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(57)【要約】
【課題】見栄えを低下させることなく可動体を支持し得
るようにして遊技の興趣を向上させる。
【解決手段】第１可動演出装置Ｍ１の第１可動体４３お
よび第２可動演出装置Ｍ２の第２可動体５３が左右に配
設され、第３可動演出装置Ｍ３の第３可動体６１および
第４可動演出装置Ｍ４の第４可動体７１が上下に配設さ
れる。第３可動体６１は、第１可動体４３および第２可
動体５３の前側に配設され、第３動作位置に上昇すると
該第１および第２可動体４３,５３により後側から当接
支持される。第４可動体７１は、第３可動体６３の前側
に配設され、第１、第２可動体４３,５３で支持された
第３可動体６１により後側から当接支持される。
【選択図】図１７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域が前側に設けられた遊技盤を備える遊技機において、
　駆動手段により進退移動される複数の可動体が前後の関係で配設され、
　前記複数の可動体は、待機位置から動作位置へ移動した状態で、前側の可動体に対して
直ぐ後に位置する後側の可動体が部分的に前後に重なるよう構成されると共に、
　前記後側の可動体には、前後の可動体が動作位置に移動した状態で前側の可動体との重
なり部分に、該前側の可動体を後側から支持する支持部が設けられる
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記前側の可動体には、前後の可動体が動作位置に移動した状態で後側の可動体との重
なり部分に、前記支持部に当接する受け部が設けられる請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記後側の可動体は、前側の可動体の進退移動方向と交差する方向に離間して２つ配設
され、動作位置に移動した前側の可動体は、進退移動方向と交差する方向の両端が、動作
位置に移動した一対の後側の可動体で支持される請求項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記各駆動手段を制御する制御手段を備え、
　前記制御手段は、複数の可動体が待機位置にある状態から各可動体を動作位置まで移動
する際には、後側から前側の順で動作位置に到達するように移動させ、複数の可動体が動
作位置にある状態から各可動体を待機位置に移動する際には、複数の可動体を前側から後
側の順で移動させるように各駆動手段を制御する請求項１～３の何れか一項に記載の遊技
機。
【請求項５】
　前記後側の可動体は、進退移動方向と交差する方向の両端部がガイド手段で移動自在に
支持されると共に、該後側の可動体の進退移動方向と交差する方向の中間に前記支持部が
設けられている請求項１～４の何れか一項に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、動作により演出を行なう可動体を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、遊技盤の前側に画成した遊技領域の略中央位置に
枠状の枠状装飾部材(所謂センター役物)が配設されており、この枠状装飾部材の開口部を
介して複数の図柄を変動表示して図柄変動演出を行なう液晶式やドラム式等の図柄表示装
置を後方から臨ませると共に、該遊技盤における枠状装飾部材の下方位置に、パチンコ球
(遊技球)の入賞により図柄表示装置での変動を開始させる始動入賞装置や当り時に開放す
る特別入賞装置を配設するよう構成されたものが多数提案されている。この種のパチンコ
機では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘等との
接触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で前記始
動入賞装置に入賞することにより、所定数の賞球が払い出されると共に、前記図柄表示装
置での図柄変動演出に伴うリーチ演出等の各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装置に図
柄が所定の組合わせで停止することにより所謂当りが発生し、前記特別入賞装置が開放し
て多数の賞球を獲得し得るよう構成される。
【０００３】
　またパチンコ機では、所要の動作を行なう可動体を備えた可動演出装置を配設し、該可
動体を前記図柄表示装置で行なわれる遊技演出に合わせて動作させることにより、視覚的
な演出効果を向上させ、遊技の興趣を一層増大するようにしたパチンコ機が知られている
(例えば、特許文献１参照)。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１９０４０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年のパチンコ機は、視覚的な演出効果を高めてインパクトのある演出を行なうことを
目的として、前記可動体を大型化したり移動範囲を大きくする傾向が強くなっている。し
かしながら、大型の可動体では、移動範囲が大きくなるにつれて、停止位置での安定性に
欠け、パチンコ機に発生する振動等によって前後にガタ付いたり姿勢が変化してしまい、
演出効果を低下させるおそれがあった。また、可動体が大型化して重量が増すことで、小
さな揺れによって損傷する可能性が高くなると共に、該可動体を駆動するための駆動機構
(歯車やモータ等)に大きな負荷が加わって作動不良の原因となるおそれもある。なお、開
口部の内側に可動体を支持する支持手段を配設することが考えられるが、該支持手段が遊
技者から見えてしまうために見栄えが低下して興趣を低下させる原因となる。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、見栄えを低下させることなく可動体を支持し得る
ようにして遊技の興趣を向上し得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】
【０００７】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　遊技球が流下する遊技領域(10)が前側に設けられた遊技盤(D)を備える遊技機において
、
　駆動手段(44A,54A,62A,72A)により進退移動される複数の可動体(43,53,61,71)が前後の
関係で配設され、
　前記複数の可動体(43,53,61,71)は、待機位置から動作位置へ移動した状態で、前側の
可動体(61,71)に対して直ぐ後に位置する後側の可動体(43,53,61)が部分的に前後に重な
るよう構成されると共に、
　前記後側の可動体(43,53,61)には、前後の可動体(43,53,61,71)が動作位置に移動した
状態で前側の可動体(61,71)との重なり部分に、該前側の可動体(61,71)を後側から支持す
る支持部(48,58,66)が設けられることを要旨とする。
【０００８】
　請求項１の発明によれば、後側に位置する可動体を利用して前側に位置する可動体を支
持するよう構成したので、見栄えを低下させることなく前側の可動体を安定して支持する
ことができる。すなわち、前側の可動体の大型化を図って遊技の興趣を向上し得ると共に
、前側の可動体が損傷するのを防止することができる。
【０００９】
　請求項２に係る発明では、
　前記前側の可動体(61,71)には、前後の可動体(43,53,61,71)が動作位置に移動した状態
で後側の可動体(43,53,61,71)との重なり部分に、前記支持部(48,58,66)に当接する受け
部(64,65,77)が設けられることを要旨とする。
　請求項２の発明によれば、支持部に当接する受け部によって前側の可動体が安定して支
持される。
【００１０】
　請求項３に係る発明では、
　前記後側の可動体(43,53)は、前側の可動体(61)の進退移動方向と交差する方向に離間
して２つ配設され、動作位置に移動した前側の可動体(61)は、進退移動方向と交差する方
向の両端が、動作位置に移動した一対の後側の可動体(43,53)で支持されることを要旨と
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する。
　請求項３の発明によれば、前側の可動体をより安定して支持し得る。
【００１１】
　請求項４に係る発明では、
　前記各駆動手段(44A,54A,62A,72A)を制御する制御手段を備え、
　前記制御手段は、複数の可動体(43,53,61,71)が待機位置にある状態から各可動体(43,5
3,61,71)を動作位置まで移動する際には、後側から前側の順で動作位置に到達するように
移動させ、複数の可動体(43,53,61,71)が動作位置にある状態から各可動体(43,53,61,71)
を待機位置に移動する際には、複数の可動体(14,12)を前側から後側の順で移動させるよ
うに各駆動手段(44A,54A,62A,72A)を制御することを要旨とする。
　請求項４の発明によれば、前側の可動体が動作位置に到達する前に、後側の可動体が先
に動作位置に到達して前側の可動体を支持可能な状態となっているので、前側の可動体が
動作位置に到達したときには安定して支持できる。また、前側の可動体が動作位置から待
機位置に移動する際には、後側の可動体より先に前側の可動体が移動するので、前側の可
動体が動作位置から離間するまで該前側の可動体は安定して支持される。
【００１２】
　請求項５に係る発明では、
　前記後側の可動体(43,53)は、進退移動方向と交差する方向の両端部がガイド手段(45,4
6/55,56)で移動自在に支持されると共に、該後側の可動体(43,53)の進退移動方向と交差
する方向の中間に前記支持部(48,58)が設けられていることを要旨とする。
　請求項５の発明によれば、後側の可動体における一対のガイド手段で支持されている両
端部の間で前側の可動体を支持するよう構成したので、前側の可動体をより安定して支持
することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、見栄えを低下することなく前側の可動体を安定して支持
することができ、遊技の興趣を向上し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例のパチンコ機を、遊技盤の遊技領域内を省略して示す正面図である。
【図２】実施例のパチンコ機を、前枠を開放すると共に遊技盤の遊技領域内を省略して示
す斜視図である。
【図３】第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の待機位置に停止した状態で示す遊技
盤の正面図である。
【図４】遊技盤の後側に取付けられる設置部材と、第１～第４の各可動演出装置とを分離
した状態で示す斜視図である。
【図５】第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の待機位置に停止した状態で示す設置
部材の正面図である。
【図６】第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の動作位置に停止した状態で示す遊技
盤の正面図である。
【図７】第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の動作位置に停止した状態で示す設置
部材の正面図である。
【図８】第１～第４の各可動演出装置が第１～第４の動作位置に停止した状態で示す設置
部材の背面図である。
【図９】第１および第２の可動体が第１および第２の待機位置にある第１および第２可動
演出装置を前側から見た斜視図である。
【図１０】第１および第２可動体が第１および第２動作位置にある第１および第２可動演
出装置を前側から見た斜視図である。
【図１１】第１および第２可動体が第１および第２動作位置にある第１および第２可動演
出装置を後側から見た斜視図である。
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【図１２】第１可動演出装置における第１下ガイド部を示す部分斜視図である。
【図１３】(ａ)は、第３可動体が第３待機位置にある第３可動演出装置を前側から見た斜
視図であり、(ｂ)は、第３可動体が第３動作位置にある第３可動演出装置を前側から見た
斜視図である。
【図１４】第３可動体が第３動作位置ある第３可動演出装置を後側から見た斜視図である
。
【図１５】(ａ)は、第４可動体が第４待機位置にある第４可動演出装置を前側から見た斜
視図であり、(ｂ)は、第４可動体が第４動作位置にある第４可動演出装置を前側から見た
斜視図である。
【図１６】第４可動体が第４動作位置にある第４可動演出装置を後側から見た斜視図であ
る。
【図１７】(ａ)は、図５の状態を概略的に示す説明図であり、(ｂ)は、図７の状態を概略
的に示す説明図である。
【図１８】(ａ)は、図１７(ｂ)のＸ－Ｘ線断面図であり、(ｂ)は、図１７(ｂ)のＹ－Ｙ線
断面図であり、(ｃ)は、図１７(ｂ)のＺ－Ｚ線断面図である。
【図１９】(ａ)は、第１当接部および第１支持部の変更例を示す部分断面図であり、(ｂ)
は、第２当接部および第２支持部の変更例を示す部分断面図であり、(ｃ)は、第３当接部
および第３支持部の変更例を示す部分断面図である。
【図２０】(ａ)は、突条リブの第１変更例を示す概略斜視図であり、(ｂ)は、突条リブの
第２変更例を示す概略斜視図であり、(ｃ)は、突条リブの第３変更例を示す概略斜視図で
ある。
【図２１】(ａ)は、第３可動演出装置に設けられる第３支持部の変更例を示す部分斜視図
であり、(ｂ)は、(ａ)のＷ－Ｗ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、遊技機としては、一般的なパチンコ機Ｐを例にして説明する。
また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「右」とは、特に断りのない限り
、図１に示すようにパチンコ機Ｐを前側(遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１６】
(パチンコ機)
　実施例に係るパチンコ機Ｐは、図１および図２に示すように、前後に開口する矩形枠状
に形成されて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠
Ａの開口前面側に、遊技盤Ｄを着脱可能に保持する本体枠としての中枠Ｂが、開閉および
着脱可能に組み付けられている。そして、遊技盤Ｄの裏側に、所定条件の成立(後述する
第１始動入賞装置１５の始動入賞口１５Ａまたは第２始動入賞装置１６の始動入賞口１６
Ａへのパチンコ球(遊技球)の入賞)を契機として演出用の図柄を変動表示させて図柄変動
演出を行なう図柄表示装置Ｈが着脱可能に配設されている。また、中枠Ｂの前面側には、
遊技盤Ｄを透視保護する透視保護板２３で前後に開口する窓部を覆うよう構成された装飾
枠としての前枠Ｃが開閉可能に組み付けられる。前枠Ｃの下方位置に、パチンコ球を貯留
する上球皿Ｅおよびる下球皿Ｆが組み付けられる。
【００１７】
　図１および図２に示すように、前記前枠Ｃの右下方位置には、中枠Ｂに配設された打球
発射装置Ｊを作動する操作ハンドルＧが設けられており、該操作ハンドルＧの操作により
打球発射装置Ｊが作動されることで、上球皿Ｅに貯留されたパチンコ球が所定間隔で１球
ずつ前記遊技盤Ｄに向けて連続的に発射されるようになっている。なお実施例では、図柄
表示装置Ｈとして、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装
置が採用されるが、これに限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置やドットマト
リックス式の図柄表示装置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の表
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示装置も採用可能である。また、上球皿Ｅは、前枠Ｃと別体に形成して中枠Ｂに対して開
閉可能に組み付けるようにしてもよい。
【００１８】
(遊技盤)
　前記遊技盤Ｄは、図３および図６に示すように、アクリルやポリカーボネート等の光透
過性の合成樹脂製板やベニア等の木製合板を材質とし、中枠Ｂに設けた遊技盤保持部Ｂ１
の内縁形状に整合する外縁形成された略矩形の平板状に形成され、その前側には遊技領域
１０が設けられると共に、その後側には図４に示す設置部材３０が配設されている。遊技
盤Ｄの前側には、左下部から右上部にかけて円弧状に延在する外レール１１と、この外レ
ール１１の内側に中央下部から左上部にかけて並べて配置された内レール１２と、外レー
ル１１の右上部から内レール１２の下部までの間に右方へ凹む湾曲形状に構成された盤面
飾り部材１３等が配設されており、両レール１１,１２および盤面飾り部材１３で囲まれ
た内側が遊技領域１０として構成されている。これにより、打球発射装置Ｊから発射され
たパチンコ球は、外レール１１と内レール１２との間を通って遊技領域１０の左上部に打
ち出された後、該遊技領域１０内を流下する。なお、内レール１２の延在長を大きく設定
して、前記外レール１１および該内レール１２で遊技領域１０を形成するように構成して
もよい。
【００１９】
　前記遊技盤Ｄには、中央に大きな貫通口が形成され、図３および図６に示すように、前
後に開口して遊技演出領域とされる表示窓口２０Ａが形成された枠状装飾部材２０が、該
貫通口の開口縁に配設されている。この枠状装飾部材２０には、設置部材３０の後側に着
脱可能に配設された図柄表示装置Ｈ(図６では隠れて見えず)の表示部Ｈ１で演出表示され
る遊技内容に合わせた装飾が施されている。そして、枠状装飾部材２０の表示窓口２０Ａ
には、設置部材３０に配設された図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１や、該設置部材３０の前側
に配設される後述の第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４や、その他の装飾
部品等が臨んでいる。なお、枠状装飾部材２０と盤面飾り部材１３との間には、パチンコ
球の流下が可能な流下経路１４が画成されている。
【００２０】
　前記遊技盤Ｄは、貫通口の真下(枠状装飾部材２０の真下)に第１始動入賞装置１５が配
設され、該貫通孔の右下縁部(枠状装飾部材２０の右下部)に第２始動入賞装置１６が配設
されている。また、枠状装飾部材２０の右下部に特別入賞装置２１が配設され、第１始動
入賞装置１５の左側に普通入賞装置１７が配設されている。すなわち特別入賞装置２１は
、枠状装飾部材２０の右側に形成された流下経路１４の下方に位置している。そして、遊
技盤Ｄの遊技領域１０内には、多数の球案内釘１８および回転球案内具１９等が配設され
ていると共に、流下経路１４の途中に通過ゲート２２が配設されている。
【００２１】
　前記第１始動入賞装置１５、第２始動入賞装置１６、特別入賞装置２１および普通入賞
装置１７には、各々に入賞したパチンコ球を検知する球検知スイッチが個別に配設され、
各球検知スイッチからの球検知信号は、設置部材３０の後側に取り付けられて当該パチン
コ機Ｐを総合的に制御する主制御基板を備えた主制御装置(図示せず)に送出される。主制
御装置は、第１始動入賞装置１５の球検知スイッチまたは第２始動入賞装置１６の球検知
スイッチからの検出信号を受けると、大当り抽選(大当り判定)を行なうと共に、図柄表示
装置Ｈにおける収容ケースの後側に取り付けられた統括制御装置(図示せず)の統括制御基
板に制御信号(制御コマンド)を出力して図柄表示装置Ｈに図柄変動演出を行なわせると共
に、中枠Ｂの後側に配設された払出制御装置(図示せず)に制御信号を出力して、球払出装
置(図示せず)に所定数の賞球を払い出させる。そして、主制御装置における大当り抽選の
結果として、遊技者に有利な特定条件である大当りが成立した場合には特別遊技が付与さ
れ、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１での図柄変動演出の後に、該表示部Ｈ１に所定の図柄組
合わせで図柄が停止表示されて、特別入賞装置２１の開閉扉２１Ｂが開放位置に姿勢変位
して特別入賞口２１Ａに多数のパチンコ球の入賞が可能となる。また主制御装置は、特別
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入賞装置２１の球検知スイッチからの検出信号を受けると、払出制御装置(図示せず)に制
御信号を出力して球払出装置に所定数の賞球を払い出させる。更に主制御装置は、普通入
賞装置１７の球検知スイッチからの検出信号を受けると、払出制御装置に制御信号を出力
して球払出装置に所定数の賞球を払い出させる。
【００２２】
(設置部材)
　前記設置部材３０は、図４および図５に示すように、前方に開放する略矩形のバケット
状に一体成された合成樹脂製の部材であって、前側の開放端を遊技盤Ｄの後面に突き合わ
せて該遊技盤Ｄに取り付けられる。この設置部材３０は、遊技盤Ｄの後面に対して後方か
ら所要の間隔で対向して該遊技盤Ｄの後面を構成する設置壁部３１と、該設置壁部３１の
周縁から前方へ延出形成された外周壁部３２と、該外周壁部３２の前端から外方に向けて
屈曲形成された縁板部３３等を備えている。すなわち設置部材３０は、外周壁部３２で囲
われて遊技盤Ｄ側に開放する前部開口が矩形状に形成されると共に、縁板部３３の外周縁
が、遊技盤Ｄの外周縁より一回り小さい形状および大きさで形成されている。このような
設置部材３０は、縁板部３３を遊技盤Ｄの後面にネジ止めすることで該遊技盤Ｄに固定さ
れ、遊技盤Ｄの後面から離間した設置壁部３１の前側に、第１～第４の各可動演出装置Ｍ
１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４や、装飾部材および各種部材の配設を可能とする空間３４を画成する
。
【００２３】
　前記設置部材３０の設置壁部３１には、図４および図５に示すように、前後に貫通する
表示開口３５が形成されており、該設置壁部３１の後側には、該表示開口３５に表示部Ｈ
１を臨ませた状態で図柄表示装置Ｈが着脱可能に取り付けられる(図４では、図柄表示装
置は図示省略してある)。そして設置壁部３１は、表示開口３５の左方に位置する左板部
３６、表示開口３５の右方に位置する右板部３７、表示開口３５の下方に位置する下板部
３８および上方に位置する上板部３９から構成されている。
【００２４】
(図柄表示装置)
　図柄表示装置Ｈは、各種図柄を表示可能な表示部Ｈ１をなす液晶パネルが収容ケースに
収容されたユニット部材であって、該収容ケースの後面には、該図柄表示装置Ｈの表示部
Ｈ１の表示制御を行なう表示制御装置(図示せず)と、当該パチンコ機Ｐの遊技演出を統括
的に制御する統括制御基板が収容された前記統括制御装置が配設される。図柄表示装置Ｈ
の表示部Ｈ１には、図柄を変動表示可能な図柄列が複数列(例えば３列)設定されており、
第１始動入賞口１５Ａまたは第２始動入賞口１６Ａへの入賞を契機として、各図柄列の図
柄が変動開始されると共に背景画像等が表示され、選択された図柄変動演出(リーチ演出
や外れ演出等)を行なった後に、予め決定された最終停止図柄を、入賞ライン上に停止表
示するようになっている。
【００２５】
(統括制御装置)
　統括制御装置には、設置壁部３１の後側に配設した中継基板(図示せず)を介して図柄表
示装置Ｈ、前枠Ｃに配設されたランプ装置や中枠Ｂに配設されたスピーカ等が電気的に接
続されており、該統括制御装置から出力される制御信号に基づいて各装置が作動制御され
る。また統括制御装置には、中継基板を介して、設置壁部３１の前側に配設された第１～
第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４や、装飾部材に配設されたランプ装置等が電
気的に接続されており、該統括制御装置から出力される制御信号に基づいて第１～第４の
各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の作動制御や各ランプ装置の点灯制御が行なわれる
ようになっている。
【００２６】
(可動演出装置)
　次に、前記設置部材３０の設置壁部３１の前面に固定され、枠状装飾部材２０の表示窓
口２０Ａ内に視認可能に配設された第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４に
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ついて説明する。図４および図５に示すように、設置壁部３１の左板部３６の前側に第１
可動演出装置Ｍ１が配設され、設置壁部３１の右板部３７の前側に第２可動演出装置Ｍ２
が配設されている。また、設置壁部３１の下板部３８の前側に第３可動演出装置Ｍ３が配
設され、設置壁部３１の上板部３９の前側に第４可動演出装置Ｍ４が配設されている。す
なわち、図柄表示装置Ｈの矩形をなす表示部Ｈ１を左縁、右縁、上縁および下縁の四方を
囲むように各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４が配設されている。
【００２７】
(第１可動演出装置)
　前記第１可動演出装置Ｍ１は、図９～図１２に示すように、設置壁部３１の左板部３６
の前側に固定される上下に長い第１ベース部材４２と、第１ベース部材４２の前面に左右
方向へスライド移動可能に配設された上下に長い第１可動体(後側の可動体)４３と、第１
ベース部材４２の上部および下部に各々配設されて、第１可動体４３を左右にスライド移
動させる第１作動機構４４,４４とを備えている。第１ベース部材４２は、上部および下
部に、右方へ延出した支持部４２Ａ,４２Ａが形成されていると共に、後面の適宜位置に
補強リブ４２Ｂ(図１２参照)が形成され、前側から力が作用しても撓み変形やねじれ変形
が起こり難く構成されている。
【００２８】
　前記第１可動体４３は、板状の基体４３Ａと、前側に臨む表面が所定の装飾を施した装
飾面とされ、該基体４３Ａの前側に組み付けられた装飾体４３Ｂとを備え、これら基体４
３Ａおよび装飾体４３Ｂは裏面の適宜部位に補強リブ４３Ｃやボス４３Ｄ(図１２参照)が
形成されて、前側から力が作用しても、撓み変形、ねじれ変形、凹み変形等が起こり難く
構成されている。また第１可動体４３は、第１上ガイド部(ガイド手段)４５、第１下ガイ
ド部(ガイド手段)４６および第１中ガイド部４７により、基体４３Ａの上部、下部および
上下略中央部の３カ所において第１ベース部材４２に支持され、第１ベース部材４２の前
側となる第１待機位置(図９の状態)および該第１ベース部材４２から右方へ延出した第１
動作位置(図１０、図１１の状態)の間をスライド移動可能に配設されている。また、第１
可動体４３における装飾体４３Ｂの前面右縁の下方には、図９および図１０に示すように
、第３可動演出装置Ｍ３の第３可動体６１を後側から支持する第１支持部４８が設けられ
ている。なお、第１支持部４８については、後で説明する。
【００２９】
　前記第１作動機構４４,４４は、図９～図１１に示すように、駆動手段としての第１駆
動モータ４４Ａと、該第１駆動モータ４４Ａおよび第１可動体４３を連係する第１連係部
４４Ｂとから構成されている。第１連係部４４Ｂは、第１駆動モータ４４Ａの駆動軸に固
定された駆動ギア(図示せず)と、第１可動体４３の基体４３Ａに形成されたラックギア４
４Ｃとに各々噛合するギアボックスである。従って、各第１作動機構４４,４４の駆動モ
ータ４４Ａ,４４Ａを同期的に正逆駆動することにより、第１可動体４３が、第１待機位
置と第１動作位置との間をスライド移動するようになっている。
【００３０】
(各第１ガイド部について)
　前記第１上ガイド部４５および第１下ガイド部４６は、基本的な構成が同じであって、
図９～図１２に示すように、第１ベース部材４２に左右に延在するように設けられ、該第
１ベース部材４２の前後に開口するスリット状のガイド孔４５Ａ,４６Ａと、第１可動体
４３の基体４３Ａの後側下部に形成された軸部(図１２参照)に対し水平軸周りで回転自在
に配設され、ガイド孔４５Ａ,４６Ａの開口縁に沿って転動するローラ４５Ｂ,４６Ｂと、
該ローラ４５Ｂ,４６Ｂの前側フランジ部４５Ｄ,４６Ｄと共に該ガイド孔４５Ａ,４６Ａ
の開口縁周囲を前後から挟持するスライド部材４５Ｃ,４６Ｃとを備えている。各ガイド
孔４５Ａ,４６Ａは、第１可動体４３の第１待機位置および第１動作位置の間を該第１可
動体４３が移動可能な長さに形成されており、該第１可動体４３の上部および下部を常に
第１ベース部材４２に支持するよう構成されている。
【００３１】
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　前記第１中ガイド部４７は、図１０および図１１に示すように、第１ベース部材４２の
前面に前記ガイド孔４５Ａ,４６Ａと平行に左右に延在すると共に上方へ開口した上ガイ
ド溝４７Ａおよび下方に開口した下ガイド溝４７Ｂと、第１可動体４３の後面に配設され
、上ガイド溝４７Ａに上方から係合する上ガイドレール４７Ｃおよび下ガイド溝４７Ｂに
下方から係合する下ガイドレール４７Ｄとを備えている。上ガイドレール４７Ｃは上ガイ
ド溝４７Ａに沿って左右にスライド移動可能であり、下ガイドレール４７Ｄは下ガイド溝
４７Ｂに沿って左右にスライド移動可能に構成されている。そして、上ガイドレール４７
Ｃおよび下ガイドレール４７Ｄは、第１可動体４３が第１待機位置および第１動作位置の
間を移動する際に、常に上ガイド溝４７Ａおよび下ガイド溝４７Ｂに各々支持されるよう
構成されている。
【００３２】
　前述のように構成された第１可動演出装置Ｍ１は、図４および図５に示すように、設置
部材３０の設置壁部３１における左板部３６の前側に第１ベース部材４２をネジ等で固定
することで、表示開口３５の左縁に臨むように配設される。そして、第１可動体４３は、
第１待機位置に停止保持された状態では表示開口３５の左方へ退避して該表示開口３５の
左縁に沿うように位置し(図５)、第１動作位置に移動すると表示開口３５の左開口領域へ
延出するようになり(図７、図８)、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１における右側の約１／４
の領域を上下に亘って覆い隠すようになっている。また、第１上ガイド部４５および第１
下ガイド部４６は、第１可動体４３が第１待機位置および第１動作位置の何れの位置にあ
っても、ローラ４５Ｂ,４６Ｂのフランジ部４５Ｄ,４６Ｄとスライド部材４５Ｃ,４６Ｃ
とがガイド孔４５Ａ,４６Ａの開口端縁を前後から挟持していると共に、第１中ガイド部
４７の上下の各ガイド溝４７Ａ,４７Ｂに上下の各ガイドレール４７Ｃ,４７Ｄが各々支持
されているから、第１可動体４３は、第１待機位置にある場合は勿論、第１動作位置にあ
る場合でも、第１上ガイド部４５、第１下ガイド部４６および第１中ガイド部４７により
第１ベース部材４２にがたつきなく支持され、前側から後方へ押されても後方への動きが
規制されるようになっている。
【００３３】
(第２可動演出装置)
　前記第２可動演出装置Ｍ２は、第１可動演出装置Ｍ１と左右の向きが逆であるが基本的
構成は同じであり、図９～図１２に示すように、設置壁部３１の右板部３７の前側に固定
される上下に長い第２ベース部材５２と、第２ベース部材５２の前面に左右方向へスライ
ド移動可能に配設された上下に長い第２可動体(後側の可動体)５３と、第２ベース部材５
２の上部および下部に各々配設されて、第２可動体５３を左右にスライド移動させる第２
作動機構５４,５４とを備えている。第２ベース部材５２は、上部および下部に、右方へ
延出した支持部５２Ａ,５２Ａが形成されていると共に、第１可動演出装置Ｍ１の第１ベ
ース部材４２と同様に後面の適宜位置に補強リブ(図示せず)が形成され、前側から力が作
用しても撓み変形やねじれ変形が起こり難く構成されている。
【００３４】
　前記第２可動体５３は、板状の基体５３Ａと、前側に臨む表面が所定の装飾を施した装
飾面とされ、該基体５３Ａの前側に組み付けられた装飾体５３Ｂとを備え、これら基体５
３Ａおよび装飾体５３Ｂは裏面の適宜部位に補強リブ５３Ｃやボス５３Ｄ(図１２参照)が
形成されて、前側から力が作用しても、撓み変形、ねじれ変形、凹み変形等が起こり難く
構成されている。また第２可動体５３は、第２上ガイド部(ガイド手段)５５、第２下ガイ
ド部(ガイド手段)５６および第２中ガイド部５７により、基体５３Ａの上部、下部および
上下略中央部の３カ所において第２ベース部材５２に支持され、第２ベース部材５２の前
側となる第２待機位置(図９の状態)および該第２ベース部材５２から左方へ延出した第２
動作位置(図１０、図１１の状態)の間をスライド移動可能に配設されている。また、第２
可動体５３における装飾体５３Ｂの前面左縁の下方には、図９および図１０示すように、
第３可動演出装置Ｍ３の第３可動体(前側の可動体、後側の可動体)６１を後側から支持す
る第２支持部５８が設けられている。なお、第２支持部５８については、後で説明する。
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【００３５】
　前記第２作動機構５４,５４は、図９～図１１に示すように、駆動手段としての第２駆
動モータ５４Ａと、該第２駆動モータ５４Ａおよび第２可動体５３を連係する第２連係部
５４Ｂとから構成されている。第２連係部５４Ｂは、第２駆動モータ５４Ａの駆動軸に固
定された駆動ギア(図示せず)と、第２可動体５３の基体５３Ａに形成されたラックギア５
４Ｃとに各々噛合するギアボックスである。従って、各第２作動機構５４,５４の駆動モ
ータ５４Ａ,５４Ａを同期的に正逆駆動することにより、第２可動体５３が、第２待機位
置と第２動作位置との間をスライド移動するようになっている。
【００３６】
(各第２ガイド部について)
　前記第２上ガイド部５５および第２下ガイド部５６は、図９～図１２に示した第１下ガ
イド部４６と基本的構成が同じであり、第２ベース部材５２に左右に延在するように設け
られ、該第２ベース部材５２の前後に開口するスリット状のガイド孔５５Ａ,５６Ａと、
第２可動体５３の基体５３Ａの後側下部に形成された軸部(図示せず)に対し水平軸周りで
回転自在に配設され、ガイド孔５５Ａ,５６Ａの開口縁に沿って転動するローラ５５Ｂ,５
６Ｂと、該ローラ５５Ｂ,５６Ｂの前側フランジ部５５Ｄ,５６Ｄと共に該ガイド孔５５Ａ
,５６Ａの開口縁周囲を前後から挟持するスライド部材５５Ｃ,５６Ｃとを備えている。各
ガイド孔５５Ａ,５６Ａは、第２可動体５３の第２待機位置および第２動作位置の間を該
第２可動体５３が移動可能な長さに形成されており、該第２可動体５３の上部および下部
を常に第２ベース部材５２に支持するよう構成されている。
【００３７】
　前記第２中ガイド部５７は、図１０および図１１に示すように、第２ベース部材５２の
前面に前記ガイド孔５５Ａ,５６Ａと平行に左右に延在すると共に上方へ開口した上ガイ
ド溝５７Ａおよび下方に開口した下ガイド溝５７Ｂと、第２可動体５３の後面に配設され
、上ガイド溝５７Ａに上方から係合する上ガイドレール５７Ｃおよび下ガイド溝５７Ｂに
下方から係合する下ガイドレール５７Ｄとを備えている。上ガイドレール５７Ｃは上ガイ
ド溝５７Ａに沿って左右にスライド移動可能であり、下ガイドレール５７Ｄは下ガイド溝
５７Ｂに沿って左右にスライド移動可能に構成されている。そして、上ガイドレール５７
Ｃおよび下ガイドレール５７Ｄは、第２可動体５３が第２待機位置および第２動作位置の
間を移動する際に、常に上ガイド溝５７Ａおよび下ガイド溝５７Ｂに各々支持されるよう
構成されている。
【００３８】
　前述のように構成された第２可動演出装置Ｍ２は、図４および図５に示すように、設置
部材３０の設置壁部３１における右板部３７の前側に第２ベース部材５２をネジ等で固定
することで、表示開口３５の右縁に臨むように配設される。そして、第２可動体５３は、
第２待機位置に停止保持された状態では表示開口３５の右方へ退避して該表示開口３５の
右縁に沿うように位置し(図５)、第２動作位置に移動すると表示開口３５の右開口領域へ
延出するようになり(図７、図８)、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１における右側の約１／４
の領域を上下に亘って覆い隠すようになっている。また、第２上ガイド部５５および第２
下ガイド部５６は、第２可動体５３が第２待機位置および第２動作位置の何れの位置にあ
ってもローラ５５Ｂ,５６Ｂのフランジ部５５Ｄ,５６Ｄとスライド部材５５Ｃ,５６Ｃが
ガイド孔５５Ａ,５６Ａの開口端縁を前後から挟持していると共に、第２中ガイド部５７
の上下の各ガイド溝５７Ａ,５７Ｂに上下の各ガイドレール５７Ｃ,５７Ｄが各々支持され
ているから、第２可動体５３は、第２待機位置にある場合は勿論、第２動作位置にある場
合でも、第２上ガイド部５５、第２下ガイド部５６および第２中ガイド部５７により第２
ベース部材５２にがたつきなく支持され、前側から後方へ押されても後方への動きが規制
されるようになっている。
【００３９】
(第３可動演出装置)
　前記第３可動演出装置Ｍ３は、図１３および図１４に示すように、設置壁部３１の下板
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部３８の前側に固定される第３ベース部材６０と、第３ベース部材６０の前面に上下方向
へ昇降移動可能に配設された第３可動体(可動体)６１と、第３ベース部材６０に配設され
て、第３可動体６１を上下にスライド移動させる第３作動機構６２とを備えている。第３
ベース部材６０の前面には、上下に延在する左右一対の第３ガイド部材６３,６３におけ
る固定ガイド部６３Ａ,６３Ａが左右に離間して固定されると共に(図１３(ｂ))、該第３
可動体６１の後面には、該第３ガイド部材６３,６３における移動ガイド部６３Ｂ,６３Ｂ
が左右に離間して固定されている(図１４)。これにより、第３可動体６１は、各第３ガイ
ド部材６３,６３の移動ガイド部６３Ｂ,６３Ｂが固定ガイド部６３Ａ,６３Ａに沿って上
下に昇降移動することで、第３ベース部材６０の前側となる第３待機位置(図１３(ａ)の
状態)および該第３ベース部材６０から上方へ延出した第３動作位置(図１４(ｂ)の状態)
の間を昇降移動可能に配設されている。
【００４０】
　第３ベース部材６０は、図１４に示すように、後面の適宜位置に補強リブ６０Ａが形成
され、前側から力が作用しても撓み変形やねじれ変形が起こり難く構成されている。第３
作動機構６２は、図１３(ｂ)に示すように、駆動手段としての第３駆動モータ６２Ａと、
該第３駆動モータ６２Ａと第３可動体６１とを連係する複数のギア６２Ｂおよびカム機構
６２Ｃからなり、該第３駆動モータ６２Ａの正逆駆動により、第３可動体６１が第３待機
位置と第３動作位置との間をスライド移動するようになっている。
【００４１】
　前記第３可動体６１は、略矩形状に形成された基体６１Ａと、該基体６１Ａの前側に組
み付けられた装飾体６１Ｂとを備え、これら基体６１Ａおよび装飾体６１Ｂは裏面の適宜
部位に補強リブ(図示せず)が形成されて、後側から力が作用しても撓み変形、ねじれ変形
および凹み変形等が起こり難く構成されている。基体６１Ａは、透明な合成樹脂材から形
成されている。また、装飾体６１Ｂは、上部の左右中央に下方へ凹んだ凹み部６１Ｃが形
成されており、透明な基体６１Ａの上部は、露出部６８として、該凹み部６１Ｃにおいて
前方へ露出している(図１３参照)。そして、基体６１Ａの裏面に、第３ガイド部材６３,
６３の移動ガイド部６３Ｂ,６３Ｂが固定されている(図１４)。
【００４２】
　前記第３可動体６１は、図６～図８に示すように、第１可動演出装置Ｍ１の第１可動体
４３および第２可動演出装置Ｍ２の第２可動体５３より前側に位置して、左右方向に進退
移動する第１可動体４３および第２可動体５３の前側を昇降移動するように構成されてい
る。また、第３可動演出装置Ｍ３の第３可動体６１は、左右方向での全幅が、第１動作位
置に移動した第１可動体４３の右端面と第２動作位置に移動した第２可動体５３の左端面
との間における左右間隔より大きく設定されている。これにより、第１可動体４３、第２
可動体５３および第３可動体６１の各々が第１～第３の各動作位置にある場合には、該第
３可動体６１の装飾体６１Ｂにおける左部分と、第１可動体４３の装飾体４３Ｂの前面右
縁における第１上ガイド部４５および第１下ガイド部４６の中間部とが前後に重なると共
に、該第３可動体６１の装飾体６１Ｂにおける右部分と、第２可動体５３の装飾体５３Ｂ
の前面左縁における第２上ガイド部５５および第２下ガイド部５６の中間部とが前後に重
なる関係になっている。
【００４３】
　前述のように構成された第３可動演出装置Ｍ３は、図４および図５に示すように、設置
部材３０の設置壁部３１における下板部３８の前側に第３ベース部材６０をネジ等で固定
することで、表示開口３５の下縁に臨むように配設される。そして、第３可動体６１は、
第３待機位置に停止保持された状態では表示開口３５の下方へ退避して該表示開口３５の
下縁に沿うように位置し(図５)、第３動作位置へ上昇すると、表示開口３５において、前
記第１可動演出装置Ｍ１の第１可動体４３および第２可動演出装置Ｍ２の第２可動体５３
により覆い隠されない中央下側の開口領域へ延出するようになり(図７、図８)、図柄表示
装置Ｈの表示部Ｈ１における中央下側の領域を覆い隠すようになっている。
【００４４】
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(第４可動演出装置)
　前記第４可動演出装置Ｍ４は、図１５および図１６に示すように、設置壁部３１の上板
部３９の前側に固定される第４ベース部材７０と、第４ベース部材７０の前面に上下方向
へ昇降移動可能に配設された第４可動体(後側の可動体)７１と、第４ベース部材７０に配
設されて、第４可動体７１を上下にスライド移動させる第４作動機構７２とを備えている
。第４ベース部材７０には、上下に延在する左右一対の第４ガイド部材７３,７３におけ
る固定ガイド部７３Ａ,７３Ａが左右に離間して固定されると共に、該第４可動体７１に
は、該第４ガイド部材７３,７３における移動ガイド部７３Ｂ,７３Ｂが左右に離間して固
定され、各移動ガイド部７３Ｂ,７３Ｂが各固定ガイド部７３Ａ,７３Ａに沿って移動する
ことで、第４可動体７１は、第３ベース部材６０の前側となる第４待機位置(図１５(ａ)
の状態)および該第４ベース部材７０から上方へ延出した第４動作位置(図１５(ｂ)、図１
６の状態)の間を昇降移動可能に配設されている。
【００４５】
　前記第４作動機構７２は、図１５(ｂ)に示すように、駆動手段としての第４駆動モータ
７２Ａと、該第４駆動モータ７２Ａと第４可動体７１とを連係する複数のギア７２Ｂおよ
びカム機構７２Ｃからなり、該第４駆動モータ７２Ａの正逆駆動により、第４可動体７１
が第４待機位置と第４動作位置との間をスライド移動するようになっている。
【００４６】
　前記第４可動体７１は、前後に並ぶ３つの装飾体(前装飾体７４、中装飾体７５、後装
飾体７６)から構成されており、第４待機位置においては各装飾体７４,７５,７６が前後
に並んで重なり(図１５(ａ))、第４動作位置においては、下から前装飾体７４、中装飾体
７５、後装飾体７６の順で上下にずれて広がるように構成されている(図１５(ｂ))。そし
て、第４可動体７１は、図６および図７に示すように、前装飾体７４、中装飾体７５およ
び後装飾体７６が、第１可動演出装置Ｍ１の第１可動体４３および第２可動演出装置Ｍ２
の第２可動体５３より前側に位置して、左右方向に進退移動する第１可動体４３および第
２可動体５３の前側を昇降移動するように構成されている。また、第４可動体７１の中装
飾体７５および後装飾体７６は、左右方向での全幅が、第１動作位置に移動した第１可動
体４３の右端面と第２動作位置に移動した第２可動体５３の左端面との間における左右間
隔より大きく設定されている。なお、第４可動体７１の前装飾体７４は、図１５および図
１６に示すように、第４ベース部材７０に対し上下にスライド移動可能に配設された基体
７４Ａと、該基体７４Ａに動作可能に配設され、該基体７４Ａに配設された第５駆動モー
タ(別の駆動手段)７８により動作する動作部７４Ｂとを備えている。ここで実施例では、
動作部７４Ｂは、基体７４Ａの前面に対し水平軸周りに回転可能な円形の装飾部材であり
、第５駆動モータ７８の駆動により回転するようになっている。また、前装飾体７４の基
体７４Ａは、第３可能演出装置Ｍ３の第３可動体６１の装飾体６１Ｂにより前側に位置し
、第３可動体６１の凹み部６１Ｃに上方から入り込んで基体６１Ａの露出部６８と前後に
重なる関係になっている(図８参照)。
【００４７】
　前述のように構成された第４可動演出装置Ｍ４は、図４および図５に示すように、設置
部材３０の設置壁部３１における上板部３９の前側に第４ベース部材７０をネジ等で固定
することで、表示開口３５の上縁に臨むように配設される。そして、第４可動体７１は、
第４待機位置に停止保持された状態では表示開口３５の上方へ退避して該表示開口３５の
上縁に沿うように位置し(図５)、第４動作位置へ下降すると、表示開口３５において、前
記第１～第３の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３の第１～第３の各可動体４３,５３,６１に
より覆い隠されない中央上側開口領域へ延出するようになり(図７、図８)、図柄表示装置
Ｈの表示部Ｈ１における中央上側の領域を覆い隠すようになっている。
【００４８】
(第１、第２可動体と第３可動体との当接について)
　前記第１可動体(後側の可動体)４３の装飾体４３Ｂにおける第３可動体６１との重なり
部分に、前方を指向する第１支持部４８が設けられると共に(図９、図１０、図１７(ａ))
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、該第３可動体(前側の可動体)６１の基体６１Ａにおける該第１可動体４３との重なり部
分に、後方を指向して該第１支持部４８が後側から当接する第１受け部６４が設けられて
いる(図１４、図１７(ａ))。第１支持部４８と第１受け部６４とは、第１可動体４３が第
１動作位置に予め停止した状態において、第３可動体６１が第３動作位置まで上昇した際
に、該第１支持部４８が該第１受け部６４に後方から当接する関係に構成されている(図
８、図１７(ｂ))。また、前記第２可動体(後側の可動体)５３の装飾体５３Ｂにおける第
３可動体６１との重なり部分に、前方を指向する第２支持部５８が設けられると共に(図
９、図１０、図１７(ａ))、該第３可動体(前側の可動体)６１の基体６１Ａにおける該第
２可動体５３との重なり部分に、後方を指向して該第２支持部５８が後側から当接する第
２受け部６５が設けられている(図１４、図１７(ａ))。第２支持部５８と第２受け部６５
とは、第２可動体５３が第２動作位置に予め停止した状態において、第３可動体６１が第
３動作位置まで上昇した際に、該第２支持部５８が該第２受け部６５に後方から当接する
関係に構成されている(図８、図１７(ｂ)、図１８(ａ)、図１８(ｂ))。すなわち、第３可
動演出装置Ｍ３の第３可動体６１は、第３動作位置まで上昇した際に、該第３可動体６１
の進退移動方向(上下方向)と交差する左右方向に離間した第１動作位置にある第１可動体
４３および第２動作位置にある第２可動体５３の２つの可動体により、該第３可動体６１
の左部および右部の両端が後側から支持されるようになっている。
【００４９】
　ここで、第１可動体４３に設けられた第１支持部４８および第２可動体５３に設けられ
た第２支持部５８は、図９、図１０、図１８(ａ)および図１８(ｂ)に示すように基本的に
同じ構成となっており、装飾体４３Ｂ,５３Ｂの装飾面より前方へ突出する突条リブ４９,
５９からなる。また、第３可動体６１に設けられた第１受け部６４および第２受け部６５
は、基体６１Ａの後面において略垂直方向および左右方向へ平坦な平面状に設けられ、第
１支持部４８の突条リブ４９の前端および第２支持部５８の突条リブ５９の前端が各々当
接可能な当接面６４Ａ,６５Ａからなっている。第１支持部４８は第１可動体４３の装飾
体４３Ｂに一体に形成されると共に、第２支持部５８は第２可動体５３の装飾体５３Ｂに
一体に形成され、第１受け部６４および第２受け部６５は、第３可動体６１の基体６１Ａ
に一体に形成されている。従って、第１支持部４８および第２支持部５８の各突条リブ４
９,５９が対応する第１受け部６４および第２受け部６５の当接面６４Ａ,６５Ａに当接し
た際には、第３可動体６１の基体６１Ａの後面と第１可動体４３の装飾体４３Ｂの装飾面
との接触が回避されて、該装飾体４３Ｂの装飾面に傷や汚れが形成されることを防止する
共に、該第３可動体６１の基体６１Ａの後面と第２可動体５３の装飾体５３Ｂの装飾面と
の接触が回避されて、該装飾体５３Ｂの装飾面に傷や汚れが形成されることを防止し得る
よう構成されている(図１８(ａ)、図１８(ｂ))。
【００５０】
　そして、前述したように、第１動作位置にある第１可動体４３は、第１上ガイド部４５
、第１下ガイド部４６および第１中ガイド部４７により第１ベース部材４２に対してがた
つきなく保持されていると共に、該第１ベース部材４２および第１可動体４３は外力によ
る変形が起こり難く構成されている。また、第２動作位置にある第２可動体５３は、第２
上ガイド部５５、第２下ガイド部５６および第２中ガイド部５７により第２ベース部材５
２に対してがたつきなく保持されていると共に、該第２ベース部材５２および第２可動体
５３は外力による変形が起こり難く構成されている。従って、第１動作位置の第１可動体
４３および第２動作位置の第２可動体５３は、第３動作位置に上昇した第３可動体６１を
後側から安定的に支持して、該第３可動体６１が後側へ変位するのを適切に規制し得るよ
うになっている。
【００５１】
(第３可動体と第４可動体との当接について)
　前記第３可動体(後側の可動体)６１の基体６１Ａにおける第４可動体７１の前装飾体７
４との重なり部分(露出部６８)に、前方を指向する第３支持部６６が設けられると共に(
図１３、図１７(ａ))、該第４可動体(前側の可動体)７１の前装飾体７４の基体７４Ａに
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おける該第３可動体６１との重なり部分に、後方を指向して該第３支持部６６が後側から
当接する第３受け部７７が設けられている(図１６、図１７(ａ))。第３支持部６６と第３
受け部７７とは、第３可動体６１が第３動作位置に予め停止した状態において、第４可動
体７１の第４動作位置への移動に伴って前装飾体７４が下降移動した際に、該第３支持部
６６が該第３受け部７７に後方から当接する関係に構成されている(図８、図１７(ｂ)、
図１８(ｃ))。すなわち、第４可動演出装置Ｍ４の第４可動体７１は、第４動作位置まで
下降した際に、第３動作位置にある第３可動体６１により、該前装飾体７４の下端が後側
から支持されるようになっている。そして、基体７４Ａに対する前記第５駆動モータ７８
の配設位置は、第３支持部６６により後側から支持される第３受け部７７の前側であり、
該駆動モータ７８の駆動や動作部７４Ｂの回転を原因とする第４可動体７１の振動が第３
可動体６１で抑えられるよう構成されている。
【００５２】
　ここで、第３可動体６１に設けられた第３支持部６６は、図１３(ａ)および図１３(ｂ)
に示すように、前方へ突出すると共に左右に離間した２つのリブ６７,６７からなる。ま
た、第４可動体７１に設けられた第３受け部７７は、図１６に示すように、基体７４Ａの
後面において上下方向および左右方向に平坦な平面状に設けられ、第３支持部６６の突条
リブ６７の前端が当接可能な当接面７７Ａからなっている。第３支持部６６は第３可動体
６１の基体６１Ａに一体に形成され、第３受け部７７は、第３可動体７１の前装飾体７４
の基体７４Ａに一体に形成されている。従って、第３支持部６６の突条リブ６７,６７が
第３受け部７７の当接面７７Ａに当接した際には、第３可動体６１の装飾体６１Ｂの装飾
面と第４可動体７１の前装飾体７４の後面との接触が回避されて、該装飾体６１Ｂの装飾
面に傷や汚れが形成されることを防止し得るよう構成されている(図１８(ｃ))。
【００５３】
　そして、前述したように、第３動作位置にある第３可動体６１は、第１動作位置にある
第１可動体４３および第２動作位置にある第２可動体５３により左右の両端が後方から当
接支持されているから、該第３可動体６１は、第４動作位置に下降した第４可動体７１を
後方から当接支持して、該第４可動体７１が後側へ変位するのを適切に規制し得るように
なっている。
【００５４】
　また、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４における第１～第４の各可動
体４３,５３,６１,７１は、各々の前面に形成された装飾面が所要の意匠形状に形成され
ると共にメッキ等の表面処理が施されている。これにより、第１～第４の各可動体４３,
５３,６１,７１は、各々が第１～第４の動作位置にある場合に、図６および図７に示すよ
うに、各可動体４３,５３,６１,７１の前面が上下および左右に連なって１つの大きな意
匠形状を形成するようになっている。すなわち、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,
Ｍ３,Ｍ４における第１～第４の各可動体４３,５３,６１,７１が各々第１～第４の動作位
置にある場合には、図表示部Ｈ１の略全体を覆う共に枠状装飾部材２０の表示窓口２０Ａ
の全面に大きな意匠面が形成されてインパクトのある演出を行なうことが可能であり、遊
技者に有利な特定条件(大当り)の成立に対する期待度を高めることが可能となっている。
【００５５】
(実施例の作用)
　前述のように構成された実施例のパチンコ機Ｐでは、遊技盤Ｄの遊技領域１０へ打ち出
されたパチンコ球が第１始動入賞装置２７の第１始動入賞口２７Ａまたは第２始動入賞装
置２８の第２始動入賞口２８Ａに入賞して、該第１始動入賞装置２７または第２始動入賞
装置２８に配設された球検知スイッチによる球検知信号を主制御装置が受けると、該主制
御装置は、大当り抽選を行なうと共に、大当り抽選の結果に基づく所定の制御信号を統括
制御装置に出力する。統括制御装置では、主制御装置からの制御信号により、該主制御装
置で決定された最終停止図柄および変動パターンに基づく演出パターン等を決定し、図柄
表示装置Ｈの表示部Ｈ１において図柄変動演出を行なわせる。なお主制御装置は、大当り
抽選の結果として大当りが発生した場合には、統括制御装置により図柄表示装置Ｈの表示
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部Ｈ１において所定の図柄組合わせで図柄が停止表示されると、特別入賞装置２１の開閉
扉２１Ｂを開放動作させて特別入賞口２１Ａを開放させる。
【００５６】
　そして、統括制御装置は、例えば第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４の
動作を伴う演出パターンを決定した場合に、先ず、第１可動演出装置Ｍ１の第１作動機構
４４および第２可動演出装置Ｍ２の第２作動機構５４を同時または適宜時間差を以て作動
させ、第１可動体４３を第１待機位置から第１動作位置へ移動させると共に第２可動体５
３を第２待機位置から第２動作位置へ移動させる。そして、統括制御装置は、第１可動演
出装置Ｍ１の第１可動体４３および第２可動演出装置Ｍ２の第２可動体５３が各々第１動
作位置および第２動作位置に停止したら、第３可動演出装置Ｍ３の第３作動機構６２を作
動させ、第３可動体６１を第３待機位置から第３動作位置へ上昇移動させる。これにより
、第３可動体６１が第３動作位置まで上昇した際には、該第３可動体６１の左側後面に設
けられた第１受け部６４に、第１可動体４３に設けられた第１支持部４８の突条リブ４９
の当接面４９Ａが後方から当接すると共に、該第３可動体６１の右側後面に設けられた第
２受け部６５に、
第２可動体５３に設けられた第２支持部５８のリブ５９の当接面５９Ａが後方から当接す
る(図１７(ｂ)、図１８(ａ))。従って、第３動作位置まで上昇した第３可動体６１は、該
第３可動体６１の左右の両端が第１可動体４３および第２可動体５３で支持され、後方へ
倒れることが好適に規制されて安定的に保持される。
【００５７】
　また、統括制御装置は、第３可動演出装置Ｍ３の第３可動体６１が第３動作位置に停止
する前または停止後の適時に、第４可動演出装置Ｍ４の第４作動機構７２を作動させ、該
第４可動演出装置Ｍ４の第４可動体７１を第４動作位置へ下降移動させる。これにより、
第４可動体７１が第４動作位置まで下降した際には、該第４可動体７１における前装飾体
７４の基体７４Ａに設けられた第３受け部７７に、第３可動体６１における基体６１Ａの
露出部６８に設けられた第３支持部６６のリブ６７,６７の当接面６７Ａが後方から当接
する。従って、第４動作位置まで下降した第４可動体７１は、該第４可動体７１の下部後
側が第３可動体６１で支持され、後方へ倒れることが好適に規制されて安定的に保持され
る。
【００５８】
　そして、第３可動体６１の装飾体６１Ｂが第１可動体４３の装飾体４３Ｂの装飾面に接
触しないから、該装飾体４３Ｂの装飾面において擦傷や汚れの付着が防止されると共に、
第３可動体６１の基体６１Ａが第２可動体５３の装飾体５３Ｂの装飾面に接触しないから
、該装飾体５３Ｂの装飾面において擦傷や汚れの付着が防止される。また、第４可動体７
１の前装飾体７４が第３可動体６１の装飾体６１Ｂの装飾面に接触しないから、該装飾体
６１Ｂの装飾面において擦傷や汚れの付着が防止される。
【００５９】
　また、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１の前側に、第１可動体４３の装飾体４３Ｂ、第２可
動体５３の装飾体５３Ｂ、第３可動体６１の装飾体６１Ｂ、第４可動体７１の前装飾体７
４、中装飾体７５および後装飾体７６が該装飾部Ｈ１を隠すように位置するから、枠状装
飾部材２０の表示窓口２０Ａの略全体に、装飾体４３Ｂ、装飾体５３Ｂ、装飾体６１Ｂ、
前装飾体７４、中装飾体７５および後装飾体７６により１つの大きな意匠面が構成され、
ダイナミックでインパクトのある演出がなされる。
【００６０】
　そして、統括制御装置は、第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４における
第１～第４の各可動体４３,５３,６１,７１を、各々の第１～第４の延出一から各々の第
１～第４の待機位置へ移動させる場合は、先ず、統括制御装置は、第４可動演出装置Ｍ４
の第４作動機構７２を作動させて、第４可動体７１を上昇移動させ、次いで第３可動演出
装置Ｍ３の第３作動機構６２を作動させて、第３可動体６１を第３動作位置から第３待機
位置へ下降移動させる。次に、統括制御装置は、第３可動体６１が第３待機位置まで移動
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したら、第１可動演出装置Ｍ１の第１作動機構４４および第２可動演出装置Ｍ２の第２作
動機構５４を同時または適宜時間差を以て作動させ、第１可動体４３を第１動作位置から
第１待機位置へ移動させると共に、第２可動体５３を第２動作位置から第２待機位置へ移
動させる。
【００６１】
　従って、実施例のパチンコ機Ｐによれば、後側に位置する第１可動演出装置Ｍ１の第１
可動体４３および第２可動演出装置Ｍ２の第２可動体５３を利用して、両可動演出装置Ｍ
１,Ｍ２の前側に位置する第３可動演出装置Ｍ３の第３可動体６１を後側から支持するよ
うにしたので、見栄えを低下させることなく該第３可動体６１を安定して支持することが
できる。そして、第１可動体４３および第２可動体５３により第３可動体６１が支持され
るので、該第３可動体６１を駆動するための第３作動機構６２に加わる負荷を抑えて、該
第３作動機構６２の作動不良が発生することを防止し得ると共に、第１可動体４３および
第２可動体５３で支持された第３可動体６１により第４可動体７１が支持されるので、該
第４可動体７１を駆動するための第４作動機構７２に加わる負荷を抑え、該第４作動機構
７２の作動不良が発生することを防止し得る。また、第３可動体６１が第１可動体４３お
よび第２可動体５３の前側に重なるように位置するから、該第３可動体６１の大型化が図
られて遊技の興趣を向上し得ると共に、第４可動体７１が第１～第３の各可動体４３,５
３,６１の前側に重なるように位置するから、該第４可動体７１の大型化が図られて遊技
の興趣を向上し得る。
【００６２】
　また、第３可動体６１は、第１可動体４３の装飾体４３Ｂに設けられた第１支持部４８
が後側から当接する第１受け部６４と、第２可動体５３の装飾体５３Ｂに設けられた第２
支持部５８が後側から当接する第２受け部６５が設けられているので、第１受け部６４が
第１支持部４８で支持されると共に第２受け部６５が第２支持部５８で支持されるから、
第３可動体６１が安定して支持される。しかも、第３可動体６１は、左端が第１可動体４
３で支持されると共に後側右端が第２可動体５３で支持され、左右一対の両可動体４３,
５３でより安定して支持される。
【００６３】
　また、第１可動演出装置Ｍ１の第１可動体４３は、第１上ガイド部４５および第１下ガ
イド部４６により該第１可動体４３の上端および下端が第１ベース部材４２に支持され、
上端および下端の間に第１支持部４８が設けられているから、第３可動体６１をより安定
して支持することができる。同様に、第２可動演出装置Ｍ２の第２可動体５３は、第２上
ガイド部５５および第２下ガイド部５６により該第１可動体４３の上端および下端が第１
ベース部材４２に支持され、上端および下端の間に第１支持部４８が設けられているから
、第３可動体６１をより安定して支持することができる。これにより、第１可動体４３お
よび第２可動体５３により後側から支持された第３可動体６１により、第４可動体７１を
後側から安定的に支持することを可能とする。更に、第４可動体７１の前装飾体７４にお
ける動作部７４Ｂが第５駆動モータ７８の駆動により回転した際には、該第４可動体７１
が後側から第３可動体６１に支持されているから、該第４可動体７１の振動を第３可動体
６１で抑えることができる。
【００６４】
　また、統括制御装置は、第３可動演出装置Ｍ３の第３可動体６１が第３動作位置に到達
する前に、第１可動演出装置Ｍ１の第１可動体４３および第２可動演出装置Ｍ２の第２可
動体５３を各々の第２動作位置に到達させて、両第１可動体４３,５３を第３可動体６１
を支持可能な状態に保持させるので、第３動作位置に到達した第３可動体６１を安定的に
支持することを可能とする。更に、統括制御装置は、第３可動演出装置Ｍ３の第３可動体
６１を第３動作位置から第３待機位置へ下降移動させる場合には、第１可動体４３および
第２可動体５３の下降移動より先に該第３可動体６１を下降移動させるので、第３可動体
６１が第３動作位置から離間するまで第１可動体４３および第２可動体５３で該第３可動
体６１を安定して支持することを可能とする。
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【００６５】
〔変更例〕
　本発明に係る遊技機は、実施例に例示の形態に限らず種々の変更が可能である。
（１）図１９(ａ)に示すように、第３可動体６１における装飾体６１Ｂの左端後面に、後
方へ突出する突条リブ４９からなる第１支持部４８を設けると共に、第１可動体４３の装
飾体４３Ｂの前面に平坦状の当接面６４Ａからなる第１受け部６４を設けるようにしても
、第１可動体４３で第３可動体６１の左側を後方から適切に支持し得ると共に、該第１可
動体４３における装飾体４３Ｂの装飾面を保護することができる。同様に、図１９(ｂ)に
示すように、第３可動体６１における装飾基体６１Ａの右端後面に、後方へ突出する突条
リブ５９からなる第２支持部５８を設けると共に、第２可動体５３の装飾体５３Ｂの前面
に平坦状の当接面６５Ａからなる第２受け部６５を設けるようにしても、第２可動体５３
で第３可動体６１の右側を後方から適切に支持し得ると共に、該第２可動体５３における
装飾体５３Ｂの装飾面を保護することができる。
（２）図１９(ｃ)に示すように、第４可動体７１の前装飾体７４における基体７４Ａの後
面に、後方へ突出するリブ６７からなる第３支持部６６を設けると共に、第３可動体６１
の基体６１Ａ(露出部６８)の前面に平坦状の当接面７７Ａからなる第３受け部７７を設け
るようにしても、第３可動体６１で第４可動体７１の下部を後方から適切に支持すること
ができる。
（３）第１支持部４８の突条リブ４９、第２支持部５８の突条リブ５９および第３支持部
６６の突条リブ６７を、実施例で例示した突丸ピン形状に限らず、各突条リブ４９,５９,
６７は、三角形や四角形等の突角ピン形状(図２０(ａ))や楕円ピン形状(図示せず)、また
は基端から先端に向けて徐々に細くなる円錐や角錐等の錐形状(図２０(ｂ))等であっても
よい。また、各突条リブ４９,５９,６７は、突出先端が平坦に形成されたものに限らず、
球面状に形成されたもの(図２０(ｃ))であってもよい。
（４）第３支持部６６は、図２１(ａ)および図２１(ｂ)に示すように、基体６１Ａにおけ
る露出部６８の前面上縁に、前方へ突出すると共に横方向に延在する突部としてもよい。
（５）第１支持部４８の突条リブ４９および第２支持部５８の突条リブ５９は、前方への
突出高さが、下から上方にいくにつれて徐々に大きくなる傾斜状に形成してもよい。突条
リブ４９および第２支持部５８の突条リブ５９の突出先端をこのような傾斜状とした場合
には、第３可動体６１が第３動作位置に近づくにつれて第１受け部６４および第２受け部
６５の当接面６４Ａ,６５Ａに対して各突条リブ４９,５９がスムーズに当接するようし得
ると共に、両部の当接強さが徐々に強くなるように構成し得る。
（６）第３支持部６６の突条リブ６７は、前方への突出高さが、上から下方にいくにつれ
て徐々に大きくなる傾斜状に形成してもよい。突条リブ６７をこのような傾斜状とした場
合には、第４可動体７１が第４動作位置に近づくにつれて第３受け部７７の当接面７７Ａ
に対して突条リブ６７がスムーズに当接するようにし得ると共に、当接強さが徐々に強く
なるように構成し得る。
（７）実施例では、第１～第３装飾体４３Ｂ,５３Ｂ,６１Ｂに設けられた第１～第３支持
部４８,４９,６６を、該第１～第３装飾体４３Ｂ,５３Ｂ,６１Ｂに一体に形成した場合を
例示したが、該第１～第３支持部４８,４９,６６は、第１～第３の装飾体４３Ｂ,５３Ｂ,
６１Ｂと別体に構成して、該装飾体４３Ｂ,５３Ｂ,６１Ｂに取付けるようにしてもよい。
（８）第１～第３支持部４８,４９,６６を第１～第３装飾体４３Ｂ,５３Ｂ,６１Ｂと別体
として構成する場合はに、該第１～第３支持部４８,４９,６６は、ウレタンゴムの弾力性
を有する部材から形成してもよい。また、第１～第３支持部４８,４９,６６は、第１～第
３当接部６４,６５,７７に当接した際に、該第１～第３当接部６４,６５,７７から離間す
る方向へ弾性変形が可能な形態、例えば片持ち状の舌片形状や、出没可能なピン形状等と
してもよい。
（９）実施例では、可動体として第１～第４の各可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４にお
ける第１～第４の各可動体４３,５３,６１,７１の４つで、図柄表示装置Ｈの表示部Ｈ１
の略全体を前側から視認不能に覆う形態を例示したが、可動体の配設数は４つに限定され
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（１０）実施例では、遊技機としてのパチンコ機を示したが、遊技機はパチンコ機に限ら
れるものではなく、アレンジボール機やスロットマシン等であってもよい。
【００６６】
　遊技機については、実施例から以下の技術的思想を把握することができる。
(付記１)
　請求項１～５の何れか一項に記載の遊技機において、
　前記後側の可動体(43,53)の支持部(48,58)は、該後側の可動体(43,53)の装飾面より前
側に突出している。
　付記１の発明によれば、後側の可動体の装飾面を保護することができる。
【００６７】
(付記２)
　請求項２に記載の遊技機において、
　前記支持部(48,58,66)および受け部(64,65,77)の少なくとも一方を、弾性を有する緩衝
材で構成した。
　付記２の発明によれば、前後の可動体の支持部と受け部とが接触した時の衝撃を緩和す
ることができる。
【００６８】
(付記３)
　請求項２または付記２記載の遊技機において、
　前記受け部(64,65,77)は、前側の可動体(61,71)の裏面から後方に突出して設けられて
いる。
　付記３の発明によれば、前側の可動体の裏面を保護することができる。
【００６９】
(付記４)
　請求項１～４の何れか一項に記載の遊技機において、
　前記前側の可動体(71)は、前記待機位置および動作位置の間を進退移動して後側の可動
体(61)の支持部(66)で支持される基体(74A)と、前記基体(74A)に配設された別の駆動手段
(78)の駆動により動作する動作部(74B)とを備えている。
　付記４の発明によれば、別の駆動手段により動作部が動作する際に、前側の可動体の振
動を後側の可動体により抑えることができる。
【符号の説明】
【００７０】
１０ 遊技領域
４３ 第１可動体(可動体、後側の可動体)，４４Ａ 第１駆動モータ(駆動手段)
４５ 第１上ガイド部(ガイド手段)，４６ 第１下ガイド部(ガイド手段)
４８ 第１支持部(支持部)，５３ 第２可動体(可動体、後側の可動体)
５４Ａ 第２駆動モータ(駆動手段)，５５ 第２上ガイド部(ガイド手段)
５６ 第２下ガイド部(ガイド手段)，５８ 第２当接支持部(支持部)
６１ 第３可動体(可動体、前側の可動体、後側の可動体)
６２Ａ 第３駆動モータ(駆動手段)，６４ 第１受け部(受け部)
６５ 第２受け部(受け部)，６６ 第３当接支持部(支持部)
７１ 第４可動体(可動体、前側の可動体)，７２Ａ 第４駆動モータ(駆動手段)
７７ 第３受け部(受け部)，Ｄ 遊技盤
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【図１９】 【図２０】
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