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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤の裏側に装着された後側構造体と、該後側構造体に装着された画像表示部と、前
記遊技盤の前側に装着され且つ前記画像表示部の外周側を前側から覆う前側構造体とを備
えた画像表示手段を有する弾球遊技機において、前記後側構造体の前面に前記前側構造体
の裏側に対応して発光式の後側装飾体を設け、前記前側構造体に、前記後側装飾体を前側
から視認する視認窓及び該視認窓を取り囲んで配置された１個又は複数個の発光部を有す
る前側装飾体と、前記発光部に裏側から光を照射する複数個の発光素子が前記視認窓を取
り囲んで装着され且つ前記後側装飾体よりも前側に配置された発光基板とを備え、前記前
側装飾体は前記複数個の発光素子よりも内側で前記視認窓を取り囲む筒状の周壁と前記発
光部に対応する発光窓とが形成された装飾枠と、前記発光窓に対応して前記装飾枠に裏側
から嵌合され且つ前記発光部を構成する発光板とを備え、前記発光基板は前記視認窓を経
て前側から前記後側装飾体を視認可能に前記視認窓に対応する視認孔を有し且つ前記発光
板の裏側で前記装飾枠に嵌合し、前記周壁と前記後側装飾体との間隔は前記遊技盤の板厚
以上であることを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　前記周壁の後部が前記視認孔に嵌合していることを特徴とする請求項１に記載の弾球遊
技機。
【請求項３】
　前記周壁の後端が前記視認孔の近傍で前記発光基板に当接していることを特徴とする請
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求項１に記載の弾球遊技機。
【請求項４】
　前記装飾枠は前記視認窓の外周を取り囲む内周壁及び前記発光窓を取り囲む外周壁をそ
の裏側に備え、前記内周壁と前記外周壁との間に前記発光基板が嵌合していることを特徴
とする請求項３に記載の弾球遊技機。
【請求項５】
　前記発光板と前記発光基板との間に、光透過性を有し且つ前記発光素子からの光を乱反
射させる乱反射板と、前記発光素子から前記周壁側への光の拡散を阻止する拡散阻止体と
を介在したことを特徴とする請求項４に記載の弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の弾球遊技機、取り分けその電飾手段に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機、例えばパチンコ機等の弾球遊技機では、遊技機本体と、この遊技機本体に着脱
自在に装着された遊技盤と、この遊技盤の前側にその遊技領域を透視可能に配置され且つ
遊技機本体に開閉自在に枢着されたガラス扉とを備えている。そして、遊技盤側の遊技部
品、ガラス扉等には種々の電飾手段が装着され、その電飾手段を連続的又は間欠的に発光
させることにより、その時点の遊技状態等を視覚的に演出するようにしている。これはス
ロットマシン等でも同じである。
【０００３】
　この電飾手段には、従来、発光部を有する前側装飾体と、その発光部に対応して１個又
は複数個の発光素子が装着され且つ前側装飾体の裏側に配置された発光基板とを備え、発
光素子からの光により前側装飾体の発光部を発光させるように構成されている（特許文献
１、２）。
【特許文献１】特開２０００－３５４６５３号公報
【特許文献２】特開２００１－２７６３７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の電飾手段はその配置箇所に応じて前側装飾体を平坦状に又は凹凸状に構成して、
発光時の視覚的な演出効果が向上するようにしている。
【０００５】
　しかし、電飾手段に使用する発光基板には光透過性がない。このため発光基板の裏側に
後側装飾体を配置すれば、発光基板により遮られて後側装飾体が見えなくなる。従って、
前側装飾体と後側装飾体とを使用して、前後方向の要素を加えて三次元的な発光演出を図
る場合には、前側装飾体と後側装飾体とを上下又は左右方向に位置を変えて配置せざるを
得ず、平面的な広がりを必要とする欠点がある。
【０００６】
　即ち、従来の電飾手段では、発光基板に光透過性がない以上、前側装飾体をその裏側の
発光基板に装着された発光素子からの光により発光させる発光方式を採用しながら、前側
装飾体の外周縁よりも内側の狭い範囲内で発光基板の後方に後側装飾体を配置して、前後
方向に位置の異なる前側装飾体と後側装飾体とにより三次元的に装飾又は演出するような
ことはできない。従って、前側装飾体と後側装飾体とを使用する場合には、電飾手段が二
次元方向に大型化するという問題がある。
【０００７】
　このような電飾手段の大型化を解消する対策として、前側装飾体に、後側装飾体用の視
認窓を設け、この視認窓に対応して前側装飾体の裏側に後側装飾体を配置することが考え
られる。しかし、前側装飾体に視認窓を取り囲むようにその周辺に発光部がある場合には
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、視認窓を避けて複数個の発光基板を配置することになる。このため発光基板の部品点数
が増加すると共に、夫々の発光基板を個別に組み立てる必要があり、組み立て時の作業効
率が低下するという欠点もある。
【０００８】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、前側装飾体の外周縁よりも内側の限られた
範囲内において前側装飾体及び後側装飾体により三次元的に装飾又は演出できると共に、
発光基板の単一化により組み立て時の作業効率の向上を期待できる弾球遊技機を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、遊技盤の裏側に装着された後側構造体と、該後側構造体に装着された画像表
示部と、前記遊技盤の前側に装着され且つ前記画像表示部の外周側を前側から覆う前側構
造体とを備えた画像表示手段を有する弾球遊技機において、前記後側構造体の前面に前記
前側構造体の裏側に対応して発光式の後側装飾体を設け、前記前側構造体に、前記後側装
飾体を前側から視認する視認窓及び該視認窓を取り囲んで配置された１個又は複数個の発
光部を有する前側装飾体と、前記発光部に裏側から光を照射する複数個の発光素子が前記
視認窓を取り囲んで装着され且つ前記後側装飾体よりも前側に配置された発光基板とを備
え、前記前側装飾体は前記複数個の発光素子よりも内側で前記視認窓を取り囲む筒状の周
壁と前記発光部に対応する発光窓とが形成された装飾枠と、前記発光窓に対応して前記装
飾枠に裏側から嵌合され且つ前記発光部を構成する発光板とを備え、前記発光基板は前記
視認窓を経て前側から前記後側装飾体を視認可能に前記視認窓に対応する視認孔を有し且
つ前記発光板の裏側で前記装飾枠に嵌合し、前記周壁と前記後側装飾体との間隔は前記遊
技盤の板厚以上としたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、前側装飾体の外周縁よりも内側の限られた範囲内において前側装飾体
及び後側装飾体により三次元的に装飾又は演出できると共に、発光基板の単一化により組
み立て時の作業効率の向上を期待できる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図５は本発明をパチンコ機
に採用した第１の実施例を例示している。図１において、遊技機本体１は、矩形状の外枠
２と、この外枠２の前側にヒンジ３により縦軸廻りに開閉自在に枢着された前枠４とを備
えている。前枠４の前側にはガラス扉５と前面板６とが上下に配置され、前枠４に対して
ヒンジ３と同じ側のヒンジ７により縦軸廻りに開閉自在に枢支されている。
【００１２】
　前面板６の前側には発射用の遊技球を貯留する球供給皿８が配置され、その側方に遊技
球を発射する発射手段（図示省略）の発射ハンドル９が設けられている。ガラス扉５の裏
側には、このガラス扉５に対応するように前枠４に遊技盤１０（図２参照）が着脱自在に
装着されている。
【００１３】
　遊技盤１０の前面には、図２に示すように、発射手段から発射された遊技球を案内する
ガイドレール１１が略円弧状に配置されると共に、そのガイドレール１１の内側の遊技領
域１２に画像表示手段１３、普通図柄始動手段１４、特別図柄始動手段１５、大入賞手段
１６、普通入賞手段１７等の各種の遊技部品が配置されている。なお、遊技領域１２はガ
ラス扉５の視認窓１８に対応している。
【００１４】
　画像表示手段１３は遊技領域１２の略中央に配置されており、遊技盤１０に装着された
支持枠１９と、この支持枠１９の略中央に配置された液晶式等の画像表示部２０とを備え
、その支持枠１９にはその上部の一側等の適当箇所に普通図柄表示手段２１が、上部の略
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中央に電飾手段２２が設けられている。なお、遊技領域１２の外側で視認窓１８内に特別
図柄表示手段２３が夫々設けられている。
【００１５】
　普通図柄表示手段２１は普通図柄を変動表示するためのもので、複数種類の普通図柄（
例えば２種類の「○」「×」）に対応する２個の発光素子により構成されており、普通図
柄始動手段１４が遊技球を検出することを条件に各発光素子が交互に点灯するように所定
時間点滅して、普通図柄始動手段１４の遊技球の検出時に抽選した乱数値が予め定められ
た当たり判定値と一致した場合に当たり態様の「○」側の発光素子が点灯し、それ以外の
場合に外れ態様の「×」側の発光素子が点灯して停止するようになっている。
【００１６】
　特別図柄表示手段２３は、発光部位の変化等で特別図柄を変動表示可能なセグメント式
等の表示手段により構成されており、特別図柄始動手段１５が遊技球を検出することを条
件に特別図柄を所定時間変動表示して、特別図柄始動手段１５の遊技球の検出時に抽選さ
れた乱数値が予め定められた大当たり乱数値と一致した場合に所定の大当たり態様で、そ
れ以外の場合に外れ態様で停止するようになっている。
【００１７】
　画像表示部２０は矩形状その他の形状であって、遊技中は演出図柄２４ａ～２４ｃとそ
の背景画像とが表示される。演出図柄２４ａ～２４ｃは画像表示部２０の適当な位置に複
数個、例えば３個表示されており、特別図柄表示手段２３の特別図柄の変動に同期して変
動を開始し、所定の変動パターンを経て所定時間変動した後、特別図柄の変動終了に同期
して所定の順序で順次停止する。演出図柄２４ａ～２４ｃの変動後の停止図柄は、特別図
柄表示手段２３の特別図柄が大当たり態様で停止する場合には全てが揃う大当たり演出態
様となり、特別図柄が外れ態様で停止する場合には少なくとも一部が異なる外れ演出態様
となる。
【００１８】
　なお、演出図柄２４ａ～２４ｃには例えば０～９までの数字図柄が使用されており、特
別図柄が大当たり態様で停止する場合には演出図柄２４ａ～２４ｃは「７・７・７」等の
大当たり演出態様で停止し、特別図柄が外れ態様で停止する場合には演出図柄２４ａ～２
４ｃは「２・３・４」等の外れ演出態様で停止する。
【００１９】
　特別図柄始動手段１５は固定式入賞口２５と電動チューリップ等の可変式入賞口２６と
を上下に備えている。可変式入賞口２６は普通図柄表示手段２１の変動後の普通図柄が当
たり態様を停止表示したときに所定時間開放するようになっている。
【００２０】
　画像表示手段１３の支持枠１９は、図３に示すように、遊技盤１０の装着孔２７に対応
してその裏側に着脱自在に装着され後側構造体２８と、この後側構造体２８に着脱自在に
装着された画像表示部２０と、遊技盤１０の装着孔２７に対応してその前側に着脱自在に
装着され且つ画像表示部２０の外周部分を前側から覆う前側構造体２９とを備えている。
後側構造体２８には画像表示部２０に対応して表示窓３０を形成する窓飾り板３１が設け
られている。
【００２１】
　前側構造体２９は遊技盤１０の前面に当接する前飾り板３２と、この前飾り板３２から
前側に突出し且つ画像表示部２０側への遊技球の侵入を阻止する略門形状の突出飾り枠３
３とを有する。前飾り板３２には遊技盤１０の装着孔２７に嵌合する周壁部３４が設けら
れると共に、下部に特別図柄始動手段１５に対して上側から遊技球を落下させる落下ステ
ージ３５が設けられ、また突出飾り枠３３に普通図柄表示手段２１が設けられている。
【００２２】
　電飾手段２２は図３～図５に示すように、画像表示部２０よりも上側で前側構造体２９
の内周側に突出して配置され、前側構造体２９と後側構造体２８とに跨がって設けられて
いる。この電飾手段２２は視認窓３６を有し且つ突出飾り枠３３の上部内周側に設けられ
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た前側装飾体３７と、視認窓３６の裏側に対応して後側構造体２８の窓飾り板３１の前面
に配置された後側装飾体３８と、前側装飾体３７に裏側から光を照射する発光素子３９が
装着され且つ後側装飾体３８の前側に配置された発光基板４０とを備えている。
【００２３】
　前側装飾体３７は視認窓３６を取り囲んで配置された複数個、例えば上下２個の発光部
４１，４２を有する。上側の発光部４１は視認窓３６の上側に横長状に設けられ、その下
側に、上側の発光部４１との間で視認窓３６を取り囲むように下側の発光部４２が設けら
れている。
【００２４】
　発光基板４０には視認窓３６を経て前側から後側装飾体３８を視認できるように視認窓
３６に対応する視認孔４３が形成されると共に、その発光部４１，４２に対応する多数（
複数個）の発光素子３９が視認孔４３を取り囲んでその周辺に配置されている。
【００２５】
　前側装飾体３７は突出飾り枠３３の上部から内周側へと突出して一体に設けられた装飾
枠４４と、この装飾枠４４に裏側から嵌合された発光板４５，４６とを備えている。装飾
枠４４にはその前面に各発光部４１，４２に対応する開口状の発光窓４７，４８が設けら
れ、また裏側には視認窓３６の外周を取り囲む内周壁４９と、発光窓４７，４８の外周を
取り囲む外周壁５０とが後方に突出して一体に形成されている。なお、装飾枠４４は突出
飾り枠３３とは別体に形成してもよい。
【００２６】
　発光板４５，４６は発光部４１，４２を構成するもので、光透過性を有する。この発光
板４５，４６は各発光窓４７，４８に対応して装飾枠４４の外周壁５０内に裏側から嵌合
されている。なお、上側の発光板４５は前側が発光窓４７に嵌合されている。突出飾り枠
３３、装飾枠４４の前面を含む外面は、光を透過しないようにメッキ等の処理が施されて
いる。
【００２７】
　発光基板４０は装飾枠４４の外周壁５０内に裏側から嵌合され、その視認孔４３に内周
壁４９が嵌合されている。内周壁４９は視認孔４３を貫通して発光基板４０の裏側から後
方に突出している。なお、内周壁４９、外周壁５０は略同一高さで後方に突出しており、
発光基板４０は装飾枠４４の前後方向の厚さ内に収まっている。発光基板４０の前面側に
は各発光板４５，４６に対応する発光素子３９が視認孔４３を取り囲んで多数装着されて
おり、また裏側にはＩＣ等の発光制御素子５２と、外部からのハーネスを接続するための
コネクタ５３とが装着されている。
【００２８】
　発光板４５，４６と発光基板４０との間に、光透過性を有し且つ発光素子３９からの光
を乱反射させる乱反射板５４と、発光素子３９から周壁４９，５０側への光の拡散を阻止
する拡散阻止体５５とが介在されている。乱反射板５４は内周壁４９が貫通する通孔５６
を有し、拡散阻止体５５は発光部４１，４２に対応する透過孔５８，５９と、内周壁４９
が貫通する通孔６０と、それらを取り囲む拡散阻止壁６１とを有する。そして、乱反射板
５４、拡散阻止体５５は装飾枠４４の外周壁５０内に裏側から嵌合され、また乱反射板５
４は発光板４５，４６の裏面に、拡散阻止体５５は乱反射板５４の裏面に夫々当接してい
る。
【００２９】
　なお、拡散阻止体５５はその取り付け部６２がネジ等の固定手段により装飾枠４４の取
り付け部６３に固定され、装飾枠４４との間で発光板４５，４６、乱反射板５４を挟んで
いる。発光基板４０はその取り付け部６４がネジ等の固定手段により拡散阻止体５５の取
り付け部６５に固定されている。
【００３０】
　後側装飾体３８は装飾枠４４の内周壁４９の後端との間に遊技盤１０の板厚以上の間隔
をおいて後側構造体２８の窓飾り板３１の前面に装着されている。この後側装飾体３８は
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内部に発光素子６７を備えているが、後側装飾体３８は発光するものでもよいし、発光し
ないものでもよい。
【００３１】
　前側装飾体３７を発光させる発光素子３９は、発光部４１，４２でパチンコ機の機種、
キャラクタ等を発光表示する場合には常時点灯し、演出図柄２４ａ～２４ｃの変動中にリ
ーチ状態が発生するなれば点滅する等、必要に応じて発光制御素子５２により制御される
。また後側装飾体３８の発光素子６７は、例えば遊技中に特別遊技状態が発生する等の特
定の遊技状態になった場合に、発光素子３９よりも強力に発光して視認窓３６から強力な
光を発射するようになっている。
【００３２】
　このパチンコ機では、発光基板４０に装着された各発光素子３９が点灯すると、その発
光素子３９から照射される光が乱反射板５４で乱反射して発光状態になる。そして、前側
装飾体３７を前側から発光窓４７，４８の発光板４５，４６を介して発光状態の乱反射板
５４を透視すれば、恰も発光板４５，４６が発光しているかのように見える。従って、前
側装飾体３７の発光部４１，４２により当該パチンコ機の機種名、キャラクタ等を発光表
示することができる。
【００３３】
　遊技中に特別遊技状態が発生すれば、後側装飾体３８の発光素子６７の発光により特別
遊技状態の発生を演出する。例えば、特別図柄始動手段１５が遊技球を検出すると、その
ときに抽選した乱数値により大当たりか否かの判定を行い、その判定結果が大当たりであ
れば、特別図柄表示手段２３の特別図柄、画像表示部２０の演出図柄２４ａ～２４ｃが所
定時間変動した後に大当たり態様、大当たり演出態様で停止して特別遊技状態が発生し、
大入賞手段１６が複数回開放する等、遊技者は有利な状態で遊技を継続できる。そして、
特別遊技状態になれば、後側装飾体３８の発光素子６７が発光して前側装飾体３７の視認
窓３６を経て強力な光を発射して、特別遊技状態の発生を演出する。
【００３４】
　このように視認窓３６を有する前側装飾体３７の裏側に、その視認窓３６に対応して後
側装飾体３８を配置し、前側装飾体３７に裏側から光を照射する発光素子３９が装着され
た発光基板４０に、前側から視認窓３６を経て後側装飾体３８を視認できるように視認窓
３６に対応する視認孔４３を形成することにより、後側装飾体３８の前側に発光素子３９
用の発光基板４０があって、その発光素子３９からの光により前側装飾体３７を発光させ
るようにしているにも拘わらず、その前側装飾体３７の外周縁内で後側装飾体３８による
装飾演出が可能となり、従来に比較して三次元的な装飾演出を行うことができる。
【００３５】
　また前側装飾体３７には視認窓３６を取り囲んで発光部４１，４２があり、その発光部
４１，４２に対応する多数の発光素子３９を発光基板４０に装着することになるが、発光
基板４０に視認孔４３を形成しているので、視認孔４３の外周で発光基板４０に各発光素
子３９を装着すればよい。
【００３６】
　従って、発光基板４０の部品点数を１個に削減できるため、複数枚の基板を組み合わせ
て視認窓３６を取り囲むように発光素子３９を配置する場合に比較して、その組み立て作
業が容易になる等、製作のコストを低減することができ、しかも視認窓３６の周囲の発光
部４１，４２に対応して多数の発光素子３９を発光基板４０に高密度に配置することがで
きる。
【００３７】
　前側装飾体３７には発光窓４７，４８に対応して発光板４５，４６を設け、その裏側の
乱反射板５４で発光素子３９からの光を乱反射させて発光部４１，４２を発光させるよう
にしているため、発光板４５，４６に乱反射部を設ける必要がなく、また乱反射板５４で
内部の発光素子３９等を見え難くすることができる。
【００３８】
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　更に拡散阻止体５５を設けているため、発光素子３９からの光の不必要な拡散を防止で
きる。特に視認窓３６の内周壁４９を通しての光の拡散がないので、発光素子３９からの
光が視認窓３６側に漏れたり、発光素子６７の光が発光板４５，４６、乱反射板５４側に
漏れたりすることも防止できる。
【００３９】
　図６は本発明の第２の実施例を例示する。装飾枠４４の内周壁４９は、その後端が発光
基板４０の前面に当接又は近接する長さであり、この内周壁４９の後端開口に対応して発
光基板４０に視認孔４３が形成されている。他の構成は第１の実施例と同様である。この
ように内周壁４９の長さを短くして、その後端開口を発光基板４０の視認孔４３に対応さ
せた場合でも、第１の実施例と同様の作用効果を得ることができる。
【００４０】
　図７は本発明の第３の実施例を例示する。装飾枠４４の内周壁４９は、発光基板４０の
視認孔４３を貫通して後方に突出され、その後端部に後側装飾体３８の発光カバー７０の
発光部７１が近接又は嵌合して設けられている。なお、後側装飾体３８はケース７２と、
発光カバー７０と、その内部に収容された発光基板７３及び発光素子６７とを備えている
。他の構成は第１の実施例と同様である。
【００４１】
　このように装飾枠４４の内周壁４９を後側装飾体３８の発光部７１に近接又は嵌合して
設けることにより、後側装飾体３８の発光部７１からの光が周辺に拡散しないので、その
発光部７１の発光状態を視認窓３６から鮮明に視認することができる。
【００４２】
　図８は本発明の第４の実施例を例示する。装飾枠４４の内周壁４９は、発光基板４０の
視認孔４３を貫通して後方に突出され、その後端に後側装飾体３８が当接して固定されて
いる。このように装飾枠４４に一体の内周壁４９の後端に後側装飾体３８を設けることに
より、電飾手段２２全体を一体化することができる。他の構成は第１の実施例と同様であ
る。
【００４３】
　図９は本発明の第５の実施例を例示する。後側装飾体３８は、発光基板７３と、この発
光基板７３に装着された発光素子６７とを備えている。発光基板７３にはその裏側にコネ
クタ７４が設けられている。他の構成は第１の実施例と同様である。このように後側装飾
体３８は、発光基板７３と発光素子６７とにより構成してもよい。
【００４４】
　図１０は本発明の第６の実施例を例示する。前側装飾体３７は光透過性を有する材料に
より一体に構成されており、その発光部４１，４２には裏面側に乱反射部４１ａ，４２ａ
が形成されている。従って、この実施例では、第１の実施例の乱反射板５４が省かれてい
る。
【００４５】
　また視認窓３６には凸レンズその他のレンズ部７６が設けられており、内周壁４９の前
端がレンズ部７６により閉塞されている。内周壁４９の後端は発光基板４０の視認孔４３
に近接している。後側装飾体３８は発光素子６７を備えた発光式であり、外周に内周壁４
９に対応する形状の拡散防止壁７７が設けられている。前側構造体２９の前面を含む内外
周面、少なくとも装飾枠４４の前面には、発光部４１，４２を除く部分にメッキ等による
遮光皮膜８０が設けられている。他の構成は第１の実施例と同様である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【００４６】
　このように前側装飾体３７の発光部４１，４２は、装飾枠４４に一体に設けてもよい。
また視認窓３６は装飾枠４４に設けたレンズ部７６により構成してもよい。後側装飾体３
８側に拡散防止壁７７を設けてもよい。
【００４７】
　図１１は本発明の第７の実施例を例示する。後側装飾体３８の外周の拡散防止壁７７が
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発光基板４０の視認孔４３を貫通して前側に突出し、拡散阻止体５５の内周で内周壁４９
の後端に近接して対向している。他の構成は第１の実施例と同様である。
【００４８】
　このように後側装飾体３８側の拡散防止壁７７が発光基板４０の視認孔４３に挿通する
ように構成しても、視認窓３６を経て後側装飾体３８を視認することが可能であり、また
後側装飾体３８が発光式の場合にも、後側装飾体３８側の光の拡散を拡散防止壁７７によ
り防止することができる。
【００４９】
　図１２は本発明の第８の実施例を例示する。発光基板４０には、視認窓３６に対応して
複数個の小孔状の視認孔４３が形成されている。従って、この視認孔４３の部分では発光
基板４０は網目状になっている。発光基板４０の裏側には、複数個の視認孔４３に対応し
て後側装飾体３８の発光基板４０が取り付け部７９を介して固定されている。発光基板７
３には各視認孔４３に対応して複数個の発光素子６７が設けられている。他の構成は第１
の実施例と同様である。
【００５０】
　このように後側装飾体３８の発光素子３９の配置等によっては、発光基板４０の視認孔
４３を複数個形成してもよい。なお、視認孔４３は丸でもよいし、縦又は横のスリットで
もよい。また視認孔４３は発光基板７３の発光素子６７に対応して例えば２～３個設ける
程度でもよい。
【００５１】
　以上、本発明の各実施例について詳述したが、本発明はこの各実施例に限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、実施例で
は、画像表示部２０の前上側でその支持枠１９に設けられたパチンコ機用の電飾手段２２
について例示しているが、この電飾手段２２は前側装飾体３７と後側装飾体３８とを備え
たものであれば、パチンコ機のどの部分に配置されるものでもよいし、パチンコ機を含む
弾球遊技機の他、スロットマシン等の各種の遊技機の電飾装置としても採用することが可
能である。
【００５２】
　また視認窓３６を取り囲むように前側装飾体３７に発光部４１，４２を設けるに際して
、第１の実施例等では上側の発光部４１と下側の発光部４２とで発光板の種類を異ならせ
ているが、同種の発光板４５，４６を使用してもよい。発光基板４０の視認孔４３は、視
認窓３６に対応する内周壁４９の内周形状と略同一にするか、内周壁４９の内周形状より
も大きくするのが一般的であるが、後側装飾体３８の発光形式によっては内周壁４９の内
径よりも小径の通孔を１個又は複数個設けてもよい。
【００５３】
　視認窓３６を取り囲むように１個の発光部４１を設けてもよい。前側装飾体３７の発光
部４１，４２は必ずしも視認窓３６の全周を取り囲むように設ける必要はなく、一部の外
周に対応して設けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の第１の実施例を示すパチンコ機の斜視図である。
【図２】同遊技盤の正面図である。
【図３】同遊技盤の断面図である。
【図４】同電飾手段の分解斜視図である。
【図５】同電飾手段の分解斜視図である。
【図６】本発明の第２の実施例を示す遊技盤の断面図である。
【図７】本発明の第３の実施例を示す遊技盤の断面図である。
【図８】本発明の第４の実施例を示す遊技盤の断面図である。
【図９】本発明の第５の実施例を示す遊技盤の断面図である。
【図１０】本発明の第６の実施例を示す遊技盤の断面図である。
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【図１１】本発明の第７の実施例を示す遊技盤の断面図である。
【図１２】本発明の第８の実施例を示す遊技盤の断面図である。
【符号の説明】
【００５５】
３６　視認窓
３７　前側装飾体
３８　後側装飾体
３９　発光素子
４０　発光基板
４３　視認孔
４１，４２　発光部
４７，４８　発光窓
４４　装飾枠
４５，４６　発光板
４９　内周壁
５０　外周壁
５４　乱反射板
５５　拡散阻止体

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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