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(57)【要約】
【課題】固定部材位置確認のために遮蔽部材の閉鎖状態
を解除する作業を不要とする
【解決手段】遊技機は、遊技盤を着脱可能に支持する遊
技盤支持枠と、遊技盤を遊技盤支持枠に固定するための
固定部材２５と、遊技盤の前面側から固定部材２５を覆
う開閉可能な遮蔽部材２７とを備える。固定部材２５は
、遊技盤を遊技盤支持枠に固定する固定位置Ｐ１（図（
ａ）参照）と、固定を解除する固定解除位置Ｐ２（図（
ｂ）参照）との間で移動可能とされる。遮蔽部材２７は
、固定部材２５を遮蔽可能な大きさを有し、透明な材料
で構成される。そして遮蔽部材２７の前面２７ａ上には
、許諾シール３０を貼付する貼付領域２７ｂが設けられ
ている。貼付領域２７ｂは、貼付された許諾シール３０
が固定位置Ｐ１にある固定部材２５を遮蔽可能とする（
図（ａ）参照）とともに、固定解除位置Ｐ２にある固定
部材２５を遮蔽不可とする（図（ｂ）参照）ように配置
される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機島に固定される外枠に対して開閉可能に設置された内枠に設けられ、遊技盤を着
脱可能に支持する遊技盤支持枠と、
　上記遊技盤が上記遊技盤支持枠に支持されている状態で上記遊技盤の前面側に位置する
ように設置され、上記遊技盤を上記遊技盤支持枠に固定する固定状態となる固定位置と、
該固定状態を解除する固定解除位置との間で移動可能に構成された固定部材と、
　上記遊技盤の前面側から上記固定部材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、該閉鎖状態を
解除する閉鎖解除位置との間で移動可能に構成された遮蔽部材と
を備える遊技機であって、
　上記遮蔽部材は、
　上記閉鎖状態において前面となる面上に設けられ、許諾シールが貼付される貼付領域部
と、
　上記閉鎖状態において前面となる面上に設けられ、上記遊技盤の前面側から上記固定部
材が上記固定位置または上記固定解除位置にあるかを視認可能となる視認領域部とを備え
る
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技機島に固定される外枠に対して開閉可能に設置された内枠に設けられ、遊技盤を着
脱可能に支持する遊技盤支持枠と、
　上記遊技盤が上記遊技盤支持枠に支持されている状態で上記遊技盤の前面側に位置する
ように設置され、上記遊技盤を上記遊技盤支持枠に固定する固定状態となる固定位置と、
該固定状態を解除する固定解除位置との間で移動可能に構成された固定部材と、
　上記遊技盤の前面側から上記固定部材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、該閉鎖状態を
解除する閉鎖解除位置との間で移動可能に構成された遮蔽部材と
を備える遊技機であって、
　上記遮蔽部材は、
　上記閉鎖状態において前面となる面上に設けられ、許諾シールが貼付される貼付領域部
を備え、
　上記閉鎖状態において、上記固定部材が上記固定位置にある場合にのみ該固定部材を覆
うように構成されている
ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　遊技機島に固定される外枠に対して開閉可能に設置された内枠に設けられ、遊技盤を着
脱可能に支持する遊技盤支持枠と、
　上記遊技盤が上記遊技盤支持枠に支持されている状態で上記遊技盤の前面側に位置する
ように設置され、上記遊技盤を上記遊技盤支持枠に固定する固定状態となる固定位置と、
該固定状態を解除する固定解除位置との間で移動可能に構成された固定部材と、
　上記遊技盤の前面側から上記固定部材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、該閉鎖状態を
解除する閉鎖解除位置との間で移動可能に構成された遮蔽部材と
を備える遊技機であって、
　上記遮蔽部材は、
　上記閉鎖状態において前面となる面上に設けられ、許諾シールが貼付される貼付領域部
と、
　上記閉鎖解除位置から上記閉鎖位置へ移動する途中で、上記固定解除位置にある上記固
定部材と当接して、当該遮蔽部材が上記閉鎖状態となることを阻止する阻止部材とを備え
る
ことを特徴とする遊技機。
【請求項４】
　上記許諾シール及び上記遮蔽部材は、光透過性を有する材料で構成され、
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　上記許諾シールの全体または一部が発光するように、上記閉鎖状態にある上記遮蔽部材
の後面に向けて光を照射する第１の照光手段を備える
ことを特徴とする請求項１～請求項３の何れかに記載の遊技機。
【請求項５】
　遊技機島に固定される外枠に対して開閉可能に設置された内枠に設けられ、遊技盤を着
脱可能に支持する遊技盤支持枠と、
　上記遊技盤が上記遊技盤支持枠に支持されている状態で上記遊技盤の前面側に位置する
ように設置され、上記遊技盤を上記遊技盤支持枠に固定する固定状態となる固定位置と、
該固定状態を解除する固定解除位置との間で移動可能に構成された固定部材と、
　上記遊技盤の前面側から上記固定部材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、該閉鎖状態を
解除する閉鎖解除位置との間で移動可能に構成された遮蔽部材と
を備える遊技機であって、
　上記遮蔽部材は、
　光透過性を有する材料で構成されるとともに、
　上記閉鎖状態において前面となる面上に設けられ、許諾シールが貼付される貼付領域部
を備え、
　上記許諾シールは、光透過性を有する材料で構成され、
　上記固定部材は、上記閉鎖状態にある上記遮蔽部材の後面に向けて光を照射する第２の
照光手段を備える
ことを特徴とする遊技機。
【請求項６】
　遊技機島に固定される外枠に対して開閉可能に設置された内枠に設けられ、遊技盤を着
脱可能に支持する遊技盤支持枠と、
　上記遊技盤が上記遊技盤支持枠に支持されている状態で上記遊技盤の前面側に位置する
ように設置され、上記遊技盤を上記遊技盤支持枠に固定する固定状態となる固定位置と、
該固定状態を解除する固定解除位置との間で移動可能に構成された固定部材と、
　上記遊技盤の前面側から上記固定部材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、該閉鎖状態を
解除する閉鎖解除位置との間で移動可能に構成された遮蔽部材と
を備える遊技機であって、
　上記遮蔽部材は、
　光透過性を有する材料で構成されるとともに、
　上記閉鎖状態において前面となる面上に設けられ、許諾シールが貼付される貼付領域部
を備え、
　上記許諾シールは、光透過性を有する材料で構成され、
　上記固定部材の陰影を映すように、上記固定部材の後側から、上記遮蔽部材の後面に向
けて光を照射する第３の照光手段を備える
ことを特徴とする遊技機。
【請求項７】
　上記許諾シールの全体または一部が発光するように、上記閉鎖状態にある上記遮蔽部材
の後面に向けて光を照射する第１の照光手段を備える
ことを特徴とする請求項５または請求項６に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤を着脱可能に支持する遊技盤支持枠と、遊技盤を遊技盤支持枠に固定
する固定部材と、固定部材を覆う遮蔽部材とを備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機は、遊技盤を着脱可能に構成されており、遊技盤を着脱可能に支持する遊技盤支
持枠と、遊技盤支持枠に装着された遊技盤を遊技盤支持枠に固定する固定部材と備えてい
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る。
【０００３】
　そして固定部材は、遊技盤を遊技盤支持枠に固定する固定状態となる固定位置と、固定
状態を解除する固定解除位置との間で移動可能に構成される。即ち、固定部材を固定解除
位置にした状態で遊技盤を遊技盤支持枠に装着し、その後、固定部材を固定位置に移動さ
せると、遊技盤が遊技盤支持枠に固定される。逆に、遊技盤が遊技盤支持枠に固定された
状態において、固定部材を固定位置から固定解除位置に移動させると、遊技盤を遊技盤支
持枠から取り外し可能な状態にすることができる。
【０００４】
　また、遊技盤の前面側から固定部材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、閉鎖状態を解除
する閉鎖解除位置との間で移動可能に構成された遮蔽部材を備えた遊技機が知られている
（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　これにより、遮蔽部材が閉鎖位置にある場合には固定部材が露出しないため、遊技機の
美観の低下を防止することができる。更に、固定部材が露出しないことにより、遊技機の
前で何らかの作業を行っている遊技場のスタッフによって固定部材が不用意に操作される
ということがなくなる。つまり、誤操作により固定部材が固定位置から固定解除位置に移
動し、遊技盤の固定状態が解除されてしまう事態の発生を防止できるという利点を有する
。
【０００６】
　尚、遮蔽部材は、遊技機に必ず貼付しなければならない許諾シールの貼付場所として利
用されている。
【特許文献１】特開２００３－２２０２４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の遊技機については、遮蔽部材が閉鎖状態である場合
に、遊技機の前面側から、固定部材が固定位置にあるか否かを視認することができない。
このため、遊技機製造作業や、遊技場における遊技盤取替作業等を行う作業者は、これら
の作業を行う毎に、遮蔽部材の閉鎖状態を解除して、固定部材が固定位置にあるか否かの
確認（以下、固定部材位置確認という）を行う必要があり、遊技機製造作業や遊技盤取替
作業等の作業効率を悪化させる原因となっていた。
【０００８】
　本発明は、こうした問題に鑑みなされたものであり、固定部材の露出を防止できる、及
び許諾シールの貼付場所として利用できるという遮蔽部材の利点を保持しつつ、固定部材
位置確認のために遮蔽部材の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や遊技
盤取替作業等の作業効率を向上させることが可能な遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するための手段として、請求項１の発明の遊技機は、遊技機島に固定さ
れる外枠に対して開閉可能に設置された内枠に設けられ、遊技盤を着脱可能に支持する遊
技盤支持枠と、上記遊技盤が上記遊技盤支持枠に支持されている状態で上記遊技盤の前面
側に位置するように設置され、上記遊技盤を上記遊技盤支持枠に固定する固定状態となる
固定位置と、該固定状態を解除する固定解除位置との間で移動可能に構成された固定部材
と、上記遊技盤の前面側から上記固定部材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、該閉鎖状態
を解除する閉鎖解除位置との間で移動可能に構成された遮蔽部材とを備える遊技機であっ
て、上記遮蔽部材は、上記閉鎖状態において前面となる面上に設けられ、許諾シールが貼
付される貼付領域部と、上記閉鎖状態において前面となる面上に設けられ、上記遊技盤の
前面側から上記固定部材が上記固定位置または上記固定解除位置にあるかを視認可能とな
る視認領域部とを備えることを要旨とする。
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【００１０】
　このように構成された請求項１の遊技機は、固定部材が固定位置にある場合に、遊技盤
が遊技盤支持枠に固定される固定状態にされ、固定部材が固定解除位置にある場合に、固
定状態が解除される。また、遮蔽部材が閉鎖位置にある場合に、固定部材が遮蔽部材によ
り遊技盤の前面側から覆われる閉鎖状態にされ、遮蔽部材が閉鎖解除位置にある場合に、
閉鎖状態が解除される。
【００１１】
　また、遮蔽部材の貼付領域部には許諾シールが貼付されるとともに、遮蔽部材の視認領
域部を介して、遊技盤の前面側から、固定部材が固定位置または固定解除位置にあるかを
視認可能とされる。
【００１２】
　請求項２の発明の遊技機は、遊技機島に固定される外枠に対して開閉可能に設置された
内枠に設けられ、遊技盤を着脱可能に支持する遊技盤支持枠と、上記遊技盤が上記遊技盤
支持枠に支持されている状態で上記遊技盤の前面側に位置するように設置され、上記遊技
盤を上記遊技盤支持枠に固定する固定状態となる固定位置と、該固定状態を解除する固定
解除位置との間で移動可能に構成された固定部材と、上記遊技盤の前面側から上記固定部
材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、該閉鎖状態を解除する閉鎖解除位置との間で移動可
能に構成された遮蔽部材とを備える遊技機であって、上記遮蔽部材は、上記閉鎖状態にお
いて前面となる面上に設けられ、許諾シールが貼付される貼付領域部を備え、上記閉鎖状
態において、上記固定部材が上記固定位置にある場合にのみ該固定部材を覆うように構成
されていることを要旨とする。
【００１３】
　このように構成された請求項２の遊技機は、固定部材が固定位置にある場合に、固定部
材は遮蔽部材により覆われる。一方、固定部材が固定解除位置にある場合には、固定部材
は遮蔽部材により覆われない。また、遮蔽部材の貼付領域部には許諾シールが貼付される
。
【００１４】
　請求項３の発明の遊技機は、遊技機島に固定される外枠に対して開閉可能に設置された
内枠に設けられ、遊技盤を着脱可能に支持する遊技盤支持枠と、上記遊技盤が上記遊技盤
支持枠に支持されている状態で上記遊技盤の前面側に位置するように設置され、上記遊技
盤を上記遊技盤支持枠に固定する固定状態となる固定位置と、該固定状態を解除する固定
解除位置との間で移動可能に構成された固定部材と、上記遊技盤の前面側から上記固定部
材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、該閉鎖状態を解除する閉鎖解除位置との間で移動可
能に構成された遮蔽部材とを備える遊技機であって、上記遮蔽部材は、上記閉鎖状態にお
いて前面となる面上に設けられ、許諾シールが貼付される貼付領域部と、上記閉鎖解除位
置から上記閉鎖位置へ移動する途中で、上記固定解除位置にある上記固定部材と当接して
、当該遮蔽部材が上記閉鎖状態となることを阻止する阻止部材とを備えることを要旨とす
る。
【００１５】
　このように構成された請求項３の遊技機は、固定部材が固定解除位置にある場合に、遮
蔽部材の閉鎖解除位置から閉鎖位置への移動が、阻止部材と固定部材との当接によって阻
止される。一方、固定部材が固定位置にある場合には、阻止部材と固定部材とが当接する
ことがないため、遮蔽部材が閉鎖解除位置から閉鎖位置へ移動することができる。また、
遮蔽部材の貼付領域部には許諾シールが貼付される。
【００１６】
　請求項４の発明の遊技機は、上記許諾シール及び上記遮蔽部材は、光透過性を有する材
料で構成され、上記許諾シールの全体または一部が発光するように、上記閉鎖状態にある
上記遮蔽部材の後面に向けて光を照射する第１の照光手段を備えることを特徴とする請求
項１～請求項３の何れかに記載の遊技機を要旨とする。
【００１７】
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　これにより、請求項１～請求項３の何れかの作用に加え、第１の照光手段により照射さ
れた光が、遮蔽部材の後面から遮蔽部材と許諾シールとを透過して、遊技機の前方に向か
って照射される。
【００１８】
　請求項５の発明の遊技機は、遊技機島に固定される外枠に対して開閉可能に設置された
内枠に設けられ、遊技盤を着脱可能に支持する遊技盤支持枠と、上記遊技盤が上記遊技盤
支持枠に支持されている状態で上記遊技盤の前面側に位置するように設置され、上記遊技
盤を上記遊技盤支持枠に固定する固定状態となる固定位置と、該固定状態を解除する固定
解除位置との間で移動可能に構成された固定部材と、上記遊技盤の前面側から上記固定部
材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、該閉鎖状態を解除する閉鎖解除位置との間で移動可
能に構成された遮蔽部材とを備える遊技機であって、上記遮蔽部材は、光透過性を有する
材料で構成されるとともに、上記閉鎖状態において前面となる面上に設けられ、許諾シー
ルが貼付される貼付領域部を備え、上記許諾シールは、光透過性を有する材料で構成され
、上記固定部材は、上記閉鎖状態にある上記遮蔽部材の後面に向けて光を照射する第２の
照光手段を備えることを要旨とする。
【００１９】
　このように構成された請求項５の遊技機は、固定部材に設けられる第２の照光手段によ
って照射された光が、遮蔽部材の後面から遮蔽部材と許諾シールとを透過して、遊技機の
前方に向かって照射される。
【００２０】
　請求項６の発明の遊技機は、遊技機島に固定される外枠に対して開閉可能に設置された
内枠に設けられ、遊技盤を着脱可能に支持する遊技盤支持枠と、上記遊技盤が上記遊技盤
支持枠に支持されている状態で上記遊技盤の前面側に位置するように設置され、上記遊技
盤を上記遊技盤支持枠に固定する固定状態となる固定位置と、該固定状態を解除する固定
解除位置との間で移動可能に構成された固定部材と、上記遊技盤の前面側から上記固定部
材を覆う閉鎖状態となる閉鎖位置と、該閉鎖状態を解除する閉鎖解除位置との間で移動可
能に構成された遮蔽部材とを備える遊技機であって、上記遮蔽部材は、光透過性を有する
材料で構成されるとともに、上記閉鎖状態において前面となる面上に設けられ、許諾シー
ルが貼付される貼付領域部を備え、上記許諾シールは、光透過性を有する材料で構成され
、上記固定部材の陰影を映すように、上記固定部材の後側から、上記遮蔽部材の後面に向
けて光を照射する第３の照光手段を備えることを要旨とする。
【００２１】
　このように構成された請求項６の遊技機は、固定部材の後側から第３の照光手段により
照射された光のうち、固定部材に遮られなかった光が、遮蔽部材の後面から遮蔽部材と許
諾シールとを透過して遊技機の前方に向かって照射されることにより、固定部材の陰影が
映される。
【００２２】
　請求項７の発明の遊技機は、上記許諾シールの全体または一部が発光するように、上記
閉鎖状態にある上記遮蔽部材の後面に向けて光を照射する第１の照光手段を備えることを
特徴とする請求項５または請求項６に記載の遊技機を要旨とする。
【００２３】
　これにより、請求項５または請求項６の作用に加え、第１の照光手段により照射された
光が、遮蔽部材の後面から遮蔽部材と許諾シールとを透過して、遊技機の前方に向かって
照射される。
【発明の効果】
【００２４】
　請求項１の発明の遊技機は、固定部材が遮蔽部材により遊技盤の前面側から覆われる。
このため、固定部材が露出しない。従って、遊技機の美観の低下を防止することができる
とともに、誤操作により遊技盤の固定状態が解除されてしまう事態の発生を防止できると
いう効果を奏する。
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【００２５】
　また、遮蔽部材には貼付領域部が設けられているため、許諾シールを貼付することがで
きる。
　更に、遮蔽部材の視認領域部を介して、遊技盤の前面側から、固定部材が固定位置また
は固定解除位置にあるかを視認可能とされている。このため、遮蔽部材の閉鎖状態を解除
することなく、固定部材が固定位置または固定解除位置にあるかの確認（固定部材位置確
認）をすることができる。
【００２６】
　以上より、請求項１の発明の遊技機は、固定部材の露出を防止できる、及び許諾シール
の貼付場所として利用できるという遮蔽部材の利点を保持しつつ、固定部材位置確認のた
めに遮蔽部材の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や遊技盤取替作業等
の作業効率を向上させることができるという極めて優れた効果を奏する。
【００２７】
　請求項２の発明の遊技機は、固定部材が固定位置にある場合に、固定部材は遮蔽部材に
より覆われる。従って、遊技機が遊技に利用されている場合には、通常、固定部材は固定
位置にあるため、固定部材が露出しない。このため、遊技機の美観の低下を防止すること
ができる。また、固定部材が固定位置にある場合に、誤操作により遊技盤の固定状態が解
除されてしまう事態の発生を防止できるという効果を奏する。
【００２８】
　そして、固定部材が固定解除位置にある場合には、固定部材は遮蔽部材により覆われな
い。このため、例えば、固定部材の周囲を透明な部材で覆うことにより、遊技盤の前面側
から固定部材が視認可能となる。
【００２９】
　つまり、遊技盤の前面側から、固定部材が視認可能でない場合には固定部材が固定位置
にあり、固定部材が視認可能である場合には固定部材が固定解除位置にあると判断するこ
とができる。このため、遮蔽部材の閉鎖状態を解除することなく、固定部材が固定位置ま
たは固定解除位置にあるかの確認（固定部材位置確認）をすることができる。
【００３０】
　また、遮蔽部材には貼付領域部が設けられているため、許諾シールを貼付することがで
きる。
　以上より、請求項２の発明の遊技機は、固定部材の露出を防止できる、及び許諾シール
の貼付場所として利用できるという遮蔽部材の利点を保持しつつ、固定部材位置確認のた
めに遮蔽部材の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や遊技盤取替作業等
の作業効率を向上させることができるという極めて優れた効果を奏する。
【００３１】
　請求項３の発明の遊技機は、固定部材が固定位置にある場合に、阻止部材と固定部材と
が当接することがないため、遮蔽部材を閉鎖状態とすることができる。従って、遊技機が
遊技に利用されている場合には、通常、固定部材は固定位置にあるため、固定部材が露出
しない。このため、遊技機の美観の低下を防止することができる。また、固定部材が固定
位置にある場合に、誤操作により遊技盤の固定状態が解除されてしまう事態の発生を防止
できるという効果を奏する。
【００３２】
　また、固定部材が固定解除位置にある場合には、遮蔽部材の閉鎖解除位置から閉鎖位置
への移動が、阻止部材と固定部材との当接によって阻止されるので、遮蔽部材を閉鎖状態
とすることができない。従って、遮蔽部材が閉鎖状態にある場合には固定部材が固定位置
にあると判断することができる。このため、遮蔽部材の閉鎖状態を解除することなく、固
定部材が固定位置または固定解除位置にあるかの確認（固定部材位置確認）をすることが
できる。
【００３３】
　また、遮蔽部材には貼付領域部が設けられているため、許諾シールを貼付することがで
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きる。
　以上より、請求項３の発明の遊技機は、固定部材の露出を防止できる、及び許諾シール
の貼付場所として利用できるという遮蔽部材の利点を保持しつつ、固定部材位置確認のた
めに遮蔽部材の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や遊技盤取替作業等
の作業効率を向上させることができるという極めて優れた効果を奏する。
【００３４】
　請求項４の発明の遊技機は、請求項１～請求項３の何れかの効果に加え、例えば、薄暗
い遊技場内で、許諾シールの記載事項を確認する際に、許諾シールが後面から照明されて
見易くなるという効果を奏する。また、例えば、許諾シールにすかしが入っている場合に
は、許諾シールが後面から照明されることにより、すかしの有無を確認でき、許諾シール
の真偽の判別が容易になるという効果を奏する。
【００３５】
　請求項５の発明の遊技機は、固定部材が遮蔽部材により遊技盤の前面側から覆われる。
このため、固定部材が露出しない。従って、遊技機の美観の低下を防止することができる
とともに、誤操作により遊技盤の固定状態が解除されてしまう事態の発生を防止できると
いう効果を奏する。
【００３６】
　また、遮蔽部材には貼付領域部が設けられているため、許諾シールを貼付することがで
きる。
　また、固定部材に設けられる第２の照光手段によって照射された光が、遮蔽部材の後面
から遮蔽部材と許諾シールとを透過して、遊技機の前方に向かって照射される。このため
、遮蔽部材が閉鎖状態であっても、遊技盤の前面側から、固定部材（第２の照光手段）か
ら照射される光が視認可能となる。従って、例えば、固定部材が固定位置にある場合と固
定解除位置にある場合とで第２の照光手段の位置が異なるように、第２の照光手段が固定
部材に取り付けられていれば、光が照射される位置に基づいて、固定部材が固定位置にあ
るか固定解除位置にあるかを判断することができる。このため、遮蔽部材の閉鎖状態を解
除することなく、固定部材が固定位置または固定解除位置にあるかの確認（固定部材位置
確認）をすることができる。
【００３７】
　以上より、請求項５の発明の遊技機は、固定部材の露出を防止できる、及び許諾シール
の貼付場所として利用できるという遮蔽部材の利点を保持しつつ、固定部材位置確認のた
めに遮蔽部材の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や遊技盤取替作業等
の作業効率を向上させることができるという極めて優れた効果を奏する。
【００３８】
　請求項６の発明の遊技機は、固定部材が遮蔽部材により遊技盤の前面側から覆われる。
このため、固定部材が露出しない。従って、遊技機の美観の低下を防止することができる
とともに、誤操作により遊技盤の固定状態が解除されてしまう事態の発生を防止できると
いう効果を奏する。
【００３９】
　また、遮蔽部材には貼付領域部が設けられているため、許諾シールを貼付することがで
きる。
　また、遮蔽部材の後面から遮蔽部材と許諾シールとを透過して遊技機の前方に向かって
照射されることにより、固定部材の陰影が映される。このため、遮蔽部材の閉鎖状態を解
除することなく、固定部材が固定位置または固定解除位置にあるかの確認（固定部材位置
確認）をすることができる。
【００４０】
　以上より、請求項６の発明の遊技機は、固定部材の露出を防止できる、及び許諾シール
の貼付場所として利用できるという遮蔽部材の利点を保持しつつ、固定部材位置確認のた
めに遮蔽部材の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や遊技盤取替作業等
の作業効率を向上させることができるという極めて優れた効果を奏する。
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【００４１】
　請求項７の発明の遊技機は、請求項５または請求項６の効果に加え、例えば、薄暗い遊
技場内で、許諾シールの記載事項を確認する際に、許諾シールが後面から照明されて見易
くなるという効果を奏する。また、例えば、許諾シールにすかしが入っている場合には、
許諾シールが後面から照明されることにより、すかしの有無を確認でき、許諾シールの真
偽の判別が容易になるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　（第１実施形態）
　以下に本発明の第１実施形態について図面をもとに説明する。
　図１は本発明が適用された遊技機１の正面図である。
【００４３】
　遊技機１は、図示しない遊技場に来場した遊技者にパチンコ遊技を提供するものであっ
て、図１に示すように、図示しない遊技機島に取り付けられる外枠３と、外枠３に開閉可
能に取り付けられた内枠５と、内枠５に取り付けられ、遊技者に対面して配置された遊技
盤６と、遊技盤６を覆うように取り付けられ、内枠５に対して開閉可能なガラス扉７と、
遊技者が遊技行為を行うために遊技盤６上に遊技球８を発射するためのハンドル９と、遊
技盤６における遊技行為の結果として提供される賞品、ここでは遊技球８を貯留する上受
け皿１１と、上受け皿１１から排出される遊技球８を受ける下受け皿１３とを備えている
。
【００４４】
　図２はガラス扉７を開放した状態の遊技機１の正面図である。
　遊技機１は、図２に示すように、内枠５に取り付けられ、遊技盤６を着脱可能に支持す
る遊技盤支持枠２１と、遊技盤６を遊技盤支持枠２１に固定するための固定部材２２，２
３，２４，２５と、遊技盤６の前面側から固定部材２４を覆う遮蔽部材２６と、遊技盤６
の前面側から固定部材２５を覆う遮蔽部材２７と、遮蔽部材２６を開閉可能に支持する開
閉支持部２８と、遮蔽部材２７を開閉可能に支持する開閉支持部２９とを備える。
【００４５】
　尚、固定部材２２、固定部材２３、固定部材２４、固定部材２５はそれぞれ、遊技盤６
の前面側から見て遊技盤６の左上端部、右上端部、左下端部、右下端部に設けられている
。
【００４６】
　図３（ａ）は遊技盤６（図３（ａ）では不図示。図２参照）が固定部材２５により固定
された状態（以下、固定状態ともいう）における固定部材２５及び遮蔽部材２７の正面図
、図３（ｂ）は固定状態が解除された状態（以下、固定解除状態ともいう）における固定
部材２５及び遮蔽部材２７の正面図、図４は図３（ｂ）のＡ－Ａ断面部を示す図、図５は
遮蔽部材２７が閉鎖解除位置Ｐ４にある状態における図３（ｂ）のＡ－Ａ断面部を示す図
である。
【００４７】
　遊技盤支持枠２１は、図３及び図４に示すように、遊技盤支持枠２１の前面２１ａから
突出して固定部材２５を支持する支持部２１ｂを備える。また、遊技盤支持枠２１は、固
定部材２５と同様にして固定部材２２，２３，２４（図２参照）をそれぞれ支持するため
の支持部２１ｂ（不図示）を備える。
【００４８】
　また、遊技盤６の右下端部に設けられている固定部材２５は、図３（ａ）に示すように
、遊技盤支持枠２１の支持部２１ｂ上に垂直方向ＹＳ（図３（ａ）では不図示。図４参照
）に沿って立設された回動軸２５ａと、この回動軸２５ａを中心にして、矢印Ｙ１で示す
水平方向に回動可能な係合部２５ｂとから構成される。
【００４９】
　これにより、固定部材２５は、遊技盤６を遊技盤支持枠２１に固定する固定位置Ｐ１（
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図３（ａ）参照）と、遊技盤６の固定を解除する固定解除位置Ｐ２（図３（ｂ）参照）と
の間で移動可能とされる。
【００５０】
　また遊技盤６は、図４に示すように、固定部材２５の係合部２５ｂと係合可能に構成さ
れた被係合部３１を備える。この被係合部３１には、係合部２５ｂが固定解除位置Ｐ２に
ある場合に係合部２５ｂが挿入可能となり、係合部２５ｂが固定位置Ｐ１（図３（ａ）参
照）にある場合に係合部２５ｂが挿入不可となる挿入孔３２が形成されている。
【００５１】
　これにより、固定部材２５を固定位置Ｐ１に移動させると係合部２５ｂと被係合部３１
とが係合されて、遊技盤６が遊技盤支持枠２１に固定される。一方、固定部材２５を固定
解除位置Ｐ２に移動させると、係合部２５ｂと被係合部３１との係合が解除されて、遊技
盤６の固定が解除される。
【００５２】
　尚、固定部材２５で代表して説明したが、固定部材２２，２３，２４も固定部材２５と
同様に構成されている。
　次に、遮蔽部材２７は、図３（ａ），（ｂ）に示すように、固定部材２５を遮蔽可能な
大きさを有する板状部材である。そして遮蔽部材２７は、図４に示すように、開閉支持部
２９の回動軸２９ａを中心にして、矢印Ｙ２で示す方向に回動することで、遊技盤６の前
面側から固定部材２５を覆う状態（以下、閉鎖状態ともいう）となる閉鎖位置Ｐ３と、閉
鎖状態を解除する閉鎖解除位置Ｐ４（図５参照）との間で移動可能とされる。
【００５３】
　尚、遮蔽部材２７で代表して説明したが、遮蔽部材２６も遮蔽部材２７と同様に構成さ
れている。
　また、図３（ａ），（ｂ）に示すように、遮蔽部材２７の前面２７ａ（図４参照）上に
は、許諾シール３０を貼付する貼付領域２７ｂ（図３（ａ），（ｂ）の一点鎖線で囲まれ
た領域を参照）が設けられている。尚、この貼付領域２７ｂは、図４に示すように、凹状
に形成されており、前面２７ａにおいて許諾シール３０を貼付するべき位置が判別可能と
なっている。
【００５４】
　また、貼付領域２７ｂは、この貼付領域２７ｂの全体に亘って許諾シール３０が貼付さ
れた場合において、許諾シール３０が、図３（ａ）に示すように、固定位置Ｐ１にある固
定部材２５が遮蔽可能となるとともに、図３（ｂ）に示すように、固定解除位置Ｐ２にあ
る固定部材２５が遮蔽不可となるように配置されている。
【００５５】
　更に遮蔽部材２７は、透明な材料で構成されている。このため、固定部材２５が固定位
置Ｐ１にある場合には、図３（ａ）に示すように、遊技盤６の前面側から、固定部材２５
を視認することができないが、固定部材２５が固定解除位置Ｐ２にある場合には、図３（
ｂ）に示すように、固定部材２５の一部を視認することができる。
【００５６】
　このように構成された第１実施形態の遊技機１は、固定部材２５が固定位置Ｐ１にある
場合に、遊技盤６が遊技盤支持枠２１に固定される固定状態にされ、固定部材２５が固定
解除位置Ｐ２にある場合に、固定状態が解除される。また、遮蔽部材２７が閉鎖位置Ｐ３
にある場合に、固定部材２５が遮蔽部材２７により遊技盤６の前面側から覆われる閉鎖状
態にされ、遮蔽部材２７が閉鎖解除位置Ｐ４にある場合に、閉鎖状態が解除される。
【００５７】
　また、遮蔽部材２７の貼付領域２７ｂには許諾シール３０が貼付されるとともに、遮蔽
部材２７の貼付領域２７ｂ以外の領域を介して、遊技盤６の前面側から、固定部材２５が
固定位置Ｐ１または固定解除位置Ｐ２にあるかを視認可能とされる。
【００５８】
　これらより、固定部材２５が遮蔽部材２７により遊技盤６の前面側から覆われるため、
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固定部材２５が露出しない。従って、遊技機１の美観の低下を防止することができるとと
もに、誤操作により遊技盤６の固定状態が解除されてしまう事態の発生を防止できるとい
う効果を奏する。
【００５９】
　また、遮蔽部材２７には貼付領域２７ｂが設けられているため、許諾シール３０を貼付
することができる。
　更に、遮蔽部材２７の貼付領域２７ｂ以外の領域を介して、遊技盤６の前面側から、固
定部材２５が固定位置Ｐ１または固定解除位置Ｐ２にあるかを視認可能とされているため
、遮蔽部材２７の閉鎖状態を解除することなく、固定部材２５が固定位置Ｐ１または固定
解除位置Ｐ２にあるかの確認（以下、固定部材位置確認ともいう）をすることができる。
【００６０】
　以上より、第１実施形態の遊技機１は、固定部材２５の露出を防止できる、及び許諾シ
ールの貼付場所として利用できるという遮蔽部材２７の利点を保持しつつ、固定部材位置
確認のために遮蔽部材２７の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や遊技
盤取替作業等の作業効率を向上させることができるという極めて優れた効果を奏する。
【００６１】
　以上説明した実施形態において、貼付領域２７ｂは本発明における貼付領域部、遮蔽部
材２７の前面２７ａにおける貼付領域２７ｂ以外の領域は本発明における視認領域部であ
る。
【００６２】
　（第２実施形態）
　以下に本発明の第２実施形態について図面をもとに説明する。尚、第２実施形態では、
第１実施形態と異なる部分のみを説明する。
【００６３】
　第２実施形態における遊技機１が第１実施形態の遊技機１と異なるのは、遮蔽部材２７
の構成である。
　図６（ａ）は固定状態における固定部材２５及び遮蔽部材２７の正面図、図６（ｂ）は
図６（ａ）のＡ－Ａ断面部を示す図である。
【００６４】
　第２実施形態の遮蔽部材２７は、図６（ａ）に示すように、後面２７ｃ（図６（ｂ）参
照）上に、遮蔽部材２７が閉鎖解除位置Ｐ４（図５参照）から閉鎖位置Ｐ３（図４参照）
へ移動する途中で、固定解除位置Ｐ２にある固定部材２５と当接する阻止部材２７ｄを備
える。これ以外は、第１実施形態と同様である。
【００６５】
　また阻止部材２７ｄは、固定部材２５が固定位置Ｐ１（図３（ａ）参照）にある場合に
遮蔽部材２７が閉鎖位置Ｐ３（図４参照）へ移動しても、固定部材２５と当接しないよう
に設置されている。
【００６６】
　このため、固定部材２５が固定解除位置Ｐ２にある場合には、図６（ｂ）に示すように
、遮蔽部材２７の閉鎖解除位置Ｐ４（図５参照）から閉鎖位置Ｐ３（図４参照）への移動
が、阻止部材２７ｄと固定部材２５との当接によって阻止される。一方、固定部材２５が
固定位置Ｐ１（図３（ａ）参照）にある場合には、阻止部材２７ｄと固定部材２５とが当
接することがないため、遮蔽部材２７が閉鎖解除位置Ｐ４から閉鎖位置Ｐ３へ移動するこ
とができる。
【００６７】
　このように構成された第２実施形態の遊技機１は、固定部材２５が固定位置Ｐ１にある
場合に、阻止部材２７ｄと固定部材２５とが当接することがないため、遮蔽部材２７を閉
鎖状態とすることができる。従って、遊技機１が遊技に利用されている場合には、通常、
固定部材２５は固定位置Ｐ１にあるため、固定部材２５が露出しない。このため、遊技機
１の美観の低下を防止することができる。また、固定部材２５が固定位置Ｐ１にある場合
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に、誤操作により遊技盤６の固定状態が解除されてしまう事態の発生を防止できるという
効果を奏する。
【００６８】
　また、遮蔽部材２７には貼付領域２７ｂが設けられているため、許諾シール３０を貼付
することができる。
　また、固定部材２５が固定解除位置Ｐ２にある場合には、遮蔽部材２７の閉鎖解除位置
Ｐ４から閉鎖位置Ｐ３への移動が、阻止部材２７ｄと固定部材２５との当接によって阻止
されるので、遮蔽部材２７を閉鎖状態とすることができない。従って、遮蔽部材２７が閉
鎖状態にある場合には固定部材２５が固定位置Ｐ１にあると判断することができる。この
ため、遮蔽部材２７の閉鎖状態を解除することなく、固定部材２５が固定位置Ｐ１または
固定解除位置Ｐ２にあるかの確認（固定部材位置確認）をすることができる。
【００６９】
　尚、上記のように固定部材２５が閉鎖状態であるか否かにより固定部材位置確認を行う
ことができるため、許諾シール３０を貼付することによって、固定部材位置確認ができな
くなるということはない。つまり、遮蔽部材２７を許諾シール３０の貼付場所として利用
できるという利点は保持している。
【００７０】
　以上より、第２実施形態の遊技機１は、固定部材の露出を防止できる、及び許諾シール
３０の貼付場所として利用できるという遮蔽部材２７の利点を保持しつつ、固定部材位置
確認のために遮蔽部材２７の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や遊技
盤取替作業等の作業効率を向上させることができるという極めて優れた効果を奏する。
【００７１】
　（第３実施形態）
　以下に本発明の第３実施形態について図面をもとに説明する。尚、第３実施形態では、
第１実施形態と異なる部分のみを説明する。
【００７２】
　図７は、第３実施形態におけるガラス扉７を開放した状態の遊技機１の正面図である。
　第３実施形態における遊技機１が第１実施形態の遊技機１と異なるのは、図７に示すよ
うに、遮蔽部材２７の代わりに遮蔽部材４１を備える点と、遊技盤６の前面側から固定部
材２５を視認するための確認窓４２を遮蔽部材４１に隣接して備える点である。
【００７３】
　図８（ａ）は固定状態における固定部材２５、遮蔽部材４１及び確認窓４２の正面図、
図８（ｂ）は固定解除状態における固定部材２５、遮蔽部材４１及び確認窓４２の正面図
である。
【００７４】
　遮蔽部材４１は、光を透過しない材料で構成されており、図８（ａ）に示すように、固
定位置Ｐ１にある固定部材２５が遮蔽可能となるとともに、図８（ｂ）に示すように、固
定解除位置Ｐ２にある固定部材２５が遮蔽不可となるように配置されている。また、遮蔽
部材４１の前面４１ａ上には、許諾シール３０を貼付する貼付領域４１ｂが設けられてい
る。
【００７５】
　次に確認窓４２は、図８（ａ）に示すように、固定位置Ｐ１にある固定部材２５が遊技
盤６の前面側から視認不可となるとともに、図８（ｂ）に示すように、固定解除位置Ｐ２
にある固定部材２５の一部が遊技盤６の前面側から視認可能となるように配置されている
。
【００７６】
　このように構成された第３実施形態の遊技機１は、固定部材２５が固定位置Ｐ１にある
場合に、固定部材２５は遮蔽部材２７により覆われる。一方、固定部材２５が固定解除位
置Ｐ２にある場合には、固定部材２５は遮蔽部材２７により覆われず、確認窓４２を介し
て、遊技盤６の前面側から固定部材２５が視認可能となる。
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【００７７】
　従って、遊技機１が遊技に利用されている場合には、通常、固定部材２５は固定位置Ｐ
１にあり、固定部材２５が露出しないため、遊技機１の美観の低下を防止することができ
る。また、固定部材２５が固定位置Ｐ１にある場合に、誤操作により遊技盤６の固定状態
が解除されてしまう事態の発生を防止できるという効果を奏する。
【００７８】
　そして、固定部材２５が固定解除位置Ｐ２にある場合には、確認窓４２を介して、遊技
盤６の前面側から固定部材２５が視認可能となる。
　つまり、遊技盤６の前面側から、固定部材２５が視認可能でない場合には固定部材２５
が固定位置Ｐ１にあり、固定部材２５が視認可能である場合には固定部材２５が固定解除
位置Ｐ２にあると判断することができる。このため、遮蔽部材４１の閉鎖状態を解除する
ことなく、固定部材２５が固定位置Ｐ１または固定解除位置Ｐ２にあるかの確認（固定部
材位置確認）をすることができる。
【００７９】
　また、遮蔽部材４１には貼付領域４１ｂが設けられているため、許諾シール３０を貼付
することができる。
　以上より、第３実施形態の遊技機は、固定部材２５の露出を防止できる、及び許諾シー
ル３０の貼付場所として利用できるという遮蔽部材４１の利点を保持しつつ、固定部材位
置確認のために遮蔽部材４１の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や遊
技盤取替作業等の作業効率を向上させることができるという極めて優れた効果を奏する。
【００８０】
　（第４実施形態）
　以下に本発明の第４実施形態について図面をもとに説明する。尚、第４実施形態では、
第１実施形態と異なる部分のみを説明する。
【００８１】
　図９は、第４実施形態におけるガラス扉７を開放した状態の遊技機１の正面図である。
また、図１０（ａ）は固定解除状態における固定部材２５及び遮蔽部材２７の正面図、図
１０（ｂ）は図１０（ａ）のＡ－Ａ断面部を示す図である。
【００８２】
　第４実施形態における遊技機１が第１実施形態の遊技機１と異なるのは、図９に示すよ
うに、ガラス扉７を開放した状態で操作可能となり、後述するＬＥＤ５３を点灯する際に
操作される操作ボタン５１が追加される点と、図１０（ａ）に示すように、許諾シール３
０の代わりに許諾シール５２が貼付される点と、図１０（ｂ）に示すように、許諾シール
５２を照明するためのＬＥＤ５３が追加される点と、被係合部３１の代わりに被係合部５
４が設置される点である。
【００８３】
　これらのうち許諾シール５２は、光透過性を有する材料で構成されている点以外は、許
諾シール３０と同様である。また被係合部５４は、光透過性を有する材料で構成されてい
る点以外は、被係合部３１と同様である。
【００８４】
　またＬＥＤ５３は、操作ボタン５１が操作されると点灯するように構成され、図１０（
ｂ）に示すように、遊技盤支持枠２１の前面２１ａ上に複数（本実施形態では６個）設置
され、垂直方向ＹＳに沿って、被係合部５４側に向けて光Ｌ１を照射する。尚、ＬＥＤ５
３は、図１０（ａ）に示すように、許諾シール５２の一部分（本実施形態では、許諾シー
ル５２の番号が記載されている部分）のみを照射するように設置されている。
【００８５】
　このように構成された第４実施形態の遊技機１は、ＬＥＤ５３により照射された光Ｌ１
が、遮蔽部材２７の後面から遮蔽部材２７と許諾シール５２とを透過して、遊技機１の前
方に向かって照射される。
【００８６】
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　従って、例えば、薄暗い遊技場内で、許諾シール５２の記載事項を確認する際に、許諾
シール５２が後面から照明されて見易くなるという効果を奏する。また、例えば、許諾シ
ール５２にすかしが入っている場合には、許諾シール５２が後面から照明されることによ
り、すかしの有無を確認でき、許諾シール５２の真偽の判別が容易になるという効果を奏
する。
【００８７】
　以上説明した実施形態において、ＬＥＤ５３は本発明における第１の照光手段である。
　（第５実施形態）
　以下に本発明の第５実施形態について図面をもとに説明する。尚、第５実施形態では、
第１実施形態と異なる部分のみを説明する。
【００８８】
　図１１は、第５実施形態におけるガラス扉７を開放した状態の遊技機１の正面図である
。また、図１２（ａ）は固定状態における固定部材２５、遮蔽部材６２の正面図、図１２
（ｂ）は固定解除状態における固定部材２５、遮蔽部材６２の正面図、図１３は図１２（
ａ）のＡ－Ａ断面部を示す図である。
【００８９】
　第５実施形態における遊技機１が第１実施形態の遊技機１と異なるのは、図１１に示す
ように、ガラス扉７を開放した状態で操作可能となり、ガラス扉７を開放した状態で操作
可能となり、後述するＬＥＤ６６，６７を点灯する際に操作される操作ボタン６１が追加
される点と、図１２（ａ），（ｂ）に示すように、遮蔽部材２７の代わりに遮蔽部材６２
を備える点と、固定部材２５に設けられるＬＥＤ６６，６７が追加される点と、許諾シー
ル３０の代わりに許諾シール６３が貼付される点である。
【００９０】
　これらのうち、遮蔽部材６２は、光透過性を有する材料で構成されている点と、図１２
（ａ），（ｂ）に示すように、遮蔽部材６２の前面６２ａ（図１３参照）上に許諾シール
６３を貼付する貼付領域６２ｂが前面６２ａの略全面に亘って設けられている点以外は遮
蔽部材２７と同様である。
【００９１】
　また許諾シール６３は、光透過性を有する材料で構成されている点と、貼付領域６２ｂ
と略同じ面積を有する点以外は許諾シール３０と同様である。
　次にＬＥＤ６６，６７は、操作ボタン６１が操作されると点灯するように構成され、図
１２（ａ），（ｂ）に示すように、固定部材２５の長手方向一端部２５ｃ及び他端部２５
ｄにおける前面２５ｅ上に設置されている。そしてＬＥＤ６６，６７は、図１３に示すよ
うに、垂直方向ＹＳに沿って、遮蔽部材６２に向けて光Ｌ２を照射する。
【００９２】
　このように構成された第５実施形態の遊技機１は、固定部材２５に設けられるＬＥＤ６
６，６７によって照射された光Ｌ２が、遮蔽部材６２の後面から遮蔽部材６２と許諾シー
ル６３とを透過して、遊技機１の前方に向かって照射される。
【００９３】
　このため、遮蔽部材６２が閉鎖状態であっても、遊技盤６の前面側から、固定部材２５
（ＬＥＤ６６，６７）から照射される光Ｌ２が視認可能となる。そして、本実施形態では
、固定部材２５が固定位置Ｐ１にある場合と固定解除位置Ｐ２にある場合とでＬＥＤ６６
，６７の位置が異なるように、ＬＥＤ６６，６７が固定部材２５に取り付けられているの
で、光Ｌ２が照射される位置に基づいて、固定部材２５が固定位置Ｐ１にあるか固定解除
位置Ｐ２にあるかを判断することができる。このため、遮蔽部材６２の閉鎖状態を解除す
ることなく、固定部材２５が固定位置Ｐ１または固定解除位置Ｐ２にあるかの確認（固定
部材位置確認）をすることができる。
【００９４】
　また、固定部材２５が遮蔽部材６２により遊技盤６の前面側から覆われる。このため、
固定部材２５が露出しない。従って、遊技機１の美観の低下を防止することができるとと
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もに、誤操作により遊技盤６の固定状態が解除されてしまう事態の発生を防止できるとい
う効果を奏する。
【００９５】
　また、遮蔽部材６２には貼付領域６２ｂが設けられているため、許諾シール６３を貼付
することができる。
　以上より、第５実施形態の遊技機１は、固定部材２５の露出を防止できる、及び許諾シ
ール６３の貼付場所として利用できるという遮蔽部材６２の利点を保持しつつ、固定部材
位置確認のために遮蔽部材６２の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や
遊技盤取替作業等の作業効率を向上させることができるという極めて優れた効果を奏する
。
【００９６】
　以上説明した実施形態において、貼付領域６２ｂは本発明における貼付領域部、ＬＥＤ
６６，６７は本発明における第２の照光手段である。
　（第６実施形態）
　以下に本発明の第６実施形態について図面をもとに説明する。尚、第６実施形態では、
第１実施形態と異なる部分のみを説明する。
【００９７】
　図１４は、第６実施形態におけるガラス扉７を開放した状態の遊技機１の正面図である
。また、図１５（ａ）は固定解除状態における固定部材２５及び遮蔽部材６２の正面図、
図１５（ｂ）は図１５（ａ）のＡ－Ａ断面部を示す図である。
【００９８】
　第６実施形態における遊技機１が第１実施形態の遊技機１と異なるのは、図１４に示す
ように、後述するＬＥＤ７２を点灯する際に操作される操作ボタン７１が追加される点と
、図１５（ａ），（ｂ）に示すように、遮蔽部材２７の代わりに遮蔽部材６２を備える点
と、遊技盤支持枠２１の前面２１ａに設けられるＬＥＤ７２が追加される点と、許諾シー
ル３０の代わりに許諾シール６３が貼付される点と、被係合部３１の代わりに被係合部７
３が設置される点である。
【００９９】
　これらのうち、遮蔽部材６２と許諾シール６３については、第５実施形態と同様である
ので、説明を省略する。
　また被係合部７３は、光透過性を有する材料で構成されている点以外は、被係合部３１
と同様である。
【０１００】
　またＬＥＤ７２は、操作ボタン７１が操作されると点灯するように構成され、図１５（
ａ），（ｂ）に示すように、遊技盤支持枠２１の前面２１ａ上において許諾シール６３に
より覆われる領域全体に亘って（但し、支持部２１ｂが設けられている箇所を除く）複数
（本実施形態では２０４個）設置される。そしてＬＥＤ７２は、垂直方向ＹＳ（図１５（
ｂ）参照）に沿って、被係合部７３側に向けて光Ｌ３を照射する。
【０１０１】
　このように構成された第６実施形態の遊技機１は、固定部材２５の後側からＬＥＤ７２
により照射された光Ｌ３のうち、固定部材２５に遮られなかった光Ｌ３が、遮蔽部材６２
の後面から遮蔽部材６２と許諾シール６３とを透過して遊技機１の前方に向かって照射さ
れることにより、固定部材２５の陰影が映される。このため、遮蔽部材６２の閉鎖状態を
解除することなく、固定部材２５が固定位置Ｐ１または固定解除位置Ｐ２にあるかの確認
（固定部材位置確認）をすることができる。
【０１０２】
　また、固定部材２５が遮蔽部材６２により遊技盤６の前面側から覆われる。このため、
固定部材２５が露出しない。従って、遊技機１の美観の低下を防止することができるとと
もに、誤操作により遊技盤６の固定状態が解除されてしまう事態の発生を防止できるとい
う効果を奏する。
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【０１０３】
　また、遮蔽部材６２には貼付領域６２ｂが設けられているため、許諾シール６３を貼付
することができる。
　以上より、第６実施形態の遊技機１は、固定部材２５の露出を防止できる、及び許諾シ
ール６３の貼付場所として利用できるという遮蔽部材６２の利点を保持しつつ、固定部材
位置確認のために遮蔽部材６２の閉鎖状態を解除する作業を不要とし、遊技機製造作業や
遊技盤取替作業等の作業効率を向上させることができるという極めて優れた効果を奏する
。
【０１０４】
　以上説明した実施形態において、ＬＥＤ７２は本発明における第３の照光手段である。
　以上、本発明の一実施例について説明したが、本発明は上記実施例に限定されるもので
はなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態を採ることができる。
【０１０５】
　例えば、第１実施形態における遮蔽部材２７の貼付領域２７ｂは、固定位置Ｐ１にある
固定部材２５が遮蔽可能となるとともに、固定解除位置Ｐ２にある固定部材２５が遮蔽不
可となるように配置されている（図３（ａ），（ｂ）参照）。しかし、遮蔽部材２７は、
貼付領域２７ｂの代わりに、図１６（ａ）に示すように、固定位置Ｐ１にある固定部材２
５が遮蔽不可となるとともに、固定解除位置Ｐ２にある固定部材２５が遮蔽可能となるよ
うに配置された貼付領域２７ｅを前面２７ａ上に設けるようにしてもよい。
【０１０６】
　また、第１実施形態における遮蔽部材２７の代わりに、図１６（ｂ）に示す遮蔽部材８
１を備えるようにしてもよい。
　この遮蔽部材８１は、光を透過しない材料で構成されている。そして遮蔽部材８１は、
貼付領域２７ｂと同様の貼付領域８１ｂが前面８１ａ上に設けられるとともに、固定解除
位置Ｐ２にある固定部材２５の長手方向他端部２５ｄが遊技盤６の前面側から視認可能と
なる切欠部８１ｃが設けられている。
【０１０７】
　これにより、切欠部８１ｃを通して固定部材２５の一部を視認することができれば固定
解除位置Ｐ２にあり、視認することができなければ固定解除位置Ｐ２にないと判断するこ
とができる。即ち、遮蔽部材８１の閉鎖状態を解除することなく、固定部材２５が固定位
置Ｐ１または固定解除位置Ｐ２にあるかの確認をすることができる。尚、切欠部８１ｃは
本発明における視認領域部である。
【０１０８】
　更に、切欠部８１ｃに指を掛けることによって、遮蔽部材８１を開閉させることができ
る。
　また、図１６（ｂ）では、切欠部８１ｃは、固定解除位置Ｐ２にある固定部材２５の一
部が視認可能となる位置に設けられているが、固定位置Ｐ１にある固定部材２５の一部が
視認可能となる位置に設けてもよい。
【０１０９】
　また第６実施形態では、遊技盤支持枠２１の前面２１ａ上において許諾シール６３によ
り覆われる領域全体に亘ってＬＥＤ７２が設置されている。しかし、許諾シール６３によ
り覆われる領域のうち、例えば許諾シールの番号が記載されている部分については、ＬＥ
Ｄ７２の代わりに、図１０（ａ）に示すようにＬＥＤ５３を設置するようにしてもよい。
【０１１０】
　また第４～６実施形態では、ガラス扉７を開放した状態で操作可能となりＬＥＤを点灯
する際に操作される操作ボタンが遊技機１に設けられている。しかし、ＬＥＤを点灯させ
るための信号を無線送信するリモコンを遊技場のスタッフが所持し、遊技場のスタッフが
遊技機１の前でリモコンを操作することでＬＥＤが点灯するように遊技機１を構成しても
よい。
【０１１１】
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　そして、リモコン操作でＬＥＤが点灯するようにした場合には操作ボタンが不要になる
。つまり、ＬＥＤを点灯させるためにガラス扉７を開放する必要がない。このため、閉め
られている状態のガラス扉７について、許諾シールを覆っている部分を、光透過性を有す
る材料で構成するようにするとよい。このようにすれば、ＬＥＤにより照射された光が、
ガラス扉７における光透過性を有する材料で構成された部分を透過して遊技機１の前方に
向かって照射される。従って、リモコン操作でＬＥＤを点灯させることによって、ガラス
扉７を開けることなく、固定部材２５が固定位置Ｐ１または固定解除位置Ｐ２にあるかの
確認をすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】遊技機１の正面図である。
【図２】ガラス扉７を開放した状態の遊技機１の正面図である。
【図３】第１実施形態の固定状態及び固定解除状態における固定部材２５及び遮蔽部材２
７の正面図である。
【図４】第１実施形態の固定部材２５及び遮蔽部材２７の断面部を示す図である。
【図５】第１実施形態の閉鎖解除位置Ｐ４における固定部材２５及び遮蔽部材２７の断面
部を示す図である。
【図６】第２実施形態の固定状態における固定部材２５及び遮蔽部材２７の正面図及び断
面部を示す図である。
【図７】第３実施形態におけるガラス扉７を開放した状態の遊技機１の正面図である。
【図８】第３実施形態の固定状態及び固定解除状態における固定部材２５、遮蔽部材４１
及び確認窓４２の正面図である。
【図９】第４実施形態におけるガラス扉７を開放した状態の遊技機１の正面図である。
【図１０】第４実施形態の固定状態における固定部材２５及び遮蔽部材２７の正面図及び
断面図である。
【図１１】第５実施形態におけるガラス扉７を開放した状態の遊技機１の正面図である。
【図１２】第５実施形態の固定状態及び固定解除状態における固定部材２５、遮蔽部材６
２の正面図である。
【図１３】第５実施形態の固定状態における固定部材２５、遮蔽部材６２の断面部を示す
図である。
【図１４】第６実施形態におけるガラス扉７を開放した状態の遊技機１の正面図である。
【図１５】第６実施形態の固定解除状態における固定部材２５及び遮蔽部材６２の正面図
及び断面部を示す図である。
【図１６】他の実施形態における遮蔽部材の正面図である。
【符号の説明】
【０１１３】
　１…遊技機、３…外枠、５…内枠、６…遊技盤、７…ガラス扉、８…遊技球、９…ハン
ドル、１１…上受け皿、１３…下受け皿、２１…遊技盤支持枠、２１ｂ…支持部、２２，
２３，２４，２５…固定部材、２５ａ…回動軸、２５ｂ…係合部、２６，２７，４１，６
２，８１…遮蔽部材、２７ｂ，２７ｅ，４１ｂ，６２ｂ，８１ｂ…貼付領域、２７ｄ…阻
止部材、２８，２９…開閉支持部、２９ａ…回動軸、３０，５２，６３…許諾シール、３
１，５４，７３…被係合部、３２…挿入孔、４２…確認窓、５１，６１，７１…操作ボタ
ン、５３，６６，６７，７２…ＬＥＤ、８１ｃ…切欠部、Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３…光、Ｐ１…
固定位置、Ｐ２…固定解除位置、Ｐ３…閉鎖位置、Ｐ４…閉鎖解除位置
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【図７】 【図８】



(20) JP 2008-79803 A 2008.4.10

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(21) JP 2008-79803 A 2008.4.10

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

