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(57)【要約】
【課題】連動する一対の装飾可動体を電子ディスプレイ
の前側に出没させて装飾可動体の大型化を可能となし、
遊技の面白みを一段と増し、更に、出現した位置での一
対の装飾可動体における枠状装飾部材のズレを少なくし
た遊技機を提供する。
【解決手段】電子ディスプレイ１２と、アーム部３８，
４１に枠状装飾部材３９，４２を延設した一対の装飾可
動体３６ａ，３６ｂとを備え、両アーム部を夫々軸支４
０，４３すると共に両アーム部を交差状に枢着し、一方
の装飾可動体に近接させて電動アクチュエータ５１によ
り回転する従動歯車４８を配置し、一方の装飾可動体に
その支軸４０と直交状に交差する線に沿って細長孔４７
を開設し、細長孔に従動歯車の側面に突設される係合ピ
ン５０を挿通し、一方の装飾可動体に、両装飾可動体が
合着した位置で、従動歯車の係合ピンを押して一方の装
飾可動体を合着する方向へ付勢する付勢部材１１６を配
置した。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子ディスプレイと、アーム部の先端に枠状装飾部材を延設してなる一対の装飾可動体
とを具備し、前記両装飾可動体のアーム部を前記電子ディスプレイの外側近傍に夫々軸支
すると共に、前記両装飾可動体のアーム部を交差状に枢着し、前記一方の装飾可動体に近
接させて電動アクチュエータにより前記両装飾可動体の揺動面と平行な面内で回転する従
動歯車を配置し、前記一方の装飾可動体にその支軸と直交状に交差する線に沿って細長孔
を開設し、前記細長孔に前記従動歯車の側面に突設される係合ピンを挿通し、
　前記電動アクチュエータを駆動し前記従動歯車の係合ピンを前記細長孔内で往復動させ
て前記一方の装飾可動体のアーム部を揺動させることにより、前記両枠状装飾部材が前記
電子ディスプレイの前側に出没するようにし、
　前記一方の装飾可動体に、両装飾可動体が揺動して合着した位置で、前記従動歯車の係
合ピンを押して前記一方の装飾可動体を前記両装飾可動体が合着する方向へ付勢する付勢
部材を配置したことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記細長孔の内側面に、前記両装飾可動体が合着した位置で前記付勢部材により押され
る係合ピンが入り得る凹窪部を設けた請求項１記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、数字、記号等の図柄を変動表示する電子ディスプレイを備えた遊技機に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機であるパチンコ遊技機は、例えば遊技盤面の中央に数字、記号等の図柄
を変動表示する電子ディスプレイを内装した変動表示装置が配置される。また、その下方
に遊技盤面に打ち込まれた遊技球が入賞することにより、前記電子ディスプレイに表示す
る図柄を変動させる始動入賞口、及びその下方に位置して前記変動した後に止まった図柄
が例えば「７７７」に揃い、遊技者に有利な特別遊技状態、所謂「大当り」状態になった
とき、一度に多くの入賞球を発生させる大入賞口、がそれぞれ配設されている。変動表示
装置の上部には、遊技の面白みを増すため装飾可動体を配置している。該装飾可動体は、
その後側に配置され前後に延びかつ上下に回動するアームの先端に吊り下げられる。そし
て、例えば、変動表示装置に表示されるゲーム内容と連動させて、電動アクチュエータに
より回動する回転板をアームの基端に上から係合させて装飾可動体を引き上げ、その係合
が外れるのに伴い装飾可動体を変動表示装置の前側に落として演出させるようにしている
（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－７０５７号公報（第３－５頁、図１、図２、図４）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近時、パチンコ遊技機は、迫力が有り遊技の面白さが一段と増すということ
から、電子ディスプレイの表示画面が拡大する傾向にある。よって、これに伴い装飾可動
体も大型化させたいところである。しかしながら、前記特許文献１のパチンコ遊技機にあ
っては、装飾可動体が大型化すると、該装飾可動体を前側から見えない収納スペースに収
納させたり出現させたりしなければならないことから、その収納スペースを確保すること
が難しくなる。また、装飾可動体の上下動するストロークが延びると、アームの長さもそ
の分長くなるように調整しなければならないが、スペース的な余裕がないと難しい。この
ため、大型の装飾可動体を設置することは困難となっている。反面、遊技の面白みを増す
上でその要望が高い。
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【０００５】
　そこで、本発明は、前記課題に鑑みてなされたもので、一対の装飾可動体を互いに連動
させて電子ディスプレイの前側に出没するようにし、これにより装飾可動体の大型化を可
能となし、もって遊技の面白みを一段と増すことができ、更に、出現した位置での一対の
装飾可動体における枠状装飾部材のズレを少なくした遊技機を提供することを目的とする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するため本発明に係る遊技機は、電子ディスプレイと、アーム部の先
端に枠状装飾部材を延設してなる一対の装飾可動体とを具備し、前記両装飾可動体のアー
ム部を前記電子ディスプレイの外側近傍に夫々軸支すると共に、前記両装飾可動体のアー
ム部を交差状に枢着し、前記一方の装飾可動体に近接させて電動アクチュエータにより前
記両装飾可動体の揺動面と平行な面内で回転する従動歯車を配置し、前記一方の装飾可動
体にその支軸と直交状に交差する線に沿って細長孔を開設し、前記細長孔に前記従動歯車
の側面に突設される係合ピンを挿通し、前記電動アクチュエータを駆動し前記従動歯車の
係合ピンを前記細長孔内で往復動させて前記一方の装飾可動体のアーム部を揺動させるこ
とにより、前記両枠状装飾部材が前記電子ディスプレイの前側に出没するようにし、前記
一方の装飾可動体に、両装飾可動体が揺動し合着した位置で、前記従動歯車の係合ピンを
押して前記一方の装飾可動体を前記両装飾可動体が合着する方向へ付勢する付勢部材を配
置したことを特徴とする。
【０００７】
　前記細長孔の内側面に、前記両装飾可動体が合着した位置で前記付勢部材により押され
る係合ピンが入り得る凹窪部を設けることが好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る遊技機は、電子ディスプレイと、アーム部の先端に枠状装飾部材を延設し
てなる一対の装飾可動体とを具備し、前記両装飾可動体のアーム部を前記電子ディスプレ
イの外側近傍に夫々軸支すると共に、前記両装飾可動体のアーム部を交差状に枢着し、前
記一方の装飾可動体に近接させて電動アクチュエータにより前記両装飾可動体の揺動面と
平行な面内で回転する従動歯車を配置し、前記一方の装飾可動体にその支軸と直交状に交
差する線に沿って細長孔を開設し、前記細長孔に前記従動歯車の側面に突設される係合ピ
ンを挿通し、前記電動アクチュエータを駆動し前記従動歯車の係合ピンを前記細長孔内で
往復動させて前記一方の装飾可動体のアーム部を揺動させることにより、前記両枠状装飾
部材が前記電子ディスプレイの前側に出没するようにした。よって、各装飾可動体を収納
するための収納スペースが分散できてその収納が容易となり、装飾可動体の大型化が可能
となって遊技の面白みを一段と増すことができるという効果がある。また、電子ディスプ
レイの前側に両枠状装飾部材を出現させ中央が開口される枠状に合着させるようにすれば
、その枠によって電子ディスプレイの表示を囲い、その枠によって囲まれる表示を強調す
ることができ、これにより、遊技の面白みが増すという効果がある。
【０００９】
　更に、一方の装飾可動体に、両装飾可動体が揺動し合着した位置で、従動歯車の係合ピ
ンを押して一方の装飾可動体を両装飾可動体が合着する方向へ付勢する付勢部材を配置す
るようにしたので、揺動する一対の装飾可動体が合着したときのその方向に沿ったズレの
生ずることがなく、安定した状態で常に綺麗に合着できるという効果がある。
【００１０】
　また、細長孔の内側面に、両装飾可動体が合着した位置で付勢部材により押される係合
ピンが入り得る凹窪部を設けるようにしたので、両装飾可動体を長く使用した結果各部に
屁たりが生じても、両装飾可動体が合着する位置で、係合ピンが付勢部材により両装飾可
動体の合着する方向とは反対方向へ押されて凹窪部に入ることになる。これにより、その
反力が一方の装飾可動体に加わり該装飾可動体を合着する方向へ付勢することになって、
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両装飾可動体が緩まずに強く合着できる。よって、両装飾可動体を常にズレることなくし
っかりと合着でき、意匠的に優れた効果を長く持続させることもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る遊技機の実施の形態を図面に基づき詳しく説明する。本発明は、パ
チンコ遊技機、パチスロ機、パロット（登録商標）機、スロットマシン等の遊技機に適用
できるが、この内、パチンコ遊技機について説明する。なお、前記パロット機とは、パチ
ンコ球を遊技媒体としてパチスロ機の遊技が可能な遊技機である。図１は本発明に係るパ
チンコ遊技機の正面図、図２は同前側から見た斜視図である。１は外枠であり、その前面
の遊技盤取付枠（図示せず。）に遊技盤２が配置されると共に該遊技盤取付枠の前側に遊
技盤２を覆うようにして前面枠３が開閉自在に軸着される。該前面枠３には中央に前記遊
技盤２の遊技部２ａが臨む窓開口４が開設され、該窓開口４に合成樹脂製またはガラス製
の透明板を前後に配置した透明板ユニット５が装着される。そして、窓開口４を介して前
側から前記遊技部２ａが視認できるようになっている。
【００１２】
　前記前面枠３は合成樹脂により成形され、その前面であって窓開口４の下縁に、前方へ
張り出させるようにして打球発射部（図示せず。）に供給される遊技球を貯留する球受皿
６が一体に設けられる。該球受皿６の一側上面に操作部６ａが設けられ、該操作部６ａに
遊技者が遊技進行中の適時にその遊技に参加できるように作動させる押ボタン７や選択キ
ー８が設けられる。また、前面枠３の下部一側には、打球発射部から発射される打球の打
球力を調整するための打球力調整ハンドル９が装着されている。
【００１３】
　ガイドレール１０で囲まれる遊技盤２面の遊技部２ａに、そのほぼ中央で一側（図１で
は右側）に寄せて大型の変動表示装置１１が配設される。該変動表示装置１１の下方の遊
技盤２面には、遊技部２ａに打ち込まれた遊技球が入賞することにより前記変動表示装置
１１に内装される電子ディスプレイ１２の表示画面１２ａに表示される数字、記号等の図
柄を変動表示する始動入賞口１３、及びその下方に位置して前記変動した後に止まった図
柄が例えば「７７７」に揃い、遊技者に有利な特別遊技状態、所謂「大当り」状態になっ
たとき、一度に多くの入賞球を発生させる大入賞口１４、が配設されている。
【００１４】
　始動入賞口１３は一対の開閉翼片１３ａ，１３ａを有し、これらが起立して遊技球が入
賞し難い状態と傾倒して遊技球が入賞し易い状態とに変換できるようになっている。１５
は通過チャッカーであり、遊技球が通過することにより電気的に検出され、別途行なわれ
る「○×」の抽選の結果「○」の結果が示されると、前記開閉翼片１３ａ，１３ａが入賞
し易いように一回開く。１６は一般入賞口、１７はガイドレール１０の内周縁に沿って配
置される電飾を兼ねたレール飾りである。図１で変動表示装置１１の右側に、該変動表示
装置１１とガイドレール１０とにより挟まれるようにして回り通路１８が形成される。遊
技部２ａに打ち込まれ回り通路１８を流下する遊技球は、変動表示装置１１下方の右下側
領域Ｅ２に達する。この右下側領域Ｅ２は、仮に、回り通路１８がないと、変動表示装置
１１下方に隠れてしまいほとんど活用できない部位である。そこで、その右下側領域Ｅ２
を有効に活用できるように、回り通路１８を設けて遊技球を流下させている。ちなみに、
右下側領域Ｅ２には、一般入賞口１６が配設される。
【００１５】
　図３乃至図６に示すように前記変動表示装置１１は、前後面が開口１９する合成樹脂製
の箱枠体２０と、該箱枠体２０の後面に取着される前記電子ディスプレイ１２と、から構
成される。箱枠体２０の前側板２０ａの前側に、遊技盤２面に取り付けられる取付板２１
が取着される。該取付板２１の正面から見てその上部と右側部とに、前方へ突出する略弧
状の縁枠部２２が周設されている。そして、該縁枠部２２に沿ってその内側に、星型の立
体模様をあしらった装飾体２３が配設される。また、取付板２１の一側（図１では左側。
）にワープ通路２４が設けられ、受け入れられた遊技球を次に説明するステージ２５上面
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に導くようにしている。
【００１６】
　取付板２１における開口１９の下縁部に沿って、前記ワープ通路２４の出口と連なるス
テージ２５が形成される。該ステージ２５の上面は、その中央部を高くしその左右の長手
方向に沿って波状に湾曲して形成され、図７に示すようにワープ通路２４とは反対側の終
端に、上方へ起立する止め板２６が設けられる。この止め板２６は、ステージ２５の上面
を遅い速さで転動する遊技球を止めることはできるが、勢いの強い遊技球は乗り越えられ
るようにその高さが選ばれる。そして、該止め板２６の外側には、前記装飾体２３の星型
の立体模様間に形成され右下側領域Ｅ２に通ずる誘導路２７が設けられ、前記止め板２６
を乗り越えた遊技球を誘導路２７を介して再び右下側領域Ｅ２に戻すようにしている。こ
れによっても、該右下側領域Ｅ２の有効活用が図られる。
【００１７】
　ステージ２５中央の下方であって取付板２１に、始動入賞口１３の真上に位置する球排
出口２８が開設されている。取付板２１の後側に開口１９を覆う透明な合成樹脂板３１が
配置され、遊技部２ａを流下する遊技球であって間違って開口１９内に飛び込む遊技球に
より電子ディスプレイ１２の表示画面１２ａが破損しないように保護している。また、該
合成樹脂板３１の後面に接するようにして開口１９の周縁に、後方へ突出する飾り縁部３
２が設けられる。ステージ２５の中央の後側に、前面が開放される球受口３３が設けられ
る。該球受口３３はステージ２５の中央上面よりも上方へ突出しており、かつ、前記球排
出口２８と連通している。
【００１８】
　そこで、ステージ２５上面を左右にゆっくり転動する遊技球であって、球受口３３に入
った遊技球は、球排出口２８から遊技盤２面に排出されて流下することになる。ただ、そ
の真下の始動入賞口１３に入賞する機会が高まる。また、箱枠体２０における前側板２０
ａの下部前面に、前記遊技盤２面に設けられた始動入賞口１３、一般入賞口１６と連なる
球通路３４ａ，３４ｂが凹設され、該各球通路３４ａ，３４ｂにはその下端部に通過する
遊技球を検出する検出スイッチ３５が配置されている。これら始動入賞口１３、一般入賞
口１６に入賞した遊技球は、球通路３４ａ，３４ｂを流下してパチンコ遊技機Ｐの外部に
排出される。
【００１９】
　そして、箱枠体２０の内部の一側、正面から見て左側、に本発明に係る一対の装飾可動
体３６ａ，３６ｂが配設される。この内、図８（イ）（ロ）に示すように一方の装飾可動
体３６ａは、上下方向に配置されたほぼ直線状のアーム部３８と、その上端に延設され二
つの半円が横に並んだ形状をなす枠状装飾部材３９とからなる。そして、該アーム部３８
の下端部が箱枠体２０に支軸４０により軸着され、電子ディスプレイ１２の表示画面１２
ａに沿って自在に揺動する。
【００２０】
　これに対し、他方の装飾可動体３６ｂは、上下方向に配置されたほぼ直線状のアーム部
４１とその下端に延設されほぼＶ字型形状をなす枠状装飾部材４２とからなる。そして、
該アーム部４１の上端部が箱枠体２０に支軸４３により軸着され、電子ディスプレイ１２
の表示画面１２ａに沿って自在に揺動するようになっている。これら一対の装飾可動体３
６ａ，３６ｂは両アーム部３８，４１で前後に交差し、一方のアーム部３８から支持ピン
４４が突設され、他方のアーム部４１に該支持ピン４４が遊挿される保持孔４５が開設さ
れる。そして、支持ピン４４を保持孔４５に遊挿し枢着した状態で、一対の装飾可動体３
６ａ，３６ｂがそれぞれ支軸４０，４３を中心として揺動する。支持ピン４４と保持孔４
５の位置は、両アーム部３８，４１で逆に設けるようにしても良い。
【００２１】
　図９（イ）乃至（ハ）に示すように下端で軸着された一方の装飾可動体３６ａのアーム
部３８に、その支軸４０近傍の一側に位置させて該装飾可動体３６ａの揺動面と平行な袖
板４６が一体に張設され、該袖板４６に前記支軸４０を通る直線に沿って細長孔４７が開
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設される。箱枠体２０に、動力伝達手段としての従動歯車４８が支軸４９により袖板４６
と前後で一部重なるようにして軸着される。該従動歯車４８は一方の装飾可動体３６ａの
揺動面と平行な面内で回動し、その後面には、前記細長孔４７に挿通する係合ピン５０が
突設される。
【００２２】
　また、従動歯車４８に近接させて箱枠体２０に、駆動軸５１ａに固着された駆動歯車５
２を前記従動歯車４８に噛合させる電動アクチュエータとしての駆動モータ５１が取着さ
れる。前記従動歯車４８の前面に円環状の筒部５３が同心円状に突設され、その外周の一
側に透光性のスリット５４が設けられる。５５は、箱枠体２０に投光部５５ａと受光部５
５ｂとを固設し、筒部５３の内側と外側にそれぞれ該投光部５５ａと受光部５５ｂとを対
向させる該スリット５４を光学的に検出する回転検出用のフォトセンサである。また、図
６に示すように前記両枠状装飾部材３９，４２はそれぞれ前面が開放される空洞状に形成
され、その前面が半透明なレンズ部材５６により覆われ、内部に複数個の発光体であるＬ
ＥＤ５７が等間隔に配置されている。
【００２３】
　一対の装飾可動体３６ａ，３６ｂは、常態ではそれら枠状装飾部材３９，４２が互いに
離れるように揺動し、図１０実線に示すように箱枠体２０における前側板２０ａと後側板
２０ｂとの間の上部と下部にそれぞれ分散して設けられた所定の収納スペース５８ａ，５
８ｂに位置して停止しており、いずれもパチンコ遊技機Ｐの前側からでは見えないように
なっている。そこで、駆動モータ５１が所定の方向へ回動すると、駆動歯車５２と噛合す
る従動歯車４８が回動して係合ピン５０が細長孔４７内を往復動する。駆動モータ５１の
駆動軸５１ａは、常に一定の方向へ回転する。
【００２４】
　これに伴い、一方の装飾可動体３６ａが揺動すると共にこれと連動して他方の装飾可動
体３６ｂも揺動する。これにより、一方の枠状装飾部材３９が上から下降すると共に他方
の枠状装飾部材４２が下から上昇し、図１０鎖線に示すように電子ディスプレイ１２の表
示画面１２ａの前側中央で両枠状装飾部材３９，４２が接して合着することにより、ハー
ト形の形状が出現することになる。この位置では、一旦、駆動モータ５１は停止する。そ
して、再び駆動モータ５１が駆動して駆動歯車５２が同方向へ回転すると、両枠状装飾部
材３９，４２が離れて互いに上下方向へ別れ、元の収納スペース５８ａ，５８ｂに退避す
る。
【００２５】
　図１０実線のように前記両装飾可動体３６ａ，３６ｂが収納スペース５８ａ，５８ｂに
収納され停止した位置では、従動歯車４８における筒部５３のスリット５４をフォトセン
サ５５で検出してその位置で両装飾可動体３６ａ，３６ｂが停止するように駆動モータ５
１を停止させる。両装飾可動体３６ａ，３６ｂが一往復して収納スペース５８ａ，５８ｂ
へ戻ってきたとき、スリット５４がフォトセンサ５５で検出されるようになっており、そ
の中間位置、すなわち従動歯車４８が前記位置から半回転した位置、換言すると両枠状装
飾部材３９，４２が図１０鎖線のように出現して所定の位置にきたときには、駆動モータ
５１が自動的に停止するようになっている。所定の位置は、この場合、両枠状装飾部材３
９，４２が合着した位置となるが、両枠状装飾部材３９，４２が他の形状をしているとき
は、その形状に合わせ適宜位置に選択して設定される。通常、遊技盤２が後側へ少し傾く
関係上、両装飾可動体３６ａ，３６ｂも少し後側（電子ディスプレイ１２側）へ傾いてい
る。
【００２６】
　本発明にあっては、両装飾可動体３６ａ，３６ｂにおける枠状装飾部材３９，４２が互
いに安定して回動し、かつ、上下方向すなわち合着する方向または前後方向へのズレがな
く正確に合着する工夫が凝らされている。
【００２７】
　まず、図１１（イ）（ロ）に示すように一方の装飾可動体３６ａにおける袖板４６の後
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面に、アーム部３８と細長孔４７との間であって細長孔４７の上方に近接ししかもほぼ平
行に位置して、一方の装飾可動体３６ａを一対の装飾可動体３６ａ，３６ｂが合着する方
向へ付勢する付勢部材１１６を配置している。該付勢部材１１６はほぼ直方体形状に形成
され、その一端上部に袖板４７の後面に突設した支持軸１１７を挿通する軸孔１１８が開
設され、該付勢部材１１６が該支持軸１１７を中心として回動し得るようにしている。付
勢部材１１６の他端下部であって細長孔４７側の対向面１１６ａに断面半円状の突部１１
９が設けられ、該突部１１９が付勢部材１１６の回動動作と共に細長孔４７と重なるよう
になっている。
【００２８】
　また、前記支持軸１１７に捻りバネ１２０が巻装され、その一方の先端１２０ａが袖板
４６に突設される支持杆１２１に係止され、その他方の先端１２０ｂが付勢部材１１６に
突設される支持杆１２２に係止されている。これにより、付勢部材１１６が常に細長孔４
７側へ付勢される。ただ、付勢部材１１６の上方、詳しくは支持軸１１７よりも上方であ
って細長孔４７とは反対側に停止杆１２３が突設され、該停止杆１２３に付勢部材１１６
が当接してその一方向への回動動作が規制される。
【００２９】
　付勢部材１１６の突部１１９は、一対の装飾可動体３６ａ，３６ｂが揺動して合着する
ときの従動歯車４８の係合ピン５０と対向して当接する位置に設けられており、係合ピン
５０が当接しない常態では、突部１１９が細長孔４７と一部重なった状態で停止している
。また、細長孔４７の内周面であって突部１１９と対向する位置に係合ピン５０が嵌る凹
窪部１２４が設けられている。
【００３０】
　そこで、従動歯車４８が回転して係合ピン５０が細長孔４７内を往復動作するのに伴い
、一対の装飾可動体３６ａ，３６ｂが共に揺動して合着または離反を繰り返す。そして、
両装飾可動体３６ａ，３６ｂが合着したとき、図１２（イ）に示すように係合ピン５０が
突部１１９と当接し付勢部材１１６を捻りバネ１２０の捻り力に抗して僅かに回動させる
。すなわち、付勢部材１１６が細長孔４７とは反対側へ回動する。これにより、その反力
として一方の装飾可動体３６ａに両装飾可動体３６ａ，３６ｂを合着させようとする力が
働き、両装飾可動体３６ａ，３６ｂが合着したとき、両装飾可動体３６ａ，３６ｂにおけ
る枠状装飾部材３９，４２の当接下面６５と当接上面６６とが隙間無くしかもズレること
なくしっかりと合わさることになる。
【００３１】
　また、長く使用することにより両装飾可動体３６ａ，３６ｂの各部が屁たってきて両装
飾可動体３６ａ，３６ｂがうまく合着しずらいような場合、図１２（ロ）に示すように付
勢部材１１６の突部１１９と従動歯車４８の係合ピン５０とが当接した状態で、該係合ピ
ン５０が細長孔４７の内側面の凹窪部１２４に入る。これにより、逆に捻りバネ１２０の
付勢により付勢部材１１６が係合ピン５０を押し一方の装飾可動体３６ａが両装飾可動体
３６ａ，３６ｂを合着する方向へ付勢されて移動する。このように、一方の装飾可動体３
６ａが捻りバネ１２０により強制的に回動させられることになり、各部が屁たってきた状
態でも、両装飾可動体３６ａ，３６ｂが緩むことがなく特に上下方向に沿ったズレも生ず
ることなくしっかりと合着する。
【００３２】
　他に、本発明にあっては、両装飾可動体３６ａ，３６ｂにおける枠状装飾部材３９，４
２が互いに安定して回動し、かつ、特に前後方向のズレがなく正確に合着するような工夫
か凝らされている。すなわち、図１３（イ）に示すように他方の装飾可動体３６ｂにおけ
るアーム部４１の交差部に、一方の装飾可動体３６ａのアーム部３８を他方の装飾可動体
３６ｂのアーム部４１とで挟む抑止板５９をビス止めにより取着している。該抑止板５９
は、箱枠体２０の後側板２０ｂの前面に対向位置しており、図１３（ロ）に示すようにそ
の後側板２０ｂの前面に突条６８が設けられている。これによって、両装飾可動体３６ａ
，３６ｂの揺動動作に伴い、一方の装飾可動体３６ａが抑止板５９と他方の装飾可動体３
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６ｂとの間に形成される挟空間３７内を摺動するようになる。同時に、抑止板５９の裏面
に前記突条６８が摺接して、装飾可動体３６ａ，３６ｂの揺動動作を安定した状態でガイ
ドすると共に抑止板５９と後側板２０ｂの前面との接触面積を減らして摩擦抵抗を軽減し
ている。
【００３３】
　このように、一方の装飾可動体３６ａが他方の装飾可動体３６ｂと抑止板５９とで挟ま
れるようにしてガイドされるので、その回動動作が極めて安定する。これは、両枠状装飾
部材３９，４２が互いに確実に接して合着することにもつながる。また、図９（ハ）に示
すように箱枠体２０における後側板２０ｂの前面に、揺動する一方の装飾可動体３６ａ、
すなわち袖板４６の裏面に当接する支持ローラ６０が取着され、一方の装飾可動体３６ａ
が揺動するとき、該一方の装飾可動体３６ａの裏面に接してガイドしている。これによっ
て、一対の装飾可動体３６ａ，３６ｂの揺動動作が安定し前後方向のずれも解消される。
【００３４】
　また、図１４（イ）に示すように一方の枠状装飾部材３９における基端部の一側角部に
、両枠状装飾部材３９，４２が互いに接したとき他方の枠状装飾部材４２の一側角部を外
側から受け止める突片６１が設けられる。また、図１４（ロ）に示すように一方のアーム
部３８における先端部の一側角部に面取り状の傾斜面６２が設けられ、他方のアーム部４
１おける前記一側角部と対応位置する一側角部には前記傾斜面６２と同じ傾斜角度の傾斜
面６３を有する受止片６４が設けられる。更に、図１４の（ハ）に示すように一方の枠状
装飾部材３９の先端部の当接下面６５と他方の枠状装飾部材４２の先端部の当接上面６６
に、それぞれ対向する面が異極となる磁石６７ａ，６７ｂが設けられている。
【００３５】
　よって、一対の装飾可動体３６ａ，３６ｂを揺動させ両枠状装飾部材３９，４２を接触
し合着させたとき、前記突片６１が他方の枠状装飾部材４２の一側角部を受け止め、前記
一方の傾斜面６２が他方の傾斜面６３と合致し、更に、両枠状装飾部材３９，４２先端部
の当接上・下面６５，６６の磁石６７ａ，６７ｂが吸着される。これにより、両枠状装飾
部材３９，４２が、前後方向の位置ずれを起こすことなく正確に合着する。
【００３６】
　また、本発明では、一対の枠状装飾部材３９，４２が図１０鎖線のように電子ディスプ
レイ１２の前側に出現し、両枠状装飾部材３９，４２が合着した状態では、図１５（イ）
に示すように一方の装飾可動体３６ａの支軸４０と従動歯車４８の支軸４９とを結んだ線
Ｌ１に対し、従動歯車４８の支軸４９と係合ピン５０とを結んだ線Ｌ２とが直交したとき
、両装飾可動体３６ａ，３６ｂの枠状装飾部材３９，４２が出現し互いの合着した位置に
くるように設定される。すなわち、この位置は、一方の装飾可動体３６ａの揺動方向が変
わる境となる点であって、このとき、細長孔４７の長手方向に沿った係合ピン５０の動作
幅が大きくても、支軸４０を中心とする一方の装飾可動体３６ａの回動幅は小さくて済む
。よって、従動歯車４８に本来停止すべき原点位置を超えるズレが生じたとしても、合着
した一対の枠状装飾部材３９，４２に大きなズレが生ずることはない。これにより、例え
ば、両枠状装飾部材３９，４２が出現して合着したとき、これらにより形作られるハート
の図形が変形するようなことがなく、その美しさも保持される。
【００３７】
　更に、図１５（ロ）（ハ）に示すように前記装飾可動体３６ａが揺動して両枠状装飾部
材３９，４２が出現して合着する位置にきたとき、および図１５（ニ）（ホ）に示すよう
に前記装飾可動体３６ａが揺動して両枠状装飾部材３９，４２が没入して停止する位置に
きたとき、従動歯車４８の支軸４９及び係合ピン５０が一方の装飾可動体３６ａの支軸４
０を中心とする円輪郭Ｃ上に位置するようになっている。これにより、両装飾可動体３６
ａ，３６ｂが前記各位置で、一方の装飾可動体３６ａによって係合ピン５０に働く力が従
動歯車４８の中心である支軸４９に加わることになり、従動歯車４８を回転させようとす
るモーメントが働かなくなる。よって、両枠状装飾部材３９，４２が出現して合着する位
置または没入して停止する位置にきたときには、両装飾可動体３６ａ，３６ｂの必要もな
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い揺動動作が防止される。
【００３８】
　箱枠体２０の後側板２０ｂにおける一側隅角部、正面から見て開口１９の右下隅に隅角
覆い板７１が着脱自在に取着され、該隅角覆い板７１の前面に携帯電話器の外形を模した
仕掛け飾部材７２が配置される。該仕掛け飾部材７２は、図１６に示すように隅角覆い板
７１に固着される台枠７３と該台枠７３に取着される保持枠７４と該保持枠７４に取着さ
れ携帯電話器の外形を模した外側の電話ケース体７５とからなる。該台枠７３は、台板７
３ａの裏面の両側に一対のビス孔７６，７６が設けられ、台板７３ａの両側縁に後方へ屈
曲する側板７３ｂ，７３ｂが設けられると共に両側板７３ｂ，７３ｂの上・下端部にそれ
ぞれ軸孔７７，７７が開設される。
【００３９】
　保持枠７４は、台枠７３より大きく略縦長長方形状に成形され、その前面板７４ａの両
側縁に前端縁がそれぞれ下方に進むに従い前方へ迫り出すような傾斜面に形成される側面
板７４ｂ，７４ｂが設けられ、両側面板７４ｂ，７４ｂ間に前記上下の各軸孔７７に遊挿
する軸７８，７８が固着される。これら上下の軸７８，７８は、平行でありかつ前面板７
４ａに対しても平行に位置する。前面板７４ａの両側であって両側面板７４ｂ，７４ｂの
内側には、前面板７４ａの中央部を残して縦長の切欠開口７９，７９が設けられ、各切欠
開口７９，７９に台枠７３のビス孔７６，７６が対応している。また、前面板７４ａの中
央部は台枠７３の後側に位置し、その中央部の所定位置に縦長の連通孔８０が開設される
。保持枠７４の下端縁から両側板７４ｂ，７４ｂの前端縁の傾斜に沿って受止板部８１が
延設され、該受止板部８１の中央に後記する配線基板８７のコネクター９０を挿通させる
透孔８２が開設される。８３，８３は、該透孔８２両側の受止板部８１と前面板７４ａの
上端両側に開設されたビス挿通孔である。
【００４０】
　図１６乃至図１９に示すように電話ケース体７５は、合成樹脂材から成形され、多くの
模擬テンキー８４が半透明な樹脂により成形される操作面部７５ａとその上部に連接され
縦長長方形状の窓孔８５が開設された表示部７５ｂとからなり、窓孔８５は透明な樹脂板
８５ａにより覆われている。また、操作面部７５ａの裏面には、その上下部に前記各ビス
挿通孔８３に対応位置してビス孔８６が設けられている。８７は保持枠７４と電話ケース
体７５の操作面部７５ａとの間に介在される配線基板であり、その前面に前記各模擬テン
キー８４に対応位置させてそれぞれＬＥＤ８８が配設されている。また、配線基板８７の
下端部両側に、電話ケース体７５のビス孔８６，８６に対応位置させてビス挿通孔８９が
設けられている。これら両ビス挿通孔８９間の裏側には、コネクター９０が設けられる。
【００４１】
　前記台枠７３の下方であって隅角覆い板７１の前面に、中央より少し下方を支軸９１に
より軸着して隅角覆い板７１の前面に沿って揺動する作動杆９２が配置される。また、該
作動杆９２の下側に、一側面にカム溝９３を刻設した回転円板９４が配置される。該回転
円板９４はその裏側に隅角覆い板７１に固着された電動アクチュエータとしての駆動モー
タ９５の駆動軸９５ａに軸着され、隅角覆い板７１の前面に沿って回転し得るようになっ
ている。作動杆９２の上端前面に前記保持枠７４の連通孔８０に係合する第一係合ピン９
６ａが突設され、下端後面に前記回転円板９４のカム溝９３に嵌入する第二係合ピン９６
ｂが突設される。カム溝９３は、回転円板９４の中心を囲うようにして略三角形状に形成
される。また、９８は回転円板９４の外周縁に等間隔を保持して３つの透光性のスリット
９７を形成し、該回転円板９４を両側から挟むように投光部９８ａと受光部９８ｂとを配
置することにより、該回転円板９４の回転状態を光学的に検知する回転検出用のフォトセ
ンサである。
【００４２】
　そこで、両ビス孔７６，７６が保持枠７４の両切欠開口７９，７９に対応するようにし
て、台枠７３の両側板７３ｂ，７３ｂの上下部に開設された軸孔７７，７７に軸７８，７
８を遊挿すると共に、該軸７８，７８の両端部を保持枠７４の両側面板７４ｂ，７４ｂに
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固着することにより保持枠７４が台枠７３に取着される。次に、保持枠７４の前面に、ビ
ス挿通孔８９，８９が受止板部８１のビス挿通孔８３，８３に一致するようにして配線基
板８７を当接する。この際、コネクター９０は、透孔８２から後方へ突出させておく。ま
た、保持枠７４の前面に、電話ケース体７５の操作面部７５ａを被せる。そして、保持枠
７４の裏側から各ビス挿通孔８３，８３を介して操作面部７５ａの裏面の各ビス孔８６に
、ビス９９を螺締する。
【００４３】
　このようにして、仕掛け飾部材７２が組み立てられる。更に、該仕掛け飾部材７２を隅
角覆い板７１の前面に配置し、前記台枠７３のビス孔７６，７６に対応して隅角覆い板７
１に設けられたビス挿通孔１００，１００を介して該各ビス孔７６にビス１０１を螺締す
る。これにより、仕掛け飾部材７２が各軸７８に沿って自在に左右に摺動することになり
、しかも、駆動モータ９５が駆動することにより、図１９に示すように回転円板９４が回
転して作動杆９２を小刻みに左右に揺動させる。これに伴い、仕掛け飾部材７２が、恰も
携帯電話器が鳴っているかのように左右に振動する。
【００４４】
　前記一方の装飾可動体３６ａに近接させて箱枠体２０に、進退動しかつ進出したとき前
記没入した一方の装飾可動体３６ａの枠状装飾部材３９の出現動作を阻止してロックする
ロック部材１０５を配置している。すなわち、図２０に示すように前記箱枠体２０の後側
板２０ｂの上辺に水平な摺動溝１０４が設けられ、該摺動溝１０４にロック部材１０５が
嵌り該摺動溝１０４に沿って自在に左右に摺動できるようにしている。摺動溝１０４には
、その長手方向に沿ってほぼ３等分する位置に溝幅よりも広い出入口１０６，１０６が該
摺動溝１０４と連通するようにして開設される。また、後側板２０ｂの裏側に、リブ１０
７により前記摺動溝１０４の周囲を囲うようにして該摺動溝１０４よりも長い取付凹部１
０８が形成される。該取付凹部１０８の長手方向の両端部には、ロックピン１０９，１０
９が突設される。
【００４５】
　前記ロック部材１０５は、前記取付凹部１０８周囲のリブ１０７の後端縁に当接する基
板１１０を有する。該基板１１０の前面に前記摺動溝１０４に嵌る嵌入片１１１が基板１
１０に対し直角に突設され、該嵌入片１１１の両側位置であってその表・裏両面に前記両
出入口１０６，１０６に嵌る抜止突片１１２，１１２が突設される。この際、嵌入片１１
１における長手方向の一側に、前方へ張り出させた停止片部１１３が一体に形成される。
また、基板１１０の長手方向に沿った両端部が二股状に形成され、前記各ロックピン１０
９に嵌脱自在に係合する嵌合片１１４がそれぞれ設けられる。基板１１０の裏面には、ロ
ック部材１０５を作動させるための摘み１１５が設けられる。
【００４６】
　そして、後側板２０ｂの後側から取付凹部１０８内にロック部材１０５を入れ、両抜止
突片１１２，１１２を両出入口１０６，１０６へ嵌めるようにして嵌入片１１１を摺動溝
１０４に挿入してどちらかに摺動させる。これにより、基板１１０の前面がリブ１０７の
後端縁に当接すると共に摺動溝１０４の溝幅よりも広い各抜止突片１１２，１１２が後側
板２０ｂの前面に位置することから、ロック部材１０５が摺動溝１０４から抜け出なくな
る。
【００４７】
　そこで、一対の装飾可動体３６ａ，３６ｂを揺動して没入させ枠状装飾部材３９，４２
を収納スペース５８ａ，５８ｂに収納した状態で、例えば図２１矢視方向に示すようにロ
ック部材１０５を一方の枠状装飾部材３９が収納された収納スペース５８ａ側へ摺動して
進出させる。そして、同側の嵌合片１１４をロックピン１０９に嵌合させる。これにより
、嵌入片１１１の一側の停止片部１１３が、枠状装飾部材３９の先端面６５（当接下面）
に当接するようになり、枠状装飾部材３９の揺動動作を阻止することになる。よって、例
えばパチンコ遊技機Ｐを工場からパチンコホールへ出荷すべく輸送する途中に、振動が加
えられ各枠状装飾部材３９，４２が互いに揺動して電子ディスプレイ１２の表示画面１２
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ａの前側に出現しようとしても、枠状装飾部材３９の揺動動作が停止片部１１３により阻
止され、一対の装飾可動体３６ａ，３６ｂが必要も無く揺動することにより破損するとい
ったことがない。ただし、パチンコ遊技機Ｐがホールに搬入された後は、ロック部材１０
５は取り外される。
【００４８】
　本発明に係るパチンコ遊技機Ｐは上記構成からなり、次に作用について説明する。遊技
盤２面に打ち込まれた遊技球は、ほとんど変動表示装置１１の左側の左側領域Ｅ１を流下
する。そして、該遊技球が通過チャッカー１５を通過すると、電気的に検出されて別途「
○×」の抽選がなされ、その結果「○」の結果が示されると始動入賞口１３の開閉翼片１
３ａ，１３ａが入賞し易いように一回開く。また、通過チャッカー１５を通過せずに、直
接に始動入賞口１３に入賞する場合もある。
【００４９】
　更に、ワープ通路２４に流入した遊技球はその下端からステージ２５上面に放出され、
該ステージ２５上面に沿って左右に往復転動を繰り返しつつ減衰し、ステージ２５の前端
縁から遊技盤２面に戻り流下する。この内、ステージ２５上面を転動する遊技球が該ステ
ージ２５中央の球受口３３に入ると、その下方の球排出口２８から遊技盤２面に排出され
る。この場合、始動入賞口１３に遊技球が入賞する機会が多くなる。ステージ２５の終端
に設けられた止め板２６を勢い余って乗り越えた遊技球は、誘導路２７を通って遊技部２
ａの右下側領域Ｅ２に排出される。この右下側領域Ｅ２の領域は遊技球がほとんど流れな
いため、できるだけ遊技部２ａ面を広く活用できるようにしている。
【００５０】
　前記始動入賞口１３に遊技球が入賞すると、電子ディスプレイ１２の表示画面１２ａに
表示される図柄が変動を開始し、一定時間経過後に停止する。その停止した図柄が例えば
「７７７」といった特別な図柄に揃うと、遊技者に有利な大当り状態になり、一定の条件
のもとで大入賞口１４が例えば１６ラウンド開閉を繰り返し、一度に多くの入賞球を得る
ことができるようになっている。
【００５１】
　そして、このようなゲームの流れの中で、遊技の面白みを増すため適時に装飾可動体３
６ａ，３６ｂが作動する。すなわち、駆動モータ５１が駆動することにより、駆動歯車５
２と噛合する従動歯車４８が回転して袖板４６の細長孔４７内を係合ピン５０が移動する
。これにより、両枠状装飾部材３９，４２が電子ディスプレイ１２の表示画面１２ａの前
側に上下方向から突出し、互いにこれら枠状装飾部材３９，４２の先端部が合着してハー
ト形に出現することになる。この際、ＬＥＤ５７が発光して電飾効果を高めるようにして
いる。また、そのハート形の枠状装飾部材３９，４２に対応する表示画面１２ａには、そ
の部分のみ他と異なる図柄が表示されるようにしている。
【００５２】
　このように、本発明は、両装飾可動体３６ａ，３６ｂのアーム部３８，４１を電子ディ
スプレイ１２の外側近傍に夫々軸支すると共に、両アーム部３８，４１を交差状に枢着し
ている。そして、一方の装飾可動体３６ａのアーム部３８を駆動モータ５１により揺動さ
せることにより、両枠状装飾部材３９，４２が電子ディスプレイ１２の前側に出没するよ
うにしたので、各装飾可動体３６ａ，３６ｂを収納するための収納スペース５８ａ，５８
ｂが分散できてその収納が容易となる。これによって、装飾可動体３６ａ，３６ｂの大型
化が可能となり、しかも遊技の面白みを一段と増すことができる。
【００５３】
　また、本発明にあっては、一方の装飾可動体３６ａに、両装飾可動体３６ａ，３６ｂが
揺動し合着した位置で、従動歯車４８の係合ピン５０を押して一方の装飾可動体３６ａを
両装飾可動体３６ａ，３６ｂが合着する方向へ付勢する付勢部材１１６を配置するように
したので、揺動する一対の装飾可動体３６ａ，３６ｂが合着したときのその方向に沿った
ズレの生ずることがなく、安定した状態で常に綺麗に合着できる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明に係るパチンコ遊技機の正面図。
【図２】同前側から見た斜視図。
【図３】変動表示装置の正面図。
【図４】同背面図。
【図５】同左側面図。
【図６】同中央縦断面図。
【図７】同ステージ部位の斜め上から見た斜視図。
【図８】（イ）（ロ）は作動状態を示す一対の装飾可動体の斜視図。
【図９】（イ）は駆動部を示す装飾可動体の一部の正面図、（ロ）は同背面図、（ハ）は
同左側面図。
【図１０】一対の装飾可動体が箱枠体の収納スペースに収納された状態を示す背面図。
【図１１】（イ）は装飾可動体の軸支側の一部の斜視図、（ロ）同分解斜視図。
【図１２】（イ）（ロ）は作用を示す装飾可動体の一部の正面図。
【図１３】（イ）は図１０のＶ－Ｖ線断面図、（ロ）は図１０のＷ－Ｗ線断面図。
【図１４】（イ）は図１０のＸ－Ｘ線断面図、（ロ）は図１０のＹ－Ｙ線断面図、（ハ）
は図８のＺ－Ｚ線断面図。
【図１５】（イ）は一方の装飾可動体部位の作用を説明する拡大背面図、（ロ）は同出現
時の作用を説明する拡大正面図、（ハ）は同出現時の作用を説明する拡大背面図、（ニ）
は同没入時の作用を説明する拡大正面図、（ホ）は同没入時の作用を説明する拡大背面図
。
【図１６】仕掛け飾部材の分解斜視図。
【図１７】仕掛け飾り部材部位を断面にして示す箱枠体の右側面図。
【図１８】同一部拡大側面断面図。
【図１９】同作用を示す正面図。
【図２０】箱枠体の後側板上部の背面斜視図。
【図２１】同正面図。
【符号の説明】
【００５５】
　１２　　　電子ディスプレイ
　３６ａ　　装飾可動体
　３６ｂ　　装飾可動体
　３８　　　アーム部
　３９　　　枠状装飾部材
　４０　　　支軸
　４１　　　アーム部
　４２　　　枠状装飾部材
　４３　　　支軸
　４７　　　細長孔
　４８　　　従動歯車
　４９　　　支軸
　５０　　　係合ピン
　５１　　　電動アクチュエータ（駆動モータ）
　１１６　　付勢部材
　Ｐ　　　　遊技機（パチンコ遊技機）
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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