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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光源と、
　前記複数の光源を位置させた光源基板と、
　前記光源基板の前方に位置するベース板と、
　前面及び後面が開口した筒状であって、前記ベース板に前記後面が固定される第１装飾
部材とを備えた遊技機用照明装置であって、
　前記光源は、前記光源基板に、前記ベース板の正面方向に光を照射するように配置され
、
　前記ベース板には、前記光源基板に設けられた各光源に対応する位置に、光を通過させ
るために表裏に貫通する光通過孔が設けられ、
　前記複数の光源は、前記第１装飾部材の周囲に位置する周囲光源と、前記第１装飾部材
の内部に位置する内部光源とを備え、
　前記周囲光源と前記内部光源との光が混在しないように、前記ベース板の前記第１装飾
部材が取り付けられる側に前記第１装飾部材の前記後面よりも正面方向に突出する内部間
仕切り突条を設けたことを特徴とする遊技機用照明装置。
【請求項２】
　複数の光源と、
　前記複数の光源を位置させた光源基板と、
　前記光源基板の前方に位置するベース板と、
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　前面及び後面が開口した略筒状であって、前記ベース板に前記後面が固定される第２装
飾部材とを備えた遊技機用照明装置であって、
　前記光源は、前記光源基板に、前記ベース板の正面方向に光を照射するように配置され
、
　前記ベース板には、前記光源基板に設けられた各光源に対応する位置に、光を通過させ
るために表裏に貫通する光通過孔が設けられ、
　前記複数の光源は、前記第２装飾部材の外側であって、前記ベース板の角部に位置する
角部光源と、第２装飾部材の内側に位置する周囲光源とを備え、
　前記角部光源と前記周囲光源との光が混在しないように、前記ベース板の前記第２装飾
部材が取り付けられる側に前記第２装飾部材の前記後面まで正面方向に突出する角部間仕
切り突条を設けたことを特徴とする遊技機用照明装置。
【請求項３】
　前面及び後面が開口した略筒状であって、前記ベース板に前記後面が固定される第２装
飾部材が設けられ、
　前記第２装飾部材の内側に前記周囲光源が設けられ、
　前記第２装飾部材の外側であって、前記ベース板の角部に角部光源が設けられ、
　前記周囲光源と前記角部光源との光が混在しないように、前記ベース板の前記第２装飾
部材が取り付けられる側に前記第２装飾部材の前記後面まで正面方向に突出する角部間仕
切り突条を設けたことを特徴とする請求項１に記載の遊技機用照明装置。
【請求項４】
　前記光通過孔は、その内周面のうち少なくとも所定方向の内周面が前記ベース板の正面
方向から所定角度傾斜した所定方向に向かって拡開するように形成されていることを特徴
とする請求項１から３までのいずれか１項に記載の遊技機用照明装置。
【請求項５】
　前記第１装飾部材は、その前面の開口が前記ベース板の直角方向に対して、所定角度だ
け傾斜した方向を向いて配設され、
　前記光通過孔の少なくとも所定方向の内周面も、前記所定角度だけ傾斜した方向に拡開
していることを特徴とする請求項１又は３に記載の遊技機用照明装置。
【請求項６】
　前記内部間仕切り突条が配置された前記ベース板の面は、前記遊技機用照明装置が取り
付けられる遊技機の正面に対して平行に配置されるように形成され、
　前記ベース板に設けられた前記内部間仕切り突条が、前記ベース板の正面から見たとき
に楕円形状となるように配置され且つ前記遊技機で遊技を行う遊技者の方向から見たとき
に円形状となるような楕円形状になるように、前記内部間仕切り突条を前記ベース板に配
置したことを特徴とする請求項１、３又は５に記載の遊技機用照明装置。
【請求項７】
　複数の光源と、
　前記複数の光源を位置させた光源基板と、
　前記光源基板の前方に位置するベース板と、
　前記ベース板に後面が固定されて前記ベース板を複数の領域に分離可能な装飾部材とを
備えた遊技機用照明装置であって、
　前記光源は、前記光源基板に、前記ベース板の正面方向に光を照射するように配置され
、
　前記ベース板には、前記光源基板に設けられた各光源に対応する位置に、光を通過させ
るために表裏に貫通する光通過孔が設けられ、
　前記複数の光源は、前記ベース板の前記装飾部材によって隔てられる一方側の領域に位
置する第１の光源と、前記ベース板の前記装飾部材によって隔てられる他方側の領域に位
置する第２の光源とを備え、
　前記第１の光源と前記第２の光源との光が混在しないように、前記ベース板の前記装飾
部材が取り付けられる側に前記装飾部材の前記後面よりも正面方向に突出する間仕切り突
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条を設けたことを特徴とする遊技機用照明装置。
【請求項８】
　正面に開口する正面開口部を有する筐体と、
　前記筐体の前記正面開口部を開閉自在に塞ぐ前扉とを備えた遊技機であって、
　前記前扉に固定されて、請求項１から７までのいずれか１項に記載の遊技機用照明装置
と、
　前記筐体の内部に位置して、前記光源を制御するための制御装置とを備えたことを特徴
とする遊技機。
【請求項９】
　正面に開口する正面開口部を有する筐体と、
　前記筐体の前記正面開口部を開閉自在に塞ぐ前扉とを備えた遊技機であって、
　前記前扉に固定されて、請求項１、３、５又は６のいずれか１項に記載の前記遊技機用
照明装置と、
　前記筐体の内部に位置して、前記光源を制御するための制御装置とを備え、
　前記遊技機用照明装置は、
　前記第１装飾部材として、外面が光を反射する反射部材と、
　前記反射部材の外側に位置して、光を反射するための周囲反射部材とを設けたことを特
徴とする遊技機。
【請求項１０】
　正面に開口する正面開口部を有する筐体と、
　前記筐体の前記正面開口部を開閉自在に塞ぐ前扉とを備えた遊技機であって、
　前記前扉に固定されて、請求項１、３、５又は６のいずれか１項に記載の前記遊技機用
照明装置と、
　前記筐体の内部に位置して、前記光源を制御するための制御装置とを備え、
　前記遊技機用照明装置は、前記第１装飾部材として、外面が光を反射する反射部材を設
け、
　前記前扉のうち前記遊技機用照明装置を除く箇所には、前記反射部材の外側に位置して
、光を反射するための周囲反射部材を設けたことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、遊技機用照明装置及びこの遊技機用照明装置を用いた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、スロットマシンなどの遊技機においては、前扉の上部にアーチランプや液晶
装置などの遊技機用照明装置が取り付けられており、これらを用いて種々の演出が行われ
るように形成されている。また、特許文献１に示すように、遊技機の演出用デバイスとし
て回転警告灯を用いる場合もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－７３３２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願は、遊技機用照明装置において、複数の光源からの光が混在することを防止して、
複数の光源からの光の色や発光タイミング等を明確に区別することができ、それぞれの役
割を区別しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　（請求項１）
　請求項１記載の発明に係る遊技機用照明装置(500)は、複数の光源(510)と、前記複数の
光源(510)を位置させた光源基板(514)と、前記光源基板(514)の前方に位置するベース板(
52)と、前面及び後面が開口した筒状であって、前記ベース板(52)に前記後面が固定され
る第１装飾部材（具体的には反射部材(55)）とを備えた遊技機用照明装置(500)であって
、前記光源(510)は、前記光源基板(514)に、前記ベース板(52)の正面方向に光を照射する
ように配置され、前記ベース板(52)には、前記光源基板(514)に設けられた各光源(510)に
対応する位置に、光を通過させるために表裏に貫通する光通過孔(590)が設けられ、前記
複数の光源(510)は、前記第１装飾部材（具体的には反射部材(55)）の周囲に位置する周
囲光源(512)と、前記第１装飾部材（具体的には反射部材(55)）の内部に位置する内部光
源(511)とを備え、前記周囲光源(512)と前記内部光源(511)との光が混在しないように、
前記ベース板(52)の前記第１装飾部材（具体的には反射部材(55)）が取り付けられる側に
前記第１装飾部材（具体的には反射部材(55)）の前記後面よりも正面方向に突出する内部
間仕切り突条(586)を設けたことを特徴とする。
【０００６】
　（請求項２）
　請求項２記載の発明は、次の点を特徴とする。すなわち、複数の光源(510)と、前記複
数の光源(510)を位置させた光源基板(514)と、前記光源基板(514)の前方に位置するベー
ス板(52)と、前面及び後面が開口した略筒状であって、前記ベース板(52)に前記後面が固
定される第２装飾部材（具体的には長中周囲反射部(604)）とを備えた遊技機用照明装置(
500)であって、前記光源(510)は、前記光源基板(514)に、前記ベース板(52)の正面方向に
光を照射するように配置され、前記ベース板(52)には、前記光源基板(514)に設けられた
各光源(510)に対応する位置に、光を通過させるために表裏に貫通する光通過孔(590)が設
けられ、前記複数の光源(510)は、前記第２装飾部材（具体的には長中周囲反射部(604)）
の外側であって、前記ベース板(52)の角部に位置する角部光源(513)と、第２装飾部材（
具体的には長中周囲反射部(604)）の内側に位置する周囲光源(512)とを備え、前記角部光
源(513)と前記周囲光源(512)との光が混在しないように、前記ベース板(52)の前記第２装
飾部材（具体的には長中周囲反射部(604)）が取り付けられる側に前記第２装飾部材（具
体的には長中周囲反射部(604)）の前記後面まで正面方向に突出する角部間仕切り突条(58
3)を設けたことを特徴とする。
【０００７】
　（請求項３）
　請求項３記載の発明は、上記した請求項１に記載の発明の特徴点に加え、次の点を特徴
とする。すなわち、前面及び後面が開口した略筒状であって、前記ベース板(52)に前記後
面が固定される第２装飾部材（具体的には長中周囲反射部(604)）が設けられ、前記第２
装飾部材（具体的には長中周囲反射部(604)）の内側に前記周囲光源(512)が設けられ、前
記第２装飾部材（具体的には長中周囲反射部(604)）の外側であって、前記ベース板(52)
の角部に角部光源(513)が設けられ、前記周囲光源(512)と前記角部光源(513)との光が混
在しないように、前記ベース板(52)の前記第２装飾部材（具体的には長中周囲反射部(604
)）が取り付けられる側に前記第２装飾部材（具体的には長中周囲反射部(604)）の前記後
面まで正面方向に突出する角部間仕切り突条(583)を設けたことを特徴とする。
【０００８】
　（請求項４）
　請求項４記載の発明は、上記した請求項１から３までのいずれか１項に記載の発明の特
徴点に加え、次の点を特徴とする。すなわち、前記光通過孔(590)は、その内周面のうち
少なくとも所定方向の内周面が前記ベース板(52)の正面方向から所定角度傾斜した所定方
向に向かって拡開するように形成されていることを特徴とする。
　（請求項５）
　請求項５記載の発明は、上記した請求項１又は３に記載の発明の特徴点に加え、次の点
を特徴とする。すなわち、前記第１装飾部材（具体的には反射部材(55)）は、その前面の
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開口が前記ベース板(52)の直角方向に対して、所定角度だけ傾斜した方向を向いて配設さ
れ、前記光通過孔(590)の少なくとも所定方向の内周面も、前記所定角度だけ傾斜した方
向に拡開していることを特徴とする。
【０００９】
　（請求項６）
　請求項６記載の発明は、上記した請求項１、３又は５に記載の発明の特徴点に加え、次
の点を特徴とする。すなわち、前記内部間仕切り突条(586)が配置された前記ベース板(52
)の面は、前記遊技機用照明装置(500)が取り付けられる遊技機(1)の正面に対して平行に
配置されるように形成され、前記ベース板(52)に設けられた前記内部間仕切り突条(586)
が、前記ベース板(52)の正面から見たときに楕円形状となるように配置され且つ前記遊技
機(1)で遊技を行う遊技者の方向から見たときに円形状となるような楕円形状になるよう
に、前記内部間仕切り突条(586)を前記ベース板(52)に配置したことを特徴とする。
【００１０】
　（請求項７）
　請求項７記載の発明は、次の点を特徴とする。すなわち、複数の光源(510)と、前記複
数の光源(510)を位置させた光源基板(514)と、前記光源基板(514)の前方に位置するベー
ス板(52)と、前記ベース板(52)に後面が固定されて前記ベース板(52)を複数の領域に分離
可能な装飾部材（具体的には例えば反射部材(55)）とを備えた遊技機用照明装置(500)で
あって、前記光源(510)は、前記光源基板(514)に、前記ベース板(52)の正面方向に光を照
射するように配置され、前記ベース板(52)には、前記光源基板(514)に設けられた各光源(
510)に対応する位置に、光を通過させるために表裏に貫通する光通過孔(590)が設けられ
、前記複数の光源(510)は、前記ベース板(52)の前記装飾部材によって隔てられる一方側
の領域に位置する第１の光源(具体的には例えば周囲光源(512))と、前記ベース板(52)の
前記装飾部材（具体的には例えば反射部材(55)）によって隔てられる他方側の領域に位置
する第２の光源(具体的には例えば内部光源(511)）とを備え、前記第１の光源(具体的に
は例えば周囲光源(512))と前記第２の光源(具体的には例えば内部光源(511)）との光が混
在しないように、前記ベース板(52)の前記装飾部材（具体的には例えば反射部材(55)）が
取り付けられる側に前記装飾部材（具体的には例えば反射部材(55)）の前記後面よりも正
面方向に突出する間仕切り突条（具体的には例えば内部間仕切り突条(586)）を設けたこ
とを特徴とする。
【００１１】
　（請求項８）
　請求項８記載の発明は、次の点を特徴とする。すなわち、正面に開口する正面開口部(6
1)を有する筐体(2)と、前記筐体(2)の前記正面開口部(61)を開閉自在に塞ぐ前扉(3)とを
備えた遊技機(1)であって、前記前扉(3)に固定されて、請求項１から７までのいずれか１
項に記載の遊技機用照明装置(500)と、前記筐体(2)の内部に位置して、前記光源(510)を
制御するための制御装置とを備えたことを特徴とする。
　（請求項９）
　請求項９記載の発明は、次の点を特徴とする。すなわち、正面に開口する正面開口部(6
1)を有する筐体(2)と、前記筐体(2)の前記正面開口部(61)を開閉自在に塞ぐ前扉(3)とを
備えた遊技機(1)であって、前記前扉(3)に固定されて、請求項１、３、５又は６のいずれ
か１項に記載の前記遊技機用照明装置(500)と、前記筐体(2)の内部に位置して、前記光源
(510)を制御するための制御装置とを備え、前記遊技機用照明装置(500)は、前記第１装飾
部材として、外面が光を反射する反射部材(55)と、前記反射部材(55)の外側に位置して、
光を反射するための周囲反射部材(600)とを設けたことを特徴とする。
【００１２】
　（請求項１０）
　請求項１０記載の発明は、次の点を特徴とする。すなわち、正面に開口する正面開口部
(61)を有する筐体(2)と、前記筐体(2)の前記正面開口部(61)を開閉自在に塞ぐ前扉(3)と
を備えた遊技機(1)であって、前記前扉(3)に固定されて、請求項１、３、５又は６のいず
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れか１項に記載の前記遊技機用照明装置(500)と、前記筐体(2)の内部に位置して、前記光
源(510)を制御するための制御装置とを備え、前記遊技機用照明装置(500)は、前記第１装
飾部材（具体的には反射部材(55)）として、外面が光を反射する反射部材(55)を設け、前
記前扉(3)のうち前記遊技機用照明装置(500)を除く箇所には、前記反射部材(55)の外側に
位置して、光を反射するための周囲反射部材(600)を設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
　（請求項１）
　請求項１記載の発明によれば、内部間仕切り突条(586)により、周囲光源(512)からの光
と、内部光源(511)からの光とが混在することを防止することができる。これにより、周
囲光源(512)の光と、内部光源(511)からの光との色や発光タイミング等を明確に区別する
ことができ、それぞれの役割を区別することが可能となる。
　（請求項２）
　請求項２記載の発明によれば、角部間仕切り突条(583)により、周囲光源(512)からの光
と、角部光源(513)からの光とが混在することを防止することができる。これにより、周
囲光源(512)の光と、角部光源(513)からの光との色や発光タイミング等を明確に区別する
ことができ、それぞれの役割を区別することが可能となる。
【００１４】
　（請求項３）
　請求項３記載の発明によれば、請求項１記載の発明の効果に加えて、角部間仕切り突条
(583)により、周囲光源(512)からの光と、角部光源(513)からの光とが混在することを防
止することができる。これにより、周囲光源(512)の光と、角部光源(513)からの光との色
や発光タイミング等を明確に区別することができ、それぞれの役割を区別することが可能
となる。
　（請求項４）
　請求項４記載の発明によれば、請求項１から３までのいずれか１項に記載の発明の効果
に加えて、光通過孔(590)は、その内周面のうち所定方向の内周面がベース板(52)の正面
方向から所定角度傾斜した所定方向に向かって拡開するように形成されている。このため
、ベース板(52)の正面方向に向かって光を照射するように配設された光源基板(514)の光
源(510)からの光を、ベース板(52)の正面方向ではなく、前記所定方向に向かって案内す
ることができる。これにより、光源基板(514)やベース板(52)を、光源(510)からの光を照
射する方向に向かって配置する必要がなくなり、光源基板(514)やベース板(52)を取り付
ける際の無駄なスペースの発生を回避することができる。
【００１５】
　（請求項５）
　請求項５記載の発明によれば、請求項１又は３に記載の発明の効果に加えて、反射部材
(55)の前面の開口の傾斜と、光通過孔(590)の所定方向の内周面の傾斜とが同一の傾斜角
度となるように形成されている。これにより、光通過孔(590)を通過した光が反射部材(55
)の内部を通って、所定の傾斜角度方向へ妨げられることなく、照射される。
　（請求項６）
　請求項６記載の発明によれば、請求項１、３又は５記載の発明の効果に加えて、ベース
板(52)の面は、遊技機用照明装置(500)が取り付けられる遊技機(1)の正面に対して平行に
配置されるように形成されている。このため、当該遊技機用照明装置(500)を遊技機(1)に
取り付ける際、遊技機(1)の内部の配置構造から考慮すると、それらの周囲の部材の配置
と同様になり、遊技機(1)の内部構造に無駄なスペースを発生させない設計構造が可能と
なる。さらに、内部間仕切り突条(586)は、ベース板(52)を正面から見ると楕円形状に見
えるが、その楕円形状は、この遊技機用照明装置(500)が取り付けられる遊技機(1)で遊技
をする遊技者から見ると円形状となるように形成されている。これにより、内部間仕切り
突条(586)によって明確に区分された光の外縁も、遊技者から見るときれいな円形状に見
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えるように形成することができる。
【００１６】
　（請求項７）
　請求項７記載の発明によれば、間仕切り突条（具体的には、例えば内部間仕切り突条(5
86)や、角部間仕切り突条(583)）により、第１の光源（具体的には、例えば周囲光源(512
)）からの光と、第２の光源（具体的には、例えば内部光源(511)や、角部光源(513)））
からの光とが混在することを防止することができる。これにより、第１の光源のからの光
と、第２の光源からの光との色や発光タイミング等を明確に区別することができ、それぞ
れの役割を区別することが可能となる。
　（請求項８）
　請求項８記載の発明によれば、間仕切り突条（具体的には、例えば内部間仕切り突条(5
86)や、角部間仕切り突条(583)）により、複数の光源（具体的には、例えば、内部光源(5
11)、周囲光源(512)又は角部光源(513)）からの光が混在することを防止することができ
る。これにより、複数の光源からの光との色や発光タイミング等を明確に区別することが
でき、それぞれの役割を区別することが可能な遊技機用照明装置(500)を備え、その遊技
機用照明装置(500)を制御可能な遊技機(1)を提供することができる。
【００１７】
　（請求項９）
　請求項９記載の発明によれば、遊技機用照明装置(500)に周囲反射部材(600)を設けてい
るため、遊技機用照明装置(500)を取り付けることで、周囲反射部材(600)を前扉(3)に取
り付けることができる。
　（請求項１０）
　請求項１０記載の発明によれば、前扉(3)に周囲反射部材(600)を設けているため、遊技
機用照明装置(500)に周囲反射部材(600)を設ける必要がなく、遊技機用照明装置(500)を
コンパクトにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態であって、遊技機としてのスロットマシンの外観斜視図であ
る。
【図２】前扉を開いた遊技機の斜視図である。
【図３】上扉の分解斜視図である。
【図４】上扉枠の分解斜視図である。
【図５】装飾枠の分解斜視図である。
【図６】拡散ランプユニットの縦断面図である。
【図７】拡散ランプユニットを示す部分斜視図及び部分拡大断面図である。
【図８】凹面反射鏡の他の例を示す図である。
【図９】コーナーランプユニットの分解斜視図である。
【図１０】液晶ユニットの斜視図である。
【図１１】液晶ユニットの分解斜視図である。
【図１２】拡散レンズの異なる方向からの外観斜視図である。
【図１３】反射部材の異なる方向からの外観斜視図である。
【図１４】拡散レンズ及び反射部材の組立手順を示す外観斜視図である。
【図１５】拡散レンズ及び反射部材を組み立てた状態を示す外観斜視図である。
【図１６】固定ホルダーの（ａ）側面図、（ｂ）平面図である。
【図１７】固定ホルダーの（ａ）裏面図、（ｂ）正面図である。
【図１８】固定ホルダーの外観斜視図である。
【図１９】拡散レンズ及び反射部材を組み合わせたものに固定ホルダーを固定するための
（ａ）スライド前の状態を示す裏面図、（ｂ）スライド後の係合した状態を示す裏面図で
ある。
【図２０】拡散レンズ及び反射部材を組み合わせたものに固定ホルダーを固定するための
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（ａ）スライド前の状態を示す側面図、（ｂ）スライド後の係合した状態を示す側面図で
ある。
【図２１】部品一体化照明装置を開口孔に取り付ける手順を示す概略図である。
【図２２】ベース板の外観斜視図である。
【図２３】ＬＥＤ基板上のＬＥＤ素子の配置を示す正面図である。
【図２４】ベース板に反射部材を取り付けた状態のものを（ａ）ベース板の正面方向から
見た正面図、（ｂ）斜め左下の遊技者の視線から見た場合の概略図である。
【図２５】ベース板の光通過孔の拡開した状態を表す概念図である。
【図２６】コーナーランプユニットの光の方向と、遊技者の位置とを表した概略図である
。
【図２７】コーナーランプユニットの外観斜視図である。
【図２８】コーナーランプユニットの斜め４５度方向に切断した状態の切断図である。
【図２９】内部光源及び周囲光源の光の方向を示す概略断面図である。
【図３０】角部光源の光の方向を示す概略正面図である。
【図３１】角部光源及び外周部独立レンズ付近を斜め４５度方向に切断した状態の光の方
向を示す概略断面図である。
【図３２】外周部独立レンズの（ａ）外観斜視図、（ｂ）他の方向から見た外観斜視図で
ある。
【図３３】周囲照射部及びそのバリエーションを示す断面図である。
【図３４】遊技者照射部及びそのバリエーションを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明を実施するための最良の形態を、遊技機としてスロットマシンを例に、図面に基
づき説明する。
　本実施の形態における遊技機1は、図１及び図２に示すように、大きく分けて、正面側
に開口部を有する筐体2、筐体2の開口部を開閉可能に塞ぐ前扉3とから構成されている。
そして、この前扉3は、筐体2の開口上部を開閉可能に塞ぐ上扉4、筐体2の開口下部を開閉
可能に塞ぐ下扉5とに分割されている。
　なお、本明細書において、「前面」や「前」や「手前」とは、遊技者が、遊技機1の正
面側の前に遊技機1の方に顔を向けているような場合のこの遊技者から見た場合の奥から
手前への方向を意味する。同様に「背面」や「後方向」や「奥方向」とは、遊技者が、遊
技機1の正面側に遊技機1の方を向いているような場合のこの遊技者から見たときの手前か
ら奥への方向を意味する。同様に「左方向」や「右方向」等の左右方向も、特に説明をし
ていない場合には、この遊技機1の前面の方を向いて位置している遊技者から見た場合の
方向を意味する。
【００２０】
　（筐体2）
　筐体2は、図２に示すように、前面（遊技者と対峙する正面）側に開口する箱体である
。そして、筐体2の開口上部の内部には、３個の回転リール10を備えたリールユニット200
と、メイン基板ユニット20が収納されており、開口下部の内部には、電源ユニットとホッ
パーユニット15が設置されている。
　ここで、リールユニット200は、筐体2に着脱自在に形成されており、メイン基板ユニッ
ト20はリールユニット200の枠体に固定されている。メイン基板ユニット20は、ＣＰＵ、
ＲＯＭなど種々の電子部品を装着したメイン基板を、基板ケースに収納したものであり、
遊技機1の作動を制御するための主制御手段として機能する。ホッパーユニット15はメダ
ルを貯留するとともに入賞時等にはメダルを払い出す払い出し装置である。
【００２１】
　（前扉3）
　前扉3のうち、上扉4は、筐体2の側板にヒンジを介して回転自在に軸支された板状の扉
であり、図１に示すように、略中央部に回転リール23を正面側から見ることができる図柄
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表示窓8Aを有し、図柄表示窓8Aの上方には、演出表示を行うための装飾枠7が設けられて
いる。なお、上扉4の詳細な構成については後述する。
　上扉4を閉じると、筐体2のヒンジの反対側に設けられたラッチ錠（開閉鍵710）により
自動的にロックされ、筐体2の開口上部が閉塞される。また、下扉5を解放した状態で、下
扉5の裏側（内部側）下部に設けられた操作部を下方に引き下げることにより、上扉4のロ
ックが解除されるようになっている。
【００２２】
　前扉3のうち、下扉5は、筐体2の側板にヒンジを介して回転自在に軸支された上扉4より
も幅厚の扉であり、図１に示すように、下扉5の上部は、遊技機1を作動させるためのカウ
ンター状の操作部となっている。また、下扉5の下部には、ホッパーユニット15から払い
出されたメダルを貯めておくことができる払い出し皿13が形成されており、払い出し皿13
の奥側の壁には、下部スピーカ110が設けられている。
　前記操作部には、遊技メダルを投入するためのメダル投入口14、回転リール10の回転を
開始及び停止させるためのスタートスイッチ11及びストップスイッチ12などが設けられて
いる。さらに、図２に示すように、下扉5の裏面側には、前記メダル投入口14から投入さ
れたメダルを誘導しながらメダルの正偽を判断するためのメダルセレクター16が設けられ
ている。メダルセレクター16を通過したメダルは、ホッパーユニット15に転送され、メダ
ルセレクター16によりキャンセルされたメダルは、図１に示す払い出し皿13に排出される
。そして、下扉5を閉めると、ラッチ錠により自動的にロックされ、筐体2の開口下部が閉
塞されるものである。また、下扉5は、鍵穴に所定の鍵を差し込んで回すことによりロッ
クが解除され、下扉5を解放することにより、上扉4のロックを解除することができるよう
になっている。
【００２３】
　なお遊技機1は、メイン基板により行われる当選判定の抽選結果が所定の当選役に当選
し、前記ストップスイッチ12の操作により当選図柄が入賞の態様となるように回転リール
10を停止させることができると入賞となり、ホッパーユニット15からメダルが払い出され
たり、ボーナスゲームなどの有利な遊技が開始されるようになっている。
　（上扉4）
　次に、上扉4の構造について詳述する。
　上扉4は、図３に示すように、装飾枠7を固定して上扉4の外観を成す上扉枠6と、上扉枠
6の内側に設けられる基体9と、基体9の正面側に配置される上パネル8とを備えている。上
扉枠6は、中央よりも下側が前後に貫通する開口部61となっている枠本体60からなる枠部
材である。基体9は、略中央部に、前後に貫通する開口部9Aが形成された板部材である。
開口部9Aの両側には発光体が内蔵された発光表示部9Bが設けてあり、開口部9Aの下方には
、７セグメント表示器等から成る表示部9Cが設けられている。上パネル8は、透明なアク
リル板に種々の絵柄を印刷して成り、中央部に透明な可視部を設けて、図柄表示窓8Aを形
成してある。基体9の正面側に上パネル8を固定し、上扉枠6に収納固定することにより、
上パネル8が上扉枠6の開口部61を裏面側から塞ぐ。そして、上扉4を閉めた状態で、筐体2
の内部に収納されているリールユニット200の回転リール10が、図柄表示窓8Aから視認で
きるようになっている。
【００２４】
　ここで、上扉枠6の枠本体60には、図４に示すように、開口部61の上側に、装飾枠7を固
定するための装飾枠固定部62が設けられているとともに、開口部61の両側の脚部60Aには
、サイドランプ固定部63が形成されている。そして、サイドランプ固定部63には、後述す
る拡散ランプユニット40が取り付けられている。なお、サイドランプ固定部63は、拡散ラ
ンプユニット40の一部を成すものとなっているが、これについては後述する。
　（装飾枠7）
　装飾枠7は、図３及び図４に示すように、上扉枠6の正面上部に着脱自在に固定される演
出用ブロックであって、中空箱形の枠本体70に種々の演出用デバイスを取り付けた構造に
なっている。具体的には、図４に示すように、枠本体70の正面中央部には液晶ユニット80
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が、枠本体70の正面上側中央部及び正面下側の左右には拡散ランプユニット40が、正面上
側角隅部にはコーナーランプユニット50が、正面中央の左右には上部スピーカ100が、そ
れぞれ設けられている。拡散ランプユニット40及びコーナーランプユニット50は、遊技機
1の発光表示部となる照明装置である。
【００２５】
　さらに、枠本体70の背面側上部には、装飾枠7に搭載されている演出用デバイスの作動
を制御するための表示制御基板を有する表示制御基板ユニット30が設けられている。表示
制御基板ユニット30は、ＣＰＵ、ＲＯＭなど種々の電子部品を装着した表示制御基板を、
基板ケースに収納したものである。
　そして、装飾枠7は、上扉枠６に固定する際、枠本体70の背面上端部に後方に向かって
突設された突部301（図４参照）を、上扉枠６の枠本体60の正面側上端部設けられた嵌合
孔部300（図４参照）に差し込んで嵌合させることにより、容易に上扉枠６に取り付ける
ことができるとともに、装飾枠7の上面と上扉枠６の上面とが略面一となるようにお互い
を矯正できるようになっている。
【００２６】
　（枠本体70）
　前記枠本体70は、背面側が開放する枠部材であって、図５に示すように、コーナーラン
プユニット50を取り付けるためのコーナーランプ固定部71、拡散ランプユニット40を取り
付けるための上部ランプ固定部72及び下部ランプ固定部73、上部スピーカ100を取り付け
るためのスピーカ固定部74、液晶ユニット80を取り付けるための液晶ユニット固定部75が
、それぞれ設けられている。コーナーランプ固定部71は、枠本体70の正面上側角隅部に設
けられた切り欠き段部であり、奥側の壁には、コーナーランプユニット50の拡散レンズ54
等を嵌入可能な開口部が形成されている。上部ランプ固定部72及び下部ランプ固定部73は
、上扉枠６のサイドランプ固定部63と同様の構成を有しているものである。スピーカ固定
部74は、枠本体70の正面に設けられた楕円形の開口部であり、背面側から上部スピーカ10
0を取り付けることにより、上部スピーカ100のグリル面によって塞がれるようになってい
る。液晶ユニット固定部75は、枠本体70の正面中央部に形成された方形の開口部であり、
背面側から液晶ユニット80を取り付けることにより、液晶パネル81Aの前面に固定されて
いる強化ガラス84によって塞がれるようになっている。
【００２７】
　（拡散ランプユニット40）
　拡散ランプユニット40は、図４乃至図６に示すように、ＬＥＤ基板41と、ＬＥＤ基板41
の手前側に配置され複数の円柱形の拡散レンズ42Aが形成されたレンズ部材42と、拡散レ
ンズ42Aにより拡散された光線を反射させるための複数の凹面反射鏡43と、凹面反射鏡43
を正面側から覆い隠すレンズカバー45とを備えている。上扉枠６のサイドランプ固定部63
及び装飾枠7の下部ランプ固定部73に配置される拡散ランプユニット40は、ＬＥＤ基板41
が基板ケース（図５では省略している）に収納されて、それぞれ上扉枠６の枠本体60、装
飾枠7の枠本体70に固定される。装飾枠7の上部ランプ固定部72に配置される拡散ランプユ
ニット40のＬＥＤ基板41は、図５に示すように、表示制御基板ユニット30の前面に取り付
いている。
【００２８】
　凹面反射鏡43は、前述したように、サイドランプ固定部63に複数個、縦列して形成され
ているとともに、上部ランプ固定部72、下部ランプ固定部73に複数個、並列して形成され
ている。そして、各凹面反射鏡43の中央部に設けられた開口部から、拡散レンズ42Aが正
面側に突出するようになっている（図６参照）。レンズカバー45は、サイドランプ固定部
63、上部ランプ固定部72、下部ランプ固定部73をそれぞれ覆う透光性を有する着色カバー
である。
　本実施の形態における拡散ランプユニット40は、光源であるＬＥＤ素子41Aの点発光を
拡散レンズ42Aにより拡散させ、凹面反射鏡43によって特定の方向（遊技者の方向）に反
射させることにより、レンズカバー45が全体的に発光しているように見える構成となって
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いる。
【００２９】
　なお、凹面反射鏡43は、図７に示すように、その断面がなめらかな放物線を描くような
曲面から形成されているが、図８に示すように、その表面に多数の凹部を設けて、光を多
方向に拡散させるように形成してもよい。
　（コーナーランプユニット50）
　コーナーランプユニット50は、図９に示すように、ＬＥＤ基板51と、ベース板52と、固
定ホルダー53と、拡散レンズ54と、反射部材55と、正面レンズ56と、外周部独立レンズ57
と、レンズカバー58（図５参照）と、を備えている。なお、図９に示したのは、装飾枠7
の正面左側に位置するコーナーランプユニット50である。正面右側に位置するコーナーラ
ンプユニット50の各構成部品は、図示したものと対称に形成されている。
【００３０】
　前記ＬＥＤ基板51及びベース板52は、枠本体70の背面側に取り付けられるものであり、
拡散レンズ54と反射部材55は、固定ホルダー53を介して枠本体70の正面側からベース板52
に固定されるものである。正面レンズ56は、反射部材55の正面に固定されるものである。
また、外周部独立レンズ57は、枠本体70のコーナーランプ固定部71の奥壁の隅角部に設け
られた三角孔523（図２１）を通して、正面側からベース板52に固定されるものである。
　本実施の形態におけるコーナーランプユニット50においては、ベース板52には、ＬＥＤ
基板51に設けられたＬＥＤ素子41Aの照射光を通過させるための開口部が複数形成されて
おり、複数の開口部は遊技者の位置から見たときに円形となるように楕円形に配置されて
いるとともに、各開口部はＬＥＤ素子41Aの照射光を遊技者の方向にまっすぐ照射できる
ように遊技者側の内周面に関しては中心軸を斜めにして傾斜し、拡開するように穿設され
ている。また、拡散レンズ54及び反射部材55は、正面が遊技者の方向に向かうように取り
付けられている。これらの構成によって、ＬＥＤ素子41Aの光が遊技者の方向に指向性を
持って照射される。また、拡散レンズ54及び反射部材55の形状は、照射光が遊技者の方向
に向けてだけでなく、他の方向、例えば隣の遊技機に座している遊技者や遊技者の後ろを
通過する通行人などに向けても拡散されるような構造となっている。さらに、ＬＥＤ素子
41Aは、通常、白色光だが異なる色の発光も可能であり、各色の照射光が、枠本体70のコ
ーナーランプ固定部71の内面や、拡散レンズ54、反射部材55、外周部独立レンズ57に反射
して種々の方向に屈折すると同時に、各部材によって反射領域が区切られて、光の色が混
ざらないように形成されている。
【００３１】
　なお、コーナーランプユニット50の固定構造については、後で詳細に説明する。
　また、コーナーランプユニット50の拡散レンズ54と反射部材55との役割等についても後
で詳細に説明する。
　また、外周部独立レンズ57の構造についても後で詳細に説明する。
　また、コーナーランプユニット50の光の進行方向を遊技者方向に効果的にすることがで
きる構成についても後で詳細に説明する。
　（液晶ユニット80）
　液晶ユニット80は、図１０及び図１１に示すように、液晶表示装置81を裏枠82及び前枠
83の間に挟み、前枠83の正面側に配置した強化ガラス84を保持フック90で固定した構成と
なっている。液晶表示装置81は、液晶パネル81Aと駆動回路基板等を備えた市販の液晶モ
ジュールである。裏枠82は、図１１に示すように、液晶表示装置81を収納可能な箱形の枠
であり、その背面には、液晶表示装置81の作動を制御するための液晶制御基板86が固定さ
れ、裏ケース85が取り付けられる。前枠83は、裏枠82に収納された液晶表示装置81の正面
側に配置される中央が開口する枠体であり、この中央開口83Dから液晶パネル81Aの画面を
視認できるようになっている。強化ガラス84は、前枠83の中央開口83Dを正面側から覆う
透明な板ガラスであり、液晶パネル81Aを保護するためのものである。保持フック90は、
ポリアセタール樹脂などの弾力性の高い素材によって形成されており、強化ガラス84の左
右の縁部を挟持して押さえるためのものである。そして、裏枠82、前枠83、保持フック90
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は、固定ネジ87によって一体的に固定されるとともに、強化ガラス84は、保持フック90に
よって液晶パネル81Aの前面に保持される。そして、裏枠82を装飾枠7の枠本体70の裏面に
固定することにより、液晶ユニット固定部75から液晶パネル81Aが視認可能となる状態で
、装飾枠7に装着されるようになっている。
【００３２】
　（コーナーランプユニット50）
　コーナーランプユニット50は、図９に示すように、ＬＥＤ基板51と、ベース板52と、固
定ホルダー53と、拡散レンズ54と、反射部材55と、正面レンズ56と、外周部独立レンズ57
と、レンズカバー58（図５参照）とを備えている。
　（レンズカバー58）
　前記レンズカバー58は、図５に示すように、拡散レンズ54や反射部材55を組み合わせた
ものを開口孔520に取り付けた後、それらの前面側を覆う無色透明の樹脂からなるカバー
である。なお、有色透明にして、ＬＥＤ素子41Aからの発光色をより効果的な色に見える
ようにすることもできる。また、このレンズカバー58にも、その厚みを場所によって凹面
状或いは凸面状に形成して、ＬＥＤ素子41Aからの光を集光したり、拡散させる等のレン
ズとしての機能を持たせるようにしてもよい。
【００３３】
　（ＬＥＤ基板51）
　前記ＬＥＤ基板51は、複数の光源510を配置させた光源基板514であって、ベース板52の
背面側に取り付けられるものであり、このＬＥＤ基板51の正面側には、光を発生させる光
源510としてのＬＥＤ素子41Aが配置されてある。このＬＥＤ基板51は、その表面からの垂
直線が遊技者の座る目線に向かって配置するのではなく、遊技機1の正面を向いて配設さ
れている。すなわち、ＬＥＤ基板51それ自体だけでは、遊技機1の前扉3の正面方向に光を
照射するように配置されているものである。光源510としてのＬＥＤ素子41Aは、図９及び
図２３に示すように、反射部材55の周囲に位置する１６個のＬＥＤ素子41Aからなる周囲
光源512と、反射部材55の内部に位置する４個のＬＥＤ素子41Aからなる内部光源511と、
外周部独立レンズ57の内部に位置する１個のＬＥＤ素子41Aからなる角部光源513とを備え
ている。内部光源511及び周囲光源512のいずれも楕円形状に配置されているが、いずれも
、図２５や図２６に示すように、当該遊技機1の正面に座って遊技をする遊技者の目から
見たときに、図２４（ｂ）のように円形状に見えるような正面視で楕円形状に、ＬＥＤ素
子41Aを配置している（図２３）ものである。そして、ＬＥＤ素子41Aの取り付け位置も、
斜めに光を発生させるのではなく、ＬＥＤ基板51の表面に対して垂直方向、すなわち正面
に向かって光を発するように取り付けてある。
【００３４】
　なお、ＬＥＤ素子41Aの発光形態は、制御により遊技内容に基づいて、種々の発光パタ
ーンを有するものである。具体的には、全部点灯する場合や、或いは、周囲光源512及び
内部光源511は、それぞれ１個だけ発光させて、その発光を所定の回転方向に発光状態を
移動させて、発光しているＬＥＤ素子41Aは、周囲光源512及び内部光源511でそれぞれ１
個であるが、点灯している光の軌跡が所定の回転方向に回転しているように見えるように
してもよい。また、内部光源511、周囲光源512及び角部光源513を全部発光させる場合以
外にも、内部光源511だけ、周囲光源512だけ、又は角部光源513だけを発光させるように
してもよく、また、それらのうちから特定に２種類だけを発光させるようにしてもよい。
また、本実施の形態ではＬＥＤ素子41Aは、通常、白色光を発光させているが、白色光の
みならず、赤、緑、青のいずれも色も発光可能に形成されている。これにより、上述した
ような種々の発光パターンに発光色の違いも結合した種々の発光パターンを形成すること
ができる。また、これらの発光パターンの相違と、遊技内容をリンクさせることにより、
当選や、入賞の違いや、当選役の種類ごとに異なる発光パターン等を種々、組み合わせて
、遊技者にそれらの遊技内容を報知することができる。
【００３５】
　（ベース板52）
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　前記ベース板52は、樹脂からなり、その背面側にＬＥＤ基板51を固定するとともに、そ
の正面側には、固定ホルダー53を固定することができるものである。なお、ベース板52は
、装飾枠7の左右の開口孔520に固定するための左右対照な２種類のものが用意してある。
そして、このベース板52は、装飾枠7の開口孔520を介して、固定ホルダー53を前扉3に固
定可能なものである。図２２に示すように、ベース板52は、全体形状が四角板状のベース
本体580から形成されている。そして、ベース本体580には、ＬＥＤ基板51のＬＥＤ素子41
Aの配置と対応する位置に整合して、光源510としてのＬＥＤ素子41Aから発生する光を前
面側に通過させるため、ベース本体580の表裏に貫通して開口する光通過孔590が形成され
ている。光通過孔590は、内部光源511の光を通過させるため、内部光源511の配置と整合
する４個の内側光通過孔591と、周囲光源512の光を通過させるため、周囲光源512の配置
と整合する１６個の外側光通過孔592と、角部光源513の光を通過させるため、角部光源51
3の配置と整合する１個の角部光通過孔593とを備えている。そして、それらの光　通過孔
590は、図２５や、図２９や図３１に示すように、その内周面のうち遊技者方向の内周面
が遊技者方向に向かって拡開するように形成されている。
【００３６】
　前記ベース板52の外側光通過孔592と、角部光通過孔593との間には、図２２に示すよう
に、ベース板52の表面から正面方向に向かって立設する角部間仕切り突条583が形成され
ている。この角部間仕切り突条583は、角部光源513と周囲光源512との光が反射部材55に
おいて混在しないように、角部光源513からの光が反射部材55へ照射されないように、両
者の間に仕切りを設けているものである。これにより、周囲光源512からの光と、角部光
源513からの光とが混在することを防止することができ、光の色や発光タイミング等を明
確に区別することができ、それぞれの役割を区別することができるものである。
　なお、本実施の形態では設けていないが、前記ベース板52の外側光通過孔592と、内側
光通過孔591との間にも、図２２及び図３１の点線で示すように、ベース板52の表面から
正面方向に向かって立設する内部間仕切り突条586を設けてもよいものである。この内部
間仕切り突条586を設けることにより、周囲光源512と内部光源511との光が混在しないよ
うにすることができる。これにより、周囲光源512の光と、内部光源511からの光との色や
発光タイミング等を明確に区別することができ、それぞれの役割を区別することが可能と
なる。
【００３７】
　更に、この内部間仕切り突条586は、ベース板52の正面視で楕円状に形成され、その楕
円状の形状は、内部光源511や周囲光源512と同様に席に座って遊技をする遊技者から見る
と円形状となるような形状に形成されている。これにより、内部間仕切り突条586によっ
て明確に区分された光の外縁も、遊技者から見るときれいな円形状に見えるように形成す
ることができる。このような内部間仕切り突条586を設ける場合には、周囲光源512を繋い
だ軌跡と、内部光源511を繋いだ軌跡と、内部間仕切り突条586と形状とが、ベース板52を
正面視したときに相似形となるような楕円形状となることが好ましく、更に、遊技者から
見たときのそれらの円形が同一の中心を有する相似形の円形状に見えるように形成されて
いることが好ましい。
【００３８】
　ベース板52には、固定ホルダー53との間で位置決めを行うための位置決め部582が形成
されている。この位置決め部582は、ベース板52の中央に位置して、正面側に向かって円
板状に突出し、後述する固定ホルダー53の円形孔574に嵌め込み可能なベース円板581と、
このベース円板581の円形外周面から外方（半径方向）に突出する位置決め突出部585とを
備えている。そして、このベース円板581の中央には、固定ホルダー53を固定するための
締結部材であるネジが挿入可能な貫通孔584が形成されている。
　（固定ホルダー53）
　前記固定ホルダー53は、樹脂からなり、拡散レンズ54及び反射部材55を固定するための
ものであって、この固定ホルダー53は、ベース板52に固定されるように形成されている。
なお、固定ホルダー53は、必ずしも樹脂である必要はなく、金属から形成されてもよい。
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【００３９】
　前記固定ホルダー53は、図１６～図１８に示すように、八角形の板状であるホルダー本
体566と、このホルダー本体566の中央から手前側に向かって円板状に突出する円板部567
と、この円板部567の中央から更に手前側に向かって円柱状に突出する円柱部568とを備え
ている。内部光源511の４個のＬＥＤ素子41Aにおいて、隣接するＬＥＤ素子41Aを１つず
つ順に点灯させて（内部光源511で点灯しているのは１個のＬＥＤ素子41Aだけ）、点灯状
態が所定の回転方向に回転しているように見える発光態様を行う場合がある。かかる場合
に、円板部567及び円柱部568が形成されていることによって、正面レンズ56の発光してい
ない内部光源511の前方部分に発光している内部光源511からの光が当たらないようにする
効果を有する。
【００４０】
　前記ホルダー本体566には、内部光源511の光を通過させるための４個の光源開口孔564
が形成されている。また、ホルダー本体566には、後述する反射部材55及び拡散レンズ54
の係合部530に対応して、各係合部530に係合可能な４個の被係合部555が形成されている
。この被係合部555は、固定ホルダー53を遊技機1に取り付けた際の手前側の面に形成され
ている。
　前記被係合部555は、後述する拡散レンズ54及び反射部材55の係合部530であって、拡散
レンズ54及び反射部材55から固定ホルダー53を引き離す方向に対して略直角方向に突出す
る突片531が係合可能なものである。この被係合部555は、ホルダー本体566の前面側から
突出する先端が折れ曲がったＬ字状片560であって、固定ホルダー53をスライドさせるこ
とにより、Ｌ字状片560の先端部分が突片531の反固定ホルダー53側に位置するように形成
されている。すなわち、Ｌ字状片560の先端とホルダー本体566との間に、突片531が挟み
込まれるようにして係合される。このＬ字状片560は、拡散レンズ54の突片531と係合する
２個の大Ｌ字状片561と、反射部材55の突片531と係合する２個の小Ｌ字状片565とを備え
ている。前記小Ｌ字状片565は、円周方向に１８０度間隔で２個、形成されるとともに、
Ｌ字状の先端が、いずれも外方（半径方向）に向かって突出している。前記大Ｌ字状片56
1は、円周方向に１８０度間隔で２個、形成されているが、Ｌ字状の先端が、一方向、具
体的には、固定ホルダー53を反射部材55及び拡散レンズ54に固定する際のスライド方向に
向かって、突出するように形成されている。この大Ｌ字状片561は、２個ある大Ｌ字状片5
61のうち前記スライド方向の先側に配置されて、Ｌ字状の先端が固定ホルダー53の中心か
ら外方に向かって突出する先側大Ｌ字状片562と、２個ある大Ｌ字状片561のうち前記スラ
イド方向の後側に配置されて、Ｌ字状の先端が固定ホルダー53の外側から中心に向かって
突出する後側大Ｌ字状片563とを備えている。
【００４１】
　結果として、Ｌ字状片560は、上述した合計４個（２個の小Ｌ字状片565及び２個の大Ｌ
字状片561）からなり、それらがベース板52の正面側の周囲に９０度間隔で、４個、配置
されている。そして、ベース板52のホルダー本体566には、係合させる際に裏面側から係
合状態を覗いて確認可能な４個の表裏に貫通する方形状の覗き開口孔569が形成されてい
る。そして、その覗き開口孔569の一辺の縁を形成している部分から、前記Ｌ字状片560は
、正面側に向かって突出するように形成されている。係合作業の際、固定ホルダー53の裏
面側から覗き開口孔569を覗くことにより、図１９（ａ）に示すように、固定ホルダー53
を、拡散レンズ54及び反射部材55を組み合わせたものに重ねてスライド前の係合前の状態
であることや、固定ホルダー53の重ね位置が略適正であるか否か等の判断を可能となる。
そして、図１９（ｂ）に示すように、固定ホルダー53を、その状態からスライドさせて、
Ｌ字状片560及び突片531が係合状態となっていく状態を確認することができると共に、最
終的にＬ字状片560及び突片531が係合している状態を、その覗き開口孔569から確認する
ことができる。これにより、これらの組立作業を確実且つ迅速に行うことが可能となる。
【００４２】
　前記固定ホルダー53を遊技機1に取り付けた際の背面側の面には、図１７（ａ）に示す
ように、ベース板52の位置決め部582に対応する位置に、位置決め部582に嵌り込み可能な
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被位置決め部570が形成されている。この被位置決め部570は、ベース板52のベース円板58
1がはめ込み可能な円柱状の空間を有する円形孔574と、円形孔574の内周面から外側に向
かって切り欠かれた第１切り欠き部571及び第２切り欠き部572とを備えている。この第１
切り欠き部571及び第２切り欠き部572を設けたのは、ベース板52及び固定ホルダー53の相
対位置を複数位置で変更可能に位置決めができるように形成されているものである。すな
わち、位置決め部582及び被位置決め部570は、ベース板52と固定ホルダー53との相対位置
を変更させて位置決め可能に形成されている。具体的には、固定ホルダー53として１種類
のものを作成し、ベース板52を右側のコーナーランプユニット50に使用するものと、左側
のコーナーランプユニット50に使用するものとの２種類用意しているものである。そして
、右側用と、左側用とのベース板52の位置決め突出部585が位置が異なっているため、そ
れらの両方に対応して係合できるように、第１切り欠き部571及び第２切り欠き部572を設
けているものである。なお、本実施形態では、固定ホルダー53に第１切り欠き部571及び
第２切り欠き部572の２つを設けているが必ずしもこれに限定されるものではなく、固定
ホルダー53に位置決め突出部585に相当するような突出部を設け、ベース板52に第２切り
欠き部572等に相当する切り欠き部（実施例と逆）を複数個、設けるようにして相対位置
を変更するようにしてもよい。また、両方に、複数個の切り欠きまたは、突出する箇所を
、円周方向に所定角度間隔で設けてもよい。更に、本実施の形態では左右の２つのパター
ンだけであるが、更に上下左右の４パターン等の２以上の複数のパターンであっても、対
応する切り欠き、又はそれに係合可能な突出する部分を、２以上の箇所、設けることによ
って対応可能である。
【００４３】
　（拡散レンズ54）
　前記拡散レンズ54は、光を透過可能な透明樹脂からなり、光源510からの光を拡散させ
るためのものである。なお、光を透過可能であれば着色された有色透明樹脂であってもよ
い。
　前記拡散レンズ54は、全体形状が略円筒状の円筒レンズ部540と、この円筒レンズ部540
の手前側から外側に向かって拡開する先端レンズ部541とを備えている。この先端レンズ
部541は、図１２に示すように、前面側の表面は、滑らかな曲面から形成されているが、
その裏面側は、多数の凹凸溝が筒状の中心から放射状に延びるように形成され、ＬＥＤ素
子41Aからの光を効果的に拡散することができるように形成されている。
【００４４】
　前記拡散レンズ54は、反射部材55と共に固定ホルダー53で一体化されてベース板52に固
定される。そして、前記円筒レンズ部540の奥側端面は、ベース板52を装飾枠7の左右の開
口孔520付近に固定した際、円筒レンズ部540の中心軸が、遊技をするために遊技機1の前
に座っている遊技者の目付近に到達するような方向に斜めに切断された傾斜底面542が形
成されている。
　前記拡散レンズ54は、透明樹脂からなり、周囲光源512からの光を透過、屈折又は拡散
させることができるように形成されている。この拡散レンズ54は、透明樹脂のため、主と
して、周囲光源512からの光はそのまま透過する。また、周囲光源512からの光のうちの一
部の光は、先端レンズ部541の奥側の裏面に放射状に形成された複数の溝等により、複数
方向に屈折及び拡散させることもできるように形成されている。
【００４５】
　前記拡散レンズ54の円筒レンズ部540の内面の傾斜底面542側には、図１４に示すように
、固定ホルダー53の被係合部555に係合可能な係合部530が、円周内面に１８０度間隔で合
計２個、配置されている。この係合部530は、拡散レンズ54及び反射部材55から固定ホル
ダー53を引き離す方向に対して略直角方向に突出する突片531としてのレンズ突片532であ
って、固定ホルダー53のＬ字状片560に係合可能なものである。このレンズ突片532は、具
体的には、傾斜底面542のうち、円筒レンズ部540の円筒外周面の先端レンズ部541から傾
斜底面542までの長さが最も長くなる位置に、Ｉ字状に円筒レンズ部540の中心軸方向に突
出するＩ状突片534と、傾斜底面542のうち、円筒レンズ部540の円筒外周面の先端レンズ
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部541から傾斜底面542までの長さが最も短くなる位置に、枠状に円筒レンズ部540の中心
軸方向に背面視でコ字状に突出する枠状突片535とが形成されている。そして、枠状突片5
35には、そのコ字状の内側となる部分に開口する枠状突片開口部536が形成されている。
この枠状突片開口部536は、固定ホルダー53の後側大Ｌ字状片563が差し込み可能に形成さ
れている。
【００４６】
　また、図１４に示すように、このＩ状突片534は、後述する反射部材55のＩ状突片差し
込み部551にはめ込み可能であり、また、枠状突片535は、後述する反射部材55の枠状突片
差し込み部552に嵌め込み可能に形成されている。このＩ状突片534及び枠状突片535が、
Ｉ状突片差し込み部551及び枠状突片差し込み部552に係合することにより、拡散レンズ54
の傾斜底面542及び反射部材55の傾斜底面547の面方向への相対位置を規制することができ
、拡散レンズ54と、反射部材55との位置決めが可能となるとともに、図１５に示すように
、両者の仮固定が可能となるように形成されている。
　前記拡散レンズ54の先端レンズ部541の奥側には、奥方向に向かって突出すると共に、
その突出先端がＬ字状に外側に向かって折り曲がったレンズＬ字状片537が形成されてい
る。このレンズＬ字状片537は、円周方向に１８０度間隔で合計２個、形成されている。
このレンズＬ字状片537は、後述する装飾枠7の開口孔520の差し込み部521（図２１）から
差し込んでレンズＬ字状片537のＬ字状に折れ曲がった部分がスライド部522に係合可能に
形成されているものである。
【００４７】
　（反射部材55）
　前記反射部材55は、拡散レンズ54の内側に嵌って、光源510からの光を反射する筒状の
ものである。この反射部材55は、材質が樹脂からなり、その表面に光を反射することがで
きるような鏡面メッキ加工が内側を含む全表面に施されているものである。もちろん、材
質はこれに限定されることなく、光を反射することができるものであればステンレス等の
金属等から形成してもよい。
　前記反射部材55は、全体形状が略円筒状の円筒反射部545と、この円筒反射部545の手前
側から外側に向かって拡開する先端反射部546とを備えている。この円筒反射部545の奥側
端面は、反射部材55を装飾枠7の左右の垂直面に配置した際、円筒反射部545の中心軸が、
遊技をするために遊技機1の前に座っている遊技者の目付近に到達するような方向に斜め
に切断された傾斜底面547が形成されている。反射部材55及び拡散レンズ54を固定ホルダ
ー53を介して一体化した際、この反射部材55の傾斜底面547と、拡散レンズ54の傾斜底面5
42とは、同一の傾斜角度からなる同一平面上に位置するように形成されている。
【００４８】
　前記反射部材55の外周及び内周表面は、円柱状の均一な曲率を有する曲面ではなく、図
１３、図１４、図１５及び図２４に示すように、円周方向に波をうつように曲率が変化す
るように形成されている。これにより、光源510からの光を内周面及び外周面で、他方向
に反射させることができるように形成されているものである。更に、図２４に示すように
、反射部材55を組み立てて取り付けたときに、周囲光源512のＬＥＤ素子41Aと、反射部材
55の周囲の各凹み部分が、１対１に対応するように、すなわち、１つの反射部材55の周囲
の凹みに１個のＬＥＤ素子41Aが配置されるように形成されてあり、周囲光源512の各ＬＥ
Ｄ素子41Aと、反射部材55の各凹み部分とが対応した位置となっている。これにより、周
囲光源512の各ＬＥＤ素子41Aの光を円周方向に対して放射状に照射することができる。
【００４９】
　更に、図２４（ｂ）に示すように、反射部材55を組み立てて取り付けたときに、内部光
源511のＬＥＤ素子41Aの位置が、反射部材55の内方側への各凸部の略中央位置となるよう
に配置されている。これにより、内部光源511の４個のＬＥＤ素子41Aの光を反射部材55内
部に同様に分散させた反射光を発生するように形成されている。
　前記反射部材55の円筒反射部545の傾斜底面547には、固定ホルダー53の被係合部555と
しての小Ｌ字状片565に係合可能な係合部530を有している。この係合部530は、円筒反射
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部545の傾斜底面547から円筒反射部545の中心軸側に向かって突出する突片531であり、四
角板の四角突片550が傾斜底面542に形成されているものである。この四角突片550の下に
固定ホルダー53の小Ｌ字状片565のＬ字状に折れ曲がった先端が入りこむことにより、両
者を係合状態にすることができるように形成されている。
【００５０】
　（正面レンズ56）
　前記正面レンズ56は、反射部材55の先端反射部546の前面側を覆う半透明樹脂からなる
ものである。具体的には、この正面レンズ56は、先端反射部546の筒部分の先端側の開口
を塞ぐように固定されている。なお、透明樹脂にしてもよく、また、赤色等の有色の半透
明樹脂から形成してもよい。この正面レンズ56には、多数の放射状または円周状の溝が形
成されてあり、内部光源511からの光を集光して遊技者に直接、届くようにすると共に、
内部光源511からの光の一部を多方向にも拡散させて、周囲からも見ても、照射状態の外
観を美的なものにしている。
【００５１】
　（外周部独立レンズ57）
　前記外周部独立レンズ57は、図３２に示すように、前扉3の正面方向に向かって光を照
射可能な角部光源513の正面側に配置して、その角部光源513からの光を透過、反射、拡散
、屈折等させるためのものである。
　この外周部独立レンズ57は、略四面体形状のうちＬＥＤ基板51側の面が無くて開口して
いる袋状に形成され、その開口している面をＬＥＤ基板51側に向けて配置してある。なお
、ここで、本実施の形態では、外周部独立レンズ57は、略四面体形状のうちＬＥＤ基板51
側の面がない袋状に形成されているものを使用しているが、外周部独立レンズ57の形状は
必ずしもこれに限定されるものではなく、略四面体形状のものを使用して、ＬＥＤ基板51
側の面にもレンズを設けた略四面体形状のものを使用してもよい。そして、略四面体形状
に形成されている場合には、そのうちのＬＥＤ基板51側の面を、ＬＥＤ基板51側に向けて
固定し、遊技者方向に臨む一面を遊技者方向面630として形成し、ＬＥＤ基板51側の面及
び遊技者方向面630を除く他の２面を周囲方向面640として形成してもよいものである。
【００５２】
　前記外周部独立レンズ57は、遊技者方向に臨む遊技者方向面630と、遊技者方向以外の
方向に臨む周囲方向面640とを備えている。また、前記外周部独立レンズ57は、先端側（
手前側）に位置する先端部620と、先端部620以外の柱部625とを備えている。
　前記周囲方向面640には、光源510からの光を所定方向以外の方向に照射するように光源
510からの光の進行角度を変更させる先端照射部621が形成されている。この先端照射部62
1は、ＬＥＤ基板51の光源（ＬＥＤ素子41A）を配置した面の垂直方向（前扉3の正面方向
）に向かって突設する外周部独立レンズ57の前記先端部620に形成されている。そして、
先端照射部621には、光源510からの光を周囲に照射可能なように光の進行角度を変化させ
る深溝622が縦方向に形成されている。
【００５３】
　更に、前記周囲方向面640には、光源510からの光を所定方向（遊技者方向）以外の周囲
、具体的には、遊技者方向以外の方向に照射するように光源510からの光の進行角度を変
更させる周囲照射部641が形成されている。この周囲照射部641は、外周部独立レンズ57の
先端照射部621よりもＬＥＤ基板51側、いわゆる柱部625に形成されている。そして、この
周囲照射部641には、光源510からの光を周囲に照射可能なように光の進行角度を変化させ
る浅溝623が縦方向に形成されている。
　ここで、周囲照射部641の前記浅溝623の方が、先端照射部621の前記深溝622よりも溝の
深さが浅く形成されている。これにより、光の反射や屈折させる角度を異ならせることが
できる。更に、周囲照射部641の浅溝623は、先端に向かうにつれて、溝の深さが深くなっ
て、段差が大きくなり、遊技者方向面630に近づくように形成されている。なお、周囲照
射部641の浅溝623は、それに限定されるものではなく、一致の溝の深さで形成されてもよ
い。
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【００５４】
　前記先端照射部621及び周囲照射部641の深溝622及び浅溝623は、具体的には、図２８の
ような斜め方向に切断したときの断面形状が、図３３（ａ）に示すような段差状に形成さ
れている溝からなるものであるが、溝形状は特にこれに限定されるものではなく、図３３
（ｂ）～（ｆ）に示すように光の進行角度を変化させることができるものであれば他の種
々の断面形状であってもよい。
　前記遊技者方向面630には、光源510からの光を所定方向、具体的には遊技者方向に照射
するように光源510からの光の進行角度を変更させる遊技者照射部631が形成されている。
この遊技者照射部631は、図３２（ｂ）に示すように、緩やかな曲面状の凹んだ部分に複
数の凹凸溝である縦溝624が、外周部独立レンズ57を遊技機1に取り付けた状態の前後方向
に沿って形成されている。なお、縦溝624を、外周部独立レンズ57を遊技機1に取り付けた
状態の前後方向に沿って緩やかな曲面となるように形成してもよい。この遊技者照射部63
1には、光源510からの光を遊技者方向に照射可能なように光の進行角度を変化させる縦溝
624が長手方向となるように前後方向に形成されているものである。なお、ここで、遊技
者照射部631の縦溝624の断面形状は、図３４（ａ）のように半円凸状に形成されているが
、特にこれに限定されるものではなく、図３４（ｂ）または（ｃ）のように逆に半円凹状
に形成してもよく、また、三角形状となるように形成してもよい。このように、凹凸を付
けることにより、遊技者の顔の位置が、人により異なる位置にあっても、屈折、反射、拡
散する光のうち、いずれかの光が確実に遊技者の視線に到達することができるように形成
されている。
【００５５】
　そして、光源510からの光は、外周部独立レンズ57による屈折、反射、拡散、透過等に
よって、種々の方向に照射可能である。
　具体的には、遊技者照射部631からの光が主として直接、遊技者方向に進み、或いは一
部の光が後述する中周囲反射部602に反射されて遊技者方向以外の方向に進む。また、周
囲照射部641からの光が主として直接、遊技者以外の方向に進み、或いは一部が後述する
短周囲反射部603に反射されて遊技者方向に進む。また、先端照射部621からの光が主とし
て直接、遊技者方向以外の方向に進む。更に、具体的には、当該遊技機1に隣接する遊技
機で遊技をする遊技者や、当該遊技機1の後ろの通路を通る人等の方向へ、照射されるも
のである。
【００５６】
　なお、本実施の形態では、図２８～図３１に示すように、外周部独立レンズ57からなる
照明装置を、前扉3に予め一体としても設けた周囲反射部材600の中に取り付けているが、
後述する周囲反射部材600のうち、中周囲反射部602及び短周囲反射部603を有する外周部
独立レンズ57を一体とした照明装置を、後から前扉3に取り付けるようなものにしてもよ
い。
　（周囲反射部材600）
　前記周囲反射部材600は、装飾枠7の枠本体70のコーナーランプ固定部71に予め一体成形
されているものであって、周囲光源512及び拡散レンズ54の外側に位置して、光源510から
の光を反射するためのものである。
【００５７】
　前記周囲反射部材600は、図２８、図２９に示すように、遊技者方向に向かって突出す
る中周囲反射部602と、前記中周囲反射部602よりも遊技者方向に向かって突出する長さが
長い長周囲反射部601と、前記中周囲反射部602よりも遊技者方向に向かって突出する長さ
が短い短周囲反射部603とを備えている。前記周囲反射部材600は、樹脂からなり表裏両面
の全表面に光を反射可能なメッキ面からなる反射面を形成している。本実施の形態では、
周囲反射部材600は、全体が一体の樹脂成型品であり、長周囲反射部601、中周囲反射部60
2及び短周囲反射部603も全体として一体となっているが、特にこれに限定されるものでは
なく、それぞれ別個独立の部品として形成してもよい。
【００５８】
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　また、周囲反射部材600の表面は、図２８に示すように、放射状の溝を有すると共に、
多数のなめらかな凹凸を有する曲面から形成されてあり、光源510からの光をある程度、
拡散することができるように形成されている。そして、かかる放射状の溝は、反射部材55
の周囲に形成されている凹凸状の溝と同様に、周囲光源512のＬＥＤ素子41Aの位置と凹部
とが１対１で整合するように形成されて（図示せず）、ＬＥＤ素子41Aからの光を遮断す
ることなく、効果的に反射することができるように形成されている。
　（拡散レンズ54、反射部材55及び固定ホルダー53の組立）
　先ず、最初に、図１４に示すように、拡散レンズ54の円筒レンズ部540の円筒内部に、
反射部材55の円筒反射部545を嵌め込む。その際、図１５に示すように、Ｉ状突片534がＩ
状突片差し込み部551に入り込み、枠状突片535が枠状突片差し込み部552に入り込むよう
にする。これにより、拡散レンズ54の傾斜底面542及び反射部材55の傾斜底面547の面方向
への相対位置を規制することができ、拡散レンズ54と反射部材55との相対位置が回転して
ずれることがなくなり、両者の相対位置が確定する。
【００５９】
　次に、図２０（ａ）に示すように、拡散レンズ54と反射部材55とが組み合わさったもの
の取り付け後の奥方向側、すなわち、拡散レンズ54の傾斜底面542及び反射部材55の傾斜
底面547側から、固定ホルダー53を差し込む。その際、図１９（ａ）に示すように、Ｉ状
突片534と先側大Ｌ字状片562とが係合可能に対向し、枠状突片535と後側大Ｌ字状片563と
が係合可能に対向し、２組の四角突片550と小Ｌ字状片565とがそれぞれ係合可能に対向す
るように差し込む。そして、その状態から、固定ホルダー53を、図１９（ａ）、図２０（
ｂ）に示すように、図１９（ａ）、図２０（ｂ）の白矢印の方向へ、傾斜底面542，547を
スライドさせる。これにより、先側大Ｌ字状片562のＬ字状先端が、Ｉ状突片534の反ホル
ダー本体566側に入り、先側大Ｌ字状片562のＬ字状先端とホルダー本体566の覗き開口孔5
69以外の部分との間に、Ｉ状突片534を挟み込む状態となる。
【００６０】
　また、後側大Ｌ字状片563のＬ字状先端が、枠状突片535の反ホルダー本体566側に入り
、後側大Ｌ字状片563のＬ字状先端と、ホルダー本体566の覗き開口孔569以外の部分との
間に枠状突片535を挟み込む状態となる。
　また、各小Ｌ字状片565のＬ字状先端が四角突片550の反ホルダー本体566側にそれぞれ
入り、小Ｌ字状片565のＬ字状先端と、ホルダー本体566との間に、四角突片550を挟み込
む状態となる。これにより、固定ホルダー53の周囲上に９０度間隔で配置された４つの被
係合部555が、拡散レンズ54の２つの係合部530と、反射部材55の２つの係合部530とに係
合する。結果として、固定ホルダー53を介して、拡散レンズ54、反射部材55及び固定ホル
ダー53の３つの部品が一体化された部品一体化照明装置650（図１９（ｂ）、図２１）が
完成する。
【００６１】
　（拡散レンズ54、反射部材55及び固定ホルダー53（部品一体化照明装置650）の開口孔5
20への取り付け）
　拡散レンズ54、反射部材55及び固定ホルダー53を一体化したものである部品一体化照明
装置650を、装飾枠7の開口孔520へ取り付ける手順を以下に説明する。
　図２１（ｂ）は、装飾枠7の正面側を下に向け、装飾枠7の背面側を上に向けて略水平若
しくは傾斜した作業台の上に、装飾枠7を裏返した状態の背面側から見たときの右側（正
面側から見たときの左側）の開口孔520に部品一体化照明装置650を取り付ける手順を示し
ているものである。
【００６２】
　先ず、装飾枠7の正面側を下に向け、装飾枠7の背面側を上に向けて、全体として略水平
若しくは傾斜させて、装飾枠7の前面が下を向くように装飾枠7を配置する。
　そして、図２１（ｂ）に示すように、装飾枠7を裏返した状態の背面側から見たときの
右側（正面側から見たときの左側）の開口孔520の前面側から、部品一体化照明装置650の
固定ホルダー53を装飾枠7側に向けて装飾枠7の開口孔520に差し込む。その際、拡散レン
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ズ54の２個のレンズＬ字状片537のＬ字状先端が、開口孔520の周囲に設けた２個の差し込
み部521に入り込むようにして、部品一体化照明装置650を開口孔520の奥方向へ嵌め込む
。そして、レンズＬ字状片537のＬ字状先端が差し込み部521の奥へ入り込んだ後、部品一
体化照明装置650を図２１（ｂ）の黒矢印に示す回転方向に回転させる。具体的には、装
飾枠7の裏面側からみて部品一体化照明装置650が開口孔520に対して時計方向に部品一体
化照明装置650を回転させる。これにより、部品一体化照明装置650のレンズＬ字状片537
のＬ字状の折曲がった先端部分が、差し込み部521に対応する位置からスライド部522に対
応する位置へ移行し、開口孔520から部品一体化照明装置650を手前側に引き抜こうとして
も、レンズＬ字状片537の折曲がった先端部分がスライド部522に当接して抜けることがで
きない係合した仮止め状態となる。部品一体化照明装置650を仮止めする回転方向（図２
１（ｂ）の黒矢印の回転方向）は、後述するベース板52と固定ホルダー53とを締結部材の
ホルダーねじ575で締結する際のホルダーねじ575の回転方向（図２１（ｂ）の白矢印の回
転方向）とが同一方向に形成されてある。すなわち、部品一体化照明装置650を締結部材
のホルダーねじ575で締結する際の締める方向が、部品一体化照明装置650を開口孔520に
仮止めするためにレンズＬ字状片537を開口孔520の差し込み部521に挿入してスライド部5
22に向かって回転させる回転方向と同一回転方向であるため、部品一体化照明装置650の
仮固定が緩まないようにホルダーねじ575を締めることができる。
【００６３】
　ここで、図２１（ｂ）は、装飾枠7の正面側を下に向け、装飾枠7の背面側を上に向けて
略水平若しくは傾斜した作業台の上に、装飾枠7を裏返した状態の背面側から見たときの
左側（正面側から見たときの右側）の開口孔520に部品一体化照明装置650を取り付ける手
順を示しているものである。このように、装飾枠7を裏返した状態の背面側から見たとき
の左側（正面側から見たときの右側）の開口孔520へも、同様の手順で部品一体化照明装
置650を仮固定することができる。
　なお、上述したように、部品一体化照明装置650を仮固定する際、部品一体化照明装置6
50を開口孔520に取り付けた状態において、部品一体化照明装置650を仮固定した周囲の装
飾枠7の構造部材は、図２７及び図２８に示すように、仮固定した部品一体化照明装置650
の前面側よりも、前方側（手前側）に突出している。これにより、部品一体化照明装置65
0を仮固定した装飾枠7を裏返しにした状態で、水平台の上に載置しても、部品一体化照明
装置650の前面が、水平台の表面に当接して、部品一体化照明装置650が、装飾枠7の裏面
側に浮き上がってしまうことがない。すなわち、裏返した装飾枠7に仮固定した部品一体
化照明装置650は、その自重により、下方にぶら下がっている状態を維持することができ
、そのような状態でも水平台に当接して装飾枠7の裏側に浮き上がることがない。
【００６４】
　（部品一体化照明装置650へのベース板52の取り付け）
　装飾枠7を裏返した状態の背面側から見たときの右側（正面側から見たときの左側）の
開口孔520に仮固定した部品一体化照明装置650の固定ホルダー53へ、ベース板52を取り付
ける手順を説明する。
　先ず、略水平若しくは傾斜した作業台の上で、部品一体化照明装置650を上述した手順
で仮固定した装飾枠7の正面側を下に向け、装飾枠7の背面側を上に向けて、全体として略
水平若しくは傾斜させて、装飾枠7の前面が下を向くように装飾枠7を配置する。なお、ベ
ース板52の取り付け作業においても、既に説明したように、部品一体化照明装置650の前
面よりも、装飾枠7の構成部材が前方に形成されているため、そのような状態でも部品一
体化照明装置650が作業台等に当接して装飾枠7の裏面側に浮き上がることはない。
【００６５】
　そして、ベース板52のベース円板581（図２１、図２２）が、部品一体化照明装置650の
固定ホルダー53の円形孔574に入り込むようにベース板52を固定ホルダー53に差し込む。
その際、図２１（ｂ）に示すように、ベース板52のベース円板581の外周から外方に突出
する位置決め部582としての位置決め突出部585が、固定ホルダー53の被位置決め部570と
しての第２切り欠き部572に入り込むような位置で、ベース板52を固定ホルダー53側へ移
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動させる。このように、固定ホルダー53の被位置決め部570としての第２切り欠き部572と
、ベース板52の位置決め部582としての位置決め突出部585を設けたことにより、ベース板
52の固定ホルダー53に対する位置決めを簡単にすることができる。そして、その状態で両
者の相対位置が確定した仮止め状態を形成した後、装飾枠7の裏面側から締結部材として
のホルダーねじ575を、ベース板52の貫通孔584に通して、更に、固定ホルダー53のホルダ
ーねじ孔573にねじ込むことにより、両者を、装飾枠7の開口孔520の表裏で、装飾枠7を間
に介在させた状態で、係合させることができる。
【００６６】
　その際、装飾枠7の表面側にある部品一体化照明装置650と、装飾枠7の裏面側にあるベ
ース板52との最大直径は、開口孔520の直径よりも大きな直径を有しているので、締結部
材で開口孔520の表裏から固定した部品一体化照明装置650及びベース板52が装飾枠7から
外れることはない。
　すなわち、ベース板52を装飾枠7の裏面側から所定位置に位置させて、開口孔520の前面
側に位置する部品一体化照明装置650へ上述のようにホルダーねじ575で取り付けると、ベ
ース板52は、前方側に移動することがないように形成されている。更に、ベース板52を、
装飾枠7に他の締結部材で固定することにより、ベース板52は確実に装飾枠7に固定され、
それに伴ってベース板52に固定された部品一体化照明装置650も確実に装飾枠7に固定され
る。
【００６７】
　なお、本実施の形態では、部品一体化照明装置650のうちのレンズＬ字状片537が開口孔
520の裏側のスライド部522に係止しているだけであり、ホルダーねじ575により部品一体
化照明装置650及びベース板52が一体化したものは、ある程度の距離だけ前後方向に移動
可能に形成されてあり、最終固定は、上述したようにベース板52及び装飾枠7間の他の締
結部材により固定するように形成されている。これは、製造コスト等を考慮すると共に、
ある程度の寸法誤差に対応できるようにするためにであるが、これに限定されることなく
、部品一体化照明装置650と、ベース板52との間に、開口孔520を介して、装飾枠7を挟み
込むような寸法形状に形成して固定することで、ホルダーねじ575の１本だけで、両者を
一体化すると共に、一体化したものを装飾枠7の開口孔520に固定することができるように
してもよい。
【００６８】
　また、図２１（ａ）に示すように、装飾枠7を裏返した状態の背面側から見たときの左
側（正面側から見たときの右側）の開口孔520へ仮固定した部品一体化照明装置650の固定
ホルダー53へのベース板52の取り付けも、上述したものと同様の手順で行うことができる
。
　なお、本実施の形態では、部品一体化照明装置650を装飾枠7の開口孔520を介してベー
ス板52を取り付けているが、必ずしも、そのようなもの限定されるものではなく、部品一
体化照明装置650の固定ホルダー53に締結部材のホルダーねじ575でベース板52を固定して
、拡散レンズ54、反射部材55、固定ホルダー53及びベース板52を一体化したものを新たな
部品一体化照明装置として構成してもよい。そして、この一体化したものを別の締結部材
等により、所定の箇所に取り付けることができるようにしてもよい。これにより、４つの
部品からなる多部品を簡単に一体化することができる。
【００６９】
　また、ここで、図２１（ｂ）は、装飾枠7の裏側から右側上部角部を見た裏面図である
。かかる場合、装飾枠7を裏側から見て右側の開口孔520に取り付けるコーナーランプユニ
ット50の部品一体化照明装置650に、べース板52を取り付ける際には、固定ホルダー53の
第２切り欠き部572に、図２１（ｂ）及び図２２に示すベース板52の位置決め突出部585が
嵌りこむように、ベース板52を固定ホルダー53に固定する。
　一方、図２１（ａ）は、装飾枠7の裏側から左側上部角部を見た裏面図である。かかる
場合、装飾枠7を裏面側から見て左側の開口孔520に取り付ける部品一体化照明装置650の
場合は、図２１（ｂ）に示す部品一体化照明装置650の固定ホルダー53と同一のものに裏
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面側から見て左側用の拡散レンズ54及び反射部材55を取り付けて左側用の部品一体化照明
装置650を構成する。そして、図２１（ａ）の固定ホルダー53は、図２１（ｂ）に示す部
品一体化照明装置650の固定ホルダー53と同一のものを９０度回転させた状態での第１切
り欠き部571に、図２２（ｂ）のベース板52とは左右対称な左側用のベース板52（図２２
（ａ））の位置決め突出部585を嵌め込む。
【００７０】
　結果として、本実施の形態では、左側用及び右側用の両方で共通して使用しているのは
、固定ホルダー53のみであり、その他の部材である拡散レンズ54、反射部材55、ベース板
52、装飾枠7の開口孔520の部分等は、全て左側用と、右側用とで異なる形状からなるもの
である。なお、左側用及び右側用の両方の部材で異なる形状の部材をベース板52のみとし
て、拡散レンズ54、反射部材55等の遊技者方向に傾斜させる傾斜角度を調整等することに
より、ベース板52以外の他の部材である拡散レンズ54、反射部材55、固定ホルダー53等を
共通部材として形成してもよい。
　このように、固定ホルダー53の被位置決め部570として、第１切り欠き部571及び第２切
り欠き部572の左右用のために２個設けたことにより、１種類の固定ホルダー53を左右兼
用の共通部材として使用することができ、部品の共通化を図ることができる。
【００７１】
　なお、拡散レンズ54、反射部材55及びベース板52には、左右用でそれぞれ目視で簡単に
区別することができるような記号Ｌ又はＲを予め表面の所定位置（例えば、Ｉ状突片534
の前面側等）に形成している。
　（拡散レンズ54、反射部材55、周囲反射部材600による光の拡散）
　遊技機1を正面から見て向かって右側上部に配置したコーナーランプユニット50を用い
て説明する。
　図２９に示すように、内部光源511は、反射部材55の内側に位置している。これにより
、内部光源511からの光は、主として筒状の反射部材55の筒内を通って（図２９の光路Ａ
）、或いは反射部材55により反射されながら（図２９の光路Ｂ）遊技者方向に照射される
。
【００７２】
　一方、周囲光源512は、反射部材55の外側に位置すると共に周囲反射部材600の長周囲反
射部601及び中周囲反射部602の内側に位置している。そして、その長周囲反射部601と、
中周囲反射部602との間の周囲光源512の手前側には、拡散レンズ54が配置されている。正
確には、コーナーランプユニット50を遊技者側から見ると、長周囲反射部601と中周囲反
射部602との間にできる空間（開口）を塞ぐように、拡散レンズ54の先端レンズ部541が設
けられている。
　これにより、周囲光源512からの光は、図２９の光路Ｃ～Ｋに示すように、主として反
射部材55の外面と、周囲反射部材600の内面との間を通って、或いは反射されながら、拡
散レンズ54を通過して、周囲に拡散している。
【００７３】
　更に、具体的に説明すると、周囲光源512からの光の一部は、主として、図２９の光路
Ｅに示すように反射部材55の外面に反射されて、或いは、図２９の光路Ｆに示すように反
射部材55の外面と周囲反射部材600との間を通って、或いは、図２９の光路Ｇに示すよう
に周囲反射部材600に反射されながら、遊技者方向に照射される。
　また、周囲光源512からの光の他の一部は、主として、図２９の光路Ｈに示すように反
射部材55の外面から反射された後、又は、図２９の光路Ｉに示すように、長周囲反射部60
1に反射され、遊技者方向を除く遊技機1の外方に照射される。
　また、周囲光源512からの光の更に他の一部は、主として、図２９の光路Ｊに示すよう
に中周囲反射部602の端に反射された後、又は、図２９の光路Ｋに示すように、中周囲反
射部602の内面に反射されることなく、反射部材55に反射され、遊技者方向を除く遊技機1
の外方に照射される。また、図２９の光路Ｃや、光路Ｄに示すように、拡散レンズ54の通
過の際、光の進行方向が屈折されて、遊技者方向を除く遊技機1の外方に照射される。
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【００７４】
　これにより、図２９の光路Ａ，Ｂに示す内部光源511からの光と、図２９の光路Ｅ、Ｆ
、Ｇに示すような周囲光源512からの光の一部とを、遊技者方向に照射することができる
。そして、図２９の光路Ｃ、Ｄ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋに示すような周囲光源512からの光の他
の一部を、遊技者方向の外側方向の当該遊技機1の遊技者以外の周囲の人にも、照射させ
ることができる。結果として、当該遊技機1に隣接する遊技機1で遊技をする遊技者や、通
路を通る人等にも、周囲光源512の光を照射させることができる。なお、上述した図２９
の光路は、光の通路の一部であって、反射部材55及び周囲反射部材600の表面の凹凸や、
拡散レンズ54の屈折及び反射等により、種々の光路が考えられるものであるが、反射部材
55、拡散レンズ54、周囲反射部材600の構成により、主として通過する光を記載している
ものである。
【００７５】
　更に、図２４（ｂ）に示すように、反射部材55を組み立てて取り付けたときに、周囲光
源512のＬＥＤ素子41Aと、反射部材55の周囲の各凹み部分が、それぞれ対応するように形
成されている。このため、周囲光源512の各ＬＥＤ素子41Aの光は、円周方向に対して所定
角度毎に放射状に照射することができ、効果的な発光態様を発生させることができる。
　更に、図２４（ｂ）に示すように、内部光源511のＬＥＤ素子41Aの位置が、反射部材55
の内方側への各凸部の略中央位置となるように配置されている。これにより、内部光源51
1の４個のＬＥＤ素子41Aを点灯させた場合に、その光を反射部材55内部に同様に分散させ
た反射光として、反射部材55内部に照射することができる。
【００７６】
　（光通過孔590の傾斜による光の照射方向）
　図２９に示すように、ＬＥＤ基板51と、ベース板52とは、互いに平行となるように組み
合わせてある。そして、光源510としてのＬＥＤ素子41Aは、ＬＥＤ基板51に、ベース板52
の正面方向に光を照射するように、前扉3の正面方向に向かって光を照射するように配置
されている。そして、ベース板52には、ＬＥＤ基板51に設けられた各ＬＥＤ素子41Aに対
応する位置に、光を通過させるために表裏に貫通する光通過孔590が設けられている。そ
して、その光通過孔590は、図２５に示すように、その内周面のうち遊技者方向の内周面
がベース板52の正面方向から所定角度だけ傾斜して、遊技者方向に向かって拡開している
。これにより、ベース板52の正面方向に向かって光を照射するように配設されたＬＥＤ基
板51のＬＥＤ素子41Aからの光を、ベース板52の正面方向ではなく、遊技者方向に向かっ
て案内することができる。
【００７７】
　なお、本実施の形態では、光通過孔590の内周面のうち、遊技者方向に近い側の内周面
のみ、遊技者方向に向けて拡開し、遊技者方向から遠い方の内周面は、ベース板52の表面
に対して直角に形成しているが、光通過孔590の全ての内周面を遊技者方向に向けて傾斜
するように形成してもよい。すなわち、光通過孔590の中心軸が、遊技者方向に向かうよ
うに光通過孔590の内周面を形成してもよい。
　そして、上述した遊技者方向の内周面だけ遊技者方向に拡開した光通過孔590及び全内
周面において遊技者方向に傾斜させた光通過孔590の両方の場合において、ベース板52に
設けた光通過孔590の奥側に形成される略円形状（楕円形状）の縁からなる後側端縁594と
（図２４、図２５）、光通過孔590の前側に形成される略円形状（楕円形状）の縁からな
る前側端縁595（図２４、図２５）とのいずれも、正面からみると楕円形状であるが、当
該遊技機1の前に遊技をするために座っている遊技者の視線から見ると円形に見えるよう
な特殊形状に形成されている。もちろん、前側端縁595及び後側端縁594のいずれか一方だ
けが、そのような遊技者から見たときに円形状に見えるように形成してもよく、また、Ｌ
ＥＤ素子41Aから円形縁までの距離を大きくして、そのような特殊形状とせずに、正面か
ら見たときに円形若しくは普通の楕円形状にすることもできる。
【００７８】
　更に、前面及び後面が開口した筒状であって、ベース板52に後面を固定する反射部材55
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を備え、その反射部材55は、その前面の開口がベース板52の直角方向に対して、所定角度
だけ傾斜した方向を向いている。具体的には、反射部材55の筒形状の中心軸が、遊技者方
向に向かうように傾斜しており、その傾斜角度は、光通過孔590の遊技者側の内周面の拡
開する傾斜角度と略同一となるように形成されている。これにより、光通過孔590を通過
した光が、途中で妨げられることなく、反射部材55の内側を通って、遊技者方向へ、直接
、照射される量を増加させることができる。
　また、本実施の形態では、反射部材55の傾斜構造を、反射部材55の奥側の開口を、反射
部材55の中心軸に対して傾斜するような傾斜底面547を形成して、その傾斜底面547をベー
ス板52の前面に当接させることで、ＬＥＤ素子41Aからの光を直接、遊技者方向に案内す
ることができるようにしているが、特にこれに限定されることなく、反射部材55の前面側
の開口を、反射部材55の円筒形状の中心軸に対して傾斜するような傾斜面を形成してもよ
い。その場合には、反射部材55の円筒形状の中心軸は、ベース板52の表面に対して直角方
向に交差し、円筒反射部545も、ベース板52に対して直角に立設することになるが、前面
側の開口が、遊技者方向に向かうような切断面となっていることにより、ＬＥＤ素子41A
からの光を遊技者方向に照射可能にすることができる。また、本実施の形態では、ベース
板52の光通過孔590にだけ傾斜する内周面を設けて、固定ホルダー53の光源開口孔564の内
周面は、直径を大きくしていることにより、傾斜させていないが、両方の孔の直径が略同
一の場合や、光源開口孔564の方が小さいような場合には、特にこれに限定されることな
く、固定ホルダー53の光源開口孔564も、光通過孔590と同様に、内周面の全部又は内周面
のうち、遊技者側に近い部分、或いは全部を、遊技者方向に向けて傾斜させる方が好適で
ある。
【００７９】
　更に、周囲反射部材600のうち、長周囲反射部601と、中周囲反射部602とで形成される
長中周囲反射部604の形状も、反射部材55と同様に、略円筒状の形状にすることができる
が、この長中周囲反射部604の形状も、上述した反射部材55の場合と同様に、底面側を傾
斜面にして、その円筒形状の中心軸を遊技者方向に向かうように形成してもよく、また、
前面側を、遊技者側に臨むような傾斜した開口面を形成し、円筒形状の中心軸はベース板
52の表面から直角方向となるようなものにしてもよい。
　なお、ここで、短周囲反射部603は、前扉3の周囲枠を利用して、そこにメッキ面を形成
している。このため、反射部材55を構成する材料を、別個に設けて、そこにメッキ面を形
成するような場合と比較して、部品の共有化を図ることができ、スペースの有効利用、部
品点数の減少を図ることができる。
【００８０】
　また、本実施の形態では、周囲反射部材600を、前扉3のうち照明装置500を除く箇所の
前扉3に予め一体となるように形成している。これにより、後から取り付ける拡散レンズ5
4等の照明装置をコンパクトなものにすることができるものである。しかし、これに限定
されることなく、反射部材55の外側に位置して、光を反射するための周囲反射部材600を
、前扉3に予め一体として設けずに、反射部材55や拡散レンズ5等の照明装置に組み込んで
設けてもよい。かかる場合には、その周囲反射部材600も組み込んで一体となった照明装
置を前扉3の前面側に取り付ける。これにより、周囲反射部材600も一体となった照明装置
500を取り付けることで、周囲反射部材600も一緒に前扉3に取り付けることができる。
【００８１】
　（ＬＥＤ素子41Aの楕円配置）
　内部光源511及び周囲光源512は、ＬＥＤ基板51のＬＥＤ素子41Aにより、それぞれ４個
及び１６個、配置しているが、この内部光源511又は周囲光源512のＬＥＤ素子41Aの集合
が、図２６に示すような遊技者方向から見たときに円形状となるような楕円形状になるよ
うに、各ＬＥＤ素子41AをＬＥＤ基板51上に配置している（図２３）。これにより、図２
４（ａ）に示すように、ベース板52の正面から見ると楕円形状に見える内部光源511及び
周囲光源512の配置も、図２４（ｂ）に示すように、当該遊技機1の前に座っている遊技者
から見ると、そのＬＥＤ素子41Aからの光を見たときに、きれいな円形状に配置されてい
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る光を見ることができる。
【００８２】
　（外周部独立レンズ57からの光路）
　角部光源513としてのＬＥＤ素子41Aからの光は、外周部独立レンズ57による屈折或いは
反射及び周囲反射部材600のうち中周囲反射部602及び短周囲反射部603による反射によっ
て照射される。
　具体的には、遊技者照射部631からの光が、主として、図３１の光路Ｂに示すように、
中央開口(82D)直接、遊技者方向に進み、或いは、図３１の光路Ｇに示すように、中周囲
反射部602等に反射することなく、遊技者方向以外の方向に進む。
　また、周囲照射部641からの光が、主として、図３１の光路Ｄに示すように、短周囲反
射部603に反射することなく、遊技者以外の方向に進み、或いは、図３１の光路Ｆに示す
ように一部が短周囲反射部603に反射されて遊技者方向に進む。
【００８３】
　また、先端照射部621からの光が、主として、図３１の光路Ｃに示すように、短周囲反
射部603に反射することなく、遊技者以外の方向に進む。
　これにより、角部光源513からの１箇所からの光を、主として、外周部独立レンズ57に
よる屈折や、周囲反射部材600による反射によって、遊技者方向と、その遊技者方向以外
の方向との両方に分離して照射することができる。
　また、先端部620の深溝622と、周囲照射部641の浅溝623とは、溝の深さが異なり、深溝
622の方が、浅溝623よりも、溝の深さを深くなるように形成されている。これにより、光
の反射及び屈折させる角度を異ならせることができ、光の進行角度を効果的に変更させる
ことができる。これにより、各部位に入ってきた光の反射や屈折させる角度を異ならせる
ことができて、先端部620からの光を、遊技者方向に、また、周囲照射部641からの光を、
遊技者方向以外の方向に、より効果的に照射することができる。
【００８４】
　（効果）
　本実施の形態によれば、光通過孔590は、その内周面のうち所定方向の内周面がベース
板52の正面方向から所定角度傾斜した所定方向に向かって拡開するように形成されている
。このため、ベース板52の正面方向に向かって光を照射するように配設された光源基板51
4の光源510からの光を、ベース板52の正面方向ではなく、所定方向に向かって案内するこ
とができる。これにより、光源基板514やベース板52を、光源510からの光を照射する方向
に向かって配置する必要がなくなり、光源基板514やベース板52を取り付ける際の無駄な
スペースの発生を回避することができる。
【００８５】
　更に、反射部材55の前面の開口の傾斜と、光通過孔590の所定方向の内周面の傾斜とが
同一の傾斜角度となるように形成されている。これにより、光通過孔590を通過した光が
反射部材55の内部を通って、所定の傾斜角度方向へ妨げられることなく、照射される。
　更に、所定方向から見たときに円状となるように楕円状に配置されていることにより、
所定方向の位置にいる人が、その光源510を見たときに、円状に配置されている光を見る
ことができる。
【符号の説明】
【００８６】
1  遊技機　　　　　　　　　　　　　　　2  筐体
3  前扉　　　　　　　　　　　　　　　　4  上扉
5  下扉　　　　　　　　　　　　　　　　6  上扉枠
7  装飾枠　　　　　　　　　　　　　　　10　回転リール
11　スタートスイッチ　　　　　　　　　　12　ストップスイッチ
40　拡散ランプユニット　　　　　　　　　41　ＬＥＤ基板
41A  ＬＥＤ素子　　　　　　　　　　　　50　コーナーランプユニット
51　ＬＥＤ基板　　　　　　　　　　　　　52　ベース板
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53　固定ホルダー　　　　　　　　　　　　54　拡散レンズ
55　反射部材　　　　　　　　　　　　　　56　正面レンズ
57　外周部独立レンズ　　　　　　　　　　58　レンズカバー
510  光源　　　　　　　　　　　　　　　511  内部光源
512  周囲光源　　　　　　　　　　　　　513  角部光源
520  開口孔　　　　　　　　　　　　　　521  差し込み部
522  スライド部　　　　　　　　　　　　530  係合部
531  突片　　　　　　　　　　　　　　　555  被係合部
560  Ｌ字状片　　　　　　　　　　　　　570  被位置決め部
582  位置決め部　　　　　　　　　　　　583  角部間仕切り突条
585  位置決め突出部　　　　　　　　　　586  内部間仕切り突条
590  光通過孔　　　　　　　　　　　　　600  周囲反射部材
601  長周囲反射部　　　　　　　　　　　602  中周囲反射部
603  短周囲反射部　　　　　　　　　　　621  先端照射部
622  深溝　　　　　　　　　　　　　　　623  浅溝
624  縦溝　　　　　　　　　　　　　　　630  遊技者方向面
631  遊技者照射部　　　　　　　　　　　640  周囲方向面
641  周囲照射部　　　　　　　　　　　　650  部品一体化照明装置
                                                                                

【図１】 【図２】
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【図１８】 【図１９】
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【図２７】 【図２８】
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【図３０】

【図３１】

【図３２】 【図３３】
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