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(57)【要約】
【課題】往復移動させる装飾体に対する耐荷重性を向上
させた演出装置および当該演出装置を備えた遊技機を提
供する。
【解決手段】演出装置３０は第一装飾体４０と、右側移
動ラック９２と、左側移動ラック１１２とを備える。第
一装飾体４０の右端部には右側板状部４３が形成され、
左端部には左側板状部４４が形成される。右側移動ラッ
ク９２は右側板状部４３の後方に配置され、左側移動ラ
ック１１２は左側板状部４４の後方に配置される。右側
板状部４３に設けられる丸孔４３Ａおよび長孔４３Ｂに
は、各々、右側移動ラック９２に設けられる支持軸９４
および軸部９５が挿入される。左側板状部４４に設けら
れる上側貫通孔４４Ａおよび下側貫通孔４４Ｂには、各
々、左側移動ラック１１２に設けられる突出部１１４，
１１５が挿入される。第一装飾体４０は、支持軸９４、
軸部９５、および突出部１１４，１１５によって支持さ
れた状態で、上下動する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一装飾体を上下動させる演出装置であって、
　正逆回転する第一駆動源と、
　前記第一駆動源と連動して正逆回転する第二駆動源と、
　前記第一駆動源が正逆回転することで上下方向に往復移動する第一移動部と、
　前記上下方向と直交する所定方向に前記第一移動部と離間して設けられ、前記第二駆動
源が正逆回転することで前記上下方向に往復移動する第二移動部と、
　前記所定方向における前記第一装飾体の一端部と、前記第一移動部とを連結する第一連
結部と、
　前記所定方向における前記第一装飾体の他端部と、前記第二移動部とを連結する第二連
結部とを備え、
　前記第一連結部は、
　前記第一移動部および前記一端部のうち何れか一方を前記上下方向および前記所定方向
と直交する直交方向に貫通して設けられる複数の第一貫通孔と、
　前記第一移動部および前記一端部のうち前記一方とは異なる他方に設けられ、前記複数
の第一貫通孔に挿入される複数の第一挿入部とを備え、
　前記第二連結部は、
　前記第二移動部および前記他端部のうち何れか一方を前記直交方向に貫通して設けられ
る複数の第二貫通孔と、
　前記第二移動部および前記他端部のうち前記一方とは異なる他方に設けられ、前記複数
の第二貫通孔に挿入される複数の第二挿入部とを備えたことを特徴とする演出装置。
【請求項２】
　前記複数の第一貫通孔は、丸孔と、前記丸孔と前記上下方向に並んで設けられ前記所定
方向に長い長孔とを含み、
　前記複数の第二貫通孔は、前記上下方向に並んで設けられ前記所定方向に長い長孔状で
あり、
　前記複数の第一挿入部は、前記丸孔に対して回転自在に挿入される支持軸と、前記長孔
に対して挿入される軸部とを含むことを特徴とする請求項１に記載の演出装置。
【請求項３】
　前記第一装飾体と前記直交方向に離間して前記上下方向に往復移動自在に設けられ、可
動範囲の少なくとも一部が、前記第一装飾体における前記可動範囲の上側部分と前記直交
方向に重なる第二装飾体と、
　前記第一装飾体および前記第二装飾体のうち何れか一方に設けられ、前記第一装飾体と
前記第二装飾体とが前記直交方向に重なる場合に、前記第一装飾体および前記第二装飾体
のうち前記一方とは異なる他方に接触し、前記第二装飾体の下方向への移動を規制する第
一規制部と
　を備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の演出装置。
【請求項４】
　前記第一装飾体および前記第二装飾体と前記直交方向に離間して前記上下方向に往復移
動自在に設けられ、前記可動範囲の少なくとも一部が、前記第一装飾体および前記第二装
飾体の各々に対応する前記可動範囲の前記上側部分と、前記直交方向に重なる第三装飾体
と、
　前記第二装飾体および前記第三装飾体のうち何れか一方に設けられ、前記第二装飾体と
前記第三装飾体とが前記直交方向に重なる場合に、前記第二装飾体および前記第三装飾体
のうち前記一方とは異なる他方に接触し、前記第三装飾体の前記下方向への移動を規制す
る第二規制部と
　を備えたことを特徴とする請求項３に記載の演出装置。
【請求項５】
　請求項１から４の何れかに記載の演出装置を備えたことを特徴とする遊技機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、演出装置および当該演出装置を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機に用いられる演出装置として、装飾体を上下動させる演出装置が知られて
いる。例えば、特許文献１に開示の演出装置は、装飾体と、左側回動支持部と、右側回動
支持部と、左側移動部と、右側移動部とを備える。装飾体は左右方向に長い。左側回動支
持部および右側回動支持部は、各々、装飾体の左端部および右端部を、前後方向を中心に
回動自在に支持する。左側移動部は左側回動支持部と連結し、右側移動部は右側回動支持
部と連結している。左側移動部および右側移動部が上下動することで、装飾体は上下動す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２４４８９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記演出装置では、装飾体の自重が大きくなる程、左側回動支持部およ
び右側回動支持部にかかる負荷が大きくなる。結果、左側回動支持部および右側回動支持
部が破損してしまう可能性があった。
【０００５】
　本発明の目的は、往復移動させる装飾体に対する耐荷重性を向上させた演出装置および
当該演出装置を備えた遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第一態様に係る演出装置は、第一装飾体を上下動させる演出装置であって、正
逆回転する第一駆動源と、前記第一駆動源と連動して正逆回転する第二駆動源と、前記第
一駆動源が正逆回転することで上下方向に往復移動する第一移動部と、前記上下方向と直
交する所定方向に前記第一移動部と離間して設けられ、前記第二駆動源が正逆回転するこ
とで前記上下方向に往復移動する第二移動部と、前記所定方向における前記第一装飾体の
一端部と、前記第一移動部とを連結する第一連結部と、前記所定方向における前記第一装
飾体の他端部と、前記第二移動部とを連結する第二連結部とを備え、前記第一連結部は、
前記第一移動部および前記一端部のうち何れか一方を前記上下方向および前記所定方向と
直交する直交方向に貫通して設けられる複数の第一貫通孔と、前記第一移動部および前記
一端部のうち前記一方とは異なる他方に設けられ、前記複数の第一貫通孔に挿入される複
数の第一挿入部とを備え、前記第二連結部は、前記第二移動部および前記他端部のうち何
れか一方を前記直交方向に貫通して設けられる複数の第二貫通孔と、前記第二移動部およ
び前記他端部のうち前記一方とは異なる他方に設けられ、前記複数の第二貫通孔に挿入さ
れる複数の第二挿入部とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
　上記構成によれば、第一装飾体は、複数の第一挿入部および複数の第二挿入部によって
支持された状態で、第一移動部および第二移動部と共に往復移動する。第一装飾体の自重
が大きくなる場合であっても、演出装置にかかる負荷は、複数の第一挿入部および複数の
第二挿入部に分散される。よって演出装置は、往復移動する装飾体に対する耐荷重性を向
上できる。
【０００８】
　上記演出装置において、前記複数の第一貫通孔は、丸孔と、前記丸孔と前記上下方向に
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並んで設けられ前記所定方向に長い長孔とを含み、前記複数の第二貫通孔は、前記上下方
向に並んで設けられ前記所定方向に長い長孔状であり、前記複数の第一挿入部は、前記丸
孔に対して回転自在に挿入される支持軸と、前記長孔に対して挿入される軸部とを含んで
もよい。この場合、第一移動部と第二移動部とが互いに連動せずに移動すると、第一装飾
体の一端部および他端部の上下方向における位置関係が変化する。この場合であっても、
長孔が軸部に対して所定方向に移動し、且つ複数の第二貫通孔が各々対応する第二挿入部
に対して所定方向に移動しながら、第一装飾体は支持軸を中心に揺動する。従って、第一
装飾体が歪むことはない。よって、演出装置は第一装飾体の往復移動を安定化できる。
【０００９】
　上記演出装置において、前記第一装飾体と前記直交方向に離間して前記上下方向に往復
移動自在に設けられ、可動範囲の少なくとも一部が、前記第一装飾体における前記可動範
囲の上側部分と前記直交方向に重なる第二装飾体と、前記第一装飾体および前記第二装飾
体のうち何れか一方に設けられ、前記第一装飾体と前記第二装飾体とが前記直交方向に重
なる場合に、前記第一装飾体および前記第二装飾体のうち前記一方とは異なる他方に接触
し、前記第二装飾体の下方向への移動を規制する第一規制部とを備えてもよい。この場合
、第一装飾体に加えて第二装飾体が上下動する。従って、演出装置は遊技内容を多様化で
きる。さらに、演出装置は、第一装飾体および第二装飾体を、直交方向に互いに重なった
状態で収容できる。従って、演出装置は装飾体を収容するスペースを縮小化できる。以上
より、演出装置は、装飾体を収容するスペースを縮小化しつつ、遊技内容を多様化できる
。
【００１０】
　上記演出装置において、前記第一装飾体および前記第二装飾体と前記直交方向に離間し
て前記上下方向に往復移動自在に設けられ、前記可動範囲の少なくとも一部が、前記第一
装飾体および前記第二装飾体の各々に対応する前記可動範囲の前記上側部分と、前記直交
方向に重なる第三装飾体と、前記第二装飾体および前記第三装飾体のうち何れか一方に設
けられ、前記第二装飾体と前記第三装飾体とが前記直交方向に重なる場合に、前記第二装
飾体および前記第三装飾体のうち前記一方とは異なる他方に接触し、前記第三装飾体の前
記下方向への移動を規制する第二規制部とを備えてもよい。この場合、第一装飾体および
第二装飾体に加えて第三装飾体が上下動する。従って、演出装置は遊技内容をさらに多様
化できる。さらに演出装置は、第三装飾体を、第一装飾体および第二装飾体と直交方向に
重なった状態で収容できる。従って、演出装置は、装飾体を収容するスペースを縮小化で
きる。以上より、演出装置は、装飾体を収容するスペースを縮小化しつつ、遊技内容をさ
らに多様化できる。
【００１１】
　本発明の第二態様に係る遊技機は、上記演出装置を備える。この場合、上記作用効果を
奏する遊技機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】パチンコ機１の正面図である。
【図２】演出装置３０を左斜め前方からみた斜視図である。
【図３】右側移動機構８０を右斜め前方からみた分解斜視図である。
【図４】左側移動機構１００を左斜め前方からみた分解斜視図である。
【図５】支持部材１２０、第二装飾体５０、および第三装飾体６０を左斜め前方から見た
斜視図である。
【図６】支持部材１２０、第二装飾体５０、および第三装飾体６０を右斜め後方から見た
斜視図である。
【図７】図１のＩ－Ｉ線矢視方向において、演出装飾体２０が下降位置から上昇位置へ移
動する流れを示す断面図である。
【図８】演出装飾体２０が下降位置にある演出装置３０の正面図である。
【図９】下降位置にある第二装飾体５０の前方に第一装飾体４０が位置する場合の演出装
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置３０の正面図である。
【図１０】下降位置にある第三装飾体６０の前方に第一装飾体４０が位置する場合の演出
装置３０の正面図である。
【図１１】演出装飾体２０が上昇位置にある演出装置３０の正面図である。
【図１２】図１のＩ－Ｉ線矢視方向において、演出装飾体２０が上昇位置から下降位置へ
移動する流れを示す断面図である。
【図１３】適正姿勢から傾斜姿勢へとした第一装飾体４０の正面図である。
【図１４】変形例に係る演出装飾体１５０の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明に係る遊技機の一実施形態であるパチンコ機１について、図面を参照して説明す
る。以下の説明では、図１の手前側、奥側、上側、下側、左側、および右側を、それぞれ
、パチンコ機１の前側（正面側）、後側（背面側）、上側、下側、左側、および右側とす
る。
【００１４】
　図１を参照して、パチンコ機１の概略構成を説明する。パチンコ機１には、遊技盤２が
設けられている。遊技盤２は、正面視で略正方形の板状であり、透明なガラス板を保持し
た前面枠１３によって前面を保護されている。遊技盤２の下部には上皿５が設けられてい
る。上皿５は、発射機（図示外）に遊技球（図示外）を供給し、且つ賞品球を受ける。上
皿５の上部中央には、遊技者によって操作される操作ボタン９が設けられている。上皿５
の直下には、賞品球を受ける下皿１０が設けられている。下皿１０の右横には、遊技球の
発射を調整する発射ハンドル１１が設けられている。前面枠１３の上部の左右の角には、
スピーカ４８がそれぞれ設けられている。
【００１５】
　遊技盤２の前面には、ガイドレール３で囲まれた略円形の遊技領域４が形成されている
。発射機によって発射された遊技球は、遊技領域４内を流下する。遊技領域４の略中央に
は、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）等で構成される画像表示装置８の表示画面８Ａが後方か
ら露出可能な表示開口７が設けられる。画像表示装置８は、遊技者が大量の賞球を獲得可
能な大当たり遊技を生起するか否かの大当たり判定の結果を報知するためのデモ図柄を表
示する。パチンコ機１は、複数（本実施形態では三つ）のデモ図柄を変動させた後に、大
当たり判定の結果を示すデモ図柄の組合せを確定表示させる報知演出を実行することで、
大当たり判定の結果を遊技者に報知する。表示開口７の下方（遊技領域４の下側）には、
入賞口１５、大入賞口１６、およびアウト口１７が上方から下方の順に並んで設けられる
。
【００１６】
　表示開口７の後方、且つ画像表示装置８の前方には、第一装飾体４０、第二装飾体５０
、および第三装飾体６０（以下、これら三つの装飾体を総称する場合、演出装飾体２０と
もいう）が配置されている。演出装飾体２０は、遊技盤２の後側に取り付けられる演出装
置３０（図２参照）に、上下方向に往復移動可能に設けられている。演出装置３０は、画
像表示装置８およびスピーカ４８等と連動して、演出装飾体２０を上下動させることで、
報知演出等の様々な演出を実行する。演出装置３０が演出装飾体２０を最も低い位置であ
る下降位置に移動させる場合、第一装飾体４０、第二装飾体５０、および第三装飾体６０
は、表示画面８Ａの前方にて正面視で上下方向に並ぶ。以下、この演出装置３０の状態を
第一状態という。また、演出装置３０が演出装飾体２０を最も高い位置である上昇位置に
移動させる場合、第一装飾体４０、第二装飾体５０、および第三装飾体６０は、前後方向
に重なる（図１１参照）。以下、この演出装置３０の状態を第二状態という。演出装置３
０の構成の詳細は後述する。
【００１７】
　さらに、パチンコ機１は、主基板（図示外）、サブ基板（図示外）等を遊技盤２の背面
側に備える。主基板とサブ基板とは電気的に接続し、それぞれにＣＰＵ、ＲＯＭ、および
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ＲＡＭ等が設けられる。主基板は、遊技球が入球する入賞口１５および大入賞口１６の入
球口に応じて、遊技者に所定数の遊技球を賞球として付与する。サブ基板は、主基板から
送信されるコマンドに従って、演出装置３０等を動作させ、演出等の総合的な制御を行う
。尚、演出装置３０は、大当たり遊技が実行される場合に第二状態から第一状態へと変化
し、大当たり遊技が終了すると第一状態から第二状態へと変化する。
【００１８】
　図２～図５を参照し、第一状態にある演出装置３０の構成について詳細に説明する。尚
、図３においては前側支持部材８２（後述）の図示を省略し、図４においては支持部材１
０１（後述）の前側部の図示を省略している。図２に示すように、演出装置３０は、右側
移動機構８０と、左側移動機構１００と、支持部材１２０と、演出装飾体２０とを備える
。
【００１９】
　まず、右側移動機構８０の構成について説明する。図２および図３に示すように、右側
移動機構８０は、支持部材８１と、スライドレール８５と、右側移動ラック９２とを備え
る。支持部材８１は上下方向に長い略箱状である。支持部材８１は、前側支持部材８２と
、後側支持部材８３とを有する。前側支持部材８２は支持部材８１の前側部を形成し、後
側支持部材８３は後側部を形成する。前側支持部材８２の前面部８２Ａの上下方向略中央
部には、右側モータ７９が固定される。右側モータ７９は正逆回転可能である。右側モー
タ７９は、出力軸（図示外）と、ギア７９Ａ（図８参照）とを有する。出力軸は、前面部
８２Ａを貫通して支持部材８１の内部まで前後方向に延びる。ギア７９Ａは、出力軸の先
端部に設けられる。尚、右側モータ７９は、支持部材８１の背面部に固定されていてもよ
い。
【００２０】
　図３に示すように、後側支持部材８３の前面には、平面部８３Ａが形成されている。平
面部８３Ａは上下方向に長い略矩形状である。スライドレール８５は、固定レール８６と
、可動レール８７と、複数の転動体８８と、可動部８９とを備える。固定レール８６は上
下方向に長い板状部材であり、平面部８３Ａに固定される。固定レール８６は平面視で逆
Ｕ字状に形成されている。固定レール８６の左右両側壁部の内側には、上下方向に長い溝
部８６Ａが形成されている。可動レール８７は、上下方向に長い板状部材であり、溝部８
６Ａに上下動可能に設けられる。可動レール８７は平面視で逆Ｕ字状に形成されている。
可動レール８７の左右両側壁部の内側には、上下方向に長い溝部８７Ａが形成されている
。複数の転動体８８は、可動レール８７の左右両側壁部の各々に、上下方向に沿って設け
られる。
【００２１】
　可動部８９は、上下方向に長い板状部材であり、溝部８７Ａに設けられる。可動部８９
は平面視でＵ字状の板状部材である。可動部８９の左右両側壁部の外面は、各々、複数の
転動体８８に当接している。これにより、可動部８９は可動レール８７に対して上下動可
能である。可動部８９の前面８９Ａには、上下方向に並ぶ二つのネジ孔８９Ｂが設けられ
る。二つのネジ孔８９Ｂは前面８９Ａを前後方向に貫通する。
【００２２】
　右側移動ラック９２は、正面視で上下方向に長い略矩形状であり、右側歯部９３と、支
持軸９４と、軸部９５と、二つの挿通孔９６とを備える。右側歯部９３は、右側移動ラッ
ク９２の右端部に形成されており、上下方向に連続して延びる。右側歯部９３はギア７９
Ａ（図８参照）と噛合している。支持軸９４は右側移動ラック９２の前面部上側に設けら
れる。支持軸９４は前後方向に延びる円筒状である。支持軸９４には筒孔９４Ａが形成さ
れている。軸部９５は、支持軸９４の下方で前後方向に延びる円柱状である。支持軸９４
および軸部９５は、上下方向に並ぶ状態で、右側移動ラック９２の前面部から前方へ向か
って突出している。支持軸９４の外径と軸部９５の外径は略等しい。尚、支持軸９４は円
柱状であってもよく、軸部９５は円筒状であってもよい。
【００２３】
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　二つの挿通孔９６は、支持軸９４および軸部９５の左方にて、上下方向に並んで設けら
れる。二つの挿通孔９６は、右側移動ラック９２を前後方向に貫通する丸孔である。二つ
の挿通孔９６は、各々、二つのネジ孔８９Ｂと対向する。ネジ（図示外）が、挿通孔９６
に前方から挿通され、さらにネジ孔８９Ｂに締め付けられることで、右側移動ラック９２
は、可動部８９の前面８９Ａに固定される。これにより、右側移動ラック９２は、右側モ
ータ７９の正逆回転に伴って、スライドレール８５に沿って上下動可能である。
【００２４】
　図２および図４を参照し、左側移動機構１００の構成について説明する。左側移動機構
１００の構成は右側移動機構８０の構成と同様である。従って、右側移動機構８０の構成
の説明と重複する事項については簡略化して以下説明する。左側移動機構１００は、支持
部材１０１と、スライドレール１０５と、左側移動ラック１１２とを備える。支持部材１
０１は上下方向に長い略箱状である。支持部材１０１の前面部には、左側モータ９９（図
２参照）が設けられる。左側モータ９９の出力軸（図示外）に設けられるギア９９Ａ（図
８参照）は、支持部材１０１の内部に配置される。左側モータ９９はギア９９Ａを正逆回
転可能である。尚、左側モータ９９は、支持部材１０１の背面部に固定されていてもよい
。
【００２５】
　図４に示すように、支持部材１０１の内部には、前後方向に延びる二つの支軸１０１Ａ
，１０１Ｂが設けられる。支軸１０１Ａは支軸１０１Ｂよりも上方に位置する。支軸１０
１Ａにはギア１０６が設けられ、支軸１０１Ｂにはギア１０７が設けられる。ギア１０６
は、ギア１０７およびギア９９Ａ（図８参照）と噛合する。スライドレール１０５は、支
持部材１０１の内部であって、ギア１０６，１０７の右方に設けられる。
【００２６】
　左側移動ラック１１２は正面視で上下方向に長い略矩形状である。左側移動ラック１１
２は、スライドレール１０５の可動部１０５Ａに固定されることで、上下動可能である。
左側移動ラック１１２は、右側移動ラック９２と左右方向に離間している。左側移動ラッ
ク１１２は、左側歯部１１３と、突出部１１４，１１５とを備える。左側歯部１１３は、
左側移動ラック１１２の左端部に形成されており、上下方向に連続して延びる。左側歯部
１１３はギア１０７と噛合する。これにより、左側移動ラック１１２は、左側モータ９９
の正逆回転に伴って、スライドレール１０５に沿って上下動可能である。突出部１１４，
１１５は、左側移動ラック１１２の前面部から前方へ向かって突出し、且つ外径が互いに
略等しい円筒状である。突出部１１４は突出部１１５の上方に位置する。突出部１１４，
１１５には、各々、筒孔１１４Ａ，１１５Ａが形成される。突出部１１４，１１５の外径
は、支持軸９４および軸部９５の外径と略等しい。尚、突出部１１４，１１５は円柱状で
あってもよい。
【００２７】
　図５および図６を参照し、支持部材１２０について説明する。支持部材１２０は、板状
部１２１と、二つの隆起部１２２とを備える。板状部１２１は正面視で左右方向に長い略
矩形状である。二つの隆起部１２２は、板状部１２１のうち左右両端部よりも内側にある
部分が前方へ向かって隆起することで形成される。二つの隆起部１２２には、各々、貫通
孔１２２Ａが設けられる。貫通孔１２２Ａは、正面視で上下方向に長い略矩形状であり、
隆起部１２２を前後方向に貫通する。
【００２８】
　板状部１２１は、第一板状部１２３と、二つの第二板状部１２４とを有する。第一板状
部１２３は、板状部１２１のうち二つの隆起部１２２の間に形成される。二つの第二板状
部１２４は、板状部１２１の左右両端部に形成される。板状部１２１の右側および左側の
各々に配置される、隆起部１２２および第二板状部１２４は、左右方向に隣接している。
第一板状部１２３は、平板部（図示外）と、長孔１２３Ｂとを有する。平板部は、第一板
状部１２３の左右方向略中央部に形成され、正面視で上下方向に長い略矩形状である。平
板部にはスライドレール１２９が前方から取り付けられる。スライドレール１２９の構成



(8) JP 2015-100452 A 2015.6.4

10

20

30

40

50

は、スライドレール８５（図３参照）の構成と同様なので、詳細な説明は省略する。長孔
１２３Ｂは、第一板状部１２３のうちスライドレール１２９よりも左側部に設けられる。
長孔１２３Ｂは、上下方向に長い長孔であり、第一板状部１２３を前後方向に貫通する。
【００２９】
　図５を参照し、二つの第二板状部１２４について説明する。二つの第二板状部１２４は
スライドレール１２９に対して左右対称であるので、ここでは右側にある第二板状部１２
４についてのみ説明する。第二板状部１２４には周壁部１２５が設けられる。周壁部１２
５は、第二板状部１２４の上端部、右端部、および下端部に設けられる。周壁部１２５は
前後方向に延びる。周壁部１２５の下側部には下壁部１２５Ａが形成される。また、第二
板状部１２４の前方には収容部１２７が形成される。収容部１２７は、第二板状部１２４
、隆起部１２２、および周壁部１２５によって囲まれることで形成される空間である。収
容部１２７は正面視で上下方向に長い略矩形状である。
【００３０】
　図２～図６を参照し、演出装飾体２０について説明する。尚、図５および図６では、図
面を見易くするために、上昇位置にある第三装飾体６０を図示している。図２に示すよう
に、演出装飾体２０は、ロボットの胸部から頭部までを模した形状に形成される。具体的
には、第一装飾体４０はロボットの胸部を、第二装飾体５０は顔部を、第三装飾体６０は
頭部を模した形状に形成される。
【００３１】
　図３および図４に示すように、第一装飾体４０は左右方向に長い。後述するように第一
装飾体４０は、長手方向が左右方向と略一致する姿勢（以下、適正姿勢という）から、長
手方向が左右方向に対して傾斜する姿勢（以下、傾斜姿勢という）へ変化できる。以下の
第一装飾体４０の構成についての説明では、第一装飾体４０は適正姿勢にあるものとする
。第一装飾体４０は、隆起部４２と、右側板状部４３と、左側板状部４４とを備える。隆
起部４２は、第一装飾体４０の左右方向中央部に形成され、前方へ向かって隆起している
。隆起部４２の後側部には、第一規制部４５（図７参照）が設けられる。第一規制部４５
は隆起部４２の背面部から後方へ向かって突出する。第一規制部４５は平面視で略矩形状
の板状部材である。
【００３２】
　右側板状部４３は第一装飾体４０の右端部を形成する。右側板状部４３は正面視で上下
方向に長い略矩形状である。右側板状部４３は、丸孔４３Ａと、長孔４３Ｂとを備える。
丸孔４３Ａおよび長孔４３Ｂは、右側板状部４３を前後方向に貫通する。丸孔４３Ａは右
側板状部４３の上側部に設けられる。長孔４３Ｂは丸孔４３Ａの下方に設けられる。長孔
４３Ｂは左右方向に長い。
【００３３】
　丸孔４３Ａには支持軸９４が後方から挿入され、長孔４３Ｂには軸部９５が挿入される
。支持軸９４の前端が丸孔４３Ａよりも前方に位置する状態で、ネジ（図示外）が筒孔９
４Ａに締め付けられる。これにより、第一装飾体４０は、支持軸９４を中心として回転可
能となる状態で、右側移動ラック９２に設けられる。
【００３４】
　左側板状部４４は第一装飾体４０の左端部を形成する。左側板状部４４は正面視で上下
方向に長い略矩形状である。左側板状部４４は、上側貫通孔４４Ａと、下側貫通孔４４Ｂ
とを備える。上側貫通孔４４Ａおよび下側貫通孔４４Ｂは、左側板状部４４を前後方向に
貫通する左右方向に長い長孔である。上側貫通孔４４Ａは左側板状部４４の上側部に設け
られる。下側貫通孔４４Ｂは上側貫通孔４４Ａの下方に設けられる。上側貫通孔４４Ａに
は突出部１１４が後方から挿入され、下側貫通孔４４Ｂには突出部１１５が挿入される。
そして、突出部１１４，１１５の前端が上側貫通孔４４Ａおよび下側貫通孔４４Ｂよりも
前方に位置する状態で、二つのネジ（図示外）が、各々、筒孔１１４Ａ，１１５Ａに締め
付けられる。これにより、第一装飾体４０は左側移動ラック１１２に設けられる。従って
、第一装飾体４０は、右側モータ７９および左側モータ９９が駆動することで、上下動可
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能である。
【００３５】
　ここで、丸孔４３Ａ、長孔４３Ｂ、上側貫通孔４４Ａ、および下側貫通孔４４Ｂの大き
さおよび位置関係について説明する。丸孔４３Ａの中心位置および上側貫通孔４４Ａの中
心位置は、略同じ高さ（第一装飾体４０の移動方向において略同じ位置）に配置される。
また、長孔４３Ｂの中心位置は、丸孔４３Ａの中心位置よりも下側、且つ下側貫通孔４４
Ｂの中心位置よりも上側に配置されている。丸孔４３Ａに対する離間距離については、長
孔４３Ｂ、上側貫通孔４４Ａ、および下側貫通孔４４Ｂの順に、離間距離が長くなる。長
孔４３Ｂ、上側貫通孔４４Ａ、および下側貫通孔４４Ｂの短手方向（上下方向）における
長さは、丸孔４３Ａの内径よりも僅かに大きい。また、長手方向（左右方向）における長
さは、上側貫通孔４４Ａ、長孔４３Ｂ、および下側貫通孔４４Ｂの順に長くなる。つまり
、長孔４３Ｂの長手方向の長さは、上側貫通孔４４Ａの長手方向の長さよりも長く、下側
貫通孔４４Ｂの長手方向の長さは、長孔４３Ｂの長手方向の長さよりも長い。
【００３６】
　図５および図６に示すように、第二装飾体５０は支持部材１２０に設けられる。第二装
飾体５０は第一装飾体４０に対して後方斜め上方に配置される（図７（ａ）参照）。第二
装飾体５０は、支持部５３と、基部５１とを備える。支持部５３は正面視で上下方向に長
い略矩形状の板状部材である。支持部５３は、長孔５３Ａと、突出部５３Ｂとを備える。
長孔５３Ａは、板状部５４の上下方向略中央部から下端部までを前後方向に貫通する。突
出部５３Ｂは、板状部５４の背面部の上部から後方へ向かって突出する略円筒状である。
突出部５３Ｂには筒孔５３Ｃが形成される。突出部５３Ｂが長孔１２３Ｂに前方から挿入
された状態で、ネジ（図示外）が後方から筒孔５３Ｃに締め付けられる。そして、突出部
５３Ｂが長孔１２３Ｂの下縁部と当接することによって、支持部５３は支持部材１２０に
よって支持される。突出部５３Ｂは、長孔１２３Ｂに沿って上方へスライド可能である。
【００３７】
　基部５１は略直方体状である。基部５１は、突出部５５と、当接部５１Ａとを備える。
突出部５５は、基部５１の背面部の左側上部から後方へ向かって突出する。突出部５５は
上下方向に長い。突出部５５の上端部および下端部は、各々、ネジ孔５５Ａが形成されて
いる。長孔５３Ａに突出部５５が前方から挿入された状態で、ネジ（図示外）が後方から
ネジ孔５５Ａに締め付けられる。
そして、突出部５５が長孔５３Ａの下縁部に当接することで、基部５１は支持部５３に支
持される。これにより、第二装飾体５０は下降位置にて支持部材１２０によって支持され
る。突出部５５は長孔５３Ａに沿ってスライド可能である。当接部５１Ａは、基部５１の
底面部にて平板状に形成される。当接部５１Ａは第一規制部４５の前端部の上方に位置す
る（図７参照）。
【００３８】
　また、基部５１の背面部の左右方向略中央部は、スライドレール１２９に固定される。
これにより、第二装飾体５０は上下方向に往復移動自在である。尚、第二装飾体５０の可
動領域は、第一装飾体４０の可動領域の上側部と前後方向に重なる（図７参照）。また、
基部５１の上端部には第二規制部５２が設けられる。第二規制部５２は、基部５１から前
方へ向かって突出する。第二規制部５２は平面視で略矩形状の板状部材である。
【００３９】
　図５に示すように、第三装飾体６０は正面視で略逆三角形状の板状部材である。第三装
飾体６０は、第一装飾体４０の後側、且つ第二装飾体５０の前側に配置される（図７参照
）。第三装飾体６０の上端部６０Ａには、当接部６１と、二つのストッパー部６２と、二
つのスライド部６３とが設けられる。当接部６１は、上端部６０Ａの左右方向略中央部か
ら後方へ向かって突出する平面視で略矩形状の板状部材である。当接部６１の前端部は、
第二規制部５２の上方に位置する（図７参照）。二つのストッパー部６２は、各々、上端
部６０Ａの左右両端部から後方へ向かって突出する平面視で略矩形状の板状である。二つ
のストッパー部６２は、各々、二つの収容部１２７に前方から進入している。二つのスト
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ッパー部６２が、下壁部１２５Ａと上方から当接することで、第三装飾体６０は下降位置
にて支持部材１２０によって支持される。
【００４０】
　二つのスライド部６３は、各々、二つのストッパー部６２と当接部６１との間に設けら
れる。二つのスライド部６３は、上端部６０Ａから後方へ向かって突出する正面視で上下
方向に長い長円状である。二つのスライド部６３は、各々、前方から貫通孔１２２Ａに挿
通された状態で、後方から取付部６３Ａ（図６参照）が固定される。これにより、スライ
ド部６３は、貫通孔１２２Ａに沿ってスライド可能である。つまり、第三装飾体６０は上
下方向に往復移動自在である。尚、第三装飾体６０の可動領域は、第一装飾体４０および
第二装飾体５０の可動領域の上側部と前後方向に重なる（図７参照）。
【００４１】
　次に、図７～図１２を参照し、演出装置３０が演出装飾体２０を上下動させる動作につ
いて説明する。尚、図７および図１２では演出装飾体２０を簡略化して図示している。ま
た、図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、および（ｄ）は、各々、図８、図９、図１０、および
図１１に対応する。同様に、図１２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、および（ｄ）は、各々、図
１１、図１０、図９、および図８に対応する。
【００４２】
　まず、演出装置３０が第一状態から第二状態へ変化する場合について説明する。図７お
よび図８に示すように、右側モータ７９（図２参照）がギア７９Ａを逆転方向に回転させ
、左側モータ９９（図２参照）がギア９９Ａを正転方向に回転させる。ここで、正転方向
とは、モータの出力軸側（本実施形態では演出装置３０の背面側と同じ）からみて出力軸
を中心とした時計回り方向をいい、逆転方向とは正転方向と反対の方向をいう。
【００４３】
　ギア７９Ａが回転することで右側移動ラック９２は上方へ移動し、ギア９９Ａ、ギア１
０６，１０７が回転することで左側移動ラック１１２は上方へ移動する。右側移動ラック
９２が上方へ移動することで、支持軸９４および軸部９５は、各々、丸孔４３Ａの上縁部
および長孔４３Ｂの上縁部を介して、右側板状部４３を上方へ移動させる。同時に、左側
移動ラック１１２が上方へ移動することで、突出部１１４，１１５は、各々、上側貫通孔
４４Ａの上縁部および下側貫通孔４４Ｂの上縁部を介して、左側板状部４４を上方へ移動
させる。右側板状部４３および左側板状部４４は、互いの位置関係を一定に保ったまま、
連動して上方へ移動する。この結果、第一装飾体４０は、適正姿勢を保ったまま移動する
。このようにして、第一装飾体４０は、支持軸９４、軸部９５、および突出部１１４，１
１５によって支持されながら、下降位置から上方へ移動する（図７（ａ）、（ｂ）参照）
。
【００４４】
　図７（ｂ）および図９に示すように、第一装飾体４０が、下降位置にある第二装飾体５
０の前方まで移動すると、第一規制部４５が当接部５１Ａと下方から当接する。言い換え
ると、第一装飾体４０が、第二装飾体５０と前後方向に重なる位置まで移動すると、第一
規制部４５が第二装飾体５０と下方から接触する。これにより、第二装飾体５０は、第一
規制部４５によって支持され、下方向への移動が制限される。そして、第一装飾体４０が
上方へさらに移動することで、第二装飾体５０は、第一規制部４５によって上方へ移動さ
せられる。尚、この場合、突出部５５（図６参照）が長孔５３Ａ（図６参照）の下縁部か
ら上方へ離間し、長孔５３Ａに沿って移動する。その後、突出部５５が長孔５３Ａの上縁
部に下方から当接し、さらに上方へ移動する。これにより、支持部５３（図６参照）は長
孔１２３Ｂに沿って上方へ移動させられる。この結果、第二装飾体５０は、第一装飾体４
０と前後方向に重なる状態で、スライドレール１２９に沿って上方へ移動する。
【００４５】
　図７（ｃ）および図１０に示すように、第二装飾体５０の下側部が、下降位置にある第
三装飾体６０の後方まで移動すると、第二規制部５２が当接部６１と下方から当接する。
言い換えると、第二装飾体５０が第三装飾体６０と前後方向に重なる位置まで移動すると
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、第二規制部５２が第三装飾体６０と下方から接触する。これにより、第三装飾体６０は
、第二規制部５２によって支持され、下方向への移動が制限される。そして、第一装飾体
４０および第二装飾体５０が上方へさらに移動することで、第三装飾体６０は第二規制部
５２によって上方へ移動させられる。この結果、第三装飾体６０は、第二装飾体５０と前
後方向に重なる状態で、二つの貫通孔１２２Ａに沿って上方へ移動する。
【００４６】
　図７（ｄ）および図１１に示すように、演出装飾体２０が上昇位置に到達すると、右側
モータ７９（図２参照）および左側モータ９９（図２参照）は、駆動を停止する。これに
より、演出装飾体２０は上昇位置へと到達する。演出装置３０は、第一装飾体４０、第二
装飾体５０、および第三装飾体６０が前後方向に重なる状態で、演出装飾体２０を上昇位
置にて収容し、第一状態から第二状態へ変化できる。尚、上昇位置へ移動した演出装飾体
２０は、表示画面８Ａ（図１参照）よりも上側に位置する。
【００４７】
　ここで、第一装飾体４０、第二装飾体５０、および第三装飾体６０が前後方向に重なっ
ているので、第二状態となった演出装飾体２０の上下方向における長さは短くなる。従っ
て、演出装飾体２０を収容するスペースは縮小化される。
【００４８】
　次に、図８～図１２を参照し、演出装置３０が第二状態から第一状態へ変化する場合に
ついて説明する。図１１および図１２（ａ）に示すように、まず、右側モータ７９（図２
参照）がギア７９Ａを正転方向に回転させ、左側モータ９９（図２参照）がギア９９Ａを
逆転方向に回転させる。これにより、第一装飾体４０は、支持軸９４、軸部９５、および
突出部１１４，１１５によって支持されながら、適正姿勢を保ったまま上昇位置から下方
へ移動する。第一装飾体４０が下方へ移動することで、上昇位置にある第二装飾体５０は
、当接部５１Ａが第一規制部４５に当接する状態のまま、自重により下方へ移動する。
【００４９】
　また、第二装飾体５０が自重により下方へ移動することで、上昇位置にある第三装飾体
６０は、当接部６１が第二規制部５２と当接する状態のまま、自重により下方へ移動する
。
【００５０】
　図１０および図１２（ｂ）に示すように、演出装飾体２０が下方へ移動することで、ス
トッパー部６２が下壁部１２５Ａと上方から当接し、第三装飾体６０は下降位置に到達す
る。第二装飾体５０が第一装飾体４０と共にさらに下方へ移動することで、第二規制部５
２は当接部６１から離間する（図１２（ｂ）、（ｃ）参照）。そして下方へ移動する突出
部５３Ｂが、長孔１２３Ｂの下縁部と上方から当接した後、突出部５５は長孔５３Ａの上
縁部から離間して下方へ移動する（図６参照）。
【００５１】
　図９および図１２（ｃ）に示すように、第一装飾体４０および第二装飾体５０がさらに
下方へ移動すると、突出部５５が長孔５３Ａの下縁部に上方から当接する（図６参照）。
これにより、第二装飾体５０は下降位置に到達する。
【００５２】
　図８および図１２（ｄ）に示すように、第一装飾体４０がさらに下方へ移動すると、第
一規制部４５は当接部５１Ａから離間する。その後、第一装飾体４０は下降位置に到達し
、右側モータ７９（図２参照）および左側モータ９９（図２参照）は駆動を停止する。こ
れにより、演出装飾体２０は上昇位置から下降位置へ移動し、演出装置３０は第二状態か
ら第一状態へ変化できる。
【００５３】
　ここで、下降位置へと移動した第一装飾体４０、第二装飾体５０、および第三装飾体６
０は、表示画面８Ａ（図１参照）の略半分以上と正面視で重なる。表示画面８Ａよりも上
側にあった演出装飾体２０が下降位置へと移動することで、表示画面８Ａの視認のし易さ
が大きく変化する。従って、パチンコ機１は、表示画面８Ａの前方でなされる視覚的な演
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出のインパクトを強くできる。
【００５４】
　また、第二装飾体５０は、第一装飾体４０によって上方へ移動させられ、自重により下
方へ移動する。同様に、第三装飾体６０は、第二装飾体５０によって上方へ移動させられ
、自重により下方へ移動する。従って、演出装置３０は、第二装飾体５０および第三装飾
体６０を上下動させるために、右側モータ７９および左側モータ９９以外の駆動源を備え
る必要がない。よって、演出装置３０の大型化は抑制される。また、演出装置３０は複数
の装飾体を上下動させるので、遊技内容を多様化できる。
【００５５】
　次に、図１３を参照し、第一装飾体４０が適正姿勢から傾斜姿勢へ変化する場合につい
て説明する。第一装飾体４０は、適正姿勢を保ったまま原則上下動する。しかしながら、
右側モータ７９の駆動力が右側歯部９３へ伝達するまでの時間と、左側モータ９９の駆動
力が左側歯部１１３へ伝達するまでの時間とに大きな差異が生じる場合がある。この場合
、右側板状部４３と左側板状部４４とが互いに連動せずに上下動してしまい、上下方向に
おける互いの位置関係が変化してしまう。その結果、第一装飾体４０は適正姿勢から傾斜
姿勢へ変化する。この他に、左側モータ９９および右側モータ７９の一方の故障または誤
作動等により、右側板状部４３と左側板状部４４とが互いに連動しない場合にも、第一装
飾体４０は傾斜姿勢へ変化する。
【００５６】
　図１３に示すように、丸孔４３Ａの中心位置が上側貫通孔４４Ａの中心位置よりも下方
へ移動する程度に、右側板状部４３が左側板状部４４よりも下方へ移動する場合、第一装
飾体４０は、支持軸９４を中心に正面視で時計回り方向へ揺動する。第一装飾体４０の揺
動に伴って、長孔４３Ｂは軸部９５に対して左方向へ移動し、上側貫通孔４４Ａは突出部
１１４に対して右方向へ移動し、下側貫通孔４４Ｂは突出部１１５に対して左方向へ移動
する。これにより、第一装飾体４０は、右側板状部４３が左側板状部４４よりも下側とな
るように傾斜できる。
【００５７】
　従って、右側板状部４３と左側板状部４４との上下方向における位置関係が変化する場
合であっても、第一装飾体４０は歪むことなく、傾斜姿勢のまま上下方向に往復移動でき
る。尚、第一装飾体４０が支持軸９４を中心に正面視で反時計回り方向へ揺動する場合も
、長孔４３Ｂ、上側貫通孔４４Ａ、および下側貫通孔４４Ｂは、各々、軸部９５、突出部
１１４，１１５に対して左右方向に移動する。
【００５８】
　ここで、適正姿勢であった第一装飾体４０が丸孔４３Ａを中心に揺動可能な角度の範囲
について説明する。上側貫通孔４４Ａが丸孔４３Ａの左方に位置し、長孔４３Ｂが丸孔４
３Ａの下方に位置する。このため、第一装飾体４０が丸孔４３Ａを中心に揺動する角度で
ある揺動角度θが比較的小さい場合、長孔４３Ｂの方が上側貫通孔４４Ａよりも、丸孔４
３Ａに近接するにも関わらず、長孔４３Ｂの左右方向における移動量は、上側貫通孔４４
Ａの左右方向における移動量を上回る。この場合であっても、長孔４３Ｂの長手方向にお
ける長さが、上側貫通孔４４Ａの長手方向における長さよりも長いので、揺動角度θが比
較的小さいときに、軸部９５が長孔４３Ｂの周縁部に当接し第一装飾体４０の揺動が制限
されることはない。従って、演出装置３０は、第一装飾体４０の揺動可能な角度の範囲を
大きくできる。よって、演出装置３０は、右側板状部４３と左側板状部４４との上下方向
における位置関係の変化に対する許容度を向上できる。それ故、演出装置３０は、第一装
飾体４０の往復移動をさらに安定化できる。
【００５９】
　また、下側貫通孔４４Ｂは、上側貫通孔４４Ａよりも丸孔４３Ａから離間している。従
って、第一装飾体４０が揺動する場合の下側貫通孔４４Ｂの左右方向における移動量は、
上側貫通孔４４Ａの左右方向における移動量を上回る。この場合であっても、下側貫通孔
４４Ｂの長手方向における長さが、上側貫通孔４４Ａの長手方向における長さよりも長い
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ので、演出装置３０は、第一装飾体４０の揺動可能な角度の範囲をさらに大きくできる。
よって、演出装置３０は、右側板状部４３と左側板状部４４との上下方向における位置関
係の変化に対する許容度をさらに向上できる。それ故、演出装置３０は、第一装飾体４０
の往復移動をさらに安定化できる。
【００６０】
　以上説明したように、第一装飾体４０は、支持軸９４、軸部９５、および突出部１１４
，１１５によって支持された状態で、上下方向に往復移動する。第一装飾体４０の自重が
大きくなる場合であっても、演出装置３０にかかる負荷は、支持軸９４、軸部９５、およ
び突出部１１４，１１５に分散される。よって、演出装置３０は、往復移動する第一装飾
体４０に対する耐荷重性を向上できる。
【００６１】
　また、右側板状部４３と左側板状部４４との上下方向における位置関係が変化する場合
、第一装飾体４０は、支持軸９４を中心に揺動し、適正姿勢から傾斜姿勢へと変化する。
これにより、第一装飾体４０は、位置関係の変化に伴って歪むことはない。よって、演出
装置３０は、第一装飾体４０の往復移動を安定化できる。
【００６２】
　また、演出装置３０は、第一装飾体４０に加えて第二装飾体５０を上下動させる。従っ
て、演出装置３０は遊技内容を多様化できる。また、演出装置３０は、第一装飾体４０お
よび第二装飾体５０を前後方向に重なる状態で、上昇位置にて収容できる。従って、第一
装飾体４０および第二装飾体５０を収容するスペースは縮小化される。以上より、演出装
置３０は、第一装飾体４０および第二装飾体５０を収容するスペースを縮小化しつつ、遊
技内容を多様化できる。
【００６３】
　また、演出装置３０は、第一装飾体４０および第二装飾体５０に加えて、第三装飾体６
０を上下動させる。従って、演出装置３０は遊技内容をさらに多様化できる。また、演出
装置３０は、第一装飾体４０、第二装飾体５０、および第三装飾体６０が前後方向に重な
る状態で、演出装飾体２０を上昇位置にて収容できる。従って、演出装飾体２０を収容す
るスペースは縮小化される。以上より、演出装置３０は、演出装飾体２０を収容するスペ
ースを縮小化しつつ、遊技内容をさらに多様化できる。
【００６４】
　なお、上記実施形態において、パチンコ機１が本発明の「遊技機」に相当し、右側モー
タ７９が本発明の「第一駆動源」に相当し、左側モータ９９が本発明の「第二駆動源」に
相当し、右側移動ラック９２が本発明の「第一移動部」に相当し、左側移動ラック１１２
が本発明の「第二移動部」に相当し、左右方向が本発明の「所定方向」に相当し、前後方
向が本発明の「直交方向」に相当する。
【００６５】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内
での変更が可能である。上記実施形態では、演出装置３０は、装飾体として第一装飾体４
０、第二装飾体５０、および第三装飾体６０の三つの装飾体を備えるが、これに限られな
い。例えば、演出装置３０は、第一装飾体４０だけを備えていてもよいし、第一装飾体４
０および第二装飾体５０だけを備えていてもよい。さらに、演出装置３０は、四つ以上の
装飾体を上下動させてもよい。
【００６６】
　また、上記実施形態では、支持軸９４、軸部９５、および突出部１１４，１１５は、前
後方向に延びるが、これに限られない。支持軸９４、軸部９５、および突出部１１４，１
１５の延設方向は、左右方向であってもよい。この場合、演出装置３０は、右側移動ラッ
ク９２および左側移動ラック１１２の代わりに、前側移動ラックおよび後側移動ラックを
備える。前側移動ラックおよび後側移動ラックは、各々、左側面視で上下方向に長い板状
部材であり、第一装飾体４０の前端部および後端部に設けられる。
【００６７】
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　また、上記実施形態では、丸孔４３Ａおよび長孔４３Ｂは右側板状部４３に設けられ、
支持軸９４および軸部９５は右側移動ラック９２に設けられるが、これに限られない。例
えば、丸孔４３Ａおよび長孔４３Ｂは右側移動ラック９２に設けられ、支持軸９４および
軸部９５は右側板状部４３に設けられてもよい。同様に、上側貫通孔４４Ａおよび下側貫
通孔４４Ｂは左側移動ラック１１２に設けられ、突出部１１４，１１５は左側板状部４４
に設けられてもよい。
【００６８】
　上記実施形態では、丸孔４３Ａと上側貫通孔４４Ａが同じ高さ位置に配置され、長孔４
３Ｂが丸孔４３Ａよりも下側且つ下側貫通孔４４Ｂの上側に配置され、下側貫通孔４４Ｂ
がこれら四つの貫通孔のうち最も下側に配置されているが、これに限られない。例えば、
四つの貫通孔のうち、丸孔４３Ａが上下方向において最も低い位置に配置されていてもよ
いし、長孔４３Ｂが最も低い位置に配置されていてもよい。また、上側貫通孔４４Ａおよ
び下側貫通孔４４Ｂが、丸孔４３Ａよりも上側に配置されていてもよい。
【００６９】
　また、上記実施形態では、長手方向における長さが、上側貫通孔４４Ａ、長孔４３Ｂ、
および下側貫通孔４４Ｂの順に長くなるが、これに限られない。長手方向における長さの
順番は、どのような順番であってもよい。例えば、長手方向における長さが、下側貫通孔
４４Ｂ、長孔４３Ｂ、および上側貫通孔４４Ａの順で長くなってもよい。
【００７０】
　また、上記実施形態では、第一装飾体４０、第三装飾体６０、および第二装飾体５０の
順に、前側から後側へ配置されているが、これに限られない。これら三つの装飾体の配置
関係は如何様にも変形可能である。例えば、第二装飾体５０、第一装飾体４０、および第
三装飾体６０の順に前側から後側へ配置されてもよい。この場合、第一装飾体４０に設け
られる第一規制部４５は、第二装飾体５０が配置される前側へ向かって突出し、第二装飾
体５０に設けられる第二規制部５２は、第三装飾体６０が配置される後側へ向かって突出
する。
【００７１】
　また、上記実施形態では、第一規制部４５および第二規制部５２は、板状部材であるが
、これに限られない。第一規制部４５および第二規制部５２は、円柱状、角筒状、立方体
状、又は多角柱状等、どのような形状であってもよい
【００７２】
　また、上記実施形態では、第一規制部４５は第一装飾体４０の下端部から後方へ向けて
延びるが、これに限られない。例えば、第一規制部４５は、第一装飾体４０の下端部から
、後方斜め下方へ向けて延びてもよいし、後方斜め上方へ向けて延びてもよい。同様に、
第二規制部５２は、第二装飾体５０の上端部から前方斜め下方へ向けて延びていてもよい
し、前方斜め上方へ延びていてもよい。
【００７３】
　また、上記実施形態では、第一規制部４５は、第一装飾体４０の左右方向略中央部に設
けられるが、これに限られない。例えば、第一規制部４５は、第一装飾体４０の左右方向
両端部に各々設けられてもよいし、いずれか一方にのみ設けられてもよい。同様に、第二
規制部５２は、第二装飾体５０の左右方向両端部に各々設けられてもよいし、いずれか一
方にのみ設けられてもよい。
【００７４】
　また、上記実施形態では、第一規制部４５および第二規制部５２は、各々、第一装飾体
４０および第二装飾体５０に設けられるが、これに限られない。以下、図１４を参照し、
変形例に係る演出装飾体１５０について説明する。図１４に示す演出装飾体１５０は、図
７（ａ）に示す演出装飾体２０に対応する。演出装飾体１５０は、第一装飾体１１０と、
第二装飾体２２０と、第三装飾体３３０とを備える。第二装飾体２２０は第一装飾体１１
０の後側に配置され、第三装飾体３３０は第一装飾体１１０よりも前側に配置される。第
二装飾体２２０の上下方向略中央部には、前方へ向かって突出する第一規制部２２１が設
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は第一装飾体１１０の上方に位置する。第三装飾体３３０の上端部には、後方へ向かって
突出する第二規制部３３２が設けられる。第二規制部３３２は、上方へ向かって緩やかに
湾曲している。第二規制部３３２の先端部（後端部）は、第二装飾体２２０の上方に位置
する。この場合、第一装飾体１１０は、上方へ移動する場合に第一規制部２２１と下方か
ら当接し、第二装飾体２２０を上方へ移動させる。そして、上方へ移動する第二装飾体２
２０が第二規制部３３２と下方から当接することで、第三装飾体３３０は上方へ移動させ
られる。
【００７５】
　また、上記例示した各要素に限らず、請求項、明細書および図面に記載される全ての要
素は、個数を意識的に限定する明確な記載がない限り、単一であっても複数であってもよ
く、適宜配置の変更が行われてもよい。また、前記要素につけられた名称（要素名）は、
単に本件の記載のために便宜上付与したにすぎないものであり、それによって特別な意味
が生じることを特に意識したものではない。従って、要素名のみによって要素が何である
かが限定解釈されるものではない。更には、請求項、明細書および図面に記載される要素
を各々別体で構成するか、適宜一体的に構成するか、或いはひとつの要素を複数の要素に
分けて構成するかは、当業者であれば何れも容易に考えられる事項である。従って、その
範囲内での構成上の差異を有する遊技機を、実施例に記載がされていないからといって採
用することのみでは、本発明に係る権利を回避したことにはならない。その他、各要素の
構成や形状等における、本実施例から当業者であれば容易に考えられる自明な範囲の差異
についても同様である。
【符号の説明】
【００７６】
１　　　パチンコ機
３０　　演出装置
４０，１１０　第一装飾体
４３Ａ　丸孔
４３Ｂ　長孔
４５，２２１　第一規制部
５０，２２０　第二装飾体
５２，３３２　第二規制部
６０，３３０　第三装飾体
７９　　右側モータ
９２　　右側移動ラック
９４　　支持軸
９５　　軸部
９９　　左側モータ
１１２　左側移動ラック
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