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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源が実装された光源基板と、
　前記光源基板の前方に設けられ、透光性を有し、前記光源からの光を受けて拡散させる
光拡散部材と、
　前記光源基板と前記光拡散部材の間に設けられ、前記光源からの光を前記光拡散部材に
向けて反射する反射部材と、
　前記光拡散部材の前方に位置するカバー部材と、
を備える遊技機であって、
　前記反射部材には、前記光源を露出する導光孔と、前記導光孔の周囲で前記光源からの
光を反射する反射部と、が形成されており、
　前記光拡散部材は、前記導光孔から露出する前記光源と対向する位置で前方へ突出し、
光を拡散する光源対向光拡散部と、前記反射部と対向する位置で前方へ突出し、光を拡散
する反射部対向光拡散部を有し、
　前記カバー部材は、前後方向に貫通する複数の貫通孔を有し、
　前記貫通孔には、前記光源対向光拡散部を露出させる第１貫通孔と、前記反射部対向光
拡散部を露出させる第２貫通孔と、が含まれる
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記光拡散部材は、前記光源対向光拡散部と前記反射部対向光拡散部とを連結する連結
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部を有し、
　前記カバー部材は、連結部を覆う
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機やパチスロ等の遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、パチンコ機やパチスロ等の遊技機は、前面が開口された箱状のキャビネットと
、キャビネットの開口を覆うフロントドアとを有している。
【０００３】
　特許文献１には、フロントドアに、機種名やゲーム情報を表示するための、上部パネル
部及び下部パネル部が設けられている遊技機が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３１１６３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、遊技機に演出のための発光部（光源）を多く設置すると、消費電力が増加し
てしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたもので、消費電力を抑えつつ、且つ、演出効果を
高めることができる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決し、本発明の目的を達成するため、本発明の遊技機は、光源が実装され
た光源基板と、光源基板の前方に設けられ、透光性を有し、光源からの光を受けて拡散さ
せる光拡散部材と、光源基板と光拡散部材の間に設けられ、光源からの光を光拡散部材に
向けて反射する反射部材と、光拡散部材の前方に位置するカバー部材と、を備える。また
、反射部材には、光源を露出する導光孔と、導光孔の周囲で光源からの光を反射する反射
部と、が形成されており、光拡散部材は、導光孔から露出する光源と対向する位置で前方
へ突出し、光を拡散する光源対向光拡散部と、反射部と対向する位置で前方へ突出し、光
を拡散する反射部対向光拡散部を有し、カバー部材は、前後方向に貫通する複数の貫通孔
を有し、貫通孔には、光源対向光拡散部を露出させる第１貫通孔と、反射部対向光拡散部
を露出させる第２貫通孔と、が含まれる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、消費電力を抑えつつ、且つ、演出効果を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態にかかるパチスロの機能フローを示す図である。
【図２】パチスロの斜視図である。
【図３】パチスロの内部構造を示す図である。
【図４】パチスロの回路構成を示す図である。
【図５】装飾部の分解斜視図である。
【図６】アウターレンズと、上部ベースを取り外した状態の装飾部の斜視図である。
【図７】図５の要部拡大図である。
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【図８】リフレクターの正面図である。
【図９】プリズムフォレストの正面図である。
【図１０】プリズムフォレストの斜視図である。
【図１１】図６のＸ－Ｘ線矢視断面図である。
【図１２】パネル用光源基板を下方から見た図である。
【図１３】パネル保持部の上部材の斜視図である。
【図１４】パネル保持部の下部材の斜視図である。
【図１５】パネルを説明するための図である。
【図１６】上部ベース及びアウターレンズを後方斜め下から見た斜視図である。
【図１７】パチスロの第１の作用について説明する図である。
【図１８】パチスロの第２の作用について説明する図である。
【図１９】パチスロの第３の作用について説明する図である
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［パチスロの機能フロー］
　本発明の遊技機に係る実施の形態について、以下図面を参照しながら説明する。はじめ
に、図１を参照して、本実施の形態における遊技機としてのパチスロ１の機能フローにつ
いて説明する。
【００１２】
　遊技者によりメダルが投入され、スタートレバーが操作されると、予め定められた数値
の範囲（例えば、０～６５５３５）の乱数から１つの値（以下、乱数値）が抽出される。
【００１３】
　内部抽籤手段は、抽出された乱数値に基づいて抽籤を行い、内部当籤役を決定する。内
部当籤役の決定により、後述の入賞判定ラインに沿って表示を行うことを許可する図柄の
組合せが決定される。尚、図柄の組合せの種別としては、メダルの払い出し、再遊技の作
動、ボーナスの作動等といった特典が遊技者に与えられる「入賞」に係るものと、それ以
外のいわゆる「ハズレ」に係るものとが設けられている。
【００１４】
　続いて、複数のリールの回転が行われた後で、遊技者によりストップボタンが押される
と、リール停止制御手段は、内部当籤役とストップボタンが押されたタイミングとに基づ
いて、該当するリールの回転を停止する制御を行う。
【００１５】
　ここで、パチスロ１では、基本的に、ストップボタンが押されたときから規定時間（１
９０ｍｓｅｃ）内に、該当するリールの回転を停止する制御が行われる。本実施の形態で
は、上記規定時間内でのリールの回転に伴って移動する図柄の数を「滑り駒数」と呼び、
その最大数を図柄４個分に定める。
【００１６】
　リール停止制御手段は、入賞に係る図柄の組合せの表示を許可する内部当籤役が決定さ
れているときでは、上記規定時間を利用して、その図柄の組合せが入賞判定ラインに沿っ
て極力表示されるようにリールの回転を停止する。その一方で、内部当籤役によってその
表示が許可されていない図柄の組合せについては、上記規定時間を利用して、入賞判定ラ
インに沿って表示されることがないようにリールの回転を停止する。
【００１７】
　こうして、複数のリールの回転が全て停止されると、入賞判定手段は、入賞判定ライン
に沿って表示された図柄の組合せが、入賞に係るものであるか否かの判定を行う。入賞に
係るものであるとの判定が行われると、メダルの払い出し等の特典が遊技者に与えられる
。以上のような一連の流れがパチスロにおける１回の遊技として行われる。
【００１８】
　また、パチスロ１では、前述した一連の流れの中で、液晶表示装置により行う映像の表
示、後述する装飾部の発光素子（以下、ＬＥＤと称する場合がある）により行う光の出力
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、後述するスピーカにより行う音の出力、或いはこれらの組合せを利用して様々な演出が
行われる。
【００１９】
　遊技者によりスタートレバーが操作されると、前述の内部当籤役の決定に用いられた乱
数値とは別に、演出用の乱数値（以下、演出用乱数値）が抽出される。演出用乱数値が抽
出されると、演出内容決定手段は、内部当籤役に対応づけられた複数種類の演出内容の中
から今回実行するものを抽籤により決定する。
【００２０】
　演出内容が決定されると、演出実行手段は、リールの回転が開始されるとき、各リール
の回転がそれぞれ停止されるとき、入賞の有無の判定が行われたとき等の各契機に連動さ
せて演出の実行を進める。このように、パチスロでは、内部当籤役に対応づけられた演出
内容を実行することによって、決定された内部当籤役（言い換えると、狙うべき図柄の組
合せ）を知る或いは予想する機会が遊技者に提供され、遊技者の興味の向上が図られる。
【００２１】
　［外部構造］
　次に、図２を参照して、本実施の形態におけるパチスロ１の外部構造について説明する
。図２は、パチスロ１の斜視図である。
【００２２】
　パチスロ１は、図２に示すように、外装体２を備えている。外装体２は、前面が開口し
た箱状のキャビネット２ａと、キャビネット２ａの開口を開閉可能に覆うフロントドア２
ｂとを備える。キャビネット２ａの内部には、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒが横並びに
設けられている。各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒは、円筒状のフレームの周面に、複数の図柄
が回転方向に沿って連続的に配置された帯状のシートを貼り付けて構成されている。
【００２３】
　フロントドア２ｂは、骨格となるベースドア部（ドア本体）２１（図３参照）を備えて
いる。フロントドア２ｂのベースドア部２１には、表示部４と、表示部４の周囲に設けら
れた装飾部１００と、表示部４の下方に設けられ遊技者の操作を受け付ける操作部を有す
る腰部２２が取り付けられている。また、ベースドア部２１には、腰部２２の下方に設け
られ遊技媒体の払い出しを受け付ける受け皿部２３が取り付けられている。なお、フロン
トドア２ｂがキャビネット２ａの開口を閉止しているときのベースドア部２１の厚み方向
はパチスロ１の前後方向と一致する
【００２４】
　表示部４は、略垂直面状に形成されており、上部にＬＥＤ表示装置５が設けられている
。本実施形態では、ＬＥＤ表示装置５は、マトリクス状に配置された複数のＬＥＤを有し
ており、文字や数字等を表示する。
【００２５】
　表示部４の中央には、横長矩形状の表示窓４ａが設けられている。表示窓４ａは、対応
するリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの前方に位置するように設けられ、表示窓４ａを通して、リ
ール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転及び回転の停止が観察できるようになっている。
【００２６】
　表示窓４ａは、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転が停止されたとき、リール３Ｌ，３Ｃ，
３Ｒの表面に配された複数種類の図柄のうち、その枠内における上段、中段及び下段の各
領域にそれぞれ３個の図柄を表示する。また、これら３つの領域のうち予め定められた何
れかをそれぞれ組合せてなる擬似的なラインを、入賞か否かの判定を行う対象となるライ
ン（入賞判定ライン）として定義する。
【００２７】
　装飾部１００は、フロントドア２ｂの前面を装飾する。装飾部１００の構成については
後述する。
【００２８】
　フロントドア２ｂの腰部２２は、遊技者による操作の対象となる各種装置（メダル投入
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口１０、ベットボタン１１、スタートレバー６、ストップボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒ）が設
けられた腰部本体２４と、腰部パネル２２ａと、腰部光源（図示省略）を備える。
【００２９】
　メダル投入口１０は、遊技者によって外部から投下されるメダルを受け入れるために設
けられる。メダル投入口１０に受け入れられたメダルは、所定枚数（例えば３枚）を上限
として１回の遊技に投入され、所定枚数を超えた分はパチスロ１内部に預けることが可能
となる（いわゆるクレジット機能）。
【００３０】
　ベットボタン１１は、パチスロ１内部に預けられているメダルから１回の遊技に投入す
る枚数を決定するために設けられる。精算ボタン（図示省略）は、パチスロ１内部に預け
られているメダルを外部に引き出すために設けられる。ベットボタン１１とメダル投入口
の間には、７セグ表示器１３が設けられている。
【００３１】
　スタートレバー６は、全てのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転を開始するために設けられ
る。ストップボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒは、３つのリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒのそれぞれに対
応づけられ、対応するリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの回転を停止するために設けられる。
【００３２】
　腰部パネル２２ａは、前面に機種名や遊技の情報が記載されており、後方から腰部光源
によって光が照射される。
【００３３】
　受け皿部２３は、演出内容に応じた効果音や楽曲等の音を出力するスピーカ９Ｌ，９Ｒ
と、スピーカ９Ｌ，９Ｒの間に設けられパチスロ１から排出されるメダルを外部に導くメ
ダル払出口１５と、メダル払出口１５から排出されるメダルを受けるメダル受皿１６と、
を備える。
【００３４】
［内部構造］
　次に、パチスロ１の内部構造を、図３を参照しながら説明する。
　図３は、パチスロ１の内部構造を示す図である。
【００３５】
　図３に示すように、キャビネット２ａは、正面側の一面が開口された略直方体状に形成
されている。このキャビネット２ａ内の上部には、後述の主制御回路７１が設けられてい
る。主制御回路７１は、内部当籤役の決定、各リールの回転及び停止、入賞の有無の判定
等の、パチスロ１における遊技の主な動作及び該動作間の流れを制御する回路である。な
お、主制御回路７１の具体的な構成は後述する。
【００３６】
　キャビネット２ａ内の中央部には、３つのリール（左リール３Ｌ、中リール３Ｃ及び右
リール３Ｒ）が設けられている。なお、図３には示さないが、各リールは、所定の減速比
を有する歯車を介して対応する後述のステッピングモータ（図４中のステッピングモータ
４９Ｌ，４９Ｃ，４９Ｒのいずれか）に接続される。
【００３７】
　キャビネット２ａ内の下部には、多量のメダルを収容可能であり、かつ、それらを１枚
ずつ排出可能な構造を有するメダル払出装置（以下、ホッパーという）４０が設けられて
いる。また、キャビネット２ａ内における、ホッパー４０の一方の側部（図３に示す例で
は左側）には、パチスロ１が有する各装置に対して必要な電力を供給する電源装置３８が
設けられている。
【００３８】
　フロントドア２ｂの裏面側（表示画面側とは反対側の部分）における上部には、後述の
副制御回路７２が設けられている。副制御回路７２は、映像の表示等による演出の実行を
制御する回路である。なお、副制御回路７２の具体的な構成は後述する。
【００３９】
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　さらに、フロントドア２ｂの裏面側における略中央部には、セレクタ４２が設けられて
いる。セレクタ４２は、メダル投入口１０（図２参照）を介して外部から投入されたメダ
ルの材質や形状等が適正である否かを選別する装置であり、適正であると判定したメダル
をホッパー４０に案内する。また、図３には示さないが、セレクタ４２内においてメダル
が通過する経路上には、適正なメダルが通過したことを検出するメダルセンサ４２Ｓ（図
４参照）が設けられている。
【００４０】
　［パチスロ１が備える回路の構成］
　次に、図４を参照して、本実施の形態におけるパチスロ１が備える回路の構成について
説明する。図４は、本実施の形態におけるパチスロ１の主制御回路７１及び副制御回路７
２の構成を示す。本実施の形態におけるパチスロ１は、主制御回路７１、副制御回路７２
及びこれらと電気的に接続する周辺装置（アクチュエータ）を備える。
【００４１】
　＜主制御回路＞
　（マイクロコンピュータ）
　主制御回路７１は、回路基板上に設置されたマイクロコンピュータ３０を主たる構成要
素としている。マイクロコンピュータ３０は、ＣＰＵ（以下、メインＣＰＵ）３１、ＲＯ
Ｍ（以下、メインＲＯＭ）３２及びＲＡＭ（以下、メインＲＡＭ）３３により構成される
。
【００４２】
　メインＲＯＭ３２には、メインＣＰＵ３１により実行される制御プログラム、内部当籤
役を決定するための内部抽籤テーブル等のデータテーブル、副制御回路７２に対して各種
制御指令（コマンド）を送信するためのデータ等が記憶されている。メインＲＡＭ３３に
は、制御プログラムの実行により決定された内部当籤役等の各種データを格納する格納領
域が設けられる。
【００４３】
　（乱数発生器等）
　メインＣＰＵ３１には、クロックパルス発生回路３４、分周器３５、乱数発生器３６及
びサンプリング回路３７が接続されている。クロックパルス発生回路３４及び分周器３５
は、クロックパルスを発生する。メインＣＰＵ３１は、発生されたクロックパルスに基づ
いて、制御プログラムを実行する。乱数発生器３６は、予め定められた範囲の乱数（例え
ば、０～６５５３５）を発生する。サンプリング回路３７は、発生された乱数の中から１
つの値を抽出する。
【００４４】
　（スイッチ等）
　マイクロコンピュータ３０の入力ポートには、スイッチ等が接続されている。メインＣ
ＰＵ３１は、スイッチ等の入力を受けて、ステッピングモータ４９Ｌ，４９Ｃ，４９Ｒ等
の周辺装置の動作を制御する。ストップスイッチ７Ｓは、３つのストップボタン７Ｌ，７
Ｃ，７Ｒのそれぞれが遊技者により押されたこと（停止操作）を検出する。また、スター
トスイッチ６Ｓは、スタートレバー６が遊技者により操作されたこと（開始操作）を検出
する。
【００４５】
　メダルセンサ４２Ｓは、メダル投入口１０に受け入れられたメダルが前述のセレクタ４
２内を通過したことを検出する。また、ベットスイッチ１１Ｓは、ベットボタン１１が遊
技者により押されたことを検出する。また、精算スイッチ１２Ｓは、精算ボタンが遊技者
により押されたことを検出する。
【００４６】
　（周辺装置及び回路）
　マイクロコンピュータ３０により動作が制御される周辺装置としては、ステッピングモ
ータ４９Ｌ，４９Ｃ，４９Ｒ、７セグ表示器１３及びホッパー４０がある。また、マイク



(7) JP 6053867 B2 2016.12.27

10

20

30

40

50

ロコンピュータ３０の出力ポートには、各周辺装置の動作を制御するための回路が接続さ
れている。
【００４７】
　モータ駆動回路３９は、各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに対応して設けられたステッピング
モータ４９Ｌ，４９Ｃ，４９Ｒの駆動を制御する。リール位置検出回路５０は、発光部と
受光部とを有する光センサにより、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒが一回転したことを示すリー
ルインデックスを各リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに応じて検出する。
【００４８】
　ステッピングモータ４９Ｌ，４９Ｃ，４９Ｒは、運動量がパルスの出力数に比例し、回
転軸を指定された角度で停止させることが可能な構成を備えている。ステッピングモータ
４９Ｌ，４９Ｃ，４９Ｒの駆動力は、所定の減速比をもったギアを介してリール３Ｌ，３
Ｃ，３Ｒに伝達される。ステッピングモータ４９Ｌ，４９Ｃ，４９Ｒに対して１回のパル
スが出力される毎に、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒは一定の角度で回転する。
【００４９】
　メインＣＰＵ３１は、リールインデックスを検出してからステッピングモータ４９Ｌ，
４９Ｃ，４９Ｒに対してパルスを出力した回数をカウントすることによって、リール３Ｌ
，３Ｃ，３Ｒの回転角度（主に、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒが図柄何個分だけ回転したか）
を管理し、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒの表面に配された各図柄の位置を管理するようにして
いる。
【００５０】
　表示部駆動回路４８は、７セグ表示器１３の動作を制御する。また、ホッパー駆動回路
４１は、ホッパー４０の動作を制御する。また、払出完了信号回路５１は、ホッパー４０
に設けられたメダル検出部４０Ｓが行うメダルの検出を管理し、ホッパー４０から外部に
排出されたメダルが払出枚数に達したか否かをチェックする。
【００５１】
　＜副制御回路＞
　副制御回路７２は、主制御回路７１と電気的に接続されており、主制御回路７１から送
信されるコマンドに基づいて演出内容の決定や実行等の処理を行う。副制御回路７２は、
図示しないサブＣＰＵ、サブＲＯＭ、サブＲＡＭなどからなる。副制御回路７２には、そ
の動作が制御される周辺装置として、ＬＥＤ表示装置５、スピーカ９Ｌ，９Ｒが接続され
ている。また、副制御回路７２には、その動作が制御される周辺装置として、装飾部１０
０の後述するプリズム用光源基板１２０に取り付けられているプリズム用ＬＥＤ１２１及
び後述するパネル用光源基板１１０に取り付けられているパネル用ＬＥＤ１１１が接続さ
れている。
【００５２】
　副制御回路７２は、演出内容により指定されたサウンドデータに従ってＢＧＭ等の音を
スピーカ９Ｌ，９Ｒにより出力する。また、副制御回路７２は、演出内容により指定され
たランプデータに従って後述するプリズム用ＬＥＤ１２１、また、後述するパネル用ＬＥ
Ｄ１１１の点灯及び消灯を行う。
【００５３】
［装飾部１００の構成］
　次に、図５を参照して、装飾部１００の構成について説明する。図５は、装飾部１００
の分解斜視図である。
【００５４】
　図５に示すように、装飾部１００は、フロントパネル１０１、プリズム用光源基板１２
０、リフレクター１３０、プリズムフォレスト１４０を備えている。また、装飾部１００
は、パネル保持部１６０、パネル保持部１６０に保持された複数のパネル（図１１参照）
、パネル用光源基板１１０、上部ベース１８０、アウターレンズ１９０を備えている。
【００５５】
　フロントパネル１０１は、略四角枠状に形成され、中央に表示部４を露出する露出孔１
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０２が形成されている。フロントパネル１０１の上辺部分は、プリズム用光源基板１２０
やパネル保持部１６０が取り付けられるベース部材１０３を形成する。
【００５６】
　ベース部材１０３は、横長の板状に形成され、ベース部材１０３の各角部には、後方か
らねじが挿通するねじ孔を内部に有するアウター固定部１０４が形成されている。ベース
部材１０３の長手方向の両端部には、前方へ突出するベース凸部１０５が形成されている
。ベース部材１０３の長手方向の略中央部における上下端部には、前方へ突出する円筒状
に形成され、内部にねじ孔が形成されたプリズム基板固定部１０６が左右方向に所定の距
離を空けて２つずつ、合計４つ形成されている。また、ベース部材１０３の下端部には、
前方へ突出する円筒状に形成され、内部にねじ孔が形成された上部ベース固定部１０７が
左右方向に所定の距離を空けて２つ形成されている。
【００５７】
　また、ベース部材１０３の長手方向の略中央部における上端部には、後述するアウター
レンズ１９０の上係合爪部１９５と係合する係合部１０８が所定の距離を空けて３つ形成
されている。
【００５８】
　次に、図６～図１０を参照して、プリズム用光源基板１２０、リフレクター１３０、プ
リズムフォレスト１４０について説明する。図６は、アウターレンズ１９０と、上部ベー
ス１８０を取り外した状態の装飾部１００の斜視図である。図７は、図５の要部拡大図で
ある。図８は、リフレクター１３０の正面図である。図９は、プリズムフォレスト１４０
の正面図である。図１０は、プリズムフォレスト１４０の斜視図である。なお、図６～図
１０において矢印Ｒはパチスロ１の前方から見て右方向を、矢印Ｌは左方向を示している
。また、図６においてフロントパネル１０１の図示を省略している。
【００５９】
　図６に示すように、プリズム用光源基板１２０は、横長の矩形平板状に形成されている
。図７に示すように、プリズム用光源基板１２０の両端部には、複数のＬＥＤが取り付け
られている。以下、これらのＬＥＤをプリズム用ＬＥＤ１２１と称する場合がある。プリ
ズム用光源基板１２０の両端部のプリズム用ＬＥＤ１２１は、プリズム用光源基板１２０
の長手方向の端部に向かうにつれて上方へ傾斜する複数の列状に配置されている。具体的
には、上から３つ、２つ、４つ、２つ、５つ、２つのプリズム用ＬＥＤ１２１が列状に形
成されている。以下、上から１，３，５番目の列を形成するプリズム用ＬＥＤ１２１を第
１の発光素子１２２と称し、上から２，４，６番目の列を形成するプリズム用ＬＥＤ１２
１を第２の発光素子１２３と称する場合がある。
【００６０】
　プリズム用光源基板１２０の上端部には、長手方向に沿って、所定の間隔を空けて、９
つのプリズム用ＬＥＤ１２１（以下、第３の発光素子１２４と称する場合がある）が取り
付けられている。
【００６１】
　プリズム用光源基板１２０には、ベース部材１０３のプリズム基板固定部１０６（図５
参照）に対応する位置にねじが挿通する挿通孔１２５が形成されている。
　プリズム用光源基板１２０の長手方向の両端部には、ベース部材１０３のベース凸部１
０５（図５参照）に係合するベース係合孔１２６が形成されている。ベース凸部１０５が
ベース係合孔１２６に係合することで、組み付け時にプリズム用光源基板１２０とフロン
トパネル１０１との位置合わせを行うことができる。
【００６２】
　プリズム用光源基板１２０の長手方向の両端部付近には、リフレクター１３０の後述す
るリフレクター凸部（図示省略）と係合するリフレクター係合孔１２７が２つずつ、合計
４つ形成されている。また、プリズム用光源基板１２０の下端部には、半円状に形成され
、ベース部材１０３の上部ベース固定部１０７を挿通するねじが挿通するねじ挿通孔１２
８が形成されている。
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【００６３】
　リフレクター１３０は、図７に示すように、プリズム用光源基板１２０の両端部で、第
１の発光素子１２２及び第２の発光素子１２３を覆うように２つ設けられている。２つの
リフレクター１３０は左右対称に形成されているため、以下、パチスロ１の前方から見て
右側のリフレクター１３０について説明し、左側のリフレクター１３０についての説明を
省略する。
【００６４】
　図８に示すように、リフレクター１３０の前面（プリズムフォレスト１４０に対向する
面）には、前後方向に貫通している導光孔１３１が複数形成されている。
【００６５】
　リフレクター１３０には、反射率の高い材料（例えばアルミニウムを主成分とする金属
材料）からなるシートが貼り付けられており、発光素子から照射される光を効率的に前方
のプリズムフォレスト１４０の後述する導光部１４２に導く。
【００６６】
　リフレクター１３０の上部には、上方へ延び、先端部が後方へ曲折して延びる曲折部１
３２が形成されている。曲折部の内側は、プリズム用光源基板１２０の上端部に当接して
いる。
　リフレクター１３０の表面の両端部には、プリズムフォレスト１４０の後述するプリズ
ム凸部（図示省略）が係合するプリズム係合孔１３３が２つ設けられている。また、リフ
レクター１３０の後面（プリズム用光源基板１２０に対向する面）には、後方へ突出し、
プリズム用基板のリフレクター係合孔１２７に係合するリフレクター凸部（図示省略）が
形成されている。リフレクター凸部がリフレクター係合孔１２７に係合することで、リフ
レクター１３０はプリズム用光源基板１２０に取り付けられる。プリズム用光源基板１２
０に取り付けられたリフレクター１３０の導光孔１３１からは、プリズム用光源基板１２
０の第１の発光素子１２２及び第２の発光素子１２３が露出する。
【００６７】
　図８に示すように、リフレクター１３０には、導光孔１３１ａ～１３１ｒ（以下、導光
孔１３１と総称する場合がある）の合計１８個の導光孔１３１が設けられている。また、
リフレクター１３０の前面には、後方へ凹み、左右方向の一端部が導光孔１３１に連通す
る凹部１３４が形成されている。
【００６８】
　導光孔１３１ａ～１３１ｃは、上から１番目の列を形成する第１の発光素子１２２（図
７参照）を露出させる。最も左側に位置している導光孔１３１ａには、導光孔１３１ａを
中心に右上、右下、左下に斜めに傾斜するように形成された凹部１３４が連通している。
導光孔１３１ｂ，１３１ｃは、導光孔１３１ａの右側に導光孔１３１ｂ，１３１ｃの順で
配置されている。導光孔１３１ｂ，１３１ｃには、導光孔１３１ｂ，１３１ｃを中心に右
上、右下に斜めに傾斜するように形成された凹部１３４が連通している。
【００６９】
　導光孔１３１ｄ，１３１ｅは、上から２番目の列を形成する第２の発光素子１２３（図
７参照）を露出させる。導光孔１３１ｄ，１３１ｅは、左から導光孔１３１ｄ，１３１ｅ
の順で配置されている。導光孔１３１ｄ，１３１ｅには、導光孔１３１ｄ，１３１ｅを中
心に左右に延びるように形成された凹部１３４が連通している。
【００７０】
　導光孔１３１ｆ～１３１ｉは、上から３番目の列を形成する第１の発光素子１２２（図
７参照）を露出させる。最も左側に位置している導光孔１３１ｆには、導光孔１３１ｆを
中心に右上、右下、左下に斜めに傾斜するように形成された凹部１３４が連通している。
導光孔１３１ｇ，１３１ｈ，１３１ｉは、導光孔１３１ｆの右側に導光孔１３１ｇ，１３
１ｈ，１３１ｉの順で配置されている。導光孔１３１ｇ，１３１ｈ，１３１ｉには、導光
孔１３１ｇ，１３１ｈ，１３１ｉを中心に右上、右下に斜めに傾斜するように形成された
凹部１３４が連通している。
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【００７１】
　導光孔１３１ｊ，１３１ｋは、上から４番目の列を形成する第２の発光素子１２３（図
７参照）を露出させる。導光孔１３１ｊ，１３１ｋは、左から導光孔１３１ｊ，１３１ｋ
の順で配置されている。導光孔１３１ｊ，１３１ｋには、導光孔１３１ｊ，１３１ｋを中
心に左右に延びるように形成された凹部１３４が連通している。
【００７２】
　導光孔１３１ｌ～１３１ｐは、上から５番目の列を形成する第１の発光素子１２２（図
７参照）を露出させる。導光孔１３１ｌ～ｐは、左から導光孔１３１ｌ，１３１ｍ，１３
１ｎ，１３１ｏ，１３１ｐの順で配置されている。導光孔１３１ｌ～１３１ｐには、導光
孔１３１ｌ～１３１ｐを中心に右上、右下に斜めに傾斜するように形成された凹部１３４
が連通している。
【００７３】
　導光孔１３１ｑ，１３１ｒは、上から４番目の列を形成する第２の発光素子１２３（図
７参照）を露出させる。導光孔１３１ｑ，１３１ｒは、左から導光孔１３１ｑ，１３１ｒ
の順で配置されている。導光孔１３１ｑ，１３１ｒには、導光孔１３１ｑ，１３１ｒを中
心に左右に延びるように形成された凹部１３４が連通している。導光孔１３１ｒの左側の
凹部１３４は、右側の凹部１３４に比べて上下方向の長さが長く形成されている。
【００７４】
　図６に示すように、プリズムフォレスト１４０は、透光性のある部材、例えばポリカー
ボネート樹脂で形成され、リフレクター１３０の前面を覆うように２つ設けられている。
２つのプリズムフォレスト１４０は左右対称に形成されているため、以下、パチスロ１の
前方から見て右側のプリズムフォレスト１４０について説明し、左側のプリズムフォレス
ト１４０についての説明を省略する。
【００７５】
　図９及び図１０に示すように、プリズムフォレスト１４０は板状に形成されリフレクタ
ー１３０の前面を覆う板部１４１と、板部１４１の前面に前方へ突出する角柱状に形成さ
れた導光部１４２を有している。
【００７６】
　図９及び図１０に示すように、板部１４１には、導光部１４２として、略四角錐台状の
基部１４４（図１０参照）と、基部１４４の先端から円柱状に延びる円柱部１４５（図１
０参照）と、からなり全体として略錐体状に形成されている第１の導光部１４３ａ～１４
３ｌが合計１２個設けられている（以下、第１の導光部１４３ａ～１４３ｌを第１の導光
部１４３と総称する場合がある）。
【００７７】
　図１０に示すように、基部１４４の各側面には、第１の導光部１４３の中心軸線に向か
って曲折して形成された複数の曲折面１４６が１～２つ形成されている。また基部１４４
の前端部には、各側面から第１の導光部１４３の中心軸線に向かって曲折して円柱部１４
５の基端部に連結する連結面１４７が形成されている。また、円柱部１４５の先端部には
、前方から見て円形に形成された先端面１４８が形成されている。これら曲折面１４６、
連結面１４７、先端面１４８は、第１の導光部１４３の中心軸線方向に距離を空けて並ん
でおり、第１の発光素子１２２から照射される光を拡散させる光拡散面として機能する。
【００７８】
　第１の導光部１４３は、リフレクター１３０の導光孔１３１を介して第１の発光素子１
２２に対向するように配置されている。第１の導光部１４３ａ～１４３ｃは、上から１番
目の列を形成する第１の発光素子１２２（図７参照）に、導光孔１３１ａ～１３１ｃ（図
８参照）を介して対向するように、左から第１の導光部１４３ａ～１４３ｃの順で配置さ
れている。第１の導光部１４３ａ～１４３ｃの突出方向の長さは、最も左側に位置する第
１の導光部１４３ａが最長であり、続いて第１の導光部１４３ｂ、第１の導光部１４３ｃ
の順で短くなるように設定されている。
【００７９】
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　第１の導光部１４３ｄ～１４３ｇは、上から３番目の列を形成する第１の発光素子１２
２（図７参照）に、導光孔１３１ｆ～１３１ｉ（図８参照）を介して対向するように、左
から第１の導光部１４３ｄ～１４３ｇの順で配置されている。第１の導光部１４３ｄ～１
４３ｇの突出方向の長さは、最も右側に位置する第１の導光部１４３ｇが最長であり、続
いて第１の導光部１４３ｆ、第１の導光部１４３ｅ，第１の導光部１４３ｄの順で短くな
るように設定されている。第１の導光部１４３ｄ～１４３ｇの基部１４４の内部には、前
後方向に延びる孔（図示省略）が形成されており、後端部が開口している。この第１の導
光部１４３ｄ～１４３ｇに形成された孔は、板部１４１に設けられ、前後方向に貫通する
貫通孔（図示省略）と連通している。
【００８０】
　第１の導光部１４３ｈ～１４３ｌは、上から５番目の列を形成する第１の発光素子１２
２（図７参照）に、導光孔１３１ｌ～１３１ｐ（図８参照）を介して対向するように、左
から第１の導光部１４３ｈ～１４３ｌの順で配置されている。第１の導光部１４３ｈ～１
４３ｌの突出方向の長さは、最も右側に位置する第１の導光部１４３ｌが最長であり、続
いて第１の導光部１４３ｋ、第１の導光部１４３ｊ，第１の導光部１４３ｉ、第１の導光
部１４３ｈの順で短くなるように設定されている。
【００８１】
　第１の導光部１４３ｈ～１４３ｌの円柱部１４５の先端面１４８の内径は、第１の導光
部１４３ｄ～１４３ｇの円柱部１４５の先端面１４８の内径よりも小さく、第１の導光部
１４３ａ～１４３ｃの先端面１４８の内径よりも大きく設定されている。また、第１の導
光部１４３ｈ～１４３ｌの基部１４４の連結面１４７の面積は、第１の導光部１４３ｄ～
１４３ｇの基部１４４の連結面１４７の面積よりも小さく、第１の導光部１４３ａ～１４
３ｃの基部１４４の連結面１４７の面積よりも大きく設定されている。
【００８２】
　また、板部１４１には、凸部として、略六角錐台状に形成されている第２の導光部１５
０ａ～１５０ｍが合計１３個形成されている（以下、第２の導光部１５０ａ～１５０ｍを
第２の導光部１５０と総称する場合がある）。第２の導光部１５０の先端部には、前方か
ら見て６角形の先端面１５１が形成されている。
【００８３】
　第２の導光部１５０は、リフレクター１３０の導光孔１３１を介して第２の発光素子１
２３から照射された光を導光可能な位置に、すなわち第２の発光素子１２３を露出する導
光孔１３１に連通する凹部１３４に対向するように配置されている。具体的には、第２の
導光部１５０ａ～１５０ｄは、上から２番目の列を形成する第２の発光素子１２３（図７
参照）を露出させる導光孔１３１ｄ，１３１ｅ（図８参照）に連通する凹部１３４に対向
するように、左から第２の導光部１５０ａ～１５０ｄの順で配置されている。第２の導光
部１５０ａ～１５０ｄの突出方向の長さは、同じ長さに設定されている。
【００８４】
　第２の導光部１５０ｅ～１５０ｈは、上から４番目の列を形成する第２の発光素子１２
３（図７参照）を露出させる導光孔１３１ｊ，１３１ｋ（図８参照）に連通する凹部１３
４に対向するように、左から第２の導光部１５０ｅ～１５０ｈの順で配置されている。第
２の導光部１５０ｅ～１５０ｈの突出方向の長さは、最も右側に位置する第２の導光部１
５０ｈが最長であり、続いて第２の導光部１５０ｇ、第２の導光部１５０ｆ，第２の導光
部１５０ｅの順で短くなるように設定されている
【００８５】
　第２の導光部１５０ｉ～１５０ｌは、上から６番目の列を形成する第２の発光素子１２
３（図７参照）を露出させる導光孔１３１ｑ，１３１ｒ（図８参照）に連通する凹部１３
４に対向するように、左から第２の導光部１５０ｉ～１５０ｌの順で配置されている。第
２の導光部１５０ｉ～１５０ｌの突出方向の長さは、最も右側に位置する第２の導光部１
５０ｌが最長であり、続いて第２の導光部１５０ｋ、第２の導光部１５０ｉ，第２の導光
部１５０ｊの順で短くなるように設定されている。
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　また、第２の導光部１５０ｍは、導光孔１３１ｒに連結する左側の凹部１３４に対向す
るように配置されている。第２の導光部１５０ｍの突出方向の長さは、第２の導光部１５
０ｊの突出方向の長さよりも短く設定されている。
【００８６】
　第２の導光部１５０ｉ～１５０ｌの先端面１５１の面積は、第２の導光部１５０ｅ～１
５０ｈの先端面１５１の面積よりも小さく、第２の導光部１５０ａ～１５０ｄの先端面１
５１の面積よりも大きく設定されている。また、第２の導光部１５０ｍの面積は、第２の
導光部１５０ｉ～１５０ｌの先端面１５１の面積よりもやや小さく、第２の導光部１５０
ａ～１５０ｄの先端面１５１の面積よりも大きく設定されている。
【００８７】
　また、板部１４１には、凸部として、略四角錐台状の基部１５６と、基部１５６の先端
から四角錐状に延びる先端部１５７とからなる第３の導光部１５５ａ～１５５ｚが合計２
６個形成されている（以下、第３の導光部１５５ａ～１５５ｚを第３の導光部１５５と総
称する場合がある）。
【００８８】
　第３の導光部１５５は、リフレクター１３０の導光孔１３１を介して第１の発光素子１
２２から照射された光を導光可能な位置に、すなわち第１の発光素子１２２を露出する導
光孔１３１に連通する凹部１３４に対向するように配置されている。具体的には、第３の
導光部１５５ａ～１５５ｇは、上から１番目の列を形成する第１の発光素子１２２（図７
参照）を露出させる導光孔１３１ａ～１３１ｃ（図８参照）に連通する凹部１３４に対向
するように配置されている。
【００８９】
　第３の導光部１５５ｈ～１５５ｐは、上から３番目の列を形成する第１の発光素子１２
２（図７参照）を露出させる導光孔１３１ｆ～１３１ｉ（図８参照）に連通する凹部１３
４に対向するように配置されている。
　第３の導光部１５５ｈ～１５５ｚは、上から５番目の列を形成する第１の発光素子１２
２（図７参照）を露出させる導光孔１３１ｌ～１３１ｐ（図８参照）に連通する凹部１３
４に対向するように配置されている。
【００９０】
　第３の導光部１５５ｑ～１５５ｚの先端部１５７の底面積は、第３の導光部１５５ｈ～
１５５ｐの先端部１５７の底面積よりも小さく、第３の導光部１５５ａ～１５５ｇの先端
部１５７の面積よりも大きく設定されている。
　プリズムフォレスト１４０の裏面には、図示しないプリズム凸部が後方へ突出している
。プリズム凸部がプリズム係合孔１３３（図７参照）と係合することで、プリズムフォレ
スト１４０は、リフレクター１３０に取り付けられる。
【００９１】
　次に、図６，図１１～図１５を参照して、パネル保持部１６０、パネル保持部１６０に
保持された複数のパネル１７６～１７９及びパネル用光源基板１１０について説明する。
図１１は、図６のＸ－Ｘ線矢視断面図である。図１２は、パネル用光源基板１１０を下方
から見た図である。図１３は、パネル保持部１６０の上部材１６１の斜視図である。図１
４は、パネル保持部１６０の下部材１７０の斜視図である。図１５は、パネル１７６～１
７９を説明するための図である。
【００９２】
　図６，図１１に示すように、パネル保持部１６０は、上部にパネル用光源基板１１０を
保持し、また、内部に複数のパネル１７６～１７９を保持している。
【００９３】
　パネル用光源基板１１０は、図１２に示すように、横長の矩形平板状に形成されている
。パネル用光源基板１１０の下面には、複数のパネル用ＬＥＤ１１１が取り付けられてい
る。パネル用ＬＥＤ１１１は、複数の白色ＬＥＤ１１２と、複数のフルカラーＬＥＤ１１
３からなる。複数の白色ＬＥＤ１１２は、パネル用光源基板１１０の長手方向に沿って、
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所定の間隔で配列されている。複数のフルカラーＬＥＤ１１３は、パネル用光源基板１１
０の長手方向に沿って、所定の間隔で配列され、パネル用光源基板１１０の短手方向に並
ぶ３列のフルカラーＬＥＤ列を形成している。複数の白色ＬＥＤ１１２は、複数のフルカ
ラーＬＥＤ１１３に比べて、後方、すなわちキャビネット２ａ側に配置されている。
　パネル用光源基板１１０は、長手方向の両端部の前部に上下方向に貫通する貫通孔１１
４を有している。
【００９４】
　パネル保持部１６０は、図６及び図１１に示すように、上部材１６１、下部材１７０及
びカバーパネル１７５を有している。
　上部材１６１は、図１３に示すように、上枠部１６２と、２つの第１側枠部１６３と、
を有している。上枠部１６２は、横長の矩形平板状に形成されている。上枠部１６２は、
基板収容枠部１６４を有している。基板収容枠部１６４は、上枠部１６２の４辺部から上
方へ曲折して延び、横長の４角枠状に形成され、長手方向に延びる２つの長辺部１６４ａ
と、前後方向に延びる２つの短辺部１６４ｂと、を有している。
【００９５】
　また、上枠部１６２は、上枠部１６２の長手方向に延びる４つの透光孔１６５ａが形成
された格子部１６５を有している。格子部１６５は、上枠部１６２の長手方向に沿って延
びる３つの横仕切部１６５ｂを有している。透光孔１６５ａは、上枠部１６２の長手方向
に沿って延び、上下方向に貫通する開口が、横仕切部１６５ｂによって仕切られることに
よって形成されている。また、格子部１６５は、上枠部１６２の短手方向に４つの透光孔
１６５ａに亘って延び、透光孔１６５ａを長手方向における所定の間隔で仕切る縦仕切部
１６５ｃを有している。格子部１６５は、横仕切部１６５ｂ及び縦仕切部１６５ｃによっ
て格子状に形成されている。
【００９６】
　また、上枠部１６２の上面における長手方向の両端部の前側には、ねじ孔１６６が形成
されている。パネル用光源基板１１０が基板収容枠部１６４内に収容され、パネル用光源
基板１１０の貫通孔１１４を挿通するねじが上枠部１６２のねじ孔１６６に螺合すること
で、パネル用光源基板１１０は、上部材１６１に固定される。図１１に示すように、各パ
ネル用ＬＥＤ１１１は、格子部１６５の透光孔１６５ａに対向している。
【００９７】
　図１３に示すように、上枠部１６２の基板収容枠部１６４における後方の長辺部１６４
ａには、上方へ突出する矩形板状の取付部１６７が、上部材１６１の長手方向に所定の距
離を空けて、２つ形成されている。取付部１６７の上部には、前後方向に貫通する半円状
の取付孔１６７ａが形成されている。取付孔１６７ａを前方から挿通したねじが、プリズ
ム用光源基板１２０の挿通孔１２５（図５参照）を挿通して、ベース部材１０３のプリズ
ム基板固定部１０６（図５参照）と螺合することによって、パネル保持部１６０はベース
部材１０３に固定される。
【００９８】
　また、上部材１６１の前部には、長手方向に所定の間隔を空けて、７つの爪受入部１６
８が設けられている。爪受入部１６８は、アウターレンズ１９０の後述する下係合爪部１
９３（図１６参照）を受け入れる。上部材１６１の長手方向における中央の爪受入部１６
８及び両端の爪受入部１６８を除いて、爪受入部１６８には、前方へ突出し、アウターレ
ンズ１９０の下係合爪部１９３の上下方向の移動を規制する規制凸部１６８ａが設けられ
ている。
【００９９】
　また、２つの第１側枠部１６３は、上枠部１６２の長手方向の両端部付近から下方に延
びている。第１側枠部１６３の下端部には、鉤爪状の嵌合爪１６３ａが形成されている。
嵌合爪１６３ａは、上枠部１６２の長手方向に撓み変形可能に形成されている。
【０１００】
　また、図１１に示すように、上部材１６１の内側には、４つの上溝１６９が形成されて
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いる。これら４つの上溝１６９は、上枠部１６２の短手方向に沿って並んでおり、それぞ
れ上枠部１６２に形成された上溝１６９ａと、第１側枠部１６３に形成された上溝１６９
ｂからなる。４つの上溝１６９には、パネル保持部１６０が保持するパネル１７６～１７
９の上端部及び側端部の上側が係合する。
　上溝１６９ａは、上枠部１６２の長手方向に沿って形成されており、溝幅は、パネル保
持部１６０が保持するパネル１７６～１７９の厚みよりもやや大きく設定されている。な
お、上溝１６９ａは、透光孔１６５ａの下部を形成している。
【０１０１】
　上溝１６９ｂは、下方から上方に向うにつれて溝幅が狭くなるように形成されており、
第１側枠部１６３の上端部における上溝１６９ｂの溝幅は、上枠部１６２に形成されてい
る上溝１６９ａの溝幅とほぼ同一に設定されている。
【０１０２】
　図１４に示すように、下部材１７０は、下枠部１７１と、２つの第２側枠部１７２と、
を有している。下枠部１７１は、横長の矩形平板状に形成されている。２つの第２側枠部
１７２は、下枠部１７１の長手方向の両端部から上方に延びている。第２側枠部１７２の
上端部の外側には、上部材１６１の嵌合爪１６３ａと嵌合する嵌合部１７３が形成されて
いる。この嵌合部１７３は、嵌合爪１６３ａが挿通する孔を有している。
【０１０３】
　また、下部材１７０の内側には、４つの下溝１７４が形成されている。これら４つの下
溝１７４は、下枠部１７１の短手方向に沿って並んでおり、それぞれ下枠部１７１に形成
された下溝１７４ａと、第２側枠部１７２に形成された下溝１７４ｂからなる。４つの下
溝１７４には、パネル保持部１６０が保持するパネル１７６～１７９の下端部及び側端部
の下側が係合する。
　下溝１７４ａは、下枠部１７１の長手方向に沿って形成されており、溝幅は、パネル保
持部１６０保持するパネル１７６～１７９の厚みよりもやや大きく設定されている。
【０１０４】
　下溝１７４ｂは、上方から下方に向うにつれて溝幅が狭くなるように形成されており、
第２側枠部１７２の下端部における下溝１７４ｂの溝幅は、下溝１７４ａの溝幅とほぼ同
一に設定されている。
【０１０５】
　図６及び図１１に示すように、カバーパネル１７５は、矩形平板状に形成された透光性
のある部材、例えばアクリル系樹脂材からなる。上部材１６１の嵌合爪１６３ａと下部材
１７０の嵌合部１７３とが嵌合すると、上部材１６１の第１側枠部１６３の下端部と、下
部材１７０の第２側枠部１７２の上端部と、が接続されて、上部材１６１と下部材１７０
とで、枠が形成される。カバーパネル１７５は、形成された枠の前側の開口に嵌合される
。
【０１０６】
　図１１に示すように、上部材１６１の嵌合爪１６３ａと下部材１７０の嵌合部１７３と
が嵌合すると、上部材１６１の第１側枠部１６３に設けた４つの上溝１６９ｂと、下部材
１７０の第２側枠部１７２に設けた４つの下溝１７４ｂは、それぞれ上下方向に連通する
。すなわち、上溝１６９ａ、上溝１６９ｂ、下溝１７４ａ及び下溝１７４ｂは、連通して
いる。このように連通した４つの溝には、複数のパネル１７６～１７９が係合し、これに
より、複数のパネル１７６～１７９は、パネル保持部１６０保持される。パネル保持部１
６０に保持された各パネル１７６～１７９の上端部は、パネル用光源基板１１０に実装さ
れた複数のパネル用ＬＥＤ１１１に上下方向に対向している。具体的には、白色ＬＥＤ１
１２は、パネル１７６に対向し、複数のフルカラーＬＥＤ１１３で形成されたフルカラー
ＬＥＤ列のそれぞれは、パネル１７７～１７９に対向している。
【０１０７】
　図１５Ａに示すように、パネル１７６には、遊技の説明に関する図柄、例えば所定役の
図柄が表示されており、図１５Ｂに示すように、パネル１７７には、ピエロの図柄が表示
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されている。また、図１５Ｃに示すように、パネル１７８には、「ＣＨＡＮＣＥ」の文字
列と複数のメダルが表示されており、図１５Ｄに示すように、パネル１７９には、「ＷＩ
Ｎ」の文字列と複数のベルが表示されている。なお、パネル１７６に表示される図柄は、
所定役の図柄に限定されることはなく、例えば、パチスロ１の名称やパチスロ１の特徴及
びパチスロ１で行われる遊技の特徴に関連する情報に係る図柄が含まれる。
【０１０８】
　図１１に示すように、複数のパネル１７６～１７９は、前方からパネル１７９、パネル
１７８、パネル１７７、パネル１７６の順でパネル保持部１６０に保持されている。
　これらパネル１７６～１７９は横長の矩形平板状に形成された透光性のある部材、例え
ばアクリル系樹脂材からなり、表面に透光性を有するインクで図柄が印刷されている。パ
ネル１７７～１７９には、白色で薄めて自然光では透明に近く見えるインクを用いてイン
クジェット印刷で、図柄が印刷されている。
【０１０９】
　また、パネル１７６には、シルク印刷によって図柄が印刷されている。パネル１７６に
は、印刷後の表面の反射率を抑えるために、スモーク処理、すなわち印刷した図柄が視認
できる程度にブラウン系又はグレー系のインクを上塗りする処理が施されている。
【０１１０】
　次に、図１６を参照して、上部ベース１８０及びアウターレンズ１９０について説明す
る。
　図１６は、上部ベース１８０及びアウターレンズ１９０を後方斜め下から見た斜視図で
ある。
　図１６に示すように、上部ベース１８０は、略四角枠状に形成されている。上部ベース
１８０は、中央に横長の矩形状の開口部１８１が設けられている。開口部１８１は、パネ
ル保持部１６０のカバーパネル１７５及びパネル保持部１６０に保持される複数のパネル
１７６～１７９に対向している。また、上部ベース１８０の各角部には、ねじが挿通する
ねじ挿通孔１８６が形成されている。
【０１１１】
　上部ベース１８０の長手方向の両端部には、前後方向に貫通する複数の挿通孔１８２が
形成されている。各挿通孔１８２には、プリズムフォレスト１４０の第１の導光部１４３
、第２の導光部１５０及び第３の導光部１５５が挿通する。
【０１１２】
　上部ベース１８０の上端部には、長手方向に沿って、前後方向に貫通する貫通孔１８３
が所定の間隔を空けて９つ形成されている。９つの貫通孔１８３は、プリズム用光源基板
１２０の第３の発光素子１２４に対向する。したがって、第３の発光素子１２４から出射
した光は、上部ベース１８０の９つの貫通孔１８３を通過して、アウターレンズ１９０の
内面に照射される。
【０１１３】
　上部ベース１８０の上部には、７つの係合部１８４が設けられている。７つの係合部１
８４は、上部ベース１８０の長手方向に沿って所定の間隔を空けて配置されている。これ
ら７つの係合部１８４には、アウターレンズ１９０の後述する下係合爪部１９３と係合す
る。
　また、上部ベース１８０の下部には、後方へ突出する円筒状に形成され、内部にねじ孔
が形成されたベース固定部１８５が所定の距離を空けて２つ形成されている。
【０１１４】
　図１６に示すように、アウターレンズ１９０は、上部ベース１８０を覆う枠状に形成さ
れ、上部レンズ部１９１部及び側部レンズ部１９２を有している。アウターレンズ１９０
は、透光性のある部材、例えばポリカーボネート樹脂材で形成されている。
【０１１５】
　上部レンズ部１９１は、アウターレンズ１９０の上部を形成している。上部レンズ部１
９１は横長の略矩形状に形成されている。上部レンズ部１９１の内側には、第３発光素子
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から照射された光を拡散するように、複数の溝や凹凸が形成されている。また、上部レン
ズ部１９１の上端部には、フロントパネル１０１の係合部１０８（図４参照）に係合する
鉤爪状の上係合爪部１９５が形成されている。
【０１１６】
　上部レンズ部１９１の下端部には、７つの下係合爪部１９３が設けられている。７つの
下係合爪部１９３は、上部レンズ部１９１の長手方向に沿って所定の間隔を空けて配置さ
れている。下係合爪部１９３が上部ベース１８０の係合部１８４に係合することにより、
アウターレンズ１９０と上部ベース１８０が接合する。
【０１１７】
　２つの側部レンズ部１９２は、上部レンズ部１９１の長手方向の両端部の下方に形成さ
れている。側部レンズ部１９２は、プリズムフォレスト１４０を介して、第１の発光素子
１２２及び第２の発光素子１２３から照射された光を透過する。
【０１１８】
　側部レンズ部１９２の内側における上下方向の両端部には、上下方向に所定の距離を空
けて配置された２つのベース固定部１９４が設けられている。２つのベース固定部１９４
は、後方へ突出する円筒状に形成され、内部にねじ孔を有している。
【０１１９】
　＜装飾部１００の組み立て工程＞
　次に、装飾部１００の組み立て工程の一例を説明する。
　まず、第１工程として、前方からパネル１７９、パネル１７８、パネル１７７、パネル
１７６の順となるように、下部材１７０の４つの下溝１７４に、パネル１７６～１７９を
係合させる。このとき、パネル１７６～１７９の下端部を第２側枠部１７２の４つの下溝
１７４ｂに上方から挿入して係合させる。前述したように、下溝１７４ｂにおける上端部
の溝幅は、パネル１７６～１７９の厚さよりも大きく設定されている。そのため、パネル
１７６～１７９の下端部を４つの下溝１７４ｂに容易に挿入することができる。
【０１２０】
　次に、第２工程として、上部材１６１の嵌合爪１６３ａと下部材１７０の嵌合部１７３
とを嵌合させ、上部材１６１と下部材１７０とを接続させてパネル保持部１６０を形成す
る。このとき、下部材１７０の下溝１７４に係合しているパネル１７６～１７９の上端部
を上部材１６１の上溝１６９ｂに下方から挿入して係合させる。前述したように、上溝１
６９ｂにおける下端部の溝幅は、パネル１７６～１７９の厚さよりも大きく設定されてい
る。そのため、パネル１７６～１７９の上端部を上溝１６９ｂに容易に挿入することがで
きる。
【０１２１】
　次に、第３工程として、パネル保持部１６０の上部材１６１における基板収容枠部１６
４（図１３参照）内にパネル用光源基板１１０を上方から挿入して収容する。そして、パ
ネル用光源基板１１０の貫通孔１１４（図１２参照）にねじを挿通して、ねじを上枠部１
６２のねじ孔１６６（図１３参照）に螺合する。これによって、パネル用光源基板１１０
を、上部材１６１に固定してパネル保持部１６０に保持させる。
【０１２２】
　次に、第４工程として、プリズム用光源基板１２０とパネル保持部１６０をフロントパ
ネル１０１に固定する。すなわち、まず、フロントパネル１０１のベース凸部１０５（図
５参照）をベース係合孔１２６（図７参照）に係合させる。これにより、プリズム用光源
基板１２０とフロントパネル１０１との位置合わせが行われ、プリズム用光源基板１２０
の挿通孔１２５が、フロントパネル１０１におけるプリズム基板固定部１０６のねじ孔に
対向する。次に、プリズム用光源基板１２０の挿通孔１２５及びプリズム基板固定部１０
６のねじ孔と、パネル保持部１６０の取付孔１６７ａ（図１３参照）を対向させる。そし
て、取付部１６７の前方から取付孔１６７ａ及びプリズム用光源基板１２０の挿通孔１２
５にねじを挿入し、プリズム基板固定部１０６のねじ孔に螺合させる。
【０１２３】
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　次に、第５工程として、リフレクター１３０のリフレクター凸部（図示省略）をプリズ
ム用光源基板１２０のリフレクター係合孔１２７（図７参照）に係合させて、リフレクタ
ー１３０をプリズム用光源基板１２０に取り付ける。このとき、リフレクター１３０にお
ける曲折部の内側がプリズム用光源基板１２０の上端部に当接する。
【０１２４】
　次に、第６工程として、プリズムフォレスト１４０のプリズム凸部をリフレクター１３
０のプリズム係合孔１３３（図８参照）に係合させて、プリズムフォレスト１４０をリフ
レクター１３０に取り付ける。
【０１２５】
　次に、第７工程として、アウターレンズ１９０の下係合爪部１９３（図１６参照）を上
部ベース１８０の係合部１８４（図１６参照）に係合させて、アウターレンズ１９０に上
部ベース１８０を取り付ける。これにより、アウターレンズ１９０におけるベース固定部
１９４（図１６参照）のねじ孔と、上部ベース１８０のねじ挿通孔１８６（図１６参照）
とが対向する。
【０１２６】
　次に、第８固定として、上部ベース１８０を取り付けたアウターレンズ１９０をフロン
トパネル１０１に取り付ける。すなわち、アウターレンズ１９０の上係合爪部１９５（図
１６参照）をフロントパネル１０１の係合部１０８（図５参照）に係合させる。これによ
り、アウターレンズ１９０におけるベース固定部１９４のねじ孔及び上部ベース１８０の
ねじ挿通孔１８６が、フロントパネル１０１におけるアウター固定部１０４（図５参照）
のねじ孔に対向する。また、上部ベース１８０におけるベース固定部１８５（図１６参照
）のねじ孔が、フロントパネル１０１における上部ベース固定部１０７（図５参照）のね
じ孔に対向する。
　続いて、フロントパネル１０１の後方からアウター固定部１０４のねじ孔及び上部ベー
ス１８０のねじ挿通孔１８６にねじを挿入して、アウターレンズ１９０におけるベース固
定部１９４のねじ孔に螺合させる。また、フロントパネル１０１の後方から上部ベース固
定部１０７（図５参照）のねじ孔にねじを挿入して、上部ベース１８０におけるベース固
定部１８５のねじ孔に螺合させる。このとき、アウターレンズ１９０の下係合爪部１９３
（図１６参照）が、パネル保持部１６０の爪受入部１６８に到達する。
【０１２７】
　なお、上記組み立て工程は一例であり、他の組み立て工程を採用して、装飾部１００を
組み立ててもよい。例えば、第２工程と第３工程の順番を変えて、すなわち、パネル用光
源基板１１０を上部材１６１に取り付けてから、上部材１６１と下部材１７０とを接続さ
せてもよい。また、例えば、第７工程と第８工程の順番を変えて、すなわち、上部ベース
１８０をフロントパネル１０１に取り付けてから、上部ベース１８０とアウターレンズ１
９０を取り付けてもよい。
【０１２８】
＜作用＞
　次に、図１７を参照して、本実施形態におけるパチスロ１の第１の作用について説明す
る。図１７は、本実施形態におけるパチスロ１の第１の作用について説明する図である。
【０１２９】
　パチスロ１に電源が供給され、遊技が開始される前の状態、いわゆる待機中の状態のと
き、又は、遊技が開始され、所定の内部当籤役に当籤する前の状態、いわゆる通常状態の
とき、副制御回路７２は、主制御回路７１から送信されるコマンドに基づいてパネル用光
源基板１１０の複数の白色ＬＥＤ１１２（図１２参照）を発光させる。複数の白色ＬＥＤ
１１２が発光すると、複数の白色ＬＥＤ１１２の光は、パネル１７６の上端部から入光す
る。そして、図１７Ａに示すように、パネル１７６に表示された所定役の図柄が、パチス
ロ１の前方から視認可能となる。遊技者は、パネル１７６の所定役の図柄を見ると、遊技
状態が待機中、又は、通常状態と推測できる。
【０１３０】
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　また、所定の内部当籤役に当籤後入賞前の状態のとき、副制御回路７２は、主制御回路
７１から送信されるコマンドに基づいて、白色ＬＥＤ１１２を消灯させ、パネル用光源基
板１１０のパネル１７８の上方の複数のフルカラーＬＥＤ１１３（図１２参照）を発光さ
せる。このフルカラーＬＥＤ１１３が発光すると、フルカラーＬＥＤ１１３の光は、パネ
ル１７８の上端部から入光する。そして、図１７Ｂに示すように、パネル１７８の「ＣＨ
ＡＮＣＥ」の文字列と複数のメダルの図柄が、パチスロ１の前方から視認可能となる。遊
技者は、パネル１７８の「ＣＨＡＮＣＥ」の文字列と複数のメダルの図柄を見ると、遊技
状態が、所定の内部当籤役に当籤後入賞前の状態であると推測でき、所定の内部当籤役に
対応する図柄を、狙うべき図柄の組合せとして遊技を続行することができる。
【０１３１】
　また、入賞時、副制御回路７２は、主制御回路７１から送信されるコマンドに基づいて
、白色ＬＥＤ１１２を消灯させ、パネル用光源基板１１０のパネル１７９の上方のフルカ
ラーＬＥＤ１１３（図１２参照）を発光させる。このフルカラーＬＥＤ１１３が発光する
と、フルカラーＬＥＤ１１３の光は、パネル１７９の上端部から入光する。そして、図１
７Ｃに示すように、パネル１７９に表示された「ＷＩＮ」の文字列と複数のベルの図柄が
、パチスロ１の前方から視認可能となる。遊技者は、パネル１７９の「ＷＩＮ」の文字列
と複数のベルの図柄を見て、入賞したことを認識することができる。
【０１３２】
　また、遊技の状態が遊技者に有利な状態、例えば、ボーナスゲーム中やいわゆるアシス
トタイム（ＡＴ）中の状態のとき、副制御回路７２は、主制御回路７１から送信されるコ
マンドに基づいて、白色ＬＥＤ１１２を消灯させ、パネル用光源基板１１０のパネル１７
７の上方のフルカラーＬＥＤ１１３（図１２参照）を発光させる。このフルカラーＬＥＤ
１１３が発光すると、フルカラーＬＥＤ１１３の光は、パネル１７７の上端部から入光す
る。そして、図示は省略するが、パネル１７７に表示されたピエロの図柄が、パチスロ１
の前方から視認可能となる。遊技者は、パネル１７７のピエロの図柄を見て、遊技の状態
が遊技者に有利な状態であることを認識することができる。
【０１３３】
　このように、パチスロ１は、遊技の状態や遊技の結果に応じて、パネル用光源基板１１
０の複数の白色ＬＥＤ１１２、複数のフルカラーＬＥＤ１１３を選択的に発光させて、複
数のパネル１７６～１７９のいずれかに光を選択的に照射させる。これによって、パチス
ロ１は、遊技者に視認される図柄を変化させて、遊技者に遊技の状態や遊技の結果を推測
又は確認させる演出を行うことができ、遊技の興趣を高めることができる。
【０１３４】
　また、パネル１７６には、スモーク処理が施されているので、パネル１７６の前方に配
置されたパネル１７７～１７９のいずれかに照射された光がパネル１７６で反射されるこ
とを抑制することができる。このため、パネル１７６に光が照射されていないときにパネ
ル１７６の図柄が遊技者に視認されるのを防止することができる。
【０１３５】
　また、図１１に示すように、パネル１７６の上方の白色ＬＥＤ１１２とパネル１７７の
上方のフルカラーＬＥＤ１１３の間には、横仕切部１６５ｂが介在している。このため、
白色ＬＥＤ１１２の光が、パネル１７７に照射されるのを抑制できる。また、パネル１７
７の上方のフルカラーＬＥＤ１１３の光が、パネル１７６に照射されるのを抑制できる。
すなわち、上方以外に隣接するパネル用ＬＥＤ１１１の光がパネル１７６，１７７に照射
されるのを抑制できる。このため、各パネル１７６，１７７の照射時に、各パネル１７６
，１７９が視認し易くなる。同様に、パネル１７７の上方のフルカラーＬＥＤ１１３とパ
ネル１７８の上方のフルカラーＬＥＤ１１３の間、及び、パネル１７８の上方のフルカラ
ーＬＥＤ１１３とパネル１７９の上方のフルカラーＬＥＤ１１３の間、にも横仕切部１６
５ｂが介在しているので同様の効果を得ることができる。
【０１３６】
　次に、図１８を参照して、本実施形態におけるパチスロ１の第２の作用について説明す
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る。図１８は、本実施形態におけるパチスロ１の第２の作用について説明する図である。
【０１３７】
　図１８に示すように、パチスロ１では、アウターレンズ１９０及び上部ベース１８０を
取り外しさえすれば、パネル保持部１６０からパネル用光源基板１１０を取り外すことが
できる。このとき、パネル保持部１６０をフロントパネル１０１に取り付けた状態、及び
、パネル保持部１６０に複数のパネル１７６～１７９を保持した状態、を維持することが
できる。すなわち、パネル用光源基板１１０の取り外しに伴って必要となる作業の増加を
抑制することができる。このため、パネル用光源基板１１０に取り付けたパネル用ＬＥＤ
１１１に不具合が生じたときなどのパネル用光源基板１１０の交換作業を容易に行うこと
ができる。
【０１３８】
　次に、図１９を参照して、本実施形態におけるパチスロ１の第３の作用について説明す
る。図１９は、本実施形態におけるパチスロ１の第３の作用について説明する図である。
【０１３９】
　図１９に示すように、パネル保持部１６０の上部材１６１にパネル用光源基板１１０を
固定したまま、パネル保持部１６０をフロントパネル１０１から取り外すことができ、ま
た、上部材１６１と下部材１７０の接続を解除し、パネル１７６～１７９を交換すること
ができる。このようにパネル１７６～１７９を交換する際、装飾部１００全体を交換する
必要がない。このため、パネル１７６～１７９の交換に伴うコストの削減を図ることがで
きる。
【０１４０】
　また、パネル１７６～１７９交換時に、上部材１６１からパネル用光源基板１１０を取
り外す必要がないので、作業者は、パネル１７６～１７９の交換を容易に行うことができ
る。
【０１４１】
　次に、本実施形態におけるパチスロ１の第４の作用について説明する。
　副制御回路７２（図４参照）は、主制御回路７１から送信されるコマンドに基づいてプ
リズム用光源基板１２０の第１の発光素子１２２（図７参照）を発光させる。第１の発光
素子の光は、リフレクター１３０の導光孔１３１ａ～１３１ｃ、導光孔１３１ｆ～１３１
ｉ及び導光孔１３１ｌ～１３１ｐ（図８参照）を通過して、第１の導光部１４３を照射す
る。第１の導光部１４３を照射した光は、第１の導光部１４３における曲折面１４６、連
結面１４７、先端面１４８（図１０）で拡散される。これによって、第１の導光部１４３
における曲折面１４６、連結面１４７、先端面１４８のそれぞれに発光素子が設けられて
いるような印象を遊技者に与えることができる。したがって、発光素子の設置数を比較的
少なくして消費電力を抑えつつ、且つ、演出効果を高めることができる。
【０１４２】
　また、第１の発光素子１２２（図７参照）の光は、第１の発光素子１２２を露出する導
光孔１３１に連通する凹部１３４を通過して、第３の導光部１５５にも照射される。第３
の導光部１５５を照射した光は、先端部１５７で拡散される。したがって、第３の導光部
１５５の先端部１５７に発光素子が設けられているような印象を遊技者に与えることがで
きる。すなわち、発光素子の設置数を比較的少なくして消費電力を抑えつつ、且つ、演出
効果を高めることができる。
【０１４３】
　また、副制御回路７２（図４参照）は、主制御回路７１から送信されるコマンドに基づ
いてプリズム用光源基板１２０の第２の発光素子１２３（図７参照）を発光させる。第２
の発光素子１２３の光は、リフレクター１３０の導光孔１３１ｄ，１３１ｅ，１３１ｊ，
１３１ｋ，１３１ｑ，１３１ｒ（図８参照）を通過して、また、凹部１３４で反射されて
第２の導光部１５０を照射する。第２の導光部１５０を照射した光は、第２の導光部１５
０における先端面１５１（図１０）で拡散される。このように、パチスロ１では、１つの
第２の発光素子１２３が２つの第２の導光部１５０に光を照射する。したがって、第２の
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発光素子１２３の設置数を少なくすることができ、消費電力を抑え、且つ、コストの増加
を抑制することができる。
【０１４４】
　また、副制御回路７２（図４参照）は、主制御回路７１から送信されるコマンドに基づ
いてプリズム用光源基板１２０の第３の発光素子１２４（図７参照）を発光させる。第３
の発光素子の光は、上部ベース１８０の貫通孔（図１６参照）を透過して、アウターレン
ズ１９０の上部レンズ部１９１に照射され、拡散される。
【０１４５】
　また、プリズムフォレスト１４０には、第１の導光部１４３、第２の導光部１５０及び
第３の導光部１５５が複数設けられており、プリズムフォレスト１４０に照射された光は
、突出方向における配置場所が多様な第１の導光部１４３における曲折面１４６、連結面
１４７、先端面１４８、第２の導光部１５０における先端面１５１及び第３の導光部１５
５の先端部１５７、で拡散される。このため、ＬＥＤや光が拡散される箇所を同一平面上
に設ける場合に比べて、奥行きがあり、視覚的効果の高い演出を行うことができる。
　また、プリズムフォレスト１４０は透光性のある部材で形成されているため、導光部１
４２同士が重なっていても、第１の導光部１４３における曲折面１４６、連結面１４７、
先端面１４８、第２の導光部１５０における先端面１５１及び第３の導光部１５５の先端
部１５７の視認性に影響がない。このため、パチスロ１の遊技者だけでなく、この遊技者
の周囲にいる者、例えばパチスロ１の左右に隣接する他のパチスロの遊技者もプリズムフ
ォレスト１４０の多様な輝きを見ることができ、演出を楽しむことができる。
【０１４６】
　<変形例>
　以上、本発明者によってなされた発明を適用した実施の形態について説明した。しかし
ながら、上記実施の形態による発明の開示の一部をなす論述及び図面により本発明は限定
されることはなく、特許請求の範囲に記載した発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の変
形実施が可能である。
【０１４７】
　例えば、本実施形態では、パネル保持部１６０をフロントパネル１０１に取り付ける際
に用いられる取付部１６７を上部材１６１に設けた態様を説明したが、これに代えて、同
様の取付部を下部材１７０に設けてもよい。この場合、下部材１７０をフロントパネル１
０１に固定したまま、上部材１６１を取り外して、パネル１７６～１７９の交換を行うこ
とができる。
【０１４８】
　また、本実施形態では、パネル保持部１６０の上部材１６１にパネル用光源基板１１０
を取り付ける態様を説明したが、下部材１７０の下枠部１７１にパネル用光源基板１１０
を取り付けてもよい。この場合、下部材１７０の下枠部１７１にパネル用ＬＥＤ１１１の
光が透過する開口を設け、パネル用ＬＥＤ１１１は、パネル１７６～１７９に下方から光
を照射する。
【０１４９】
　また、本実施形態では、パネル用光源基板１１０上に白色ＬＥＤ１１２を、白色ＬＥＤ
１１２から出射された光がパネル１７６の上端部から入光するように、配置した。しかし
、これに代えて、白色ＬＥＤ１１２を実装した光源基板を別に設け、白色ＬＥＤ１１２か
ら出射された光がパネル１７６の後方からパネル１７６に照射されるようにしてもよい。
【０１５０】
　また、腰部パネル２２ａに本発明を適用し、遊技者が視認する図柄が変化するように構
成してもよい。
【０１５１】
また、本発明を、パチンコ遊技機やストップボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒを備えないスロット
マシン等の他の遊技機に適用してもよい。
【符号の説明】
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【０１５２】
　１…パチスロ（遊技機）、　２…外装体、　２ａ…キャビネット、　２ｂ…フロントド
ア、　３Ｌ…左リール、　３Ｃ…中リール、　３Ｒ…右リール、　４…表示部、　５…Ｌ
ＥＤ表示装置、　６…スタートレバー、　７Ｌ，７Ｃ，７Ｒ…ストップボタン、　２１…
ベースドア部（ドア本体）、　２２…腰部、　２２ａ…腰部パネル、　３０…マイクロコ
ンピュータ、　３１…ＣＰＵ、　７１…主制御回路、　７２…副制御回路、　１００…装
飾部、　１０１…フロントパネル、　１０３…ベース部材、　１０６…プリズム基板固定
部、　１１０…パネル用光源基板（光源基板）、　１１１…パネル用ＬＥＤ（光源）、　
１１２…白色ＬＥＤ（光源）、　１１３…フルカラーＬＥＤ（光源）、　１２０…プリズ
ム用光源基板、　１２１…プリズム用ＬＥＤ、　１２２…第１の発光素子、　１２３…第
２の発光素子、　１２４…第３の発光素子、　１３０…リフレクター、　１３１…導光孔
、　１４０…プリズムフォレスト、　１４２…導光部、　１４３…第１の導光部、　１４
４…基部、　１４５…円柱部、　１４６…曲折面、　１４７…連結面、　１４８…先端面
、　１５０…第２の導光部、　１５１…先端面、　１５５…第３の導光部、　１５６…基
部、　１５７…先端部、　１６０…パネル保持部、　１６１…上部材、　１６２…上枠部
、　１６３…第１側枠部、　１６３ａ…嵌合爪、　１６４…基板収容枠部、　１６４ａ…
長辺部、　１６４ｂ…短辺部、　１６５…格子部、　１６５ａ…透光孔、　１６９…上溝
、　１７０…下部材、　１７１…下枠部、　１７２…第２側枠部、　１７３　…嵌合部、
　１７４…下溝、　１７５…カバーパネル、　１７６，１７７，１７８，１７９…パネル
、　１８０…上部ベース（カバー部材）、　１９０…アウターレンズ（カバー部材）

【図１】 【図２】
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