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(57)【要約】
　　【課題】第１画像表示手段側と第２画像表示手段側
との表示画像を組み合わせて演出できるようにする。
　　【解決手段】第１画像表示手段１９と第２画像表示
手段２０とを備える。第２画像表示手段２０は第１画像
表示手段１９の第１画像表示部２８の前側の演出位置Ａ
と、この演出位置Ａから側方に外れた待機位置Ｂとの間
で移動可能である。第２画像表示手段２０は待機位置Ｂ
では第２画像表示手段２０の一部が第１画像表示部２８
の前側に重なるか、第２画像表示手段２０が第１画像表
示部２８よりも外側に外れて、その第１画像表示手段１
９の前飾り枠３１の前側に重なる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１画像表示手段と第２画像表示手段とを備えた遊技機において、前記第１画像表示手
段の第１画像表示部の前側の演出位置と、該演出位置から外れた待機位置との間で移動可
能に前記第２画像表示手段を備えたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第２画像表示手段は前記待機位置では前記第１画像表示手段の内側へと前内向きに
傾斜する内向き姿勢であることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第２画像表示手段は前記演出位置では前向き姿勢であることを特徴とする請求項１
又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記待機位置は前記第２画像表示手段の一部が前記第１画像表示部の前側に重なるか、
又は前記第２画像表示手段が前記第１画像表示部よりも外側に外れて該第１画像表示手段
の支持枠の前側に重なり、且つ該第２画像表示手段の表示画像を視認可能な位置であるこ
とを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の遊技機。
【請求項５】
　前記待機位置と前記演出位置との間で前記第２画像表示手段を移動させる駆動手段と、
該駆動手段と協働して前記第２画像表示手段を前記両位置間で案内しながら前記待機位置
での前記第１画像表示手段の内側へと前内向きに傾斜する内向き姿勢と前記演出位置での
前向き姿勢との間で前記第２画像表示手段の姿勢を変化させる案内手段とを備えたことを
特徴とする請求項１～４の何れかに記載の遊技機。
【請求項６】
　前記駆動手段は先端部が前記第２画像表示手段に連結され且つ前記待機位置の後方で前
記第２画像表示手段の移動方向と略直交する方向の枢支軸廻りに揺動自在に設けられた揺
動アームと、該揺動アームを前記枢支軸廻りに往復駆動する駆動源とを有し、前記案内手
段は固定側に設けられた前記移動方向の案内部と、該案内部により移動方向に案内され且
つ前記第２画像表示手段を前記枢支軸と平行な軸心廻りに揺動自在に支持する被案内部と
を有することを特徴とする請求項５に記載の遊技機。
【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、スロットマシン等の遊技機に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　例えばパチンコ機等の弾球遊技機において、遊技盤の前面の遊技領域の略中央に大型の
第１画像表示手段を装着し、この第１画像表示手段の一側部に縦軸廻りに反転可能に可動
演出役物を備え、その可動演出役物の一側面に小型の第２画像表示手段を装着したものが
提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　この可動演出役物は第２画像表示手段と牌形装飾表示手段とを表裏に備え、第１画像表
示手段の第１画像表示部の一側でその枠体に縦軸廻りに回動自在に枢支し、縦軸廻りに１
８０度回転させて第２画像表示手段と牌形装飾表示手段との何れかが前に向くようにして
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－８７６６４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の第２画像表示手段と牌形装飾表示手段とを表裏に備えた可動演出役物では、縦軸
廻りに１８０度回転させることにより第２画像表示手段と牌形装飾表示手段との何れかを
選択できるとはいうものの、第２画像表示手段を見た場合、第２画像表示手段が第１画像
表示部の側方の定位置にあるため、第１画像表示手段に表示される演出画像と第２画像表
示手段に表示される演出画像との一体性を図り難いという問題がある。
【０００６】
　即ち、第２画像表示部は第１画像表示部の側方の定位置に位置しており、その位置で前
後に反転するだけであるため、仮に第２画像表示部に第１画像表示部の演出画像と同期し
て演出画像を表示した場合でも、第１画像表示部の演出画像と第２画像表示部の演出画像
とを組み合わせて演出を行うようなことはできない。
【０００７】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑み、第２画像表示手段の移動を演出要素に採用
できると共に、第１画像表示手段側と第２画像表示手段側との表示画像を組み合わせて演
出できる遊技機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】
【０００８】
　本発明は、第１画像表示手段と第２画像表示手段とを備えた遊技機において、前記第１
画像表示手段の第１画像表示部の前側の演出位置と、該演出位置から外れた待機位置との
間で移動可能に前記第２画像表示手段を備えたものである。
【０００９】
　前記第２画像表示手段は前記待機位置では前記第１画像表示手段の内側へと前内向きに
傾斜する内向き姿勢でもよいし、また前記第２画像表示手段は前記演出位置では前向き姿
勢でもよい。前記待機位置は前記第２画像表示手段の一部が前記第１画像表示部の前側に
重なり、又は前記第２画像表示手段が前記第１画像表示部よりも外側に外れて該第１画像
表示部の支持枠の前側に重なり、且つ該第２画像表示手段の表示画像を視認可能な位置で
もよい。
【００１０】
　前記待機位置と前記演出位置との間で前記第２画像表示手段を移動させる駆動手段と、
該駆動手段と協働して前記第２画像表示手段を前記両位置間で案内しながら前記待機位置
での前記第１画像表示手段の内側へと前内向きに傾斜する内向き姿勢と前記演出位置での
前向き姿勢との間で前記第２画像表示手段の姿勢を変化させる案内手段とを備えてもよい
。
【００１１】
　前記駆動手段は先端部が前記第２画像表示手段に連結され且つ前記待機位置の後方で前
記第２画像表示手段の移動方向と略直交する方向の枢支軸廻りに揺動自在に設けられた揺
動アームと、該揺動アームを前記枢支軸廻りに往復駆動する駆動源とを有し、前記案内手
段は固定側に設けられた前記移動方向の案内部と、該案内部により移動方向に案内され且
つ前記第２画像表示手段を前記枢支軸と平行な軸心廻りに揺動自在に支持する被案内部と
を有するものでもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、第２画像表示手段の移動を演出要素に採用できると共に、第１画像表
示手段側と第２画像表示手段側との表示画像を組み合わせて演出できる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態を例示するパチンコ機の正面図である。
【図２】同画像表示手段の平面断面図である。
【図３】同第１画像表示手段の側部の前飾り板部分の正面図である。
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【図４】同第２画像表示手段の拡大平面断面図である。
【図５】同第２画像表示手段の一部破断正面図である。
【図６】同第２画像表示手段の一部破断側面図である。
【図７】同第２画像表示手段の背面図である。
【図８】同第２画像表示手段の斜視図である。
【図９】同止め具の断面図である。
【図１０】同第２画像表示手段の待機状態の平面断面図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態を例示する画像表示手段の平面断面図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態を例示する画像表示手段の平面断面図である。
【図１３】本発明の第４の実施形態を例示する画像表示手段の側面断面図である。
【図１４】本発明の第５の実施形態を例示する止め具部分の側面断面図である。
【図１５】同一部破断側面図である。
【図１６】本発明の第６の実施形態を例示する止め具部分の側面断面図である。
【図１７】同一部破断側面図である。
【図１８】本発明の第７の実施形態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の各実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１０は本発明をパチン
コ機に採用した第１の実施形態を例示する。パチンコ機１は、図１に示すように、矩形状
の外枠２と、この外枠２の前側にヒンジ３により縦軸廻りに開閉自在に枢着された前枠４
とを備えている。前枠４の前側にはガラス扉５と前面板６とが上下に配置され、前枠４に
対してヒンジ３と同じ側のヒンジ７により縦軸廻りに開閉自在に枢支されている。
【００１５】
　前面板６の前側には、発射用の遊技球を貯留する球供給皿８と、余剰球を貯留する球受
け皿９とが上下に配置され、その側方に遊技球を発射する発射手段（図示省略）の発射ハ
ンドル１０が設けられている。球供給皿８、球受け皿９は前面板６に装着され、前側から
上部皿カバー１２、下部皿カバー１３により覆われている。
【００１６】
　上部皿カバー１２の前中央部には、前斜め上向きに操作ボタン兼用の回転演出手段１４
が配置され、その左側にチャンスボタン１５が配置されている。ガラス扉５の裏側には、
このガラス扉５に対応するように前枠４に遊技盤１６が着脱自在に装着されている。
【００１７】
　遊技盤１６の前面には、図１に示すように、発射手段から発射された遊技球を案内する
ガイドレール１７が略円弧状に配置されると共に、そのガイドレール１７の内側の遊技領
域１８に第１画像表示手段１９、第２画像表示手段２０、普通図柄始動手段２１、特別図
柄始動手段２２、可変入賞手段２３、普通入賞口２４、普通図柄表示手段２５、特別図柄
表示手段２６等の各種の遊技部品が配置され、最下部にアウト球を裏側へと案内するアウ
ト口２７が設けられている。
【００１８】
　ガイドレール１７は外レール１７ａと内レール１７ｂとを有する。第１画像表示手段１
９は遊技領域１８の左右方向の略中央の上部に配置され、第２画像表示手段２０は第１画
像表示手段１９の前一側部に配置され、演出位置Ａと待機位置Ｂとの間で移動可能に設け
られている。特別図柄始動手段２２と可変入賞手段２３は第１画像表示手段１９の下側に
上下に配置されている。普通入賞口２４は左右に隣り合って配置され、可変入賞手段２３
の左右両側に設けられている。特別図柄始動手段２２は非開閉式入賞口２２ａと開閉式入
賞口２２ｂとを有する。普通図柄始動手段２１は第１画像表示手段１９とガイドレール１
７との間に配置されている。
【００１９】
　第１画像表示手段１９は、図１、図２に示すように、液晶式等の第１画像表示部２８と
、第１画像表示部２８を支持し且つ遊技盤１６の裏面に装着された装着枠２９と、第１画
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像表示部２８に対応する表示窓３０を有し且つ遊技盤１６の前面に装着された前飾り枠３
１とを備えている。前飾り枠３１は遊技盤１６の前面に当接する取り付け板３２と、この
取り付け板３２の内周側から後方に延びて第１画像表示部２８の外周部から前側を覆う前
飾り板３３と、第１画像表示部２８の上部から左右両側部に跨がって取り付け板３２の前
面に配置され且つ遊技盤１６から前側に突出する突出部３４を備えている。第１画像表示
手段１９の前飾り枠３１、取り分けその前飾り板３３の前側に、第２画像表示手段２０が
配置されている（図１、図２参照）。
【００２０】
　普通図柄表示手段２５、特別図柄表示手段２６は突出部３４の上部側の前面に装着され
ている。普通図柄表示手段２５は普通図柄を変動表示するためのもので、複数種類の普通
図柄（例えば２種類の「○」「×」）に対応する複数個の発光素子により構成されており
、普通図柄始動手段２１が遊技球を検出することを条件に２個の発光素子が交互に点灯す
るように所定時間点滅して、普通図柄始動手段２１の遊技球の検出時に抽選した乱数値が
予め定められた当たり判定値と一致した場合に当たり態様の「○」側の発光素子が点灯し
、それ以外の場合に外れ態様の「×」側の発光素子が点灯して停止する。なお、変動後の
普通図柄は１／１０程度の所定の確率で当たり態様となる。
【００２１】
　特別図柄表示手段２６は発光部位の変化等で特別図柄を変動表示可能なセグメント式等
により構成されており、特別図柄始動手段２２が遊技球を検出することを条件に、特別図
柄が所定時間変動して、特別図柄始動手段２２の遊技球の検出時に抽選された乱数値が予
め定められた大当たり判定値と一致した場合に所定の大当たり態様で、それ以外の場合に
外れ態様で停止するようになっている。
【００２２】
　特別図柄始動手段２２の開閉式入賞口２２ｂは、普通図柄表示手段２５の変動後の停止
図柄が当たり態様となったときに所定時間（短時間）だけ開放するようになっている。可
変入賞手段２３は開閉板２３ａを有し、特別図柄表示手段２６の変動後の特別図柄が大当
たり態様となって特別遊技状態が発生したときに開閉板２３ａが前側に開放して、上方か
ら落下する遊技球を入賞させるようになっている。特別遊技状態中は開閉板２３ａの開放
から所定時間（例えば３０秒程度）が経過するか、その間に所定数（例えば１０個）の遊
技球が入賞したときに開閉板２３ａを閉じる動作を１ラウンドとし、この動作を所定回数
（例えば１６ラウンド）継続するようになっている。
【００２３】
　第１画像表示部２８は特別図柄表示手段２６の特別図柄に対応する演出図柄３５ａ～３
５ｃの変動表示、回転演出手段１４の操作指示画像３６を表示する操作指示等、遊技の進
行に従って適宜タイミングで各種の演出画像を随時表示するものである。即ち、特別図柄
表示手段２６の特別図柄の変動に際しては、その特別図柄の変動に同期して１個又は複数
個、例えば３個の演出図柄３５ａ～３５ｃが第１画像表示部２８に変動表示される。この
とき演出図柄３５ａ～３５ｃは特別図柄始動手段２２の遊技球の検出を条件に、抽選によ
り決定された所定の演出図柄変動パターンを経て所定時間変動した後、特別図柄の変動終
了に同期して所定の順序（例えば左、右、中等の順序）で順次停止する。
【００２４】
　演出図柄３５ａ～３５ｃの変動後の停止図柄は、特別図柄が大当たり態様で停止する場
合には全てが揃う大当たり演出態様となり、特別図柄が外れ態様で停止する場合には少な
くとも一部が異なる外れ演出態様となる。
【００２５】
　例えば、演出図柄３５ａ～３５ｃには０～９までの数字図柄が使用されており、特別図
柄が大当たり態様で停止する場合には演出図柄３５ａ～３５ｃは「７・７・７」等の大当
たり演出態様で停止し、特別図柄が外れ態様で停止する場合には演出図柄３５ａ～３５ｃ
は「２・４・５」等の外れ演出態様で停止する。
【００２６】
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　回転演出手段１４の操作指示に際しては、変動後の特別図柄が大当たり態様となる信頼
度の高い演出図柄変動パターンを抽選したとき等、遊技者に対して期待感を抱かせる所定
の遊技状態、例えば１個の演出図柄３５ｂを除く２個の演出図柄３５ａ，３５ｃが同じと
なるリーチとなった場合に、第１画像表示部２８の所定箇所に回転演出手段１４の操作を
指示する操作指示画像３６が表示される。
【００２７】
　そして、例えば特別図始動手段２２が遊技球を検出したときに大当たりを抽選しており
、変動後の特別図柄が大当たり態様となった後に特別遊技状態が発生する場合には、その
操作指示画像３６に従って図柄変動中に適宜タイミングで回転演出手段１４の発光カバー
３７を押圧操作すれば、発光カバー３７内の発光部が回転しながら明滅発光する回転発光
状態となって、その後の大当たり態様での特別図柄の停止、及びこれに続く特別遊技状態
の発生を予告する。
【００２８】
　なお、回転演出手段１４は遊技者が操作するか否かに関係なく回転発光させてもよい。
また回転演出手段１４の回転発光中は、第１画像表示部２８に回転演出手段１４の回転発
光を示す演出画像を表示してもよい。
【００２９】
　第２画像表示手段２０（第１部材である可動部材）は可動演出役物を構成するものであ
って、図１、図２に示すように、第１画像表示部２８の左右方向の一側で前飾り板３３の
前側に配置され、駆動手段３９の駆動により、駆動手段３９と案内手段４０とが協働して
、第１画像表示部２８の前側に突出する演出位置Ａと、この演出位置Ａから側方に外れた
待機位置Ｂとの間で左右方向に移動可能である。
【００３０】
　第２画像表示手段２０は駆動手段３９と案内手段４０とにより、演出位置Ａでは第１画
像表示手段１９の前面（第１画像表示部２８の前面）と略平行な前向き姿勢（図４参照）
に保持され、また待機位置Ｂでは第１画像表示手段１９の内外方向の内側へと前内向きに
傾斜する内向き姿勢（図９参照）に保持されている。待機位置Ｂは第２画像表示手段２０
が第１画像表示部２８よりも外側に外れて第１画像表示部２８の装着枠２９の前側に重な
り且つ第２画像表示手段２０の表示画像を視認可能な位置となっている。なお、待機位置
Ｂは第２画像表示手段２０の一部が第１画像表示部２８の前側に重なるようにしてもよい
。
【００３１】
　第２画像表示手段２０は、図３～図８に示すように、収容ケース４１内に収容された第
２画像表示部４２を有する。第２画像表示部４２は縦長矩形状の透明な支持板４３と、こ
の支持板４３に対応して裏側に配置された液晶パネル等の縦長矩形状の表示素子３８と、
表示素子３８を裏側から保護する保護ケース４４と、支持板４３の裏側で第２画像表示部
４２の上下両側に配置された発光基板４５と、保護ケース４４の裏側に装着された中継基
板４６とを備えている。
【００３２】
　支持板４３は裏側に突出する外周壁４３ａと内周壁４３ｂとを有し、この内周壁４３ｂ
の内側が縦長状の画像表示領域となっている。表示素子３８は保護ケース４４に収容され
、画像表示領域に対応して支持板４３の裏側に保護ケース４４を介して取り付けられてい
る。発光基板４５は表示領域の上下両側で支持板４３の裏側に左右方向に配置され、左右
両端部の前面に発光ダイオード等の発光体が装着されている。各発光基板４５は支持板４
３と保護ケース４４との間で挟まれて固定されている。
【００３３】
　中継基板４６は、図４、図７、図８に示すように、保護ケース４４の裏側の略中央部に
、保護ケース４４との間に隙間を置いて略平行に装着されており、この中継基板４６に第
２画像表示部４２、発光基板４５がハーネス（図示省略）等を介して電気的に接続されて
いる。また中継基板４６の裏側にはコネクタ５３が装着され、このコネクタ５３にフラッ
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トケーブル４７が着脱自在に接続されている。
【００３４】
　フラットケーブル４７は、図４、図７、図８に示すように、保護ケース４４の裏側の止
め具４８を経て収容ケース４１の開口４１ａから裏側に引き出され、駆動手段３９、案内
手段４０等の取り付け台（第２部材である固定部材）４９の裏側の止め具５０を経て遊技
盤１６の裏側の演出制御基板（図示省略）等に着脱自在に接続されている。
【００３５】
　取り付け台４９は、図４～図８に示すように、第１画像表示部２８よりも外側で待機位
置Ｂの後方に配置された第１枠部５１と、第１枠部５１の下側から第１画像表示部２８の
前側へと横方向に延びる第２枠部５２とを有し、その第１枠部５１及び第２枠部５２の夫
々が前飾り枠３１の裏側に着脱自在に装着されている。第１枠部５１は前側が開放する平
面視略コ字状であって、後壁５１ａと左右一対の側壁５１ｂ，５１ｃとを有し、その後壁
５１ａの裏面に上下方向に配置された止め具５０によりフラットケーブル４７の中間部が
固定されている。第２枠部５２は第１画像表示部２８の下前側で前飾り板３３に設けられ
た平坦部３３ａの上面と略面一状に設けられている。
【００３６】
　なお、取り付け台４９は第１画像表示手段１９側に装着しておればよく、例えば装着枠
２９に装着してもよいし、装着枠２９と前飾り枠３１とに跨がって装着してもよい。装着
枠２９と前飾り枠３１とにより、第１画像表示手段１９の支持枠が構成されている。
【００３７】
　駆動手段３９は演出位置Ａと待機位置Ｂとの間で第２画像表示手段２０を移動させるも
ので、図４～図８に示すように、第１枠部５１内に上下方向に配置され且つ第１枠部５１
に回動自在に支持された枢支軸５４と、この枢支軸５４に固定された上下一対の揺動アー
ム５５と、第１枠部５１上に装着され且つ揺動アーム５５を枢支軸５４廻りに往復駆動す
る駆動モータ（駆動源）５６とを有する。
【００３８】
　各揺動アーム５５は支持板４３から裏側に突出する突出部５７の後端に枢支軸５４と略
平行な連結軸５８を介して連結されている。駆動モータ５６はステッピングモータ等によ
り構成され、第１枠部５１上に固定されている。駆動モータ５６の出力軸は枢支軸５４に
軸継手を介して連結されている。
【００３９】
　なお、第１枠部５１は第２画像表示手段２０の移動方向（左右方向）と略直交する方向
（上下方向）に配置され、第２枠部５２は第２画像表示手段２０の移動方向に沿う方向（
左右方向）に配置されている。枢支軸５４は第１枠部５１と同様、第２画像表示手段２０
の移動方向（左右方向）と略直交する方向（上下方向）に配置され、その両端部に一対の
揺動アーム５５が設けられている。下側の揺動アーム５５は第１枠部５１の受け面５１ｄ
により摺動自在に支持されている。
【００４０】
　案内手段４０は図４～図８に示すように、駆動手段３９と協働して第２画像表示手段２
０を両位置間で案内しながら、待機位置Ｂでの第１画像表示手段１９の内側へと前内向き
に傾斜する内向き姿勢と、演出位置Ａでの前向き姿勢との間で第２画像表示手段２０の姿
勢を変化させるもので、固定側である第２枠部５２に設けられた左右方向の案内部５９と
、この案内部５９により左右方向に案内され且つ第２画像表示手段２０を枢支軸５４と平
行な軸心廻りに揺動自在に支持する被案内部６０とを有する。第２枠部５２は略水平状に
設けられている。
【００４１】
　案内部５９は第２枠部５２に形成された左右方向の横案内溝（第１案内溝）５９ａと、
この横案内溝５９ａの外端から前外側へと斜め方向に傾斜状に形成された傾斜案内溝（第
２案内溝）５９ｂとを備えている。被案内部６０は支持板４３の幅方向の略中央近傍から
下方に突出する突出軸６０ａと、この突出軸６０ａに套嵌され且つ案内溝５９ａ，５９ｂ
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に摺動自在に嵌合する案内輪６０ｂを有する。
【００４２】
　なお、案内部５９は第２画像表示手段２０の前面に略沿って移動方向に配置されており
、その横案内溝（第１案内溝）５９ａは第２画像表示手段２０の前面と略平行であり、傾
斜案内溝（第２案内溝）５９ｂは横案内溝（第１案内溝）５９ａに対して前側に所定角度
傾斜して配置されている。突出軸６０ａは枢支軸５４と略平行である。
【００４３】
　第１枠部５１の後壁５１ａには、止め具５０とその内側の側壁５１ｂとの間に挿通孔６
２が形成され、フラットケーブル４７はその挿通孔６２に挿通され、側壁５１ｂとカバー
６３との間を経て挿通孔６４から前飾り板３３の前側に引き出されている。カバー６３は
枢支軸５４を覆うように第１枠部５１に着脱自在に固定されている。
【００４４】
　なお、第２画像表示手段２０、駆動手段３９、案内手段４０は取り付け台４９に設けら
れており、第２画像表示手段２０が前飾り板３３の開口６５に裏側から出退するように前
飾り枠３１の裏側に着脱自在に装着されている。なお、開口６５はフラットケーブル４７
用の挿通孔６４、揺動アーム５５用の挿通孔６６を有する閉塞板６７により塞がれている
。閉塞板６７は前飾り板３３の裏側に着脱自在に装着され、また挿通孔６４，６６はフラ
ットケーブル４７、揺動アーム５５に対応して左右方向の一端側から他端側へと切り欠き
形成されている。
【００４５】
　中継基板４６は第２画像表示部４２の左右方向の略中央か、又は略中央よりも若干取り
付け台４９と反対側に偏位して配置されている。コネクタ５３は中継基板４６の取り付け
台４９とは反対側の端部に上下方向に配置され、このコネクタ５３に取り付け台４９と反
対側からフラットケーブル４７が着脱自在に接続されている。止め具４８は中継基板４６
及びコネクタ５３に対して取り付け台４９とは反対側の近傍で保護ケース４４の裏側に枢
支軸５４と略平行に上下方向に配置され、上下両端に取り付け部６８を有し、その取り付
け部６８がフラットケーブル４７の幅方向の両側で保護ケース４４にネジ６９により着脱
自在に固定されている。
【００４６】
　フラットケーブル４７は取り付け台４９の止め具５０と第２画像表示部４２の止め具４
８との間で、第２画像表示手段２０の演出位置Ａと待機位置Ｂとの間での移動に必要な長
さを有し、両止め具４８，５０間で第２画像表示手段２０の移動方向に緩やかな蛇行状に
屈曲するようになっている。止め具４８は図４、図６～図９に示すように、枢支軸５４と
略平行な上下方向の略円柱状の本体部７０と、この本体部７０の両側に設けられた取り付
け部６８とを有し、その本体部７０にはフラットケーブル４７を保護ケース４４側に押え
る偏平状の押え部７１と、フラットケーブル４７の最小曲げ半径未満の屈曲を阻止する屈
曲阻止部７２とが設けられている。
【００４７】
　屈曲阻止部７２は押え部７１に対して取り付け台４９と反対側（移動方向の一側）から
、押え部７１に対して保護ケース４４と反対側（裏側）にわたって円弧状に形成され、そ
の半径はフラットケーブル４７の最小曲げ半径以上となっている。
【００４８】
　このような構成のパチンコ機において、遊技に際して発射手段により遊技盤１６の遊技
領域１８に遊技球を打ち込むと、その遊技球は遊技盤１６の前面に沿って遊技領域１８内
を落下する間に普通図柄始動手段２１を通過するか、普通入賞口２４、特別図柄始動手段
２２、可変入賞手段２３の何れかに入賞する。また普通入賞口２４等に入賞せずに落下し
た遊技球は、内レール１７ｂにより案内されてアウト口２７から排出されて行く。
【００４９】
　普通図柄始動手段２１が遊技球を検出すると、普通図柄表示手段２５の普通図柄が所定
時間変動し、その当たり態様、外れ態様の何れかで停止する。普通図柄が当たり態様であ
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れば、特別図柄始動手段２２の開閉式入賞口２２ｂが所定時間開放する。そして、特別図
柄始動手段２２の上下２個の入賞口２２ａ，２２ｂの何れかに遊技球が入賞すると、特別
図柄表示手段２６の特別図柄が所定時間変動し、またその特別図柄の変動に同期して第１
画像表示部２８の演出図柄３５ａ～３５ｃが所定の演出図柄変動パターンで変動する。
【００５０】
　第２画像表示手段２０は通常、図３、図１０に示すように待機位置Ｂで待機しており、
その第２画像表示部４２に第１画像表示部２８の演出画像と同期して適宜演出画像が表示
されている。なお、第２画像表示手段２０が待機位置Ｂにあるとき、止め具４８，５０間
のフラットケーブル４７は、前飾り板３３と第２画像表示手段２０との間で図１０に示す
ように屈曲している。
【００５１】
　特別図柄始動手段２２が遊技球を検出した際に、変動後の特別図柄が大当たり態様とな
って特別遊技状態が発生する大当たりを抽選していた場合には、例えば特別図柄の変動中
において、第１画像表示手段１９に表示される演出図柄３５ａ～３５ｃのうち２個の演出
図柄３５ａ，３５ｃが同じ図柄を表示するリーチになったときに、第２画像表示手段２０
が待機位置Ｂから第１画像表示部２８の前側の演出位置Ａへと移動して、変動表示中の１
個の演出図柄３５ｃを一時的に隠蔽する。これとは別に第１画像表示部２８に表示される
演出画像と同期して、その演出画像の一部と前後に重なるように第２画像表示部４２に演
出画像が表示され、両画像表示部２８，４２の演出画像の組み合わせにより一体感のある
画像演出を行う。
【００５２】
　次に第２画像表示手段２０は演出位置Ａから待機位置Ｂへと移動すると、第２画像表示
手段２０により隠蔽状態であった演出図柄３５ｃが第１画像表示部２８に現れ、また第２
画像表示手段２０により覆われていた第１画像表示部２８に、回転演出手段１４の操作を
指示する操作指示画像３６が第１画像表示手段１９に表示される。
【００５３】
　この操作指示画像３６の表示中に遊技者が適宜タイミングで回転演出手段１４を押圧操
作すれば、回転演出手段１４が赤色に回転発光して、その後に特別図柄が大当たり態様で
停止して特別遊技状態が発生することを予告する予告演出を行う。そして、特別図柄が大
当たり態様で停止した後に可変入賞手段２３が所定の開閉動作を行う大当たり遊技が発生
する。この大当たり遊技では、可変入賞手段２３の開閉板２３ａが前側に開放して、上方
から落下する遊技球を開閉板２３ａにより可変入賞手段２３内に案内するので、多数の遊
技球が入賞し易くなる。
【００５４】
　待機位置Ｂで待機中の第２画像表示手段２０には、その第２画像表示部４２に第１画像
表示部２８の演出画像と同期して演出画像が表示される。このとき第２画像表示手段２０
は待機位置Ｂでは内向き姿勢に保持されているため、遊技者はその第２画像表示部４２の
演出画像を無理なく容易に視認することができる。また第２画像表示手段２０は内向き姿
勢に傾斜しているため、正面に向けて配置する場合に比較して第２画像表示手段２０が専
有する左右の専有幅を狭くできる。従って、第１画像表示部２８の側方の少ないスペース
に、左右幅の大きい第２画像表示手段２０を配置することができる。
【００５５】
　第２画像表示手段２０は演出位置Ａでは第１画像表示部２８の前側で前向き姿勢にある
ため、第１画像表示部２８に表示される演出画像と同期して前後に重なるように第２画像
表示部４２に演出画像を表示することが可能であり、両画像表示手段１９，２０の表示画
像により一体感のある演出ができる等、両画像表示手段１９，２０の表示画像による演出
効果を向上せることができる。また第２画像表示手段２０は第１画像表示部２８の前側の
演出位置Ａと待機位置Ｂとの間で移動するため、第２画像表示手段２０を第１画像表示手
段１９の演出画像の一部を隠蔽する隠蔽手段として活用できることとなり、両画像表示手
段１９，２０の組み合わせ演出効果を更に向上させることができる。
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【００５６】
　第２画像表示手段２０の待機位置Ｂにおいて、駆動モータ５６に回転指令が入ると、揺
動アーム５５が枢支軸５４廻りに図９のａ矢示方向へと揺動するので、連結軸５８を介し
て第２画像表示手段２０に外力が加わり、被案内部６０が案内部５９により傾斜案内溝５
９ｂから横案内溝５９ａへと案内されて行く。このとき案内部５９に傾斜案内溝５９ｂが
あり、被案内部６０がその傾斜案内溝５９ｂに沿って移動し始めるため、駆動手段３９に
よる駆動開始時点の動きをスムーズにできる。
【００５７】
　また第２画像表示手段２０は連結軸５８、被案内部６０廻りに回動しながら、揺動アー
ム５５の揺動により連結軸５８が後方へと移動することにより、第２画像表示手段２０を
左右方向の少ない移動量で待機位置Ｂの内向き姿勢から演出位置Ａの前向き姿勢へと変化
させることができる。
【００５８】
　なお、演出位置Ａの第２画像表示手段２０を待機位置Ｂへと戻すときは駆動モータ５６
を逆転させて、揺動アーム５５を枢支軸５４廻りに図４のｂ矢示方向に揺動させればよい
。
【００５９】
　第２画像表示手段２０を第１画像表示手段１９に組み付ける場合には、前飾り板３３の
裏側から第２画像表示手段２０を開口６５に挿入して、その取り付け台４９を前飾り板３
３の裏側に固定する。このときフラットケーブル４７はその適当位置を止め具４８，５０
により第２画像表示部４２、第１枠部５１の裏側に予め固定しておいてもよいし、第２画
像表示部４２側の止め具４８によりフラットケーブル４７を固定しておき、取り付け台４
９の取り付け後に適当な余裕を持たせて止め具５０により第１枠部５１に固定してもよい
。
【００６０】
　このような組み立て作業において、例えばフラットケーブル４７を図４のｃ矢示方向に
誤って引っ張るようなことがあっても、フラットケーブル４７の導体の折損等を防止でき
る。即ち、フラットケーブル４７を固定する止め具４８には、押え部７１に連続して最小
曲げ半径以上の半径で円弧状に湾曲する屈曲阻止部７２があり、フラットケーブル４７を
図４のｃ矢示方向に引っ張っても、図３に二点鎖線で示すように屈曲阻止部７２に沿って
屈曲するだけである。このためフラットケーブル４７が最小曲げ半径未満に曲がることは
なく、フラットケーブル４７の導体の折損等を未然に防止することができる。
【００６１】
　図１１は本発明の第２の実施形態を例示する。この実施形態では、案内手段４０の案内
部５９を構成する案内溝５９ｃは、第１画像表示部２８の前面と略平行に左右方向に設け
られ、また被案内部６０は第２画像表示手段２０の端部に設けられている。他の構成は第
１の実施形態と同様である。
【００６２】
　このように構成すれば、揺動アーム５５の回動により第２画像表示手段２０を演出位置
Ａへと押圧するときの押圧方向と案内溝５９ｃとのなす角を小さくできる。このため案内
部５９の案内溝５９ｃが左右方向のみであるにも拘わらず、第２画像表示手段２０をスム
ーズに移動させることができる。
【００６３】
　図１２は本発明の第３の実施形態を例示する。この実施形態では、第２画像表示手段２
０は内向き姿勢の傾斜状態で演出位置Ａと待機位置Ｂとの間で直線的に移動するようにな
っている。演出位置Ａは第２画像表示手段２０が第１画像表示部２８の前に重なるが、待
機位置Ｂは第２画像表示手段２０が第１画像表示部２８に一部重なってもよいし、第１画
像表示部２８から外側に離れる位置でもよい。他の構成は第１の実施形態と同様である。
第２画像表示手段２０はこのように設けてもよい。
【００６４】
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　図１３は本発明の第４の実施形態を例示する。この実施形態の第２画像表示手段２０は
、第１画像表示部２８の上側で演出位置Ａと待機位置Ｂとの間で移動自在に設けられてい
る。第２画像表示手段２０は例えば横長矩形状であり、待機位置Ｂでは下に向いて内向き
姿勢に保持され、演出位置Ａでは第１画像表示部２８の前面と略平行な前向き姿勢に保持
されている。第２画像表示手段２０は、このように上下方向に移動するようにしてもよい
。
【００６５】
　なお、第２画像表示手段２０の支持機構、駆動手段３９等は、その構成部材の方向を変
える等により、その基本的には第１の実施形態と同様の構成を採用することができる。例
え第１枠部５１、枢支軸５４等は第２画像表示手段２０の移動方向と略直角な左右方向に
配置し、第２枠部５２、案内部５９等は第２画像表示手段２０の移動方向に沿って上下配
置すれば良い。なお、案内部５９は第２画像表示手段２０の移動方向と略直角な方向の両
側に設けても良い。
【００６６】
　図１４及び図１５は本発明の第５の実施形態を例示する。この実施形態の止め具４８は
、本体部７０が中空の筒状に構成され、その本体部７０に偏平状の押え部７１と屈曲阻止
部７２とが設けられている。押え部７１の両側に取り付け部６８が設けられている。他の
構成は第１の実施形態と同様である。
【００６７】
　このように止め具４８を中空状に構成すれば、樹脂成型等で容易に製作できると共に、
材料の無駄を防止できる。また本体部７０が筒状であるため、フラットケーブル４７に大
きな外力が加わった場合にも、止め具４８が変形し損傷するようなことはない。
【００６８】
　図１６及び図１７は本発明の第６の実施形態を例示する。この実施形態の止め具４８は
、押え部７１と屈曲阻止部７２とを有する本体部７０が断面Ｃ字状に構成され、長手方向
の両端及び中間等の適当箇所の内周に補強リブ７０ａが設けられている。他の構成は第１
の実施形態、第５の実施形態と同様である。
【００６９】
　このようにすれば、本体部７０の周方向の一部が屈曲阻止部７２と反対側で開放するた
め、止め具４８，５０を容易に樹脂成型することができる。また本体部７０内に補強リブ
７０ａがあるため、それによって本体部７０の強度も容易に確保することができる。
【００７０】
　図１８は本発明の第７の実施形態を例示する。この実施形態では、電気的手段を備えた
可動演出役物７４が演出位置Ａと待機位置Ｂとの間で左右方向に移動自在であり、その演
出位置Ａと待機位置Ｂとの中間の固定部材７５に止め具４８，５０でフラットケーブル４
７が止められている。固定部材７５にはフラットケーブル４７の最小屈曲半径以上の半径
で円弧状に形成された屈曲阻止部７２が設けられている。なお、可動演出役物７４の裏側
には、各実施形態と同様にコネクタ５３を有する基板と、押え部７１及び屈曲阻止部７２
を有する押え具が設けられている。
【００７１】
　このようにフラットケーブル４７の長手方向の両側に屈曲阻止部７２を設けてもよい。
またその場合、屈曲阻止部７２は止め具４８，５０側に一体に設けてもよいし、固定部材
７５側に設けてもよい。屈曲阻止部７２はフラットケーブル４７の損傷を防止する上で必
要な箇所であれば、止め具５０以外の箇所でもよい。屈曲阻止部７２は止め具４８，５０
等と一体である必要はなく、止め具４８，５０等と別に設けてもよい。
【００７２】
　以上、本発明の各実施形態について詳述したが、本発明はこの各実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、可動
演出役物７４として液晶パネル式の第２画像表示手段２０を例示しているが、この第２画
像表示手段２０は液晶パネル式以外の表示形式を採用したものでもよい。第２画像表示手
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に第２画像表示手段２０は特定の支点廻りに回動しながら左右又は上下に移動するように
してもよい。
【００７３】
　また第２画像表示手段２０以外の電気的手段を備えた可動演出役物７４でもよい。屈曲
阻止部７２は止め具４８、固定部材７５の他、収容ケース４１の開口４１ａの開口縁に設
けてもよい。屈曲阻止部７２の形状も適宜変更可能である。
【００７４】
　駆動手段３９、案内手段４０は第２画像表示手段２０、可動演出役物７４に要求される
動きに応じて適宜変更可能である。例えば、第１の実施形態に示すように第２画像表示手
段２０が左右方向に移動する場合には、枢支軸５４、連結軸５８、突出軸６０ａ、止め具
４８，５０等は、第２画像表示手段２０の移動方向と略直交する方向の上下方向に配置さ
れ、案内部５９は第２画像表示手段２０の移動方向に沿うように略左右方向に配置される
ことになる。しかし、第４の実施形態に示すように第２画像表示手段２０が上下方向に移
動する場合には、枢支軸５４、連結軸５８、突出軸６０ａ、止め具４８，５０等は、第２
画像表示手段２０の移動方向と略直交する方向の左右方向に配置され、案内部５９は第２
画像表示手段２０、可動演出役物７４の移動方向に沿うように略上下方向に配置されるこ
とになる。
【００７５】
　駆動手段３９は第２画像表示手段２０、可動演出役物７４の駆動のみを行い、案内手段
４０は第２画像表示手段２０、可動演出役物７４の案内のみを行うようにしてもよい。更
にパチンコ機等の弾球遊技機は勿論のこと、スロットマシン等の各種の遊技機にも採用可
能であることは云うまでもない。
【符号の説明】
【００７６】
１６　遊技盤
１９　第１画像表示手段
２８　第１画像表示部
３９　駆動手段
４０　案内手段
４２　第２画像表示手段（第１部材、可動部材）
４７　フラットケーブル
４８　止め具
５１　第１枠部（第２部材、固定部材）
５３　コネクタ
５４　枢支軸
５５　揺動アーム
５６　駆動モータ（駆動源）
５９　案内部
６０　被案内部
７１　押え部
７２　屈曲阻止部
Ａ　演出位置
Ｂ　待機位置
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