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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の構成を備えることにより、完成状態又は少なくとも外枠を備えた半完成状態の遊技
機を前後方向に所定間隔で縦置きした状態に支持して複数積載可能な遊技機運搬用コンテ
ナ。
　（１－１）コンテナ本体は、前面部、背面部、床部及び天井部を備え、両側面部が開放
されると共に、全幅が前記縦置き状態の遊技機の幅の整数倍より若干大きいこと。
　（１－２）前記両側面部には、それぞれ、前記コンテナ本体の全長をカバーし得る長さ
の落下防止部材が前後に掛け渡す様にして着脱可能に取り付けられること。
　（１－３）前記床部の上面側に幅方向に伸びる様に取り付けられた下ガイド部材と、前
記天井部の下面側に幅方向に伸びる様に取り付けられた上ガイド部材とが対となり、前記
縦置き状態の遊技機の下端部及び上端部を支持する構成となっていること。
　（１－４）前記下ガイド部材は、前記縦置き状態の遊技機の下端部の奥行きサイズより
も若干広い間隔に取り付けられる下前ガイドと下後ガイドとを一対として構成され、前記
上ガイド部材は、前記縦置き状態の遊技機の上端部の奥行きサイズよりも若干広い間隔に
取り付けられる上前ガイドと上後ガイドとを一対として構成されていること。
　（１－５）前記床部と前記天井部の間隔が、前記縦置き状態の遊技機の高さよりも大き
くなり、前記対となる下ガイド部材の上端から上ガイド部材の下端までの距離が、前記縦
置き状態の遊技機の高さよりも小さくなる様に構成されていること。
　（１－６）前記落下防止部材は、それぞれ内側にクッション部材を備え、前記両側面部
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に取り付けられた状態において、前記クッション部材間の間隔が前記縦置き状態の遊技機
の幅の整数倍よりも小さく、前記縦置き状態の遊技機に対して両側から押圧力を加え得る
様に構成されていること。
　（１－７）それ自身の全長に渡って伸びるスリットが形成された下ガイドレールを、前
記床部に対して全長方向に伸びる様に取り付け、一対となる下前ガイド及び下後ガイドの
少なくとも一方を、前記下ガイドレールのスリットに挿通された下ガイド位置調整部材に
よって位置調整可能に取り付けられていること。
　（１－８）それ自身の全長に渡って伸びるスリットが形成された上ガイドレールを、前
記天井部に対して全長方向に伸びる様に取り付け、一対となる上前ガイド及び上後ガイド
の少なくとも一方を、前記上ガイドレールのスリットに挿通された上ガイド位置調整部材
によって位置調整可能に取り付けられていること。
【請求項２】
さらに、以下の構成をも備えた請求項１記載の遊技機運搬用コンテナ。
　（２－１）前記下ガイド位置調整部材によって取り付けたものと対になる下前ガイド及
び下後ガイドは、いずれか一方を前記床部に固定して間隔調整の際の規準としたこと。
　（２－２）前記上ガイド位置調整部材によって取り付けたものと対になる上前ガイド及
び上後ガイドは、いずれか一方を前記天井部に固定して間隔調整の際の規準としたこと。
【請求項３】
さらに、以下の構成をも備えた請求項２記載の遊技機運搬用コンテナ。
　（３－１）前記下ガイド位置調整部材は、前記下ガイドレールのスリットにネジ軸を挿
通して螺合可能なボルト・ナットによって構成され、前記下ガイドレールは、上面に前記
スリットが開口されると共に、該スリットの下部に、前記ボルト・ナットの下側のパーツ
を収容可能な軸方向孔が全長に渡って一体形成された型材によって構成され、前記床部の
左右両側部のフレームを兼ねていること。
　（３－２）前記上ガイド位置調整部材は、前記上ガイドレールのスリットにネジ軸を挿
通して螺合可能なボルト・ナットによって構成され、前記上ガイドレールは、下面に前記
スリットが開口されると共に、該スリットの上部に、前記ボルト・ナットの上側のパーツ
を収容可能な軸方向孔が全長に渡って一体形成された型材によって構成され、前記天井部
の左右両側部のフレームを兼ねていること。
【請求項４】
さらに、以下の構成をも備えた請求項３記載の遊技機運搬用コンテナ。
　（４－１）前記下ガイド位置調整部材及び上ガイド位置調整部材を構成するボルト・ナ
ットとして、蝶ナット又は蝶ボルトを採用したこと。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機、雀球機などの遊技機を完成状態又は半完成
状態で運搬するための遊技機運搬用コンテナに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、使用済み遊技機を仕切のないコンテナーに横向きにして多段積みし、トラックに
積み込む方法が提案されている（特許文献１，２）。また、上下２段に仕切る平らな仕切
板を備えさせた台車の提案もある（特許文献３）。
【０００３】
　特許文献１，２に提案されたコンテナーは、遊技機を製品として出荷する場合にも利用
できるが、積み降ろしの際に製品同士が接触して傷が付くおそれがあるため、段ボール箱
に収納しておく必要があるなど、取扱いに気を使う必要があり、保管や輸送における手間
が多く、作業者の負担も大きかった。特許文献３においても、同じ段に積み込んだ遊技機
同士の接触による損傷を防止するための措置が必要であり、やはり作業者の負担が大きい
という問題が解決できていない。
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【０００４】
　一方、こうした製品同士の接触を避ける様に仕切の付いた運搬台車やパレットの提案が
多数なされている（特許文献４～１２）。
【特許文献１】特開平９－２６７８３６
【特許文献２】特開平９－２１６６２５
【特許文献３】実用新案登録第３１１９１１９
【特許文献４】特開平１０－２４９８４
【特許文献５】実用新案登録第３０４１０７９
【特許文献６】特開２００２－２４８２２１
【特許文献７】特開２００２－２９３３９５
【特許文献８】特開平１０－２９６３７
【特許文献９】特開２００１－２１２２９２
【特許文献１０】特開２００３－１９０４３６
【特許文献１１】実用新案登録第３０９２２６８
【特許文献１２】特開２００４－５７２８０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献４～６は遊技機を横向きに収納する方式を採用している。ところで、遊技機製
造ラインでは、縦置きにした状態の外枠に、ガラスの嵌った前枠や遊技盤等を組み付けて
遊技機を完成させており、また、遊技場においては遊技機を縦向きで設置されているため
、台車等に遊技機を積み降ろしする際に、遊技機を縦向きから横向きに倒し、あるいは横
向きから縦向きに起立させるといった作業が必要となる。このため、特許文献４～６の台
車等では、遊技機の積み降ろしの際に手間がかかるという問題を有している。
【０００６】
　特許文献７は遊技機を縦向きに収納する方式を採用しているので、製造ラインとの間で
の積み降ろしに際して遊技機を横向きに倒す等といった作業は必要がない。しかし、特許
文献７は上方から遊技機を収納する方式であるため、出し入れに昇降装置を必要とし、手
間もかかるという問題がある。
【０００７】
　特許文献８も遊技機を縦向きに収納する方式を採用しているので、製造ラインとの間で
の積み降ろしに際して遊技機を横向きに倒す等といった作業はなく、遊技機の出し入れを
横スライドで実行できる。しかし、特許文献８のものでは、遊技機を入れた側からしか取
り出せないという問題がある。また、特許文献８のものでは、遊技機を１列１段しか積め
ないため、遊技機の積載数が少ないという問題もある。
【０００８】
　特許文献９の第１，第２実施例は横向きで遊技機を収納する方式であるため、特許文献
４～６と同じ問題を有している。また、特許文献９の第３実施例は縦向きで遊技機を収納
する方式で、２列積載可能となっているが、出し入れは上方からである。このため、特許
文献７と同様の問題を抱えている。
【０００９】
　特許文献１０は縦向きで横スライドによって遊技機を製造ラインとの間で出し入れ可能
となっている。しかし、遊技機は１列１段しか積載できず、積載量に限りがある。また、
特許文献１０はトラック輸送等を考慮したものではないため、遊技機を積み込んだ状態で
の固定が不十分であり、そのままではトラック輸送等に利用することができない。
【００１０】
　特許文献１１，１２は、縦向き収納・横スライド積み降ろし方式を採用し、２列２段に
遊技機を積載可能であり、かつ、台車の左右どちら側からも遊技機を積み降ろしできる。
また、床と天井に設けるスライドレールの部分にバネを付属させて収納した遊技機を前後
からしっかりと保持固定し、さらに、台車の側面開口部に落下防止用のバーを取り付ける
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ことで輸送時の遊技機の振動防止の措置も採られている。加えて、バネによる遊技機の固
定・解除を一括で操作するためのレバーも備えられている。
【００１１】
　しかし、特許文献１１，１２は、レバー操作による固定を忘れて輸送する可能性や、遊
技機を降ろす前にレバー操作を忘れてスライド挟持部で遊技機枠の前面に傷を付けるおそ
れがある。
【００１２】
　また、特許文献４～１２は、いずれも遊技機の上部、下部、側部等を前後からしっかり
と挟み付けて保持固定する方法を採用している。このため、まず、遊技機の積み降ろしに
際して、遊技機を台車等のガイドレールや保治具の隙間にしっかりと位置合わせして作業
を実行しなければならず、作業性が悪いという問題がある。また、遊技機の前後方向のサ
イズ（奥行き寸法）が変更されたり、あるいは奥行き寸法の異なる遊技機を積み込もうと
すると、これらに十分に対応できないという問題もある。
【００１３】
　そこで、本願は、完成状体又は半完成状態の遊技機を運搬したり保管したりするコンテ
ナにおいて、積み降ろしの方向が限定されず、輸送時における振動を防止でき、かつ、固
定操作の忘れや開放操作の忘れによる受傷の機会をも低減することができ、作業性が良好
で信頼性が高く、かつ、種々の遊技機に対応できる様な汎用性を備えた遊技機運搬用コン
テナ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】
【００１４】
　上記目的を達成するためになされた本発明の遊技機運搬用コンテナは、以下の構成を備
えることにより、完成状態又は少なくとも外枠を備えた半完成状態の遊技機を前後方向に
所定間隔で縦置きした状態に支持して複数積載可能なものである。
　（１－１）コンテナ本体は、前面部、背面部、床部及び天井部を備え、両側面部が開放
されると共に、全幅が前記縦置き状態の遊技機の幅の整数倍より若干大きいこと。
　（１－２）前記両側面部には、それぞれ、前記コンテナ本体の全長をカバーし得る長さ
の落下防止部材が前後に掛け渡す様にして着脱可能に取り付けられること。
　（１－３）前記床部の上面側に幅方向に伸びる様に取り付けられた下ガイド部材と、前
記天井部の下面側に幅方向に伸びる様に取り付けられた上ガイド部材とが対となり、前記
縦置き状態の遊技機の下端部及び上端部を支持する構成となっていること。
　（１－４）前記下ガイド部材は、前記縦置き状態の遊技機の下端部の奥行きサイズより
も若干広い間隔に取り付けられる下前ガイドと下後ガイドとを一対として構成され、前記
上ガイド部材は、前記縦置き状態の遊技機の上端部の奥行きサイズよりも若干広い間隔に
取り付けられる上前ガイドと上後ガイドとを一対として構成されていること。
　（１－５）前記床部と前記天井部の間隔が、前記縦置き状態の遊技機の高さよりも大き
くなり、前記対となる下ガイド部材の上端から上ガイド部材の下端までの距離が、前記縦
置き状態の遊技機の高さよりも小さくなる様に構成されていること。
　（１－６）前記落下防止部材は、それぞれ内側にクッション部材を備え、前記両側面部
に取り付けられた状態において、前記クッション部材間の間隔が前記縦置き状態の遊技機
の幅の整数倍よりも小さく、前記縦置き状態の遊技機に対して両側から押圧力を加え得る
様に構成されていること。
　（１－７）それ自身の全長に渡って伸びるスリットが形成された下ガイドレールを、前
記床部に対して全長方向に伸びる様に取り付け、一対となる下前ガイド及び下後ガイドの
少なくとも一方を、前記下ガイドレールのスリットに挿通された下ガイド位置調整部材に
よって位置調整可能に取り付けられていること。
　（１－８）それ自身の全長に渡って伸びるスリットが形成された上ガイドレールを、前
記天井部に対して全長方向に伸びる様に取り付け、一対となる上前ガイド及び上後ガイド
の少なくとも一方を、前記上ガイドレールのスリットに挿通された上ガイド位置調整部材
によって位置調整可能に取り付けられていること。
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【００１５】
　上記（１－１）～（１－８）の構成を備えた本発明の遊技機運搬用コンテナによれば、
完成状態又は半完成状態の遊技機を積み込む場合、積み込もうとする側の落下防止部材だ
けを取り外す。そして、落下防止部材を取り外して開放状態となった方の側面から、遊技
機を縦置き状態で幅方向に摺動させて積み込みを行う。このとき、上下のガイド部材は前
後方向に余裕のある溝を構成し、かつ、床部と天井部の高さにおいて余裕があるので、遊
技機をスムーズに押し込むことができる。また、コンテナ本体に押し込まれた遊技機は、
反対側に取り付けたままとした落下防止部材のクッション部材に当接して停止されるので
、押し込み過ぎて反対側に落としてしまうという問題もない。
【００１６】
　こうして遊技機を積み込んだら、取り外した側の落下防止部材を取り付ける。すると、
反対側の落下防止部材との間で、遊技機が幅方向両側から押圧されて挟まれた状態にしっ
かりと固定される。従って、上下のガイド部材で前後から挟み付けていなくても遊技機は
しっかりと固定され、振動による受傷のおそれを防止することができる。また、落下防止
部材がコンテナ本体の全長をカバーし得る長さを有するので、一斉に固定することができ
る。
【００１７】
　また、完成状態又は半完成状態の遊技機を降ろす場合、遊技機を降ろそうとする側の落
下防止部材を取り外す。そして、落下防止部材を取り外して開放状態となった方に向かっ
て、反対側から遊技機を押し出す。この場合も、落下防止部材がコンテナ本体の全長をカ
バーし得る長さを有するので、押し出す側の側面を一斉に開放することができる。
【００１８】
　さらに、本発明の遊技機運搬用コンテナでは、遊技機を積み込んだり降ろしたりすると
きは、必ず落下防止部材を取り外して一方の側面を開放状態としなければならないので、
各遊技機が固定状態にあるのに誤って押し出そうとしてしまうといった問題を生じさせな
い。また、上述の様に、積み込みを実施する際にも側面を開放状態とするだけであるから
、これを忘れて積みこみ作業を行うことは不可能なので、積み込みの際の開放操作を忘れ
るといったこともない。そして、上下のガイドの間隔及び床部と天井との高さには余裕が
あるので、遊技機を無理矢理押し込むといった問題も生じない。
【００１９】
　こうした特有の作用効果は、全幅が遊技機の幅の整数倍よりも若干大きいコンテナ本体
の側面部に全長をカバーし得る長さの落下防止部材を着脱する構成を採用し（１－１，１
－２）、前後方向に余裕を有すると共に高さ方向にも余裕を有する上下のガイド部材で遊
技機の下端部及び上端部を支持し得る構成を採用すると共に（１－３～１－５）、落下防
止部材を両側面に取り付けると自然に両側からの押圧力が生じて遊技機を固定する構成（
１－６）を採用したことによるものである。そして、かかる構成を採用した本発明の遊技
機運搬用コンテナは、積み降ろしの方向が限定されず、輸送時における振動を防止でき、
かつ、固定操作の忘れや開放操作の忘れによる受傷の機会をも低減することができ、作業
性が良好で信頼性の高いものとなっている。
【００２０】
　また、本発明の遊技機運搬用コンテナは、（１－７）及び（１－８）の構成を備えたの
で、固定部材を緩めてガイド部材を移動させることにより、上下のガイド部材が形成する
溝部分の間隔を変更することができる。従って、奥行き方向の厚さが異なる遊技機に対し
ても使用することができる。なお、遊技機の高さ及び幅は、遊技場における遊技島の構成
（規格）から、外枠においてこれが異なる様な遊技機は考える必要がない。よって、（１
－７）及び（１－８）の構成を採用するだけで、コンテナの汎用性を向上することができ
るのである。そして、コンテナの汎用性を向上することは、遊技機の積み降ろしに際して
の受傷を防止するという目的に対して、より好ましいものとなる。
【００２１】
　また、本発明の遊技機運搬用コンテナが採用した（１－７）及び（１－８）の構成は、
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単に、上下のガイド部材が形成する溝部分の間隔を変更できるというだけでなく、その変
更可能な範囲がほぼ制限されないという特徴を発揮する。これは、下ガイドレール及び上
ガイドレールがそれ自身の全長に渡ってスリットを有するからである。
【００２２】
　なお、本発明における半完成状態の遊技機とは、外枠のみ、外枠に対して下皿部品だけ
を固定したものなどを含み、遊技盤や前面扉などが取り付けられる前の状態のものもであ
っても構わない。また、本発明の遊技機運搬用コンテナには、底面にキャスタを取り付け
てハンドカートとして使用可能な構成を採用することができる。
【００２３】
　ここで、本発明の遊技機運搬用コンテナにおいて、さらに、以下の構成をも備えるとよ
い。
　（２－１）前記下ガイド位置調整部材によって取り付けたものと対になる下前ガイド及
び下後ガイドは、いずれか一方を前記床部に固定して間隔調整の際の規準としたこと。
　（２－２）前記上ガイド位置調整部材によって取り付けたものと対になる上前ガイド及
び上後ガイドは、いずれか一方を前記天井部に固定して間隔調整の際の規準としたこと。
【００２４】
　対になる部材の一方をスライド可能とし、他方を固定（スライド不能）にすることで、
ガイド部材の間隔調整を行った結果として、ガイド部材が床部や天井部に対して斜めに取
り付けられた状態となるのを回避することができる。従って、間隔調整後に遊技機を積み
込むときに斜めの溝に遊技機を押し込んで傷つけるといった問題を回避することができる
。また、対になる前後のガイドの一方を固定とすることで、コンテナの長さ方向に渡る遊
技機積み込み位置のバランスが崩れないことから、重量バランスよく遊技機を積み込むこ
とができる。さらに、規準があることで、間隔調整作業を効率よく実施することができる
。
【００２５】
　ここで、さらに、（２－３）「前記上下のガイド部材において、それぞれ固定されて規
準となるものは、各対の上下のガイド部材において対となる前後のガイドの内の同一の側
のガイドとされていること」という構成を採用するとよい。この様にすることで、上述し
た重量バランスよく遊技機積み込み位置を設定する作用がより確実なものとなる。また、
対となるガイドの前後いずれかの側だけをスライドさせて間隔調整する作業は間違いが起
こり難く、効率よく作業することができる。
【００２６】
　また、この（２－１）及び（２－２）の構成を採用した遊技機運搬用コンテナにおいて
、さらに、以下の構成をも備えるとよい。
　（３－１）前記下ガイド位置調整部材は、前記下ガイドレールのスリットにネジ軸を挿
通して螺合可能なボルト・ナットによって構成され、前記下ガイドレールは、上面に前記
スリットが開口されると共に、該スリットの下部に、前記ボルト・ナットの下側のパーツ
を収容可能な軸方向孔が全長に渡って一体形成された型材によって構成され、前記床部の
左右両側部のフレームを兼ねていること。
　（３－２）前記上ガイド位置調整部材は、前記上ガイドレールのスリットにネジ軸を挿
通して螺合可能なボルト・ナットによって構成され、前記上ガイドレールは、下面に前記
スリットが開口されると共に、該スリットの上部に、前記ボルト・ナットの上側のパーツ
を収容可能な軸方向孔が全長に渡って一体形成された型材によって構成され、前記天井部
の左右両側部のフレームを兼ねていること。
【００２７】
　（３－１）及び（３－２）の構成を採用した遊技機運搬用コンテナによれば、下ガイド
レール及び上ガイドレールが型材で構成され、かつ、床部及び天井部の左右両側部のフレ
ームを兼ねる様に配置したので、強度メンバーとして有効な機能を発揮することができる
。また、型材であるから、その精度が良好で、下ガイド部材及び上ガイド部材の溝間隔を
調整する際の位置決め精度が良好である。また、左右両側部のフレームを兼ねる位置に下
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ガイドレール及び上ガイドレールを配置したので、上下のガイド部材の間隔を調整する作
業はコンテナの開放された側面部で実施できるから、位置調整が容易である。また、左右
で位置調整するので、前後のガイドを平行な状態にする作業も容易である。従って、幅方
向に複数台の遊技機を積み込む様な長いガイドを用いる場合に、手前と奧でガイド部材の
溝間隔に差が生じて積み降ろしし難くなるといった不具合も発生しない。なお、型材とし
ては、軽量で、強度もあるアルミ型材が望ましい。
【００２８】
　また、この（３－１）及び（３－２）の構成を採用した遊技機運搬用コンテナにおいて
、さらに、以下の構成をも備えるとよい。
　（４－１）前記下ガイド位置調整部材及び上ガイド位置調整部材を構成するボルト・ナ
ットとして、蝶ナット又は蝶ボルトを採用したこと。
【００２９】
　即ち、ガイドレールの軸方向孔にナットを収容し、蝶ボルトでガイド部材を挟む様に取
り付ける構成や、ガイドレールの軸方向孔にスリットからネジ軸を飛び出させる様にボル
トを収容し、蝶ナットでガイド部材を挟む様に取り付ける構成を採用するとよいのである
。この様な構成を採用することで、ガイド部材の溝間隔調整作業の作業性がより一層向上
するからである。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、積み降ろしの方向が限定されず、輸送時における振動を防止でき、か
つ、固定操作の忘れや開放操作の忘れによる受傷の機会をも低減することができ、かつ、
種々の遊技機に対応できる様な汎用性を備えた遊技機運搬用コンテナを提供することがで
きる。この汎用性向上は、遊技機の奥行き寸法に最適なコンテナを提供することによる受
傷機会の低減という効果も発揮する。従って、本発明によれば、作業性が良好で信頼性が
高く、かつ、汎用性の高い遊技機運搬用コンテナを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明を具体化した実施形態を説明する。実施形態の遊技機運搬用コンテナ１は
、図１に示す様に、直方体形状の枠体として構成されたコンテナ本体１０と、このコンテ
ナ本体１０を載置する台車１００とから構成されている。
【００３２】
　コンテナ本体１０は、四隅を構成する４本の支柱１１～１４と、前面及び背面の幅方向
中央に立設される支柱１５，１６とを備えている。そして、前面を形成する３本の支柱１
１，１２，１５の下端には、前面下端梁桁部材２１が三方連結用パーツ５１及び四方連結
用パーツ５２を用いて連結固定されている。また、前面を形成する３本の支柱１１，１２
，１５の上端には、前面上端梁桁部材２２が三方連結用パーツ５１及び四方連結用パーツ
５２を用いて連結固定されている。同様に、背面を形成する３本の支柱１３，１４，１６
の下端には背面下端梁桁部材２３が、上端には背面上端梁桁部材２４が、それぞれ三方連
結用パーツ５１及び四方連結用パーツ５２を用いて連結固定されている。そして、左側の
支柱１１，１３の上端及び下端には左側面下端梁桁部材２５及び左側面上端梁桁部材２６
が、右側の支柱１２，１４の上端及び下端には右側面下端梁桁部材２７及び右側面上端梁
桁部材２８が、それぞれ三方連結用パーツ５１を用いて連結固定されている。
【００３３】
　さらに、支柱１１～１６の高さ方向中間位置にも、前面中間梁桁部材３１、背面中間梁
桁部材３２、左側面中間梁桁部材３３及び右側面中間梁桁部材３４が、三方連結用パーツ
５１及び四方連結用パーツ５２を用いて連結固定されている。
【００３４】
　そして、前面下端梁桁部材２１と背面下端梁桁部材２３との間には、３本の根太部材４
１が二方連結用パーツ５３及び四方連結用パーツ５２を用いて前後方向に掛け渡す様に取
り付けられて下段床部ＬｅｂｅｌＡ（図４参照）が構成されている。同じく、前面上端梁
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桁部材２２と背面上端梁桁部材２４との間には、３本の根太部材４２が二方連結用パーツ
５３及び四方連結用パーツ５２を用いて前後方向に掛け渡す様に取り付けられて上段天井
部ＬｅｖｅｌＢ（図４参照）が構成されている。そして、前面中間梁桁部材３１と背面中
間梁桁部材３２には、その間に掛け渡す様に３本の根太部材４３が二方連結用パーツ５３
及び四方連結用パーツ５２を用いて前後方向に掛け渡す様に取り付けられると共に、その
下面側には４本の根太部材４４，４５が垂下型二方連結用パーツ５４，５５を用いて前後
方向に掛け渡す様に取り付けられ、上段床部ＬｅｖｅｌＣ１及び下段天井部ＬｅｖｅｌＣ
２（図４参照）が形成されている。これら上段床部ＬｅｖｅｌＣ１及び下段天井部Ｌｅｖ
ｅｌＣ２が、本発明にいうところの中間床部に相当する。なお、下段天上部ＬｅｖｅｌＣ
２を構成する４本の根太部材４４，４５の内の左右のものを区別するときは、中段下外側
根太部材４５と呼ぶ。
【００３５】
　ここで、左側面下端梁桁部材２５、左側面上端梁桁部材２６、右側面下端梁桁部材２７
、右側面上端梁桁部材２８、左側面中間梁桁部材３３、右側面中間梁桁部材３４及び中段
下外側根太部材４５には、図３に示す様な断面略正方形の溝付きアルミフレーム２００を
用いている。この溝付きアルミフレーム２００は、押し出し成形品であり、スリット２０
１～２０４と、各スリット２０１～２０４と連通する台形断面溝２０５～２０８とが、正
方形断面の各面に全長に渡って形成されている。一方、これら以外の支柱１１～１６、梁
桁部材２１～２４，３１，３２、及び根太部材４１～４４は、いずれも同一径の合成樹脂
製の円形パイプによって構成されている。また、柱材１１～１６、前面の梁桁部材２１，
２２，３１及び背面の梁桁部材２３，２４，３２は、それぞれ２本の円形パイプを四方連
結用パーツ５２で連結固定することによって一本の部材となる様に構成されている。そし
て、柱材１１～１６、梁桁部材２１～２８，３１～３４、及び根太部材４１～４５は、す
べて、連結用パーツ５１～５５の部分で分解することができる様になっている。なお、四
方連結用パーツ５２、二方連結用パーツ５３及び垂下型に方連結用パーツ５４は、部材挿
入用の孔の断面形状はいずれも円形となっている。これに対し、三方連結用パーツ５１及
び二方連結用パーツ５５の部材挿入孔は、前後方向の連結部が四角形、それ以外は円形と
なっている。
【００３６】
　下段床部Ａ及び上段床部Ｃ１には、図１，図２に示す様に、コンテナ本体１０の幅と同
じ長さの４枚のＬ字形底面部材６１が、それぞれの垂直部６２を後側にして、前後方向に
間隔をあけて、梁桁部材２５，２７，３３，３４及び根太部材４１，４３に対してネジ止
め固定えう（スライド不能）されている。このＬ字形底面部材６１は金属製で、その水平
部６３には、図３（Ｂ），（Ｃ）に示す様に、溝付きアルミフレーム２００（左側面下端
梁桁部材２５、右側面下端梁桁部材２７、左側面中間梁桁部材３３及び右側面中間梁桁部
材３４を構成するもの）の上面側のスリット２０１と重なる位置に、前後方向に長い長孔
６４が形成されている。そして、この長孔６４に対して蝶ボルト６７及び六角ナット６８
を用いて、合成樹脂製のアングル部材６５が、垂直部６６が後方になる様にネジ止めによ
って取り付けられている。なお、六角ナット６８は、組み立てる際に、溝付きアルミフレ
ーム２００の上面側の台形断面溝２０５の中に挿入しておく。
【００３７】
　また、上段天井部Ｂ及び下段天井部Ｃ２には、図１，図２に示す様に、コンテナ本体１
０の幅と同じ長さの８本の合成樹脂製のアングル部材７１，７３が、２本を一組として、
それぞれの垂直部７２，７４が内側になる様に、前後方向に間隔をあけて取り付けられて
いる。ここで、各組において後方側に位置するアングル部材７３は、Ｕ字ボルト７５、長
方形金属プレート７６及びナット７７を用いて（図８参照）、根太部材４２，４４に対し
て固定されている。一方、各組において前方側に位置するアングル部材７１は、図３（Ａ
）に示す様に、溝付きアルミフレーム２００（左側面上端梁桁部材２６、右側面上端梁桁
部材２８及び中段下外側根太部材４５を構成するもの）の下面側のスリット２０３及び台
形断面溝２０７に対して、蝶ボルト６７及び六角ナット６８を用いて取り付けられている
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。この場合も、六角ナット６８は、組み立てる際に、溝付きアルミフレーム２００の下面
側の台形断面溝２０７の中に挿入しておく。
【００３８】
　下段床部Ａ及び上段床部Ｃ１に取り付けられるＬ字形底面部材６１の垂直部６２が、本
発明にいう下後ガイドとなり、アングル部材６５の垂直部６６が下前ガイドとなって、こ
れらによって本発明にいう下ガイド部材が構成されている。また、垂直部７２を後方にし
て取り付けられるアングル部材７１が本発明にいう上前ガイドとなり、垂直部７４を前方
にして取り付けられるアングル部材７３が本発明にいう上後ガイドとなって、２本一組と
して、本発明にいう上ガイド部材を構成している。
【００３９】
　また、図１，図４に示す様に、コンテナ本体１０の左右の側面部には、下段側と上段側
のそれぞれに、一本ずつの落下防止部材８１，８２が取り付けられる。落下防止部材８１
，８２は、支柱１１等の外周に係合する湾曲した掛け金８３，８４を両端に備えた金属製
の円形パイプによって構成され、コンテナ本体１０の前面側の支柱１１，１２と背面側の
支柱１３，１４の間に掛け渡すことができる長さとされている。また、落下防止部材８１
，８２は、それぞれ装着時の内側となる面に合成ゴム製のクッション部材８５，８６が取
り付けられている。この落下防止部材８１，８２の掛け金８３，８４は、湾曲した金属板
とバックル式の係合金物とによって構成されており、手で脱着することができる様になっ
ている。また、必要に応じて、中央の支柱１５，１６の間に掛け渡す様に取り付けること
もできる。これにより、各列１台だけを積載した状態でも落下防止部材８１，８２によっ
て左右から圧迫固定した状態とする方法でも使用することができる。
【００４０】
　この様にして構成されるコンテナ本体１０の収納スペースの全幅ＢＣ１は、図４に示す
様に、縦置き状態の遊技機Ｐの幅ＢＰの２倍より若干大きい寸法とされている。一方、落
下防止部材８１，８２は、両側面部に取り付けられた状態において、クッション部材８５
，８６間の間隔ＢＣ２が縦置き状態の遊技機Ｐの幅ＢＰの２倍よりも若干小さくなる様に
構成されている。この結果、図４において下段側に示した様に、遊技機Ｐを一列に対して
２台並べて積み込み、落下防止部材８１，８２を左右の側面部に装着した状態で、縦置き
状態の遊技機Ｐ，Ｐに対して両側から押圧力が加わった状態となる。
【００４１】
　また、図５に示す様に、コンテナ本体１０の下段床部と下段天井部の間の下段の高さＨ
Ｃ１及び上段床部と上段天井部の間の上段の高さＨＣ２は、縦置き状態の遊技機Ｐの高さ
ＨＰよりも大きくなる様に構成されている。そして、下段及び上段において、それぞれ対
となる下ガイド部材の上端から上ガイド部材の下端までのガイド間高さＨＧ１，ＨＧ２は
、縦置き状態の遊技機Ｐの高さＨＰよりも小さくなる様に構成されている。
【００４２】
　さらに、図５に示す様に、下ガイド部材を構成するＬ字形底面部材６１の垂直部６２と
アングル部材６５の垂直部６６は、両者の間隔（下ガイド部材の溝幅）ＤＧ１が、縦置き
状態の遊技機Ｐの下端部の奥行きサイズＤＰ１よりも若干広くなる様に、取り付け位置を
調整されている。また、上ガイド部材を構成するアングル部材７１，７３は、両者の垂直
部７２，７４の間隔（上ガイド部材の溝幅）ＤＧ２が、縦置き状態の遊技機Ｐの上端部の
奥行きサイズＤＰ２よりも若干広くなる様に、取り付け位置を調整されている。なお、遊
技機Ｐの奥行きサイズＤＰ１，ＤＰ２は、外枠に対して取り付けられる装飾部品が変わる
ことによって変化する。また、遊技機Ｐの下端部の奥行きサイズＤＰ１と上端部の奥行き
サイズＤＰ２は同じ場合もあれば異なる場合もある。従って、この溝幅調整機能を利用し
て、積載する遊技機Ｐに合わせて下部ガイド部材及び上部ガイド部材の溝幅を調整する。
これにより、種々の遊技機に使用することができ、また、同種の遊技機であっても製造工
程に応じて最適な状態で使用することができる。
【００４３】
　台車１００は、図１，図４，図５に示す様に、コンテナ本体１０の底面積よりも若干大
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きい面積を有する長方形の載置面１１１と、この載置面１１１の四隅から所定高さまで伸
びてコンテナ本体１０の四隅の下端部を外側からガイドし得る四隅ガイド１１２とを備え
た底面枠体１１０を備えている。この底面枠体１１０は鋼製のアングル部材を溶接組立し
て製造され、幅方向に鋼製の帯板１１３を溶接固定して頑丈な構造としてある。また、四
隅ガイド１１２と底面枠体１１０とは、前面及び背面で三角形状のブラケット１１４によ
る補強もなされている。そして、底面枠体１１０の四隅底面に、キャスタ１１５が取り付
けられている。
【００４４】
　コンテナ本体１０は、図６（Ａ）に示す様に、台車１００に載置された状態でハンドカ
ートとして移動できる様にして使用することもできるし、同図（Ｂ）に示す様に、単体で
保管や工場内のコンベアライン投入用として使用することもできる。なお、図６（Ａ）の
状態で使用する場合、コンテナ本体１０の自重と載置される遊技機Ｐの自重に加えて、底
面枠体１１０の垂直部分及び四隅ガイド１１２によって外側から支持される結果、コンテ
ナ本体１０と底面枠体１１０とを特に連結固定しなくても脱落するといったおそれはない
。
【００４５】
　以上の様に構成された実施形態の遊技機運搬用コンテナ１に、完成状態又は半完成状態
の遊技機Ｐを積み込む場合、図７，図８で上段側について示した様に、積み込もうとする
側の落下防止部材８１だけを取り外す。そして、落下防止部材８１を取り外して開放状態
となった方の側面から、遊技機Ｐを縦置き状態で幅方向に摺動させて積み込みを行う。こ
のとき、上下のガイド部材は前後方向に余裕のある溝を構成し、かつ、床部と天井部の高
さにおいて余裕があるので、遊技機Ｐをスムーズに押し込むことができる。また、コンテ
ナ本体１０に押し込まれた遊技機Ｐは、反対側に取り付けたままとした落下防止部材８２
のクッション部材８４に当接して停止されるので、押し込み過ぎて反対側に落としてしま
うということはない。
【００４６】
　こうして遊技機を積み込んだら、取り外した側の落下防止部材８１を取り付ける。する
と、図７，図８で下段側について示した様に、反対側の落下防止部材８２との間で、遊技
機Ｐが幅方向両側から押圧されて挟まれた状態にしっかりと固定される。従って、上下の
ガイド部材で前後から挟み付けていなくても遊技機Ｐはしっかりと固定され、振動による
受傷のおそれを防止することができる。また、落下防止部材８１，８２がコンテナ本体１
０の全長をカバーし得る長さを有するので、一斉に固定することができる。
【００４７】
　また、完成状態又は半完成状態の遊技機Ｐを降ろす場合、遊技機を降ろそうとする側の
落下防止部材８１（又は８２）を取り外す。そして、落下防止部材８１（又は８２）を取
り外して開放状態となった方に向かって、反対側から遊技機Ｐを押し出す。この場合も、
落下防止部材８１，８２がコンテナ本体１０の全長をカバーし得る長さを有するので、押
し出す側の側面を一斉に開放することができる。
【００４８】
　さらに、実施形態の遊技機運搬用コンテナ１では、遊技機Ｐを積み込んだり降ろしたり
するときは、必ず落下防止部材８１（又は８２）を取り外して一方の側面を開放状態とし
なければならないので、各遊技機Ｐが固定状態にあるのに誤って押し出そうとしてしまう
といった問題を生じさせない。また、上述の様に、積み込みを実施する際にも側面を開放
状態とするだけであるから、これを忘れて積みこみ作業を行うことは不可能なので、積み
込みの際の開放操作を忘れるといったこともない。そして、上下のガイドの間隔ＤＧ１，
ＤＧ２及び床部と天井との高さＨＣ１，ＨＣ２には余裕があるので、遊技機Ｐを無理矢理
押し込んで傷を付けるといった問題も生じない。
【００４９】
　また、本実施形態の遊技機運搬用コンテナ１では、上下２段に各２×４の合計１６台の
遊技機Ｐを縦置き状態で積み込むことができるので、多数の遊技機を運搬することが可能
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である。そして、上下別々に着脱できる落下防止部材８１，８２を備えたので、下段の積
み降ろし作業中に上段に積んである遊技機が落下する等の不具合は生じない。さらに、各
列に２台ずつ収納された遊技機は、その外側面はクッション部材８５，８６で押圧され、
内側面は互いの遊技機同士が当接して、しっかりと密着されるので、輸送の際に当接面に
傷が付くといったことも起こりにくい。
【００５０】
　さらに、前後方向に掛け渡す様に取り付けられていた落下防止部材８１，８２は、図７
に示す様に、コンテナ本体１０の梁桁部材２２等に掛け金８３，８４を引っ掛けて吊した
状態にすることができる。この結果、本発明において重要な構成であるところの落下防止
部材８１，８２を紛失するおそれをなくすことができる。また、落下防止部材８１，８２
を例えば壁に立てかけるなどしなくてもよいので、落下防止部材８１，８２が倒れて遊技
機Ｐに当たって傷付けるといった問題も生じない。
【００５１】
　また、本実施形態の遊技機運搬用コンテナ１は、台車１００に載置してハンドカートと
して用いることができるので、フォークリフトなどをもちいなくても、人が手押し車の容
量で押して移動させることができる。一方、工場内のローラコンベア上に投入して次の工
程へと回す様な場合は、台車１００を用いずに、コンベアライン上に自重でしっかりと載
った状態で次の工程へと遊技機載置状態のコンテナを送ることができる。もちろん、コン
テナ本体１０は、遊技機積み込み工程へと空荷で送る際にも、コンベアライン上にしっか
りと載置された状態とすることができる。
【００５２】
　さらに、トラックの荷台に積み込む場合も、コンテナ本体１０だけで使用すれば、荷台
での固定作業が軽減される。なお、トラック輸送やコンベアラインへの投入に際して、台
車１００にコンテナ本体１０を載置した状態で使用しても構わない。
【００５３】
　また、本実施形態の遊技機運搬用コンテナ１は、コンテナ本体１０を、パイプ連結用パ
ーツ５１～５５と、円形パイプ及び溝付きアルミフレームとを用いて着脱可能に連結固定
した柱部材１１等、梁桁部材２１等及び根太部材４１等によって構成されているので、長
期に渡って使用しない場合や、空荷のコンテナ１を遠方に輸送したいような場合に、コン
テナ本体１０を分解してコンパクトな形態とすることができる。また、パイプを組んだも
のであるから、軽量化も達成されている。従って、空荷における取扱いが容易である。そ
の一方、パイプは外径及び肉厚の設定により、重量を小さくしても断面係数は大きくとる
ことができるので、強度的にも問題は生じない。この様に軽量で丈夫なコンテナ本体１０
は、台車１００に対して装着するときも取り出すときもその作業が容易である。
【００５４】
　なお、中間床部があることは、単に多数の遊技機を積み込めるというだけではなく、ね
じれに対するコンテナ本体１０の強度をアップさせている。特に、中間床部の根太部材４
３，４４を上面側と下面側に取り付けたので、このねじり強度向上という作用はより高い
ものとなっている。
【００５５】
　以上説明した様に、本実施形態の遊技機運搬用コンテナ１によれば、積み降ろしの方向
が限定されず、輸送時における振動を防止でき、かつ、固定操作の忘れや開放操作の忘れ
による受傷の機会をも低減することができている。この結果、作業性が良好で信頼性の高
い遊技機運搬用コンテナを提供することができている。また、２台並べて複数列２段に遊
技機Ｐを積載することのできる積載能力の大きい遊技機運搬用コンテナを提供することが
できている。さらに、落下防止部材８１，８２を紛失したり、落下防止部材８１，８２で
遊技機Ｐに傷つけたりするおそれを防止することまでできている。そして、移動が容易で
トラックの荷台や工場内のコンベアラインに投入する際の作業も面倒にならないという効
果が発揮される。さらに、取扱い易い軽量性を有し、なおかつ、不要の場合には分解して
保管することもできる。また、分解可能なコンテナ本体のねじり強度を向上すると共に、
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積載能力を向上させることができている。
【００５６】
　また、溝付きアルミフレーム２００を採用したことにより、上下のガイド部材が形成す
る溝部分の間隔を容易に、かつ、広範囲に渡って変更することができる。なお、実施形態
では、上下のガイド部材において、それぞれ後ろ側のガイド部材を固定する構成を採用し
たが、後ろ側のガイド部材も溝付きアルミフレーム２００のスリット及び台形断面溝を利
用して取付位置を容易に変更できる様に構成してもよい。かかる構成を採用する場合には
、溝付きアルミフレーム２００がコンテナ本体の全長に渡ってガイドレールとして機能し
、より一層の汎用性向上を図ることができる。
【００５７】
　なお、実施形態の様に対になるガイド部材の一方をスライド可能とし、他方を固定にす
る構成を採用することにより、後ろ側のガイドが前後方向の位置の基準として定まること
から、間隔調整を行った結果、ガイド部材が床部や天井部に対して斜めに取り付けられた
状態となるのを回避することができるという利点がある。従って、実施形態によれば、容
易に間隔調整を実施できるだけでなく、遊技機を積み込むときに斜めの溝に遊技機を押し
込んで傷つけるといった問題を回避することもできるのである。また、対になる前後のガ
イドの一方を固定とすることで、コンテナの長さ方向に渡る遊技機積み込み位置のバラン
スが崩れないことから、重量バランスよく遊技機を積み込むことができる。さらに、規準
があることで、間隔調整作業を効率よく実施することができる。
【００５８】
　特に、実施形態は、「上下のガイド部材において、それぞれ固定されて規準となるもの
は、各対の上下のガイド部材において対となる前後のガイドの内の同一の側のガイドとさ
れている」ので、上述した重量バランスよく遊技機積み込み位置を設定する作用がより確
実なものとなっている。また、対となるガイドの前後いずれかの側だけをスライドさせて
間隔調整する作業は間違いが起こり難く、効率よく作業することができる。
【００５９】
　また、実施形態においては、蝶ボルト６７を溝付きアルミフレーム２００のスリット２
０１，２０３にネジ軸を挿通して台形断面溝２０５，２０７内に予め収納しておいた六角
ナット６８に螺合して止める構成を採用したので、次の様な作用・効果も発揮される。ま
ず、上下のガイドレールがアルミ型材で構成され、かつ、床部及び天井部の左右両側部の
フレームを兼ねる様に配置したので、強度メンバーとして有効な機能を発揮することがで
きる。また、アルミ型材であるから、その精度が良好で、下ガイド部材及び上ガイド部材
の溝間隔を調整する際の位置決め精度が良好である。また、左右両側部のフレームを兼ね
る位置に上下のガイドレールを配置したので、上下のガイド部材の間隔を調整する作業は
コンテナの開放された側面部で実施でき、位置調整が容易である。また、左右で位置調整
するので、前後のガイドを平行な状態にする作業も容易である。従って、幅方向に複数台
の遊技機を積み込む様な長いガイドを用いる場合に、手前と奧でガイド部材の溝間隔に差
が生じて積み降ろしし難くなるといった不具合も発生しない。また、蝶ボルト６７を用い
たことにより、ガイド部材の溝間隔調整作業の作業性がより一層向上している。
【００６０】
　以上、発明を実施するための最良の形態としての一実施形態を説明したが、本発明は、
これに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲内における種々の変更が可能
である。
【００６１】
　例えば、蝶ボルトと六角ナットではなく、六角ボルトと蝶ナットを用いる様にしてもよ
い。また、上下２段ではなく、１段のみの構造のコンテナ本体としたり、各列に２台並べ
るのではなく、１台の遊技機を載置する構成のコンテナ本体としたり、あるいは、各列３
台を３段積みできる様なさらに大きなコンテナ本体とすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
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【図１】実施形態の遊技機運搬用コンテナの分解斜視図である。
【図２】実施形態におけるコンテナ本体の要部拡大斜視図である。
【図３】実施形態におけるコンテナ本体のガイド部材の取付状態を示し、（Ａ）は上ガイ
ド部材の取付状態の断面図、（Ｂ）は下ガイド部材の取付状態の断面図、（Ｃ）は下ガイ
ド部材の取付状態の平面図である。
【図４】実施形態の遊技機運搬用コンテナの正面図である。
【図５】実施形態の遊技機運搬用コンテナの縦断面図である。
【図６】実施形態の遊技機運搬用コンテナの使用態様を示す斜視図である。
【図７】実施形態の遊技機運搬用コンテナの使用態様を示す斜視図である。
【図８】実施形態の遊技機運搬用コンテナの使用態様を示す横断面図である。
【符号の説明】
【００６３】
　　　１・・・遊技機運搬用コンテナ
　　１０・・・コンテナ本体
　　１１～１４・・・四隅の支柱
　　１５，１６・・・前面及び背面の幅方向中央の支柱
　　２１・・・前面下端梁桁部材
　　２２・・・前面上端梁桁部材
　　２３・・・背面下端梁桁部材
　　２４・・・背面上端梁桁部材
　　２５・・・左側面下端梁桁部材
　　２６・・・左側面上端梁桁部材
　　２７・・・右側面下端梁桁部材
　　２８・・・右側面上端梁桁部材
　　３１・・・前面中間梁桁部材
　　３２・・・背面中間梁桁部材
　　３３・・・左側面中間梁桁部材
　　３４・・・右側面中間梁桁部材
　　４１～４５・・・根太部材
　　５１・・・三方連結用パーツ
　　５２・・・四方連結用パーツ
　　５３・・・二方連結用パーツ
　　５４，５５・・・垂下型二方連結用パーツ
　　６１・・・Ｌ字形底面部材
　　６２・・・垂直部
　　６３・・・水平部
　　６４・・・長孔
　　６５・・・アングル部材
　　６６・・・垂直部
　　６７・・・蝶ボルト
　　６８・・・六角ナット
　　７１，７３・・・アングル部材
　　７２，７４・・・垂直部
　　７５・・・Ｕ字ボルト
　　７６・・・長方形金属プレート
　　７７・・・ナット
　　８１，８２・・・落下防止部材
　　８３，８４・・・掛け金
　　８５，８６・・・クッション部材
　１００・・・台車
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　１１０・・・底面枠体
　１１１・・・載置面
　１１２・・・四隅ガイド
　１１３・・・帯板
　１１４・・・ブラケット
　１１５・・・キャスタ
　　ＢＣ１・・・収納スペースの全幅
　　ＢＣ２・・・クッション部材間の間隔
　　ＢＰ・・・遊技機の幅
　　ＤＧ１・・・下ガイド部材の溝幅
　　ＤＧ２・・・上ガイド部材の溝幅
　　ＤＰ１・・・遊技機の下端の奥行きサイズ
　　ＤＰ２・・・遊技機の上端の奥行きサイズ
　　ＨＣ１・・・下段の高さ
　　ＨＣ２・・・上段の高さ
　　ＨＧ１・・・下段のガイド間高さ
　　ＨＧ２・・・上段のガイド間高さ
　　ＨＰ・・・縦置き状態の遊技機の高さ
　　ＬｅｖｅｌＡ・・・下段床部
　　ＬｅｖｅｌＢ・・・上段天井部
　　ＬｅｖｅｌＣ１・・・上段床部
　　ＬｅｖｅｌＣ２・・・下段天井部
　　Ｐ・・・遊技機
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