１８１の裏面側（後面側）に結合される。
【００４３】
　第１裏側可動シャッター板１８６の右裏面側（右後面側）には、第１右ガイド用ピニオ
ンギヤ１９１Ｒが第１右軸部材１９２Ｒを用いて回転自在に取り付けられる。第１右ガイ
ド用ピニオンギヤ１９１Ｒは、右ガイド部材１２１Ｒの第１ガイド用ラックギヤ部１２２
Ｒと噛合する。第１裏側可動シャッター板１８６の左裏面側（左後面側）には、第１左ガ
イド用ピニオンギヤ１９１Ｌが第１左軸部材１９２Ｌを用いて回転自在に取り付けられる
。第１左ガイド用ピニオンギヤ１９１Ｌは、左ガイド部材１２１Ｌの第１ガイド用ラック
ギヤ部１２２Ｌと噛合する。
【００４４】
　これにより、第１可動シャッター部１８０は、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒの
上側に、第１固定シャッター部１４０の裏面側（後面側）に重なる待機位置（図９（ａ）
を参照）と、第１固定シャッター部１４０に対し下方へ直線的にスライド移動した遮蔽位
置（図６および図９（ｂ）を参照）とに、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに沿って
往復移動可能に取り付けられる。遮蔽位置に移動した第１可動シャッター部１８０は、リ
ールシャッターユニット１００が前面扉２０のエスカッション３６に取り付け固定された
状態で、リール表示窓２２で表示可能な第１リール１２ａの図柄３つ分の領域のうち、第
１リール１２ａの上側の図柄１つ分の上側領域を遮蔽する。
【００４５】
　第１裏側可動シャッター板１８６の中央裏面側（中央後面側）には、第１シャッター駆
動部２２０の第１伝達ギヤ２３７（図９を参照）と噛合する駆動用ラックギヤ部１８７が
形成される。駆動用ラックギヤ部１８７は、第１可動シャッター部１８０の移動方向に沿
って直線的に延びるように形成される。第１裏側可動シャッター板１８６の右側部には、
第１裏側可動シャッター板１８６と重なる第１可動側透光板１９６の右受光部１９７Ｒを
露出させる右露出部１８９Ｒが形成される。第１裏側可動シャッター板１８６の左側部に
は、第１裏側可動シャッター板１８６と重なる第１可動側透光板１９６の左受光部１９７
Ｌを露出させる左露出部１８９Ｌが形成される。
【００４６】
　第１可動側透光板１９６は、透光性の材料（例えば、透明樹脂材料）を用いて板状に形
成される。第１可動側透光板１９６の右側部には、第１可動シャッター部１８０が遮蔽位
置に移動した状態で右ガイドランプ基板１３１Ｒの第１ガイドランプ１３２Ｒと対向する
右受光部１９７Ｒが形成される。第１可動側透光板１９６の左側部には、第１可動シャッ
ター部１８０が遮蔽位置に移動した状態で左ガイドランプ基板の第１ガイドランプ（図示
せず）と対向する左受光部１９７Ｌが形成される。
【００４７】
　第１可動側透光板１９６の右先端部（右下端部）には、第１表側可動シャッター板１８
１の右先端側切欠き部１８３Ｒを介して前方に露出する右先端側発光部１９８Ｒが形成さ
れる。右先端側発光部１９８Ｒは、右受光部１９７Ｒで受光した右ガイドランプ基板１３
１Ｒの第１ガイドランプ１３２Ｒからの光を透過させて発光可能に構成される。これによ
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り、遮蔽位置に移動した第１可動シャッター部１８０の右先端部（右下端部）を部分的に
発光させることができる。第１可動側透光板１９６の左先端部（左下端部）には、第１表
側可動シャッター板１８１の左先端側切欠き部１８３Ｌを介して前方に露出する左先端側
発光部１９８Ｌが形成される。左先端側発光部１９８Ｌは、左受光部１９７Ｌで受光した
左ガイドランプ基板の第１ガイドランプ（図示せず）からの光を透過させて発光可能に構
成される。これにより、遮蔽位置に移動した第１可動シャッター部１８０の左先端部（左
下端部）を部分的に発光させることができる。
【００４８】
　第１可動側透光板１９６の基端側（上端側）には、略Ｖ字形状の基端側発光部１９９が
形成される。基端側発光部１９９は、第１表側可動シャッター板１８１の基端側開口部１
８４に挿通され、左受光部１９７Ｌまたは右受光部１９７Ｒで受光した光を透過させて発
光可能に構成される。これにより、遮蔽位置に移動した第１可動シャッター部１８０の基
端側（上端側）を部分的に発光させることができる。なお、右先端側発光部１９８Ｒおよ
び左先端側発光部１９８Ｌの表面には、光を拡散させることが可能な微細な凹凸（例えば
、ローレット加工やシボ加工により形成される凹凸）が形成されている。
【００４９】
　第２可動シャッター部２００は、第１可動シャッター部１８０と同様に、第２表側可動
シャッター板２０１と、第２裏側可動シャッター板２０６と、第２右ガイド用ピニオンギ
ヤ２１１Ｒと、第２左ガイド用ピニオンギヤ２１１Ｌと、第２可動側透光板２１６とを有
し、表面側（前面側）に装飾が施されて第２固定シャッター部１６０と重なることが可能
な板状に形成される。第２表側可動シャッター板２０１は、第１表側可動シャッター板１
８１と略上下対称（左右に延びる面対称）に形成される。第２表側可動シャッター板２０
１には、第１表側可動シャッター板１８１と同様に、左右の先端側切欠き部（図示せず）
、基端側開口部（図示せず）等が形成される。
【００５０】
　第２表側可動シャッター板２０１の裏面側（後面側）には、第２可動側透光板２１６と
、第２裏側可動シャッター板２０６とが、この順に重ねて結合される。第２裏側可動シャ
ッター板２０６は、第１裏側可動シャッター板１８６と略上下対称（左右に延びる面対称
）に形成される。第２裏側可動シャッター板２０６は、第１裏側可動シャッター板１８６
と同様に、結合ネジ（図示せず）を用いて、第２可動側透光板２１６とともに第２表側可
動シャッター板２０１の裏面側（後面側）に結合される。
【００５１】
　第２裏側可動シャッター板２０６の右裏面側（右後面側）には、図７に示すように、第
２右ガイド用ピニオンギヤ２１１Ｒが第２右軸部材２１２Ｒを用いて回転自在に取り付け
られる。第２右ガイド用ピニオンギヤ２１１Ｒは、右ガイド部材１２１Ｒの第２ガイド用
ラックギヤ部１２５Ｒと噛合する。第２裏側可動シャッター板２０６の左裏面側（左後面
側）には、第２左ガイド用ピニオンギヤ２１１Ｌが第２左軸部材２１２Ｌを用いて回転自
在に取り付けられる。第２左ガイド用ピニオンギヤ２１１Ｌは、左ガイド部材１２１Ｌの
第２ガイド用ラックギヤ部（図示せず）と噛合する。
【００５２】
　これにより、第２可動シャッター部２００は、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒの
下側に、第２固定シャッター部１６０の裏面側（後面側）に重なる待機位置（図９（ａ）
を参照）と、第２固定シャッター部１６０に対し上方へ直線的にスライド移動した遮蔽位
置（図６および図９（ｂ）を参照）とに、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに沿って
往復移動可能に取り付けられる。遮蔽位置に移動した第２可動シャッター部２００は、リ
ールシャッターユニット１００が前面扉２０のエスカッション３６に取り付け固定された
状態で、リール表示窓２２で表示可能な第１リール１２ａの図柄３つ分の領域のうち、第
１リール１２ａの下側の図柄１つ分の下側領域を遮蔽する。
【００５３】
　第２裏側可動シャッター板２０６の中央裏面側（中央後面側）には、第２シャッター駆
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動部２４０の第２伝達ギヤ２５７（図９を参照）と噛合する駆動用ラックギヤ部２０７が
形成される。駆動用ラックギヤ部２０７は、第２可動シャッター部２００の移動方向に沿
って直線的に延びるように形成される。第２裏側可動シャッター板２０６の右側部には、
第１裏側可動シャッター板１８６と同様に、右露出部（図示せず）が形成される。第２裏
側可動シャッター板２０６の左側部には、第１裏側可動シャッター板１８６と同様に、左
露出部（図示せず）が形成される。
【００５４】
　第２可動側透光板２１６は、第１可動側透光板１９６と略上下対称（左右に延びる面対
称）に形成される。第２可動側透光板２１６には、第１可動側透光板１９６と同様に、左
右の受光部（図示せず）、右先端側発光部２１８Ｒ、左先端側発光部２１８Ｌ、基端側発
光部２１９等が形成される。
【００５５】
　第１シャッター駆動部２２０は、第１左側ギヤボックス部２２１と、第１右側ギヤボッ
クス部２２６と、第１駆動モータ２３１と、第１ピニオンギヤ２３３と、第１中間ギヤ２
３５と、第１伝達ギヤ２３７とを有して構成される。第１左側ギヤボックス部２２１は、
樹脂材料を用いて右方が開口した箱状に形成される。一方、第１右側ギヤボックス部２２
６は、樹脂材料を用いて左方が開口した箱状に形成され、結合ネジ２３０を用いて、第１
左側ギヤボックス部２２１と第１右側ギヤボックス部２２６とが結合される。第１左側ギ
ヤボックス部２２１と第１右側ギヤボックス部２２６とが結合して形成されるギヤボック
ス内部に、第１ピニオンギヤ２３３と第１中間ギヤ２３５と第１伝達ギヤ２３７とが互い
に噛合して回転自在に収容される。
【００５６】
　そして、第１伝達ギヤ２３７が第１可動シャッター部１８０の駆動用ラックギヤ部１８
７と噛合するように、第１左側ギヤボックス部２２１が左ガイド部材１２１Ｌの第１駆動
側結合部１２４Ｌと結合し、第１右側ギヤボックス部２２６が右ガイド部材１２１Ｒの第
１駆動側結合部１２４Ｒと結合する。これにより、図９に示すように、第１ピニオンギヤ
２３３が第１中間ギヤ２３５および第１伝達ギヤ２３７を介して第１可動シャッター部１
８０の駆動用ラックギヤ部１８７と噛合する。
【００５７】
　第１駆動モータ２３１は、図８に示すように、モータ取付ネジ２３１ａを用いて第１左
側ギヤボックス部２２１に取り付けられる。第１駆動モータ２３１の第１モータシャフト
２３２には、第１ピニオンギヤ２３３が結合される。第１中間ギヤ２３５は、第１中間ギ
ヤシャフト２３４を用いて、第１左側ギヤボックス部２２１と第１右側ギヤボックス部２
２６との内側に回転自在に取り付けられる。第１伝達ギヤ２３７は、第１伝達ギヤシャフ
ト２３６を用いて、第１左側ギヤボックス部２２１と第１右側ギヤボックス部２２６との
内側に回転自在に取り付けられる。第１ピニオンギヤ２３３は、第１駆動モータ２３１の
回転駆動力を、第１中間ギヤ２３５および第１伝達ギヤ２３７を介して第１可動シャッタ
ー部１８０の駆動用ラックギヤ部１８７に伝達する。これにより、第１駆動モータ２３１
の回転駆動力が駆動用ラックギヤ部１８７において直線運動の駆動力に変換され、第１シ
ャッター駆動部２２０が第１可動シャッター部１８０を上下方向に駆動する。
【００５８】
　なお、第１シャッター駆動部２２０は、演出制御ユニット４０５と電気的に接続され、
演出制御ユニット４０５から送信された駆動制御信号に応じて、第１可動シャッター部１
８０を駆動する。また、第１左側ギヤボックス部２２１には、第１可動シャッター部１８
０の位置検出を行うための左側位置検出センサ２２４がセンサ取付ネジ２２４ａを用いて
取り付けられる。第１右側ギヤボックス部２２６には、第１可動シャッター部１８０の位
置検出を行うための右側位置検出センサ２２９がセンサ取付ネジ２２９ａを用いて取り付
けられる。
【００５９】
　また、前述したように、前面扉２０は、鉛直面に対し少しだけ前上方を向くように傾斜



(14) JP 2016-185293 A 2016.10.27

10

20

30

40

50

して基体部１０の開口部１０ａに取り付けられる。前面扉２０に設けられたリール表示窓
２２も、これに合わせて前上方を向くように傾斜しているため、第１シャッター装置１１
０ａは、リール表示窓２２の傾斜に合わせて前上方を向くように傾斜してエスカッション
３６に取り付け固定される。装飾上、第１左側ギヤボックス部２２１および第１右側ギヤ
ボックス部２２６の下面側が遊技者に視認されるのを防止するため、第１左側ギヤボック
ス部２２１および第１右側ギヤボックス部２２６の下部には、第１左側ギヤボックス部２
２１および第１右側ギヤボックス部２２６の下面側を覆うようにカバー部材２６０が取り
付けられる。
【００６０】
　第２シャッター駆動部２４０は、第１シャッター駆動部２２０と同様に、第２左側ギヤ
ボックス部（図示せず）と、第２右側ギヤボックス部２４６と、第２駆動モータ２５１と
、第２ピニオンギヤ２５３と、第２中間ギヤ２５５と、第２伝達ギヤ２５７とを有して構
成される。第２左側ギヤボックス部および第２右側ギヤボックス部２４６は、第１左側ギ
ヤボックス部２２１および第１右側ギヤボックス部２２６と略上下対称（左右に延びる面
対称）に形成され、結合ネジ（図示せず）を用いて互いに結合される。第２左側ギヤボッ
クス部と第２右側ギヤボックス部２４６とが結合して形成されるギヤボックス内部に、第
２ピニオンギヤ２５３と第２中間ギヤ２５５と第２伝達ギヤ２５７とが互いに噛合して回
転自在に収容される。
【００６１】
　そして、第２伝達ギヤ２５７が第２可動シャッター部２００の駆動用ラックギヤ部２０
７と噛合するように、第２左側ギヤボックス部（図示せず）が左ガイド部材１２１Ｌの第
２駆動側結合部（図示せず）と結合し、第２右側ギヤボックス部２４６が右ガイド部材１
２１Ｒの第２駆動側結合部１２７Ｒと結合する。これにより、図９に示すように、第２ピ
ニオンギヤ２５３が第２中間ギヤ２５５および第２伝達ギヤ２５７を介して第２可動シャ
ッター部２００の駆動用ラックギヤ部２０７と噛合する。
【００６２】
　第２駆動モータ２５１は、モータ取付ネジ（図示せず）を用いて第２右側ギヤボックス
部２４６に取り付けられる。第２駆動モータ２５１の第２モータシャフト（図示せず）に
は、第２ピニオンギヤ２５３が結合される。第２中間ギヤ２５５は、第２中間ギヤシャフ
ト（図示せず）を用いて、第２左側ギヤボックス部と第２右側ギヤボックス部２４６との
内側に回転自在に取り付けられる。第２伝達ギヤ２５７は、第２伝達ギヤシャフト（図示
せず）を用いて、第２左側ギヤボックス部と第２右側ギヤボックス部２４６との内側に回
転自在に取り付けられる。第２ピニオンギヤ２５３は、第２駆動モータ２５１の回転駆動
力を、第２中間ギヤ２５５および第２伝達ギヤ２５７を介して第２可動シャッター部２０
０の駆動用ラックギヤ部２０７に伝達する。これにより、第２駆動モータ２５１の回転駆
動力が駆動用ラックギヤ部２０７において直線運動の駆動力に変換され、第２駆動モータ
２５１が第２可動シャッター部２００を上下方向に駆動する。
【００６３】
　なお、第２シャッター駆動部２４０は、演出制御ユニット４０５と電気的に接続され、
演出制御ユニット４０５から送信された駆動制御信号に応じて、第２可動シャッター部２
００を駆動する。また、第２左側ギヤボックス部と第２右側ギヤボックス部２４６には、
第２可動シャッター部２００の位置検出を行うための左側位置検出センサと右側位置検出
センサ（図示せず）が取り付けられる。
【００６４】
　以上のように構成される第１シャッター装置１１０ａにおいて、第１可動シャッター部
１８０および第２可動シャッター部２００を待機位置に移動させるには、第１シャッター
駆動部２２０により第１可動シャッター部１８０を上方に移動させ、第２シャッター駆動
部２４０により第２可動シャッター部２００を下方に移動させる。待機位置に移動した第
１可動シャッター部１８０は、リール表示窓２２から見て第１固定シャッター部１４０の
裏側に重なって隠れた状態となる。待機位置に移動した第２可動シャッター部２００は、
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リール表示窓２２から見て第２固定シャッター部１６０の裏側に重なって隠れた状態とな
る。なお、第１可動シャッター部１８０および第２可動シャッター部２００が待機位置に
移動した状態では、リール表示窓２２で表示可能な第１リール１２ａの図柄３つ分の領域
の全てを前方から視認することができる。
【００６５】
　一方、第１可動シャッター部１８０および第２可動シャッター部２００を遮蔽位置に移
動させるには、第１シャッター駆動部２２０により第１可動シャッター部１８０を下方に
移動させ、第２シャッター駆動部２４０により第２可動シャッター部２００を上方に移動
させる。遮蔽位置に移動した第１可動シャッター部１８０は、リール表示窓２２で表示可
能な第１リール１２ａの図柄３つ分の領域のうち、第１リール１２ａの上側の図柄１つ分
の上側領域を遮蔽する。遮蔽位置に移動した第２可動シャッター部２００は、リール表示
窓２２で表示可能な第１リール１２ａの図柄３つ分の領域のうち、第１リール１２ａの下
側の図柄１つ分の下側領域を遮蔽する。なお、第１可動シャッター部１８０および第２可
動シャッター部２００が遮蔽位置に移動した状態では、リール表示窓２２で表示可能な第
１リール１２ａの図柄３つ分の領域のうち、第１リール１２ａの中央の図柄１つ分の領域
を前方から視認することができる。
【００６６】
　第１可動シャッター部１８０が遮蔽位置に移動した状態で、右ガイドランプ基板１３１
Ｒの第１ガイドランプ１３２Ｒを発光させると、第１ガイドランプ１３２Ｒから発光した
光が右ガイド部材１２１Ｒの第１ランプ穴部１２３Ｒを通って第１可動側透光板１９６の
右受光部１９７Ｒに入射する。また、左ガイドランプ基板の第１ガイドランプ（図示せず
）を発光させると、第１ガイドランプから発光した光が左ガイド部材１２１Ｌの第１ラン
プ穴部１２３Ｌを通って第１可動側透光板１９６の左受光部１９７Ｌに入射する。第１可
動側透光板１９６の右受光部１９７Ｒおよび左受光部１９７Ｌに入射した光は、第１可動
側透光板１９６の内部を透過して、第１可動側透光板１９６の右先端側発光部１９８Ｒ、
左先端側発光部１９８Ｌ、および基端側発光部１９９に導かれる。第１可動側透光板１９
６により導かれた光が表面側の微細な凹凸で拡散して、右先端側発光部１９８Ｒおよび左
先端側発光部１９８Ｌが発光するとともに、第１可動側透光板１９６により導かれた光が
表面側から射出されて、基端側発光部１９９が発光する。これにより、遮蔽位置に移動し
た第１可動シャッター部１８０の左右の先端部（下端部）および基端側（上端側）を部分
的に発光させることができる。
【００６７】
　第２可動シャッター部２００が遮蔽位置に移動した状態で、右ガイドランプ基板１３１
Ｒの第２ガイドランプ１３３Ｒを発光させると、第２ガイドランプ１３３Ｒから発光した
光が右ガイド部材１２１Ｒの第２ランプ穴部１２６Ｒを通って第２可動側透光板２１６の
右受光部（図示せず）に入射する。また、左ガイドランプ基板の第２ガイドランプ（図示
せず）を発光させると、第２ガイドランプから発光した光が左ガイド部材１２１Ｌの第２
ランプ穴部１２６Ｌを通って第２可動側透光板２１６の左受光部（図示せず）に入射する
。第２可動側透光板２１６の右受光部および左受光部に入射した光は、第２可動側透光板
２１６の内部を透過して、第２可動側透光板２１６の右先端側発光部２１８Ｒ、左先端側
発光部２１８Ｌ、および基端側発光部２１９に導かれる。第２可動側透光板２１６により
導かれた光が表面側の微細な凹凸で拡散して、右先端側発光部２１８Ｒおよび左先端側発
光部２１８Ｌが発光するとともに、第２可動側透光板２１６により導かれた光が表面側か
ら射出されて、基端側発光部２１９が発光する。これにより、遮蔽位置に移動した第２可
動シャッター部２００の左右の先端部（上端部）および基端側（下端側）を部分的に発光
させることができる。
【００６８】
　このように、第１実施形態によれば、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに、遮蔽位
置に移動した第１可動シャッター部１８０に向けて光を発光させることが可能な第１ガイ
ドランプ１３２Ｒを有する左右のガイドランプ基板１３１Ｒが取り付けられ、第１可動シ
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ャッター部１８０は、遮蔽位置に移動したときに第１ガイドランプ１３２Ｒからの光によ
って発光することが可能な第１可動側透光板１９６（左右の先端側発光部１９８Ｌ，１９
８Ｒおよび基端側発光部１９９）を有して構成されるため、第１可動シャッター部１８０
にフレキシブルプリント基板等によるランプ基板を設けることなく、第１可動シャッター
部１８０を発光させることが可能になる。また、左右のガイドランプ基板１３１Ｒは、遮
蔽位置に移動した第２可動シャッター部２００に向けて光を発光させることが可能な第２
ガイドランプ１３３Ｒを有し、第２可動シャッター部２００は、遮蔽位置に移動したとき
に第２ガイドランプ１３３Ｒからの光によって発光することが可能な第２可動側透光板２
１６（左右の先端側発光部２１８Ｌ，２１８Ｒおよび基端側発光部２１９）を有して構成
されるため、第２可動シャッター部２００にフレキシブルプリント基板等によるランプ基
板を設けることなく、第２可動シャッター部２００を発光させることが可能になる。その
ため、簡便な構成で、第１可動シャッター部１８０または第２可動シャッター部２００を
発光させる多彩な演出を行うことができる。
【００６９】
　なお、第１固定シャッター部１４０において、第１固定側ランプ基板１５１の中央発光
ランプ１５２を発光させると、中央発光ランプ１５２から発光した光が第１固定側透光板
１５６を透過し、第１固定側透光板１５６の中央発光部１５７が発光する。また、第１固
定側ランプ基板１５１の帯状発光ランプ１５３を発光させると、帯状発光ランプ１５３か
ら発光した光が第１固定側透光板１５６を透過し、第１固定側透光板１５６の帯状発光部
１５８が拡散シート１５９を介して発光する。これにより、第１固定シャッター部１４０
の中央部および先端側（下端側）を部分的に発光させることができる。
【００７０】
　また、第２固定シャッター部１６０において、第２固定側ランプ基板の中央発光ランプ
（図示せず）を発光させると、中央発光ランプから発光した光が第２固定側透光板１７６
を透過し、第２固定側透光板１７６の中央発光部１７７が発光する。また、第２固定側ラ
ンプ基板の帯状発光ランプ（図示せず）を発光させると、帯状発光ランプから発光した光
が第２固定側透光板１７６を透過し、第２固定側透光板１７６の帯状発光部１７８が拡散
シート（図示せず）を介して発光する。これにより、第２固定シャッター部１６０の中央
部および先端側（上端側）を部分的に発光させることができる。
【００７１】
　［演出表示装置の構成］
　次に、第１実施形態に係る演出表示装置３００について図１１～図１３を参照して説明
する。演出表示装置３００は、液晶表示部３１０と、発光演出部３６０とを有して構成さ
れる。演出表示装置３００は、前面扉２０の後面側におけるリールシャッターユニット１
００の右上方に取り付け固定される。液晶表示部３１０は、装飾枠部材３１１と、保護カ
バー３１６と、表側枠部材３２１と、液晶パネル３２６と、中間枠部材３３１と、液晶シ
ャッター３３６と、導光板３４１と、バックランプ基板３４６と、裏側枠部材３５１とを
有して構成される。
【００７２】
　装飾枠部材３１１は、樹脂材料を用いて、液晶パネル３２６の外周形状に合わせて前面
側に装飾が施された枠状に形成される。装飾枠部材３１１の後側には、保護カバー３１６
が表側枠部材３２１とともに重ねて取り付けられ、装飾枠部材３１１に囲まれた開口領域
が保護カバー３１６によって塞がれるようになっている。保護カバー３１６は、透明樹脂
材料を用いて、装飾枠部材３１１および表側枠部材３２１の開口領域に合わせて形成され
た長方形の板状に形成される。
【００７３】
　表側枠部材３２１は、樹脂材料を用いて、液晶パネル３２６の外周形状に合わせた枠状
に形成される。表側枠部材３２１の前面側には、保護カバー３１６を受容可能なカバー受
容部３２２が凹設される。表側枠部材３２１は、カバー受容部３２２に保護カバー３１６
を受容した状態で、装飾枠部材３１１の後側に重ねて結合される。
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【００７４】
　液晶パネル３２６は、長方形状に形成され、表側枠部材３２１と中間枠部材３３１との
間に取り付けられる。液晶パネル３２６は、発光演出部３６０に収容された駆動用回路基
板３９１を介して、演出制御ユニット４０５と電気的に接続され、演出制御ユニット４０
５から伝送された画像データに基づいて、遊技に関連した演出画像を画面上に表示するこ
とができるようになっている。
【００７５】
　中間枠部材３３１は、樹脂材料を用いて、液晶パネル３２６の外周形状に合わせた枠状
に形成される。中間枠部材３３１の前面側には、液晶パネル３２６を受容可能なパネル受
容部３３２が凹設される。中間枠部材３３１の後側に、液晶シャッター３３６、導光板３
４１、およびバックランプ基板３４６を挟むようにして裏側枠部材３５１が結合される。
中間枠部材３３１は、パネル受容部３３２に液晶パネル３２６を受容した状態で、裏側枠
部材３５１とともに表側枠部材３２１の後側に重ねて結合される。
【００７６】
　液晶シャッター３３６は、液晶を用いて、液晶パネル３２６の形状に合わせた長方形状
に形成される。液晶シャッター３３６は、中間枠部材３３１を介して、液晶パネル３２６
の裏面側（後面側）に重なるように配置される。また、液晶シャッター３３６は、導光板
３４１の表面側（前面側）に重なるようにして、中間枠部材３３１と裏側枠部材３５１と
の間に取り付けられる。液晶シャッター３３６は、液晶パネル３２６の裏側を視認可能な
透過状態と、液晶パネル３２６の裏側を遮る遮蔽状態とに、電気的に切り替え可能に構成
される。液晶シャッター３３６は、駆動用回路基板３９１を介して、演出制御ユニット４
０５と電気的に接続され、演出制御ユニット４０５から送信された画像制御信号に基づい
て、上述した透過状態と遮蔽状態とに切り替えることができる。これにより、演出表示装
置３００は、液晶シャッター３３６が遮蔽状態のときに液晶パネル３２６による画像表示
を視認させ、液晶シャッター３３６が透過状態のときに発光演出部３６０による発光演出
を視認させることができる。
【００７７】
　導光板３４１は、透明樹脂材料を用いて、液晶パネル３２６の形状に合わせた長方形の
板状に形成される。導光板３４１は、液晶シャッター３３６の裏面側（後面側）に重なる
ように配置される。導光板３４１の裏面（後面）全体には、微細な凹凸（ドットパターン
）からなる凹凸面３４４が形成されており、導光板３４１の縁部３４２に入射した光を裏
側の凹凸面３４４で反射させて、表側の射出面３４３から全面的に光を射出させることが
できるようになっている。
【００７８】
　バックランプ基板３４６は、導光板３４１の左側の縁部３４２と略平行に上下に細長く
延びる板状に形成され、実装面に複数並んで配設されたバックランプ３４７を有して構成
される。バックランプ基板３４６は、上下に並ぶ複数のバックランプ３４７が導光板３４
１の縁部３４２と対向するように配置される。これにより、バックランプ３４７から発光
した光を導光板３４１の縁部３４２に入射させることができる。バックランプ基板３４６
は、駆動用回路基板３９１を介して、演出制御ユニット４０５と電気的に接続され、演出
制御ユニット４０５から送信された画像制御信号に基づいて、バックランプ３４７の発光
制御を行う。
【００７９】
　裏側枠部材３５１は、樹脂材料を用いて、液晶パネル３２６の外周形状に合わせた枠状
に形成される。裏側枠部材３５１の前面側には、液晶シャッター３３６、導光板３４１、
およびバックランプ基板３４６を受容可能なランプ受容部３５２が凹設される。裏側枠部
材３５１は、ランプ受容部３５２に液晶シャッター３３６、導光板３４１、およびバック
ランプ基板３４６を受容した状態で、中間枠部材３３１の後側に重ねて結合される。
【００８０】
　発光演出部３６０は、中央発光部材３６１と、周辺発光部材３６６と、内カバー部材３
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７１と、保持板３７６と、発光演出ランプ基板３８１と、ケース部材３９６とを有して構
成される。発光演出部３６０は、液晶表示部３１０の裏側（後側）に結合され、中央発光
部材３６１または周辺発光部材３６６から発光した光を導光板３４１の裏側（凹凸面３４
４）に入射させて射出面３４３から射出させることにより、発光演出を行うことができる
ようになっている。
【００８１】
　中央発光部材３６１は、透明もしくは半透明の樹脂材料を用いて、装飾が施されたブロ
ック状に形成される。中央発光部材３６１は、発光演出ランプ基板３８１に設けられた中
央発光演出ランプ３８２からの光を透過させて発光可能に構成される。周辺発光部材３６
６は、透明もしくは半透明の樹脂材料を用いて、装飾が施された板状に形成される。周辺
発光部材３６６の中央部には、中央発光部材３６１が挿通される中央発光部材挿通孔３６
７が形成される。周辺発光部材３６６は、発光演出ランプ基板３８１に設けられた周辺発
光演出ランプ３８３からの光を透過させて中央発光部材３６１の周辺部で発光可能に構成
される。
【００８２】
　内カバー部材３７１は、樹脂材料を用いて、前方が開口して周辺発光部材３６６を収容
可能な箱状に形成される。周辺発光部材３６６は、樹脂ファスナー等の結合部材（図示せ
ず）を用いて、内カバー部材３７１の後壁部の前面側（表側）に結合される。内カバー部
材３７１の後壁部中央には、中央発光部材３６１が挿通される発光部材挿通孔３７２が形
成される。内カバー部材３７１の後壁部上下には、発光演出ランプ基板３８１の周辺発光
演出ランプ３８３を周辺発光部材３６６に向けて露出させるランプ開口部３７３が形成さ
れる。
【００８３】
　保持板３７６は、樹脂材料を用いて、内カバー部材３７１の後壁部の形状に合わせた板
状に形成される。保持板３７６は、樹脂ファスナー等の結合部材（図示せず）を用いて、
内カバー部材３７１の後壁部の後面側（裏側）に結合される。保持板３７６の中央部には
、内カバー部材３７１の発光部材挿通孔３７２に挿通された中央発光部材３６１が係合す
る発光部材固定部３７７が形成される。これにより、中央発光部材３６１は、保持板３７
６によって内カバー部材３７１の内側に収容保持される。発光部材固定部３７７は、前方
に突出する筒状に形成され、発光演出ランプ基板３８１の中央発光演出ランプ３８２を中
央発光部材３６１に向けて露出させるようになっている。保持板３７６の上下には、発光
演出ランプ基板３８１の周辺発光演出ランプ３８３を周辺発光部材３６６に向けて露出さ
せるランプ開口部３７８が形成される。
【００８４】
　発光演出ランプ基板３８１は、内カバー部材３７１の後壁部の形状に合わせた板状に形
成され、樹脂ファスナー等の結合部材（図示せず）を用いて、保持板３７６の後面側（裏
面側）に結合される。発光演出ランプ基板３８１は、表側の実装面の中央部に複数配設さ
れた中央発光演出ランプ３８２と、実装面の上下に複数配設された周辺発光演出ランプ３
８３とを有して構成される。発光演出ランプ基板３８１は、演出制御ユニット４０５と電
気的に接続され、演出制御ユニット４０５から送信されたランプ制御信号に応じて、中央
発光演出ランプ３８２および周辺発光演出ランプ３８３の発光制御を行う。発光演出ラン
プ基板３８１の裏側に支持枠３８６が取り付けられており、この支持枠３８６により、液
晶表示部３１０を駆動する駆動用回路基板３９１が発光演出ランプ基板３８１に対して略
平行に支持される。
【００８５】
　ケース部材３９６は、光を反射しやすい白色の樹脂材料を用いて、前方が開口した箱状
に形成され、中央発光部材３６１および周辺発光部材３６６が収容された内カバー部材３
７１、保持板３７６、および発光演出ランプ基板３８１等を収容するようになっている。
ケース部材３９６は、結合ネジ３５９を用いて、液晶表示部３１０の裏側（後側）を覆う
ように装飾枠部材３１１と結合される。これにより、発光演出部３６０が液晶表示部３１
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０の裏側（後側）に結合される。
【００８６】
　以上のように構成される演出表示装置３００は、液晶シャッター３３６を遮蔽状態にす
るとともにバックランプ基板３４６のバックランプ３４７を発光させて、液晶パネル３２
６に画像を表示させる画像表示状態と、液晶シャッター３３６を透過状態にするとともに
バックランプ３４７を消光させて、発光演出部３６０に発光演出を行わせる発光演出状態
とに切り替えることができるように構成されている。演出表示装置３００が画像表示状態
に切り替わる場合、液晶シャッター３３６が液晶パネル３２６の裏側を遮る遮蔽状態に切
り替わるため、液晶パネル３２６の裏側に配置された中央発光部材３６１および周辺発光
部材３６６が液晶シャッター３３６によって遮蔽された状態になる。
【００８７】
　このとき、液晶シャッター３３６は、遮蔽状態では光を拡散させるため、導光板３４１
の射出面３４３から射出されたバックランプ３４７からの光は、液晶シャッター３３６に
より拡散されて液晶パネル３２６の裏側に達する。これにより、液晶パネル３２６は、バ
ックランプ３４７からの光によって裏側（後側）から均一に照明され、画面上に画像を表
示することが可能になる。なお、導光板３４１の射出面３４３から射出されたバックラン
プ３４７からの光は、遮蔽状態の液晶シャッター３３６を透過する際に拡散されるため、
液晶パネル３２６の画素ピッチと導光板３４１の凹凸面３４４における凹凸ピッチとの関
係で生じるモアレを防止することができる。
【００８８】
　一方、演出表示装置３００が発光演出状態に切り替わる場合、液晶シャッター３３６が
液晶パネル３２６の裏側を視認可能な透過状態に切り替わるため、液晶パネル３２６、液
晶シャッター３３６、および導光板３４１を通じて、液晶パネル３２６の裏側に配置され
た中央発光部材３６１および周辺発光部材３６６を視認することが可能になる。このとき
、液晶パネル３２６に画像表示を停止させるとともにバックランプ３４７を消光させ、発
光演出ランプ基板３８１の中央発光演出ランプ３８２および周辺発光演出ランプ３８３を
発光させる。これにより、中央発光演出ランプ３８２からの光が透過して中央発光部材３
６１が発光し、周辺発光演出ランプ３８３からの光が透過して周辺発光部材３６６が発光
し、中央発光部材３６１および周辺発光部材３６６から発光した光は、導光板３４１の裏
側（凹凸面３４４）に入射して射出面３４３から射出される。そのため、液晶パネル３２
６、液晶シャッター３３６、および導光板３４１を通じて、中央発光部材３６１および周
辺発光部材３６６を明瞭に視認することができる。
【００８９】
　このように、第１実施形態によれば、演出表示装置３００が、一般的な液晶表示装置で
使用されるバックランプ用の導光板と液晶パネルとのモアレ干渉縞を抑制するため、導光
板の前側に配置される拡散シート等の拡散部材を備えることなく、液晶シャッター３３６
を遮蔽状態にして液晶パネル３２６に画像を表示させる画像表示状態と、液晶シャッター
３３６を透過状態にして発光演出部３６０に発光演出を行わせる発光演出状態とに切り替
えることができるように構成される。そのため、薄型で簡便な構成で、演出表示装置３０
０が画像表示状態と発光演出状態とに切り替わる多彩な演出を行うことができる。
【００９０】
　［上部マスクユニットの構成］
　次に、第１実施形態に係る上部マスクユニット４００について図１４～図１５を参照し
て説明する。上部マスクユニット４００は、図１４に示すように、上部マスク４１１と、
第１上部エスカッション４２０と、第２上部エスカッション４２５と、保護カバー４２８
と、画像表示装置４０１（図１４において図示を省略）と、左右の上部スピーカーユニッ
ト４０６，４０７とを主体に構成される。画像表示装置４０１は、画面が前方を向くよう
に第１上部エスカッション４２０の後側に取り付けられる。画像表示装置４０１の後面側
には、演出制御ユニット４０５が取り付けられる（図３を参照）。画像表示装置４０１は
、演出制御ユニット４０５と電気的に接続され、演出制御ユニット４０５から送信された
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画像制御信号に応じて、画面上に所定の演出画像を表示する。
【００９１】
　上部マスク４１１は、樹脂材料を用いて、中央に窓穴部４１２を有したブロック状に形
成される。上部マスク４１１の窓穴部４１２の後側に、保護カバー４２８、第２上部エス
カッション４２５、第１上部エスカッション４２０、および画像表示装置４０１が、この
順に後方へ並んで取り付けられる。上部マスク４１１の前面側における窓穴部４１２の周
辺部には、窓穴部４１２の輪郭に沿って線状に延びる発光可能な電飾部４１５が設けられ
る。
【００９２】
　上部マスク４１１の右側には、右上部スピーカーユニット４０７が取り付けられる右ス
ピーカー取付部４１４が形成される。右スピーカー取付部４１４は、前後に貫通した穴状
に形成される。右スピーカー取付部４１４の内側には、右上部スピーカーユニット４０７
と、右上部スピーカーユニット４０７の後側を覆う右側リヤスピーカーカバー４６１とが
後方から挿通されて取り付けられる。右スピーカー取付部４１４の前部には、右上部スピ
ーカーユニット４０７の前側を覆う右側フロントスピーカーカバー４６３と、右側フロン
トスピーカーカバー４６３の外周部を覆う右スピーカー電飾部材４６５とが取り付けられ
る。
【００９３】
　右側リヤスピーカーカバー４６１は、透明樹脂材料を用いて、右上部スピーカーユニッ
ト４０７の側面部および後面部を覆うこと可能な有底円筒状に形成される。右側フロント
スピーカーカバー４６３は、樹脂材料を用いて、スピーカーのコーン紙の形状を模した円
盤状に形成される。右スピーカー電飾部材４６５は、透明樹脂材料を用いて、右側フロン
トスピーカーカバー４６３の外周形状に合わせた円環状に形成される。右スピーカー電飾
部材４６５は、図１５に示すように、右スピーカー取付部４１４の前部に取り付けられた
状態で、右側フロントスピーカーカバー４６３の外周部を覆うとともに、右側リヤスピー
カーカバー４６１の前縁部と近接して対向するようになっている。
【００９４】
　図１４に示すように、上部マスク４１１の左側には、左上部スピーカーユニット４０６
が取り付けられる左スピーカー取付部４１３が形成される。左スピーカー取付部４１３は
、前後に貫通した穴状に形成される。左スピーカー取付部４１３の内側には、左上部スピ
ーカーユニット４０６と、左上部スピーカーユニット４０６の後側を覆う左側リヤスピー
カーカバー４５１とが後方から挿通されて取り付けられる。左スピーカー取付部４１３の
前部には、左上部スピーカーユニット４０６の前側を覆う左側フロントスピーカーカバー
４５３と、左側フロントスピーカーカバー４５３の外周部を覆う左スピーカー電飾部材４
５５とが取り付けられる。
【００９５】
　左側リヤスピーカーカバー４５１は、透明樹脂材料を用いて、左上部スピーカーユニッ
ト４０６の側面部および後面部を覆うこと可能な有底円筒状に形成される。左側フロント
スピーカーカバー４５３は、樹脂材料を用いて、スピーカーのコーン紙の形状を模した円
盤状に形成される。左スピーカー電飾部材４５５は、透明樹脂材料を用いて、左側フロン
トスピーカーカバー４５３の外周形状に合わせた円環状に形成される。左スピーカー電飾
部材４５５は、左スピーカー取付部４１３の前部に取り付けられた状態で、左側フロント
スピーカーカバー４５３の外周部を覆うとともに、左側リヤスピーカーカバー４５１の前
縁部と近接して対向するようになっている。
【００９６】
　第１上部エスカッション４２０は、樹脂材料を用いて、上部マスク４１１の窓穴部４１
２の形状に合わせた枠状に形成される。第１上部エスカッション４２０の左枠部および上
枠部左側には、左側基板取付部４２１が形成され、この左側基板取付部４２１の前面側に
左側上部ランプ基板４３０が取り付けられる。第１上部エスカッション４２０の右枠部お
よび上枠部右側には、右側基板取付部４２２が形成され、この右側基板取付部４２２の前
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面側に右側上部ランプ基板４３５が取り付けられる。第１上部エスカッション４２０の下
枠部には、下側基板取付部４２３が形成され、この下側基板取付部４２３の下面側に下側
上部ランプ基板４４０が取り付けられる。
【００９７】
　また、第１上部エスカッション４２０の前面側には、第２上部エスカッション４２５が
左側上部ランプ基板４３０および右側上部ランプ基板４３５の一部を覆うように結合され
る。第２上部エスカッション４２５の後面側には、左側上部ランプ基板４３０および右側
上部ランプ基板４３５の一部と対向するように枠状導光部材４４５が取り付けられる。
【００９８】
　左側上部ランプ基板４３０は、略Ｌ字形に拡がる板状に形成される。左側上部ランプ基
板４３０の右側の実装面には、左側上部液晶ランプ４３１が直線状に並んで複数配設され
る。左側上部液晶ランプ４３１は、枠状導光部材４４５と近接して対向するように配置さ
れ、枠状導光部材４４５に入射する光を発光可能に構成される。左側上部ランプ基板４３
０の左側の実装面には、左側上部スピーカーランプ４３２が円弧状に並んで複数配設され
る。左側上部スピーカーランプ４３２は、左側リヤスピーカーカバー４５１の後部と対向
するように配置され、左側リヤスピーカーカバー４５１に入射する光を発光可能に構成さ
れる。左側上部ランプ基板４３０は、演出制御ユニット４０５と電気的に接続され、演出
制御ユニット４０５から送信されたランプ制御信号に応じて、左側上部液晶ランプ４３１
および上部スピーカーランプ４３２の発光制御を行う。
【００９９】
　右側上部ランプ基板４３５は、略Ｌ字形に拡がる板状に形成される。右側上部ランプ基
板４３５の左側の実装面には、右側上部液晶ランプ４３６が直線状に並んで複数配設され
る。右側上部液晶ランプ４３６は、枠状導光部材４４５と対向するように配置され、枠状
導光部材４４５に入射する光を発光可能に構成される。右側上部ランプ基板４３５の右側
の実装面には、右側上部スピーカーランプ４３７が円弧状に並んで複数配設される。右側
上部スピーカーランプ４３７は、右側リヤスピーカーカバー４６１の後部と対向するよう
に配置され（図１５を参照）、右側リヤスピーカーカバー４６１に入射する光を発光可能
に構成される。右側上部ランプ基板４３５は、演出制御ユニット４０５と電気的に接続さ
れ、演出制御ユニット４０５から送信されたランプ制御信号に応じて、右側上部液晶ラン
プ４３６および右側上部スピーカーランプ４３７の発光制御を行う。
【０１００】
　下側上部ランプ基板４４０は、第１上部エスカッション４２０の下枠部に沿って左右に
細長く延びる板状に形成される。上方を向く下側上部ランプ基板４４０の実装面には、下
側上部液晶ランプ４４１が直線状に並んで複数配設される。下側上部液晶ランプ４４１は
、枠状導光部材４４５と対向するように配置され、枠状導光部材４４５に入射する光を発
光可能に構成される。下側上部ランプ基板４４０は、演出制御ユニット４０５と電気的に
接続され、演出制御ユニット４０５から送信されたランプ制御信号に応じて、下側上部液
晶ランプ４４１の発光制御を行う。
【０１０１】
　第２上部エスカッション４２５は、樹脂材料を用いて、上部マスク４１１の窓穴部４１
２の形状に合わせた枠状に形成される。第２上部エスカッション４２５は、第２上部エス
カッション４２５の後面側に取り付けられた枠状導光部材４４５とともに、第１上部エス
カッション４２０の前面側に結合される。第２上部エスカッション４２５の上側外周部に
は、壁状の仕切り部４２６が形成され、左側上部液晶ランプ４３１、右側上部液晶ランプ
４３６、および下側上部液晶ランプ４４１から枠状導光部材４４５に入射した光が外周側
に漏れないようになっている。仕切り部４２６の左右には、左側上部スピーカーランプ４
３２および右側上部スピーカーランプ４３７の配置に合わせて湾曲した湾曲仕切り部４２
７が形成され、左側上部スピーカーランプ４３２および右側上部スピーカーランプ４３７
から発光した光が枠状導光部材４４５に入射しないようになっている。
【０１０２】



(22) JP 2016-185293 A 2016.10.27

10

20

30

40

50

　枠状導光部材４４５は、透明樹脂材料を用いて、第２上部エスカッション４２５の形状
に合わせた枠状に形成される。枠状導光部材４４５は、第２上部エスカッション４２５の
後面側に取り付けられ、左側上部液晶ランプ４３１、右側上部液晶ランプ４３６、および
下側上部液晶ランプ４４１から発光した光を透過させて内周側に向けて発光可能に構成さ
れる。これにより、枠状導光部材４４５は、枠状導光部材４４５の内周側に向けて光を発
光させて、画像表示装置４０１の画面の前方近傍を照明することができ、より多彩な演出
を行うことが可能になる。
【０１０３】
　保護カバー４２８は、透明の樹脂材料を用いて、上部マスク４１１の窓穴部４１２の形
状に合わせた板状に形成される。保護カバー４２８は、第２上部エスカッション４２５の
前面側に重ねられて上部マスク４１１の後側から窓穴部４１２を塞ぐように取り付けられ
る。これにより、画像表示装置４０１の前方が保護カバー４２８に覆われて、上部マスク
４１１の窓穴部４１２を塞ぐ保護カバー４２８を通じて、画像表示装置４０１の画面を視
認することができる。
【０１０４】
　以上のように構成される上部マスクユニット４００において、左側上部ランプ基板４３
０の左側上部スピーカーランプ４３２から発光した光は、左側リヤスピーカーカバー４５
１の後部に入射する。左側リヤスピーカーカバー４５１に入射した光は、左側リヤスピー
カーカバー４５１を透過して左側リヤスピーカーカバー４５１の前縁部から射出される。
左側リヤスピーカーカバー４５１の前縁部から射出された光は、左スピーカー電飾部材４
５５を透過し、左側上部スピーカーランプ４３２から発光した光によって左スピーカー電
飾部材４５５が発光する。これにより、あたかも左上部スピーカーユニット４０６の外周
部が発光しているように視認させることが可能になる。
【０１０５】
　一方、右側上部ランプ基板４３５の右側上部スピーカーランプ４３７から発光した光は
、右側リヤスピーカーカバー４６１の後部に入射する。右側リヤスピーカーカバー４６１
に入射した光は、右側リヤスピーカーカバー４６１を透過して右側リヤスピーカーカバー
４６１の前縁部から射出される。右側リヤスピーカーカバー４６１の前縁部から射出され
た光は、右スピーカー電飾部材４６５を透過し、右側上部スピーカーランプ４３７から発
光した光によって右スピーカー電飾部材４６５が発光する。これにより、あたかも右上部
スピーカーユニット４０７の外周部が発光しているように視認させることが可能になる。
このように、第１実施形態によれば、画像表示装置４０１の照明に用いられるランプ基板
（左側上部ランプ基板４３０および右側上部ランプ基板４３５）を利用して、左右の上部
スピーカーユニット４０６，４０７の前方を照明することができるので、簡便な構成で、
より多彩な演出を行うことが可能になる。
【０１０６】
　［第１実施形態における特徴構成］
　［リールシャッターユニットの特徴構成］
　本実施形態において、第１シャッター装置１１０ａ（第２シャッター装置１１０ｂおよ
び第３シャッター装置１１０ｃ）は、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに取り付けら
れて、遮蔽位置に移動した第１可動シャッター部１８０に向けて光を発光させることが可
能な第１ガイドランプ１３２Ｒを有する左右のガイドランプ基板１３１Ｒを備え、第１可
動シャッター部１８０は、遮蔽位置に移動したときに第１ガイドランプ１３２Ｒからの光
によって発光することが可能な第１可動側透光板１９６（左右の先端側発光部１９８Ｌ，
１９８Ｒおよび基端側発光部１９９）を有して構成される。これにより、第１可動シャッ
ター部１８０にフレキシブルプリント基板等によるランプ基板を設けることなく、第１可
動シャッター部１８０を発光させることが可能になる。また、左右のガイドランプ基板１
３１Ｒは、遮蔽位置に移動した第２可動シャッター部２００に向けて光を発光させること
が可能な第２ガイドランプ１３３Ｒを有し、第２可動シャッター部２００は、遮蔽位置に
移動したときに第２ガイドランプ１３３Ｒからの光によって発光することが可能な第２可
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動側透光板２１６（左右の先端側発光部２１８Ｌ，２１８Ｒおよび基端側発光部２１９）
を有して構成される。これにより、第２可動シャッター部２００にフレキシブルプリント
基板等によるランプ基板を設けることなく、第２可動シャッター部２００を発光させるこ
とが可能になる。そのため、簡便な構成で、第１可動シャッター部１８０または第２可動
シャッター部２００を発光させる多彩な演出を行うことができる。また、第１可動シャッ
ター部１８０および第２可動シャッター部２００に配線等が配設されないため、各リール
１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄの回転に伴う配線等の挟み込みが生じることもない。
【０１０７】
　また、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒは、遮蔽位置に移動した第１可動シャッタ
ー部１８０と対向するように形成された第１ランプ穴部１２３Ｌ，１２３Ｒを有し、左右
のガイドランプ基板１３１Ｒが第１ランプ穴部１２３Ｌ，１２３Ｒを覆うように左右のガ
イド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに取り付けられる。これにより、第１可動シャッター部１８
０が遮蔽位置に移動したときに第１ランプ穴部１２３Ｌ，１２３Ｒを塞ぐように構成され
ることで、第１ガイドランプ１３２Ｒからの光が第１可動側透光板１９６のみを透過する
ことができる。また、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒは、遮蔽位置に移動した第２
可動シャッター部２００と対向するように形成された第２ランプ穴部１２６Ｌ，１２６Ｒ
を有し、左右のガイドランプ基板１３１Ｒが第２ランプ穴部１２６Ｌ，１２６Ｒを覆うよ
うに左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに取り付けられる。これにより、第２可動シャ
ッター部２００が遮蔽位置に移動したときに第２ランプ穴部１２６Ｌ，１２６Ｒを塞ぐよ
うに構成されることで、第２ガイドランプ１３３Ｒからの光が第２可動側透光板２１６の
みを透過することができる。そのため、第１ガイドランプ１３２Ｒまたは第２ガイドラン
プ１３３Ｒからの不要な光が、第１シャッター装置１１０ａ（第２シャッター装置１１０
ｂおよび第３シャッター装置１１０ｃ）の外部側（例えば、各リール１２ａ，１２ｂ，１
２ｃ，１２ｄの前面側）に漏れるのを防止することができる。また、第１ガイドランプ１
３２Ｒおよび第２ガイドランプ１３３Ｒが第１可動側透光板１９６および第２可動側透光
板２１６の近傍に配置されるため、フレキシブルプリント基板等によるランプ基板が設け
られていなくても、第１可動シャッター部１８０および第２可動シャッター部２００を明
るく発光させることができる。
【０１０８】
　また、第１シャッター装置１１０ａ（第２シャッター装置１１０ｂおよび第３シャッタ
ー装置１１０ｃ）は、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに固定された第１固定シャッ
ター部１４０を備え、第１可動シャッター部１８０は、第１固定シャッター部１４０と重
なる待機位置と、第１固定シャッター部１４０に対し直線的にスライド移動した遮蔽位置
とに、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに沿って往復移動可能に構成される。また、
第１シャッター装置１１０ａは、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに固定された第２
固定シャッター部１６０を備え、第２可動シャッター部２００は、第２固定シャッター部
１６０と重なる待機位置と、第２固定シャッター部１６０に対し直線的にスライド移動し
た遮蔽位置とに、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに沿って往復移動可能に構成され
る。このように、第１固定シャッター部１４０および第２固定シャッター部１６０と、第
１可動シャッター部１８０および第２可動シャッター部２００とを備える複雑な構成であ
っても、簡便な構成で、第１可動シャッター部１８０または第２可動シャッター部２００
を発光させる多彩な演出を行うことができる。
【０１０９】
　［演出表示装置の特徴構成］
　また、本実施形態において、演出表示装置３００が、一般的な液晶表示装置で使用され
るバックランプ用の導光板と液晶パネルとのモアレ干渉縞を抑制するため、導光板の前側
に配置される拡散シート等の拡散部材を備えることなく、液晶シャッター３３６を遮蔽状
態にして液晶パネル３２６に画像を表示させる画像表示状態と、液晶シャッター３３６を
透過状態にして発光演出部３６０に発光演出を行わせる発光演出状態とに切り替えること
ができるように構成される。そのため、薄型で簡便な構成で、演出表示装置３００が画像
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表示状態と発光演出状態とに切り替わる多彩な演出を行うことができる。
【０１１０】
　また、演出表示装置３００は、液晶シャッター３３６を遮蔽状態にするとともにバック
ランプ基板３４６のバックランプ３４７を発光させて、液晶パネル３２６に画像を表示さ
せる画像表示状態と、液晶シャッター３３６を透過状態にするとともにバックランプ３４
７を消光させて、発光演出部３６０に発光演出を行わせる発光演出状態とに切り替えるこ
とができるように構成される。これにより、発光演出状態に切り替えたときにバックラン
プ３４７を消光させるため、バックランプ３４７からの光によって、発光演出部３６０に
よる発光演出の視認性が低下するのを防止することができる。そのため、発光演出状態に
切り替えたときに、発光演出部３６０による発光演出を明瞭に視認させることができる。
【０１１１】
　上述の第１実施形態において、第１シャッター装置１１０ａは、第１可動シャッター部
１８０（および第１固定シャッター部１４０）と第２可動シャッター部２００（および第
２固定シャッター部１６０）を備えて構成されているが、これに限られるものではなく、
第１可動シャッター部１８０（および第１固定シャッター部１４０）と第２可動シャッタ
ー部２００（および第２固定シャッター部１６０）のうち一方を備える構成であってもよ
い。
【０１１２】
　上述の第１実施形態において、第１シャッター装置１１０ａは、第１固定シャッター部
１４０および第２固定シャッター部１６０と、第１可動シャッター部１８０および第２可
動シャッター部２００とを備えているが、これに限られるものではなく、第１可動シャッ
ター部１８０および第２可動シャッター部２００のみを備える構成であってもよい。
【０１１３】
　上述の第１実施形態において、第１シャッター装置１１０ａ（第２シャッター装置１１
０ｂおよび第３シャッター装置１１０ｃ）は、リール表示窓２２の後面側に設けられてい
るが、これに限られるものではなく、上部マスク４１１における画像表示装置４０１の前
方に設けられるようにしてもよい。
【０１１４】
　上述の第１実施形態において、第１可動シャッター部１８０および第２可動シャッター
部２００は、左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに沿って直線的に往復移動可能に構成
されているが、これに限られるものではない。例えば、第１可動シャッター部および第２
可動シャッター部は、扇形の板状に形成され、円弧状に略平行に延びて形成された一対の
ガイド部材に沿って、曲線的（円弧状）に往復移動可能に構成されてもよい。このように
しても、一対のガイド部材の少なくともいずれかにガイドランプを設けることにより、上
述の第１実施形態と同様に、フレキシブルプリント基板等によるランプ基板を設けること
なく、第１可動シャッター部および第２可動シャッター部を発光させることが可能である
。
【０１１５】
　上述の第１実施形態において、第１シャッター装置１１０ａの第１固定シャッター部１
４０は、拡散シート１５９を有して構成されているが、これに限られるものではなく、拡
散シート１５９を有していなくてもよい。なおこの場合、光を拡散させることが可能な微
細な凹凸が第１固定側透光板１５６の帯状発光部１５８等に形成されるようにしてもよい
。また同様に、第１シャッター装置１１０ａの第２固定シャッター部１６０は、拡散シー
ト（図示せず）を有して構成されているが、これに限られるものではなく、拡散シートを
有していなくてもよい。なおこの場合、光を拡散させることが可能な微細な凹凸が第２固
定側透光板１７６の帯状発光部１７８等に形成されるようにしてもよい。
【０１１６】
　上述の第１実施形態において、第１シャッター装置１１０ａの第１可動側透光板１９６
は、光を拡散させることが可能な微細な凹凸が右先端側発光部１９８Ｒおよび左先端側発
光部１９８Ｌの表面に形成されるように構成されているが、これに限られるものではない
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。例えば、右先端側発光部１９８Ｒ、左先端側発光部１９８Ｌ、および基端側発光部１９
９を拡散発光させるための拡散シートが第１可動側透光板１９６の裏面側（後面側）に重
ねて設けられるようにしてもよい。また同様に、第１シャッター装置１１０ａの第２可動
側透光板２１６は、光を拡散させることが可能な微細な凹凸が右先端側発光部２１８Ｒお
よび左先端側発光部２１８Ｌの表面に形成されるように構成されているが、これに限られ
るものではない。例えば、右先端側発光部２１８Ｒ、左先端側発光部２１８Ｌ、および基
端側発光部２１９を拡散発光させるための拡散シートが第２可動側透光板２１６の裏面側
（後面側）に重ねて設けられるようにしてもよい。
【０１１７】
　上述の第１実施形態において、第１および第２ガイドランプ１３２Ｒ，１３３Ｒを有す
る左右のガイドランプ基板１３１Ｒが左右のガイド部材１２１Ｌ，１２１Ｒに取り付けら
れているが、これに限られるものではない。例えば、第１固定シャッター部１４０の第１
固定側ランプ基板１５１の裏面側（後面側）に、遮蔽位置に移動した第１可動シャッター
部１８０に向けて（下方に）光を発光させることが可能なサイドビュータイプのＬＥＤラ
ンプが設けられ、第２固定シャッター部１６０の第２固定側ランプ基板（図示せず）の裏
面側（後面側）に、遮蔽位置に移動した第２可動シャッター部２００に向けて（上方に）
光を発光させることが可能なサイドビュータイプのＬＥＤランプが設けられるようにして
もよい。また例えば、第１シャッター装置１１０ａ（第２シャッター装置１１０ｂおよび
第３シャッター装置１１０ｃ）の上方に位置するエスカッション３６の上枠部に、遮蔽位
置に移動した第１可動シャッター部１８０に向けて（下方に）光を発光させることが可能
な（サイドビュータイプもしくはトップビュータイプの）ＬＥＤランプを有するランプ基
板が設けられ、第１シャッター装置１１０ａの下方に位置するエスカッション３６の下枠
部に、遮蔽位置に移動した第２可動シャッター部２００に向けて（上方に）光を発光させ
ることが可能な（サイドビュータイプもしくはトップビュータイプの）ＬＥＤランプを有
するランプ基板が設けられるようにしてもよい。
【０１１８】
　［第２実施形態］
　次に、遊技機の第２実施形態について説明する。まず、図１６～図１９を参照しながら
、遊技機の第２実施形態としてスロットマシンＳＭ２の概要について説明する。なお、第
２実施形態において、図１９の各矢印で示す方向をそれぞれ、上下方向、前後方向、左右
方向として説明する。第２実施形態のスロットマシンＳＭ２は、箱状の基体部５１０と、
前面扉５２０とを主体に構成される。基体部５１０は前方に開口部５１０ａを有する箱状
に形成され、基体部５１０の前部に前面扉５２０が取り付けられる。前面扉５２０は、ヒ
ンジ機構５０５ａ，５０５ｂを用いて基体部５１０の左前部に枢支され、基体部５１０の
開口部５１０ａを揺動開閉可能に構成される。
【０１１９】
　基体部５１０の内部中央には、３つのリール５１２ａ，５１２ｂ，５１２ｃを備えるリ
ールユニット５１１が設けられ、前面扉５２０に設けられたリール表示窓５２２を通して
３つのリール５１２ａ，５１２ｂ，５１２ｃに描かれている図柄を視認することができる
ようになっている。基体部５１０の内部下側には、スロットマシンＳＭ２に搭載された種
々の装置に電源を供給する電源ユニット５１３、およびメダルを貯留しておくホッパー５
１４ａを備えるメダル払出装置５１４が設けられる。基体部５１０の背板部の上側内面に
は、スロットマシンＳＭ２で行われる遊技を全体的に制御する主制御装置５１５が設けら
れる。ヒンジ機構５０５ａ，５０５ｂが設けられる基体部５１０の左側板部の上側内面に
は、スロットマシンＳＭ２の演出制御として演出決定処理を行う副制御装置５１６が設け
られる。基体部５１０の左側板部の中間部内面には、スロットマシンＳＭ２の演出制御と
して各種演出装置の演出制御処理を行う演出制御ユニット５１７が取り付けられる。
【０１２０】
　前面扉５２０には前面枠５２１が形成されており、前面枠５２１の略中央部に、リール
表示窓５２２および、リール表示窓５２２の周辺部で所定の演出画像を表示する画像表示
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装置５３０が設けられる。前面扉５２０の前面側中央には、リール表示窓５２２の下方に
位置して操作パネル５２３が設けられる。操作パネル５２３の前面側には、スタートスイ
ッチ５２４、および３つのストップスイッチ５２５ａ，５２５ｂ，５２５ｃが設けられる
。操作パネル５２３の上面側には、各種ベットスイッチ５２６、各種演出操作スイッチ５
２７、およびメダル投入口５２８が設けられる。
【０１２１】
　前面扉５２０の前面側上部には、所定の発光演出を行う上部発光演出装置６６０を備え
た上部マスクユニット６００が取り付けられる。前面扉５２０の前面側左端部には、上下
方向に延びて形成されて所定の発光演出を行う左サイド発光演出装置７００が設けられる
。前面扉５２０の前面側右端部には、左サイド発光演出装置７００と異なる装飾が施され
て上下方向に延びる右サイド発光演出装置８００が設けられる。前面扉５２０の前面側下
部には、下部発光演出装置５５０、装飾パネル５３４、およびメダル払出装置５１４から
払い出されたメダルが貯留される受け皿５３５が設けられる。
【０１２２】
　前面扉５２０が基体部５１０の開口部５１０ａを閉じた状態では、前面扉５２０の後面
側が基体部５１０の内部側に位置する。前面扉５２０の後面側には、リール表示窓５２２
に配置された枠状のエスカッション５３６、メダル投入口５２８に投入されたメダルの選
別を行うメダルセレクタ５３７、および左右の下部スピーカーユニット５３８，５３９が
設けられる。また、前面扉２０における上部マスクユニット６００の後面側には、左右の
上部スピーカーユニット６０６，６０７が取り付けられる。
【０１２３】
　［下部発光演出装置の構成］
　次に、第２実施形態に係る下部発光演出装置５５０について図１９～図２５を参照して
説明する。下部発光演出装置５５０は、図１９に示すように、前面扉５２０の左下部に形
成された演出装置取付部５４１に取り付けられる。なお、前面扉５２０の下部中央には、
演出装置取付部５４１の右方に隣接して装飾パネル取付部５４３が形成される。装飾パネ
ル取付部５４３には、装飾パネル５３４を構成する第１装飾パネル部材５３４ａと第２装
飾パネル部材５３４ｂとが装飾パネル取付部５４３を覆うように重ねて取り付けられる。
また、装飾パネル取付部５４３には、上下２列のパネル用ランプ基板５４５，５４５が基
板固定部材５４６を用いて取り付け固定される。パネル用ランプ基板５４５は、装飾パネ
ル５３４の裏面側に配置されて装飾パネル５３４を後側（裏側）から照明するようになっ
ている。
【０１２４】
　演出装置取付部５４１と装飾パネル取付部５４３との間の仕切り壁部には、図２０に示
すように、切り欠き状の導光部５４２が形成される。導光部５４２は、下部発光演出装置
５５０の右側方に射出される光を装飾パネル５３４の後側（裏側）に導くようになってい
る。これにより、下部発光演出装置５５０から発光する光が装飾パネル５３４の方に漏れ
るような演出を行うことが可能になる。
【０１２５】
　下部発光演出装置５５０は、図２１～図２３に示すように、下部ランプ基板５５１と、
下部ランプハウス５５６と、多孔プレート５６１と、第１下部ランプカバー５７１と、第
２下部ランプカバー５７６と、装飾カバー５８１とを有して構成される。下部ランプ基板
５５１は、第１下部ランプカバー５７１の外周形状に合わせた板状に形成される。下部ラ
ンプ基板５５１の実装面５５１ａには、複数の下部演出ランプ５５２，５５２，…が配設
される。下部演出ランプ５５２は、下部ランプ基板５５１の実装面５５１ａの全体に亘り
散らばるように配置される。また、下部ランプ基板５５１の各部には、下部ランプハウス
５５６の基板固定部５５７が挿通される基板固定孔５５３が形成される。下部ランプ基板
５５１は、演出制御ユニット５１７と電気的に接続され、演出制御ユニット５１７から送
信されたランプ制御信号に応じて、下部演出ランプ５５２の発光制御を行う。
【０１２６】
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　下部ランプハウス５５６は、樹脂材料を用いて、下部ランプ基板５５１を受容可能な板
状に形成される。下部ランプハウス５５６の底部には、樹脂ファスナー等からなる基板固
定部５５７が複数設けられ、この基板固定部５５７を下部ランプ基板５５１の基板固定孔
５５３に挿通させることにより、下部ランプ基板５５１が下部ランプハウス５５６に前方
を向く状態で取り付け固定される。下部ランプハウス５５６の外周端部近傍には、下部ラ
ンプハウス５５６を第２下部ランプカバー５７６等に結合させるための結合ネジ（図示せ
ず）が挿通されるネジ挿通孔部５５８が複数形成される。
【０１２７】
　多孔プレート５６１は、樹脂材料を用いて、下部ランプ基板５５１と重なる板状に形成
される。多孔プレート５６１には、下部ランプ基板５５１の複数の下部演出ランプ５５２
，５５２，…に対応する複数の通過孔５６２，５６２，…が形成される。通過孔５６２は
、下部演出ランプ５５２と対向するように形成され、対向する下部演出ランプ５５２から
発光した光を通過させることができるようになっている。多孔プレート５６１の外周端部
近傍には、多孔プレート５６１を第２下部ランプカバー５７６等に結合させるための結合
ネジ（図示せず）が挿通されるネジ挿通孔５６３が形成される。
【０１２８】
　多孔プレート５６１は、結合される第２下部ランプカバー５７６と下部ランプハウス５
５６とを介して、図２４（ｂ）および図２５に示すように、下部ランプ基板５５１に対し
て所定の照明間隔だけ離間するように配置される。多孔プレート５６１が下部ランプ基板
５５１に対して所定の照明間隔だけ離間して配置されることで、下部演出ランプ５５２か
ら発光した光のうち中心側の一部が、当該下部演出ランプ５５２の真正面に対向する通過
孔５６２を通過するとともに、下部演出ランプ５５２から発光した光のうち周辺側の一部
が、当該下部演出ランプ５５２の真正面に対向する通過孔５６２に隣接したいずれかの通
過孔５６２を通過するようになっている。なお、多孔プレート５６１と下部ランプ基板５
５１との照明間隔は、下部演出ランプ５５２の発光範囲（例えば、光軸を挟んで１２０度
の範囲）、通過孔５６２の大きさ、通過孔５６２の配置間隔等に応じて設定される。
【０１２９】
　第１下部ランプカバー５７１は、透光性を有する乳白色の樹脂材料を用いて、図２２～
図２３に示すように、第２下部ランプカバー５７６に形成される装飾の外周形状（例えば
、花形の装飾の外周形状）に合わせた蓋状に形成される。第１下部ランプカバー５７１は
、第２下部ランプカバー５７６のカバー受容部５７７の後側（裏側）に重ねて配置され、
多孔プレート５６１の前面側を覆うようになっている。第１下部ランプカバー５７１の前
面部５７２は、多孔プレート５６１と略平行に所定間隔（通過孔５６２の形状に応じた複
数の光の形状を映し出すことが可能な間隔）だけ離間して配置され、多孔プレート５６１
の通過孔５６２を通過した光が透過するようになっている。これにより、第１下部ランプ
カバー５７１の前面部５７２においては、通過孔５６２の形状に応じた断面形状（例えば
、図２４（ａ）の二点鎖線で示すように円形状）を有する複数の光が互いに交わるように
透過して映し出される。なお、乳白色の樹脂材料を用いて形成された第１下部ランプカバ
ー５７１は、通過孔５６２を通過した光の第１の投映面として機能し、通過孔５６２を通
過した光によって形成される絵柄が比較的明瞭に映し出される。
【０１３０】
　なお、第１下部ランプカバー５７１の右側の側面部５７３にも、多孔プレート５６１の
通過孔５６２を通過した光が透過するようになっている。第１下部ランプカバー５７１の
右側の側面部５７３を透過した光は、図２４（ｂ）に示すように、第１および第２下部ラ
ンプカバー５７１，５７６と装飾カバー５８１との間に形成された間隙部を通って、下部
発光演出装置５５０の右側方（裏側）に射出されるようになっている。下部発光演出装置
５５０の右側方に射出された光は、前述のように、演出装置取付部５４１に形成された導
光部５４２を通って、装飾パネル５３４の後側（裏側）に導かれる。
【０１３１】
　第２下部ランプカバー５７６は、スモーク状の（シボ加工が施された）半透明の樹脂材
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料を用いて、所定の装飾形状（例えば、花形の装飾の形状）に形成される。第２下部ラン
プカバー５７６の中央部には、第１下部ランプカバー５７１を受容して重なるカバー受容
部５７７が形成される。第２下部ランプカバー５７６の後側（裏側）には、下部ランプハ
ウス５５６のネジ挿通孔部５５８に挿通された結合ネジ（図示せず）がネジ固定される第
１ネジ穴部５７８が形成される。第２下部ランプカバー５７６には、多孔プレート５６１
のネジ挿通孔５６３に挿通された結合ネジ（図示せず）がネジ固定される第２ネジ穴部５
７９が形成される。これにより、多孔プレート５６１が第２下部ランプカバー５７６の後
側（裏側）に結合されるとともに、多孔プレート５６１の後方に重なるように、下部ラン
プハウス５５６が第２下部ランプカバー５７６の後側（裏側）に結合される。なお、第１
下部ランプカバー５７１に重ねて設けられた第２下部ランプカバー５７６は、通過孔５６
２を通過した光の第２の投映面として機能するが、第１下部ランプカバー５７１と異なる
スモーク状の樹脂材料を用いて形成されるため、第１下部ランプカバー５７１のみを光が
透過する場合よりも若干薄くて大きい絵柄が映し出される。
【０１３２】
　装飾カバー５８１は、樹脂材料を用いて、第２下部ランプカバー５７６に合わせた所定
の装飾形状（例えば、花形の装飾の形状）に形成される。装飾カバー５８１は、結合ネジ
（図示せず）を用いて、第２下部ランプカバー５７６の前面側（表面側）に重ねて結合さ
れる。装飾カバー５８１には、第２下部ランプカバー５７６を前面側に露出させる抜き穴
部５８２が形成される。なお、装飾カバー５８１の左側部は、前面扉５２０の左側部を構
成するように壁状に形成される。
【０１３３】
　以上のように構成される下部発光演出装置５５０において、下部ランプ基板５５１の複
数の下部演出ランプ５５２，５５２，…から発光した光は、多孔プレート５６１の複数の
通過孔５６２，５６２，…を通過して、第１下部ランプカバー５７１および第２下部ラン
プカバー５７６を透過する。このとき、下部演出ランプ５５２から発光した光のうち中心
側の一部が、当該下部演出ランプ５５２の真正面に対向する通過孔５６２を通過するとと
もに、下部演出ランプ５５２から発光した光のうち周辺側の一部が、当該下部演出ランプ
５５２の真正面に対向する通過孔５６２に隣接したいずれかの通過孔５６２を通過するよ
うになっている。これにより、一つの下部演出ランプ５５２から発光した光は、二つ以上
の通過孔５６２を通過して第１下部ランプカバー５７１に達する。
【０１３４】
　そのため、第１下部ランプカバー５７１の前面部５７２において、通過孔５６２の形状
に応じた断面形状（円形状）を有する複数の光が互いに交わるように透過し、第１下部ラ
ンプカバー５７１および第２下部ランプカバー５７６には、図２４（ａ）の二点鎖線で示
すように、通過孔５６２の形状に応じた複数の円形状の光が互いに交わって構成される模
様が映し出される。このように、第２実施形態によれば、多孔プレート５６１を利用して
、第１下部ランプカバー５７１および第２下部ランプカバー５７６に模様を映し出すこと
ができるので、簡便な構成で、より多彩な演出を行うことが可能になる。
【０１３５】
　［上部マスクユニットの構成］
　次に、第２実施形態に係る上部マスクユニット６００について図２６を参照して説明す
る。第２実施形態に係る上部マスクユニット６００は、図２６に示すように、上部マスク
６１０と、左右の上部スピーカーユニット６０６，６０７と、第１～第３電飾装置６２０
～６４０と、上部エスカッション６５０と、保護カバー６５３と、上部発光演出装置６６
０とを主体に構成される。上部マスク６１０は、透明樹脂材料を用いて、中央に窓部６１
１を有したブロック状に形成される。上部マスク６１０の窓部６１１の後側に、上部エス
カッション６５０、保護カバー６５３、および上部発光演出装置６６０が、この順に後方
へ並んで取り付けられる。
【０１３６】
　上部マスク６１０の左側には、左上部スピーカーユニット６０６が取り付けられる左ス
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ピーカー取付部６１２が形成される。左スピーカー取付部６１２は、前後に貫通した角穴
状に形成される。左上部スピーカーユニット６０６は、左スピーカー取付部６１２の開口
部を塞ぐように左スピーカー取付部６１２の後側に取り付けられる。左スピーカー取付部
６１２の前面側には、左スピーカー取付部６１２の開口部を覆う左側フロントスピーカー
カバー６１５とともに、装飾が施された左スピーカー装飾部材６１６が取り付けられる。
【０１３７】
　上部マスク６１０の右側には、右上部スピーカーユニット６０７が取り付けられる右ス
ピーカー取付部６１３が形成される。右スピーカー取付部６１３は、前後に貫通した円穴
状に形成される。右上部スピーカーユニット６０７は、右スピーカー取付部６１３の開口
部を塞ぐように右スピーカー取付部６１３の後側に取り付けられる。右スピーカー取付部
６１３の前面側には、右スピーカー取付部６１３の開口部を覆う右側フロントスピーカー
カバー６１７とともに、装飾が施された右スピーカー装飾部材６１８およびスピーカーリ
ング６１９が取り付けられる。
【０１３８】
　なお、左スピーカー取付部６１２の開口部（左側フロントスピーカーカバー６１５）の
断面積と、右スピーカー取付部６１３の開口部（右側フロントスピーカーカバー６１７）
の断面積とは、同じ断面積になるように設定される。これにより、左側フロントスピーカ
ーカバー６１５の形状と右側フロントスピーカーカバー６１７の形状が、装飾上異なる場
合であっても、左右の上部スピーカーユニット６０６，６０７から発せられる音声が通る
左右のスピーカー取付部６１２，６１３の開口部の大きさが同じになるように設定するこ
とで、左右の上部スピーカーユニット６０６，６０７から発せられる音声の音質が変わる
のを防止することができる。
【０１３９】
　上部マスク６１０の中央上部には、裏側（後側）から第１電飾装置６２０が取り付けら
れる第１電飾部６１４ａが形成される。上部マスク６１０の左側部には、裏側（後側）か
ら第２電飾装置６３０が取り付けられる第２電飾部６１４ｂが形成される。上部マスク６
１０の上部左側には、裏側（後側）から第３電飾装置６４０が取り付けられる第３電飾部
６１４ｃが形成される。また、上部マスク６１０の裏側（後側）上部には、上部マスク６
１０を前面扉５２０の前面枠５２１に仮固定するための仮固定部材６５４が取り付けられ
る。
【０１４０】
　第１電飾装置６２０は、第１電飾基板６２１と、第１補助電飾基板６２３と、第１ラン
プハウス６２５と、仕切り部材６２６と、第１電飾部材６２７とを有して構成される。第
１電飾基板６２１は、左右に細長く延びる板状に形成される。第１電飾基板６２１の実装
面には、第１電飾部材６２７を発光させるための複数の第１電飾ランプ（図示せず）が配
設される。第１電飾基板６２１は、演出制御ユニット５１７と電気的に接続され、演出制
御ユニット５１７から送信されたランプ制御信号に応じて、第１電飾ランプの発光制御を
行う。第１補助電飾基板６２３は、左右に延びる板状に形成され、第１電飾基板６２１の
右上方に配置される。第１補助電飾基板６２３の実装面には、上部マスク６１０における
第１電飾部６１４ａの右上方部分を発光させるための複数の第１補助電飾ランプ（図示せ
ず）が配設される。第１補助電飾基板６２３は、演出制御ユニット５１７と電気的に接続
され、演出制御ユニット５１７から送信されたランプ制御信号に応じて、第１補助電飾ラ
ンプの発光制御を行う。
【０１４１】
　第１ランプハウス６２５は、樹脂材料を用いて左右に延びる板状に形成され、第１電飾
基板６２１および第１補助電飾基板６２３を前方へ向くように支持する。第１ランプハウ
ス６２５には、第１電飾基板６２１の前方を覆うように、仕切り部材６２６および第１電
飾部材６２７が結合される。仕切り部材６２６は、樹脂材料を用いて、内側が小窓状に仕
切られた筒状（ハニカム形状）に形成される。仕切り部材６２６は、第１電飾基板６２１
の前方に配設され、第１電飾基板６２１の第１電飾ランプから発光した光を別個に仕切っ



(30) JP 2016-185293 A 2016.10.27

10

20

30

40

50

て第１電飾部材６２７に導くようになっている。第１電飾部材６２７は、透光性の樹脂材
料を用いて、左右に細長く延びる板状に形成される。第１電飾部材６２７は、仕切り部材
６２６の前方に配設され、第１電飾基板６２１の第１電飾ランプから発光した光を透過さ
せて発光可能に構成される。
【０１４２】
　第２電飾装置６３０は、第２電飾基板６３１と、第２ランプハウス６３５と、第２電飾
部材６３７とを有して構成される。第２電飾基板６３１は、略五角形状に拡がる板状に形
成される。第２電飾基板６３１の実装面には、第２電飾部材６３７を発光させるための複
数の第２電飾ランプ（図示せず）が配設される。第２電飾基板６３１は、演出制御ユニッ
ト５１７と電気的に接続され、演出制御ユニット５１７から送信されたランプ制御信号に
応じて、第２電飾ランプの発光制御を行う。
【０１４３】
　第２ランプハウス６３５は、樹脂材料を用いて略五角形状に拡がる板状に形成され、第
２電飾基板６３１を左方へ向くように支持する。第２ランプハウス６３５には、第２電飾
基板６３１の左方を覆うように、第２電飾部材６３７が結合される。第２電飾部材６３７
は、透光性の樹脂材料を用いて、略五角形状に拡がる板状に形成される。第２電飾部材６
３７は、第２電飾基板６３１の左方に配設され、第２電飾基板６３１の第２電飾ランプか
ら発光した光を透過させて発光可能に構成される。
【０１４４】
　第３電飾装置６４０は、第３電飾基板６４１と、第３ランプハウス６４５と、第３電飾
部材６４７とを有して構成される。第３電飾基板６４１は、略三角形状に拡がる板状に形
成される。第３電飾基板６４１の実装面には、第３電飾部材６４７を発光させるための複
数の第３電飾ランプ（図示せず）が配設される。第３電飾基板６４１は、演出制御ユニッ
ト５１７と電気的に接続され、演出制御ユニット５１７から送信されたランプ制御信号に
応じて、第３電飾ランプの発光制御を行う。
【０１４５】
　第３ランプハウス６４５は、樹脂材料を用いて略三角形状に拡がる板状に形成され、第
３電飾基板６４１を上方へ向くように支持する。第３ランプハウス６４５には、第３電飾
基板６４１の上方を覆うように、第３電飾部材６４７が結合される。第３電飾部材６４７
は、透光性の樹脂材料を用いて、略三角形状に拡がる板状に形成される。第３電飾部材６
４７は、第３電飾基板６４１の上方に配設され、第３電飾基板６４１の第３電飾ランプか
ら発光した光を透過させて発光可能に構成される。
【０１４６】
　上部エスカッション６５０は、樹脂材料を用いて、上部マスク６１０の窓部６１１の形
状に合わせた枠状に形成される。上部エスカッション６５０は、上部マスク６１０の窓部
６１１に取り付けられる。上部エスカッション６５０の中央部には、窓穴部６５１が形成
される。上部エスカッション６５０の右下部には基板取付部６５２が形成され、この基板
取付部６５２に、上部マスク６１０における右スピーカー取付部６１３の下方部分を照明
するための装飾ランプ基板６５５が取り付けられる。また、上部エスカッション６５０の
左下部には、上部マスク６１０における左スピーカー取付部６１２の下方部分を照明する
ためのランプユニット６５７が設けられる。
【０１４７】
　保護カバー６５３は、透明の樹脂材料を用いて、上部エスカッション６５０の窓穴部６
５１の形状に合わせた板状に形成される。保護カバー６５３は、上部発光演出装置６６０
とともに上部エスカッション６５０の後側から窓穴部６５１を塞ぐように取り付けられる
。これにより、上部発光演出装置６６０は、表示部が保護カバー６５３に覆われて前方を
向くように、上部エスカッション６５０の後側に取り付けられる。
【０１４８】
　［上部発光演出装置の構成］
　次に、第２実施形態に係る上部発光演出装置６６０について図２７～図３０を参照して
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説明する。上部発光演出装置６６０は、図２７～２８に示すように、第１上部ランプ基板
６６１と、第１上部基板カバー６６６と、第２上部ランプ基板６７１と、第２上部基板カ
バー６７６と、上部ランプハウス６８１と、裏側上部装飾部材６９１と、上部導光板６９
２と、表側上部装飾部材６９３と、固定フレーム６９６とを有して構成される。なお、第
１上部ランプ基板６６１および第２上部ランプ基板６７１は、演出制御ユニット５１７と
電気的に接続され、演出制御ユニット５１７から送信されたランプ制御信号に応じて、各
ランプの発光制御を行う。
【０１４９】
　第１上部ランプ基板６６１は、左右に細長く延びる板状に形成される。第１上部ランプ
基板６６１の実装面には、第１上部演出ランプ６６２（図２９を参照）が左右方向に１列
に並んで複数配設される。第１上部ランプ基板６６１は、第１上部演出ランプ６６２が上
部導光板６９２の上側の縁部６９２ａと対向するように、実装面を下方に向けて上部ラン
プハウス６８１の第１ランプ取付部６８２に取り付けられる。第１上部演出ランプ６６２
は、上部導光板６９２の縁部６９２ａに入射する光を発光可能に構成される。第１上部ラ
ンプ基板６６１には、上部ランプハウス６８１の第１ランプ取付部６８２に形成された位
置決めピン６８３と係合可能な位置決め孔６６３が複数形成される。また、第１上部ラン
プ基板６６１には、上部基板取付ネジ６６９が挿通されるネジ挿通孔６６４が複数形成さ
れる。
【０１５０】
　第１上部基板カバー６６６は、樹脂材料を用いて、第１上部ランプ基板６６１の形状に
合わせて左右に細長く延びる板状に形成される。第１上部基板カバー６６６は、第１上部
ランプ基板６６１の上側に重ねられて上部ランプハウス６８１の第１ランプ取付部６８２
に取り付けられ、第１上部ランプ基板６６１における実装面と反対側の面を覆うようにな
っている。第１上部基板カバー６６６には、第１上部ランプ基板６６１のネジ挿通孔６６
４と位置整合して上部基板取付ネジ６６９が挿通されるネジ挿通孔６６７が複数形成され
る。また、第１上部基板カバー６６６の後縁部には、第１上部ランプ基板６６１における
実装面と反対側の面に配設されたコネクタ６６１ａを露出させるコネクタ露出部６６８が
形成される。
【０１５１】
　第２上部ランプ基板６７１は、左右に延びる板状に形成される。第２上部ランプ基板６
７１の実装面には、第２上部演出ランプ６７２が左右方向に２列に並んで複数配設される
。第２上部ランプ基板６７１は、第２上部基板カバー６７６とともに実装面を前方に向け
て上部ランプハウス６８１の第２ランプ取付部６８５に取り付けられる。第２上部演出ラ
ンプ６７２は、裏側上部装飾部材６９１に向けて光を発光可能に構成される。
【０１５２】
　第２上部基板カバー６７６は、樹脂材料を用いて、第２上部ランプ基板６７１を後方か
ら支持可能な板状に形成される。第２上部基板カバー６７６は、第２上部ランプ基板６７
１を後方から支持した状態で上部ランプハウス６８１の第２ランプ取付部６８５に取り付
けられ、第２上部ランプ基板６７１における実装面と反対側の面を覆うようになっている
。第２上部基板カバー６７６の上端部および下端部には、上部ランプハウス６８１の第２
ランプ取付部６８５（内周側）に形成された係合溝部（図示せず）と係合可能な係合爪部
６７７が形成される。第２上部基板カバー６７６の係合爪部６７７が第２ランプ取付部６
８５の係合溝部と係合した状態で、第２上部基板カバー６７６および第２上部ランプ基板
６７１が第２ランプ取付部６８５に対して取り付け保持される。第２上部基板カバー６７
６の後壁部には、第２上部ランプ基板６７１における実装面と反対側の面に配設されたコ
ネクタ６７１ａ（図２９を参照）を露出させるコネクタ露出部６７８が形成される。
【０１５３】
　上部ランプハウス６８１は、樹脂材料を用いて、前方が開口した箱状に形成される。上
部ランプハウス６８１の上端部には、左右に細長く延びる平面状の第１ランプ取付部６８
２が形成される。第１ランプ取付部６８２には、第１上部ランプ基板６６１の位置決め孔
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６６３と係合可能な位置決めピン６８３が複数形成される。また、第１ランプ取付部６８
２には、第１上部ランプ基板６６１のネジ挿通孔６６４と位置整合して上部基板取付ネジ
６６９がネジ固定される第１ネジ穴部６８４が形成される。第１ランプ取付部６８２の上
に第１上部ランプ基板６６１と第１上部基板カバー６６６とを順に重ねて配置し、上部基
板取付ネジ６６９を第１上部ランプ基板６６１と第１上部基板カバー６６６のネジ挿通孔
６６４，６６７にそれぞれ挿通させて、第１ネジ穴部６８４にネジ固定することにより、
第１上部ランプ基板６６１が第１上部基板カバー６６６に覆われた状態で第１ランプ取付
部６８２に取り付けられる。
【０１５４】
　上部ランプハウス６８１の後部には、左右に延びる凹んだ壁状の第２ランプ取付部６８
５が形成される。第２上部ランプ基板６７１は、図２９に示すように、第２ランプ取付部
６８５の裏面側（後面側）に重なるように取り付けられる。第２ランプ取付部６８５には
、第２上部ランプ基板６７１の第２上部演出ランプ６７２を上部ランプハウス６８１の内
部空間側に露出させるランプ露出穴６８６が複数形成される。
【０１５５】
　図２８および図２９に示すように、上部ランプハウス６８１の前部には、枠状の装飾部
材取付部６８７が形成される。装飾部材取付部６８７には、裏側上部装飾部材６９１と、
上部導光板６９２と、表側上部装飾部材６９３とが、この順に前方に重ねて取り付けられ
る。装飾部材取付部６８７には、フレーム取付ネジ６９８がネジ固定される第２ネジ穴部
６８９が形成される。
【０１５６】
　表側上部装飾部材６９３は、透光性の樹脂材料を用いてシート状に形成され、上部導光
板６９２の表側（前側）に重ねて配置される。表側上部装飾部材６９３の表面または裏面
（前面または後面）には、インクジェット印刷により、所定の図柄（例えば、物語風の絵
柄や文字）が描かれた第１上部演出図柄６９３ａが形成される。裏側上部装飾部材６９１
は、透光性の樹脂材料を用いてシート状に形成され、上部導光板６９２の裏側（後側）に
重ねて配置される。裏側上部装飾部材６９１の表面または裏面（前面または後面）には、
シルク印刷により、第１上部演出図柄６９３ａと趣の異なる図柄（例えば、物語風の絵柄
や文字）が描かれた第２上部演出図柄６９１ａが形成される。なお、本実施形態において
、第１上部演出図柄６９３ａおよび第２上部演出図柄６９１ａは、装飾的な図柄であるた
め、図２８および図３０の二点鎖線で示すように、簡略化して示している。
【０１５７】
　上部導光板６９２は、透明樹脂材料を用いて、表側上部装飾部材６９３および裏側上部
装飾部材６９１の形状に合わせた長方形の板状に形成される。上部導光板６９２は、表側
上部装飾部材６９３と裏側上部装飾部材６９１との間に重なるように配置される。上部導
光板６９２の裏面（後面）全体には、微細な凹凸からなる凹凸面６９２ｃが形成されてお
り、上部導光板６９２の縁部６９２ａに入射した光を裏側の凹凸面６９２ｃで反射させて
、表側の射出面６９２ｄから全面的に光を射出させることができるようになっている。
【０１５８】
　固定フレーム６９６は、樹脂材料を用いて、上部ランプハウス６８１の装飾部材取付部
６８７の形状に合わせた枠状に形成される。固定フレーム６９６の左右端部には、装飾部
材取付部６８７の第２ネジ穴部６８９と位置整合してフレーム取付ネジ６９８が挿通され
るネジ挿通孔６９７が形成される。フレーム取付ネジ６９８を固定フレーム６９６のネジ
挿通孔６９７に挿通させて、装飾部材取付部６８７の第２ネジ穴部６８９にネジ固定する
ことにより、裏側上部装飾部材６９１と、上部導光板６９２と、表側上部装飾部材６９３
とが、固定フレーム６９６によって上部ランプハウス６８１の装飾部材取付部６８７に取
り付け固定される。なお、固定フレーム６９６には、第１上部ランプ基板６６１または第
２上部ランプ基板６７１等から延びる電気ケーブルを固定可能な束線部材６９９が取り付
けられるようになっている。
【０１５９】
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　以上のように構成される上部発光演出装置６６０において、第１上部ランプ基板６６１
の第１上部演出ランプ６６２が発光すると、第１上部演出ランプ６６２から発光した光は
、上部導光板６９２の縁部６９２ａに入射し、上部導光板６９２の裏側の凹凸面６９２ｃ
で反射して表側の射出面６９２ｄから射出される。第１上部演出ランプ６６２から発光し
て上部導光板６９２の射出面６９２ｄから射出される光によって、上部導光板６９２の表
側（前側）に配置された表側上部装飾部材６９３の第１上部演出図柄６９３ａが照明され
る。そのため、第１上部演出ランプ６６２を発光させることにより、上部発光演出装置６
６０は、表側上部装飾部材６９３の第１上部演出図柄６９３ａのみを発光表示することが
できる（図３０（ａ）を参照）。
【０１６０】
　一方、第２上部ランプ基板６７１の第２上部演出ランプ６７２が発光すると、第２上部
演出ランプ６７２から発光した光は、第２上部演出ランプ６７２と対向する裏側上部装飾
部材６９１の裏側（後側）に入射し、裏側上部装飾部材６９１、上部導光板６９２、およ
び表側上部装飾部材６９３を順に透過する。第２上部演出ランプ６７２から発光して裏側
上部装飾部材６９１の裏側に入射する光によって、裏側上部装飾部材６９１の第２上部演
出図柄６９１ａが照明される。そのため、第２上部演出ランプ６７２を発光させることに
より、上部発光演出装置６６０は、裏側上部装飾部材６９１の第２上部演出図柄６９１ａ
を、上部導光板６９２および表側上部装飾部材６９３を通して発光表示することができる
（図３０（ｂ）を参照）。
【０１６１】
　なお、前述したように、裏側上部装飾部材６９１の第２上部演出図柄６９１ａはシルク
印刷によって形成され、表側上部装飾部材６９３の第１上部演出図柄６９３ａはインクジ
ェット印刷により形成される。第２上部演出ランプ６７２から発光して裏側上部装飾部材
６９１を透過した光は、シルク印刷よりもインクの粒子間の隙間が大きいインクジェット
印刷によって第１上部演出図柄６９３ａが形成された表側上部装飾部材６９３を透過する
。そのため、第２上部演出ランプ６７２を発光させることにより、上部発光演出装置６６
０は、第２上部演出図柄６９１ａを第１上部演出図柄６９３ａよりも強調して発光表示す
ることができる。また、裏側上部装飾部材６９１に、第２上部演出図柄６９１ａとして第
１上部演出図柄６９３ａよりも濃い色（黒色等）の背景を印刷形成することで、第２上部
演出ランプ６７２を発光させることにより、第２上部演出図柄６９１ａのみが視認されて
第１上部演出図柄６９３ａがほぼ認識されないようにすることも可能である。
【０１６２】
　このように、第２実施形態によれば、第１上部ランプ基板６６１の第１上部演出ランプ
６６２を発光させて、第１上部演出ランプ６６２から上部導光板６９２の縁部６９２ａに
入射して射出面６９２ｄから射出される光により、表側上部装飾部材６９３の第１上部演
出図柄６９３ａを照明して発光表示させるように構成される。一方、第２上部ランプ基板
６７１の第２上部演出ランプ６７２を発光させて、第２上部演出ランプ６７２からの光に
より、裏側上部装飾部材６９１の第２上部演出図柄６９１ａを照明して上部導光板６９２
および表側上部装飾部材６９３を通して発光表示させるように構成される。そのため、上
部発光演出装置６６０は、第１上部演出図柄６９３ａと第２上部演出図柄６９１ａとを切
り替えて発光表示することが可能になり、液晶表示装置等を用いることなく簡便な構成で
、多彩な演出を行うことができる。
【０１６３】
　［左サイド発光演出装置の構成］
　次に、第２実施形態に係る左サイド発光演出装置７００について図３１～図３４を参照
して説明する。左サイド発光演出装置７００は、図３１～図３２に示すように、ランプユ
ニット部７１０と、カバーユニット部７６０とを主体に構成される。ランプユニット部７
１０は、図３３に示すように、第１左サイドランプ基板７１１と、第１左基板カバー７１
６と、第１補助照明基板７２１と、第１補助基板カバー７２６と、第２左サイドランプ基
板７３１と、第２左基板カバー７３６と、第２補助照明基板７４６と、第２補助基板カバ
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ー７４８と、左サイドランプハウス７５１とを有して構成される。なお、第１左サイドラ
ンプ基板７１１、第１補助照明基板７２１、第２左サイドランプ基板７３１、および第２
補助照明基板７４６は、演出制御ユニット５１７と電気的に接続され、演出制御ユニット
５１７から送信されたランプ制御信号に応じて、各ランプの発光制御を行う。
【０１６４】
　第１左サイドランプ基板７１１は、上下に細長く延びる板状に形成される。第１左サイ
ドランプ基板７１１の実装面には、第１左サイド演出ランプ７１２が上下方向に１列に並
んで複数配設される。第１左サイドランプ基板７１１は、第１左サイド演出ランプ７１２
がカバーユニット部７６０の左導光板７７２の長手方向縁部７７２ａと対向するように、
第１左基板カバー７１６を介して左サイドランプハウス７５１の長手方向縁部７５４ａに
取り付けられる。第１左サイド演出ランプ７１２は、左導光板７７２の長手方向縁部７７
２ａに入射する光を発光可能に構成される。
【０１６５】
　第１左基板カバー７１６は、樹脂材料を用いて、左サイドランプハウス７５１の長手方
向縁部７５４ａに沿って上下に細長く延びる板状に形成される。第１左基板カバー７１６
の裏側（後側）に重ねて第１左サイドランプ基板７１１が前方を向くように取り付けられ
、第２左基板カバー７３６の第１ランプ取付部７４３と第１左基板カバー７１６との間に
第１左サイドランプ基板７１１が挟持されるようになっている。そのため、第１左基板カ
バー７１６には、第１左サイドランプ基板７１１の第１左サイド演出ランプ７１２を前方
に露出させるランプ露出穴７１６ａが複数形成される。第１左基板カバー７１６の後部に
は、第２左基板カバー７３６の係止溝部７４４に係止可能な係止爪部７１７が形成される
。
【０１６６】
　第１左基板カバー７１６の上部には、左サイドランプハウス７５１の傾斜縁部７５５ａ
に沿って傾斜して延びる傾斜部７１８が形成される。第１左基板カバー７１６の傾斜部７
１８の裏側（後側）に重ねて第１補助照明基板７２１が前方を向くように取り付けられ、
第１補助基板カバー７２６と第１左基板カバー７１６の傾斜部７１８との間に第１補助照
明基板７２１が挟持されるようになっている。そのため、第１左基板カバー７１６の傾斜
部７１８には、第１補助照明基板７２１の第１補助照明ランプ７２２を前方に露出させる
ランプ露出穴（図示せず）が複数形成される。
【０１６７】
　また、第１左基板カバー７１６の後部には、第１左基板カバー７１６を左サイドランプ
ハウス７５１の長手方向縁部７５４ａに結合させるための結合ネジ７５０がネジ固定され
る第１ボス部７１９ａが形成される。第１左基板カバー７１６の傾斜部７１８には、第１
補助基板カバー７２６の傾斜ボス部７２７と結合ネジ（図示せず）等を用いて結合される
第２ボス部７１９ｂが形成される。第１左基板カバー７１６の上端部には、カバーユニッ
ト部７６０の上端部が結合される上側カバー結合部７２０が形成される。
【０１６８】
　第１補助照明基板７２１は、傾斜して上下に細長く延びる板状に形成される。第１補助
照明基板７２１の実装面には、第１補助照明ランプ７２２が上下方向に１列に並んで複数
配設される。第１補助照明基板７２１は、第１補助照明ランプ７２２がカバーユニット部
７６０に構成される左導光板７７２の傾斜縁部７７２ｂと対向するように、第１左基板カ
バー７１６（傾斜部７１８）を介して左サイドランプハウス７５１の傾斜縁部７５５ａに
取り付けられる。第１補助照明ランプ７２２は、左導光板７７２の傾斜縁部７７２ｂに入
射する光を発光可能に構成される。
【０１６９】
　第１補助基板カバー７２６は、傾斜して上下に細長く延びる板状に形成される。第１補
助基板カバー７２６には、第１左基板カバー７１６の第２ボス部７１９ｂと結合される傾
斜ボス部７２７が形成される。これにより、第１補助基板カバー７２６は、第１左基板カ
バー７１６の傾斜部７１８に結合されて当該傾斜部７１８との間で第１補助照明基板７２
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１を挟持するようになっている。なお、第１補助基板カバー７２６は、第１補助照明基板
７２１における実装面と反対側の面に配設されたコネクタ７２３を裏側（後側）露出させ
るように、一部が切り欠かれて形成される。
【０１７０】
　第２左サイドランプ基板７３１は、上下に延びる板状に形成される。第２左サイドラン
プ基板７３１の実装面には、第２左サイド演出ランプ７３２が左右２列で上下方向に並ん
で複数配設される。第２左サイドランプ基板７３１は、第２左基板カバー７３６とともに
実装面を前方に向けて左サイドランプハウス７５１の第２ランプ取付部７５４の裏側（後
側）に取り付けられる。第２左サイド演出ランプ７３２は、カバーユニット部７６０の裏
側左装飾部材７７１に向けて光を発光可能に構成される。
【０１７１】
　第２左サイドランプ基板７３１の上下には、第２左基板カバー７３６のネジ穴部７３７
にネジ固定される結合ネジ（図示せず）が挿通される第１ネジ挿通孔７３３が形成される
。結合ネジを第１ネジ挿通孔７３３に挿通させて第２左基板カバー７３６のネジ穴部７３
７にネジ固定することにより、第２左サイドランプ基板７３１の裏側（後側）に第２左基
板カバー７３６が重なるように結合される。また、第２左サイドランプ基板７３１の上下
には、左サイドランプハウス７５１のネジ穴部７５７にネジ固定される固定ネジ（図示せ
ず）が挿通される第２ネジ挿通孔７３４が形成される。固定ネジを第２ネジ挿通孔７３４
に挿通させて左サイドランプハウス７５１のネジ穴部７５７にネジ固定することにより、
左サイドランプハウス７５１の第２ランプ取付部７５４の裏側（後側）に第２左サイドラ
ンプ基板７３１および第２左基板カバー７３６が重なるように取り付け固定される。第２
左サイドランプ基板７３１の側縁部には、左サイドランプハウス７５１の取付ボス部７５
８が挿通されるボス挿通部７３５が形成される。
【０１７２】
　第２左基板カバー７３６は、樹脂材料を用いて、第２左サイドランプ基板７３１の裏側
（後側）を覆うように上下に延びる板状に形成される。第２左基板カバー７３６の上下に
は、第２左サイドランプ基板７３１の裏側（後側）に第２左基板カバー７３６を結合させ
るための結合ネジ（図示せず）がネジ固定されるネジ穴部７３７が形成される。第２左基
板カバー７３６には、左サイドランプハウス７５１の第２ランプ取付部７５４の裏側（後
側）に第２左サイドランプ基板７３１および第２左基板カバー７３６を取り付け固定する
ための固定ネジ（図示せず）が挿通されるネジ挿通孔７３８が形成される。
【０１７３】
　第２左基板カバー７３６の上部および中央部には、第１左サイドランプ基板７１１およ
び第２左サイドランプ基板７３１における実装面と反対側の面に配設されたコネクタ７１
３を裏側（後側）に露出させるコネクタ露出部７３９が形成される。第２左基板カバー７
３６の側縁部近傍には、第１左基板カバー７１６の第１ボス部７１９ａが挿通される第１
ボス挿通部７４１が形成される。第２左基板カバー７３６の中間部には、左サイドランプ
ハウス７５１の取付ボス部７５８が挿通される第２ボス挿通部７４２が形成される。第２
左基板カバー７３６の側縁部には、第１左サイドランプ基板７１１とともに第１左基板カ
バー７１６が結合される第１ランプ取付部７４３が形成される。第１ランプ取付部７４３
には、第１左基板カバー７１６の係止爪部７１７が係止可能な係止溝部７４４が形成され
る。
【０１７４】
　第２補助照明基板７４６は、上下に短く延びる板状に形成される。第２補助照明基板７
４６の実装面には、第２補助照明ランプ７４７が上下方向に並んで複数配設される。第２
補助照明基板７４６は、第２補助基板カバー７４８とともに実装面を前方に向けて左サイ
ドランプハウス７５１の補助ランプ取付部７５５の裏側（後側）に取り付けられる。第２
補助照明ランプ７４７は、カバーユニット部７６０の裏側左装飾部材７７１に向けて光を
発光可能に構成される。
【０１７５】
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　第２補助基板カバー７４８は、樹脂材料を用いて、第２補助照明基板７４６の裏側を覆
うように上下に短く延びる板状に形成される。第２補助基板カバー７４８には、左サイド
ランプハウス７５１の（最も上側の）ネジ穴部７５７にネジ固定される固定ネジ（図示せ
ず）が挿通されるネジ挿通孔７４９が形成される。固定ネジをネジ挿通孔７４９に挿通さ
せて左サイドランプハウス７５１のネジ穴部７５７にネジ固定することにより、左サイド
ランプハウス７５１の補助ランプ取付部７５５の裏側（後側）に第２補助照明基板７４６
および第２補助基板カバー７４８が重なるように取り付け固定される。
【０１７６】
　左サイドランプハウス７５１は、樹脂材料を用いて、上下に延びる板状に形成される。
左サイドランプハウス７５１の下端部に略三角形状の底部７５２が形成され、この底部７
５２の下側に、カバーユニット部７６０の下端部が結合される下側カバー結合部７５３が
形成される。左サイドランプハウス７５１の後部には、上下に延びる壁状の第２ランプ取
付部７５４が形成される。第２左サイドランプ基板７３１は、図３４に示すように、第２
ランプ取付部７５４の裏面側（後面側）に重なるように取り付けられる。図３３に示すよ
うに、第２ランプ取付部７５４には、第２左サイドランプ基板７３１の第２左サイド演出
ランプ７３２を左サイドランプハウス７５１の内部空間側に露出させるランプ露出穴７５
６が複数形成される。第２ランプ取付部７５４の上下には、第２ランプ取付部７５４の裏
面側（後面側）に第２左サイドランプ基板７３１を固定するための固定ネジ（図示せず）
がネジ固定されるネジ穴部７５７が形成される。第２ランプ取付部７５４の裏側（後側）
には、左サイド発光演出装置７００を前面扉５２０に取り付け固定するための取付ボス部
７５８が形成される。
【０１７７】
　第２ランプ取付部７５４の側縁部には、左サイドランプハウス７５１（第２ランプ取付
部７５４）の長手方向に沿って延びる長手方向縁部７５４ａが形成される。第２ランプ取
付部７５４の長手方向縁部７５４ａには、結合ネジ７５０が挿通されるネジ挿通孔７５９
が形成される。結合ネジ７５０をネジ挿通孔７５９に挿通させて第１左基板カバー７１６
の第１ボス部７１９ａにネジ固定することにより、第１左サイドランプ基板７１１が取り
付けられた第１左基板カバー７１６が左サイドランプハウス７５１の長手方向縁部７５４
ａに結合される。
【０１７８】
　左サイドランプハウス７５１における第２ランプ取付部７５４の上側には、補助ランプ
取付部７５５が形成される。第２補助照明基板７４６は、補助ランプ取付部７５５の裏面
側（後面側）に重なるように取り付けられる。補助ランプ取付部７５５には、第２補助照
明基板７４６の第２補助照明ランプ７４７を左サイドランプハウス７５１の内部空間側に
露出させるランプ露出穴７５６が複数形成される。また、補助ランプ取付部７５５には、
補助ランプ取付部７５５の裏面側（後面側）に第２補助照明基板７４６を固定するための
固定ネジ（図示せず）がネジ固定されるネジ穴部７５７が形成される。
【０１７９】
　補助ランプ取付部７５５の側縁部には、長手方向縁部７５４ａの上端部から傾斜して延
びる傾斜縁部７５５ａが形成される。第１左基板カバー７１６が左サイドランプハウス７
５１の長手方向縁部７５４ａに結合された状態で、左サイドランプハウス７５１の傾斜縁
部７５５ａには、第１補助照明基板７２１が取り付けられた第１左基板カバー７１６の傾
斜部７１８が接合するようになっている。
【０１８０】
　カバーユニット部７６０は、図３２に示すように、カバーフレーム７６１と、裏側左装
飾部材７７１と、左導光板７７２と、表側左装飾部材７７３と、内向側カバー部材７７６
と、外向側カバー部材７８１とを有して構成される。カバーユニット部７６０は、ランプ
ユニット部７１０の前側に結合され、ランプユニット部７１０との間に断面視略三角形状
の内部空間が形成されるように構成される（図３４を参照）。
【０１８１】
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　カバーフレーム７６１は、樹脂材料を用いて上下に延びる枠状に形成され、ランプユニ
ット部７１０の前側に結合される。カバーフレーム７６１の上端部には、ボス状の上側ラ
ンプハウス結合部７６２が形成される。上側ランプハウス結合部７６２は、結合ネジ（図
示せず）を用いて、ランプユニット部７１０の上側カバー結合部７２０と結合される。カ
バーフレーム７６１の下端部にも、ボス状の下側ランプハウス結合部７６３が形成される
。下側ランプハウス結合部７６３は、結合ネジ（図示せず）を用いて、ランプユニット部
７１０の下側カバー結合部７５３と結合される。
【０１８２】
　スロットマシンＳＭ２の中心側を向くカバーフレーム７６１の右側には、内向側カバー
取付部７６４が枠状に形成される。内向側カバー取付部７６４の裏側（左側）には、内向
側カバー部材７７６と、表側左装飾部材７７３と、左導光板７７２と、裏側左装飾部材７
７１とが、この順に裏方（左方）に重ねて取り付けられる。スロットマシンＳＭ２の外側
を向くカバーフレーム７６１の左側には、外向側カバー取付部７６５が枠状に形成される
。外向側カバー取付部７６５の裏側（右側）には、外向側カバー部材７８１が重ねて取り
付けられる。
【０１８３】
　表側左装飾部材７７３は、透光性の樹脂材料を用いてシート状に形成され、左導光板７
７２の表側（右側）に重ねて配置される。表側左装飾部材７７３の表面または裏面（右面
または左面）には、インクジェット印刷により、所定の図柄（例えば、物語風の絵柄や文
字）が描かれた第１左演出図柄７７３ａが形成される。裏側左装飾部材７７１は、透光性
の樹脂材料を用いてシート状に形成され、左導光板７７２の裏側（左側）に重ねて配置さ
れる。裏側左装飾部材７７１の表面または裏面（右面または左面）には、シルク印刷によ
り、第１左演出図柄７７３ａと趣の異なる図柄（例えば、物語風の絵柄や文字）が描かれ
た第２左演出図柄７７１ａが形成される。なお、本実施形態において、第１左演出図柄７
７３ａおよび第２左演出図柄７７１ａは、装飾的な図柄であるため、図３１および図３２
の二点鎖線で示すように、簡略化して示している。
【０１８４】
　左導光板７７２は、透明樹脂材料を用いて、表側左装飾部材７７３および裏側左装飾部
材７７１の形状に合わせて上方が尖った長方形の板状に形成される。左導光板７７２は、
表側左装飾部材７７３と裏側左装飾部材７７１との間に重なるように配置される。左導光
板７７２の側縁部には、左導光板７７２の長手方向に沿って延びる長手方向縁部７７２ａ
と、長手方向縁部７７２ａの上端部から中心側に傾斜して延びる傾斜縁部７７２ｂとが形
成される。左導光板７７２の裏面（左面）全体には、微細な凹凸からなる凹凸面７７２ｃ
が形成されており、左導光板７７２の長手方向縁部７７２ａもしくは傾斜縁部７７２ｂに
入射した光を裏側の凹凸面７７２ｃで反射させて、射出面７７２ｄから全面的に光を射出
させることができるようになっている。
【０１８５】
　内向側カバー部材７７６は、透光性の樹脂材料を用いて、表側左装飾部材７７３および
裏側左装飾部材７７１の形状に合わせて上方が尖った長方形の板状に形成される。内向側
カバー部材７７６の裏側（左側）に、結合ネジ（図示せず）を用いて、表側左装飾部材７
７３と、左導光板７７２と、裏側左装飾部材７７１とが、この順に裏方（左方）に重ねて
結合される。内向側カバー部材７７６には、所定の装飾（例えば、窓枠状の装飾）が施さ
れるとともに、裏側から（表側左装飾部材７７３が配置される左側）から入射する光を透
過させることが可能な透光部７７７が形成される。内向側カバー部材７７６の上端部には
、ボス状の（第２の）上側ランプハウス結合部７７８が形成される。（第２の）上側ラン
プハウス結合部７７８は、結合ネジ（図示せず）を用いて、ランプユニット部７１０の上
側カバー結合部７２０と結合される。
【０１８６】
　外向側カバー部材７８１は、透光性の樹脂材料を用いて、上下に延びる長方形の板状に
形成される。外向側カバー部材７８１には、所定の装飾（例えば、ステンドグラス調の装
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飾）が施された装飾部７８２が形成される。装飾部７８２は、カバーフレーム７６１にお
ける外向側カバー取付部７６５の開口部の形状に合わせて菱形に形成され、ランプユニッ
ト部７１０の第２左サイド演出ランプ７３２または第２補助照明ランプ７４７から発光し
た光の一部を透過させることができるようになっている。なお、外向側カバー部材７８１
は、ランプユニット部７１０に形成された複数のリブ（図示せず）によって、外向側カバ
ー取付部７６５の裏側（右側）に固定されるようになっている。
【０１８７】
　以上のように構成される左サイド発光演出装置７００において、第１左サイドランプ基
板７１１の第１左サイド演出ランプ７１２が発光すると、第１左サイド演出ランプ７１２
から発光した光は、左導光板７７２の長手方向縁部７７２ａに入射し、左導光板７７２の
裏側の凹凸面７７２ｃで反射して表側の射出面７７２ｄから射出される。また、第１補助
照明基板７２１の第１補助照明ランプ７２２が発光すると、第１補助照明ランプ７２２か
ら発光した光は、左導光板７７２の傾斜縁部７７２ｂに入射し、左導光板７７２の裏側の
凹凸面７７２ｃで反射して表側の射出面７７２ｄから射出される。第１左サイド演出ラン
プ７１２および第１補助照明ランプ７２２から発光して左導光板７７２の射出面７７２ｄ
から射出される光によって、左導光板７７２の表側（右側）に配置された表側左装飾部材
７７３の第１左演出図柄７７３ａが照明される。そのため、第１左サイド演出ランプ７１
２および第１補助照明ランプ７２２を発光させることにより、左サイド発光演出装置７０
０は、表側左装飾部材７７３の第１左演出図柄７７３ａのみを（内向側カバー部材７７６
を通して）発光表示することができる。
【０１８８】
　一方、第２左サイドランプ基板７３１の第２左サイド演出ランプ７３２が発光すると、
第２左サイド演出ランプ７３２から発光した光は、第２左サイド演出ランプ７３２と対向
する裏側左装飾部材７７１の裏側（左側）に入射し、裏側左装飾部材７７１、左導光板７
７２、表側左装飾部材７７３、および内向側カバー部材７７６を順に透過する。また、第
２補助照明基板７４６の第２補助照明ランプ７４７が発光すると、第２補助照明ランプ７
４７から発光した光は、第２補助照明ランプ７４７と対向する裏側左装飾部材７７１の裏
側（左側）に入射し、裏側左装飾部材７７１、左導光板７７２、表側左装飾部材７７３、
および内向側カバー部材７７６を順に透過する。第２左サイド演出ランプ７３２および第
２補助照明ランプ７４７から発光して裏側左装飾部材７７１の裏側に入射する光によって
、裏側左装飾部材７７１の第２左演出図柄７７１ａが照明される。そのため、第２左サイ
ド演出ランプ７３２および第２補助照明ランプ７４７を発光させることにより、左サイド
発光演出装置７００は、裏側左装飾部材７７１の第２左演出図柄７７１ａを、左導光板７
７２、表側左装飾部材７７３、および内向側カバー部材７７６を通して発光表示すること
ができる。
【０１８９】
　また、第２左サイド演出ランプ７３２および第２補助照明ランプ７４７から発光した光
の一部は、外向側カバー部材７８１を透過する。そのため、第２左サイド演出ランプ７３
２および第２補助照明ランプ７４７を発光させることにより、裏側左装飾部材７７１の第
２左演出図柄７７１ａに加えて、外向側カバー部材７８１の装飾部７８２を発光させるこ
とができる。
【０１９０】
　なお、前述したように、裏側左装飾部材７７１の第２左演出図柄７７１ａはシルク印刷
によって形成され、表側左装飾部材７７３の第１左演出図柄７７３ａはインクジェット印
刷により形成される。第２左サイド演出ランプ７３２および第２補助照明ランプ７４７か
ら発光して裏側左装飾部材７７１を透過した光は、シルク印刷よりもインクの粒子間の隙
間が大きいインクジェット印刷によって第１左演出図柄７７３ａが形成された表側左装飾
部材７７３を透過する。そのため、第２左サイド演出ランプ７３２および第２補助照明ラ
ンプ７４７を発光させることにより、左サイド発光演出装置７００は、第２左演出図柄７
７１ａを第１左演出図柄７７３ａよりも強調して発光表示することができる。また、裏側
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左装飾部材７７１に、第２左演出図柄７７１ａとして第１左演出図柄７７３ａよりも濃い
色（黒色等）の背景を印刷形成することで、第２左サイド演出ランプ７３２および第２補
助照明ランプ７４７を発光させることにより、第２左演出図柄７７１ａのみが視認されて
第１左演出図柄７７３ａがほぼ認識されないようにすることも可能である。
【０１９１】
　このように、第２実施形態によれば、第１左サイドランプ基板７１１の第１左サイド演
出ランプ７１２（および第１補助照明基板７２１の第１補助照明ランプ７２２）を発光さ
せて、第１左サイド演出ランプ７１２（および第１補助照明ランプ７２２）から左導光板
７７２の長手方向縁部７７２ａ（および傾斜縁部７７２ｂ）に入射して射出面７７２ｄか
ら射出される光により、表側左装飾部材７７３の第１左演出図柄７７３ａを照明して発光
表示させるように構成される。一方、第２左サイドランプ基板７３１の第２左サイド演出
ランプ７３２（および第２補助照明基板７４６の第２補助照明ランプ７４７）を発光させ
て、第２左サイド演出ランプ７３２（および第２補助照明ランプ７４７）からの光により
、裏側左装飾部材７７１の第２左演出図柄７７１ａを照明して左導光板７７２および表側
左装飾部材７７３（並びに、内向側カバー部材７７６）を通して発光表示させるように構
成される。そのため、左サイド発光演出装置７００は、第１左演出図柄７７３ａと第２左
演出図柄７７１ａとを切り替えて発光表示することが可能になり、液晶表示装置等を用い
ることなく簡便な構成で、多彩な演出を行うことができる。
【０１９２】
　［右サイド発光演出装置の構成］
　次に、第２実施形態に係る右サイド発光演出装置８００について図３５～図３６を参照
して説明する。右サイド発光演出装置８００は、図３５に示すように、右サイドランプ基
板８１１と、右基板カバー８２１と、第１ランプハウス部材８３１と、第２ランプハウス
部材８４１と、第１右導光板８６１と、第２右導光板８６６と、内カバー部材８７１と、
外カバー部材８８１とを有して構成される。なお、右サイドランプ基板８１１は、演出制
御ユニット５１７と電気的に接続され、演出制御ユニット５１７から送信されたランプ制
御信号に応じて、第１～第３右サイド演出ランプ８１２～８１４の発光制御を行う。
【０１９３】
　右サイドランプ基板８１１は、図３５に示すように、上下に延びる板状に形成される。
右サイドランプ基板８１１は、右基板カバー８２１とともに実装面を前方に向けて第１ラ
ンプハウス部材８３１の裏側（後側）に取り付けられる。右サイドランプ基板８１１には
、第１ランプハウス部材８３１のネジ穴部８３５にネジ固定される固定ネジ（図示せず）
が挿通されるネジ挿通孔８１５が複数形成される。
【０１９４】
　右サイドランプ基板８１１の実装面の左側には、第１右サイド演出ランプ８１２が上下
方向に１列に並んで複数配設される。第１右サイド演出ランプ８１２は、第１右導光板８
６１の後縁部８６２に入射する光を発光可能に構成される。右サイドランプ基板８１１の
実装面の右側には、第２右サイド演出ランプ８１３が第１右サイド演出ランプ８１２と左
右対称に並んで複数配設される。第２右サイド演出ランプ８１３は、第２右導光板８６６
の後縁部８６７に入射する光を発光可能に構成される。右サイドランプ基板８１１の実装
面の中央部には、第３右サイド演出ランプ８１４が上下方向に１列に並んで複数配設され
る。第３右サイド演出ランプ８１４は、第１右導光板８６１と第２右導光板８６６との間
に向けて光を発光可能に構成される。
【０１９５】
　右基板カバー８２１は、図３５に示すように、右サイドランプ基板８１１の裏側（後側
）を覆う板状に形成される。右基板カバー８２１には、第１ランプハウス部材８３１のネ
ジ穴部８３５にネジ固定される固定ネジ（図示せず）が挿通されるネジ挿通孔８２２が複
数形成される。固定ネジを右サイドランプ基板８１１および右基板カバー８２１のネジ挿
通孔８１５，８２２に挿通させて第１ランプハウス部材８３１のネジ穴部８３５７にネジ
固定することにより、第１ランプハウス部材８３１の裏側（後側）に右サイドランプ基板
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８１１および右基板カバー８２１が重なるように取り付け固定される。右基板カバー８２
１の上部には、右サイドランプ基板８１１における実装面と反対側の面に配設されたコネ
クタ（図示せず）を裏側（後側）に露出させるコネクタ露出部８２３が形成される。
【０１９６】
　右基板カバー８２１の裏側（後側）には、右サイド発光演出装置８００を前面扉５２０
に取り付け固定するための取付ボス部８２４が形成される。なお、図１６に示すように、
右サイド発光演出装置８００の近傍に位置する操作パネル５２３の右端部には、操作パネ
ル５２３の上面部に対して前方側に下傾した傾斜部５４９が形成される。この傾斜部５４
９は、遊技者が操作パネル５２３の傾斜部５４９に右手を置いてメダル投入口５２８にメ
ダルを投入しやすいように構成されている。これにより、右サイド発光演出装置８００が
前面扉５２０の前方に大きく突出する場合でも、メダル投入口５２８にメダルを容易に投
入することができる。
【０１９７】
　第１ランプハウス部材８３１は、図３５に示すように、樹脂材料を用いて上下に延びる
板状に形成される。右サイドランプ基板８１１は、第１ランプハウス部材８３１の裏面側
（後面側）に重なるように取り付けられる。第１ランプハウス部材８３１には、第１ラン
プハウス部材８３１の裏面側（後面側）に右サイドランプ基板８１１および右基板カバー
８２１を固定するための固定ネジ（図示せず）がネジ固定されるネジ穴部８３５が複数形
成される。第１ランプハウス部材８３１の上下端部には、結合ネジ（図示せず）を用いて
第２ランプハウス部材８４１と結合される結合ボス部８３６が形成される。
【０１９８】
　第１ランプハウス部材８３１の左側には、右サイドランプ基板８１１の第１右サイド演
出ランプ８１２を前方に露出させる第１ランプ露出穴８３２が複数形成される。第１ラン
プ露出穴８３２は、前後に貫通して形成され、図３６に示すように、第１右導光板８６１
の後縁部８６２が挿入されて第１右サイド演出ランプ８１２と近接して対向するようにな
っている。第１ランプハウス部材８３１の右側には、右サイドランプ基板８１１の第２右
サイド演出ランプ８１３を前方に露出させる第２ランプ露出穴８３３が複数形成される。
第２ランプ露出穴８３３は、前後に貫通して形成され、第２右導光板８６６の後縁部８６
７が挿入されて第２右サイド演出ランプ８１３と近接して対向するようになっている。第
１ランプハウス部材８３１の中央部には、第１ランプハウス部材８３１と第２ランプハウ
ス部材８４１との間に形成される内部空間に右サイドランプ基板８１１の第３右サイド演
出ランプ８１４を露出させる第３ランプ露出穴８３４が形成される。
【０１９９】
　第２ランプハウス部材８４１は、図３５に示すように、透光性の樹脂材料を用いて上下
に延びる板状に形成され、第１ランプハウス部材８３１の前方を覆うように第１ランプハ
ウス部材８３１の表側（前側）に重ねて結合される。第２ランプハウス部材８４１の左側
には、第１右導光板８６１の後側が挿通される第１導光板挿通孔８４２が形成される。第
２ランプハウス部材８４１の右側には、第２右導光板８６６の後側が挿通される第２導光
板挿通孔８４３が形成される。また、第２ランプハウス部材８４１の裏面側（後面側）に
は、微細な凹凸が形成されており。右サイドランプ基板８１１の第３右サイド演出ランプ
８１４から発光した光が拡散して第２ランプハウス部材８４１の中央部を透過するように
なっている。
【０２００】
　第２ランプハウス部材８４１の外側部には、内カバー部材８７１の第１係止片部８７４
が係止可能な第１係止爪部８４４が形成される。また、第２ランプハウス部材８４１の外
側部には、外カバー部材８８１の第２係止片部８８２が係止可能な第２係止爪部８４５が
形成される。
【０２０１】
　第１右導光板８６１は、図３５に示すように、透光性の樹脂材料を用いて、第１ランプ
ハウス部材８３１および第２ランプハウス部材８４１の側方（左右方向）を向いて上下に
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延びる板状に形成される。第１右導光板８６１は、図３６に示すように、後側が第１導光
板挿通孔８４２に挿通された状態で、第２ランプハウス部材８４１の前側に取り付けられ
る。第１右導光板８６１の後縁部８６２は、第１ランプハウス部材８３１の第１ランプ露
出穴８３２に挿入されて右サイドランプ基板８１１の第１右サイド演出ランプ８１２と対
向するように配置される。第１右導光板８６１の前縁部８６３は、内カバー部材８７１の
前方トラス形状部８７２の裏側（後側）に形成された溝部に当接するように配置される。
これにより、第１右導光板８６１は、第１右サイド演出ランプ８１２から発光した光を内
カバー部材８７１の前方トラス形状部８７２に導くことができる。なお、第１右導光板８
６１の側面に、第１右導光板８６１の後縁部８６２に入射する光の一部を側方に向けて反
射させて所定の模様（例えば、内カバー部材８７１と同様のトラス形状の模様）を発光表
示させることが可能な微細な凹凸部（図示せず）が形成されている。
【０２０２】
　第２右導光板８６６は、図３５に示すように、透光性の樹脂材料を用いて、第１ランプ
ハウス部材８３１および第２ランプハウス部材８４１の側方（左右方向）を向いて上下に
延びる板状に形成される。第２右導光板８６６は、図３６に示すように、後側が第２導光
板挿通孔８４３に挿通された状態で、第２ランプハウス部材８４１の前側に取り付けられ
る。第２右導光板８６６の後縁部８６７は、第１ランプハウス部材８３１の第２ランプ露
出穴８３３に挿入されて右サイドランプ基板８１１の第２右サイド演出ランプ８１３と対
向するように配置される。第２右導光板８６６の前縁部８６８は、内カバー部材８７１の
前方トラス形状部８７２の裏側（後側）に形成された溝部に当接するように配置される。
これにより、第２右導光板８６６は、第２右サイド演出ランプ８１３から発光した光を内
カバー部材８７１の前方トラス形状部８７２に導くことができる。なお、第２右導光板８
６６の側面には、第２右導光板８６６の後縁部８６７に入射する光の一部を側方に向けて
反射させて所定の模様（例えば、内カバー部材８７１と同様のトラス形状の模様）を発光
表示させることが可能な微細な凹凸部（図示せず）が形成されている。
【０２０３】
　内カバー部材８７１は、透光性の樹脂材料を用いて、第１右導光板８６１および第２右
導光板８６６の前側を覆うカバー状に形成される。内カバー部材８７１の前部には、トラ
ス状に切り抜かれて第１右導光板８６１および第２右導光板８６６の前縁部８６３，８６
８を覆う前方トラス形状部８７２が形成される。なお、前方トラス形状部８７２の裏側（
後側）には、ハーフ蒸着加工が施されるとともに、第１右導光板８６１および第２右導光
板８６６の前縁部８６３，８６８が当接可能な溝部が形成される。内カバー部材８７１の
左右側部には、トラス状に切り抜かれて第１右導光板８６１および第２右導光板８６６の
側方を覆う側方トラス形状部８７３が形成される。内カバー部材８７１の後縁部には、第
２ランプハウス部材８４１の第１係止爪部８４４に係止可能な第１係止片部８７４が形成
され、第１係止片部８７４が第１係止爪部８４４に係止した状態で、内カバー部材８７１
が第２ランプハウス部材８４１の前側に取り付けられる。
【０２０４】
　外カバー部材８８１は、透明樹脂材料を用いて、内カバー部材８７１の表面側（前面側
）に重なるカバー状に形成される。外カバー部材８８１の後縁部には、第２ランプハウス
部材８４１の第２係止爪部８４５に係止可能な第２係止片部８８２が形成され、第２係止
片部８８２が第２係止爪部８４５に係止した状態で、外カバー部材８８１が第２ランプハ
ウス部材８４１の前側に取り付けられる。
【０２０５】
　以上のように構成される右サイド発光演出装置８００において、右サイドランプ基板８
１１の第３右サイド演出ランプ８１４から発光した光は、第１ランプハウス部材８３１と
第２ランプハウス部材８４１との間に形成される内部空間を通って第２ランプハウス部材
８４１の中央部に達する。第２ランプハウス部材８４１の中央部に達した光は、拡散して
第２ランプハウス部材８４１を透過し、第１右導光板８６１、第２右導光板８６６、また
は内カバー部材８７１を通って、外カバー部材８８１を透過する。これにより、第３右サ
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イド演出ランプ８１４を発光させることによって、右サイド発光演出装置８００を全体的
に発光させることができる。
【０２０６】
　右サイドランプ基板８１１の第１右サイド演出ランプ８１２から発光した光は、第１右
導光板８６１の後縁部８６２に入射する。第１右導光板８６１の後縁部８６２に入射した
光は、第１右導光板８６１の前方に導かれて第１右導光板８６１の前縁部８６３から射出
される。第１右導光板８６１の前縁部８６３から射出された光は、内カバー部材８７１の
前方トラス形状部８７２に入射し、内カバー部材８７１に入射した一部の光が前方トラス
形状部８７２を透過し、他の光がハーフ蒸着加工の前方トラス形状部８７２で反射して側
方トラス形状部８７３の左側を透過する。なお、第１右導光板８６１の後縁部８６２に入
射した光の一部は、第１右導光板８６１の側面の凹凸部（図示せず）で反射して側方に射
出され、所定の模様（例えば、内カバー部材８７１と同様のトラス形状の模様）が発光表
示される。
【０２０７】
　右サイドランプ基板８１１の第２右サイド演出ランプ８１３から発光した光は、第２右
導光板８６６の後縁部８６７に入射する。第２右導光板８６６の後縁部８６７に入射した
光は、第２右導光板８６６の前方に導かれて第２右導光板８６６の前縁部８６８から射出
される。第２右導光板８６６の前縁部８６８から射出された光は、内カバー部材８７１の
前方トラス形状部８７２に入射し、内カバー部材８７１に入射した一部の光が前方トラス
形状部８７２を透過し、他の光がハーフ蒸着加工の前方トラス形状部８７２で反射して側
方トラス形状部８７３の右側を透過する。なお、第２右導光板８６６の後縁部８６７に入
射した光の一部は、第２右導光板８６６の側面の凹凸部（図示せず）で反射して側方に射
出され、所定の模様（例えば、内カバー部材８７１と同様のトラス形状の模様）が発光表
示される。
【０２０８】
　これにより、第１右サイド演出ランプ８１２および第２右サイド演出ランプ８１３を発
光させることによって、内カバー部材８７１の前方トラス形状部８７２もしくは側方トラ
ス形状部８７３を強調して発光させることができる。例えば、第１右サイド演出ランプ８
１２および第２右サイド演出ランプ８１３の発光色と、第３右サイド演出ランプ８１４の
発光色とが異なるように設定されることで、外カバー部材８８１に、内カバー部材８７１
のトラス形状を映し出すことが可能である。
【０２０９】
　［第２実施形態における特徴構成］
　［下部発光演出装置の特徴構成］
　本実施形態において、下部発光演出装置５５０は、下部ランプ基板５５１の複数の下部
演出ランプ５５２，５５２，…から発光した光を通過させることが可能な複数の通過孔５
６２，５６２，…を有する多孔プレート５６１と、多孔プレート５６１の前方に所定間隔
だけ離間して設けられ、通過孔５６２を通過した光が透過して通過孔５６２の形状に応じ
た複数の図形が互いに交わるように映し出される第１下部ランプカバー５７１および第２
下部ランプカバー５７６とを備えて構成される。これにより、多孔プレート５６１を利用
して、第１下部ランプカバー５７１および第２下部ランプカバー５７６に、通過孔５６２
の形状に応じた複数の円形状の光が互いに交わって構成される模様を映し出すことが可能
になり、簡便な構成で、より多彩な演出を行うことができる。
【０２１０】
　また、下部演出ランプ５５２から発光した光のうち一部が、複数の通過孔５６２，５６
２，…のうち一つを通過するとともに、下部演出ランプ５５２から発光した光のうち他の
一部が、複数の通過孔５６２，５６２，…のうち他の一つを通過するように、多孔プレー
ト５６１が下部ランプ基板５５１から離間して配置される。これにより、一つの下部演出
ランプ５５２から発光した光は、二つ以上の通過孔５６２を通過して第１下部ランプカバ
ー５７１に達するため、第１下部ランプカバー５７１および第２下部ランプカバー５７６
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に、通過孔５６２の形状に応じた複数の円形状の光が互いに交わって構成される模様を映
し出すことができる。
【０２１１】
　また、第１下部ランプカバー５７１が透光性を有する乳白色の材料を用いて形成され、
第２下部ランプカバー５７６が半透明の材料を用いて形成される。このように、第１下部
ランプカバー５７１と第２下部ランプカバー５７６とが、互いに透光性の異なる材料を用
いて形成されることで、屈折率等の違いにより、第１下部ランプカバー５７１と第２下部
ランプカバー５７６とに映し出される図形にわずかに違いが生じるため、第１下部ランプ
カバー５７１および第２下部ランプカバー５７６に、通過孔５６２の形状に応じた複数の
円形状の光が、自然にぼやけた感じで映し出されるようにすることができる。
【０２１２】
　また、演出装置取付部５４１は、第１下部ランプカバー５７１を透過する光の一部を装
飾パネル５３４の裏側に導く導光部５４２を有している。これにより、下部発光演出装置
５５０から発光する光が装飾パネル５３４の方に漏れるような演出を行うことが可能にな
る。
【０２１３】
　［上部発光演出装置の特徴構成］
　また、本実施形態において、上部発光演出装置６６０は、第１上部ランプ基板６６１の
第１上部演出ランプ６６２を発光させて、第１上部演出ランプ６６２から上部導光板６９
２の縁部６９２ａに入射して射出面６９２ｄから射出される光により第１上部演出図柄６
９３ａを照明して発光表示させ、第２上部ランプ基板６７１の第２上部演出ランプ６７２
を発光させて、第２上部演出ランプ６７２からの光により第２上部演出図柄６９１ａを照
明して上部導光板６９２および表側上部装飾部材６９３を通して発光表示させるように構
成される。そのため、上部発光演出装置６６０は、第１上部演出図柄６９３ａと第２上部
演出図柄６９１ａとを切り替えて発光表示することが可能になり、液晶表示装置等を用い
ることなく簡便な構成で、多彩な演出を行うことができる。
【０２１４】
　また、第１上部演出図柄６９３ａは、インクジェット印刷により表側上部装飾部材６９
３に形成され、第２上部演出図柄６９１ａは、シルク印刷により裏側上部装飾部材６９１
に形成される。これにより、裏側上部装飾部材６９１の表側に表側上部装飾部材６９３が
配置されていても、第２上部演出ランプ６７２を発光させることにより、第２上部演出図
柄６９１ａを第１上部演出図柄６９３ａよりも強調して発光表示することができる。
【０２１５】
　また、上部発光演出装置６６０は、前面扉５２０の上辺部と略平行に延びて設けられ、
第１上部ランプ基板６６１の第１上部演出ランプ６６２は、上部導光板６９２の長手方向
に沿って延びる縁部６９２ａに対向して複数設けられる。これにより、上部導光板６９２
が細長く延びて形成される場合であっても、上部導光板６９２の縁部６９２ａに入射して
射出面６９２ｄから射出される光の光量を確保することができる。
【０２１６】
　［左サイド発光演出装置の特徴構成］
　また、本実施形態において、左サイド発光演出装置７００は、第１左サイドランプ基板
７１１の第１左サイド演出ランプ７１２を発光させて、第１左サイド演出ランプ７１２か
ら左導光板７７２の長手方向縁部７７２ａに入射して射出面７７２ｄから射出される光に
より第１左演出図柄７７３ａを照明して発光表示させ、第２左サイドランプ基板７３１の
第２左サイド演出ランプ７３２を発光させて、第２左サイド演出ランプ７３２からの光に
より第２左演出図柄７７１ａを照明して左導光板７７２および表側左装飾部材７７３を通
して発光表示させるように構成される。そのため、左サイド発光演出装置７００は、第１
左演出図柄７７３ａと第２左演出図柄７７１ａとを切り替えて発光表示することが可能に
なり、液晶表示装置等を用いることなく簡便な構成で、多彩な演出を行うことができる。
【０２１７】
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　また、第１左演出図柄７７３ａは、インクジェット印刷により表側左装飾部材７７３に
形成され、第２左演出図柄７７１ａは、シルク印刷により裏側左装飾部材７７１に形成さ
れる。これにより、裏側左装飾部材７７１の表側に表側左装飾部材７７３が配置されてい
ても、第２左サイド演出ランプ７３２を発光させることにより、第２左演出図柄７７１ａ
を第１左演出図柄７７３ａよりも強調して発光表示することができる。
【０２１８】
　また、左サイド発光演出装置７００は、前面扉５２０の左辺部と略平行に延びて設けら
れ、左導光板７７２は、左導光板７７２の長手方向に沿って延びる長手方向縁部７７２ａ
と、左導光板７７２の長手方向の端部（上端部）に形成されて長手方向縁部７７２ａから
傾斜して延びる傾斜縁部７７２ｂとを有し、第１左サイド演出ランプ７１２が長手方向縁
部７７２ａに対向して複数設けられ、第１補助照明ランプ７２２が傾斜縁部７７２ｂに対
向して複数設けられる。これにより、左導光板７７２が細長く延びて形成される場合であ
っても、左導光板７７２の長手方向縁部７７２ａおよび傾斜縁部７７２ｂに入射して射出
面７７２ｄから射出される光の光量を確保することができる。
【０２１９】
　上述の第２実施形態において、上部発光演出装置６６０は、第１上部演出図柄６９３ａ
が形成された表側上部装飾部材６９３を備えて構成されているが、これに限られるもので
はなく、表側上部装飾部材６９３を備えていなくてもよい。例えば、上部発光演出装置に
おいて、上部導光板６９２の裏面に、上部導光板６９２の縁部６９２ａに入射する光を射
出面６９２ｄに向けて反射させて第１上部演出図柄を発光表示させることが可能な複数の
凹凸部（図示せず）が形成され、第１上部ランプ基板６６１の第１上部演出ランプ６６２
を発光させて、第１上部演出ランプ６６２から上部導光板６９２の縁部６９２ａに入射し
て当該凹凸部で反射する光を射出面６９２ｄから射出させることにより、第１上部演出図
柄を発光表示させるように構成されてもよい。このようにしても、第１上部演出図柄と第
２上部演出図柄とを切り替えて発光表示することが可能になり、液晶表示装置等を用いる
ことなく簡便な構成で、多彩な演出を行うことができる。なお、左サイド発光演出装置７
００においても、同様に構成することが可能である。
【０２２０】
　上述の第２実施形態において、下部ランプ基板５５１の下部演出ランプ５５２は、多孔
プレート５６１の通過孔５６２の中央位置と対向して配置されているが、これに限られる
ものではなく、多孔プレート５６１における通過孔５６２と対向しない位置、例えば、多
孔プレート５６１における複数の通過孔５６２，５６２，…の間の中間位置と対向して配
置されるようにしてもよい。これにより、第１下部ランプカバー５７１および第２下部ラ
ンプカバー５７６に、下部演出ランプ５５２が点光源として映し出されるのを防止するこ
とが可能である。
【０２２１】
　上述の第２実施形態において、左サイド発光演出装置７００のカバーフレーム７６１に
おける内向側カバー取付部７６４の前端部の裏側に、第２左サイドランプ基板７３１の第
２左サイド演出ランプ７３２から発光した光を裏側左装飾部材７７１に向けて反射させる
リフレクタが設けられるようにしてもよい。このようにすれば、裏側左装飾部材７７１（
および、左導光板７７２、表側左装飾部材７７３）に対し傾斜して配置された第２左サイ
ドランプ基板７３１から遠い部分（裏側左装飾部材７７１の前側部分）に向けて、第２左
サイドランプ基板７３１からの光を反射させることができるため、裏側左装飾部材７７１
の第２左演出図柄７７１ａを均一に照明することが可能になる。
【０２２２】
　上述の第２実施形態において、前面扉５２０の上部に、上部発光演出装置６６０が設け
られているが、これに限られるものではなく、上部発光演出装置６６０に代えて、第１実
施形態に係る演出表示装置３００と同様の演出表示装置が設けられるようにしてもよい。
【０２２３】
　上述の第２実施形態において、リール表示窓５２２の後面側に、第１実施形態に係るリ
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ールシャッターユニット１００と同様のリールシャッターユニットが設けられるようにし
てもよい。
【０２２４】
　［第３実施形態］
　次に、遊技機の第３実施形態について説明する。まず、図３７～図４０を参照しながら
、遊技機の第３実施形態としてスロットマシンＳＭ３の概要について説明する。なお、第
３実施形態において、図４０の各矢印で示す方向をそれぞれ、上下方向、前後方向、左右
方向として説明する。また、第３実施形態のスロットマシンＳＭ３は、第２実施形態のス
ロットマシンＳＭ２と比較して、基体部５２０が同様の構成であるため、同一部材に同一
の符号を付して、簡潔に説明を行う。第３実施形態のスロットマシンＳＭ３は、箱状の基
体部５１０と、前面扉１０２０とを主体に構成される。基体部５１０は前方に開口部５１
０ａを有する箱状に形成され、基体部５１０の前部に前面扉１０２０が取り付けられる。
前面扉１０２０は、ヒンジ機構５０５ａ，５０５ｂを用いて基体部５１０の左前部に枢支
され、基体部５１０の開口部５１０ａを揺動開閉可能に構成される。
【０２２５】
　基体部５１０の内部中央には、３つのリール５１２ａ，５１２ｂ，５１２ｃを備えるリ
ールユニット５１１が設けられ、前面扉１０２０に設けられたリール表示窓１０２２を通
して３つのリール５１２ａ，５１２ｂ，５１２ｃに描かれている図柄を視認することがで
きるようになっている。第２実施形態と同様に、基体部５１０の内部下側には、電源ユニ
ット５１３、およびホッパー５１４ａを備えるメダル払出装置５１４が設けられる。基体
部５１０の背板部の上側内面には、主制御装置５１５が設けられる。基体部５１０の左側
板部の上側内面には、副制御装置５１６が設けられる。基体部５１０の左側板部の中間部
内面には、基板ケースについての詳細を後述する演出制御ユニット１３００が取り付けら
れる。
【０２２６】
　前面扉１０２０には前面枠１０２１が形成されており、前面枠１０２１の略中央部に、
リール表示窓１０２２および、リール表示窓１０２２の周辺部で所定の演出画像を表示す
る画像表示装置１０３０が設けられる。前面扉１０２０の前面側中央には、リール表示窓
１０２２の下方に位置して操作パネル１２００が設けられる。操作パネル１２００の前面
側には、スタートスイッチ１０２４、および３つのストップスイッチ１０２５ａ，１０２
５ｂ，１０２５ｃが設けられる。操作パネル１２００の上面側には、各種ベットスイッチ
を有するベットスイッチユニット１０２６、各種演出操作スイッチを有する演出操作スイ
ッチユニット１０２７、メダル投入口を有するメダル投入ユニット１０２８、および状態
表示ランプ１０２９（図４０を参照）が設けられる。
【０２２７】
　前面扉１０２０の前面側上部には、上部発光演出装置１０３１、および左右の電飾装置
１０３２，１０３３が設けられる。前面扉１０２０の前面側中央には、リール表示窓１０
２２の側方に位置して左右のサイドランプ１０３４，１０３５が取り付けられる。前面扉
１０２０の前面側下部には、装飾パネルユニット１１００、およびメダル払出装置５１４
から払い出されたメダルが貯留される受け皿１０３６が設けられる。
【０２２８】
　前面扉１０２０が基体部５１０の開口部５１０ａを閉じた状態では、前面扉１０２０の
後面側が基体部５１０の内部側に位置する。前面扉１０２０の後面側には、リール表示窓
１０２２に配置された枠状のエスカッション１０３７、メダル投入ユニット１０２８のメ
ダル投入口に投入されたメダルの選別を行うメダルセレクタ１０３８、左右の上部スピー
カーユニット１０３９，１０４０、および左右の下部スピーカーユニット１０４１，１０
４２が設けられる。
【０２２９】
　［操作パネルの構成］
　次に、第３実施形態に係る操作パネル１２００および、操作パネル１２００の下方に設
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けられる装飾パネルユニット１１００について、図４０～図４４を参照して説明する。操
作パネル１２００は、図４０に示すように、前面枠１０２１の略中央部に形成された操作
ユニット取付部１０５０に取り付けられる。操作ユニット取付部１０５０は、リール表示
窓１０２２の下方において、リール表示窓１０２２および画像表示装置１０３０（前面扉
１０２０）の前面側から前方に突出するとともに左右方向に延びるステージ状に形成され
る。
【０２３０】
　操作ユニット取付部１０５０の上面部左側には、穴状のベットスイッチ取付部１０５１
が形成され、このベットスイッチ取付部１０５１にベットスイッチユニット１０２６およ
び状態表示ランプ１０２９が上方を向いて取り付けられる。操作ユニット取付部１０５０
の上面部中央には、演出操作スイッチユニット１０２７の外周形状に合わせた穴状の演出
スイッチ取付部１０５２が形成され、この演出スイッチ取付部１０５２に演出操作スイッ
チユニット１０２７が上方を向いて取り付けられる。操作ユニット取付部１０５０の上面
部右側には、メダル投入ユニット１０２８の外周形状に合わせた穴状のメダルユニット取
付部１０５３が形成され、このメダルユニット取付部１０５３にメダル投入ユニット１０
２８が取り付けられる。
【０２３１】
　操作ユニット取付部１０５０の前面部中央には、３つのストップスイッチ１０２５ａ，
１０２５ｂ，１０２５ｃが取り付けられる。操作ユニット取付部１０５０の前面部左側に
は、スタートスイッチ１０２４が取り付けられる。また、操作ユニット取付部１０５０の
前面部左側には、操作ユニット取付部１０５０の前面部中央よりも後方に凹んだ左上側パ
ネル取付部１０５４が形成される。左上側パネル取付部１０５４には、装飾パネルユニッ
ト１１００の左上部が取り付けられる。操作ユニット取付部１０５０の前面部右側には、
操作ユニット取付部１０５０の前面部中央よりも後方に凹んだ右上側パネル取付部１０５
５が形成される。右上側パネル取付部１０５５には、装飾パネルユニット１１００の右上
部が取り付けられる。
【０２３２】
　前面枠１０２１の前面側における操作ユニット取付部１０５０の下方には、左上側パネ
ル取付部１０５４および右上側パネル取付部１０５５の下側に繋がって左右に延びる装飾
パネル取付部１０６０が形成される。この装飾パネル取付部１０６０に、装飾パネルユニ
ット１１００の下側部分が取り付けられる。装飾パネルユニット１１００は、図４０およ
び図４２に示すように、第１装飾ランプ基板１１１０と、第２装飾ランプ基板１１２０と
、第３装飾ランプ基板１１３０と、第１多孔プレート１１４０と、第２多孔プレート１１
５０と、第３多孔プレート１１６０と、パネル導光部材１１７０と、装飾パネル部材１１
８０とを有して構成される。なお、第１装飾ランプ基板１１１０、第２装飾ランプ基板１
１２０、および第３装飾ランプ基板１１３０は、演出制御ユニット１３００と電気的に接
続され、演出制御ユニット１３００から送信されたランプ制御信号に応じて、各ランプの
発光制御を行う。
【０２３３】
　第１装飾ランプ基板１１１０は、左右にＶ字状に拡がる板状に形成され、実装面が前方
を向くように装飾パネル取付部１０６０に取り付けられる。第１装飾ランプ基板１１１０
の実装面には、第１装飾ランプ１１１１がＶ字状に並んで複数配設される。第１装飾ラン
プ１１１１は、トップビュータイプのＬＥＤランプを用いて構成され、前方のパネル導光
部材１１７０に向けて光を発光可能に構成される。
【０２３４】
　第２装飾ランプ基板１１２０は、上下に延びる板状に形成され、実装面が前方を向くよ
うに左上側パネル取付部１０５４に取り付けられる。第２装飾ランプ基板１１２０の実装
面には、第２装飾ランプ１１２１が複数散らばって配設される。第２装飾ランプ１１２１
は、トップビュータイプのＬＥＤランプを用いて構成され、前方のパネル導光部材１１７
０に向けて光を発光可能に構成される。また、第２装飾ランプ基板１１２０の実装面の上
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端には、左上パネルランプ１１２２が左右方向に複数並んで配設される。左上パネルラン
プ１１２２は、第２装飾ランプ基板１１２０の延在方向に沿って光を発光可能なサイドビ
ュータイプのＬＥＤランプを用いて構成され、第２装飾ランプ基板１１２０の上方に位置
する操作パネル１２００の左側透光部材１２２０に向けて光を発光可能に構成される。
【０２３５】
　第３装飾ランプ基板１１３０は、上下に延びる板状に形成され、実装面が前方を向くよ
うに右上側パネル取付部１０５５に取り付けられる。第３装飾ランプ基板１１３０の実装
面には、第３装飾ランプ１１３１が複数散らばって配設される。第３装飾ランプ１１３１
は、トップビュータイプのＬＥＤランプを用いて構成され、前方のパネル導光部材１１７
０に向けて光を発光可能に構成される。また、第３装飾ランプ基板１１３０の実装面の上
端には、右上パネルランプ１１３２が左右方向に複数並んで配設される。右上パネルラン
プ１１３２は、第３装飾ランプ基板１１３０の延在方向に沿って光を発光可能なサイドビ
ュータイプのＬＥＤランプを用いて構成され、第３装飾ランプ基板１１３０の上方に位置
する操作パネル１２００の右側透光部材１２３０に向けて光を発光可能に構成される。
【０２３６】
　第１多孔プレート１１４０は、樹脂材料を用いて、左右にＶ字状に拡がる板状に形成さ
れる。第１多孔プレート１１４０は、第１装飾ランプ基板１１１０の前方を覆うように装
飾パネル取付部１０６０に取り付けられる。第１多孔プレート１１４０には、前後に貫通
した第１通過孔１１４１が第１装飾ランプ基板１１１０の第１装飾ランプ１１１１と対向
して複数形成される。また、第１多孔プレート１１４０の側部には、パネル導光部材１１
７０の第１係止片部１１７１が係止可能な第１係止爪部１１４２が形成される。
【０２３７】
　第２多孔プレート１１５０は、樹脂材料を用いて、上下に延びる板状に形成される。第
２多孔プレート１１５０は、第２装飾ランプ基板１１２０の前方を覆うように左上側パネ
ル取付部１０５４に取り付けられる。第２多孔プレート１１５０には、前後に貫通した第
２通過孔１１５１が第２装飾ランプ基板１１２０の第２装飾ランプ１１２１と対向して複
数形成される。第２多孔プレート１１５０の上端部には、上方に開口した切欠き部１１５
２が第２装飾ランプ基板１１２０の左上パネルランプ１１２２と対向して形成される。ま
た、第２多孔プレート１１５０の側部には、パネル導光部材１１７０の第２係止片部１１
７２が係止可能な第２係止爪部１１５３が形成される。
【０２３８】
　第３多孔プレート１１６０は、樹脂材料を用いて、上下に延びる板状に形成される。第
３多孔プレート１１６０は、第３装飾ランプ基板１１３０の前方を覆うように右上側パネ
ル取付部１０５５に取り付けられる。第３多孔プレート１１６０には、前後に貫通した第
３通過孔１１６１が第３装飾ランプ基板１１３０の第３装飾ランプ１１３１と対向して複
数形成される。第３多孔プレート１１６０の上端部には、上方に開口した切欠き部１１６
２が第３装飾ランプ基板１１３０の右上パネルランプ１１３２と対向して形成される。ま
た、第３多孔プレート１１６０の側部には、パネル導光部材１１７０の第３係止片部１１
７３が係止可能な第３係止爪部１１６３が形成される。第３多孔プレート１１６０の上端
部には、切欠き部１１６２に隣接して、メダル詰まり解消のためのボタンを挿通可能に前
後に貫通した逃げ穴部１１６４が形成される。
【０２３９】
　パネル導光部材１１７０は、透光性の樹脂材料を用いて、所定の装飾（例えば、微細な
凹凸状の装飾）が施されたカバー状に形成される。パネル導光部材１１７０は、第１多孔
プレート１１４０、第２多孔プレート１１５０、および第３多孔プレート１１６０の前方
を覆うように、装飾パネル取付部１０６０と、左上側パネル取付部１０５４と、右上側パ
ネル取付部１０５５とに跨って取り付けられる。パネル導光部材１１７０の左右側部には
、第１多孔プレート１１４０の第１係止爪部１１４２に係止可能な第１係止片部１１７１
が形成される。また、パネル導光部材１１７０の左方側部には、第２多孔プレート１１５
０の第２係止爪部１１５３に係止可能な第２係止片部１１７２が形成される。パネル導光



(48) JP 2016-185293 A 2016.10.27

10

20

30

40

50

部材１１７０の右方側部には、第３多孔プレート１１６０の第３係止爪部１１６３に係止
可能な第３係止片部１１７３が形成される。また、パネル導光部材１１７０の左右側部に
は、装飾パネル部材１１８０の第４係止片部１１８５が係止可能な第４係止爪部１１７４
が形成される。
【０２４０】
　装飾パネル部材１１８０は、透光性の樹脂材料を用いて、パネル導光部材１１７０の形
状に合わせたカバー状に形成される。装飾パネル部材１１８０は、パネル導光部材１１７
０の前方を覆うように、装飾パネル取付部１０６０と、左上側パネル取付部１０５４と、
右上側パネル取付部１０５５とに跨って取り付けられる。装飾パネル部材１１８０の左上
端部には、第２多孔プレート１１５０の切欠き部１１５２と対向する壁状の左上導光部１
１８１が形成される。左上導光部１１８１は、図４４に示すように、操作パネル１２００
の左側透光部材１２２０の下面側に重なるように左上側パネル取付部１０５４に取り付け
られ、第２装飾ランプ基板１１２０の左上パネルランプ１１２２から発光した光を左側透
光部材１２２０の前部に向けて透過させるようになっている。また、装飾パネル部材１１
８０の左上部には、スタートスイッチ１０２４が挿通される左側逃げ部１１８２が形成さ
れる。
【０２４１】
　装飾パネル部材１１８０の右上端部には、第３多孔プレート１１６０の切欠き部１１６
２と対向する壁状の右上導光部１１８３が形成される。右上導光部１１８３は、操作パネ
ル１２００の右側透光部材１２３０の下面側に重なるように右上側パネル取付部１０５５
に取り付けられ、第３装飾ランプ基板１１３０の右上パネルランプ１１３２から発光した
光を右側透光部材１２３０の前部に向けて透過させるようになっている。また、装飾パネ
ル部材１１８０の右上部には、第３多孔プレート１１６０の逃げ穴部１１６４と位置整合
して前後に貫通した右側逃げ穴部１１８４が形成される。装飾パネル部材１１８０の側部
には、パネル導光部材１１７０の第４係止爪部１１７４に係止可能な第４係止片部１１８
５が形成される。
【０２４２】
　操作パネル１２００は、図４０および図４３に示すように、上パネル部材１２１０と、
左側透光部材１２２０と、右側透光部材１２３０と、第１左上ランプ基板１２４０と、第
２左上ランプ基板１２５０と、第１右上ランプ基板１２６０と、第２右上ランプ基板１２
７０とを有して構成される。なお、第１左上ランプ基板１２４０、第２左上ランプ基板１
２５０、第１右上ランプ基板１２６０、および第２右上ランプ基板１２７０は、演出制御
ユニット１３００と電気的に接続され、演出制御ユニット１３００から送信されたランプ
制御信号に応じて、各ランプの発光制御を行う。
【０２４３】
　上パネル部材１２１０は、樹脂材料を用いて左右に延びる薄板状に形成され、ベットス
イッチユニット１０２６、演出操作スイッチユニット１０２７、メダル投入ユニット１０
２８、および状態表示ランプ１０２９とともに、操作ユニット取付部１０５０の上面部に
取り付けられる。上パネル部材１２１０は、操作ユニット取付部１０５０の上面部に、当
該上面部におけるベットスイッチ取付部１０５１、演出スイッチ取付部１０５２、および
メダルユニット取付部１０５３を除いた部分を覆うように取り付けられる。
【０２４４】
　上パネル部材１２１０の左側には、ベットスイッチユニット１０２６が挿通されるベッ
トスイッチ挿通孔１２１１が形成される。上パネル部材１２１０の中央には、演出操作ス
イッチユニット１０２７が挿通される演出スイッチ挿通孔１２１２が形成される。なお、
演出スイッチ挿通孔１２１２には、演出操作スイッチユニット１０２７の上部を覆うパネ
ルカバー部材１２１５が取り付けられるようになっている。上パネル部材１２１０の右側
には、メダル投入ユニット１０２８が挿通されるメダル投入ユニット挿通部１２１３が形
成される。
【０２４５】
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　左側透光部材１２２０は、透明樹脂材料を用いて左右に延びる薄板状に形成され、ベッ
トスイッチ取付部１０５１に取り付けられて上パネル部材１２１０の左側と操作ユニット
取付部１０５０の上面部との間に重なるように配置される。左側透光部材１２２０の右側
には、ベットスイッチユニット１０２６が挿通されるベットスイッチ挿通孔１２２１が形
成される。左側透光部材１２２０の左側には、状態表示ランプ１０２９の表示部が挿通さ
れる表示ランプ挿通孔１２２２が形成され、ベットスイッチ取付部１０５１に取り付けら
れた状態表示ランプ１０２９が上パネル部材１２１０の左方の下面側に重なるようになっ
ている。左側透光部材１２２０の右端部には、下方に突出してベットスイッチ取付部１０
５１に固定される固定アーム部１２２３が形成される。
【０２４６】
　右側透光部材１２３０は、透明樹脂材料を用いて左右に延びる薄板状に形成され、メダ
ルユニット取付部１０５３に取り付けられて上パネル部材１２１０の右側と操作ユニット
取付部１０５０の上面部との間に重なるように配置される。右側透光部材１２３０の中央
側には、メダル投入ユニット１０２８が挿通されるメダル投入ユニット挿通部１２３１が
形成される。右側透光部材１２３０の左端部には、下方に突出してメダルユニット取付部
１０５３に固定される固定アーム部１２３２が形成される。
【０２４７】
　第１左上ランプ基板１２４０は、図４３および図４４に示すように、ブラケット状に形
成された第１左上ランプ保持部１２４５に保持されて操作ユニット取付部１０５０におけ
る左上側パネル取付部１０５４の裏側（後側）に固定される。第１左上ランプ保持部１２
４５は、第１左上ランプ基板１２４０をベットスイッチユニット１０２６の後下方の位置
で保持する。第１左上ランプ基板１２４０の実装面には、第１後側左上パネルランプ１２
４１が配設される。第１後側左上パネルランプ１２４１は、左側透光部材１２２０の左後
部に向けて光を発光可能に構成される。
【０２４８】
　第２左上ランプ基板１２５０は、図４１および図４３に示すように、操作ユニット取付
部１０５０における左上側パネル取付部１０５４の裏側（後側）に設けられた第２左上ラ
ンプ保持部１２５５に取り付け保持される。第２左上ランプ保持部１２５５は、第２左上
ランプ基板１２５０をベットスイッチユニット１０２６の右下方で保持する。第２左上ラ
ンプ基板１２５０の実装面には、第２後側左上パネルランプ１２５１が配設される。第２
後側左上パネルランプ１２５１は、左側透光部材１２２０の右後部に向けて光を発光可能
に構成される。
【０２４９】
　第１右上ランプ基板１２６０は、図４１および図４３に示すように、操作ユニット取付
部１０５０における右上側パネル取付部１０５５の裏側（後側）に設けられた第１右上ラ
ンプ保持部１２６５に取り付け保持される。第１右上ランプ保持部１２６５は、第１右上
ランプ基板１２６０をメダル投入ユニット１０２８の後下方で保持する。第１右上ランプ
基板１２６０の実装面には、第１後側右上パネルランプ１２６１が配設される。第１後側
右上パネルランプ１２６１は、右側透光部材１２３０の右後部に向けて光を発光可能に構
成される。
【０２５０】
　第２右上ランプ基板１２７０は、図４１および図４３に示すように、操作ユニット取付
部１０５０における右上側パネル取付部１０５５の裏側（後側）に設けられた第２右上ラ
ンプ保持部１２７５に取り付け保持される。第２右上ランプ保持部１２７５は、第２右上
ランプ基板１２７０をメダル投入ユニット１０２８の左下方で保持する。第２右上ランプ
基板１２７０の実装面には、第２後側右上パネルランプ１２７１が配設される。第２後側
右上パネルランプ１２７１は、右側透光部材１２３０の左後部に向けて光を発光可能に構
成される。
【０２５１】
　以上のように構成される装飾パネルユニット１１００および操作パネル１２００におい
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て、第１装飾ランプ基板１１１０の第１装飾ランプ１１１１から発光した光は、第１多孔
プレート１１４０の第１通過孔１１４１を通過してパネル導光部材１１７０および装飾パ
ネル部材１１８０を透過する。第２装飾ランプ基板１１２０の第２装飾ランプ１１２１か
ら発光した光は、第２多孔プレート１１５０の第２通過孔１１５１を通過してパネル導光
部材１１７０および装飾パネル部材１１８０を透過する。第３装飾ランプ基板１１３０の
第３装飾ランプ１１３１から発光した光は、第３多孔プレート１１６０の第３通過孔１１
６１を通過してパネル導光部材１１７０および装飾パネル部材１１８０を透過する。これ
により、第１装飾ランプ１１１１、第２装飾ランプ１１２１、および第３装飾ランプ１１
３１を発光させることによって、装飾パネル部材１１８０を全体的に発光させることがで
きる。
【０２５２】
　このとき、第２装飾ランプ基板１１２０の左上パネルランプ１１２２が発光すると、左
上パネルランプ１１２２から発光した光は、第２多孔プレート１１５０の切欠き部１１５
２（およびパネル導光部材１１７０の間隙部）を通過して装飾パネル部材１１８０の左上
導光部１１８１を透過する。これにより、装飾パネル部材１１８０の左上導光部１１８１
から射出された光が、操作パネル１２００の左側透光部材１２２０の前部に入射して左側
透光部材１２２０および上パネル部材１２１０を透過し、上パネル部材１２１０における
ベットスイッチユニット１０２６の前側近傍が発光する。
【０２５３】
　また、第１左上ランプ基板１２４０の第１後側左上パネルランプ１２４１が発光すると
、第１後側左上パネルランプ１２４１から発光した光が、左側透光部材１２２０の左後部
に入射して左側透光部材１２２０および上パネル部材１２１０を透過し、上パネル部材１
２１０におけるベットスイッチユニット１０２６の後側近傍が発光する。また、第２左上
ランプ基板１２５０の第２後側左上パネルランプ１２５１が発光すると、第２後側左上パ
ネルランプ１２５１から発光した光が、左側透光部材１２２０の右後部に入射して左側透
光部材１２２０および上パネル部材１２１０を透過し、上パネル部材１２１０におけるベ
ットスイッチユニット１０２６の後側近傍が発光する。このように、左上パネルランプ１
１２２、第１後側左上パネルランプ１２４１、および第２後側左上パネルランプ１２５１
を発光させることによって、上パネル部材１２１０におけるベットスイッチユニット１０
２６の近傍を発光させることができる。
【０２５４】
　またこのとき、第３装飾ランプ基板１１３０の右上パネルランプ１１３２が発光すると
、右上パネルランプ１１３２から発光した光は、第３多孔プレート１１６０の切欠き部１
１６２（およびパネル導光部材１１７０の間隙部）を通過して装飾パネル部材１１８０の
右上導光部１１８３を透過する。これにより、装飾パネル部材１１８０の右上導光部１１
８３から射出された光が、操作パネル１２００の右側透光部材１２３０の前部に入射して
右側透光部材１２３０および上パネル部材１２１０を透過し、上パネル部材１２１０にお
けるメダル投入ユニット１０２８の前側近傍が発光する。
【０２５５】
　また、第１右上ランプ基板１２６０の第１後側右上パネルランプ１２６１が発光すると
、第１後側右上パネルランプ１２６１から発光した光が、右側透光部材１２３０の右後部
に入射して右側透光部材１２３０および上パネル部材１２１０を透過し、上パネル部材１
２１０におけるメダル投入ユニット１０２８の後側近傍が発光する。また、第２右上ラン
プ基板１２７０の第２後側右上パネルランプ１２７１が発光すると、第２後側右上パネル
ランプ１２７１から発光した光が、右側透光部材１２３０の左後部に入射して右側透光部
材１２３０および上パネル部材１２１０を透過し、上パネル部材１２１０におけるメダル
投入ユニット１０２８の後側近傍が発光する。このように、右上パネルランプ１１３２、
第１後側右上パネルランプ１２６１、および第２後側右上パネルランプ１２７１を発光さ
せることによって、上パネル部材１２１０におけるメダル投入ユニット１０２８の近傍を
発光させることができる。
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【０２５６】
　このようにして、図３７の二点鎖線で示すように、装飾パネル部材１１８０に加えて、
上パネル部材１２１０における装飾パネル部材１１８０の上部に繋がる部分（すなわち、
ベットスイッチユニット１０２６およびメダル投入ユニット１０２８の近傍の部分）を発
光させることが可能になり、装飾パネルユニット１１００と操作パネル１２００とに跨っ
て一体的な発光演出を行うことができる。またこのとき、画像表示装置１０３０が、上パ
ネル部材１２１０の発光部分と左右の電飾装置１０３２，１０３３とに繋がる画像（例え
ば、図３７の二点鎖線を参照）を表示するとともに、左右の電飾装置１０３２，１０３３
が発光することにより、装飾パネル部材１１８０、上パネル部材１２１０、画像表示装置
１０３０、および左右の電飾装置１０３２，１０３３まで繋がる一体的な発光演出を行う
ことが可能である。このように、第３実施形態によれば、前面扉１０２０の前面側におい
て連続的に繋がる発光演出を行うことができるため、より多彩な演出を行うことが可能で
ある。
【０２５７】
　［演出制御ユニットの構成］
　次に、第３実施形態に係る演出制御ユニット１３００について図４５～図４７を参照し
て説明する。演出制御ユニット１３００は、図４５～図４６に示すように、サブサブ基板
１３０１と、画像制御基板１３３１と、サブサブ基板１３０１および画像制御基板１３３
１を収容する演出基板ケース１３２０とを主体に構成された基板ケースユニットである。
サブサブ基板１３０１は、副制御装置５１６（サブメイン基板）と電気的に接続され、副
制御装置５１６からの出力コマンドに基づいて、画像表示装置１０３０等を作動させる演
出制御処理を行う。画像制御基板１３３１は、サブサブ基板１３０１から送信される画像
制御信号に応じて、画像表示装置１０３０で表示される画像データの出力処理を行う。
【０２５８】
　サブサブ基板１３０１は、図４６に示すように、サブサブＣＰＵ１３０３、ＶＲＡＭ、
プログラムＲＯＭ等の電子部品（電子素子）と、接続コネクタ１３０４等の電気部品と、
これらが実装されるプリント基板１３０２とから構成される。サブサブ基板１３０１の一
端には、画像制御基板１３３１の接続コネクタ１３１４と電気的に接続される接続コネク
タ１３０４が配設される。また、サブサブ基板１３０１の各部には、複数の電気コネクタ
１３０５，１３０５，…が配設される。
【０２５９】
　画像制御基板１３１１は、画像処理ＣＰＵ１３１３等の電子部品（電子素子）と、接続
コネクタ１３１４等の電気部品と、これらが実装されるプリント基板１３１２とから構成
される。画像制御基板１３１１の一端には、サブサブ基板１３０１の接続コネクタ１３０
４と電気的に接続される接続コネクタ１３１４が配設される。サブサブ基板１３０１の接
続コネクタ１３０４と画像制御基板１３１１の接続コネクタ１３１４とを接続することに
より、サブサブ基板１３０１と画像制御基板１３１１とが電気的に接続される。
【０２６０】
　なお、画像処理ＣＰＵ１３１３は画像処理基板１３１３ａに配設されており、この画像
処理基板１３１３ａが、画像処理基板支持部材１３１７を用いて画像制御基板１３１１と
略平行に取り付けられて電気的に接続されている。また、画像ＲＯＭ基板１３１５が、画
像ＲＯＭ基板支持部材１３１８を用いて画像制御基板１３１１と略平行に取り付けられて
電気的に接続されている。また、音声基板１３１６が、音声基板支持部材１３１９を用い
て画像制御基板１３１１と略平行に取り付けられて電気的に接続されている。
【０２６１】
　演出基板ケース１３２０は、演出基板ケース本体１３２１と、演出基板ケース蓋１３３
１とを有し、演出基板ケース本体１３２１と演出基板ケース蓋１３３１とが結合されて形
成されるケース内部に、サブサブ基板１３０１および画像制御基板１３３１を収容可能に
構成される。演出基板ケース本体１３２１は、透明の樹脂材料を用いて一方が開口した矩
形箱状に形成される。また、演出基板ケース本体１３２１には、サブサブ基板１３０１お
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よび画像制御基板１３３１との間に金属製のシールドプレート１３４１が収容されるよう
になっている。
【０２６２】
　演出基板ケース本体１３２１の隅部には、結合ネジ１３２９が螺合されるネジ結合ボス
１３２２が形成される。演出基板ケース本体１３２１の底部には、ケース内部に収容され
たサブサブ基板１３０１および画像制御基板１３３１を支持する基板支持ボス１３２３が
複数形成される。また、演出基板ケース本体１３２１の底部には、画像処理基板１３１３
ａおよび画像処理基板支持部材１３１７が取り付け固定される画像処理基板固定ボス１３
２４が形成される。また、演出基板ケース本体１３２１の底部には、画像ＲＯＭ基板１３
１５および画像ＲＯＭ基板支持部材１３１８が取り付け固定される画像ＲＯＭ基板固定ボ
ス１３２５が形成される。また、演出基板ケース本体１３２１の底部には、音声基板１３
１６および音声基板支持部材１３１９が取り付け固定される画像ＲＯＭ基板固定ボス１３
２５が形成される。
【０２６３】
　演出基板ケース蓋１３３１は、図４５および図４６に示すように、透明の樹脂材料を用
いて一方が開口した矩形蓋状に形成される。演出基板ケース蓋１３３１の隅部には、結合
ネジ１３２９が挿通されるネジ挿通穴部１３３２が形成される。演出基板ケース蓋１３３
１は、結合ネジ１３２９を用いて、サブサブ基板１３０１および画像制御基板１３３１を
覆うように演出基板ケース本体１３２１に結合される。なお、ネジ挿通穴部１３３２は、
不図示のキャップ部材により塞がれるようになっている。また、演出基板ケース蓋１３３
１には、サブサブ基板１３０１の各部に設けられた電気コネクタ１３０５等を露出させる
コネクタ露出部１３３３が複数形成されている。
【０２６４】
　演出基板ケース蓋１３３１における画像制御基板１３３１側の隅部近傍には、画像制御
基板１３３１（およびサブサブ基板１３０１）の冷却を行うための外気を導入可能な第１
吸気口部１３３４が形成される。図４７（ｂ）に示すように、第１吸気口部１３３４の内
部側に内側柵状部１３３５ａが形成されるともに、第１吸気口部１３３４の外部側に外側
柵状部１３３５ｂが形成される。内側柵状部１３３５ａと外側柵状部１３３５ｂとは、所
定間隔（成形型が抜けるように形成されたクリアランス分の間隔）だけ離れて互いに半ピ
ッチ分だけずれるように形成されており、一体的に成形可能に構成される。これにより、
外部からの異物が第１吸気口部１３３４を通過しようとしても、外側柵状部１３３５ｂと
内側柵状部１３３５ａによって通過が妨げられるため、簡便な構成で、第１吸気口部１３
３４からケース内部に異物が侵入するのを防止することができる。
【０２６５】
　図４５および図４６に示すように、演出基板ケース蓋１３３１における接続コネクタ１
３０４，１３１４と対向する部分の近傍には、画像制御基板１３３１（およびサブサブ基
板１３０１）の冷却を行うための外気を導入可能な第２吸気口部１３３６が形成される。
第２吸気口部１３３６は、第１吸気口部１３３４と同様の構成であり、第２吸気口部１３
３６の内部側に内側柵状部（図示せず）が形成されるともに、第２吸気口部１３３６の外
部側に外側柵状部（図示せず）が形成される。これにより、外部からの異物が第２吸気口
部１３３６を通過しようとしても、外側柵状部と内側柵状部によって通過が妨げられるた
め、簡便な構成で、第２吸気口部１３３６からケース内部に異物が侵入するのを防止する
ことができる。
【０２６６】
　図４５および図４６に示すように、演出基板ケース蓋１３３１における画像制御基板１
３３１と対向する部分には、画像制御基板１３３１（およびサブサブ基板１３０１）の冷
却を行うための冷却ファン（図示せず）が取り付けられる冷却ファン取付部１３４０が形
成される。冷却ファン取付部１３４０の天井部には、冷却ファンにより排気が行われる排
気口部１３３８が形成される。図４７（ａ）に示すように、排気口部１３３８の内部側に
内側柵状部１３３９ａが形成されるともに、排気口部１３３８の外部側に外側柵状部１３
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３９ｂが形成される。内側柵状部１３３９ａと外側柵状部１３３９ｂとは、所定間隔（成
形型が抜けるように形成されたクリアランス分の間隔）だけ離れて互いに半ピッチ分だけ
ずれるように形成されており、一体的に成形可能に構成される。これにより、外部からの
異物が排気口部１３３８を通過しようとしても、外側柵状部１３３９ｂと内側柵状部１３
３９ａによって通過が妨げられるため、簡便な構成で、排気口部１３３８からケース内部
に異物が侵入するのを防止することができる。また、外部からの異物が冷却ファンに挟ま
って、冷却ファンが破損するのを防止することができる。
【０２６７】
　［第３実施形態における特徴構成］
　［操作パネルの特徴構成］
　本実施形態において、前面扉１０２０における装飾パネル部材１１８０の後方側に、上
パネル部材１２１０に向けて光を発光可能な左上パネルランプ１１２２および右上パネル
ランプ１１３２等が設けられ、操作ユニット取付部１０５０の上面部と上パネル部材１２
１０とに挟まれて、左上パネルランプ１１２２および右上パネルランプ１１３２等からの
光を透過させて上パネル部材１２１０の少なくとも一部を発光させることが可能な左側透
光部材１２２０および右側透光部材１２３０が取り付けられている。これにより、装飾パ
ネル部材１１８０に加えて、上パネル部材１２１０における装飾パネル部材１１８０の上
部に繋がる部分（すなわち、ベットスイッチユニット１０２６およびメダル投入ユニット
１０２８の近傍の部分）を発光させることが可能になる。このように、前面扉１０２０の
前面側において連続的に繋がる発光演出を行うことができるため、より多彩な演出を行う
ことが可能である。
【０２６８】
　また、左側透光部材１２２０および右側透光部材１２３０は、操作ユニット取付部１０
５０の上面部における左上側パネル取付部１０５４および右上側パネル取付部１０５５の
上方に配置されて、上パネル部材１２１０における左上側パネル取付部１０５４および右
上側パネル取付部１０５５の上方に位置する部分を発光させることが可能に構成される。
これにより、装飾パネル部材１１８０に加えて、上パネル部材１２１０における装飾パネ
ル部材１１８０の上部に繋がる部分（すなわち、ベットスイッチユニット１０２６および
メダル投入ユニット１０２８の近傍の部分）をより確実に発光させることが可能になる。
【０２６９】
　また、左上側パネル取付部１０５４および右上側パネル取付部１０５５に、左側透光部
材１２２０および右側透光部材１２３０の前部に向けて光を発光可能な左上パネルランプ
１１２２および右上パネルランプ１１３２が設けられ、左上側パネル取付部１０５４およ
び右上側パネル取付部１０５５の後側に、左側透光部材１２２０および右側透光部材１２
３０における前部と異なる部分に向けて光を発光可能な第１後側左上パネルランプ１２４
１、第２後側左上パネルランプ１２５１、第１後側右上パネルランプ１２６１、および第
２後側右上パネルランプ１２７１が設けられる。これにより、左側透光部材１２２０およ
び右側透光部材１２３０を均一に発光させることが可能になる。
【０２７０】
　また、左上パネルランプ１１２２が第２装飾ランプ基板１１２０の上端部近傍に配設さ
れ、右上パネルランプ１１３２が第３装飾ランプ基板１１３０の上端部近傍に配設される
。これにより、ランプ基板を共用化することで、部品点数が大幅に増加することなく、ス
ロットマシンＳＭ３の製造コストを抑えることができる。
【０２７１】
　上述の第３実施形態において、前面扉１０２０の上部に、上部発光演出装置１０３１が
設けられているが、第２実施形態に係る上部発光演出装置６６０と同様に構成されるよう
にしてもよい。
【０２７２】
　上述の第３実施形態において、前面扉１０２０の上部に、上部発光演出装置１０３１が
設けられているが、これに限られるものではなく、上部発光演出装置１０３１に代えて、
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第１実施形態に係る演出表示装置３００と同様の演出表示装置が設けられるようにしても
よい。
【０２７３】
　上述の第３実施形態において、リール表示窓１０２２の後面側に、第１実施形態に係る
リールシャッターユニット１００と同様のリールシャッターユニットが設けられるように
してもよい。
【０２７４】
　上述の第３実施形態において、前面扉１０２０の前面側に、左右のサイドランプ１０３
４，１０３５が設けられているが、これに限られるものではなく、左右のサイドランプ１
０３４，１０３５に代えて、第２実施形態に係る左サイド発光演出装置７００および右サ
イド発光演出装置８００と同様の発光演出装置が設けられるようにしてもよい。なお、第
１形態に係る左右のサイドランプ３２，３３についても、第２実施形態と同様の構成にす
ることができる。
【０２７５】
　上述の第３実施形態において、演出制御ユニット１３００が設けられているが、第１実
施形態および第２実施形態に係る演出制御ユニット４０５，５１７についても、第３実施
形態に係る演出制御ユニット１３００と同様の構成にすることができる。
【０２７６】
　上述の各実施形態において、本発明が適用される遊技機の一例として、遊技メダルを使
用するスロットマシン（回胴式遊技機）ＳＭ１～ＳＭ３を例示して説明したが、これに限
定されるものではなく、例えば、遊技球を使用する回胴式遊技機や、雀球遊技機、アレン
ジボール機、パチンコ機などについても同様に適用し、同様の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【０２７７】
ＳＭ１　スロットマシン（遊技機の第１実施形態）
　１０　基体部（本体部材）
　２０　前面扉（開閉部材）
１００　リールシャッターユニット
１１０ａ　第１シャッター装置（可動演出装置）
１１０ｂ　第２シャッター装置（可動演出装置）
１１０ｃ　第３シャッター装置（可動演出装置）
１２０Ｒ　右ガイド部
１２１Ｒ　右ガイド部材
１２３Ｒ　第１ランプ穴部
１２６Ｒ　第２ランプ穴部
１３１Ｒ　右ガイドランプ基板
１３２Ｒ　第１ガイドランプ
１３３Ｒ　第２ガイドランプ
１２０Ｌ　左ガイド部
１２１Ｌ　左ガイド部材
１２３Ｌ　第１ランプ穴部
１２６Ｌ　第２ランプ穴部
１４０　第１固定シャッター部
１６０　第２固定シャッター部
１８０　第１可動シャッター部
１９６　第１可動側透光板
２００　第２可動シャッター部
２１６　第２可動側透光板
２２０　第１シャッター駆動部
２４０　第２シャッター駆動部
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３００　演出表示装置
３１０　液晶表示部
３２６　液晶パネル
３３６　液晶シャッター
３４１　導光板
３４２　縁部
３４３　射出面
３４４　凹凸面
３４６　バックランプ基板
３４７　バックランプ
３６０　発光演出部
３６１　中央発光部材
３６６　周辺発光部材
３８１　発光演出ランプ基板
３８２　中央発光演出ランプ
３８３　周辺発光演出ランプ
ＳＭ２　スロットマシン（遊技機の第２実施形態）
５１０　基体部（本体部材）
５２０　前面扉（開閉部材）
５４１　演出装置取付部
５４２　導光部
５４３　装飾パネル取付部
５５０　下部発光演出装置
５５１　下部ランプ基板
５５２　下部演出ランプ
５６１　多孔プレート
５６２　通過孔
５７１　第１下部ランプカバー
５７６　第２下部ランプカバー
６００　上部マスクユニット
６６０　上部発光演出装置
６６１　第１上部ランプ基板
６６２　第１上部演出ランプ
６７１　第２上部ランプ基板
６７２　第２上部演出ランプ
６９１　裏側上部装飾部材（６９１ａ　第２上部演出図柄）
６９２　上部導光板（６９２ａ　縁部、６９２ｃ　凹凸面、６９２ｄ　射出面）
６９３　表側上部装飾部材（６９３ａ　第１上部演出図柄）
７００　左サイド発光演出装置
７１０　ランプユニット部
７１１　第１左サイドランプ基板
７１２　第１左サイド演出ランプ
７２１　第１補助照明基板
７２２　第１補助照明ランプ
７３１　第２左サイドランプ基板
７３２　第２左サイド演出ランプ
７４６　第２補助照明基板
７４７　第２補助照明ランプ
７６０　カバーユニット部
７７１　裏側左装飾部材（７７１ａ　第２左演出図柄）
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７７２　左導光板（７７２ａ　長手方向縁部、７７２ｂ　傾斜縁部、７７２ｃ　凹凸面、
７７２ｄ　射出面）
７７３　表側左装飾部材（７７３ａ　第１左演出図柄）
ＳＭ３　スロットマシン（遊技機の第３実施形態）
１０２０　前面扉（開閉部材）
１０５０　操作ユニット取付部
１０５４　左上側パネル取付部
１０５５　右上側パネル取付部
１０６０　装飾パネル取付部
１１００　装飾パネルユニット
１１１０　第１装飾ランプ基板
１１１１　第１装飾ランプ
１１２０　第２装飾ランプ基板
１１２１　第２装飾ランプ
１１２２　左上パネルランプ
１１３０　第３装飾ランプ基板
１１３１　第３装飾ランプ
１１３２　右上パネルランプ
１１８０　装飾パネル部材
１２００　操作パネル
１２１０　上パネル部材
１２２０　左側透光部材
１２３０　右側透光部材
１２４０　第１左上ランプ基板
１２４１　第１後側左上パネルランプ
１２５０　第２左上ランプ基板
１２５１　第２後側左上パネルランプ
１２６０　第１右上ランプ基板
１２６１　第１後側右上パネルランプ
１２７０　第２右上ランプ基板
１２７１　第２後側右上パネルランプ
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