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(57)【要約】
【課題】優れた装飾機能を発揮する光学的装飾ユニット
を備えた遊技機を提供すること。
【解決手段】遊技領域９０２を装飾する装飾ユニット１
ｕを備えた遊技機であって、　装飾ユニット１ｕは、光
源１０と、光源１０の前側に配置される装飾部材３０と
、を備え、装飾部材３０は、表側に形成された凸状のレ
ンズ部３１１、および当該レンズ部３１１の裏側かつ光
源１０側に光源１０から出射された光を拡散させる凹凸
部分である拡散部３１２を有する遊技機１とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域を装飾する装飾ユニットを備えた遊技機であって、
　前記装飾ユニットは、
光源と、
前記光源の前側に配置される装飾部材と、
前記光源から出射される光を透過する材料で形成された光透過部を有する光透過部材と、
を備え、
　前記装飾部材は、表側に形成された凸状のレンズ部、および当該レンズ部の裏側かつ前
記光源側に形成された前記光源から出射された光を拡散させる凹凸部分である拡散部を有
し、
　前記装飾部材の前記光透過部側には、前記拡散部を含む第一の部分、および平坦な第二
の部分が形成されており、
前記装飾部材は、当該第二の部分が前記光透過部に接合されることにより、前記光透過部
材に固定されており、
　前記装飾部材は、
透明な部分と前記レンズ部および前記拡散部を含む第一装飾体と、
前記第一装飾体における前記透明な部分の少なくとも一部に重なるように接合され、当該
透明な部分を通じて前記レンズ部および前記拡散部が形成された箇所以外の箇所を装飾す
る第二装飾体と、
を有し、
　前記第一装飾体に接合された前記第二装飾体により、前記第二の部分が形成されている
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域を装飾する装飾ユニットを備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１には、光源から出射された光を拡散させる拡散部（パターン２０８、２
０９）を設けることで装飾効果を高めた装飾ユニット（表示部飾り部材１６１）を備えた
遊技機が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１７９６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載の装飾ユニットは、拡散された平面光が出射されるだけであり、
光学的な装飾機能としては乏しいものがある。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、優れた装飾機能を発揮する光学的装飾ユニットを備
えた遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、遊技領域を装飾する装飾
ユニットを備えた遊技機であって、前記装飾ユニットは、光源と、前記光源の前側に配置
される装飾部材と、前記光源から出射される光を透過する材料で形成された光透過部を有
する光透過部材と、を備え、前記装飾部材は、表側に形成された凸状のレンズ部、および
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当該レンズ部の裏側かつ前記光源側に形成された前記光源から出射された光を拡散させる
凹凸部分である拡散部を有し、前記装飾部材の前記光透過部側には、前記拡散部を含む第
一の部分、および平坦な第二の部分が形成されており、前記装飾部材は、当該第二の部分
が前記光透過部に接合されることにより、前記光透過部材に固定されており、前記装飾部
材は、透明な部分と前記レンズ部および前記拡散部を含む第一装飾体と、前記第一装飾体
における前記透明な部分の少なくとも一部に重なるように接合され、当該透明な部分を通
じて前記レンズ部および前記拡散部が形成された箇所以外の箇所を装飾する第二装飾体と
、を有し、前記第一装飾体に接合された前記第二装飾体により、前記第二の部分が形成さ
れていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　上記本発明では、装飾部材の拡散部によって拡散された光が、装飾部材の表側に設けら
れた凸状のレンズ部から出射されることになるから、立体感のある発光態様を発現する。
つまり、従来よりも光学的な装飾機能を向上させることが可能である。また、光源と、レ
ンズ部および拡散部を有する装飾部材とが別体で構成されているから、装飾部材を変更す
ることで、別の装飾態様を発現する装飾ユニットが得られる。つまり、同じ光源を用いて
、異なる装飾態様を発現する複数種の装飾ユニットが得られるから、遊技機の装飾の汎用
性を広げることが可能となる。
　また、光透過部材と、拡散部を有する装飾部材とが別体で構成されているから、装飾部
材を変更することで、別の装飾態様を発現する装飾ユニットが得られる。つまり、同じ光
透過部材を用いて、異なる装飾態様を発現する複数種の装飾ユニットが得られるから、遊
技機の装飾の汎用性を広げることが可能となる。また、凹凸部分である拡散部を含む第一
の部分とは別に、平坦な第二の部分が装飾部材に形成され、当該第二の部分が光透過部に
接合されるようにすれば、凹凸部分が光透過部との接合面にならないから、光透過部材に
対する装飾部材の固定を容易かつ確実なものとすることが可能である。
　また、装飾部材は、透明な部分とレンズ部および拡散部を含む第一装飾体と、第一装飾
体における透明な部分の少なくとも一部に重なるように接合される第二装飾体とで構成さ
れるものとすることが可能である。この場合、第二装飾体は、上記第二の部分を形成する
ものとすることが可能である。すなわち、第二装飾体を、レンズ部および拡散部が形成さ
れた箇所以外の箇所の少なくとも一部を装飾するだけでなく、光透過部材に対する装飾部
材の固定を容易かつ確実にするものとして機能させることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】遊技盤の後方に設けられたＹおよびそれに固定された装飾ユニットを示した図で
ある。
【図３】装飾ユニットの断面を模式的に示した図である。
【図４】装飾部材の平面（前面）図（ａ）、断面を模式的に示した図（ｂ）、および装飾
部材の底面（後面）図である。
【図５】装飾ユニットに好適に適用することができる装飾部材の一例を説明するための図
であり、（ａ）は装飾ユニットを構成する第一装飾体と第二装飾体が接合される前の状態
、（ｂ）は第一装飾体と第二装飾体が接合されることにより、装飾ユニットが構成された
状態の断面を模式的に示した図である。
【図６】装飾ユニットに好適に適用することができる装飾部材の一例（図５とは別の例）
を説明するための図であり、（ａ）は装飾ユニットを構成する第一装飾体と第二装飾体が
接合される前の状態、（ｂ）は第一装飾体と第二装飾体が接合されることにより、装飾ユ
ニットが構成された状態の断面を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明にかかる実施形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下の
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説明における平面方向とは遊技盤９０の平面方向に沿う（平行な）方向を、前後方向とは
遊技盤９０の平面方向に直交する方向（遊技者側を前、その反対側を後とする）をいうも
のとする。
【００１０】
　まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。遊技機１は遊技盤
９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されており、発射装置の操作
によって発射された遊技球を遊技領域９０２に案内する金属製の薄板からなる帯状のガイ
ドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている。
【００１１】
　遊技領域９０２には、表示装置９１、第一始動入賞口９０４、第二始動入賞口９０５、
大入賞口９０６、アウト口９０７などが設けられている。表示装置９１は、例えば液晶表
示装置１１が用いられ、表示装置９１の表示画面（表示部）において特別図柄や普通図柄
等が表示される。かかる表示装置９１の表示画面は、遊技盤９０に形成された開口９０１
を通じて視認可能である。
【００１２】
　本実施形態にかかる遊技機１では、遊技領域９０２を装飾する装飾ユニット１ｕが設け
られている。本実施形態における装飾ユニット１ｕは、遊技盤９０の開口９０１の左側縁
に沿うように設けられている。当該装飾ユニット１ｕの構成および作用の詳細については
後述する。
【００１３】
　また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突することにより遊技球の流下態様に
変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられている。遊技領域９０２を流下する遊
技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態様に変化する。
【００１４】
　このような遊技機１では、発射装置を操作することにより遊技領域９０２に向けて遊技
球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動入賞口９０４、９０５や大入賞
口９０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。その
他、大当たりの抽選方法や演出等は、公知の遊技機と同様のものが適用できるため、説明
は省略する。
【００１５】
　以下、図１～図４を参照して遊技領域９０２を装飾する装飾ユニット１ｕの構成につい
て説明する。図３に示すように、装飾ユニット１ｕは、光源１０、光透過部材２０、およ
び装飾部材３０を備える。装飾ユニット１ｕは、遊技盤９０の後方に設けられたベース部
材９２に固定される（図２参照）ことにより、遊技盤９０の開口９０１の左側縁に沿うよ
うに位置する（図１参照）。
【００１６】
　光源１０は、後方から装飾部材３０を照らす光を前方に向かって出射するものである。
本実施形態では、白色光を発光する複数のＬＥＤを光源１０として用いている。当該複数
のＬＥＤは、平面方向に配置された光源用基板１１に実装されている。各光源１０は、光
源用基板１１に形成された回路を介して、図示されない演出制御基板（演出を制御する基
板）によってＯＮ／ＯＦＦ制御される。
【００１７】
　光透過部材２０は、光源１０から出射される光を透過する材料で形成された光透過部２
１を有する部材である。この光透過部材２０の形状により、装飾ユニット１ｕ全体の大ま
かな外形が決まる。光透過部材２０は、光源用基板１１に実装された各光源１０を覆うよ
うに、当該各光源１０（光源用基板１１）の前方に設けられる。光透過部材２０は、光源
用基板１１に固定されていてもよいし、その他の部材に固定されることにより、各光源１
０の前方に位置するように配置されていてもよい。光透過部材２０の光透過部２１は、光
源１０に略対向するようにこれらの前方に位置する部分である。本実施形態における光透
過部２１は、略平面方向に沿うように設けられた板状の部分である。ただし、光透過部２
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１の前面は、装飾部材３０が固定される面（以下、装飾部材固定面２１１と称する）とな
っており、当該装飾部材固定面２１１は、非平面である（光源用基板１１（遊技盤９０）
と平行なフラットな面でない）。本実施形態における装飾部材固定面２１１は曲面である
。光源１０から出射された光の少なくとも一部は、光透過部２１（装飾部材固定面２１１
）を透過する。なお、光透過部２１は、光源１０から出射された光の色を変化させるため
、着色されていてもよい。また、光透過部材２０は、光源１０の発光素子を覆う部材であ
ればよく、必ずしも光源用基板１１を覆う必要はない。例えば、光源１０が電球であれば
、発光素子を封入したガラスの球殻部分が光透過部材２０に相当する。
【００１８】
　また、本実施形態における光透過部材２０は、光源１０を外側から囲むような側壁部２
２を有する。側壁部２２は、それを形成する材料自体、または側壁部２２に重なるように
固定された材料（シール等）が、光源１０から出射される光を反射する材質であるとよい
。そうすると、光源１０から出射された光のうち、側壁部２２に到達したものは反射され
、光透過部材２０の内側に留まる。そのため、最終的には光源１０から出射された光の大
部分が光透過部２１を通過し、装飾部材３０に到達することになる。つまり、光源１０か
ら出射された光の利用効率が向上する。
【００１９】
　図４に詳細を示す装飾部材３０は、光透過部材２０の光透過部２１に固定され、この光
透過部２１を透過した光を拡散させる拡散部３１２およびレンズ部３１１を有する部材で
ある。拡散部３１２およびレンズ部３１１は、装飾部材３０の厚み方向において全体が光
透過性の材料で形成される。拡散部３１２は、光透過性の材料で形成された部分の裏側（
すなわち光透過部２１側の面）に凹凸が施された部分である。つまり、拡散部３１２は、
光源１０から出射された光の入射面となっている。したがって、拡散部３１２に入射しよ
うとする光は、その凹凸によって乱反射し、拡散される。拡散された光の少なくとも一部
は、光透過性の材料で形成された部分全体に広がって当該部分を通過し、レンズ部３１１
から出射される。つまり、遊技者が視認可能な光となる。本実施形態では、レンズ部３１
１の平面形状は、文字や所定の形状（キャラクタ等）を象った形状となっている。つまり
、光源１０を発光させると、当該文字や所定の形状が発光しているかのような装飾態様を
発現する。レンズ部３１１は、装飾部材３０の表側に形成された凸状の部分である。つま
り、レンズ部３１１は、前方に盛り上がったような形状となっているため、文字や所定の
形状の発光態様が立体感のあるものとなる。
【００２０】
　装飾部材３０の前面におけるレンズ部３１１以外の箇所は、どのような構成（態様）で
あってもよい。本実施形態では、拡散部３１２が象る文字や所定の形状を際立たせるよう
な装飾（色彩）が施されている。
【００２１】
　装飾部材３０の後側（すなわち光透過部２１側）には、第一の部分３０１および第二の
部分３０２が形成されている。第一の部分３０１は、上述した拡散部３１２（凹凸部分）
を含む箇所である。第二の部分３０２は、拡散部３１２を含まない平坦な箇所である。な
お、ここでいう「平坦」とは、拡散部３１２のような凹凸が形成されていない面であると
いう意である。本実施形態では、第二の部分３０２は、第一の部分３０１よりも光透過部
２１側に突出している。換言すれば、装飾部材３０の後面（光透過部材２０側の面）は、
拡散部３１２を含む箇所よりも、拡散部３１２が形成されていない箇所の少なくとも一部
が、光透過部２１側に位置する、平坦な形状となっている。より具体的には、第二の部分
３０２は、拡散部３１２における最も光透過部２１側に位置する部分（凸の部分）よりも
、光透過部２１側に位置する。
【００２２】
　本実施形態における装飾部材３０は、変形可能な材料で形成されている。本実施形態で
は、可塑剤が添加されることにより軟らかくされたポリ塩化ビニルを主成分とする材料に
よって形成されている。非平面（本実施形態では曲面）である装飾部材固定面２１１に合
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わせて（装飾部材固定面２１１沿うように）装飾部材３０を変形させつつ、光透過部２１
に装飾部材３０を固定することが可能となるように装飾部材３０の変形能が調整されてい
る。光透過部２１に対する装飾部材３０の固定は、接着材料等の接合剤を介して両者を接
合することにより行う。上述したように、装飾部材３０の後側は、拡散部３１２を含む第
一の部分３０１よりも光透過部２１側に突出し、かつ平坦な第二の部分３０２が存在する
ため、当該第二の部分３０２と光透過部２１を接合する。つまり、光透過部２１に対する
装飾部材３０の固定（接合）に、装飾部材３０の第一の部分３０１は寄与しない（図３参
照）。したがって、凹凸部分である拡散部３１２が接合面となることによる接合強度の低
下や、凹凸部分である拡散部３１２に接着剤等が付着することによる拡散能の低下を抑制
することが可能である。
【００２３】
　このように構成される装飾ユニット１ｕの作用をまとめると以下の通りである。各光源
１０を発光させると、これらの光源１０から出射された光は、光透過部材２０の光透過部
２１を通過する。光透過部２１を通過した光のうち、各拡散部３１２に到達した光は、当
該拡散部３１２（凹凸）によって拡散される。拡散された光のうち、各拡散部３１２内に
進入した光は、光透過性の材料で形成された部分全体に広がるような光となってレンズ部
３１１から出射する。これにより、各レンズ部３１１が象る文字や所定の形状が立体的に
発光しているかのような装飾態様を発現する。
【００２４】
　以上説明した本実施形態における装飾ユニット１ｕは、光透過部材２０と装飾部材３０
が別体で形成されたものである。そのため、装飾部材３０を変更すれば、別の装飾態様を
発現する装飾ユニット１ｕが得られることになる。つまり、同じ光透過部材２０を用いて
、異なる装飾態様を発現する複数種の装飾ユニット１ｕが得られるから、遊技機の装飾の
汎用性を広げることが可能となる。また、従来のように、光透過部材（光透過部）が拡散
作用をもたらすよう、当該光透過部材（光透過部）自体に凹凸加工を施す（凹凸を有する
形状とする）必要がない。
【００２５】
　また、本実施形態では、拡散部３１２、すなわち拡散作用をもたらす部分が凹凸によっ
て構成されるが、当該凹凸部分を含む第一の部分３０１よりも、光透過部２１側に突出し
、かつ平坦な第二の部分３０２が装飾部材３０に形成される。そして、当該第二の部分３
０２が光透過部２１に接合されることによって、光透過部材２０に装飾部材３０が固定さ
れる。つまり、凹凸部分である拡散部３１２が光透過部２１に接触せず、光透過部２１と
装飾部材３０の接合に寄与しないから、光透過部材２０に対する装飾部材３０の固定を容
易かつ確実なものとすることが可能である。
【００２６】
　また、光透過部２１の前面が非平面や曲面であっても、それに倣うように装飾部材３０
を変形させつつ、当該装飾部材３０を光透過部材２０に固定することが可能である。
【００２７】
　以下、上記装飾ユニット１ｕに好適に適用することができる装飾部材３０の例について
説明する。図５に示す例（第一構成例）にかかる装飾部材３０ａは、第一装飾体３１ａお
よび第二装飾体３２ａを有し、これらが前後方向に重ねられて構成されるものである。
【００２８】
　第一装飾体３１ａは、上述したレンズ部３１１ａおよび拡散部３１２ａを有する。レン
ズ部３１１ａおよび拡散部３１２ａが形成された部分は、光源１０からの光を透過する材
料で形成されている。光源１０からの光を透過する着色された材料で形成されていてもよ
い。レンズ部３１１ａおよび拡散部３１２ａが形成された部分以外の箇所（以下、周囲の
部分３１３ａと称する）は、透明な材料で形成されている必要はない。第一装飾体３１ａ
の拡散部３１２ａは、光を拡散させる凹凸が形成されてなる。また、第一装飾体３１ａの
後側には、拡散部３１２ａを含む第一の部分３０１ａと、それよりも後方に突出し、かつ
平坦な第二の部分３０２ａが形成される。
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【００２９】
　第二装飾体３２ａは、第一装飾体３１ａの周囲の部分３１３ａの少なくとも一部に重な
るように、第一装飾体３１ａの前面に接合される。第二装飾体３２ａの前面における周囲
の部分３１３ａに重なる部分の少なくとも一部には、装飾が施されている（以下装飾部３
２１ａと称する）。当該装飾の形成方法は特定の方法に限定されるものではない。第二装
飾体３２ａの前面に別の部材を接合する等によって形成してもよいし、第二装飾体３２ａ
自体を着色材料で構成することによって形成してもよい。第二装飾体３２ａにおける第一
装飾体３１ａのレンズ部３１１ａおよび拡散部３１２ａが形成された部分に重なる箇所は
、透明な材料で形成されている。つまり、レンズ部３１１ａから出射された光をそのまま
通過させる部分である。そのため、第二装飾体３２ａにおける第一装飾体３１ａのレンズ
部３１１ａおよび拡散部３１２ａが形成された部分に重なる箇所は、貫通した孔であって
もよい。
【００３０】
　第一装飾体３１ａの前面に第二装飾体３２ａが接合されることにより装飾部材３０ａが
構成される。当該接合方法は特定の方法に限定されるものではない。透明な接着剤を用い
た接合や、溶着等が例示できる。両装飾体を接合すると、第一装飾体３１ａの周囲の部分
３１３ａの少なくとも一部に、第二装飾体３２ａの装飾部３２１ａが重なるように位置す
るから、拡散部３１２ａの周囲が第二装飾体３２ａの装飾部３２１ａによって装飾された
装飾態様に見える。
【００３１】
　図５に示す本例にかかる装飾部材３０ａのように、第一装飾体３１ａに接合凸部３１４
ａが形成され、第二装飾体３２ａに当該接合凸部３１４ａに係合する接合凹部３２２ａが
形成されているとよい。かかる接合凸部３１４ａおよび接合凹部３２２ａは、図５に示す
ように第一装飾体３１ａと第二装飾体３２ａの接合前から予め形成されていてもよいし、
第一装飾体３１ａに接合凸部３１４ａを予め形成しておき、当該接合凸部３１４ａに押し
付けられた第二装飾体３２ａが変形することで接合凹部３２２ａが形成されるようにして
もよい。なお、接合凸部３１４ａが第二装飾体３２ａに形成され、接合凹部３２２ａが第
一装飾体３１ａに形成される構成としてもよいし、双方の装飾体に接合凸部３１４ａと接
合凹部３２２ａの両方が形成される構成としてもよい。
【００３２】
　図５に示すように接合凸部３１４ａと接合凹部３２２ａが接合前から予め形成されてい
れば、両装飾体を接合する際の位置決めとなる。また、接合後は、接合された装飾体がず
れてしまうことを防止する役割を果たす。
【００３３】
　このように、装飾部材３０ａは、レンズ部３１１ａおよび拡散部３１２ａを含む第一装
飾体３１ａと、第一装飾体３１ａにおけるレンズ部３１１ａおよび拡散部３１２ａが形成
された部分以外の箇所の少なくとも一部に重なるように接合される第二装飾体３２ａとで
構成されるものとすることが可能である。つまり、レンズ部３１１ａおよび拡散部３１２
ａを含み、光学的な装飾機能を発揮する部分と、それ以外の装飾部分を別々に形成した上
で、両者を接合することにより、装飾部材３０ａを構成することが可能である。
【００３４】
　図６に示す例（第二構成例）にかかる装飾部材３０ｂは、上記第一構成例にかかる装飾
部材３０ａと同様に、第一装飾体３１ｂおよび第二装飾体３２ｂを有し、これらが前後方
向に重ねられて構成されるものである。
【００３５】
　第一装飾体３１ｂは、上述したレンズ部３１１ｂおよび拡散部３１２ｂが形成された部
分と、透明な部分（以下透明部３１３ｂと称する）を有する。レンズ部３１１ｂおよび拡
散部３１２ｂが形成された部分と透明部３１３ｂ以外の構成が形成されていないのであれ
ば、第一装飾体３１ｂ全体が、光源１０からの光を透過することが可能な透明な材料で形
成される。なお、レンズ部３１１ｂおよび拡散部３１２ｂが形成された部分と透明部３１
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３ｂは、光源１０からの光を透過する着色された材料で形成されていてもよい。
【００３６】
　第二装飾体３２ｂは、第一装飾体３１ｂの透明部３１３ｂの少なくとも一部に重なるよ
うに、第一装飾体３１ｂの後面に接合される。第二装飾体３２ｂの前面には、装飾が施さ
れている（以下装飾部３２１ｂと称する）。当該装飾の形成方法は特定の方法に限定され
るものではない。第二装飾体３２ｂの前面に別の部材を接合する等によって形成してもよ
いし、第二装飾体３２ｂ自体を着色材料で構成することによって形成してもよい。
【００３７】
　第一装飾体３１ｂの後面に第二装飾体３２ｂが接合されることにより装飾部材３０ｂが
構成される。当該接合方法は特定の方法に限定されるものではない。透明な接着剤を用い
た接合や、溶着等が例示できる。両装飾体を接合すると、第一装飾体３１ｂの透明部３１
３ｂの少なくとも一部に、第二装飾体３２ｂの装飾部３２１ｂが重なるように位置するか
ら、第一装飾体３１ｂの透明部３１３ｂを通じて第二装飾体３２ｂの装飾部３２１ｂが視
認可能となる。つまり、装飾部材３０ｂは、レンズ部３１１ｂおよび拡散部３１２ｂが形
成された箇所の周囲が第二装飾体３２ｂの装飾部３２１ｂによって装飾された装飾態様に
見える。
【００３８】
　また、装飾部材３０ｂは、第一装飾体３１ｂの透明部３１３ｂの少なくとも一部に重な
るように第二装飾体３２ｂが接合されてなる部材であるから、装飾部材３０ｂ全体でみる
と、装飾部材３０ｂの後面において第二装飾体３２ｂが接合された箇所の方が、接合され
ていない箇所よりも後方に突出した形状となる。つまり、第二装飾体３２ｂが接合される
ことによって、平坦かつ後方に突出した第二の部分３０２ｂが形成される。第二装飾体３
２ｂが接合されていない箇所、すなわち拡散部３１２ｂの凹凸を含む箇所は、第一の部分
３０１ｂとなる。このように、第二装飾体３２ｂは、拡散部３１２ｂの周囲を装飾する役
割を果たすだけでなく、光透過部２１に対する装飾部材３０ｂの接合を容易かつ確実にす
る第二の部分３０２ｂを構成する役割を果たす。
【００３９】
　なお、本例においても、上記第一構成例で説明したように、第一装飾体３１ｂまたは第
二装飾体３２ｂのいずれか一方に接合凸部が、他方に当該接合凸部に係合する接合凹部が
形成された構成とすることができる。接合前に予め接合凸部および接合凹部を形成してお
けば、両装飾体を接合する際の位置決めが容易になる。また、接合後は、接合された装飾
体がずれてしまうのを防止することが可能である。
【００４０】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【００４１】
　例えば、上記実施形態では、装飾部材３０の裏側に拡散部３１２である凹凸部分が形成
されており、当該凹凸部分が光の拡散作用を発揮する部分であることを説明したが、これ
以外の箇所に拡散作用を発揮する部分が形成されていてもよい。
【符号の説明】
【００４２】
１　遊技機
１ｕ　装飾ユニット
１０　光源
２０　光透過部材
２１　光透過部
３０　装飾部材
３０１　第一の部分
３０２　第二の部分
３１１　拡散部
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３１１１　凹凸部分
３０ａ　装飾部材
３１ａ　第一装飾体
３１１ａ　レンズ部
３１２ａ　拡散部
３１４ａ　接合凸部
３２ａ　第二装飾体
３２１ａ　装飾部
３２２ａ　接合凹部
３０１ａ　第一の部分
３０２ａ　第二の部分
３０ｂ　装飾部材
３１ｂ　第一装飾体
３１１ｂ　レンズ部
３１２ｂ　拡散部
３１３ｂ　透明部
３２ｂ　第二装飾体
３２１ｂ　装飾部
３０１ｂ　第一の部分
３０２ｂ　第二の部分
９０２　遊技領域

【図１】 【図２】
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