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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気機器を有する遊技機本体部と、
　該遊技機本体部に設けられた取付枠と、
　該取付枠に着脱可能に取り付けられる遊技盤と、
　前記遊技機本体部の電気機器に接続された取付枠側コネクタと、
　前記遊技盤の電気機器に接続されると共に前記取付枠側コネクタと対をなす遊技盤側コ
ネクタと、を備えた遊技機であって、
　前記遊技盤は、前記取付枠に対して開いた第１の位置に取り付けられてその第１の位置
と閉じた第２の位置との間で開閉回動可能とされるとともに、当該第２の位置で前記取付
枠に止着される構成とされ、さらに前記開閉回動の中心から遠い側辺側の背面に前記遊技
盤側コネクタが取り付けられており、
　一方、前記取付枠には、前記遊技盤の第１の位置から第２の位置への回動動作に伴って
前記遊技盤側コネクタとワンタッチ状に係合可能な位置に前記取付枠側コネクタが取り付
けられており、
　さらに前記遊技盤には、前記第２の位置で当該遊技盤を前記取付枠に解除自在に止着す
るロック操作手段が備えられ、前記ロック操作手段による前記遊技盤の前記取付枠に対す
る止着は、当該遊技盤を当該取付枠に押し付ける形態でなされる構成とされ、前記遊技盤
側コネクタと取付枠側コネクタは、前記ロック操作手段の配置箇所に対応する箇所に配置
されるとともに、当該コネクタの係合方向が当該ロック操作手段による前記遊技盤の押し
付け方向と概ね一致していることを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】遊技機
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、パチンコ、アレンジボール等の遊技機における遊技盤の合理的な取付け技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機における遊技盤の取付け技術に関する一例が特許文献１（特開２００１－３２７
７１７号公報）に開示されている。この開示文献においては、遊技機の遊技盤を、取付枠
に回動自在に取り付けられた保持部に収容した後、当該保持部を遊技盤とともに取付枠に
向かって水平状に回動させて当該取付枠に止着する技術が記載されている。
【０００３】
　上記開示技術は、保持部に遊技盤の一側縁部を挿入することによって当該保持部と遊技
盤とを一体化し、その状態で保持部と共に遊技盤を取付枠側へ回動させた後、取付枠の前
面領域に配置されたストッパ部材からなるロック操作手段を介して取付枠に止着する構成
を採用することで、取付枠に対する遊技盤の止着容易性を追求したものである。しかしな
がら、取付枠の前面領域は、上方および側方については、取付枠の外周輪郭とそのすぐ内
側に形成された遊技盤装着用の開口部との間の狭い領域であり、また下方については上記
開口と上皿ユニットとに挟まれた狭い領域である。このようなことから、狭いスペースの
前面領域にロック操作手段を配置する構成では、当該ロック操作手段を配置するためのス
ペースを確保することが難しく、必然的にロック操作手段が精々２本の指先で掴める程度
の小さいものとなり、止着能力あるいは操作性の点において、なお改良すべき余地がある
。このようなことから、遊技盤を取付枠に対して合理的に止着する技術の開発が要請され
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－３２７７１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、遊技機において遊技盤を合理的に取
付けるのに資する技術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】
【０００６】
　上記課題を達成するため、請求項１に記載の発明が構成される。請求項１に記載の発明
によれば、
　電気機器を有する遊技機本体部と、
　該遊技機本体部に設けられた取付枠と、
　該取付枠に着脱可能に取り付けられる遊技盤と、
　前記遊技機本体部の電気機器に接続された取付枠側コネクタと、
　前記遊技盤の電気機器に接続されると共に前記取付枠側コネクタと対をなす遊技盤側コ
ネクタと、を備えた遊技機であって、
　前記遊技盤は、前記取付枠に対して開いた第１の位置に取り付けられてその第１の位置
と閉じた第２の位置との間で開閉回動可能とされるとともに、当該第２の位置で前記取付
枠に止着される構成とされ、さらに前記開閉回動の中心から遠い側辺側の背面に前記遊技
盤側コネクタが取り付けられており、
　一方、前記取付枠には、前記遊技盤の第１の位置から第２の位置への回動動作に伴って
前記遊技盤側コネクタとワンタッチ状に係合可能な位置に前記取付枠側コネクタが取り付
けられており、
　さらに前記遊技盤には、前記第２の位置で当該遊技盤を前記取付枠に解除自在に止着す
るロック操作手段が備えられ、前記ロック操作手段による前記遊技盤の前記取付枠に対す
る止着は、当該遊技盤を当該取付枠に押し付ける形態でなされる構成とされ、前記遊技盤



(3) JP 2010-115509 A5 2011.4.14

側コネクタと取付枠側コネクタは、前記ロック操作手段の配置箇所に対応する箇所に配置
されるとともに、当該コネクタの係合方向が当該ロック操作手段による前記遊技盤の押し
付け方向と概ね一致している遊技機が構成される。遊技機としては、典型的には、パチン
コ機やアレンジボール機等がこれに該当する。
【０００７】
　なお、「一側縁」とは、典型的には、遊技機の前面側から見て左側縁がこれに該当する
が、左側縁の他、右側縁あるいは下縁を包含する。また「結合」の態様としては、ピンと
ガイド溝とのはめ込みを介して回動自在に結合される態様、あるいはピンと孔とのはめ合
いを介して回動自在に結合される態様、またはいわゆるヒンジ（蝶番）を介して回動自在
に結合される態様等がこれに該当する。また「閉じた第２の位置」とは、完全に閉じた位
置は勿論のこと、完全に閉じた位置に至る直前の位置をも包含する概念である。
【０００８】
　上記のように、遊技盤の前面にロック操作手段を備える構成の本発明によれば、遊技盤
の前面領域を十分に活用してロック操作手段の配置スペースを形成することができる。す
なわち、取付枠にロック操作手段を配置する従来の構成であれば、取付枠の限られた広さ
の前面領域（枠幅内）にロック操作手段の配置スペースを確保しなければならない、とい
った制約を受けるが、本発明のように遊技盤の前面にロック操作手段を配置する構成とし
たときは、取付枠に比べて比較的広いスペースを容易に確保することが可能となり、その
結果として、ロック操作手段を比較的大きいサイズに形成することが可能となる。ロック
操作手段の大型化は、取付枠に対する遊技盤の止着能力を高めるとともに、止着操作ある
いは止着解除操作の操作性を向上する上で有効となる。これにより、遊技盤を取付枠に取
り付ける際の作業性を合理的に向上することが可能となる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、遊技機において遊技盤を合理的に取付けるのに資する技術が提供され
ることとなった。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る遊技機の全体を示す斜視図であり、遊技盤が遊技盤着脱
位置に位置している状態を示す。
【図２】同じく遊技機の全体を示す斜視図であり、遊技盤が遊技盤止着位置に位置してい
る状態を示す。
【図３】遊技機本体部および取付枠を前面側から見た斜視図である。
【図４】遊技機本体部および取付枠を背面側から見た斜視図である。
【図５】上部側のピンガイド溝およびコネクタの向き矯正手段を示す斜視図である。
【図６】下部側のピンガイド溝を示す斜視図である。
【図７】遊技盤を前面側から見た斜視図である。
【図８】遊技盤を背面側から見た斜視図である。
【図９】左側縁部の遊技盤側コネクタの位置調整構造を説明する斜視図である。
【図１０】同じく左側縁部の遊技盤側コネクタを遊技機背面側から見た概略図である。
【図１１】同じく左側縁部の遊技盤側コネクタの位置調整構造を示す概略縦断面図である
。
【図１２】右側縁部の遊技盤側コネクタの位置調整構造を説明する図であり、遊技機背面
側から見た概略図である。
【図１３】同じく右側縁部の遊技盤側コネクタの位置調整構造を説明する概略縦断面図で
ある。
【図１４】同じく右側縁部の遊技盤側コネクタの位置調整構造を説明する概略平断面図で
ある。
【図１５】遊技盤側ロック手段を示す斜視図である。
【図１６】遊技盤側ロック手段によるロック（止着）状態を示す断面図である。
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【図１７】取付ピンとピンガイド溝とのはめ込み態様を平面的に示す模式図である。
【図１８】取付枠側コネクタの向き矯正手段を説明する断面図である。
【図１９】取付枠側コネクタの向き矯正作用を平面的に示す模式図である。
【図２０】変更例１を説明するための平面的に示す模式図である。
【図２１】変更例２を説明するための平面的に示す模式図である。
【図２２】変更例３を説明するための遊技機背面側から見た断面図である。
【図２３】変更例３を説明するための遊技機側面方向から見た断面図である。
【図２４】変更例４を説明するための遊技機側面方向から見た断面図である。
【図２５】変更例４を説明するための遊技機背面側から見た概略図である。
【図２６】本発明の第２の実施形態である遊技機の全体構成を斜視図として示す。図２６
では遊技盤が止着された状態が示される。
【図２７】遊技盤支持部材および取付枠を含む遊技機本体部の構成を正面図として示す。
図２７では遊技盤が止着されていない状態が示される。
【図２８】図２７におけるＡ－Ａ線断面を平面視で示す。
【図２９】遊技盤支持部材の詳細な構造を斜視図として示す。
【図３０】遊技盤の構造を正面図として示す。
【図３１】遊技盤の構造を側面図として示す。
【図３２】遊技盤の構造を平面図として示す。
【図３３】遊技盤が止着された状態の遊技機を背面側からの斜視図として示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（第１の実施形態）
　以下、本発明の実施の形態である遊技機２０１につき図面を参照しつつ詳細に説明する
。本実施の形態では、遊技機２０１としてパチンコ機が用いられている。図１および図２
に示すように、外枠２０５に遊技機本体部２０３が取り付けられている。遊技機本体部２
０３は、前面枠２１１を備え、この前面枠２１１の裏面側（奥側）に遊技盤２２１を取り
付けるための取付枠２１１ａが一体に形成されている。なお取付枠２１１ａは前面枠２１
１とは別体で形成してもよい。上記の取付枠２１１ａが本発明における「取付枠」に対応
する。また前面枠２１１には、図示については省略しているが、機構板、ガラス扉枠、前
板等が取り付けられ、これらによって遊技機本体部２０３が構成されている。なお、図１
では着脱位置の遊技盤２２１が示され、図２では止着位置の遊技盤２２１が示されている
。　遊技機本体部２０３を構成する各要素のうち、取付枠２１１ａの構成が図３～図６に
示される。なお、図３～図６では遊技盤２２１が結合されていない状態が示されている。
また遊技盤２２１の詳細な構造が図７～図９に示される。なお、以下の説明における左右
および前後は、遊技機を前方から見たときの方向である。
【００１２】
　遊技盤２２１は、前面枠２１１の前面側から取付枠２１１ａに取り付けられる構成とさ
れ、概略的には、以下のような作業を行うことで取り付けられる。作業者は、まず第１段
階として、遊技盤２２１の左側縁部に設けた上下の取付ピン２２７（図７あるいは図８参
照）を、取付枠２１１ａの左側縁部に設けた上下のピンガイド溝２１５（図５および図６
参照）にそれぞれはめ込んで移動させる。これにより遊技盤２２１は、上下の取付ピン２
２７と上下のピンガイド溝２１５とのはめ込み動作を介して取付枠２１１ａに結合されて
遊技盤着脱位置Ａ（図１参照）に位置する。次に、第２段階として、取付ピン２２７を支
点にして遊技盤２２１を右側縁部側が取付枠２１１ａの右側縁部側に向かうように水平に
回動させる。これにより、遊技盤２２１を取付枠２１１ａ内の止着すべき遊技盤止着位置
Ｂ（図２参照）に移動する。次に、第３段階として、遊技盤止着位置Ｂへ移動された遊技
盤２２１を取付枠２１１ａにロック手段２５１，２５３を介して止着する。以上の３段階
の作業を行うことで取付枠２１１ａに対し遊技盤２２１が取り付けられる構成とされる。
上記の左側縁部が本発明における「一側縁」に対応する。
【００１３】
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　次に遊技盤２２１を取付枠２１１ａに結合する第１の段階と、遊技盤２２１を止着すべ
き位置へ回動さえる第２の段階とを実現するための取付構造を具体的に説明する。　図７
および図８に示すように、遊技盤２２１は、その前面部（正面部）が概ね円形状に配置さ
れるレールで囲まれた遊技領域２２３によって形成される。なお、遊技盤領域２３３に配
設されるべき釘、入賞部、ゲート部等の盤面構成要素および表示装置等については、便宜
上、図示および説明を省略する。そして遊技盤２２１の左側縁部の上端および下端には、
当該遊技盤２２１の取付枠２１１ａへの取付手段として、上下方向を軸方向とする円柱形
状の取付ピン２２７を一体に備えた固定金具２２５が固着されている。本実施の形態では
、上下の固定金具２２５には、それぞれ２本の取付ピン２２７が左右方向に所定間隔を置
いて横並びに配置されている。
【００１４】
　一方、図３、図５および図６に示すように、取付枠２１１ａの左側縁部の上部と下部に
は、遊技盤２２１の取付ピン２２７をはめ込むためのピンガイド溝２１５を備えた固定金
具２１３が固着されている。なお、上下のピンガイド溝２１５は、平面視で同一形状に形
成されている。ピンガイド溝２１５は、図６に詳細に示すように、取付枠２１１ａの前面
（正面）側に形成されたピンはめ込み用の開口部２１５ａと、取付枠２１１ａの正面に対
して所定の傾斜角度で左奥側に向かって直線状に延在するピン案内用の直線領域部２１５
ｂと、直線領域部２１５ｂの端部（奥側）に連続して形成されたフック状の折返し部２１
５ｃとを有する。
【００１５】
　なお、フック状の折返し部２１５ｃは、図１７に示すＸ点を中心とする円弧状に形成さ
れ、２本の取付ピン２２７の回動を許容するピン回動部を構成している。またピンガイド
溝２１５の開口部２１５ａは、取付ピン２２７のはめ込み（進入）を容易にするために間
口がピンガイド溝２１５よりも幅広に広げられてピン誘導部２１５ｄが形成されている。
【００１６】
　次に、取付枠２１１ａに対する遊技盤２２１の取付作業の第１段階を図１７に基づいて
説明する。作業者が遊技盤２２１を持ち、２本の取付ピン２２７をピンガイド溝２１５の
開口部２１５ａから直線領域部２１５ｂ内に嵌め込んで移動（スライド）させる（図１７
の２点鎖線参照）と、先行する取付ピン２２７が直線領域部２１５ｂの端部（折り返し点
）に到達するまでの間は、２本の取付ピン２２７が直線領域部２１５ｂに移動方向の前後
２箇所で摺接しつつ、すなわち回動を規制された状態で直線的に移動される。したがって
、この間、遊技盤２２１は取付枠２１１ａに対して所定の傾斜角度（ピンガイド溝２１５
の傾斜角度）を保持された状態で直線的に移動され、取付枠２１１ａに対して右側縁部が
離れた状態で結合される。かくして、遊技盤２２１の取付作業における第１段階の作業が
行われたことになり、この状態が図１に示されている。
【００１７】
　次に、取付作業の第２段階を説明する。上記の結合状態では、先行する取付ピン２２７
が直線領域部２１５ｂの端部（折り返し点）に到達する（図１７の実線参照）。この位置
で取付ピン２２７の回動規制が解除される。したがって、遊技盤２２１の右側縁部を取付
枠２１１ａの右側縁部に向かって押し動かすと、先行する取付ピン２２７がフック状の折
返し部２１５ｃに沿って円弧状に移動されて折り返し端部に達する。このとき、後続の取
付ピン２２７が直線領域部２１５ｂ内をそれまでの進入位置からやや後退し、両取付ピン
２２７が直線領域部２１５ｂと折り返し端部との間に形成された境界部２１５ｅを跨ぐよ
うに位置する（図１７の破線参照。）
【００１８】
　すなわち、前後２本の取付ピン２２７が境界部２１５ｅを挟んで対向状に位置し、この
位置では、両取付ピン２２７は回動復帰方向以外の方向（遊技機本体から見て左右方向お
よび前後方向）へ移動することが規制される。上記の境界部２１５ｅによって「移動規制
部」が構成されている。上記のような２本の取付ピン２２７の動き（回動）により、遊技
盤２２１は、折返し部２１５ｃの円弧中心であるＸ点を回動中心として水平状に回動され
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、取付枠２１１ａ内の止着すべき位置へ移動される。かくして、遊技盤２２１の取付作業
における第２段階の作業が行われたことになり、この状態が図２に示されている。
【００１９】
　このように、遊技盤２２１は取付ピン２２７とピンガイド溝２１５との直線移動による
はめ込み動作を介して取付枠２１１ａに結合され、その結合状態で、図１に示す取付枠２
１１ａから離間した開放位置（以下、遊技盤着脱位置Ａという）と、図２に示す取付枠２
１１ａに近接した閉鎖位置（以下、遊技盤止着位置Ｂという）との間で開閉回動（以下、
単に回動という）する。なお、遊技盤着脱位置Ａは、本発明における「第１の位置」に対
応し、遊技盤止着位置Ｂは、本発明における「第２の位置」に対応する。
【００２０】
　上記のように、本実施の形態では、遊技盤２２１と取付枠２１１ａとの間に設定された
、取付ピン２２７とピンガイド溝２１５とのはめ込み動作を介して遊技盤２２１を取付枠
１１に結合する構成としたものである。したがって、ピンガイド溝２１５に取付ピン２２
７をはめ込んで所定位置まで移動した後、遊技盤２２１を取付枠２１１ａ側に向かって回
動させるといった簡単な操作を行うことで、遊技盤２２１の取付枠２１１ａへの取付作業
を合理的に行うことが可能となる。しかも、遊技盤２２１を取付枠２１１ａに取付ピン２
２７とピンガイド溝２１５を介して取り付ける構成のため、部品点数を少なくして構造の
簡素化を図ることができる。
【００２１】
　また、本実施の形態によれば、遊技盤２２１をピンガイド溝２１５と取付ピン２２７と
のはめ込み動作取付枠２１１ａに結合する構造において、遊技盤２２１は、取付ピン２２
７がピンガイド溝２１５の終端部に位置したとき、すなわち遊技盤着脱位置Ａに位置した
ときに限り遊技盤止着位置Ｂへ回動できる構成とされ、はめ込み動作の途中では回動でき
ない構成としている。このため、はめ込み途中において、遊技盤２２１が不測に取付枠側
２１１へ回動し、取付枠２１１ａに干渉して傷付くといった問題を未然に回避することが
できるとともに、遊技盤２２１を取付枠２１１ａの適正取付位置へ回動して止着すること
ができる。
【００２２】
　次に、第３の段階としての、遊技盤止着位置Ｂへ回動された遊技盤２２１を取付枠２１
１ａに止着する作業を実現するための止着構成を説明する。取付枠２１１ａの右側縁部の
下方領域と、遊技盤２２１の遊技領域２２３から外れた、いわゆるデッドスペースとして
の右側縁部の上方領域には、遊技盤２２１を止着するために、それぞれロック手段２４１
，２５１が備えられる。以下、ロック手段２４１，２５１について説明する。
【００２３】
　取付枠２１１ａ側のロック手段２４１は、図１および図２に示すように、取付枠２１１
ａの正面に直交する水平軸２４５を回動中心として左右方向に回動操作可能とされたロッ
クハンドル２４３を主体に構成される。このロックハンドル２４３は、遊技盤２２１を取
付位置へ回動したとき、当該遊技盤２２１の遊技領域２２３から外れた右側縁下方領域に
設けたロック孔２２９から前方へ突出される。このロックハンドル２４３を、マニュアル
で回動操作することにより、ロック孔２２９の孔周縁部２２９ａに対して当該孔周縁部２
２９ａを取付枠２１１ａ側に加圧した状態で着脱自在に係合し、遊技盤２２１の下縁部を
止着する。
【００２４】
　一方、遊技盤２２１側のロック手段２５１は、図１５および図１６に示すように、遊技
盤面に平行な水平軸２５５を回動支点として前後方向に回動操作可能とされたロックハン
ドル２５３を主体にして構成される。上記の遊技盤２２１側のロック手段２５１が本発明
の請求項１、態様１、態様２、態様１６および態様１７における「ロック操作手段」に対
応する。このロックハンドル２５３は、上端部にロック部２５３ａを有し、下部側に操作
摘み２５３ｂを有する構成とされ、ロック部２５３ａが取付枠２１１ａ側に形成された係
止片２５７に対して背面側から押圧付勢（相対的に遊技盤２２１を取付枠２１１ａ側に向
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かって加圧）しつつ係合することで遊技盤２２１の上縁部を止着する。この止着状態は、
操作摘み２５３ｂ側に設けた係止爪２５３ｃが遊技盤２２１に形成された係止部２２１ａ
に対して弾性変形を利用して係止することで保持される構成とされる。なお、係止片２５
７は取付枠２１１ａに固着された金属プレートに形成され、また係止部２２１ａは遊技盤
２２１に固着された金属プレートに形成される。
【００２５】
　かくして、遊技盤２２１は、左側縁部の上下２箇所を取付枠２１１ａの左側縁部に対し
て取付ピン２２７とピンガイド溝２１５とのはめ込み動作を介して結合されるとともに、
右側縁部の上下２箇所をロックハンドル２４３，２５３によって止着されることで取付枠
２１１ａに取り付けられる。
【００２６】
　なお、ロックハンドル２５３による止着解除は、係止爪２５３ｃの係止部２２１ａに対
する係止を解除して当該ロックハンドル２５３を手前に引き出すことで行われ、その状態
で手前に引くことで遊技盤２２１を取付枠２１１ａから離れる方向へ回動させることがで
きる（図１５参照）。すなわち、ロックハンドル２５３は、遊技盤２２１の取り外し用の
取手を兼用する構成とされ、止着解除のための操作方向が遊技盤２２１を遊技盤止着位置
Ｂから遊技盤着脱位置Ａへ回動させる方向に一致する合理的な構成が実現されている。
【００２７】
　上記のように、本実施の形態では、ロックハンドル２５３を、遊技盤２２１の前面に配
置する構成、特に遊技領域２２３から外れたデッドスペースとしての右側縁部の上方領域
を利用して配置する構成としたことにより、従来の取付枠に配置する構成に比べて、ロッ
クハンドル２５３の配置スペースとして比較的広いスペースを確保することが可能となる
。その結果、ロックハンドル２５３を比較的大きいサイズに形成して取付枠に対する遊技
盤の止着能力を高めるとともに、止着操作あるいは止着解除操作の操作性を向上すること
ができる。
【００２８】
　また、本実施の形態においては、遊技盤２２１の遊技盤止着位置Ｂないしその近傍にお
けるロックハンドル２５３の止着あるいは止着解除のための操作方向が、遊技盤２２１の
遊技盤止着位置Ｂないしその近傍における開閉のための押圧あるいは引張り方向と概ね一
致する構成としている。より具体的には、遊技盤２２１を止着するためのロックハンドル
２５３の回動操作における遊技盤止着位置Ｂないしその近傍での止着のための押圧方向が
、遊技盤２２１の回動動作における遊技盤止着位置Ｂないしその近傍での閉鎖のための押
圧方向と概ね一致し、遊技盤２２１の止着を解除するためのロックハンドル２５３の回動
動作における遊技盤止着位置Ｂないしその近傍での止着解除のための引張り方向が、遊技
盤２２１の回動動作における遊技盤止着位置Ｂないしその近傍での開放のための引張り方
向と概ね一致する構成としている。このため、ロックハンドル２５３による遊技盤２２１
の止着作業あるいは止着解除作業を遊技盤２２１の回動動作との関係において一連の連続
した作業形態として合理的に行うことができる。これにより、取付枠２１１ａに対する遊
技盤２２１の取り付け作業あるいは取り外し作業の作業性が向上される。
【００２９】
　また、本実施の形態では、ロックハンドル２５３と取手とを兼用する構成としたもので
あり、そして取手を用いて行う遊技盤２２１の遊技盤止着位置Ｂないしその近傍での開閉
のための押圧あるいは引張り方向が、遊技盤２２１の止着あるいは止着解除のための行な
われるロックハンドル２５３の操作方向と概ね一致するように構成している。より具体的
には、取手による遊技盤２２１の回動動作における遊技盤止着位置Ｂないしその近傍での
閉鎖のための押圧方向は、ロックハンドル２５３の回動操作における遊技盤止着位置Ｂな
いしその近傍での止着のための押圧方向と概ね一致し、取手による遊技盤２２１の回動動
作における遊技盤止着位置Ｂないしその近傍での開放のための引張り方向は、ロックハン
ドル２５３の回動操作における遊技盤止着位置Ｂないしその近傍での止着解除のための引
張り方向と概ね一致する構成としている。これにより無駄のない連続した動作で遊技盤２
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２１の取付作業あるいは取り外し作業を行うことができる。このため、作業性の向上を図
ることができる。上記取手が本発明の態様４～態様８における「取手」に対応する。
【００３０】
　次に、遊技盤２２１側に配置される電気機器と、取付枠２１１ａ側に配置される電気機
器とを接続するコネクタにつき説明する。遊技盤２２１は、背面側の左側縁部上方領域に
遊技盤側コネクタ２３７ａを備えており（図８参照）、これに対応して取付枠２１１ａの
左側縁部上方領域に取付枠側コネクタ２７３ａが配置されている（図３および図５参照）
。遊技盤側コネクタ２３７ａと取付枠側コネクタ２７３ａは、概ね左右方向を係脱方向（
抜き差し方向）とする一対の雄雌形状に構成され、上述した遊技盤２２１を取付枠２１１
ａに結合する動作（遊技盤着脱位置Ａへの移動動作）を介して、ワンタッチ状に係合可能
とされる。　また遊技盤２２１の右側縁部上方領域には、遊技盤側コネクタ２３７ｂが配
置され（図８参照）、これに対応して取付枠２１１ａの右側縁部上方領域には、取付枠側
コネクタ２７３ｂが配置される（図４参照）。遊技盤側コネクタ２３７ｂと取付枠側コネ
クタ２７３ｂは、概ね前後方向を係脱方向（抜き差し方向）とする一対の雄雌形状に構成
され、上述した遊技盤２２１の遊技盤止着位置Ｂ（図１参照）への回動動作を介して、ワ
ンタッチ状に係合可能とされる。
【００３１】
　なお、各コネクタ２３７ａ，２３７ｂ，２７３ａ，２７３ｂの内部には複数の電気接点
が配置され、当該対応するコネクタ２３７ａ，２３７ｂ，２７３ａ，２７３ｂの係合によ
り、電気接点同士が接続され、遊技盤２２１側の電気機器と遊技機本体部２０３側の電気
機器が相互に電気的に接続される。遊技盤２２１側の電気機器としては、例えば、表示装
置，音声装置ないし発光装置を駆動制御するのに用いられるメイン基板やサブ基板がこれ
に該当し、遊技機本体部２０３側の電気機器としては、例えば、電源基板，賞球払い出し
装置制御用基板あるいは発射装置制御用基板等がこれに該当する。
【００３２】
　上記コネクタのうち、取付枠２１１ａの左側縁部に配置される取付枠側コネクタ２７３
ａは、コネクタホルダ２６１を介して取付枠２１１ａに水平面内での回動可能に取り付け
られ、遊技盤２２１を取付枠２１１ａに結合する際に、遊技盤側コネクタ２３７ａの向き
に対して当該取付枠側コネクタ２７３ａの向きを一致すべく矯正される構成となっている
。
【００３３】
　以下、取付枠側コネクタ２７３ａの向きを矯正するコネクタ矯正手段を図５、図１８お
よび図１９に基づいて説明する。コネクタホルダ２６１は、図５に示すように、支軸２６
３を介して取付枠２１１ａに回動可能に取り付けられている。またコネクタホルダ２６１
の上部には水平なプレート２６５が設けられ、そのプレート２６５には、遊技盤２２１を
取付枠２１１ａに結合する際に、当該遊技盤２２１の上端側の取付ピン２２７がはまり込
むためのピン係合溝２６７が形成されている。なお、プレート２６５は、前述したピンガ
イド溝２１５が形成された固定金具２１３の下面に積層状に配置されている。ピン係合溝
２６７は、右側にピンはめ込み用の開口部２６７ａを有するとともに左右方向に直線状に
延在され、その延在方向が取付枠側コネクタ２７３ａの向き（係合方向）に対して平行に
設定されている。そして遊技盤２２１の取付枠２１１ａへの結合前の状態では、図示省略
のバネによって開口部２６７ａがピンガイド溝２１５の開口部２１５ａと上下方向におい
て概ね重なり合う位置であって、かつピン係合溝２６７の延在方向がピンガイド溝２１５
の直線領域部２１５ｂの延在方向に対して交差する位置、すなわち初期位置に付勢保持さ
れている（図１９に実線で示す）。
【００３４】
　これにより、取付ピン２２７をピンガイド溝２１５にはめ込むとき、当該取付ピン２２
７がピン係合溝２６７にも確実にはまり込むことができる。また、ピン係合溝２６７の開
口部２６７ａは、取付ピン２２７のはめ込み（進入）を容易にするために間口がピン係合
溝２６７よりも幅広に広げられてピン誘導部２６７ｂが形成されている（図１９参照）。
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【００３５】
　一方、遊技盤側コネクタ２３７ａは、その向き（係合方向）がピンガイド溝２１５の直
線領域部２１５ｂの延在方向と平行に設定されている。このため、図１９に示すように、
遊技盤２２１を取付枠２１１ａに結合すべく、遊技盤２２１の取付ピン２２７を取付枠２
１１ａのピンガイド溝２１５にはめ込むと、当該取付ピン２２７はコネクタホルダ２６１
のピン係合溝２６７にもはまり込む。そして取付ピン２２７がピンガイド溝２１５の直線
領域部２１５ｂを直線的に移動すると、当該取付ピン２２７はピン係合溝２６７の延在方
向がピンガイド溝２１５の直線領域部２１５ｂの延在方向に向くようにバネ力に抗してプ
レート２６５を加圧する。これによりコネクタホルダ２６１が支軸２６３を支点にして水
平面内で回動され、コネクタ２７３ａの向きが矯正される（図１９に２点鎖線で示す）。
上記の取付ピン２２７が「加圧部」を構成し、ピン係合溝２６７を有するプレート２６５
が「被加圧部」を構成している。なお、コネクタホルダ２６１の支軸２６３を介して回動
中心は、遊技盤２２１の回動中心線（図１７および図１９に示すＸ点）上に設定されてい
る。
【００３６】
　このように、本実施の形態においては、取付ピン２２７がピンガイド溝２１５の直線領
域部２１５ｂを移動する途中でピン係合溝２６７の延在方向がピンガイド溝２１５ｂの直
線領域部２１５ｂの延在方向と一致することにより、取付枠側コネクタ２３７ａと遊技盤
側コネクタ２７３ａの係合方向が一致する構成とされ、そして係合方向が一致後、取付枠
側コネクタ２７３ａと遊技盤側コネクタ２３７ａとの係合が行なわれる。
【００３７】
　なお、遊技盤２２１および取付枠２１１ａにおける寸法公差ないし組み付け誤差等の影
響により、遊技盤２２１を取付枠２１１ａに結合する際、あるいは遊技盤２２１が遊技盤
止着位置Ｂへと回動する際、遊技盤側コネクタ２３７ａと取付枠側コネクタ２７３ａ、あ
るいは遊技盤側コネクタ２３７ｂと取付枠側コネクタ２７３ｂが相対的に位置ずれを起こ
し、うまく係合できない場合が生じ得る。このような場合に対処するべく、遊技盤側コネ
クタ２３７ａ，２３７ｂの遊技盤２２１への取付部、取付枠側コネクタ２７３ａ，２７３
ｂの取付枠２１１ａへの取付部に関しては、それらの全部または一部につき、取付部に対
する上下方向、左右方向あるいは前後方向の位置関係が適宜シフトする構成とし、係合に
際しコネクタの位置を適宜変化させ、コネクタ同士の位置関係の微調整を可能とする構成
としている。
【００３８】
　このようなコネクタの取付部に対する微調整を可能とする構成が、遊技盤２２１の背面
側の左側縁部上方領域に配置される遊技盤側コネクタ２３７ａおよび右側縁部上方領域に
配置される遊技盤側コネクタ２３７ｂについてそれぞれ実現されている。まず、遊技盤２
２１の左側縁部上方領域に配置される遊技盤側コネクタ２３７ａの取付構造を図９～図１
１に基づいて説明する。なお、本実施の形態では、２個の遊技盤側コネクタ２３７ａを上
下に配置した場合を示している。遊技盤２２１には、合成樹脂製のコネクタホルダ２７５
が固着され、当該コネクタホルダ２７５は、前後方向に延在する上下一対の係合溝２７５
ａを備えている。コネクタ２３７ａは、直方体状のコネクタ本体部２３７ａ２と、当該コ
ネクタ本体部２３７ａ２に連接する上下のフランジ部２３７ａ１を有する。そしてコネク
タ２３７ａは、フランジ部２３７ａ１がコネクタホルダ２７５の係合溝２７５ａに背面側
から差し込まれ、図１１において左右方向（コネクタの係脱方向）の動きを規制された状
態で、前後および上下方向の動き、すなわち面方向の移動が許容される構成とされる（図
９および図１１参照）。
【００３９】
　そして、コネクタホルダ２７５には、コネクタ本体部２３７ａの外周形状よりも大きい
内周形状を有する合成樹脂製のコネクタ保持枠部２７７が取り付けられ、このコネクタ保
持枠部２７７内にコネクタ本体部２３７ａ２が遊嵌状に嵌合されている。すなわち、コネ
クタ２３７ａは、コネクタ本体部２３７ａ２の外周面がコネクタ保持枠部２７７の内周面
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に対して所定の隙間Ｃ１（図１０参照）を保有しており、その隙間Ｃ１の範囲内で上下お
よび前後方向（係合方向と交差する面方向）のシフトが可能とされている。これにより、
遊技盤側コネクタ２３７ａと取付枠側コネクタ２７３ａとの係合時において、両コネクタ
２３７ａ，２７３ａの相対的な位置ずれが調整される構成となっている。上記の上下およ
び前後方向が本発明における「面方向」に対応する。
【００４０】
　コネクタ保持枠部２７７は、コネクタホルダ２７５に形成された枠取付部２７５ｂに向
かってコネクタ２３７ａの係合方向から差し込むことにより、当該枠取付部２７５ｂに対
してワンタッチ状に取り付けられ、同時にコネクタ２３７ａのコネクタ本体部２３７ａ２
に遊嵌状に嵌合される。なお、コネクタ保持枠部２７７は上下一対の係止爪２７７ａを有
し、枠取付部２７５ｂに差込んだときに、当該上下の係止爪２７７ａが枠取付部２７５ｂ
に形成された係止溝２７５ｃに弾性係止することによって差込み位置に保持される構成と
される（図１１参照）。上記の係止爪２７７ａと係止溝２７５ｂとによる弾性係止が、本
発明における「凹凸形状による係止」に対応する。
【００４１】
　次に、遊技盤２２１の右側縁部上方領域に配置される遊技盤側コネクタ２３７ｂにつき
、遊技盤２２１の遊技盤着脱位置Ａから遊技盤止着位置Ｂへの回動動作に基づいて取付枠
側コネクタ２７３ｂに対して係合方向が一致する向きとなるように微調整および矯正可能
とするための当該遊技盤側コネクタ２３７ｂの取付構造を図１２～図１４に基づいて説明
する。なお、本実施の形態では、２個の遊技盤側コネクタ２３７ｂを左右に配置した場合
を示している。遊技盤２２１の背面側に合成樹脂製のコネクタホルダ２７９が固着されて
いる。コネクタホルダ２７９は、保持すべきコネクタ２３７ｂのコネクタ本体部２３７ｂ
２の外周形状よりも大きい内周形状を有する前後方向に貫通された筒状のコネクタ保持枠
部２７９ａを一体に備えており、当該コネクタ保持枠部２７９ａに対してコネクタ２３７
ｂのコネクタ本体部２３７ｂ２が前方から差し込まれる。
【００４２】
　コネクタ２３７ｂは、上下のフランジ部２３７ｂ１がコネクタホルダ２７９の上下のフ
ランジ部２７９ｂに差し込み方向から当接された状態（図１３参照）で、当該コネクタ保
持枠部２７９ａのコネクタ差込側端面（前面側）に形成された弾性変形可能な係止爪２７
９ｃ（図１４参照）によりコネクタ本体部２３７ｂ２が抜け止めされている。すなわち、
コネクタ２３７ｂはコネクタホルダ２７９に対して係脱方向（前後方向）への移動を規制
された状態で、係脱方向と交差する面方向としての左右および上下方向には、コネクタ保
持枠部２７９ａの内周面とコネクタ本体部２３７ｂ２の外周面との間の隙間Ｃ２の範囲内
で移動自在とされている。これにより、遊技盤側コネクタ２３７ｂと取付枠側コネクタ２
７３ｂとの係合時において、両コネクタ２３７ｂ，２７３ｂの相対的な位置ずれが調整さ
れる構成となっている。上記の左右および上下方向が本発明における「面方向」に対応す
る。なおコネクタホルダ２７９は、上下のフランジ部２７９ｂがビス２７８によって遊技
盤２２１の背面に固着されている。
【００４３】
　ところで、コネクタ保持枠部２７９ａ内に差し込まれたコネクタ２３７ｂは、当該コネ
クタ２３７ｂに接続される電線２７４を、図１４に示すように、例えば遊技盤２２１の背
面において左側へ引き出すように配線したとき、電線２７４の弾性撓みに起因する弾性力
によって遊技盤面に対して右向きに傾斜（図示の二点鎖線参照）することになる。このよ
うな傾斜は、取付枠側コネクタ２７３ｂと係合する際の支障となる可能性がある。そこで
、この実施の形態では、コネクタ保持枠部２７９ａの側面部に、内周面側に傾斜する弾性
変形可能な適数個（図１２には２個の場合を示す）の矯正板２７９ｄを一体に形成し、こ
の矯正板２７９ｄによりコネクタ保持枠部２７９ａ内に差し込まれたコネクタ本体部２３
７ｂ２の側面を弾性的に加圧付勢することで、コネクタ２３７ｂの向きが取付枠側コネク
タ２７３ｂの向きに近づくように矯正している。
【００４４】



(11) JP 2010-115509 A5 2011.4.14

　なお、遊技盤側コネクタ２３７ｂと取付枠側コネクタ２７３ｂとの係合は、遊技盤２２
１の回動動作によって行なわれる構成のため、係合動作を円滑に行なわせるには、回動中
心側、すなわち、左側に向けることが好ましい。したがって、本実施の形態では、図１４
において遊技盤側コネクタ２３７ｂが左側を向くように加圧付勢した状態を実線にて示し
ている。上記の矯正板２７９ｄが本発明における「付勢手段」に対応する。
【００４５】
　すなわち、遊技盤２２１の右側縁部側のコネクタ２３７ｂは、取付枠側コネクタ２７３
ｂに対応するように矯正板２７９ｄにより向きを矯正された状態で、かつ係脱方向に交差
する上下方向および左右方向の動きを許容された状態で保持されている。これにより、遊
技盤側コネクタ２３７ｂと取付枠側コネクタ２７３ｂとの係合時において、両コネクタ２
３７ｂ，２７３ｂの相対的な位置ずれが調整される構成となっている。
【００４６】
　またコネクタのうち、遊技盤２２１の右側縁部上方領域に配置される遊技盤側コネクタ
２３７ｂは、図７に示すように、遊技盤２２１の右側縁部上方領域に配置されたロックハ
ンドル２５３の概ね真後ろに配置されている。これにより、ロックハンドル２５３による
遊技盤２２１と取付枠２１１ａとの止着時において、当該ロックハンドル２５３により遊
技盤２２１と取付枠２１１ａとに付加される相互に引き寄せ合う力、換言すれば遊技盤２
２１を取付枠２１１ａに押し付ける力が、遊技盤側コネクタ１３７ｂと取付枠側コネクタ
２７３ｂとを相互に係合させる力として合理的に伝達される。
【００４７】
　次に、上記のように構成される遊技機２０１への遊技盤２２１の取付け作業について説
明する。遊技盤２２１を遊技機２０１へ取付ける場合、作業者は、遊技盤２２１の上下の
取付ピン２２７を取付枠２１１ａの上下のピンガイド溝２１５にそれぞれはめ込み、直線
領域部２１５ｂに沿って移動させる。これにより遊技盤２２１は、図１７に基づいて説明
したように、上下の取付ピン２２７と上下のピンガイド溝２１５とのはめ込み動作を介し
て取付枠２１１ａに結合され、遊技盤着脱位置Ａに位置する。
【００４８】
　この場合、本実施の形態では、２本目の取付ピン２２７をピンガイド溝２１５に相対的
にはめ込んだときに、その後の直線状の移動方向が規定される構成のため、１本目の取付
ピン２２７をはめ込む時点では、はめ込み方向に制約を受けることなく任意の方向からは
め込むことができる。このため、はめ込み動作初期における作業性を向上する上で有効と
なる。また、遊技盤側の下側の固定金具２２５を取付枠側の固定金具２１３の上面に乗せ
て遊技盤２２１の重量を取付枠２１１ａ側で支えた状態で取付ピン２２７の移動動作を行
うことが可能なため、遊技盤２２１の取付枠２１１ａに対する結合作業を楽に行うことが
できる。
【００４９】
　上記の取付ピン２２７と上下のピンガイド溝２１５とのはめ込み動作時において、取付
ピン２２７は、図１９に基づいて説明したように、取付枠側コネクタ２７３ａのコネクタ
ホルダ２６１のピン係合溝２６７内に自然にはまり込み、ピンガイド溝２１５の直線領域
２１５ｂを移動しつつプレート２６５を介してコネクタホルダ２６１を水平面内で回動さ
せ、これによりコネクタ２３７ａの向きを遊技盤側コネクタ２３７ａの向きに合致するよ
うに矯正する。その後、取付ピン２２７がピンガイド溝２１５の直線領域２１５ｂの端部
に達するまでの間に、取付枠側コネクタ２７３ａと遊技盤側コネクタ２３７ａがワンタッ
チ状に係合されるが、このように取付枠側コネクタ２７３ａの係合方向の矯正がなされて
いることでコネクタの係合が円滑に行われることになる。この係合により、各コネクタ２
３７ａ，２７３ａ内の各種電気接点同士が接続され、遊技盤２２１側の電気機器と遊技機
本体部２０３側の電気機器が相互に電気的に接続されることとなる。
【００５０】
　つづいて、遊技盤２２１を遊技盤着脱位置Ａから遊技盤止着位置Ｂへと水平回動させる
。この水平回動動作は、図１７に基づき説明したように、２本の取付ピン２２７がピンガ
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イド溝２１５の奥側に形成されたフック状の折返し部２２ｃを移動することにより、図１
７のＸ点を中心にして行なわれる。これにより遊技盤２２１は、取付枠２１１ａによって
その重量を支持された状態で、遊技盤止着位置Ｂへと容易に移動させることが可能である
。
【００５１】
　遊技盤２２１が遊技盤着脱位置Ａから遊技盤止着位置Ｂへと回動状に移動される際、遊
技盤２２１側の右上縁部のコネクタ２３７ｂは、当該遊技盤２２１の回動動作によって取
付枠２１１ａ側のコネクタ２７３ｂにワンタッチ状に係合する。これにより、各コネクタ
２３７ｂ，２７３ｂ内の各種電気接点同士が接続され、遊技盤２２１側の電気機器と遊技
機本体部２０３側の電気機器が相互に電気的に接続されることとなる。
【００５２】
　なお、コネクタ２３７ａと２７３ａとの係合、またコネクタ２３７ｂと２７３ｂとの係
合時において、コネクタ間に相対的な位置ずれが存在していても、遊技盤２２１の左上方
領域の遊技盤側コネクタ２３７ａおよび右上方領域の遊技盤側コネクタ２３７ｂで説明し
たように、各コネクタ同士の位置関係が微調整される構成としてあるため、上記位置ずれ
を吸収して係合することができる。
【００５３】
　かくして、遊技盤２２１が遊技盤止着位置Ｂへと回動状に移動されるが、このとき、取
付枠２１１ａの右側縁部下方領域に設けられたロックハンドル２４３が遊技盤２２１の右
側縁部下方領域に設けられたロック孔２２９を貫通して前方へ突き出る。そこでこのロッ
クハンドル２４３を回動操作し、当該ロックハンドル２４３によって孔周縁部２２９ａを
加圧する。これにより、右側縁部の下部側において、遊技盤２２１と取付枠２１１ａが互
いに密着し合う向きに加圧された状態で止着される。
【００５４】
　また、遊技盤２２１の遊技盤止着位置Ｂへの回動時に、遊技盤２２１の右側縁部上方領
域に配置されたロックハンドル２５３は、図１５に示すように、操作摘み２５３ｂ側が遊
技盤面の手前に引き起こされており、上方のロック部２５３ａが取付枠２１１ａ側の係止
片２５７の下方を潜り抜けて当該係止片２５７の背面（裏面）側に入り込む。そこで、こ
のロックハンドル２５３の操作摘み２５３ｂを遊技盤面に向かって回動操作すると、ロッ
ク部２５３ａが係止片２５７の背面を前方（遊技盤２２１側）に向かって加圧する。これ
により、右側縁部の上部側において、遊技盤２２１と取付枠２１１ａが互いに密着し合う
向きに加圧された状態で止着される（図１６参照）。
【００５５】
　ロックハンドル２５３による遊技盤２２１の止着時において、ロックハンドル２５３の
概ね真後ろにコネクタ１３７ｂが配置される構成のため、当該ロックハンドル２５３によ
る加圧力がコネクタ１３７ｂ，１７３ｂを係合させる力として効果的に付加されることに
なる。なお、ロックハンドル２５３は、遊技盤２２１の止着状態では、操作摘み２５２ｂ
側の係止爪２５３ｃが遊技盤２２１側の係止部２２１ａに弾性係止され、止着位置に保持
される。また、ロックハンドル２５３の止着状態では、当該ロックハンドル２５３は遊技
盤２２１の前面（盤面）に形成された凹部２２１ｂに収容される。このため、遊技盤２２
１の前面に配置されるガラスあるいはガラス枠に対するロックハンドル２５３の干渉を回
避することができる。
【００５６】
　かくして、遊技盤２２１は、遊技機本体２０１側に取り付けられる。なお、遊技盤２２
１を交換するような場合には、上記と逆の手順を踏むことで、遊技盤２２１を遊技機本体
２０１側から取り外すことができる。
【００５７】
　上記のように、本実施の形態では、遊技盤２２１の取付枠２１１ａへの結合動作を利用
してコネクタ１３７ａ，１７３ａをワンタッチ状に係合させることができ、遊技盤２２１
の遊技盤止着位置Ｂへの回動動作を利用してコネクタ１３７ｂ，１７３ｂをワンタッチ状
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に係合させることができるため、遊技盤２２１の取付枠２１１ａに対する取付作業時間を
短縮できる。　この場合、遊技盤２２１の取付枠２１１ａへの結合動作を介して係合され
るコネクタ１３７ａにつき、上記の結合動作を利用して係合方向を矯正した上で係合させ
る構成のため、係合動作を適正かつ合理的に行うことができる。
【００５８】
　なお、上述した実施の形態では、取付ピン２２７がピンガイド溝２１５の直線領域部２
１５ｂを前後２箇所で摺接しつつ直線状に移動する態様として、２本ピン方式を採用した
が、２本ピンの先端部が相互に接合された態様、あるいは２本の取付ピンがその径方向に
おいて当該ピンの直径よりも肉厚の薄い部分を介して接合された態様を採用することも可
能である。
【００５９】
　また、本実施の形態では、遊技盤２２１を取付枠２１１ａに取り付けるために備えられ
た取付ピン２２７が、取付枠側コネクタ２７３ａの向きを矯正するための手段を兼用する
構成としているため、少ない部品数で向き矯正機能を得ることができるが、取付枠側コネ
クタ２７３ａの向きを矯正する手段は、取付ピン２２７とは独立した態様で構成してもよ
い。その場合、例えば遊技盤２２１側に、遊技盤２２１の取付枠２１１ａへの結合動作時
に、コネクタ２７３ａを保持するコネクタホルダ２６１を加圧して水平回動させることで
コネクタ２７３ａの向きを矯正する加圧部材を設定し、また遊技盤２２１の遊技盤着脱位
置Ａから遊技盤止着位置Ｂへの回動動作時には、前記加圧部材により、あるいは当該加圧
部材とは別部材によりコネクタホルダ２６１を遊技盤２２１とともに水平回動させるとい
った手段を構築してもよい。
【００６０】
　また、遊技盤２２１を、取付ピン２２７とピンガイド溝２１５とのはめ込み動作取付枠
２１１ａに結合する構成につき、本実施の形態では、遊技盤２２１側に取付ピン２２７を
設け、取付枠２１１ａ側にピンガイド溝２１５を設けたが、これを逆配置、すなわち遊技
盤２２１側にピンガイド溝２１５を設け、取付枠２１１ａ側に取付ピン２２７を設けして
もよい。あるいは上端側と下端側とで逆配置とする構成、すなわち遊技盤２２１に上端側
に取付ピン２２７またはピンガイド溝２１５のいずれか一方を設定し、下端側に他方を設
定する構成としてもよい。
【００６１】
　また、遊技盤２２１の取付枠２１１ａに対する取付態様としては、前述した実施の形態
による取付態様の他、例えば取付枠２１１ａの左側縁部に遊技盤２２１を保持するための
保持枠を予め取り付けて置き、その保持枠に遊技盤２２１を保持させた状態で取付枠２１
１ａ側へ保持枠と共に回動させて取り付ける態様に変更することが可能である。　また、
上述した実施の形態では遊技盤２２１に配置されたロックハンドル２５３が、当該遊技盤
２２１を遊技盤着脱位置Ａと遊技盤止着位置Ｂとの間で回動させるときの取手を兼用する
構成としたが、取手をロックハンドル２５３とは別途に遊技盤２２１に備える構成として
もよい。
【００６２】
　また、上述の実施形態では、遊技盤２２１と取付枠２１１ａとの間に２組の電気的コネ
クタを備える構成としたが、電気配線を纏めることで１組にしてもよい。また遊技盤２２
１の取付枠２１１ａに対する取付動作に基づいて取付枠側のコネクタ２７３ａの向きを矯
正する構成は、遊技盤側のコネクタ２３７ａに適用してもよいし、遊技盤２２１の右上縁
部あるいは取付枠２１１ａの右上縁部に配置されるコネクタ２３７ｂ、２７３ｂに適用し
てもよい。その場合、コネクタの向き矯正手段は、上述した実施の形態で説明した構造に
限定するものではなく、他の構造に変更してもよい。
【００６３】
（変更例１）
　次に本発明の変更例１を図２０に基づいて説明する。この変更例１は、前述した実施の
形態に係る取付ピン２２７とピンガイド溝２１５とのはめ込み構造の変更に関する。遊技
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盤２２１の左側縁部における上端部と下端部には、軸方向を上下方向とする円柱状の各１
本の取付ピン３２７が突設されている。一方、取付枠２１１ａの左側縁部における上端部
と下端部に固着された固定金具３１３には、取付枠１１の前面側に開口部３１５ａを有す
るとともに、取付枠２１１ａの正面に対して所定の傾斜角度で左奥側に向かって概ね直線
状に延在するピンガイド溝３１５が形成されている。
【００６４】
　また、固定金具３１３には、取付ピン３２７のピンガイド溝３１５へのはめ込み時にお
いて、遊技盤２２１の背面に当接することで当該遊技盤２２１が取付ピン３２７を中心に
回動することを規制する円柱状のストッパ３１７が突設されている。これに対応して、遊
技盤２２１の左側縁部の上端部と下端部には、取付ピン３２７がピンガイド溝３１５の終
端部に到達したときに、ストッパ３１７と対向する部位に切欠３３１が形成されている。
　なお、上記のストッパ３１７と切欠３３１については、少なくとも上下いずれか一方に
設定されておれば足りる。
【００６５】
　変更例１は上記のように構成したものである。したがって、遊技盤２２１を取付枠２１
１ａに結合すべく、取付ピン３２７をピンガイド溝３１５の開口部３１５ａからピンガイ
ド溝３１５内にはめ込んで移動するとき、遊技盤２２１の背面がストッパ３１７に当接す
ることで当該遊技盤２２１の回動が規制される。すなわち、遊技盤２２１の背面をストッ
パ３１７に当接させ、このストッパ３１７をガイドにして取付ピン３２７がピンガイド溝
３１５の終端部に到達する位置、すなわち遊技盤着脱位置Ａまで遊技盤２２１を直線的に
移動させることができる。そして遊技盤２２１が遊技盤着脱位置Ａに位置したとき、切欠
３３１がストッパ３１７に対向し、遊技盤２２１の回動規制が解除される。したがって、
取付ピン３２７を回動支点にして遊技盤２２１を遊技盤着脱位置Ａから遊技盤止着位置Ｂ
へ水平に回動させ、取付枠２１１ａに止着することができる。
【００６６】
　このように、変更例１のような構成によっても、ピンガイド溝３１５に取付ピン３３７
をはめ込むことにより遊技盤２２１を取付枠２１１ａに結合後、当該遊技盤２２１を取付
枠２１１ａ側に向かって回動させるといった簡単な操作を行うことで、遊技盤２２１の取
付枠２１１ａへの取付作業を合理的に行うことが可能となる。そしてストッパ３１７によ
って、はめ込み動作の途中での遊技盤２２１の回動を規制し、遊技盤２２１が不測に回動
された場合の取付枠２１１ａに対する干渉問題を回避できる。
【００６７】
（変更例２）
　次に本発明の変更例２を図２１に基づいて説明する。この変更例２は、前述した実施の
形態に係る取付ピン２２７とピンガイド溝２１５とのはめ込み構造の変更に関する。この
変更例２では、取付枠２１１ａの左側縁部における上端部と下端部に固着された固定金具
４１３には、取付枠２１１ａの前面側に開口部４１５ａを有するとともに、取付枠２１１
ａの正面に対して所定の傾斜角度で左奥側に向かって概ね直線状に延在するピンガイド溝
４１５が形成されている。ピンガイド溝４１５の溝終端部には、溝幅よりも内径の大きい
円形部４１５ｂが形成されている。一方、遊技盤２２１の左側縁部の上端部と下端部には
、軸方向を上下方向とする各１本の取付ピン４２７が突設されている。取付ピン４２７は
、ピンガイド溝４１５の円形部４１５ｂの内径と等しいかやや小さい外径を有する円柱状
に形成されるとともに、ピンガイド溝４１５の直線状に延在する壁面に対して面接触で摺
接する２つの平面部４２７ａを備えている。
【００６８】
　変更例２は上記のように構成したものである。したがって、遊技盤２２１を取付枠２１
１ａに結合すべく、取付ピン４２７を両平面部４２７ａがピンガイド溝４１５の壁面にそ
れぞれ接触するように開口部３１５ａからはめ込めば、ピンガイド溝４１５の直線領域で
は平面部４２７ａの面接触により取付ピン４２７の回動が規制される。したがって、遊技
盤２２１は回動を規制された状態で直線状に移動される。　取付ピン４２７がピンガイド
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溝４１５の円形部４１５ｂに達したとき、すなわち遊技盤２２１が遊技盤着脱位置Ａに達
すると、ピンガイド溝４１５に対する平面部４２７ａの面接触が解除され、取付ピン４２
７の円形部４１５ｂ内での回動が許容される。したがって、遊技盤２２１を遊技盤着脱位
置Ａから遊技盤止着位置Ｂへ水平に回動させ、取付枠２１１ａに止着することができる。
このように、変更例２によれば、変更例１と同様の作用効果を奏することができる。
【００６９】
　なお、変更例１および２では、取付ピン３２７，４２７を遊技盤２２１に設け、ピンガ
イド溝３１５，４１５を取付枠２１１ａに設けたが、これを逆配置、すなわち遊技盤２２
１側にピンガイド溝３１５，４１５を設け、取付枠２１１ａ側に取付ピン３２７，４２７
を設けてもよい。あるいは上端側と下端側とで逆配置とする構成、すなわち遊技盤２２１
の上端側に取付ピン３２７，４２７またはピンガイド溝３１５，４１５のいずれか一方を
設定し、下端側に他方を設定する構成としてもよい。
【００７０】
（変更例３）
　次に本発明の変更例３を図２２および図２３に基づいて説明する。この変更例３は、遊
技盤２２１の左側縁部上方領域に配置される遊技盤側コネクタ２３７ａの位置調整に関す
る変更例である。前述した実施の形態では、図１０および図１１に示すように、コネクタ
ホルダ２７５に、コネクタ２３７ａのコネクタ本体部２３７ａ２の外周形状よりも大きい
内周形状を有するコネクタ保持枠部２７７を取り付け、そのコネクタ保持枠部２７７の内
周面とコネクタ本体部２３７ａ２の外周面との間に隙間Ｃ１を設定している。そしてその
隙間Ｃ１の範囲内でコネクタ２３７ａが上下および前後方向（係合方向と交差する面方向
）にシフトすることを可能としている。これにより、遊技盤側コネクタ２３７ａと取付枠
側コネクタ２７３ａとの係合時において、両コネクタ２３７ａ，２７３ａの相対的な位置
ずれが調整される構成となっている。
【００７１】
　変更例３では、上述したコネクタ保持枠部２７７の内周面とコネクタ本体部２３７ａ２
の外周面との間の隙間Ｃ１による位置調整方式に変えて、円柱状あるいは円筒状のピン２
８１と、そのピン２８１よりも大径の円形のピン孔２８３とを介して位置調整を可能とし
たものであり、この点を除いては、前述した実施の形態と同様に構成される。なお、変更
例３では、コネクタ２３７ａが１個の場合として図示してあるが、前述した実施形態の場
合と同様、２個であってもよい。
【００７２】
　図２２および図２３に示すように、合成樹脂製のコネクタ保持枠部２７７の上下部にそ
れぞれ一体に形成されたピン２８１が設けられ、これに対応してコネクタ２３７ａの上下
のフランジ部２３７ａ１にピン孔２８３が設けられている。コネクタ２３７ａは上下のフ
ランジ部２３７ａ１がコネクタホルダ２７５の係合溝２７５ａに遊技盤２２１の背面側（
図２２の紙面手前側）からはめ込まれる。この状態では、コネクタ２３７ａはコネクタ係
合方向（図２２において左右方向）の移動が規制された状態で、コネクタ係合方向と交差
する面方向としての前後方向（図２２において紙面に直交する方向）および上下方向（図
２２において上下方向）の移動が可能とされている。
【００７３】
　コネクタ保持枠部２７７は、前述した実施の形態と同様、上下一対の係止爪２７７ａを
有している。そしてコネクタ保持枠部２７７は、コネクタホルダ２７５の枠取付部２７５
ｂにコネクタ２３７ａの係合方向から差し込まれたとき、上下一対の係止爪２７７ａが枠
取付部２７５ｂに形成された係止溝２７５ｃに弾性係止することで枠取付部２７５ｂに取
り付けられる。このとき、コネクタ保持枠部２７７の裏面側から水平状に突出されている
ピン２８１は、枠取付部２７５ｂに形成された孔を貫通し、コネクタ２３７ａのフランジ
部２３７ａ１のピン孔２８３を遊嵌状に貫通する。かくして、ピン孔２８３とピン２８１
との間には隙間Ｃ３が設定され、これによりコネクタ２３７ａは、当該隙間Ｃ３の範囲内
で上下および前後方向（係合方向と交差する面方向）のシフトが可能とされている。上記
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の上下および前後方向が本発明における「面方向」に対応する。
【００７４】
　変更例３は、上記のように構成したものである。したがって、遊技盤２２１を取付枠２
１１ａに結合する際、遊技盤側コネクタ２３７ａと取付枠側コネクタ２７３ａとの係合時
において、両コネクタ２３７ａ，２７３ａの相対的な位置ずれが調整され、両コネクタ２
３７ａ，２７３ａの係合動作を円滑に行うことができる。特にピン２８１とピン孔２８３
とのはめ合いによって位置ずれの調整を可能とする構成のため、コネクタホルダ２７５に
対するコネクタ２３７ａの取り付けが容易にできる。
【００７５】
（変更例４）
　次に、変更例４を図２４および図２５に基づいて説明する。この変更例４は、遊技盤２
２１の右側縁部に配置される遊技盤側コネクタ２３７ｂの位置調整に関する変更例であり
、基本的には上述した変更例３と同様の、円柱状または円筒状のピン２９１と、当該ピン
２９１よりも大径の円形のピン孔２９３とのはめ合いによる位置調整方式である。
【００７６】
　この変更例４では、合成樹脂製のコネクタホルダ２７９の上下のフランジ部２７９ｂに
それぞれ一体に形成されたピン２９１が突設され、これに対応してコネクタ２３７ｂの上
下のフランジ部２３７ｂ１にピン孔２９３が形成されている。コネクタホルダ２７９は、
コネクタ２３７ｂのコネクタ本体部２３７ｂ２が遊嵌状にはまり込むコネクタ保持枠部２
７９ａと、そのコネクタ保持枠部２７９ａに連接される上下のフランジ部２７９ｂとを有
し、当該フランジ部２７９ｂがビス２７８によって遊技盤２２１に固着される。コネクタ
２３７ｂは、コネクタ本体部２３７ｂ２がコネクタホルダ２７９のコネクタ保持枠部２７
９ａにはめ込まれるとともに、上下のフランジ部２７９ｂがコネクタホルダ２７９のフラ
ンジ部２３７ｂ１と遊技盤２２１の背面との間に配置される。すなわち、コネクタ２３７
ｂは、コネクタ係合方向である前後方向（図２４において左右方向）の動きを規制された
状態で、コネクタ係合方向と交差する面方向としての上下方向（図２４において上下方向
）および左右方向（図２４において紙面に直交する方向）に移動可能とされている。
【００７７】
　コネクタホルダ２７９のピン２９１は、コネクタ２３７ｂのフランジ部２３７ｂ１のピ
ン孔２９３に遊嵌状にはめ込まれている。かくして、ピン孔２９３とピン２９１との間に
は隙間Ｃ４が設定され、これによりコネクタ２３７ａは、当該隙間Ｃ４の範囲内で上下お
よび左右方向（係合方向と交差する面方向）のシフトが可能とされている。上記の上下お
よび左右方向が本発明における「面方向」に対応する。
【００７８】
　変更例４は、上記のように構成したものである。したがって、遊技盤２２１が遊技盤止
着位置Ｂへと回動する際、遊技盤側コネクタ２３７ｂと取付枠側コネクタ２７３ｂとの係
合時において、両コネクタ２３７ｂ，２７３ｂの回動動作に伴う並行状態を基準とした対
向角度のずれ、換言すれば両コネクタ２３７ｂ，２７３ｂの対向面の平行度のずれを含む
相対的な位置ずれが調整され、両コネクタ２３７ｂ，２７３ｂの係合動作を円滑に行うこ
とができる。またピン２９１とピン孔２９３とのはめ合いによって位置ずれの調整を可能
とする構成のため、変更例３の場合と同様に、コネクタホルダ２７９に対するコネクタ２
３７ｂの取り付けが容易にできる。
【００７９】
　なお、変更例３および変更例４では、コネクタホルダ２７５，２７９側にピン２８１，
２９１を設け、コネクタ２３７ａ、２３７ｂ側にピン孔２８３，２９３を設けたが、コネ
クタホルダ２７５，２７９側にピン孔２８３，２９３を設け、コネクタ２３７ａ、２３７
ｂ側にピン２８１，２９１を設けてもよい。
【００８０】
（第２の実施形態）
　次に本発明の第２の実施形態を図２６～図３３に基づいて説明する。この第２の実施形
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態は、「態様１８～態様３０」に記載された発明に対応する。本実施の形態では、遊技機
１０１としてパチンコ機が用いられている。図２６に示すように、本実施の形態に係る遊
技機１０１は、遊技機本体部１０３に設けられた取付枠１１１、遊技盤１３１および遊技
盤支持部材１５１を有する。取付枠１１１が本発明における「取付枠」に対応する。
【００８１】
　遊技機１０１を構成する各要素のうち、遊技機本体部１０３、取付枠１１１、遊技盤支
持部材１５１の構成が図２７および図２８に示される。遊技機１０１の前面部を構成する
前枠部およびガラス窓については、便宜上図示を省略している。なお、図２７および図２
８では遊技盤１３１が止着されていない状態が示されている。また遊技機支持部材１５１
の詳細な構造が図２９に示され、遊技盤１３１の詳細な構造が図３０、図３１および図３
２に示される。
【００８２】
　図２７に示すように、取付枠１１１は、遊技機１０１の基体をなす遊技機本体部１０３
の前面側に配置される。取付枠１１１の上方側縁部には、後述する遊技盤１３１側のコネ
クタ１３７ｂと係合可能に構成されたコネクタ１７３ｂが配設されている。コネクタ１３
７ｂと１７３ｂとは一対の雄雌形状に構成される（図２８参照）。また取付枠１１１の下
縁領域には、遊技盤１３１を止着するべく、遊技盤上下付勢機構付きロック手段１１５お
よび遊技盤押し出し機構付きロック手段１１９が配置されている。前者は、ロックハンド
ル１１７をマニュアルで回動操作することにより、遊技盤１３１の下縁に設けられた上下
付勢ロック用係止部１１５に下方への付勢力を作用しつつ着脱自在に係合する。また後者
は、ロックハンドル１２１をマニュアルで回動操作することにより遊技盤１３１に着脱自
在に係合する。
【００８３】
　特に図示しないものの、後者のロック手段１１９では、遊技盤１３１への係止が解除さ
れるようにロックハンドル１２１を回動する際、当該ロックハンドル１２１の回動動作と
ともに遊技盤１３１と取付枠１１１との間に楔状の離間手段が侵入可能に構成される。こ
れにより遊技盤１３１のロック解除時には、遊技盤１３１が取付枠１１１から前方に押し
出され、遊技盤１３１の取り外しを容易とする。
【００８４】
　図２９に示すように、遊技盤支持部材１５１は、金属プレートを適宜曲折することによ
り、上下方向に延在する回動部１５５と、当該回動部１５５の上下端部領域から水平方向
へと交差状に突出する遊技盤支持部１５７および遊技盤傾動規制部１５９とが一体状に成
形されてなり、各部によって囲まれる空間領域が遊技盤収容部１７１を構成する。
【００８５】
　遊技盤支持部１５７は、遊技盤支持部材１５１に取り付けられた遊技盤１３１（図２６
参照）の重量を支持する。また遊技盤傾動規制部１５９は、遊技盤支持部材１５１に取り
付けられた遊技盤１３１の上縁部に当接し、遊技盤１３１がその下端部周りに回動して遊
技盤支持部材１５１から脱落するのを未然に防止するよう構成される。また遊技盤収容部
１７１は、遊技盤１３１の左側所定領域を収容する。なお遊技盤傾動規制部１５９には、
遊技盤収容部１７１に向かって内側に突出した付勢凸部１６１が形成されている。付勢凸
部１６１は、遊技盤１３１が遊技盤収容部１７１に収容される際に、当該遊技盤１３１の
上縁部に、付勢力を作用しつつ密着状に接触する。また遊技盤収容部１７１の先端領域に
は、間口を拡幅した遊技盤誘導部１６３が形成され、遊技盤１３１を遊技盤収容部１７１
に挿通するのを容易にする。
【００８６】
　遊技盤支持部材１５１の上下端部には回転ヒンジ１５３が設置され、遊技盤支持部材１
５１は、取付枠１１１に取り付けられた際、当該回転ヒンジ１５３を中心として水平面内
を回動可能とされる。本実施の形態では、図２６に示すように、取付枠１１１から離間し
た位置（以下、遊技盤着脱位置Ａという）と、取付枠１１１に近接した位置（以下、遊技
盤止着位置Ｂという）との間で回動する。図２６では、遊技盤１３１が装着された遊技盤
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支持部材１５１が遊技盤止着位置Ｂに置かれた状態を示す。なお遊技盤着脱位置Ａは、本
発明における「第１の位置」に対応し、遊技盤止着位置Ｂは、本発明における「第２の位
置」に対応する。
【００８７】
　なお図２８に示されるように、取付枠１１１のうち遊技盤支持部材１５１が配置される
側の側縁には、遊技盤着脱位置Ａに置かれた遊技盤支持部材１５１が遊技盤止着位置Ｂ方
向へ回動しようとする際に、当該遊技盤支持部材１５１に当接することで、遊技盤支持部
材１５１の回動を規制する回転位置規制突起１１３が設けられる。これにより遊技盤着脱
位置Ａに置かれた遊技盤支持部材１５１（および遊技盤１３１）を当該位置Ａに保持する
ように機能する。
【００８８】
　遊技盤支持部材１５１は、さらに図２９に示すように、回転ヒンジ側コネクタ１７３ａ
を有する。コネクタ１７３ａは金属プレートを曲折して中空体状に形成されてなり、遊技
盤１３１側の電気機器と遊技機本体部１０３側の電気機器とを接続するための電気接点が
内部に複数配設されている。コネクタ１７３ａは、遊技盤１３１が遊技盤支持部材１５１
に取付けられる際に、当該遊技盤１３１の取付動作に応じて、後述する遊技盤１３１側コ
ネクタ１３７ａと係合される（図３２、図３３参照）。なお遊技盤１３１側の電気機器と
しては、例えば、表示装置，音声装置ないし発光装置を駆動制御するのに用いられるメイ
ン基板やサブ基板がこれに該当し、遊技機本体部１０３側の電気機器としては、例えば、
電源基板，賞球払い出し装置制御用基板あるいは発射装置制御用基板等がこれに該当する
。
【００８９】
　さらに遊技盤支持部材１５１の正面側には、遊技盤１３１が正しく遊技盤支持部材１５
１に取付けられたか否かを目視で確認可能とするべく正常取付状態表示窓１７９が穿設さ
れている。
【００９０】
　遊技盤１３１の構造が図３０から図３２までに示される。遊技盤１３１の正面部を構成
する遊技領域１３３には表示装置取付部１３５が形成される。また遊技盤１３１正面の上
方側部には、上記した正常取付状態表示窓１７９に対応した正常取付状態表示記号１４１
として「ＯＫ」の文字が表示されている。なお、遊技盤領域１３１に配設されるべき釘、
入賞部、ゲート部等の盤面構成要素および表示装置取付部１３５に設置されるべき表示装
置については、便宜上、図示および詳細な説明を省略する。
【００９１】
　また図３１および図３２に示すように、遊技盤１３１の背面側には、遊技盤側コネクタ
１３７ａが配置されている。遊技盤側コネクタ１３７ａは、金属プレートを曲折すること
で形成され、内部に複数の電気接点１３９が配置される。このうちコネクタ１３７ａは、
遊技盤１３１を遊技盤支持部材１５１に取り付ける動作を介して、上記した遊技盤支持部
材１５１側のコネクタ１７３ａにワンタッチ状に係合可能とされる。またコネクタ１３７
ｂは、遊技盤支持部材１５１に取り付けられた遊技盤１３１を遊技盤止着位置Ｂ（図２６
参照）へ回動する動作を介して、取付枠１１１側のコネクタ１７３ｂにワンタッチ状に係
合可能とされる。
【００９２】
　上記のように構成される遊技機１０１への遊技盤１３１の取付け作業の詳細について説
明する。遊技盤１３１を遊技機１０１へ取付ける場合、作業者は、遊技盤支持部材１５１
を回動させて、遊技盤着脱位置Ａに位置させる。この状態で、遊技盤１３１を遊技盤支持
部材１５１の収容部１７１に取付ける（図２９参照）。遊技盤着脱位置Ａでは、遊技盤支
持部材１５１が取付枠１１１および遊技機本体部１０３から離間して配置されるため（図
２６参照）、これらの部材が遊技盤１３１の取付け作業に干渉することが回避される。な
お取付けに際し、遊技盤１３１は誘導部１６３により容易に収容部１７１に誘導される。
かくして、遊技盤１３１の左側側縁が収容部１７１に収容され、遊技盤１３１が遊技盤支



(19) JP 2010-115509 A5 2011.4.14

持部材１５１に支持される。
【００９３】
　この状態では、遊技盤１３１は、遊技盤支持部１５７に載置されることで、しっかりと
その重量が支持されており、さらに遊技盤傾動規制部１５９が遊技盤１３１の上縁に当接
することにより、遊技盤１３１がその下縁部周りに不用意に傾動して遊技盤支持部材１５
１から脱落することが防止される。なお、図２９に示す付勢凸部１６１により、遊技盤傾
動規制部１５９と遊技盤１３１とは密着状に当接し、確実に係合することが確保されてい
る。
【００９４】
　また上記した回転位置規制突起１１３（図２８参照）により、遊技盤支持部材１５１は
遊技盤着脱位置Ａから回動することが規制されるため、遊技盤１３１を遊技盤支持部材１
５１に取り付ける際の作業安定性が確保される。
【００９５】
　遊技盤１３１が遊技盤支持部材１５１の収容部１７１に正しく取り付けられた場合、遊
技盤支持部材１５１の表示窓１７９から、遊技盤１３１の表示記号１４１である「ＯＫ」
の文字が視認され、遊技盤１３１が遊技盤支持部材１５１に正常に取付けられたことが容
易に確認可能である(図２６参照)。なお当該「ＯＫ」の文字が視認されない状態である場
合には、遊技盤１３１が遊技盤支持部材１５１に正常に取付けられていない状態であり、
この場合には、遊技盤１３１側のコネクタ１３７ａが遊技盤支持部材１５１側のコネクタ
１７３ａに正しく接続されていないことが多い。従って「ＯＫ」の文字が完全に視認され
るか否かで、遊技機１０１の機械正面側から、裏面に配置されたコネクタの接続状況を確
認することが可能となる。すなわち態様２６または２７に記載の遊技機における表示手段
につき、遊技盤の正常取付状態を示すのみならず、さらに遊技盤と遊技盤支持部材（ある
いは遊技盤と取付枠等）の間の電気接点の正常装着状態についても視認可能とする態様で
ある。
【００９６】
　また上記の態様に代えて、表示記号を「ＯＫ」「ＮＧ」の二つの領域に区分し、表示窓
１７９に指標となる突起等のインジケータを設け、遊技盤１３１が正常に取付けられた場
合に、当該指標突起が「ＯＫ」を指すといったように、遊技盤の正常取付状態をメータ状
に表示する態様、あるいは表示記号を「赤」「青」といった複数の配色領域に区分し、遊
技盤１３１が正常に取付けられた場合には指標突起が「青」の配色領域を指すようにする
といった態様についても、いずれも好適に採用可能である。
【００９７】
　さらに遊技盤１３１が遊技盤支持部材１５１に取付けられる際、遊技盤１３１側のコネ
クタ１３７ａは、当該遊技盤１３１の取付け動作を介して、遊技盤支持部材１５１側のコ
ネクタ１７３ａに係合する。コネクタ１３７ａおよび１７３ａは、一対の雄雌形状に形成
され、ワンタッチ状に係合可能である。これによって各コネクタ１３７ａ，１７３ａ内の
各種電気接点同士が接続され、遊技盤１３１側の電気機器と遊技機本体部１０３側の電気
機器が相互に電気的に接続されることとなる。
【００９８】
　次に、遊技盤１３１が取付けられた状態で、遊技盤支持部材１５１を遊技盤着脱位置Ａ
から遊技盤止着位置Ｂへと、回転ヒンジ部材１５３を中心に水平に回動させる（図２６参
照）。これにより遊技盤支持部材１５１に取付けられた遊技盤１３１は、遊技盤支持部１
５７にその重量を支持された状態で、遊技盤止着位置Ｂへ容易に移動させることが可能で
ある。すなわち遊技盤１３１を遊技盤支持部材１５１に取付けた後では、遊技盤１３１を
作業者が自ら持ち上げて保持する必要がなくなる。
【００９９】
　遊技盤１３１が遊技盤着脱位置Ａから遊技盤止着位置Ｂへと回動状に移動される際、遊
技盤１３１側のコネクタ１３７ｂは、当該遊技盤１３１の回動動作によって取付枠１１１
側のコネクタ１７３ｂに係合する。コネクタ１３７ｂおよび１７３ｂは、一対の雄雌形状
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に形成され、ワンタッチ状に係合可能である。これにより、各コネクタ１３７ｂ，１７３
ｂ内の各種電気接点同士が接続され、遊技盤１３１側の電気機器と遊技機本体部１０３側
の電気機器が相互に電気的に接続されることとなる（図３３参照）。
【０１００】
　なお、遊技盤１３１、遊技盤支持部材１５１および取付枠１１１における寸法公差ない
し組み付け誤差等の影響により、遊技盤１３１を遊技盤取付部１５１に取付ける際、ある
いは遊技盤１３１が遊技盤止着位置Ｂへと回動して取付枠１１１に係合する際、コネクタ
１３７ａと１７３ａ，コネクタ１３７ｂと１７３ｂが相対的に位置ずれを起こし、うまく
係合できない場合が生じ得る。このような場合に対処するべく、コネクタ１３７ａ，１３
７ｂの遊技盤１３１への取付部、コネクタ１７３ａの遊技盤支持部材１５１への取付部、
およびコネクタ１７３ｂの取付枠１１１への取付部に関しては、特に図示しないものの、
それらの全部または一部につき、取付用ビスに対する係合孔を長孔状に形成して対処して
いる。すなわちビスに対する係合孔の位置関係を適宜シフトさせることで、コネクタの止
着位置を適宜変化させ、各コネクタ同士の位置関係を微調整することが可能に構成されて
いる。
【０１０１】
　かくして図２６に示すように、遊技盤１３１が遊技盤支持部材１５１に取付けられた状
態で遊技盤着脱位置Ａから遊技盤止着位置Ｂへと回動状に移動され、さらにロック手段１
１５および１１９を介して取付枠１１１に止着される。このうちロック手段１１５におい
ては、遊技盤１３１に設けられた係止部１４３が当該ロック手段１１５によって上下方向
に付勢されることにより、遊技盤１３１は取付枠１１１に確実に係止されることが可能で
ある。また遊技盤１３１を取付枠１１１から取り外す場合には、ロック手段１１９が遊技
盤１３１を前方に押し出すように構成されるため、遊技盤１３１は取付枠１１１から所定
量離間されて、その後の遊技盤１３１の取り外しの便宜を図る。
【０１０２】
　また遊技盤１３１の遊技盤支持部材１５１への取付動作（遊技盤１３１の収容部１７１
への収容動作）、および遊技盤１３１の取付枠１１１への回動動作により、遊技機１０１
の背面側斜視図である図３３に示すように、遊技盤１３１側のコネクタ１３７ａが遊技盤
支持部材１５１側のコネクタ１７３ａとワンタッチ状に係合し、遊技盤１３１側のコネク
タ１３７ｂが取付枠１１１側のコネクタ１７３ｂとワンタッチ状に係合する。従って、遊
技盤１３１の取付によって、遊技盤１３１側の電気機器と遊技機本体部１０３側との電気
機器との接続が自動的に行われることとなり、遊技盤１３１取付作業の合理化を促進する
ことが可能となる。
【０１０３】
　なお本実施の形態では、遊技盤１３１の電気的接続に際し、電気接点を内部に収容する
コネクタ同士の係合を介して行ったが、これをプラグ端子等の他の形態のものに適宜代替
することが可能である。
【０１０４】
　また本実施の形態では、遊技盤１３１の側縁部を遊技盤支持部材１５１に取付けた状態
で、当該遊技盤１３１の重量を支持しつつ水平方向に回動して取付枠１１１に止着する構
成を採用したが、遊技盤の下縁部を支持しつつ、当該下縁部回りに遊技盤を上下方向に回
動させて取付枠に止着する変更例を採用してもよい。
【０１０５】
　この場合、遊技盤支持部材については、遊技盤の下面および側面に接触する収容空間を
構成し、遊技盤を遊技盤支持部材にセットする場合には、遊技盤の遊技盤支持部材への取
付作業性を向上するべく、遊技盤の両側面を収容空間の側面部に摺接させつつ当該収容空
間に収容するのが好ましい。
【０１０６】
　また、上述した実施の形態では、パチンコ機について説明したが、本発明はパチンコ機
に限られるものではなく、例えばアレンジボール機、スロット機、パチンコ球を使用して
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スロット遊技を行う遊技機等、その他の遊技機であっても適用することが可能である。
【０１０７】
　さらに、本発明の趣旨により、下記に述べる各種の態様を構成することが可能である。
（態様１）
　「請求項１に記載の遊技機であって、前記ロック操作手段は、前記第２の位置へ回動さ
れた前記遊技盤を前記取付枠に解除自在に止着すべく当該遊技盤に回動操作可能に取り付
けられたロックハンドルを有し、前記遊技盤を止着するための前記ロックハンドルの回動
操作における前記第２の位置ないしその近傍での止着のための押圧方向が、前記遊技盤の
回動動作における前記第２の位置ないしその近傍での閉鎖のための押圧方向と概ね一致し
、前記遊技盤の止着を解除するための前記ロックハンドルの回動動作における前記第２の
位置ないしその近傍での止着解除のための引張り方向が、前記遊技盤の回動動作における
前記第２の位置ないしその近傍での開放のための引張り方向と概ね一致する構成としたこ
とを特徴とする遊技機。」
【０１０８】
　態様１に記載の発明では、請求項１に記載の遊技機において、ロック操作手段は、第２
の位置へ回動された遊技盤を取付枠に解除自在に止着すべく当該遊技盤に回動操作可能に
取り付けられたロックハンドルを有している。そして遊技盤を止着するためのロックハン
ドルの回動操作における第２の位置ないしその近傍での止着のための押圧方向が、遊技盤
の回動動作における第２の位置ないしその近傍での閉鎖のための押圧方向と概ね一致し、
遊技盤の止着を解除するためのロックハンドルの回動動作における第２の位置ないしその
近傍での止着解除のための引張り方向が、遊技盤の回動動作における前記第２の位置ない
しその近傍での開放のための引張り方向と概ね一致する構成とした。
【０１０９】
　換言すれば、本発明は、遊技盤が第２の位置ないしその近傍に位置した状態で行われる
ロックハンドルの止着のための操作方向あるいは止着解除のための操作方向が、遊技盤の
第２の位置ないしその近傍での動作方向と概ね一致するように構成したものである。かか
る構成としたことにより、ロックハンドルによる遊技盤の止着作業あるいは止着解除作業
を遊技盤の回動動作との関係において一連の連続した作業形態として合理的に行うことが
できる。これにより、取付枠に対する遊技盤の取り付け作業あるいは取り外し作業の作業
性を向上することが可能となる。
【０１１０】
（態様２）
　「請求項１または態様１に記載の遊技機であって、前記ロック操作手段は、前記遊技盤
の前面における遊技領域から外れた領域に配置されていることを特徴とする遊技機。」
【０１１１】
　態様２に記載の発明では、請求項１または態様１に記載の遊技機において、ロック操作
手段は、遊技盤の前面における遊技領域から外れた領域に配置されている構成とした。な
お、「遊技領域」とは、例えばパチンコ機の場合であれば、典型的には、遊技球の移動範
囲を規定するために遊技盤前面に概ね円形状に配置されるレールによって囲まれる領域が
これに該当する。
【０１１２】
　態様２の発明によれば、遊技盤の前面において、遊技領域から外れた領域、すなわち遊
技に用いられないデッドスペースにロック操作手段が配置された遊技機が構成される。遊
技盤が四角形に形成される場合、例えば左右の側縁上方領域には、相当な広さのデッドス
ペースが存在する。このデッドスペースをロック操作手段の配置スペースとして利用する
ことで、当該ロック操作手段を、遊技盤を適正に止着する上で必要な大きさに設定するこ
とが可能となる。これにより、取付枠に対する遊技盤の止着能力を高めることができると
ともに、止着操作あるいは止着解除操作の操作性を向上することが可能になる。なお、遊
技領域から外れるデッドスペースについては、例えば遊技機の前面に配置されるガラス枠
に電飾装置を設け、その電飾装置によって覆う設定とすることで、ガラス枠が閉じられた
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状態では、デッドスペースに配置されるロック操作手段を遊技者から合理的に隠蔽するこ
とが可能となる。
【０１１３】
（態様３）
　「態様１または２に記載の遊技機であって、前記遊技盤には、前記ロックハンドルを格
納する凹部が形成されており、前記ロックハンドルが前記遊技盤を止着すべく回動操作さ
れたときに前記凹部に格納される構成としたことを特徴とする遊技機。」
【０１１４】
　態様３に記載の発明では、態様１または２に記載の遊技機において、遊技盤には、ロッ
クハンドルを格納する凹部が形成されており、当該ロックハンドルが遊技盤を止着すべく
回動操作されたときに凹部に格納される構成としている。かかる構成によれば、遊技盤が
止着された状態では、遊技盤の前面に配置されるガラスあるいはガラス枠に対するロック
ハンドルの干渉を回避できる。なお「凹部に格納される」態様としては、ロックハンドル
が遊技盤の前面に対して面一の状態で格納される態様のほか、前面よりも奥まった位置に
格納される態様、あるいは前面から若干出っ張る態様を包含する。
【０１１５】
（態様４）
　「遊技機本体部の取付枠と、前記取付枠に取り付けられる遊技盤とを備えた遊技機であ
って、前記遊技盤は、その一側縁が前記取付枠の一側縁に結合されて当該取付枠に対して
開いた第１の位置と閉じた第２の位置との間で開閉回動可能とされるとともに、当該遊技
盤の回動動作用の取手を備えていることを特徴とする遊技機。」
【０１１６】
　態様４に記載の発明によれば、遊技機本体部の取付枠と、取付枠に取り付けられる遊技
盤とを備えた遊技機が構成される。遊技機としては、典型的には、パチンコ機やアレンジ
ボール機等がこれに該当する。本発明に係る遊技機では、遊技盤は、その一側縁が前記取
付枠の一側縁に結合されて当該取付枠に対して開いた第１の位置と閉じた第２の位置との
間で開閉回動可能とされるとともに、当該遊技盤の回動動作用の取手を備えた構成とされ
る。
【０１１７】
　なお、「一側縁」とは、典型的には、遊技機の前面側から見て左側縁がこれに該当する
が、左側縁の他、右側縁あるいは下縁を包含する。また「結合」の態様としては、ピンと
ガイド溝とのはめ込みを介して回動自在に結合される態様、あるいはピンと孔とのはめ合
いを介して回動自在に結合される態様、またはいわゆるヒンジ（蝶番）を介して回動自在
に結合される態様等がこれに該当する。
【０１１８】
　態様４に記載の発明では、遊技盤に取手を備えたことにより、この取手を用いて遊技盤
を第１の位置と第２の位置との間で回動動作させることができる。一般に遊技盤は、取付
枠に止着された閉鎖状態では、当該取付枠の前面に対して面一もしくは奥側（背面側）に
引っ込んでいる。すなわち、取付枠内にはめ込み状に格納されており、前方へ引き出し難
い構成となっている。しかるに、本発明によれば、このような格納状態に置かれる止着位
置の遊技盤を、取手を用いて容易に引き出すことができる。
【０１１９】
（態様５）
　「態様４に記載の遊技機であって、前記取手は、前記遊技盤が第２の位置へ回動された
状態において当該遊技盤を前記取付枠に解除自在に止着すべく当該遊技盤に回動操作可能
に取り付けられるロックハンドルを兼用する構成としたことを特徴とする遊技機。」
【０１２０】
　態様５に記載の発明では、態様４に記載の遊技機において、取手は、遊技盤が第２の位
置へ回動された状態において当該遊技盤を取付枠に解除自在に止着すべく当該遊技盤に回
動操作可能に備えられるロックハンドルを兼用する構成とした。かかる構成によれば、部



(23) JP 2010-115509 A5 2011.4.14

品点数を減少することができるため、遊技盤面の限られた領域に配置スペースを合理的に
確保することが可能となる。
【０１２１】
（態様６）
　「態様５に記載の遊技機であって、前記取手による前記遊技盤の回動動作における前記
第２の位置ないしその近傍での閉鎖のための押圧方向は、前記ロックハンドルの回動操作
における前記第２の位置ないしその近傍での止着のための押圧方向と概ね一致し、前記取
手による前記遊技盤の回動動作における前記第２の位置ないしその近傍での開放のための
引張り方向は、前記ロックハンドルの回動操作における前記第２の位置ないしその近傍で
の止着解除のための引張り方向と概ね一致する構成としたことを特徴とする遊技機。」
【０１２２】
　態様６に記載の発明では、態様５に記載の遊技機において、取手による遊技盤の回動動
作における第２の位置ないしその近傍での閉鎖のための押圧方向は、ロックハンドルの回
動操作における第２の位置ないしその近傍での止着のための押圧方向と概ね一致し、取手
による遊技盤の回動動作における第２の位置ないしその近傍での開放のための引張り方向
は、ロックハンドルの回動操作における第２の位置ないしその近傍での止着解除のための
引張り方向と概ね一致する構成とした。
【０１２３】
　換言すれば、取手を用いて遊技盤を第１の位置と第２の位置との間で開閉回動動作させ
る場合において、第２の位置ないしその近傍での取手による動作方向が、第２の位置ない
しその近傍で行われるロックハンドルによる遊技盤止着のための操作方向あるいは止着解
除のための操作方向と概ね一致するように構成したものである。これにより作業者は、取
手を用いて無駄のない連続した動作で遊技盤の取付作業あるいは取り外し作業を行うこと
ができる。このため、作業性の向上を図ることができる。
【０１２４】
（態様７）
　「態様４～６のいずれかに記載の遊技機であって、前記取手は、前記遊技盤の前面にお
ける遊技領域から外れた領域に配置されていることを特徴とする遊技機。」
【０１２５】
　態様７に記載の発明では、態様４～６のいずれかに記載の遊技機において、取手は、遊
技盤の前面における遊技領域から外れた領域に配置される構成とした。「遊技領域」とは
、例えばパチンコ機の場合であれば、典型的には、遊技球の移動範囲を規定するために遊
技盤前面に概ね円形状に配置されるレールによって囲まれる領域がこれに該当する。
【０１２６】
　態様７の発明によれば、遊技盤の前面において、遊技領域から外れた領域、すなわち遊
技に用いられないデッドスペースに取手を配置した遊技機が構成される。遊技盤が四角形
に形成される場合、例えば左右の側縁上方領域には、相当な広さのデッドスペースが存在
する。このデッドスペースを取手の配置スペースとして利用することで、当該取手を、手
で掴み易いサイズに設定することが可能となる。これにより、取付枠に対する遊技盤の回
動動作を容易に行うことができる。
【０１２７】
（態様８）
　「態様４～７のいずれかに記載の遊技機であって、前記遊技盤には凹部が形成されると
ともに、当該凹部に前記取手が引き起こし可能に格納される構成としたことを特徴とする
遊技機。」
【０１２８】
　態様８に記載の発明では、態様４～７のいずれかに記載の遊技機において、遊技盤には
凹部が形成され、当該凹部に取手が引き起こし可能に格納される構成としている。かかる
構成によれば、遊技盤が取付枠に取り付けられた状態では、取手を遊技盤の凹部に格納す
ることにより、当該取手が遊技盤の前面に配置されるガラスあるいはガラス枠に干渉する
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ことを防止でき、また遊技盤を第１の位置と第２の位置との間で回動動作させる場合にあ
っては、取手を凹部から引き起こして遊技盤の回動動作に使用することを可能とするもの
であり、これにより合理的な構成の取手が提供される。
【０１２９】
（態様９）
　「遊技機本体部の取付枠と、前記取付枠に取り付けられる遊技盤とを備えた遊技機であ
って、前記遊技盤は、その一側縁が前記取付枠の一側縁に結合されて当該取付枠に対して
開いた第１の位置と閉じた第２の位置との間で回動可能とされるとともに、当該第２の位
置で前記取付枠に止着される構成とされ、前記遊技盤に電気接点が設けられており、当該
電気接点は、前記遊技盤の第１の位置から第２の位置への回動動作に基づいて前記取付枠
側に設けられた電気接点と電気的に接続されることを特徴とする遊技機。」
【０１３０】
　態様９に記載の発明によれば、遊技機本体部の取付枠と、取付枠に取り付けられる遊技
盤とを備えた遊技機が構成される。遊技機としては、典型的には、パチンコ機やアレンジ
ボール機等がこれに該当する。本発明に係る遊技機では、遊技盤は、その一側縁が取付枠
の一側縁に結合されて当該取付枠に対して開いた第１の位置と閉じた第２の位置との間で
回動可能とされるとともに、当該第２の位置で取付枠に止着される構成とされている。ま
た、遊技盤に電気接点が設けられており、当該電気接点は、遊技盤の第１の位置から第２
の位置への回動動作に基づいて取付枠側に設けられた電気接点と電気的に接続される構成
としている。
【０１３１】
　なお、「一側縁」とは、典型的には、遊技機の前面側から見て左側縁がこれに該当する
が、左側縁の他、右側縁あるいは下縁を包含する。また「結合」の態様としては、ピンと
ガイド溝とのはめ込みを介して回動自在に結合される態様、あるいはピンと孔とのはめ合
いを介して回動自在に結合される態様、またはいわゆるヒンジ（蝶番）を介して回動自在
に結合される態様等がこれに該当する。かかる構成により、遊技盤取付作業において、遊
技盤の第１の位置から第２の位置への回動動作を行うだけで、当該遊技盤側の電気接点と
取付枠側の電気接点との接続作業が同時に行なわれることになり、遊技盤の取り付けに関
する作業性をより向上できる。
【０１３２】
（態様１０）
　「態様９に記載の遊技機であって、前記電気接点の少なくとも一つは、他の電気接点に
対する相対的な位置関係が調整可能に構成されていることを特徴とする遊技機。」
【０１３３】
　態様１０に記載の発明によれば、態様９に記載の遊技機において、電気接点の少なくと
も一つは、他の電気接点に対する相対的な位置関係が調整可能に構成される。これにより
、遊技盤、取付枠間の組み付け誤差によって電気接点同士の相対位置関係にずれが生じる
ような場合に容易に対処することが可能な構成が得られることとなる。
【０１３４】
（態様１１）
　「態様９または１０に記載の遊技機であって、前記遊技盤側の電気接点は、前記取付枠
側の電気接点とワンタッチ状に係合するべく、互いに雌雄形状とされた一対のコネクタと
して構成されることを特徴とする遊技機。」
【０１３５】
　態様１１に記載の発明によれば、態様９または１０に記載の遊技機における遊技盤側の
電気接点は、取付枠側の電気接点とワンタッチ状に係合するべく、互いに雌雄形状とされ
た一対のコネクタとして構成されている。本発明における「ワンタッチ状に係合」の意義
としては、雌雄形状のいずれかに形成された遊技盤のコネクタが雌雄形状の他方に形成さ
れた相手方のコネクタに係合することで、コネクタに接続された電気接点が一度に接合さ
れる態様を広く含むものとする。かかる構成により、遊技盤を取付枠の止着すべき位置へ
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回動させる作業において、作業者は電気配線の接続作業を特に意識することなく、単に遊
技盤の回動動作を行うだけで、当該遊技盤に関する電気配線の接続を行うことができ、遊
技盤の取り付けに関する作業性を一層向上できる。
【０１３６】
（態様１２）
　「態様１１に記載の遊技機であって、前記コネクタの少なくとも１つは、前記遊技盤ま
たは前記取付枠に取り付けられるコネクタホルダに対し、当該コネクタの係合方向と交差
する面方向への移動を許容された状態で保持され、当該移動許容状態は、前記コネクタの
コネクタ本体部と、前記コネクタホルダに形成されて前記コネクタ本体部に外側から嵌合
するコネクタ保持枠部との間に形成された隙間により構成されていることを特徴とする遊
技機。」
【０１３７】
　態様１２に記載の発明によれば、態様１１に記載の遊技機におけるコネクタの少なくと
も１つは、遊技盤または取付枠に取り付けられるコネクタホルダに対し、当該コネクタの
係合方向と交差する面方向への移動を許容された状態で保持される構成とされる。そして
コネクタの移動許容状態は、コネクタのコネクタ本体部と、コネクタホルダに形成されて
コネクタ本体部に外側から嵌合するコネクタ保持枠部との間に形成された隙間により構成
されている。なお「面方向」は、例えば、遊技機の前面側から見て、上下方向と左右方向
または上下方向と前後方向がこれに対応する。かかる構成によれば、遊技盤、取付枠間の
組み付け誤差によってコネクタ士の相対位置関係にずれが生じるような場合において、隙
間の範囲内でのコネクタの変位によって位置ずれに容易に対処することが可能となる。
【０１３８】
（態様１３）
　「態様１１に記載の遊技機であって、前記コネクタの少なくとも１つは、前記遊技盤ま
たは前記取付枠に取り付けられるコネクタホルダに対し、当該コネクタの係合方向と交差
する面方向への移動を許容された状態で保持され、当該移動許容状態は、前記コネクタと
当該コネクタホルダとのいずれか一方に形成されたピンと、他方に形成された当該ピンよ
り大径のピン孔とのはめ合いにより構成されていることを特徴とする遊技機。」
【０１３９】
　態様１３に記載の発明によれば、態様１１に記載の遊技機におけるコネクタの少なくと
も１つは、遊技盤または取付枠に取り付けられるコネクタホルダに対し、当該コネクタの
係合方向と交差する面方向への移動を許容された状態で保持される構成とされる。そして
コネクタの移動許容状態は、コネクタと当該コネクタホルダとのいずれか一方に形成され
たピンと、他方に形成された当該ピンより大径のピン孔とのはめ合いにより構成されてい
る。なお「面方向」は、例えば、遊技機の前面側から見て、上下方向と左右方向または上
下方向と前後方向がこれに対応する。かかる構成によれば、遊技盤、取付枠間の組み付け
誤差によってコネクタ同士の相対位置関係にずれが生じるような場合において、ピンとピ
ン孔との相対的変位によって容易に位置ずれに対処することが可能となる。　特にピンを
形成するコネクタまたはコネクタホルダを合成樹脂製としてピンを一体に形成する構成と
すれば、製造および取付作業の手間が少なくて済む。
【０１４０】
（態様１４）
　「態様１２または１３に記載の遊技機であって、「前記コネクタホルダは、前記コネク
タのコネクタ本体部に外側から嵌合されるコネクタ保持枠部を備えており、当該コネクタ
保持枠部の内周面と前記コネクタ外周面との間に形成された隙間によって、あるいはコネ
クタ保持枠部とコネクタとのいずれか一方に形成されたピンと、他方に形成された当該ピ
ンより大径のピン孔とのはめ合いによって、コネクタの係合方向と交差する面方向への移
動を許容する構成とされており、しかも前記コネクタ保持枠部は、前記コネクタホルダに
形成された枠取付部に差し込むことで、当該枠取付部と当該コネクタ保持枠部との間に設
けられた凹凸形状を介して当該枠取付部に係止される構成としたことを特徴とする遊技機
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。」
【０１４１】
　態様１４に記載の発明では、態様１２または１３に記載の遊技機において、コネクタホ
ルダは、コネクタのコネクタ本体部に外側から嵌合されるコネクタ保持枠部を備えており
、当該コネクタ保持枠部の内周面とコネクタ外周面との間に形成された隙間によって、あ
るいはコネクタ保持枠部とコネクタとのいずれか一方に形成されたピンと、他方に形成さ
れた当該ピンより大径のピン孔とのはめ合いによって、コネクタの係合方向と交差する面
方向への移動を許容する構成とされている。これにより、遊技盤の取付枠への取付作業時
において、例えば、遊技盤と取付枠との間の組み付け誤差等の影響によるコネクタ相互間
の相対的位置ずれが生じたような場合に、その位置ずれを吸収するように相対位置が自動
調整される。このため、コネクタ相互の係合が円滑に行なわれる。
【０１４２】
　また態様１４に記載の発明では、コネクタ保持枠部は、コネクタホルダに形成された枠
取付部に差し込むことで、当該枠取付部と当該コネクタ保持枠部との間に設けられた凹凸
形状を介して当該枠取付部に係止される構成としている。本発明における「凹凸形状を介
して係止」の意義としては、典型的には、凸部材としての爪が、孔または溝を有する凹部
材の孔縁または溝縁に弾性変形を利用して係止する態様がこれに該当する。　かかる構成
によれば、コネクタのコネクタホルダへの組み付け作業を効率的に行うことができる。こ
れにより、組み付け作業の作業性を向上できる。
【０１４３】
（態様１５）
　「態様１１～１４のいずれかに記載の遊技機であって、前記コネクタの少なくとも一つ
は、コネクタホルダを介して係合方向と交差する面方向の移動を許容された状態で保持さ
れるとともに、前記コネクタホルダには、前記コネクタを、当該コネクタに連なる電線の
弾性撓みに起因する弾性力に対応した付勢力を作用させることにより当該コネクタの向き
を矯正する付勢手段が備えられていることを特徴とする遊技機。」
【０１４４】
　態様１５の発明では、態様１１～１４のいずれかに記載の遊技機において、コネクタの
少なくとも一つは、コネクタホルダを介して係合方向と交差する面方向の移動を許容され
た状態で保持されている。そしてコネクタホルダには、コネクタを、当該コネクタに連な
る電線の弾性撓みに起因する弾性力に対応した付勢力を作用させることにより当該コネク
タの向きを矯正する付勢手段が備えられている。本発明における「付勢手段」としては、
コネクタホルダに加圧板を一体に形成し、当該加圧板でコネクタの側面を弾発的に加圧付
勢して矯正する態様、コネクタホルダとコネクタとの間に板バネ、コイルバネ、皿バネ、
弾性ゴム等の弾性部材を介在し、それによりコネクタを加圧付勢して強制する態様を広く
包含する。
【０１４５】
　コネクタホルダによって面方向の移動を許容された状態で保持されるコネクタは、当該
コネクタに連なる電線を折り曲げて取り回したとき、当該電線の弾性撓みに起因する弾性
力によって本来の向きとは異なる方向に向きが変わり、その結果、係合の支障となる可能
性がある。本発明では、コネクタに対して電線の弾性撓みに起因する弾性力に対応した付
勢力を作用させることで、コネクタの向きが適正方向となるように矯正したものである。
これにより、電線の弾性撓みに起因する弾性力による弊害を解消した上で、コネクタの遊
技盤と取付枠との間の組み付け誤差等の影響によるコネクタ相互間の相対的位置ずれが生
じたような場合には、その位置ずれを吸収するように相対位置が自動調整される。このた
め、コネクタ相互の係合が円滑に行なわれる。
【０１４６】
（態様１６）
　「態様１１～１５のいずれかに記載の遊技機であって、前記遊技盤には、第２の位置で
当該遊技盤を前記取付枠に解除自在に止着するロック操作手段が備えられ、前記ロック操
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作手段による前記遊技盤の前記取付枠に対する止着は、当該遊技盤を当該取付枠に押し付
ける形態でなされる構成とされ、前記一対のコネクタは、前記ロック操作手段の配置箇所
に対応する箇所に配置されるとともに、当該コネクタの係合方向が当該ロック操作手段に
よる前記遊技盤の押し付け方向と概ね一致していることを特徴とする遊技機。」
【０１４７】
　態様１６に記載の発明では、態様１１～１５のいずれかに記載の遊技機において、遊技
盤には、第２の位置で当該遊技盤を取付枠に解除自在に止着するロック操作手段が備えら
れている。そしてロック操作手段による遊技盤の取付枠に対する止着は、遊技盤を取付枠
に押し付ける形態でなされる構成とされており、また一対のコネクタは、ロック操作手段
の配置箇所に対応する箇所に配置されるとともに、当該コネクタの係合方向が当該ロック
操作手段による遊技盤の押し付け方向と概ね一致する構成としている。かかる構成によれ
ば、ロック操作手段による遊技盤の押し付け力がコネクタに対して当該コネクタの係合力
として合理的に伝達されることになり、これによりコネクタの係合を確実に行うことがで
きる。なお、「配置箇所に対応する箇所」としては、典型的には、遊技盤の前面にロック
操作手段を配置した場合であれば、遊技盤の背面における当該ロック操作手段の概ね真後
ろ部分がこれに該当する。
【０１４８】
（態様１７）
　「遊技機本体部の取付枠と、前記取付枠に取り付けられる遊技盤とを備えた遊技機であ
って、雌雄形状に形成された互いに係合可能な対をなす電気的コネクタの一方が前記取付
枠に、他方が前記遊技盤に取付けられ、前記取付枠に対する前記遊技盤の取付動作に基づ
いて前記一対のコネクタが係合される構成とされ、前記遊技盤には、当該遊技盤を前記取
付枠に解除自在に止着するロック操作手段が備えられ、前記ロック操作手段による前記遊
技盤の前記取付枠に対する止着は、当該遊技盤を当該取付枠に押し付ける形態でなされる
構成とされ、前記一対のコネクタは、前記ロック操作手段の配置箇所に対応する箇所に配
置されるとともに、当該コネクタの係合方向が当該ロック操作手段による前記遊技盤の押
し付け方向と概ね一致していることを特徴とする遊技機。」
【０１４９】
　態様１７に記載の発明によれば、遊技機本体部の取付枠と、取付枠に取り付けられる遊
技盤とを備えた遊技機が構成される。遊技機としては、典型的には、パチンコ機やアレン
ジボール機等がこれに該当する。本発明に係る遊技機では、雌雄形状に形成された互いに
係合可能な対をなす電気的コネクタの一方が取付枠に、他方が遊技盤に取付けられ、取付
枠に対する遊技盤の取付動作に基づいて一対のコネクタが係合される構成とされている。
本発明における「遊技盤の取付動作」としては、遊技盤を取付枠に取付けるために、当該
遊技盤を予め定められた移動軌跡を経て取付枠側へ移動させることによって、取付枠の規
定の取付位置に取付ける態様を包含する。より詳しくは、例えば遊技盤を、取付枠に対し
て平行状態を維持した状態で当該取付枠の前面側から枠内にはめ込んで取付ける態様、ま
たは遊技盤の一側縁を取付枠の一側縁に結合した後、当該遊技盤を取付枠側へ回動させて
取付ける態様、あるいは取付枠に遊技盤を保持するための保持枠を予め取付け、その保持
枠に遊技盤を保持させた状態で取付枠側へ回動させて取付ける態様等、広く包含する。
【０１５０】
　また、態様１７の発明では、遊技盤には、当該遊技盤を前記取付枠に解除自在に止着す
るロック操作手段が備えられ、当該ロック操作手段による遊技盤の取付枠に対する止着は
、当該遊技盤を当該取付枠に押し付ける形態でなされる構成とされている。また一対のコ
ネクタは、ロック操作手段の配置箇所に対応する箇所に配置されるとともに、当該コネク
タの係合方向が当該ロック操作手段による遊技盤の押し付け方向と概ね一致している構成
とされる。かかる構成によれば、ロック操作手段による遊技盤の押し付け力がコネクタに
対して当該コネクタの係合力として合理的に伝達されることになり、これによりコネクタ
の係合を確実に行うことができる。なお、「配置箇所に対応する箇所」としては、典型的
には、遊技盤の前面にロック操作手段を配置した場合であれば、遊技盤の背面における当
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該ロック操作手段の概ね真後ろ部分がこれに該当する。
【０１５１】
（態様１８）
　「遊技盤と、前記遊技盤が取付けられる遊技機本体部側の取付枠と、前記遊技盤の重量
を支持した状態で前記取付枠に対して開いた第１の位置と閉じた第２の位置との間で概ね
水平に回動可能とされた遊技盤支持部材とを有し、前記第１の位置において前記遊技盤支
持部材に取付けられた前記遊技盤は、該遊技盤支持部材を介して前記第２の位置へ回動し
、当該第２の位置において前記取付枠に取付けられることを特徴とする遊技機。」
【０１５２】
　態様１８に記載の発明によれば、遊技盤と、当該遊技盤が取付けられる遊技機本体部側
の取付枠と、遊技盤の重量を支持した状態で当該取付枠に対して開いた第１の位置と閉じ
た第２の位置との間で概ね水平に回動可能とされた遊技盤支持部材とを有する遊技機が構
成される。遊技機としては、典型的にはパチンコ機やアレンジボール機等がこれに該当す
る。本発明に係る遊技機においては、上記第１の位置において遊技盤支持部材に取付けら
れた遊技盤は、その重量を支持された状態を維持しつつ、当該遊技盤支持部材を介して第
２の位置へ回動され、さらに当該第２の位置において取付枠に取付けられるよう構成され
る。
【０１５３】
　一般に、遊技盤は、板自体が重いことに加え、表示装置や入賞装置、あるいは当該装置
を駆動するための電装機器ないし制御基板等が配置される関係で、遊技機を構成する部材
の中でも相当の重い物となる。そのため、遊技機製造時、あるいは遊技盤交換時の作業性
を高度に合理化する要請が高い部材であるといえる。本発明では、遊技盤を、取付枠から
離間して干渉されにくい位置において遊技盤支持部材に取付けることが可能である。この
とき遊技盤支持部材が遊技盤の重量を支持する構成により、作業者は比較的重量のある遊
技盤を手で支持する必要がない。そして遊技盤支持部材が遊技盤の重量を支持したままの
状態で、取付枠に対して第１の位置から第２の位置へと遊技盤を回動させ、第２の位置で
遊技盤を取付枠に止着することができ、遊技盤を本体部へ取付ける際の作業性を合理的に
向上することが可能となる。
【０１５４】
　なお本発明に係る遊技盤支持部材は、遊技盤が取付けられる際、当該遊技盤の下縁の全
部に当接してその重量を支持する態様、遊技盤の下縁の一部あるいは側縁の一部に当接し
てその重量を支持する態様のいずれも好適に包含するものとする。
【０１５５】
（態様１９）
　「態様１８に記載の遊技機であって、前記遊技盤に電気接点が設けられており、当該電
気接点は、前記遊技盤が前記遊技盤支持部材に取付けられる際に当該取付動作に基づいて
前記遊技盤支持部材に設けられた電気接点と電気的に接続され、または前記遊技盤が前記
遊技盤支持部材に支持された状態で前記第２の位置へ回動した際に、当該第２の位置への
回動動作に基づいて前記取付枠または遊技機本体部側に設けられた電気接点と電気的に接
続されることを特徴とする遊技機。」
【０１５６】
　態様１９に記載の発明によれば、態様１８に記載の遊技機における遊技盤に電気接点が
設けられており、当該電気接点は、遊技盤が遊技盤支持部材に取付けられる際に、当該取
付動作に基づいて、遊技盤支持部材に設けられた電気接点と電気的に接続されるように構
成される。あるいは当該電気接点は、遊技盤が遊技盤支持部材に支持された状態で前記第
２の位置へ回動した際に、当該第２の位置への回動動作に基づいて、取付枠または遊技機
本体側に設けられた電気接点と電気的に接続されるように構成される。遊技盤を遊技盤支
持部材を介して取付枠に取付ける際に、遊技盤を遊技盤支持部材に取付ける動作、ないし
遊技盤を第１の位置から第２の位置へ回動させる動作に基づいて、電気接点の接合作業が
同時に行えるため、さらに合理的な遊技盤の取付けに資することになる。
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【０１５７】
　なお本発明は、遊技盤を遊技機に取付ける際の動作を利用しつつ、遊技盤に対する電気
的接続作業を行うことを要旨とするものであり、遊技盤の電気接点は、遊技盤支持部材の
電気接点とのみ接続される態様、取付枠および／または遊技機本体部側の電気接点と接続
される態様、それらのいずれの電気接点とも接続される態様の全てを包含することが可能
である。
【０１５８】
（態様２０）
　「態様１９に記載の遊技機であって、前記遊技盤側の電気接点は、前記遊技盤の遊技盤
支持部材への取付動作または前記第２の位置への回動動作により、前記遊技盤支持部材側
の電気接点、または前記取付枠側の電気接点あるいは遊技機本体側の電気接点とワンタッ
チ状に係合するべく互いに雌雄形状とされた一対のコネクタとして構成されることを特徴
とする遊技機。」
【０１５９】
　態様２０に記載の発明によれば、態様１９に記載の遊技機における遊技盤側の電気接点
は、遊技盤の遊技盤支持部材への取付動作または第２の位置への回動動作により、遊技盤
支持部材側の電気接点、または取付枠側の電気接点あるいは遊技機本体側の電気接点とワ
ンタッチ状に係合するべく、互いに雌雄形状とされた一対のコネクタとして構成されてい
る。本発明における「ワンタッチ状に係合」の意義としては、雄雌形状のいずれかに形成
された遊技盤のコネクタが、雄雌形状の他方に形成された相手方のコネクタに係合するこ
とで、コネクタに配設された電気接点が一度に接合される態様を広く含むものとする。か
かる構成により、遊技盤取付作業において、作業者は電気配線の接続作業を特に意識する
ことなく、単に遊技盤の取付動作を行うだけで、当該遊技盤に関する電気配線の接続を行
うことができ、遊技盤の取付けに関する合理性を一層向上することができる。
【０１６０】
（態様２１）
　「態様１９または２０に記載の遊技機であって、前記電気接点の少なくとも一つは、前
記遊技盤に対する前記遊技盤支持部材または前記取付枠の配置誤差に対応するように他の
電気接点に対する相対的な位置関係が調整可能に構成されていることを特徴とする遊技機
。」
【０１６１】
　態様２１に記載の発明によれば、態様１９または２０に記載の遊技機において、電気接
点の少なくとも一つは、遊技盤に対する遊技盤支持部材または取付枠の配置誤差に対応す
るように、他の電気接点に対する相対的な位置関係が調整可能に構成される。これにより
、遊技盤、遊技盤支持部材、取付枠および遊技機本体といった各部材要素間の組み付け誤
差によって電気接点同士の相対位置関係にずれが生じるような場合に容易に対処すること
が可能な構成が得られることとなる。
【０１６２】
（態様２２）
　「態様１８～２１のいずれかに記載の遊技機であって、前記遊技盤支持部材は、さらに
当該遊技盤支持部材に取付けられた前記遊技盤の上縁部に当接することにより、前記遊技
盤がその下端部周りに傾動するのを規制する部材が一体に形成されていることを特徴とす
る遊技機。」
【０１６３】
　態様２２に記載の発明によれば、態様１８～２１のいずれかの遊技機における遊技盤支
持部材につき、さらに当該遊技盤支持部材に取付けられた遊技盤の上縁部に当接すること
により、遊技盤がその下端部周りに傾動するのを規制する遊技盤傾動規制部が一体に形成
される。遊技盤支持部材が遊技盤の重量を支持した状態で、さらに遊技盤支持部材に一体
状とされた遊技盤傾動規制部が遊技盤の上縁部に当接することで、遊技盤の上部下部の双
方を支持可能となる。これによって、作業中に遊技盤がバランスを崩して、遊技盤の下端
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部周りに傾動するリスクを回避することが可能となる。
【０１６４】
（態様２３）
　「態様２２に記載の遊技機であって、前記遊技盤傾動規制部材は、弾発力を介して前記
遊技盤に密着することを特徴とする遊技機。」
【０１６５】
　態様２３に記載の発明によれば、態様２２に記載の遊技機における遊技盤傾動規制部材
は、弾発力を介して前記遊技盤に密着するよう構成される。かかる構成により遊技盤傾動
規制部材による遊技盤上縁部の保持の確実性を増すことが可能となる。
【０１６６】
（態様２４）
　「態様１８～２３のいずれかに記載の遊技機であって、記遊技盤支持部材は、前記取付
枠の側縁への取付部を中心に概ね水平面内に回動する回動部と、前記遊技盤の重量を支持
可能に当該回動部下部から交差状に延在する遊技盤支持部と、前記遊技盤の上縁部に当接
して前記遊技盤の傾動を規制するべく前記回動部上部から交差状に延在する傾動規制部と
が一体状に形成されるとともに、前記回動部、遊技盤支持部および傾動規制部とは、少な
くとも前記遊技盤の側縁部を収容可能な凹部を有することを特徴とする遊技機。」
【０１６７】
　態様２４に記載の発明によれば、上記態様１８～２３のいずれかの遊技機における遊技
盤支持部材は、一体状に形成された回動部、遊技盤支持部および傾動規制部を有するとと
もに、少なくとも遊技盤の側縁部を収容可能な凹部が構成される。作業者は遊技盤の側縁
部を当該凹部に挿入して収容させることで遊技盤を容易に遊技盤支持部材にセットするこ
とが可能となる。しかも凹部の上部側が遊技盤の不用意な傾動を規制するように機能する
ため、遊技盤の保持能力を合理的に確保しつつ、作業性を向上することが可能である。な
お凹部は、遊技盤の側縁部を含む一部を収容する態様、および遊技盤全部を収容する態様
のいずれも包含する。
【０１６８】
（態様２５）
　態様２４に記載の遊技機であって、前記遊技盤を収容する凹部の開口部には、当該凹部
への遊技盤誘導手段が設けられていることを特徴とする遊技機。」
【０１６９】
　態様２５に記載の発明によれば、上記態様２４に記載の遊技機における遊技盤収容のた
めの凹部は、その開口部に当該凹部への遊技盤誘導手段を有するように構成される。この
遊技盤誘導手段を介して作業者は遊技盤を遊技盤支持部材の収容凹部に容易に収容させる
ことが可能となる。なお誘導手段の具体的態様としては、例えば収容凹部の開口部を、収
容部よりも幅広の状態とするように拡幅する等の構成、あるいは遊技盤を拗らせずに確実
に収容するべく、開口部にガイド溝を形成するといった構成が採用可能である。
【０１７０】
（態様２６）
　「態様１８～２５のいずれかに記載の遊技機であって、前記遊技盤が前記遊技盤支持部
材へ正常に取り付けられたか否かを表示するための手段が配置されていることを特徴とす
る遊技機。」
【０１７１】
　態様２６に記載の発明によれば、上記態様１８～２５のいずれかの遊技機における遊技
盤が、遊技盤支持部材へ正常に取付けられたか否かを表示する手段が配置される。これに
より遊技盤の遊技盤支持部材への取付作業の確実性が担保されることとなる。
【０１７２】
（態様２７）
　「態様２６に記載の遊技機であって、前記表示手段は、前記遊技盤支持部材の所定位置
に形成された開口部と、前記遊技盤の所定位置に配された正常取付状態を示す符号とを有
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し、前記遊技盤が前記遊技盤支持部材へ正常に取付けられた際に前記符号が前記開口部に
臨むように構成することを特徴とする遊技機。」
【０１７３】
　態様２７に記載の発明によれば、上記態様２６に記載の遊技機における表示手段につき
、遊技盤支持部材の所定位置に形成された開口部と、遊技盤の所定位置に配された正常取
付状態を示す符号とを有するよう構成される。そして遊技盤が遊技盤支持部材へ正常に取
付けられた際には、当該符号が開口部に臨むように構成する。これによって遊技盤の遊技
盤支持部材への取付けの正確性を目視で確認することが可能となり、遊技盤の遊技盤支持
部への取付作業の合理化に資することとなる。
【０１７４】
（態様２８）
　「態様１８～２７のいずれかに記載の遊技機であって、前記遊技盤支持部材を解除自在
に前記第１の位置に保持する手段が設けられていることを特徴とする遊技機。」
【０１７５】
　態様２８に記載の発明によれば、上記態様１８～２７のいずれかの遊技機において、遊
技盤支持部材を解除自在に第１の位置に保持する手段を設定する。遊技盤支持部材を第１
の位置に保持することで、第１の位置における遊技盤支持部材への遊技盤の取付作業が容
易になるようにアシストすることが可能となる。
【０１７６】
（態様２９）
　「態様１８～２８のいずれかに記載の遊技機であって、前記遊技盤を前記取付枠に止着
するためのロック手段を有し、当該ロック手段は、前記遊技盤が水平面に回動して前記取
付枠から離脱するのを規制するとともに、前記遊技盤に対して上下方向に付勢力を作用す
ることを特徴とする遊技機。」
【０１７７】
　態様２９に記載の発明によれば、上記態様１８～２８のいずれかの遊技機において、遊
技盤を取付枠に止着するためのロック手段が配される。当該ロック手段は、遊技盤が水平
方向に回動して取付枠から離脱するのを規制するとともに、遊技盤に対して上下方向に付
勢力を作用するよう構成される。このロック手段による上下方向への付勢力を介すること
で、遊技盤を取付枠にロックする際、かかるロック動作によって遊技盤を当該取付枠に密
着状に止着することが可能となり、合理的な遊技盤の取付枠への止着作業を行うことが可
能となる。
【０１７８】
（態様３０）
　「態様１８～２９のいずれかに記載の遊技機であって、前記遊技盤を前記取付枠に解除
自在に止着するためのロック手段を有し、当該ロック手段は、前記遊技盤の前記取付枠へ
の止着を解除する際に、当該遊技盤を前記取付枠から水平方向に離脱させる付勢力を作用
することを特徴とする遊技機。」
【０１７９】
　態様３０に記載の発明によれば、上記態様１８～２９のいずれかの遊技機につき、さら
に遊技盤を取付枠に解除自在に止着するためのロック手段が配される。このロック手段は
、遊技盤の前記取付枠への止着を解除する際に、遊技盤を取付枠から水平方向に離脱させ
る付勢力を作用するよう構成する。従って上記作業とは反対に、遊技盤を取付枠から離脱
させる場合に、遊技盤と取付枠とのロックを解除すると遊技盤が取付枠から自然と離脱す
るように構成することが可能となり、遊技盤の取付枠からの離脱作業を容易なものとする
。とりわけ本発明は、遊技盤が取付枠に密接状に止着されるとともに、遊技機の背面側に
作業者の手が入りにくい、いわゆるクローズタイプの遊技機において有用である。
【符号の説明】
【０１８０】
　１０１　遊技機
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　１０３　遊技機本体部
　１１１　取付枠（取付枠）
　１１３　回転ヒンジの回動位置規制突起
　１１５　遊技盤上下付勢機構付きロック手段
　１１７　ロックハンドル
　１１９　遊技盤押し出し機構付きロック手段
　１２１　ロックハンドル
　１３１　遊技盤
　１３３　遊技領域
　１３５　表示装置取付部
　１３７　遊技盤側コネクタ
　１３９　複数の電気接点
　１４１　正常取付状態表示記号
　１４３　上下付勢ロック用係止部
　１５１　遊技盤支持部材
　１５３　回転ヒンジ部材
　１５５　回動部
　１５７　遊技盤支持部
　１５９　遊技盤傾動規制部
　１６１　付勢凸部
　１６３　誘導部
　１７１　遊技盤収容部
　１７３　回転ヒンジ側コネクタ
　１７５　複数の電気接点
　１７７　回転ヒンジ側コネクタ取付孔
　１７９　正常取付状態表示窓
　２０１　遊技機
　２０３　遊技機本体部
　２０５　外枠
　２１１　前面枠
　２１１ａ　取付枠
　２１３　固定金具
　２１５　ピンガイド溝
　２１５ａ　開口部
　２１５ｂ　直線領域部
　２１５ｃ　折返し部
　２１５ｄ　ピン誘導部
　２２１　遊技盤
　２２１ａ　係止部
　２２１ｂ　凹部
　２２３　遊技領域
　２２５　固定金具
　２２７　取付ピン
　２２９　ロック孔
　２２９ａ　孔周縁部
　２３７ａ　遊技盤側コネクタ
　２３７ａ１　フランジ部
　２３７ａ２　コネクタ本体部
　２３７ｂ　遊技盤側コネクタ
　２３７ｂ１　フランジ部
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　２３７ｂ２　コネクタ本体部
　２４１　取付枠側ロック手段
　２４３　ロックハンドル
　２４５　水平軸
　２５１　遊技盤側ロック手段
　２５３　ロックハンドル
　２５３ａ　ロック部
　２５３ｂ　操作摘み
　２５３ｃ　係止爪
　２５５　水平軸
　２５７　係止片
　２６１　コネクタホルダ
　２６３　支軸
　２６５　プレート
　２６７　ピン係合溝
　２７３ａ　取付枠側コネクタ
　２７３ｂ　取付枠側コネクタ
　２７５　コネクタホルダ
　２７５ａ　係合溝
　２７５ｂ　枠取付部
　２７５ｃ　係止溝
　２７７　コネクタ保持枠部
　２７７ａ　係止爪
　２７８　ビス
　２７９　コネクタホルダ
　２７９ａ　コネクタ保持枠部
　２７９ｂ　フランジ部
　２７９ｃ　係止爪
　２７９ｄ　矯正板
　２８１　ピン
　２８３　ピン孔
　２９１　ピン
　２９３　ピン孔
　３１３　固定金具
　３１５　ピンガイド溝
　３１５ａ　開口部
　３１７　ストッパ
　３２７　取付ピン
　３３１　切欠
　４１３　固定金具
　４１５　ピンガイド溝
　４１５ａ　開口部
　４１５ｂ　円形部
　４２７　取付ピン
　４２７ａ　平面部
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