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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の図柄を複数列で変動または停止させて図柄組み合わせを導出させる図柄組み
合わせゲームが実行される遊技演出を行う図柄表示装置と、その遊技演出を補助するとと
もに前記遊技演出とは内容が異なる補助遊技演出を行う補助演出装置とを有する遊技機で
あって、
　前記図柄表示装置の前側に、正面視で略矩形状をなす窓部を備えたセンター役物が配置
され、
　前記図柄表示装置が、正面視で前記窓部と略同一の形状をなし、正面視で前記センター
役物に対して左右方向のいずれか一方に退避移動可能に配置され、
　前記補助演出装置が、正面視で前記図柄表示装置の外周側であって前記図柄表示装置の
退避移動方向とは反対側となる部分に配置され、
　前記補助演出装置の前面と前記図柄表示装置の前面とが略同一面上に位置しており、前
記補助演出装置が前記図柄表示装置と一体に移動し、
　前記図柄表示装置が定位置にある場合に、前記図柄表示装置が前記窓部を介して視認可
能となる一方、前記補助演出装置が前記窓部を介して視認不能となり、
　前記図柄表示装置が前記定位置から移動した場合に、
　前記図柄表示装置の一部の領域が、前記センター役物の裏側に移動することによって前
記窓部を介して視認不能となり、前記図柄表示装置の残りの領域に、移動前に表示されて
いた列と同数の列の図柄が常に表示されると同時に、
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　前記補助演出装置が、前記窓部を介して視認可能な領域に移動し、前記補助演出装置に
よる補助遊技演出が開始される
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記図柄表示装置は、液晶式の図柄表示装置であり、前記補助演出装置は、点灯または
点滅させる演出を行う発光体を備える補助演出装置であり、前記補助演出装置の装置形態
が前記図柄表示装置とは異なっていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記図柄表示装置を正面視で左右方向に沿って直線的に移動させる駆動機構と、前記駆
動機構を制御する駆動制御装置と、前記図柄表示装置が前記定位置から移動した場合に補
助遊技演出を行わせるように前記補助演出装置を制御する補助演出装置制御装置とを備え
たことを特徴とする請求項１または２に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、図柄表示装置が移動可能な遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機の図柄表示装置では、主に図柄を用いた遊技演出が行われる。この図柄表
示装置では、さらにキャラクタを登場させるなどの遊技演出を行うことにより、遊技機の
興趣を高める努力がなされている。
【０００３】
　しかし、図柄表示装置で遊技演出を行うのみでは、遊技者に与えるインパクトが弱い。
そこで、図柄表示装置の手前側で装飾体を動かして補助的な遊技演出を行うものが提案さ
れている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－１９０４０１号公報（図３など）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、前記装飾体による演出は、一般化してきている上、常時視認できる装飾体が単
に動くだけのものである。そのため、遊技者に十分なインパクトを与えているとは言い難
い。よって、将来的には、さらにインパクトのある演出を行うことが要望される。
【０００５】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、遊技者に新たなインパ
クトを与えることが可能な遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、複数種類の図柄を複数列で変
動または停止させて図柄組み合わせを導出させる図柄組み合わせゲームが実行される遊技
演出を行う図柄表示装置と、その遊技演出を補助するとともに前記遊技演出とは内容が異
なる補助遊技演出を行う補助演出装置とを有する遊技機であって、前記図柄表示装置の前
側に、正面視で略矩形状をなす窓部を備えたセンター役物が配置され、前記図柄表示装置
が、正面視で前記窓部と略同一の形状をなし、正面視で前記センター役物に対して左右方
向のいずれか一方に退避移動可能に配置され、前記補助演出装置が、正面視で前記図柄表
示装置の外周側であって前記図柄表示装置の退避移動方向とは反対側となる部分に配置さ
れ、前記補助演出装置の前面と前記図柄表示装置の前面とが略同一面上に位置しており、
前記補助演出装置が前記図柄表示装置と一体に移動し、前記図柄表示装置が定位置にある
場合に、前記図柄表示装置が前記窓部を介して視認可能となる一方、前記補助演出装置が
前記窓部を介して視認不能となり、前記図柄表示装置が前記定位置から移動した場合に、
前記図柄表示装置の一部の領域が、前記センター役物の裏側に移動することによって前記
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窓部を介して視認不能となり、前記図柄表示装置の残りの領域に、移動前に表示されてい
た列と同数の列の図柄が常に表示されると同時に、前記補助演出装置が、前記窓部を介し
て視認可能な領域に移動し、前記補助演出装置による補助遊技演出が開始されることを特
徴とする遊技機をその要旨とする。
【０００７】
　従って、請求項１に記載の発明によると、従来、遊技盤に固定されているのが当然であ
った図柄表示装置を移動可能とすることにより、遊技者に強いインパクトを与えることが
可能となる。また、図柄表示装置による単独の演出に加えて、補助演出装置による演出が
可能となるため、遊技機の興趣の向上を図ることができる。さらに、本発明によると、視
認不能であった補助演出装置が突然出現して補助遊技演出を行うことにより、遊技者に意
外性を与えることができる。よって、遊技機のさらなる興趣の向上を図ることができる。
【０００８】
　なお、図柄表示装置では主として図柄を用いた演出が行われるが、この演出は遊技状況
（大当りになるか否かなど）を示しているために、遊技者にとっては最も気になる演出で
ある。ところが、特許文献１では、補助遊技演出を行う装飾体が図柄表示装置の手前側に
て動くため、遊技状況を見るときに装飾体が邪魔になり、かえって興趣の向上を妨げる可
能性がある。よって、本発明では、補助遊技演出を行う補助演出装置が、少なくとも前記
図柄表示装置の手前側の領域以外を移動可能に配置されることが好ましい。
【０００９】
　なお請求項１に記載の発明では、前記図柄表示装置が前記定位置から移動した場合にも
、前記図柄表示装置の少なくとも一部（少なくとも図柄）が視認可能である。このため、
図柄表示装置の遊技演出と補助演出装置の補助遊技演出とを絡めた演出が可能となる。
【００１０】
　ここで、この発明において好適な図柄表示装置としては、液晶式、ドットマトリクス式
、エレクトロルミネッセンス素子式、７セグメント式の電気式図柄表示装置などが挙げら
れるが、これらの中でも特に液晶式のものを用いることが好ましい。このようにすれば、
図柄表示装置による複雑な演出が可能となる。
【００１１】
　図柄表示装置の正面視での形状としては、長方形状、正方形状、円形状、楕円形状、三
角形状などが挙げられるが、液晶式の図柄表示装置を用いる場合、一般的な液晶パネルの
形状と同じ長方形状であることが好ましい。
【００１２】
　なお、「定位置」とは、例えば図柄表示装置が正面視で長方形状をなしている場合に、
図柄表示装置が有する一対の長辺部分が水平となり、図柄表示装置が有する一対の短辺部
分が鉛直となった状態で、補助演出装置が視認不能となる位置をいう。
【００１３】
　また、図柄表示装置は、遊技盤に固定したセンター役物に取り付けた結果、遊技板に対
して移動可能に配置されるものであってもよいし、センター役物を介さずに遊技盤や遊技
盤が固定される遊技機本体（機構セット盤）に直接取り付けられて、遊技盤に対して移動
可能に配置されるものであってもよい。
【００１４】
　図柄表示装置としては、正面視で左右方向、上下方向、斜め方向、前後方向などに沿っ
て直線的に移動するものや、任意の軸（例えば、遊技盤面に対して垂直または平行に延び
る軸）を中心として回転移動するものが挙げられる。図柄表示装置を移動させる駆動機構
の構成を簡略化するためには、図柄表示装置は、直線的に移動するものであることが好ま
しい。なお、図柄表示装置は、一方向のみに移動するものに限られる訳ではなく、多方向
に移動するものであってもよい。
【００１５】
　補助演出装置としては、特に状態変化を起こさない静的な補助演出装置や何らかの状態
変化を起こす動的な補助演出装置が挙げられる。補助演出装置が視認可能となったときに
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遊技者に強いインパクトを与えるためには、動的な補助演出装置を用いることが好ましい
。動的な補助演出装置における状態変化としては、光ることや動くことなどが挙げられる
。具体的に、光るものとしては発光体などが好ましく、特には、コンパクトで省電力の発
光ダイオードが好ましい。一方、静的な補助演出装置としては、フィギュア、絵、写真な
どが挙げられる。なお、フィギュアは、腕や足などが動く動的な補助演出装置であっても
よい。
【００１６】
　補助演出装置の正面視での形状としては、長方形状、正方形状、円形状、楕円形状、三
角形状などが挙げられる。
【００１７】
　なお、補助演出装置が、前記図柄表示装置と一体に構成されていて、図柄表示装置の移
動に伴って移動した結果、視認可能となるものであってもよい。
【００１８】
　また請求項１に記載の発明では、補助演出装置が、図柄表示装置が前記定位置から移動
した場合に、図柄表示装置があった位置に出現して視認可能となる。このため、遊技者が
遊技中に注視する図柄表示装置があった定位置で、補助演出装置を視認することができる
。よって、図柄表示装置が移動したときに視点を動かすことなく補助演出装置を視認でき
、補助遊技演出が行われていることを確実に気付かせることができる。
【００２０】
　さらに、請求項１に記載の発明によると、図柄表示装置が定位置から移動したときにだ
け、センター役物の窓部を介して補助演出装置による演出が視認可能となる。よって、補
助演出装置による補助遊技演出に希少性を付与することができるため、遊技者に図柄表示
装置の移動時に補助遊技演出の出現を遊技者に期待させることができる。
【００２１】
　また、結果的に、図柄表示装置の移動時に窓部を介して見える部分に補助演出装置を配
置することになるので、図柄表示装置がセンター役物の窓部から移動して退いた場合にも
、補助演出装置が存在する。このため、遊技機の内部構造（基板など）が遊技者に見えて
しまうようなことがなく、意匠性の低下を防止することができる。即ち、補助演出装置は
、図柄表示装置の移動時には目隠しとしても機能する。
【００２３】
　また、請求項１に記載の発明によると、図柄表示装置のみならず、補助演出装置も移動
させることにより、補助演出装置でも移動を利用した補助遊技演出が可能となり、補助遊
技演出に幅を持たせることが可能となる。
【００２４】
　また、補助演出装置の前面と図柄表示装置の前面とが略同一面上に位置しているため、
補助演出装置及び図柄表示装置を互いにオフセットする必要がなくなる。従って、両装置
を合わせたときの奥行き方向の寸法が大きくなりにくくなるため、両装置とも遊技機の前
面側（遊技者側）に配置することができる。よって、補助演出装置が遊技者により近づく
ため、迫力のある補助遊技演出を行うことが可能となる。また、オフセットが不要である
ため、補助演出装置を設けることで、両装置を合わせたときの奥行きの寸法が大きくなり
にくい。
　請求項２に記載の発明は、請求項１において、前記図柄表示装置は、液晶式の図柄表示
装置であり、前記補助演出装置は、点灯または点滅させる演出を行う発光体を備える補助
演出装置であり、前記補助演出装置の装置形態が前記図柄表示装置とは異なっていること
をその要旨とする。
【００２５】
　なお、前記図柄表示装置が前記補助演出装置の前側に配置されており、前記補助演出装
置が取付部を介して前記遊技盤または前記遊技盤が固定される遊技機本体に取り付けられ
、前記図柄表示装置の移動に伴って、前記補助演出装置が前記窓部を介して視認可能とな
ることが好ましい。
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【００２６】
　このようにすれば、図柄表示装置と補助演出装置とを合わせたときの前記面方向の寸法
が大きくなりにくい。よって、遊技機内の設置スペースが奥行き方向に余裕がある場合に
、図柄表示装置及び補助演出装置の設置が容易になる。
【００２７】
　また、補助演出装置が取付部に固定されている。よって、仮に補助演出装置を図柄表示
装置と一体に移動させる場合に比べて、移動部分が軽量化するため、移動時に必要な力を
低減できるとともに、駆動力の小さい小型の駆動機構を採用することもできる。
【００２８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１または２において、前記図柄表示装置を正面視で左
右方向に沿って直線的に移動させる駆動機構と、前記駆動機構を制御する駆動制御装置と
、前記図柄表示装置が前記定位置から移動した場合に補助遊技演出を行わせるように前記
補助演出装置を制御する補助演出装置制御装置とを備えたことを要旨とする。
【００２９】
　仮に、図柄表示装置を例えば正面視で上下方向に移動させると、図柄表示装置を上方向
に移動させるときに駆動機構に負荷がかかりやすくなる。しかし、請求項３に記載の発明
によれば、図柄表示装置が正面視で左右方向に移動するため、駆動機構への負荷が低減さ
れる。また、本発明によれば、例えば図柄表示装置の後側に補助演出装置を配置し、図柄
表示装置を正面視で前後方向に移動させる場合に比べ、補助演出装置を視認しやすくなる
。さらに、図柄表示装置を回転移動させる場合、図柄表示装置と前記遊技機本体とをつな
ぐ配線に捩れを防止する機構を設けたりする必要があるが、本発明によれば、そのような
配慮が不要になる。よって、図柄表示装置を回転移動させる場合に比べ、図柄表示装置を
移動可能にする構成を容易に実現できる。
【００３０】
　また、補助演出装置にて行われる補助遊技演出は補助演出装置制御装置によって制御さ
れるため、補助演出装置が視認可能となったときにだけ補助遊技演出を行うように設定で
きる。よって、補助演出装置にて行われる補助遊技演出に無駄がなくなる。
【発明の効果】
【００３１】
　以上詳述したように、請求項１～３に記載の発明によれば、従来、遊技盤に固定されて
いるのが当然であった図柄表示装置を移動可能とすることにより、遊技者に強いインパク
トを与えることが可能となる。また、図柄表示装置による単独の演出に加えて、補助演出
装置による演出が可能となるため、遊技機の興趣の向上を図ることができる。さらに、遊
技者に意外性を与えることができるため、遊技機のさらなる興趣の向上を図ることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
［第１の実施形態］
【００３３】
　以下、本発明をパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）に具体化した第１の実
施形態を図１～図６に基づき説明する。
【００３４】
　図１には、パチンコ機１０の機表側が略示されている。機体の外郭をなす外枠１１の開
口前面側には、各種の遊技機用構成部材をセットする縦長方形の前枠１２が開閉及び着脱
自在に組み付けられている。また、前枠１２の前面側には、機内部に配置された遊技盤１
３を透視保護するためのガラス枠を備えたガラス保持枠１４と、上球皿１５ａを有する上
皿ユニット１５とが、ともに横開き状態で開閉可能に組み付けられている。
【００３５】
　前記ガラス保持枠１４の上部前面には枠ランプ１６ａが設けられ、遊技盤１３の遊技領
域１３ａには盤面ランプ１６ｂが設けられている。枠ランプ１６ａ及び盤面ランプ１６ｂ
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は、各種遊技の演出状態（大当り、リーチなど）に応じて点灯（点滅）・消灯などの発光
装飾による演出を行うようになっている。また、上皿ユニット１５の両側部には、前記遊
技の状態に応じて各種音声（効果音など）を出力するスピーカ１７が設けられている。ま
た、前枠１２の下部には、下球皿１８及び操作手段１９などを有する下皿ユニット２０が
装着されている。
【００３６】
　図１～図３に示されるように、遊技盤１３の遊技領域１３ａの略中央部には、正面視で
略長方形状の窓部２２を有する枠状の大型装飾部材２１（センター役物）が装着されてい
る。大型装飾部材２１の奥側には、液晶式図柄表示装置４１（図柄表示装置）が、遊技盤
１３及び大型装飾部材２１に対して移動可能に配設されている。この液晶式図柄表示装置
４１では、変動画像（または画像表示）に基づく遊技演出が行われるようになっている。
そして、液晶式図柄表示装置４１では、表示演出に関連して、複数種類の図柄を複数列で
変動または停止させて図柄組み合わせを導出させる図柄組み合わせゲームが行われる。具
体的には、複数種類の図柄が左、右、中の３列で変動し、左→右→中の順番で停止するよ
うになっている。また、液晶式図柄表示装置４１では、表示画面上に魚や船などのキャラ
クタを登場させるといったバーチャルな演出が行われる（図５，図６参照）。なお、液晶
式図柄表示装置４１は、正面視で略長方形状をなしており、窓部２２と略同一の形状・大
きさとなっている。また、液晶式図柄表示装置４１が有する一対の長辺部分が水平となり
、一対の短辺部分が鉛直となる定位置にある場合、液晶式図柄表示装置４１の前面全体が
窓部２２から露出して視認可能となる（図５参照）。なお、この場合、後記する補助演出
装置４３は視認不能となっている。
【００３７】
　図２，図３に示されるように、遊技盤１３の裏側には、支持フレーム５０が取り付けら
れている。支持フレーム５０には図柄制御基板３４が支持されている。図柄制御基板３４
には、制御装置側中継基板４５がハーネス（図示略）を介して電気的に接続されている。
図柄制御基板３４は、液晶式図柄表示装置４１を制御するための図柄信号を制御装置側中
継基板４５を介して出力し、液晶式図柄表示装置４１を制御する。また、図柄制御基板３
４は、補助演出装置４３を制御するための図柄信号を制御装置側中継基板４５を介して出
力し、補助演出装置４３を制御する。
【００３８】
　また、遊技盤１３の裏側において大型装飾部材２１の上部近傍に設けられた上側支持部
材５４には、液晶式図柄表示装置４１を移動させるための駆動源となるモータ５１が下向
きで固定されている。モータ５１の回転軸５２は、液晶式図柄表示装置４１の左側（図５
参照）において鉛直方向に延びるように架設されたシャフト５３の基端（上端）に、軸継
ぎ手（図示略）を介して連結されている。なお、シャフト５３の先端（下端）は、遊技盤
１３の裏側において大型装飾部材２１の下部近傍に設けられた下側支持部材６３によって
回転可能に支持されている。そして、シャフト５３の両端には、それぞれ上側駆動プーリ
５６及び下側駆動プーリ５７が固着されている。一方、液晶式図柄表示装置４１の右側上
部には上側従動プーリ５８が配設され、液晶式図柄表示装置４１の右側下部には下側従動
プーリ５９（図５参照）が配設されている。上側従動プーリ５８は上側支持部材５４によ
って回転可能に支持されており、下側従動プーリ５９は下側支持部材６３によって回転可
能に支持されている。そして、上側駆動プーリ５６と上側従動プーリ５８との間には無端
状の上側ベルト６０が巻回され、下側駆動プーリ５７と下側従動プーリ５９との間には無
端状の下側ベルト６１が巻回されている。上側ベルト６０及び下側ベルト６１は、左右方
向に沿って延びるように配置されており、互いに所定間隔だけ離間した状態で平行に配置
されている。上側ベルト６０及び下側ベルト６１の一部分は、液晶式図柄表示装置４１の
裏側に固定されている。また、下側ベルト６１のすぐ下側の位置には、窓部２２の下端縁
に沿って延びるようにガイドレール７１が設置されている。ガイドレール７１は、断面略
コ字状をなしており、前記下側支持部材６３に固定されている。このガイドレール７１は
、液晶式図柄表示装置４１の下端面を支持するとともに、液晶式図柄表示装置４１の移動
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を案内するようになっている。ガイドレール７１は、例えば、液晶式図柄表示装置４１の
下端面に接触する複数のローラなどを備えていることが好ましい。このようにすれば、液
晶式図柄表示装置４１の移動時にローラが回転することにより、ガイドレール７１と液晶
式図柄表示装置４１との間に生じる摩擦を低減できるからである。なお、モータ５１、シ
ャフト５３、上側駆動プーリ５６、下側駆動プーリ５７、上側ベルト６０、下側ベルト６
１などにより、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３を正面視で左右方向（水平
方向）に沿って直線的に移動させる駆動機構６２が構成される。
【００３９】
　従って、モータ５１に通電をすると、軸継ぎ手を介して回転力が伝達され、シャフト５
３、上側駆動プーリ５６及び下側駆動プーリ５７が一体的に回転する。例えば、図３に示
される矢印の方向（即ち、図３では時計回り方向）にシャフト５３、上側駆動プーリ５６
及び下側駆動プーリ５７が一体回転した場合、上側ベルト６０及び下側ベルト６１が追従
して同じ方向に同じ量だけ回転する。これに伴い、液晶式図柄表示装置４１が前記定位置
から左側に移動する（図６参照）。その結果、正面視で液晶式図柄表示装置４１の右側面
に設けられた補助演出装置４３が、前記定位置と略同じ位置に出現して視認可能となる。
補助演出装置４３は、液晶式図柄表示装置４１の手前側の領域以外に出現する。なお、液
晶式図柄表示装置４１が定位置から移動した場合にも、液晶式図柄表示装置４１の少なく
とも一部（本実施形態では右半分）は視認可能となっている。
【００４０】
　図３に示される矢印の方向とは反対方向（即ち、図３では反時計回り方向）にシャフト
５３、上側駆動プーリ５６及び下側駆動プーリ５７が一体回転した場合、上側ベルト６０
及び下側ベルト６１が追従して同じ方向に同じ量だけ回転する。これに伴い、液晶式図柄
表示装置４１が右側に移動する。このとき、補助演出装置４３は、窓部２２を介して視認
不能な領域（大型装飾部材２１の真裏側）に移動して、視認不能となる。
【００４１】
　図３，図５，図６に示されるように、液晶式図柄表示装置４１には、同液晶式図柄表示
装置４１による演出を補助するための補助演出装置４３が設けられている。補助演出装置
４３は、正面視で液晶式図柄表示装置４１の外周側であって液晶式図柄表示装置４１の移
動方向とは反対側となる部分に配置されている。具体的に言うと、補助演出装置４３は、
液晶式図柄表示装置４１の右側面に設けられている。また、補助演出装置４３は、その前
面が液晶式図柄表示装置４１の前面と同一面上に位置するように設けられている（図３参
照）。補助演出装置４３は、液晶式図柄表示装置４１と一体に移動するようになっている
。なお、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３は、同一のケース（ブラケット）
４１ａ内に収容されている。また、補助演出装置４３は演出装置本体４７を備え、演出装
置本体４７の前面には複数個の発光ダイオード４６が設けられている。よって、補助演出
装置４３の装置形態は、液晶式図柄表示装置４１の装置形態とは異なっている。ゆえに、
補助演出装置４３によって行われる演出は、発光ダイオード４６を点灯（または点滅）さ
せる演出であるため、液晶式図柄表示装置４１によって行われる演出とは内容が異なって
いる。
【００４２】
　図５に示されるように、補助演出装置４３は、液晶式図柄表示装置４１が定位置にある
場合に前記大型装飾部材２１の真裏側に位置するため、前記窓部２２を介して視認不能と
なっている。補助演出装置４３は、液晶式図柄表示装置４１の移動位置に応じて、窓部２
２を介して視認可能となる。例えば、液晶式図柄表示装置４１が左側に移動した場合、補
助演出装置４３の前面全体が窓部２２から露出して視認可能となる（図６参照）。
【００４３】
　なお、補助演出装置４３は、液晶式図柄表示装置４１が定位置から左側に移動した場合
に窓部２２を介して視認可能とするため、液晶式図柄表示装置４１の右側部分に設けられ
ている。補助演出装置４３の左右方向の辺の長さは、液晶式図柄表示装置４１の長辺の長
さの半分に設定されている。また、補助演出装置４３の上下方向の辺の長さは、液晶式図
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柄表示装置４１の短辺の長さと同一に設定されている。よって、補助演出装置４３が大き
すぎるために、補助演出装置４３が他の部材（支持フレーム５０など）に干渉して配置で
きなくなる、といった問題が解消される。また、補助演出装置４３が小さすぎるために、
液晶式図柄表示装置４１が定位置から移動した状態（図６参照）であるにもかかわらず、
液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３の隙間から機内部が窓部２２を介して露出
してしまう、といった問題が解消される。
【００４４】
　次に、パチンコ機１０の電気的な構成について説明する。
【００４５】
　図４に示されるように、このパチンコ機１０は、主制御基板３１、音声制御基板３２、
ランプ制御基板３３及び前記図柄制御基板３４を備えている。主制御基板３１には、音声
制御基板３２、ランプ制御基板３３及び図柄制御基板３４がそれぞれ接続されている。音
声制御基板３２、ランプ制御基板３３及び図柄制御基板３４には、主制御基板３１から出
力された制御信号が入力されるようになっている。
【００４６】
　主制御基板３１はメインＣＰＵ３１ａを備えており、メインＣＰＵ３１ａにはＲＯＭ３
１ｂ及びＲＡＭ３１ｃが接続されている。メインＣＰＵ３１ａは、大当り判定用乱数、図
柄決定用乱数、変動パターン決定用乱数などの各種乱数の値を所定の周期（例えば４ｍｓ
）ごとに順次更新するようになっている。メインＣＰＵ３１ａは、更新後の各種乱数の値
をＲＡＭ３１ｃにおける所定の領域に設定し、更新前の値を書き換えることにより各種乱
数の値を更新している。ＲＯＭ３１ｂには、パチンコ機１０を制御するための制御プログ
ラムなどが記憶されている。ＲＡＭ３１ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換え
られる各種の情報（各種乱数の値など）が一時的に記憶されるようになっている。
【００４７】
　図４に示されるメインＣＰＵ３１ａは、大当り判定用乱数（大当りか否かを判定するた
めの乱数）及び図柄決定用乱数（図柄を決定するための乱数）に基づいて、前記液晶式図
柄表示装置４１による図柄変動を付与するようになっている。具体的には、メインＣＰＵ
３１ａは、図柄変動開始時に、変動パターンなどの図柄変動に関する信号を、前記図柄制
御基板３４に対して出力するようになっている。図柄変動の結果、図柄が確定停止して大
当りの表示結果となると、大入賞口の開放によって多数の遊技球（賞球）を獲得する権利
が付与される。
【００４８】
　図４に示されるように、前記音声制御基板３２はサブＣＰＵ３２ａを備えており、サブ
ＣＰＵ３２ａにはＲＯＭ３２ｂ及びＲＡＭ３２ｃが接続されている。ＲＯＭ３２ｂには、
各種の制御プログラム、複数種類の音声演出用の演出実行データなどが記憶されている。
ＲＡＭ３２ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種の情報が一時的に
記憶（設定）されるようになっている。前記音声演出用の演出実行データとは、サブＣＰ
Ｕ３２ａが、前記スピーカ１７の音声出力態様（効果音の種類、音声言語の種類、音声出
力時間など）を制御するための情報である。
【００４９】
　そして、前記メインＣＰＵ３１ａから変動パターンを示す信号が入力されると、サブＣ
ＰＵ３２ａは、それに対応する音声演出用の演出実行データに基づいて音声制御を実行す
るようになっている。より詳しくは、サブＣＰＵ３２ａは、音声演出用の演出実行データ
を音声信号に変換し、スピーカ１７に出力するようになっている。その結果、スピーカ１
７は、音声信号に基づき所定の報知動作（音声の出力）を行うようになっている。
【００５０】
　図４に示されるように、前記ランプ制御基板３３は、サブＣＰＵ３３ａ、ＲＯＭ３３ｂ
及びＲＡＭ３３ｃを備えている。ＲＯＭ３３ｂには、複数種類の発光演出用の演出実行デ
ータが記憶されている。ＲＡＭ３３ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられ
る各種の情報が一時的に記憶（設定）されるようになっている。
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【００５１】
　そして、前記メインＣＰＵ３１ａから変動パターンを示す信号が入力されると、サブＣ
ＰＵ３３ａは、それに対応する発光演出用の演出実行データを選択し、その選択した演出
実行データに基づいて所定の発光制御を実行するようになっている。より詳しくは、サブ
ＣＰＵ３３ａは、選択した発光演出用の演出実行データを発光制御信号に変換し、前記枠
ランプ１６ａ及び前記盤面ランプ１６ｂに出力する。その結果、枠ランプ１６ａは、発光
制御信号に基づき所定の報知動作（点滅）を行い、盤面ランプ１６ｂは、発光制御信号に
基づき所定の報知動作（点滅）を行うようになっている。
【００５２】
　前記図柄制御基板３４はサブＣＰＵ３４ａを備えており、このサブＣＰＵ３４ａにはＲ
ＯＭ３４ｂ及びＲＡＭ３４ｃが接続されている。ＲＯＭ３４ｂには、複数種類の表示演出
用の演出実行データや各種の画像情報（図柄の画像情報、背景画像、文字画像、登場キャ
ラクタの画像など）が記憶されている。ＲＡＭ３４ｃには、パチンコ機１０の動作中に適
宜書き換えられる各種の情報が一時的に記憶（設定）されるようになっている。前記表示
演出用の演出実行データとは、サブＣＰＵ３４ａが、前記液晶式図柄表示装置４１の表示
内容（図柄変動、キャラクタの動作など）、前記モータ５１の回転、前記補助演出装置４
３の発光ダイオード４６の点灯（点滅）を制御するための情報である。
【００５３】
　そして、前記メインＣＰＵ３１ａから前記変動パターンを示す信号が入力されると、サ
ブＣＰＵ３４ａは、それに対応する表示演出用の演出実行データに基づいて液晶式図柄表
示装置４１による図柄変動を開始させるようになっている。より詳しくは、サブＣＰＵ３
４ａは、表示演出用の演出実行データを図柄信号に変換し、液晶式図柄表示装置４１に出
力するようになっている。その結果、液晶式図柄表示装置４１は、図柄信号に基づき複数
の図柄の変動を開始するようになっている。図５，図６に示されるように、本実施形態で
は、左列及び右列を同一種類の図柄で確定停止させた状態で、中列の図柄が変動するリー
チ（「７，↓，７」（↓は変動中を示す）など）が発生すると、サブＣＰＵ３４ａは、一
定時間モータ５１を駆動させて液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３を移動させ
るようになっている。即ち、図柄制御基板３４は、前記駆動機構６２を制御する駆動制御
装置としての機能を有している。それとともに、サブＣＰＵ３４ａは、補助演出装置４３
の発光ダイオード４６を点灯（点滅）させるようになっている。即ち、図柄制御基板３４
は、液晶式図柄表示装置４１が前記定位置から移動した場合に補助遊技演出を行わせるよ
うに補助演出装置４３を制御する補助演出装置制御装置としての機能を有している。なお
、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３が移動した場合、各装置４１，４３が移
動しない場合よりも大当りとなる信頼度が高くなる。つまり、大当り演出における移動演
出の出現率のほうが、ハズレ演出における移動演出の出現率よりも高くなっている。即ち
、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３の移動演出は、いわゆる大当り予告手段
として用いられている。なお、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３の移動速度
の違いに応じて、大当りとなる信頼度が変化するようにしてもよい。
【００５４】
　次に、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３にて実行される演出について説明
する。
【００５５】
　図５に示されるように、液晶式図柄表示装置４１が定位置にある場合に遊技球の入賞が
あると、液晶式図柄表示装置４１による図柄変動が開始される。この状態においては、補
助演出装置４３は大型装飾部材２１の裏側に位置しているため、遊技者は、補助演出装置
４３の存在を確認できないようになっている。
【００５６】
　ここで、左列及び右列を同一種類の図柄で確定停止させた状態で、中列の図柄が変動す
るリーチが発生すると、サブＣＰＵ３４ａがモータ５１を駆動させることにより、液晶式
図柄表示装置４１及び補助演出装置４３がガイドレール７１に沿って左右方向に移動する
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。また、補助演出装置４３の各発光ダイオード４６の点灯（点滅）が開始され、補助演出
装置４３による補助遊技演出が開始される。
【００５７】
　例えば、液晶式図柄表示装置４１が定位置から左側に移動した場合、液晶式図柄表示装
置４１の一部（左半分の領域）が大型装飾部材２１の窓部２２を介して視認不能な領域（
大型装飾部材２１の真裏側）に移動するとともに、補助演出装置４３が窓部２２を介して
視認可能な領域に移動する。その結果、補助演出装置４３が窓部２２を介して遊技者側か
ら見えるようになる（図６参照）。この状態において、各発光ダイオード４６は点灯（点
滅）し続けているため、遊技者は、補助演出装置４３にて行われる補助遊技演出を視認可
能となる。なお、補助遊技演出は、あくまでも補助的なものであり、液晶式図柄表示装置
４１にて行われる主たる遊技演出とリンクして、遊技演出を盛り上げるためのものである
。また、本実施形態では、液晶式図柄表示装置４１が左側に移動した場合でも、液晶式図
柄表示装置４１の右半分の領域においては左列、右列及び中列の図柄が常に表示されてい
る（図６参照）。これにより、遊技者は、各図柄を液晶式図柄表示装置４１の位置に関係
なく常時確認することができる。しかも、液晶式図柄表示装置４１にて行われているリー
チ演出を視認しながら、補助演出装置４３にて行われる補助遊技演出を視認することがで
きる。なお、補助遊技演出において、各発光ダイオード４６の点灯（点滅）によって文字
（例えば、「リーチ！」、「大当り？」などのメッセージを含む文字）を表示させるよう
にしてもよい。
【００５８】
　その後、液晶式図柄表示装置４１にて行われていたリーチ演出が終了すると、サブＣＰ
Ｕ３４ａは、モータ５１を駆動して液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３を右側
に移動させる。そして、サブＣＰＵ３４ａは、液晶式図柄表示装置４１が定位置となる位
置でモータ５１を停止させる。また、サブＣＰＵ３４ａは、モータ５１の停止とともに各
発光ダイオード４６の点灯（点滅）を終了させる。これにより、補助演出装置４３にて行
われる補助遊技演出が終了する。即ち、補助遊技演出を図柄制御基板３４によって制御す
ることにより、補助演出装置４３が視認可能となったときにだけ補助遊技演出を行うよう
に設定することができる。よって、補助演出装置４３にて行われる補助遊技演出に無駄が
なくなる。つまり、補助演出装置４３が見えていないときには各発光ダイオード４６が点
灯（点滅）しないため、省電力化を図ることができる。
【００５９】
　従って、本実施形態によれば以下のような効果を得ることができる。
【００６０】
　（１）本実施形態のパチンコ機１０によれば、従来、遊技盤１３に固定されているのが
当然であった液晶式図柄表示装置４１を移動可能とすることにより、遊技者に強いインパ
クトを与えることが可能となる。また、液晶式図柄表示装置４１による単独の演出に加え
て、補助演出装置４３による演出が可能となるため、パチンコ機１０の興趣の向上を図る
ことができる。さらに、本実施形態によると、視認不能であった補助演出装置４３が突然
出現して補助遊技演出を行うことにより、遊技者に意外性を与えることができる。よって
、パチンコ機１０のさらなる興趣の向上を図ることができる。
【００６１】
　また、補助演出装置４３が大型装飾部材２１の裏側に隠れているときには、補助演出装
置４３は視認不能であるが、液晶式図柄表示装置４１が定位置から左側に移動したときに
だけ、補助演出装置４３が窓部２２内に移動して、補助演出装置４３による補助遊技演出
が視認可能となる。よって、補助演出装置４３による補助遊技演出に希少性を付与するこ
とができるため、遊技者に液晶式図柄表示装置４１の移動時に補助遊技演出の出現を遊技
者に期待させることができる。
【００６２】
　さらに、結果的に、液晶式図柄表示装置４１の移動時に窓部２２を介して見える部分に
補助演出装置４３を配置することになるので、液晶式図柄表示装置４１が大型装飾部材２
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１の窓部２２から移動して退いた場合にも、補助演出装置４３が存在する。このため、パ
チンコ機１０の内部構造（基板など）が遊技者に見えてしまうようなことがなく、意匠性
の低下を防止することができる。即ち、補助演出装置４３は、液晶式図柄表示装置４１の
移動時には目隠しとしても機能する。
【００６３】
　（２）本実施形態によれば、液晶式図柄表示装置４１の前面と補助演出装置４３の前面
とが同一面上に位置している。また、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３は前
後方向にではなく左右方向に移動する。このため、液晶式図柄表示装置４１と補助演出装
置４３とを合わせたときの奥行き方向の寸法が大きくなりにくい。よって、パチンコ機１
０内の設置スペースが面方向に余裕がある場合に、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出
装置４３の設置が容易になる。
【００６４】
　（３）本実施形態では、液晶式図柄表示装置４１は左右方向に移動するようになってい
るため、液晶式図柄表示装置４１を上下方向や前後方向に移動させたり回転移動させる場
合に比べて、以下のような利点がある。
【００６５】
　仮に、液晶式図柄表示装置４１を上下方向に移動させるためには、例えば、上側ベルト
６０及び下側ベルト６１を上下方向に沿って延びるように配置することが考えられる。し
かし、このように構成した場合、液晶式図柄表示装置４１を上方向に移動させるときや、
下方向に移動している液晶式図柄表示装置４１を停止させるときなど、重力に抗して液晶
式図柄表示装置４１を動かすことになる。一方、本実施形態では、液晶式図柄表示装置４
１を重力に抗して移動させる訳ではないため、駆動機構６２にそれほど大きな負荷がかか
らない。よって、駆動機構６２を強固なものとする必要もないし、モータ５１などをトル
クのある大型のものとする必要もないため、駆動機構６２の製造コストの上昇も防止でき
る。
【００６６】
　また、液晶式図柄表示装置４１を前後方向に移動させる場合、液晶式図柄表示装置４１
の最後方位置よりもさらに後方に補助演出装置４３が配置される。それに対して、本実施
形態では、液晶式図柄表示装置４１が左右方向に移動することから、液晶式図柄表示装置
４１が遊技者に近い手前側に位置することとなるため、補助演出装置４３も手前側に位置
することとなる。よって、遊技者が補助演出装置４３をよりいっそう視認しやすくなる。
【００６７】
　さらに、液晶式図柄表示装置４１を回転移動させる場合、液晶式図柄表示装置４１と制
御装置側中継基板４５とをつなぐハーネスに捩れを防止する機構が設けられているが、本
実施形態によれば、そのような機構が不要になる。よって、液晶式図柄表示装置４１を回
転移動させる場合に比べ、液晶式図柄表示装置４１を移動可能にする構成を容易に実現で
きる。
【００６８】
　（４）本実施形態の液晶式図柄表示装置４１では、表示画面上に魚や船などのキャラク
タを登場させるといったバーチャルな演出が行われ、補助演出装置４３では、発光ダイオ
ード４６を点灯（または点滅）させるという実体的な演出が行われる。即ち、液晶式図柄
表示装置４１及び補助演出装置４３にて行われる演出は、互いに異なっている。よって、
液晶式図柄表示装置４１と同様のバーチャルな演出を補助演出装置４３にて行う場合より
も、遊技者に強いインパクトを与えることができるため、パチンコ機１０の興趣をよりい
っそう高めることができる。また、補助演出装置４３には安価な発光ダイオード４６が用
いられている。補助演出装置４３は、液晶式図柄表示装置４１が左側に移動したとき（図
６参照）にしか視認可能とならないため、安価な発光ダイオード４６を用いても補助遊技
演出を十分に行うことができるからである。ゆえに、補助演出装置４３の製作コストが低
減される。
【００６９】
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　（５）本実施形態では、図柄制御基板３４のサブＣＰＵ３４ａが、液晶式図柄表示装置
４１の表示内容（図柄変動、キャラクタの動作など）を制御するのに加え、モータ５１の
回転、補助演出装置４３の発光ダイオード４６の点灯（または点滅）も制御するようにな
っている。即ち、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３が、同じ制御装置によっ
て制御されている。よって、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３を移動させる
タイミングや、補助演出装置４３での演出を開始させるタイミングを、液晶式図柄表示装
置４１にて行われる演出に同期させることが容易になる。また、モータ５１や発光ダイオ
ード４６の制御内容を変更したい場合には、図柄制御基板３４のみを交換すれば済むため
、メインテナンスが容易になる。
【００７０】
　（６）本実施形態の駆動機構６２は、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３の
両方を移動させるものである。このようにすれば、液晶式図柄表示装置４１用の駆動機構
と補助演出装置４３用の駆動機構とを別々に設置しなくても済むため、駆動機構６２の大
型化を抑制できる。
［第２の実施形態］
【００７１】
　次に、第２の実施形態のパチンコ機１０を図７，図８に基づき説明する。なお、第１の
実施形態と共通している構成については、同一の番号を付す代わりに、その詳細な説明を
省略する。
【００７２】
　前記第１の実施形態では、補助演出装置４３が液晶式図柄表示装置４１の右側面に設け
られていた。しかし、図７，図８に示されるように、本実施形態では、補助演出装置４３
が液晶式図柄表示装置４１の後側に設けられている。補助演出装置４３は、正面視で略長
方形状の外形をなしており、液晶式図柄表示装置４１と略同一の外形・大きさとなってい
る。補助演出装置４３は、支持フレーム５０に設けられた装置取付部５５（取付部）に固
定されているため、液晶式図柄表示装置４１と一体に移動することはない。
【００７３】
　また、補助演出装置４３は、液晶式図柄表示装置４１が定位置にある場合に液晶式図柄
表示装置４１の真裏側に位置するため、窓部２２を介して視認不能となっている。補助演
出装置４３は、液晶式図柄表示装置４１の移動位置に応じて、窓部２２を介して視認可能
となる。例えば、液晶式図柄表示装置４１が定位置から左側（または右側）に移動した場
合、補助演出装置４３が窓部２２から露出して視認可能となる。
【００７４】
　従って、本実施形態によれば、補助演出装置４３が液晶式図柄表示装置４１の後側に設
けられているため、液晶式図柄表示装置４１と補助演出装置４３とを合わせたときの面方
向の寸法が大きくなりにくい。よって、パチンコ機１０の設置スペースが奥行き方向に余
裕がある場合に、液晶式図柄表示装置４１及び補助演出装置４３の設置が容易になる。
【００７５】
　また、補助演出装置４３が装置取付部５５に固定されている。よって、仮に補助演出装
置４３を液晶式図柄表示装置４１と一体に移動させる場合に比べて、移動部分が軽量化さ
れるため、移動時に必要な電力を低減できるとともに、駆動力の小さい小型の駆動機構６
２を採用することもできる。
【００７６】
　なお、本発明の実施形態は以下のように変更してもよい。
【００７７】
　・上記第１の実施形態では、補助演出装置４３は、液晶式図柄表示装置４１が定位置か
ら左側に移動したときに、定位置と略同じ位置に出現して視認可能となり、液晶式図柄表
示装置４１が右側に移動したときに、大型装飾部材２１の真裏側に移動して視認不能とな
るものであった。しかし、補助演出装置４３を液晶式図柄表示装置４１の左側面に設け、
補助演出装置４３を、液晶式図柄表示装置４１が定位置から右側に移動したときに視認可
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能となり、液晶式図柄表示装置４１が左側に移動したときに視認不能となるものにしても
よい。
【００７８】
　・上記各実施形態では、液晶式図柄表示装置４１は水平方向のみに移動するものであっ
た。しかし、液晶式図柄表示装置４１は、水平方向のみに移動するものに限られる訳では
なく、多方向に移動するものであってもよい。例えば、液晶式図柄表示装置４１は、水平
方向に移動しつつ鉛直方向にも移動するものであってもよい。具体的には、液晶式図柄表
示装置４１を水平方向に移動させる駆動機構６２に加え、液晶式図柄表示装置４１を駆動
機構６２とともに鉛直方向に移動させる別の駆動機構を設けることなどが考えられる。
【００７９】
　・上記各実施形態では、液晶式図柄表示装置４１が定位置から移動した場合にも、液晶
式図柄表示装置４１の少なくとも一部は視認可能となっていた。しかし、液晶式図柄表示
装置４１が定位置から移動した場合に、液晶式図柄表示装置４１の全てが視認不能となっ
てもよい。
【００８０】
　・上記各実施形態では、左列及び右列を同一種類の図柄で確定停止させた状態で、中列
の図柄が変動するリーチが発生したときに、液晶式図柄表示装置４１が移動するようにな
っていた。しかし、液晶式図柄表示装置４１が移動するタイミングを変更してもよい。例
えば、液晶式図柄表示装置４１に表示される各図柄が大当りの表示結果（「７，７，７」
）で確定停止したときに、液晶式図柄表示装置４１が移動するようにしてもよい。
【００８１】
　・上記各実施形態では、左列及び右列を同一種類の図柄で確定停止させた状態で、中列
の図柄が変動するリーチが発生したときに、液晶式図柄表示装置４１が移動するようにな
っていた。しかし、再抽選（各図柄を仮停止させた後、再び各図柄を変動させて確定停止
させること）において、液晶式図柄表示装置４１が移動するようにしてもよい。
【００８２】
　・上記各実施形態では、駆動機構６２は、上側ベルト６０及び下側ベルト６１などを介
して液晶式図柄表示装置４１を駆動させるものであった。しかし、駆動機構６２は、歯車
を介して液晶式図柄表示装置４１を駆動させるものであってもよい。
【００８３】
　・上記各実施形態では、液晶式図柄表示装置４１は、モータ５１の駆動によって移動す
るようになっていた。しかし、液晶式図柄表示装置４１は、モータ５１以外のアクチュエ
ータによって移動するようになっていてもよい。例えば、液晶式図柄表示装置４１の左右
にそれぞれソレノイドを設け、ソレノイドのプランジャの出没により、液晶式図柄表示装
置４１が左右方向に移動するようになっていてもよい。具体的には、右側のソレノイドの
プランジャに押圧されたときに液晶式図柄表示装置４１が左側に移動し、左側のソレノイ
ドのプランジャに押圧されたときに液晶式図柄表示装置４１が右側に移動する。
【００８４】
　・上記各実施形態では、図柄制御基板３４は、支持フレーム５０を介して遊技盤１３に
取り付けられていた。しかし、図柄制御基板３４は、遊技盤１３が固定される遊技機本体
（例えば、外枠１１、前枠１２など）や、前枠１２の裏側に設置されるセット盤などに取
り付けられていてもよい。
【００８５】
　・上記第２の実施形態では、補助演出装置４３は、装置取付部５５及び支持フレーム５
０を介して遊技盤１３に取り付けられていた。しかし、補助演出装置４３は、装置取付部
５５を介して大型装飾部材２１に取り付けられていてもよい。また、補助演出装置４３は
、遊技盤１３の裏側に導かれた遊技球を誘導する裏樋や、前枠１２（遊技機本体）の裏側
に設置されるセット盤などに取り付けられていてもよい。
【００８６】
　次に、特許請求の範囲に記載された技術的思想のほかに、前述した実施形態によって把
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握される技術的思想を以下に列挙する。
【００８７】
　（１）請求項１乃至５のいずれか１項において、前記図柄表示装置が前記定位置から移
動した場合に、前記補助演出装置が前記定位置と略同じ位置に出現して視認可能となるこ
と。
【００８８】
　（２）請求項１乃至５のいずれか１項において、前記補助演出装置は、前記図柄表示装
置の手前側の領域以外に出現して視認可能となること。
【００８９】
　（３）請求項１乃至５のいずれか１項において、前記図柄表示装置が前記定位置から移
動した場合にも、前記図柄表示装置の少なくとも一部が視認可能であること。
【００９０】
　（４）請求項１または２において、前記補助演出装置が前記遊技盤または前記遊技盤が
固定される遊技機本体に取り付けられ、前記図柄表示装置が前記遊技盤または前記遊技機
本体に対して移動可能に配置されること。
【００９１】
　（５）請求項１乃至５のいずれか１項において、前記図柄表示装置及び前記補助演出装
置は、装置の構成部品の種類が互いに異なること。
【００９２】
　（６）請求項１乃至５のいずれか１項において、前記補助演出装置によって行われる演
出は、前記図柄表示装置によって行われる演出とは内容が異なること。
【００９３】
　（７）請求項１乃至５のいずれか１項において、前記図柄表示装置が正面視で長方形状
をなしている場合に、前記図柄表示装置が有する一対の長辺部分が水平となり、前記図柄
表示装置が有する一対の短辺部分が鉛直となる前記定位置にある場合、前記補助演出装置
が視認不能となること。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】本発明におけるパチンコ機を示す正面図。
【図２】第１の実施形態におけるパチンコ機の概略断面図。
【図３】同じく、図２のＡ－Ａ線断面図。
【図４】本発明のパチンコ機における主制御基板、音声制御基板、ランプ制御基板及び図
柄制御基板などを示すブロック図。
【図５】第１の実施形態における液晶式図柄表示装置及び補助演出装置が移動する前の状
態を示す大型装飾部材の正面図。
【図６】同じく、液晶式図柄表示装置及び補助演出装置が移動した後の状態を示す大型装
飾部材の正面図。
【図７】第２の実施形態におけるパチンコ機の概略断面図。
【図８】同じく、図２のＢ－Ｂ線断面図。
【符号の説明】
【００９５】
１０…遊技機としてのパチンコ機
１３…遊技盤
２１…センター役物としての大型装飾部材
２２…窓部
３４…駆動制御装置及び補助演出装置制御装置としての図柄制御基板
４１…図柄表示装置としての液晶式図柄表示装置
４３…補助演出装置
５５…取付部としての装置取付部
６２…駆動機構
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