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(57)【要約】
【課題】導光板を簡単に取り付けることができる遊技機
を提供する。
【解決手段】遊技機１は、導光板（導光板５５１）と、
前記導光板を支持する支持部材（左支持片部５５４、右
支持片部５５５）を備える。前記導光板に孔部（係止孔
５５１ａ）が形成され、前記支持部材に突部（係止突起
５５４ａ、５５５ａ）が形成され、前記孔部に前記突部
が挿入された状態で、装飾部材（左前装飾部材５６０、
左後装飾部材５６１、右前装飾部材５６２、右後装飾部
材５６３）により前記導光板が挟持される。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導光板と、前記導光板を支持する支持部材を備える遊技機であって、
　前記導光板に孔部が形成され、前記支持部材に突部が形成され、
　前記孔部に前記突部が挿入された状態で、装飾部材により前記導光板が挟持されること
を特徴とする遊技機。
                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、役物装置、導光板を有する遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の遊技機として、導光板を有した装飾ユニットを備えた遊技機が許文献１に記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１５９８７８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、特許文献１の遊技機では、導光板は、周壁部に囲まれて配置されていることは
開示されているが、具体的な取り付け方については開示されていない。
【０００５】
　本発明は、上記事情にかんがみて、導光板を簡単に取り付けることができる遊技機を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明では、導光板（導光板５５１）と、前記導光板を支持する支持部材（左支持片部
５５４、右支持片部５５５）を備える遊技機であって、前記導光板に孔部（係止孔５５１
ａ）が形成され、前記支持部材に突部（係止突起５５４ａ、５５５ａ）が形成され、前記
孔部に前記突部が挿入された状態で、装飾部材（左前装飾部材５６０、左後装飾部材５６
１、右前装飾部材５６２、右後装飾部材５６３）により前記導光板が挟持されることを特
徴とする。
【０００７】
　これによれば、導光板を簡単に取り付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の遊技機の一実施形態における正面図である。
【図２】同実施形態の遊技機の電気系統のブロック図である。
【図３】同遊技機の演出ボタンの枠部を省略した斜視図である。
【図４】同演出ボタンの枠部を省略した分解斜視図である。
【図５】同演出ボタンの非押圧時の縦断面図である。
【図６】同演出ボタンの押圧時の縦断面図である。
【図７】同演出ボタンの（ａ）は非発光時、（ｂ）は発光時の平面図である。
【図８】（ａ）は第１操作面、（ｂ）は第２操作面を操作するときの操作案内画像の例で
ある。
【図９】同実施形態の遊技盤部の概略分解斜視図である。
【図１０】同実施形態の遊技盤の正面図である。
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【図１１】同実施形態の導光板表示装置の概略分解斜視図である。
【図１２】同実施形態の導光板表示装置の部分拡大背面図である。
【図１３】図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線矢視断面図である。
【図１４】図１２のＸＩＶ－ＸＩＶ線矢視断面図である。
【図１５】同実施形態のＬＥＤユニットの概略分解斜視図である。
【図１６】ＬＥＤと光拡散部材の配置状態を示す正面図である。
【図１７】ＬＥＤと光拡散部材の配置状態を示す斜視図である。
【図１８】図１０のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線矢視断面図である。
【図１９】導光板の発光原理の説明図である。
【図２０】同実施形態の回転可動体装置の斜視図である。
【図２１】同実施形態の回転可動体装置の背面図である。
【図２２】同実施形態の回転可動体の（ａ）は正面図、（ｂ）は背面図である。
【図２３】図２０のＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ線矢視図である。
【図２４】回転可動体が第一繰り出し位置にあるときの、繰出し機構の正面側からみた説
明図である。
【図２５】回転可動体が不完全ロック状態にあるときの、繰出し機構の正面側からみた説
明図である。
【図２６】回転可動体が待機位置にあるときの、繰出し機構の正面側からみた機構説明図
である。
【図２７】回転可動体が第二繰り出し位置にあるときの、繰出し機構の機構説明図である
。
【図２８】回転可動体が待機位置にあるときの、繰出し機構及びワイヤ巻取送出機構の正
面側からみた機構説明図である。
【図２９】回転可動体が第一繰り出し位置にあるときの、繰出し機構及びワイヤ巻取送出
機構の正面側からみた機構説明図である。
【図３０】回転可動体が第二繰り出し位置にあるときの、繰出し機構及びワイヤ巻取送出
機構の正面側からみた機構説明図である。
【図３１】回転可動体が待機位置にあるときの動作説明図である。
【図３２】回転可動体が第一繰り出し位置にあるときの動作説明図である。
【図３３】回転可動体が第二繰り出し位置にあるときの動作説明図である。
【図３４】第一センサ及び第二センサの検知状態と回転可動体の位置との関係を示す説明
図である。
【図３５】枠側取付ユニットと、枠側役物装置の分解正面図である。
【図３６】枠側取付ユニットに枠側役物装置が取り付けられかつ収納位置にあるときの正
面図である。
【図３７】枠側取付ユニットに枠側役物装置が取り付けられた状態の背面図である。
【図３８】ベース部が取付板に取り付けられる状態を示す説明図である。
【図３９】ベース部が取付板に取り付けられた状態を示す説明図である。
【図４０】ベース部の斜視図である。
【図４１】ベース部の底面図である。
【図４２】ベース部の側面図である。
【図４３】位置決め部の斜視図である。
【図４４】位置決め部の底面側からみた斜視図である。
【図４５】位置決め部の側面図である。
【図４６】本体部駆動ユニットの左側面側からみた機構説明図である。
【図４７】本体部駆動ユニットの背面側からみた機構説明図である。
【図４８】本体部の背面側からみた斜視図である。
【図４９】本体部の正面側からみた斜視図である。
【図５０】本体部の側面図である。
【図５１】本体部の正面図である。
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【図５２】本体部の軸部材の配置を示す縦断面図である。
【図５３】枠側役物装置の主要部分の平面図である。
【図５４】枠側役物装置の主要部分の底面図である。
【図５５】枠側役物装置の主要部分の背面図である。
【図５６】本体部駆動ユニットの（ａ）は正面側からみた、（ｂ）は背面側からみた、（
ｃ）は左側面側からみた機構説明図である。
【図５７】覆い部の主要部分の斜視図である。
【図５８】覆い部の主要部分の背面側からみた斜視図である。
【図５９】枠側役物装置の可動体部を待機位置と収納位置と間の動作説明図である。
【図６０】図５９の続きである。
【図６１】図６０の続きである。
【図６２】図６１の続きである。
【図６３】図６２の続きである。
【図６４】可動体部が待機位置にあるときの側面図である。
【図６５】可動体部が演出位置にあるときの側面図である。
【図６６】可動体部が待機位置にあるときの部分側面図である。
【図６７】可動体部が演出位置にあるときの部分側面図である。
【図６８】センサと検知片部の（ａ）は可動体部が待機位置にあるときの、（ｂ）は可動
体部が演出位置にあるときの、部分拡大側面図である。
【図６９】発光部が遮光状態であるときの正面側からみた説明図である。
【図７０】発光部が非遮光状態であるときの正面側からみた説明図である。
【図７１】覆い部の（ａ）は遮光状態であるときの、（ｂ）は非遮光状態であるときの、
（ｃ）は非遮光状態から遮光状態に戻る途中の、動作説明図である。
【図７２】演出例の説明図である。
【図７３】図７２の続きである。
【図７４】図７３の続きである。
【図７５】図７４の続きである。
【図７６】図７５の続きである。
【図７７】図７６の続きである。
【図７８】他の演出例の説明図である。
【図７９】さらに他の演出例の説明図である。
【図８０】図７９の続きである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　遊技機１は、パチンコ遊技機であり、図１に示すように、前面枠１１、外枠１２、及び
、内枠１３を備え、内枠１３には遊技盤２が取り付けられている。外枠１２は、遊技機１
の外郭部となる枠体であり、内枠１３は、外枠１２に対して開閉可能に取り付けられ、外
枠１２の内側に配置されている。遊技盤２には、発射ハンドル２７の操作により発射され
た遊技球が流下する遊技領域３が、レール部材４で囲まれて形成され、遊技領域３には、
遊技球を誘導する遊技釘（図示せず）が多数突設されている。なお、本明細書中、上下と
は、特に断らない限り、遊技を行うために遊技機１を立設した状態における上下をいい、
左右は、遊技盤２の遊技領域３に向かって左右をいうものとする。また、遊技盤２の遊技
領域３側を前方とし、その反対側を後方とする。
【００１０】
　前面枠１１は、内枠１３及び外枠１２に対して開閉可能に、内枠１３の前面側に取り付
けられ、遊技盤２を保護するとともに、発射ハンドル２７、枠ランプ１８及びスピーカ１
７が配設されている。前面枠１１は、遊技領域３や、遊技盤２の遊技領域３外に配置され
た図柄表示器１４及び保留ランプ１６を目視できるように、それらの前側を覆う透明なガ
ラス部１１ａと、そのガラス部１１ａの下方の皿ユニット部１１ｂとを備え、皿ユニット
部１１ｂには、遊技球の貯留皿が設けられるとともに、演出ボタン３０が配設されている
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。
【００１１】
　遊技盤２には盤ランプ１９が配設され、遊技盤２の中央部には、画像表示器６の表示画
面６ａが配置されるとともに、盤側役物装置４１が配置されている。画像表示器６は、客
待ち用のデモ演出、図柄変動演出、大当たり遊技に並行して行われる大当たり演出などを
表示画面６ａに表示する。図柄変動演出は、数字等の識別情報を有する装飾図柄を変動さ
せた後停止させ、その停止させた装飾図柄により、大当たり判定の結果を報知する演出で
ある。この図柄変動演出は、後述する特別図柄変動に並行して行われる。
【００１２】
　遊技領域３には、始動入賞装置５が設けられている。始動入賞装置５は、常時開放され
ている第１始動口５ａと、電動チューリップ（以下、「電チュー」という。）５ｃにより
開閉される第２始動口５ｂと、を備えている。電チュー５ｃは、電チューソレノイド５ｆ
（図２参照）により駆動される。第２始動口５ｂは、電チュー５ｃが開いているときのみ
遊技球が入賞可能となる。
【００１３】
　また、遊技領域３には、大入賞装置７と、遊技球が通過可能なゲート８と、複数の普通
入賞装置９とが設けられている。大入賞装置７は、大入賞口ソレノイド７ｃ（図２参照）
により開閉される大入賞口７ａを備えている。各普通入賞装置９に入った遊技球は、その
普通入賞装置９内の普通入賞口９ａに入賞する。遊技領域３の中央下端部には、いずれの
入賞装置にも入賞しなかった遊技球が排出される図示しないアウト口が設けられている。
【００１４】
　遊技領域３の外側には、複数のランプからなる図柄表示器１４、及び、保留ランプ１６
が設けられている。図柄表示器１４に含まれる第１特別図柄表示器１４ａ及び第２特別図
柄表示器１４ｂ（図２参照）は、それぞれ、遊技球の第１始動口５ａ、第２始動口５ｂへ
の入賞を契機として行われる大当たり抽選の結果を、変動表示を経て停止表示された図柄
（特別図柄）により報知する（これを「特別図柄変動」という）ものである。第１特別図
柄表示器１４ａ、第２特別図柄表示器１４ｂに停止表示された図柄（特別図柄）が大当た
り図柄又は小当たり図柄であれば、大入賞口７ａを所定回数開閉する当たり遊技が行われ
る。
【００１５】
　特別図柄変動の実行中または当たり遊技の実行中に、遊技球が第１始動口５ａまたは第
２始動口５ｂに入賞すると、メイン制御基板２０（図２参照）は、その入賞に対して取得
した大当たり乱数等の乱数を、保留記憶として記憶する。そして、特別図柄変動を実行可
能になったときに、記憶しておいた保留記憶に基づいて大当たりか否かの判定を行い、特
別図柄変動を実行する。
【００１６】
　保留ランプ１６に含まれる第１特別図柄保留ランプ１６ａ及び第２特別図柄保留ランプ
１６ｂ（図２参照）は、それぞれ、第１始動口５ａ、第２始動口５ｂへの入賞に基づく保
留記憶の個数を表示するものである。なお、第１始動口５ａ、第２始動口５ｂへの入賞に
基づく保留記憶の個数は、それぞれ４個が上限とされている。
【００１７】
　図柄表示器１４に含まれる普通図柄表示器１４ｃ（図２参照）は、ゲート８への遊技球
の通過を契機として行われる普通図柄抽選の結果を、変動表示を経て停止表示される普通
図柄により報知する（これを「普通図柄変動」という）ものである。停止表示された普通
図柄が当たり図柄であれば、所定時間及び所定回数、電チュー５ｃを開く補助遊技が行わ
れる。
【００１８】
　普通図柄変動の実行中または補助遊技の実行中に、遊技球がゲート８を通過すると、メ
イン制御基板２０は、その通過に対して取得した当たり乱数を記憶する。そして、普通図
柄変動を開始可能な状態になったときに、記憶しておいた当たり乱数を用いて当たりか否
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かの判定を行い、普通図柄の変動表示を開始して、その判定結果を示す普通図柄を停止表
示する。保留ランプ１６に含まれる普通図柄保留ランプ１６ｃ（図２参照）は、このよう
に記憶されている当たり乱数の個数を表示するものである。なお、記憶される当たり乱数
は４個が上限とされている。
【００１９】
　次に、図２に基づいて実施形態の遊技機１の電気系統について説明する。実施形態の遊
技機１は、メイン制御基板２０、払出制御基板２１、サブ制御基板２５を備え、サブ制御
基板２５は、演出制御基板２２、画像制御基板２３、及び、ランプ制御基板２４を備えて
いる。そして、払出制御基板２１及び演出制御基板２２はメイン制御基板２０に接続され
、画像制御基板２３及びランプ制御基板２４は演出制御基板２２に接続されている。各制
御基板は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えている。
【００２０】
　メイン制御基板２０は、大当たりの抽選や遊技状態の移行など主に利益に関わる制御を
行うものである。メイン制御基板２０には、第１始動口５ａに入球した遊技球を検出する
第１始動口ＳＷ（スイッチ）５ｄ、第２始動口５ｂに入球した遊技球を検出する第２始動
口ＳＷ５ｅ、電チュー５ｃを駆動する電チューソレノイド５ｆ、ゲート８を通過した遊技
球を検出するゲートＳＷ８ａ、大入賞口７ａに入球した遊技球を検出する大入賞口ＳＷ７
ｂ、開閉部材７ｄを駆動する大入賞口ソレノイド７ｃ、各普通入賞口９ａに入球した遊技
球を検出する普通入賞口ＳＷ９ｂ、第１特別図柄保留ランプ１６ａ、第２特別図柄保留ラ
ンプ１６ｂ、普通図柄保留ランプ１６ｃ、第１特別図柄表示器１４ａ、第２特別図柄表示
器１４ｂ、普通図柄表示器１４ｃがそれぞれ接続され、図２に矢印で示すように、各スイ
ッチからはメイン制御基板２０に信号が入力され、各ソレノイドやランプ等にはメイン制
御基板２０から信号が出力される。
【００２１】
　また、メイン制御基板２０は、払出制御基板２１に各種コマンドを送信するとともに、
払い出し監視のために払出制御基板２１から信号を受信する。払出制御基板２１には、図
示しない払出装置を駆動する払出駆動モータ２６が接続され、払出制御基板２１は、メイ
ン制御基板２０から受信したコマンドに従って払出駆動モータ２６を動作させ、賞球の払
出を行わせる。
【００２２】
　さらに、メイン制御基板２０は、演出制御基板２２に対し各種コマンドを送信し、演出
制御基板２２は、画像制御基板２３及びランプ制御基板２４との間でコマンドや信号の送
受信を行う。演出制御基板２２には、演出ボタン３０が押下操作されたことを検出する演
出ボタン検出ＳＷ３３４が接続されている。画像制御基板２３には画像表示器６及びスピ
ーカ１７が接続され、画像制御基板２３は、演出制御基板２２から受信したコマンドに従
って、画像表示器６の表示画面６ａに画像を表示し、スピーカ１７から音声を出力する。
ランプ制御基板２４には、枠ランプ１８、盤ランプ１９、盤側役物装置４１、枠側役物装
置１４０等が接続され、ランプ制御基板２４は、演出制御基板２２から受信したコマンド
に従って、枠ランプ１８、盤ランプ１９を点灯・消灯し、盤側役物装置４１、枠側役物装
置１４０を動作させる。
【００２３】
　次に、操作受付手段に相当する演出ボタン３０について詳説する。図１、３～６等に示
すように、演出ボタン３０は、皿ユニット部１１ｂに固定されるベース部３３０と、遊技
者に押圧されることによりベース部３３０に対して移動可能な操作部３００と、ベース部
３３０の周縁部に固定され、操作部３００の周縁部に当接して操作部３００を囲繞する枠
部３５０とを備えている。操作部３００は、遊技者から視認可能に外側に配置される操作
部材３１０と、操作部材３１０を支持する支持部材３２０とを備え、支持部材３２０は、
操作部材３１０の内側に螺子で固定されて遊技者からは視認不能とされている。
【００２４】
　図４に示すように、ベース部３３０には、上部に頭部ランプ基板３３６が略上方を向く
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ように取り付けられ、その下方に眼部ランプ基板３３７が斜め上方を向くように取り付け
られている。頭部ランプ基板３３６には、それぞれＬＥＤからなる複数の第１演出ボタン
ランプ３３５が搭載され、眼部ランプ基板３３７には、それぞれＬＥＤからなる複数の第
２演出ボタンランプ３３９が搭載されている。
【００２５】
　ベース部３３０は、いずれも斜め上方の同一方向（実施形態では、図５に示すように、
側面視において水平方向に対し約５０°の角度をなす方向）に向かって突出する３本のシ
ャフト３３１を備えている。すなわち、各シャフト３３１は、互いに平行に突出している
。なお、各シャフト３３１を区別するときは、シャフト３３１ａ、３３１ｂ、３３１ｃと
表記する。シャフト３３１ａの配置位置は、操作部３００の下部の左右方向における略中
央部に対応し、シャフト３３１ｂ、３３１ｃの配置位置は、操作部３００の上部に対応す
るとともに、シャフト３３１ａの配置位置から等距離となるように左右方向に並んでいる
。すなわち、シャフト３３１ｂ、３３１ｃは、シャフト３３１ａの配置位置を通る上下方
向に沿った線を対称軸として対称な位置（左右対称な位置）に配置され、シャフト３３１
ａ、３３１ｂ、３３１ｃの配置位置は二等辺三角形の頂点をなしている。
【００２６】
　図５に示すように、各シャフト３３１にはコイルばね３３２が嵌合され、コイルばね３
３２の上端は、シャフト３３１に対して摺動可能に嵌合された筒状部材３３３の外方突出
部３３３ａに当接し、筒状部材３３３はコイルばね３３２により上方に付勢されている。
なお、シャフト３３１回りを説明するときは、シャフト３３１の突出方向を上方として説
明する。各シャフト３３１は、上端部にキャップ部３３８が取り付けられて上端部が大径
とされ、キャップ部３３８とその下方に配置された筒状部材３３３との間に、後述する支
持部材３２０の突出部３２８が配置されている。
【００２７】
　図５に示すように、ベース部３３０には、フォトセンサからなる演出ボタン検出ＳＷ３
３４が設けられている。演出ボタン検出ＳＷ３３４は、後述するように、操作部３００が
押圧されてシャフト３３１の軸方向に沿ってベース部３３０側に移動したとき、支持部材
３２０が有する図示しない遮蔽部が、演出ボタン検出スイッチ３３４の発光部と受光部と
の間に入り込んで発光部からの光を遮ることにより、所定の検出信号を演出制御基板２２
に出力する。
【００２８】
　図４に示すように、支持部材３２０は、略左右対称な形状をなし、各シャフト３３１に
対応する位置にそれぞれ挿通孔３２１（区別するときは、挿通孔３２１ａ、３２１ｂ、３
２１ｃと表記する。）を有している。挿通孔３２１ａ、３２１ｂ、３２１ｃには、シャフ
ト３３１ａ、３３１ｂ、３３１ｃがそれぞれ挿通されている。詳しくは、図５に示すよう
に、支持部材３２０は、各挿通孔３２１の内周壁から内方に突出する突出部３２８を有し
ている。各突出部３２８は、前述したように、シャフト３３１に嵌合された筒状部材３３
３と、シャフト３３１のキャップ部３３８との間に配置されている。そして、筒状部材３
３３は、コイルばね３３２により上方（ここでは、シャフト３３１の突出方向）に付勢さ
れているため、突出部３２８に当接して、突出部３２８を含む支持部材３２０を、シャフ
ト３３１のキャップ部３３８方向に付勢する。すなわち、支持部材３２０は、各コイルば
ね３３２により、シャフト３３１の突出方向である斜め上方に付勢されている。そして、
突出部３２８がキャップ部３３８に当接することにより、支持部材３２０のシャフト３３
１の軸方向に沿った移動が止められることとなる。
【００２９】
　支持部材３２０は、頭部ランプ基板３３６に対応する部位に、頭部開口部３２２を有し
、眼部ランプ基板３３７に対応する部位に、２つの眼部開口部３２３を有している。詳し
くは、支持部材３２０は、頭部ランプ基板３３６を囲繞するように立ち上がる筒状部３２
５を有し、筒状部３２５の上端部に頭部開口部３２２が形成されて、頭部開口部３２２に
は、板状の光透過部材３２４（光透過部に相当。）が嵌め込まれている。すなわち、頭部
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ランプ基板３３６は、光透過部材３２４に向けて発光する発光部に相当する。
【００３０】
　光透過部材３２４は、少なくとも所定の色（換言すれば、所定の範囲の波長）の光（実
施形態では、赤色の光）を透過させる高透過率部３２４ａと、高透過率部３２４ａよりも
その所定の色の光の透過率が低い低透過率部３２４ｂとを有している。実施形態では、光
透過部材３２４は、透明な合成樹脂製のレンズ部材に、印刷を施す、あるいは、印刷され
たシールを貼付することにより、高透過率部３２４ａと低透過率部３２４ｂとを形成した
ものであり、低透過率部３２４ｂは光を略透過しないように構成されている。そして、頭
部ランプ基板３３６には、その所定の色の光の第１演出ボタンランプ３３５が設けられ、
その発光強度は、光透過部材３２４を透過した光が操作部材３１０の上壁部３１６を内面
側から透過するような強度とされている。このため、図７の（ｂ）に示すように、その第
１演出ボタンランプ３３５を発光させたとき、高透過率部３２４ａと低透過率部３２４ｂ
とにより形成される表示として、所定の文字（実施形態では、「ＰＵＳＨ」の文字）が円
形の中に配置された操作案内表示Ｓが、第１操作面３１１において、外部から視認される
。一方、頭部ランプ基板３３６上の第１演出ボタンランプ３３５が発光していないとき、
後述するように、光透過部材３２４は外部から視認不能であり、勿論、操作案内表示Ｓも
視認されない。
【００３１】
　また、各眼部開口部３２３には、眼球を模した半球状の眼部形成部材３２６が取り付け
られている。後述するように、各眼部形成部材３２６は、周縁部３２６ａが中央部３２６
ｂよりも、光の透過率が高いものとされている。眼部ランプ基板３３７は、眼部形成部材
３２６、３２６に向けて発光する発光部に相当し、眼部ランプ基板３３７上の第２演出ボ
タンランプ３３９が発光すると、各眼部形成部材１２６が光って視認されることとなる。
【００３２】
　操作部材３１０は、人に似た生物の頭頂部から顔に掛けての部分を模した立体形状とさ
れ、操作部材３１０の前壁部３１５（顔に相当する壁部）に形成された２つの開口部３１
４からそれぞれ眼部形成部材３２６が露出し、操作部材３１０の上壁部３１６（頭頂部に
相当する壁部）に光透過部材３２４が相対するように、支持部材３２０が内側に取り付け
られている。
【００３３】
　図５に示すように、操作部材３１０は、縦断面形状が略倒立Ｌ字状とされ、操作部材３
１０の上壁部３１６には第１操作面３１１が形成され、操作部材３１０の前壁部３１５に
は第２操作面３１２が形成されている。すなわち、第１操作面３１１と第２操作面３１２
とは同一の操作部材３１０に形成されているが、立体形状をなす操作部材３１０の異なる
面に設けられ、第１操作面３１１は操作部材３１０の上面３１９に含まれ、第２操作面３
１２は操作部材３１０の前面３１８に含まれる。なお、第１操作面３１１の範囲、及び、
第２操作面３１２の範囲を、図４に仮想線（二点鎖線）で示しているが、これよりも広い
範囲を第１操作面３１１、第２操作面３１２としてもよい。但し、操作部材３１０には、
例えば下端部等、押圧操作しても、操作部３００がベース部３３０に対してスムーズに移
動せず、操作が受け付けられ難い（具体的には、演出ボタン検出ＳＷ３３４が支持部材３
２０の図示しない遮蔽部による遮光を検出するところまで、操作部３００がベース部３３
０に対して移動し難い）箇所があるため、かかる箇所は除いて第１操作面３１１、第２操
作面３１２とする。
【００３４】
　第１操作面３１１と第２操作面３１２とは互いに向きが異なっており、前者は略上方、
後者は略前方を向いている。なお、面の向きとは、厳密にはその面（曲面の場合には、面
上の各点における接平面）に直交する方向をいうが、ここでは、全体としてその面が向い
ている方向をいい、実施形態の場合には、その面の中央部が向いている方向と換言できる
。また、「向きが異なる」というとき、実施形態のように約９０°異なる場合に限らず、
２０°以上異なればよいものとする。２０°以上異なれば遊技者は向きが異なることを感
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得できるからである。但し、明らかに向きが異なることを遊技者が感得できるようにする
ためには、３０°以上異なることが好ましく、さらに明確に向きが異なることを遊技者が
感得できるようにするためには、４５°以上異なることが好ましい。
【００３５】
　操作部材３１０は、第１操作面３１１を有する上壁部３１６も含めて、表面（外面）が
鏡面加工されることにより表面に光沢を有する暗色（明度が低い色。実施形態では、焦げ
茶色）の半透明の合成樹脂製であり、外部からの光は、略反射乃至は吸収されて、操作部
材３１０を外面側から透過する光は極めて少ない。したがって、操作部材３１０を外面側
から透過して操作部材３１０の内部の部材で反射されて戻ってくる光は、人の眼で感じ取
れる程にはないため、頭部ランプ基板３３６上の第１演出ボタンランプ３３５の非発光時
には、操作部材３１０の内部は、第１操作面３１１の下方の光透過部材３２４も含めて、
視認不能である。しかしながら、上述したように、頭部ランプ基板３３６上の第１演出ボ
タンランプ３３５が発光すると、光透過部材３２４を透過した光は、上壁部３１６を内面
側から透過するため、図７（ｂ）に示すように、操作案内表示Ｓが第１操作面３１１内に
視認されることとなる。なお、操作部材３１０の内面は、鏡面加工されず、外面よりも光
沢が少ないものとされて、操作部材３１０の内面における光の反射が抑制され、第１演出
ボタンランプ３３５からの光が（操作部材３１０の外面側から透過しようとした場合に比
して）操作部材３１０を透過し易いように構成されている。
【００３６】
　眼部形成部材３２６は、表面に光沢を有する合成樹脂製で、周縁部３２６ａが乳白色の
半透明、中央部３２６ｂが黒色の不透明とされて、眼部ランプ基板３３７上の第２演出ボ
タンランプ３３９の非発光時には、眼部形成部材３２６の後方を含めて操作部材３１０の
内部は、視認不能であるが、眼部ランプ基板３３７上の第２演出ボタンランプ３３９の発
光時には、その光は周縁部３２６ａを透過する発光強度とされ、周縁部３２６ａが光って
視認されることとなる。
【００３７】
　図５に示すように、操作部材３１０の外周縁部３１３は、操作部材３１０が初期位置（
非押圧時の位置）にあるとき、操作部材３１０を囲繞する枠部３５０の内周縁部３５１に
、下方（ここでは、シャフト３３１の突出方向を上方としたときの下方）から当接してい
る。
【００３８】
　そして、図６に示すように、操作部材３１０は、第１操作面３１１及び第２操作面３１
２のいずれが押圧されたときも、支持部材３２０と共に、コイルばね３３２の付勢力に抗
して、シャフト３３１の軸方向に沿って斜め下方に、支持部材３２０がベース部３３０に
当接する所定の後退位置まで移動する。すなわち、２つの押圧方向（実施形態では、第１
操作面３１１の押圧方向は図５の矢印Ａに示すように略下方、第２操作面３１２の押圧方
向は図５の矢印Ｂに示すように略後方）に対し、その略中間方向（図６の矢印Ｃ方向）に
操作部３００は移動することとなる。そして、かかる押圧を解除すると、操作部３００は
、コイルバネ３３２の付勢力により、シャフト３３１の軸方向に沿って斜め上方に、操作
部材３１０の外周縁部３１３が枠部３５０の内周縁部３５１に当接する初期位置（図６の
二点鎖線で示す位置すなわち図５の位置）まで復帰する。なお、この初期位置においては
、支持部材３２０の突出部３２８はシャフト３３１のキャップ部３３８の下端縁に当接す
る。
【００３９】
　次に、演出ボタン３０に係る演出及び作用について説明する。画像制御基板２３は、第
１操作面３１１及び第２操作面３１２のそれぞれに対応した演出を行うための画像データ
を記憶しており、演出制御基板２２から受信したコマンドにしたがって、図柄変動演出に
おいてそれらの画像データを用いて画像表示器６において演出を行う。
【００４０】
　画像制御基板２３は、図柄変動演出が行われているときに、第１操作面３１１に対応し
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た演出として、図８の（ａ）に示すように、第１操作案内画像Ｇ１（第１の画像に相当）
を表示画面６ａに表示する演出を行う。第１操作案内画像Ｇ１は、ボタンを想起させる円
形の中に「ＰＵＳＨ」の文字が表示された画像を有している。画像制御基板２３は、第１
操作面３１１の操作有効期間が到来すると、第１操作案内画像Ｇ１の表示を開始すると共
に、演出制御基板２２にその旨を示す信号を送信して、演出制御基板２２からランプ制御
基板２４にコマンドを送信させ、頭部ランプ基板３３６上の第１演出ボタンランプ３３５
を発光させる。したがって、図７の（ｂ）に示すように、第１操作面３１１において、「
ＰＵＳＨ」の文字が円形の中に配置された操作案内表示Ｓが視認されることとなる（第１
の発光態様に相当）。すなわち、第１操作案内画像Ｇ１は、第１操作面３１１における操
作案内表示Ｓと類似しており、第１操作案内画像Ｇ１及び操作案内表示Ｓを見た遊技者は
、第１操作面３１１を操作すべきであることをすぐに理解することができる。第１操作面
３１１の操作有効期間は、ここでは一定の長さの期間とするが、例えば実行中の特別図柄
変動の長さ（すなわち、変動パターンの長さ。図柄変動演出の長さとも換言できる。）や
大当たり期待度（大当たり判定の結果が遊技者にとって有利である期待度）等に応じて長
さを可変としてもよい。
【００４１】
　なお、実施形態では、第１操作案内画像Ｇ１が表示されるとき、図７９に示すように、
後述する開閉可動体装置１３０における開閉部材１３２が、左右から中央方向に移動する
場合と、かかる開閉部材１３２の移動がなされない場合とがある。図７９に示すように、
開閉部材１３２が移動すると、表示画面６ａの左右の側部が隠蔽されることとなり、表示
画面６ａの中央部に表示された第１操作案内画像Ｇ１が目立つこととなる。実施形態では
、図７９に示すように開閉部材１３２の移動（すなわち開閉可動体装置１３０の作動）を
伴う方が、伴わない方よりも、大当たり期待度が高い演出とされている。以下、開閉可動
体装置１３０の作動を伴わずに、第１操作案内画像Ｇ１を表示するとともに操作案内表示
Ｓを表示する演出を、第１のボタン演出、開閉可動体装置１３０の作動を伴って、第１操
作案内画像Ｇ１を表示するとともに操作案内表示Ｓを表示する演出を、第２のボタン演出
という。図柄変動演出中に、第１のボタン演出のみが行われるときよりも、第１のボタン
演出と第２のボタン演出とが行われるとき、あるいは、第２のボタン演出のみが行われる
ときの方が、大当たり期待度が高いこととなる。
【００４２】
　遊技者が第１操作面３１１を押圧すると、図６に示すように、操作部３００は、コイル
ばね３３２の付勢力に抗して、シャフト３３１の軸方向に沿って斜め下方に所定の後退位
置（支持部材３２０がベース部３３０に当接する位置）まで移動する。そして、このとき
、支持部材３２０の図示しない遮蔽部による遮光が演出ボタン検出ＳＷ３３４により検出
されて、演出ボタン検出ＳＷ３３４から検出信号が演出制御基板２２に送信される。すな
わち、押圧操作が受け付けられたこととなる。演出制御基板２２は、演出ボタン検出ＳＷ
３３４からこの検出信号を受信すると、その信号を画像制御基板２３に送信し、画像制御
基板２３は、第１操作案内画像Ｇ１の表示を終了する。遊技者が第１操作面３１１の押圧
を止めると、操作部３００は初期位置まで復帰する。
【００４３】
　なお、第１操作面３１１の操作有効期間内に演出ボタン３０の押圧操作がなされず、第
１操作面３１１の操作有効期間が終了したときも、画像制御基板２３は、第１操作案内画
像Ｇ１の表示を終了する。また、第１操作面３１１の操作有効期間内に演出ボタン３０の
押圧操作がなされたとき（受け付けられたとき）となされなかったとき（受け付けられな
かったとき）とで、その後の演出は同一としてもよいし、異なるものとしてもよい。実施
形態では、第１操作面３１１の操作有効期間内に演出ボタン３０の押圧操作が受け付けら
れると、実行中の図柄変動演出の大当たり期待度（大当たり判定の結果が遊技者にとって
有利である期待度）を示唆する示唆演出が、表示画面６ａ、盤側役物装置４１、枠側役物
装置１４０等において実行される場合がある。
【００４４】
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　画像制御基板２３は、図柄変動演出が行われているときに、第２操作面３１２に対応し
た演出として、図８の（ｂ）に示すように、第２操作案内画像Ｇ２を表示画面６ａに表示
する演出を行う。第２操作案内画像Ｇ２は、顔を想起させる画像と「決めろ」の文字とを
有している。画像制御基板２３は、第２操作面３１２の操作有効期間が到来すると、第２
操作案内画像Ｇ２の表示を開始すると共に、演出制御基板２２にその旨を示す信号を送信
して、演出制御基板２２からランプ制御基板２４にコマンドを送信させ、眼部ランプ基板
３３７上の第２演出ボタンランプ３３９を発光させる。したがって、図７５に示すように
、演出ボタン１０の眼部形成部材３２６が光って視認されることとなる（第２の発光態様
に相当）。なお、頭部ランプ基板３３６上の第１演出ボタンランプ３３５は発光させない
ため、第１操作面３１１には操作案内表示Ｓ等の表示は視認されない。第２操作案内画像
Ｇ２における顔を想起させる画像は、第２操作面３１２を含む前面３１８の形状と類似し
ており、第２操作案内画像Ｇ２を見た遊技者は、第２操作面３１２を操作すべきであるこ
とをすぐに理解することができる。さらに、第２操作面３１２に含まれる眼部形成部材３
２６の発光により、第２操作面３１２に注意が向き、第２操作面１１２を操作すべきであ
ることをさらに容易に理解することができる。以下、第２操作案内画像Ｇ２を表示すると
ともに眼部形成部材３２６を発光させる演出を、第３のボタン演出という。第２操作面３
１２の操作有効期間は、ここでは一定の長さの期間とするが、例えば実行中の特別図柄変
動の長さや大当たり期待度等に応じて長さを可変としてもよい。
【００４５】
　また、第２操作案内画像Ｇ２の表示は、１回の図柄変動演出において第１操作案内画像
Ｇ１の表示が行われた後に行われる。第２操作案内画像Ｇ２の表示が行われたときは、第
１操作案内画像Ｇ１の表示しか行われないときよりも、実行中の図柄変動演出すなわち実
行中の特別図柄変動の期待度（大当たり期待度）が高い。すなわち、第２操作案内画像Ｇ
２は、第１操作案内画像Ｇ１よりも期待度が高い画像である。
【００４６】
　遊技者が第２操作面３１２を押圧すると、第１操作面３１１を押圧したときと同様に、
図６に示すように、操作部３００は、コイルばね３３２の付勢力に抗して、シャフト３３
１の軸方向に沿って斜め下方に所定の後退位置まで移動する。そして、演出ボタン検出Ｓ
Ｗ３３４から検出信号が演出制御基板２２に送信される。すなわち、押圧操作が受け付け
られたこととなる。演出制御基板２２は、演出ボタン検出ＳＷ３３４からこの検出信号を
受信すると、その信号を画像制御基板２３に送信し、画像制御基板２３は、第２操作案内
画像Ｇ２の表示を終了する。遊技者が第２操作面３１２の押圧を止めると、操作部３００
は初期位置まで復帰する。
【００４７】
　なお、第２操作面３１２の操作有効期間内に演出ボタン３０の押圧操作がなされず、第
２操作面３１２の操作有効期間が終了したときも、画像制御基板２３は、第２操作案内画
像Ｇ２の表示を終了する。また、第２操作面３１２の操作有効期間内に演出ボタン３０の
押圧操作がなされたときとなされなかったときとで、その後の演出は同一としてもよいし
、異なるものとしてもよい。実施形態では、第２操作面３１２の操作有効期間内に演出ボ
タン３０の押圧操作が受け付けられると、実行中の図柄変動演出の大当たり期待度を示唆
する示唆演出が、表示画面６ａ、盤側役物装置４１、枠側役物装置１４０等を用いて実行
される場合がある。
【００４８】
　なお、実施形態では、操作部材３１０の第１操作面３１１と第２操作面３１２との連結
部３１７（すなわち、上壁部３１６と前壁部３１５との中間部）を押圧したとしても、第
１操作面３１１または第２操作面３１２を押圧したときと同一方向に、操作部３００は移
動する。すなわち、演出ボタン３０は、第１操作面３１１、第２操作面３１２、それらの
連結部３１７のいずれを押下操作しても、操作部３００は同一方向に、図６に示す所定の
後退位置まで移動する。このように、遊技機１では、操作部３００において押圧操作が受
け付けられる範囲（押圧操作が有効に行える範囲）が広いので、遊技者は、操作部３００
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の押圧操作に気を遣う必要がなく、楽しく遊技を行うことができる。
【００４９】
　遊技盤部４０は、図９に示すように、遊技盤２と、盤側役物装置４１と、ベース枠体４
２と、で構成されている。
【００５０】
　盤側役物装置４１は、図９に示すように、導光板表示装置５０と、回転可動体装置６０
と、開閉可動体装置１３０と、で構成されている。
【００５１】
　ベース枠体４２は、後側中央に画像表示器６の表示画面６ａと略同一の大きさに形成さ
れた略矩形状の開口部４２ａを有している。開口部４２ａに画像表示器６が取り付けられ
て、表示画面６ａが前方から視認可能となる。
【００５２】
　ベース枠体４２が遊技盤２に取り付けられた状態において、図９に示すように、ベース
枠体４２と遊技盤２との間に形成される略閉鎖された内部空間には、後側から、開閉可動
体装置１３０、回転可動体装置６０、導光板表示装置５０が配置される。換言すれば、回
転可動体装置６０は、遊技盤２の後側に取り付けられ、開閉可動体装置１３０は、回転可
動体装置６０の後側に取り付けられて、導光板表示装置５０は、遊技盤２の開口部２ａに
取り付けられて、遊技盤２と、ベース枠体４２とに囲まれる内部空間にそれぞれ配置され
ることになる。
【００５３】
　盤側役物装置４１を構成する、導光板表示装置５０、回転可動体装置６０及び開閉可動
体装置１３０は、図示しない中継基板を介して、サブ制御基板２５のランプ制御基板２４
と接続されて動作、表示等が制御され、さらにメイン制御基板２０と接続されている（図
２参照）。
【００５４】
　遊技盤２には、図１０、１１、１２に示すように、中央部に開口部２ａが形成され、開
口部２ａに導光板５５１とＬＥＤユニット５７０を備える導光板表示装置５０が配置され
ている。図１１、１２に示すように、前側からみて、遊技盤２の開口部２ａの左縁部、上
縁部、右縁部にわたって、上支持片部５５３、左支持片部５５４及び右支持片部５５５を
備える支持部材５５２が配設されている。
【００５５】
　支持部材５５２は、図示しないねじ止め可能な取り付け代を有して、取り付け代におい
てねじ止め等されて、遊技盤２の開口部２ａに、遊技盤２の中央側に向かって延設される
ように取り付けられている。導光板表示装置５０は、その構成する部材が、支持部材５５
２を介して、又は、遊技盤２の開口部２ａの周辺に、取り付けられる。
【００５６】
　図１１～１４に示すように、左支持片部５５４及び右支持片部５５５の後面側には、導
光板支持部として、本実施形態では、後側に突出する円柱状の係止突起５５４ａ、５５５
ａがそれぞれ二か所ずつ配設されている。また、左支持片部５５４及び右支持片部５５５
の後面は、導光板５５１の前面と接して、導光板５５１を受け止めて導光板５５１が前側
に移動することを規制可能とされている。
【００５７】
　導光板５５１は、射出成形により切り欠き部５５１ｄを有する所定の外形形状に形成さ
れる。導光板５５１は、遊技盤２の開口部２ａを略覆い可能に形成され、微細凹凸加工に
より、文字や絵柄等の表示情報を表す図示しないドットパターンが形成されている。
【００５８】
　導光板の発光原理について説明すると、図１９に示すように、上記のドットパターンは
、導光板５５１に入射した光が反射して所望の文字や絵柄を表示させる溝とされている。
本実施形態では、導光板５５１の後面側にドットパターンが形成され、上側から光が照射
されることでドットパターンにより前側に光が反射して、前側からみて、文字や絵柄が視
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認可能とされている。なお、図１９においては、後述する光拡散部材５７３は省略してあ
る。
【００５９】
　導光板５５１には、図１１～１４に示すように、係止突起５５４ａ、５５５ａに対応す
る位置に、直径が係止突起５５４ａ、５５５ａより若干大きく形成されるとともに係止突
起５５４ａ、５５５ａを挿入可能な係止孔５５１ａが四か所配設されている。
【００６０】
　また、導光板５５１には、図１０、１１、１２等に示すように、前側からみて、外周縁
部５５１ｃの右側中央部に、切り欠き部５５１ｄが形成されている。本実施形態では、切
り欠き部５５１ｄは、ガラスがひび割れたように切り欠かれて形成されている。
【００６１】
　各係止孔５５１ａに、対応する係止突起５５４ａ、５５５ａを挿入させて係止すること
で、導光板５５１の遊技盤２への取り付け位置の位置決めがなされる。そして、左前装飾
部材５６０と左後装飾部材５６１とで左支持片部５５４及び導光板５５１を、右前装飾部
材５６２と右後装飾部材５６３とで右支持片部５５５及び導光板５５１を、前後方向にお
いて挟み込むように配置し、ねじ止め等されて固定されている。
【００６２】
　換言すれば、導光板５５１を螺子止めしないことにより、導光板５５１が割れることを
防止するとともに、導光板５５１の寸法精度に高精度を要しない構成とされている。また
、各係止孔５５１ａと、係止突起５５４ａ、５５５ａは、導光板５５１の前後面を逆にし
たときには、各係止孔５５１ａに係止突起５５４ａ、５５５ａは、挿入できない位置（左
右方向において線対称でない位置）に配置されて、誤装着することを防止可能とされてい
る。
【００６３】
　図１３、１４に示すように、左前装飾部材５６０は、後側が開口し前側が閉塞して略椀
形状に形成され、左後装飾部材５６１は、前側が開口し後側が閉塞して略椀形状に形成さ
れ、右前装飾部材５６２は、後側が開口し前側が閉塞して略椀形状に形成され、右後装飾
部材５６３は、前側が開口し後側が閉塞して略椀形状に形成されている。
【００６４】
　左後装飾部材５６１及び右後装飾部材５６３内には、ＬＥＤ５６４を有したＬＥＤ基板
５６５がそれぞれ配設され、ＬＥＤ５６４の光を前側及び後側に向かって照射可能とされ
ている。ＬＥＤ基板５６５は、図示しない中継基板を介して、サブ制御基板２５のランプ
制御基板２４と接続されて動作、表示等が制御され、さらにメイン制御基板２０と接続さ
れている（図２参照）。なお、図１３、１４には、作図上現われていないＬＥＤ５６４が
ある。
【００６５】
　本実施形態では、左前装飾部材５６０、左後装飾部材５６１、右前装飾部材５６２、右
後装飾部材５６３は、ゴキブリが擬人化された形状に形成され遊技機１の意匠性を向上さ
せている。
【００６６】
　また、切り欠き部５５１ｄに、右前装飾部材５６２と右後装飾部材５６３を配置させて
いるので、ガラスがひび割れたように形成された切り欠き部５５１ｄの意匠と、ゴキブリ
が擬人化された、右前装飾部材５６２及び右後装飾部材５６３の意匠と、を組み合わせる
ことにより、遊技機１の意匠を斬新なものとしている。
【００６７】
　導光板５５１の上側には、図１５、１８に示すように、ＬＥＤユニット５７０が配設さ
れている。ＬＥＤユニット５７０は、ＬＥＤ基板５７１と、光拡散部材５７３と、を有し
ている。ＬＥＤユニット５７０は、図示しない中継基板を介して、サブ制御基板２５のラ
ンプ制御基板２４と接続されて動作、表示等が制御され、さらにメイン制御基板２０と接
続されている（図２参照）。
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【００６８】
　ＬＥＤ基板５７１は、板状に形成されて厚み方向を前後方向として配置され、板状のＬ
ＥＤ基板５７１の後面側に、複数のＬＥＤ５７２が左右方向（ＬＥＤ基板５７１の長手方
向）に沿って一列に配置されている。
【００６９】
　ＬＥＤ基板５７１の後面の下側には、光拡散部材５７３が配置されている。光拡散部材
５７３は、長尺な矩形板状の本体部５７４と、光拡散部５７５と、を有している。
【００７０】
　本実施形態では、光拡散部５７５は、図１６、１７に示すように、本体部５７４から下
側に半円盤状に突出して形成され、円弧状の外周縁部の下側となる面（以下、円弧状部５
７６とする）に、前後方向に沿ってローレット溝５７６ａが形成されている。
【００７１】
　換言すれば、光拡散部材５７３には、光源となるＬＥＤ５７２の照射方向とは反対側の
端部に光拡散部５７５が設けられていることになる。
【００７２】
　ＬＥＤユニット５７０は、上支持片部５５３の前側に取り付けられる前装飾部材５８０
と、上支持片部５５３の後側に取り付けられる後挟持部材５８１と、に前後方向において
挟み込まれるように配置され、前装飾部材５８０及び後挟持部材５８１を介して上支持片
部５５３に取り付けられている。
【００７３】
　後挟持部材５８１の前面側下部には、凹部５８１ａが設けられている。そして、前装飾
部材５８０の後面と後挟持部材５８１の凹部５８１ａとの間に形成される下側が開放され
た隙間部分に、ＬＥＤ５７２及び光拡散部材５７３が配置されている。
【００７４】
　光拡散部材５７３は、ＬＥＤ基板５７１の後面に本体部５７４の両端部において、後挟
持部材５８１とＬＥＤ基板５７１とに挟まれた状態でねじ止め等されて、本体部５７４を
上側とし、光拡散部５７５を下側として固定されている。各ＬＥＤ５７２は、下側に配置
されている光拡散部材５７３の本体部５７４に向けて光を照射可能とされ、光拡散部材５
７３を介して、下側に配置されている導光板５５１の上端面５５１ｅに向けて光を照射可
能とされている。
【００７５】
　各ＬＥＤ５７２は、円弧状に形成された円弧状部５７６の頂部５７６ｂに対応して配置
されている。詳説すれば、上下方向において、ＬＥＤ５７２の左右方向における中心線Ｍ
を延長させると、頂部５７６ｂに至るように配置されている。
【００７６】
　本出願人によって、隣接する光拡散部５７５どうしの境界部分に対応する部分に、照射
される光のムラが生じて、上下方向に沿ったすじ模様が浮かび上がる現象が発生しやすい
ことが知見されている。
【００７７】
　下側にふくらむ円弧状部５７６に形成された、前後方向に沿って形成されたローレット
溝５７６ａによって、図１６、１７の矢印で示す、各ＬＥＤ５７２から下方向に照射され
る光が、左右方向において拡散されて照射される光のムラを低減させて、導光板５５１に
表わされる絵柄、文字等に、上下方向に沿ったすじ模様が浮かび上がる現象を抑制する。
【００７８】
　ＬＥＤユニット５７０のＬＥＤ５７２から光が照射されると、図７４に示すように、導
光板５５１に示唆表示ＳＨが所定時間（例えば、１秒）表示される。示唆表示ＳＨは、実
行中の図柄変動演出の大当たり期待度（大当たり判定の結果が遊技者にとって有利である
期待度）を示唆するものである。換言すれば、示唆表示ＳＨが出現すると、大当たり期待
度が高い演出であることを示唆することが可能となる。
【００７９】



(15) JP 2018-38667 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

　また、ＬＥＤユニット５７０のＬＥＤ５７２の光は、下側に向かって照射されるのに対
して、左後装飾部材５６１及び右後装飾部材５６３内に配設されたＬＥＤ５６４の光は、
前側に向かって照射されるので、導光板５５１の絵柄がＬＥＤ５６４からの光で浮かび上
がることを抑制する。
【００８０】
　回転可動体装置６０は、図９に示すように、矩形枠状のフレーム６１と、フレーム６１
に配設され前後方向を軸として回転可能な回転可動体７０と、回転可動体７０を駆動可能
な回転可動体駆動機構８０と、を備え、遊技盤２の後面に取り付けられている。
【００８１】
　フレーム６１は、図２０、２１、図３１～３３に示すように、上フレーム部６２と、下
フレーム部６３と、左フレーム部６４と、右フレーム部６５と、を有して略矩形枠体状に
形成されている。
【００８２】
　回転可動体７０は、図２０～２２等に示すように、骨組部７１と、腕装飾部７４と、拳
装飾部７５と、を有している。
【００８３】
　骨組部７１は、金属製で略くの字状に屈曲して形成された基部７２と、基部７２から長
尺状に延びる金属製の先端部７３と、を有している。
【００８４】
　骨組部７１は、基部７２において、軸孔７２ａに図示しない軸部材が挿通され、左フレ
ーム部６４の上下方向における中央部分で、左フレーム部６４に対して前後方向を軸とし
て回動可能に支持されている。基部７２の後面には、後述するロック部材８４と接する受
け部７６ａと、後述する原点センサ９３に検知される検知片部７６ｂと、を有した合成樹
脂製の受け部材７６が配設されている。
【００８５】
　先端部７３の後面側には合成樹脂製のカバー部材７３ａが取り付けられ、カバー部材７
３ａの先端側には、後述する第二ガイド溝９８内を移動可能な板状の第二ガイド片７３ｂ
が配設されている。
【００８６】
　腕装飾部７４は、合成樹脂で人の腕を模した形状に形成され、遊技者に骨組部７１が視
認し難くなるように、骨組部７１の前側に取り付けられている。
【００８７】
　腕装飾部７４の内側には、図示しないＬＥＤ及びＬＥＤ基板を有したＬＥＤユニット７
８が配設され、ＬＥＤの照射する光により、腕装飾部７４が発光可能とされている。ＬＥ
Ｄユニット７８は、図示しない中継基板を介して、サブ制御基板２５のランプ制御基板２
４と接続されて発光制御される。腕装飾部７４のＬＥＤユニット７８の周辺部分が発光部
７４ｂとされる。
【００８８】
　拳装飾部７５は、合成樹脂製で人の拳を模した形状に形成され、先端部７３の長手方向
における中央部分、かつ、腕装飾部７４の先端部分において、図示しない軸部材を用いて
、腕装飾部７４及び骨組部７１の先端部７３に対して前後方向を軸として回動可能に取り
付けられている。拳装飾部７５には、後述する第一ガイド溝９７内を移動可能な板状の第
一ガイド片７５ａが延設されている。
【００８９】
　拳装飾部７５の内側には、図示しないＬＥＤ及びＬＥＤ基板を有したＬＥＤユニット７
９が配設され、ＬＥＤの照射する光により、拳装飾部７５が発光可能とされている。ＬＥ
Ｄユニット７９は、図示しない中継基板を介して、サブ制御基板２５のランプ制御基板２
４と接続されて発光制御される。拳装飾部７５のＬＥＤユニット７９の周辺部分が発光部
７５ｂとされる。
【００９０】
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　回転可動体駆動機構８０は、図２０に示すように、繰出し機構８１と、ワイヤ巻取送出
機構１００と、を備えている。
【００９１】
　繰出し機構８１は、図２４～２８に示すように、引張コイルばね８２と、トーションば
ね８３と、ロック部材８４と、電動モータ８７と、駆動ギア８８と、第一従動ギア８９と
、第二従動ギア９０と、第三従動ギア９１と、を備えている。なお、第二従動ギア９０は
、ギア比が異なる二つのギアを有する段付き歯車形状とされている。
【００９２】
　引張コイルばね８２は、一端が左フレーム部６４の上側の端部に、他端が骨組部７１の
基部７２に固定されて、略上下方向に沿って配設され、回転可動体７０が、前側からみて
左フレーム部６４に対して反時計回りに回転するように付勢している。
【００９３】
　トーションばね８３は、基部７２の回動軸近傍に、一端が左フレーム部６４に、他端が
基部７２に固定されて、前側からみて、回転可動体７０が左フレーム部６４に対して反時
計回りに回転するように付勢している。引張コイルばね８２は、略上下方向に沿って配設
され、回転可動体７０の動作の立ち上がり時に付勢力を発揮しにくいので、トーションば
ね８３により回転可動体７０の初期動作に必要な付勢力をサポートさせている。
【００９４】
　ロック部材８４は、扇体部８５と、扇体部８５の後側に配設された検知片部８６と、を
有して、下フレーム部６３の左右方向における中央付近に、前後方向を軸として下フレー
ム部６３に対して回動可能に支持されている。
【００９５】
　扇体部８５は、略扇形の板状に形成され、円弧面部分が受け部７６ａと摺接可能な摺接
部８５ａとされている。検知片部８６は、円盤状に形成され、後面に第三従動ギア９１と
噛み合い可能なギア部８６ａが配設され、外周縁部から幅を有した円弧状の検知片８６ｂ
が延設されている。
【００９６】
　電動モータ８７の回動軸、駆動ギア８８、第一従動ギア８９、第二従動ギア９０、第三
従動ギア９１は、いずれも前後方向を軸として、下フレーム部６３に対して回動可能に取
り付けられている。
【００９７】
　電動モータ８７は、図示しない中継基板を介して、サブ制御基板２５のランプ制御基板
２４と接続されて動作が制御される。本実施形態では、ステッピングモータが用いられ、
電動モータ８７を前側からみて反時計周りに駆動（正転）させると、駆動ギア８８、第一
従動ギア８９、第二従動ギア９０、第三従動ギア９１、ギア部８６ａの順に動力が伝達さ
れ、前側からみてロック部材８４が反時計回りに回転可能となる。
【００９８】
　電動モータ８７を前側からみて時計周りに駆動（逆転）させると、駆動ギア８８、第一
従動ギア８９、第二従動ギア９０、第三従動ギア９１、ギア部８６ａの順に動力が伝達さ
れ、前側からみてロック部材８４が時計回りに回転可能となる。
【００９９】
　下フレーム部６３の左右方向における中央部上部には、前側からみて、ロック部材８４
の時計周り方向の移動を規制するストッパ部６３ａが配設されている。ストッパ部６３ａ
の下方には、前後方向を軸として回動可能に下フレーム部６３が支持され、扇体部８５と
当接してロック部材８４のガタつきを抑制させるとともに、ロック部材８４の反時計周り
方向への移動を規制する規制バー６３ｂが配設されている。
【０１００】
　下フレーム部６３の検知片８６ｂの移動領域内には、検知片８６ｂを検知する第一セン
サ９４及び第二センサ９５が、配置されている。また、第二従動ギア９０、第三従動ギア
９１の近傍には、基部７２に配設された検知片部７６ｂを検知する原点センサ９３が配置
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されている。
【０１０１】
　本実施形態では、原点センサ９３、第一センサ９４及び第二センサ９５は、フォトセン
サが用いられているが、検知片部７６ｂ、検知片８６ｂの位置を検知可能であれば、近接
スイッチ等他の検知手段を用いることができる。
【０１０２】
　回転可動体７０は、図２８～３３に示すように、待機位置、第一繰り出し位置、第二繰
り出し位置、に移動可能とされている。回転可動体７０は、図２６、２８、３１に示すよ
うに、受け部７６ａ一端側（図２６において下側）においてロック部材８４の摺接部８５
ａの左側の端部と当接することによって、引張コイルばね８２及びトーションばね８３の
付勢力に抗して待機位置に保持される。また、図２４、２９、３２に示すように、ロック
部材８４の前側からみて反時計周り方向への回転によって当接が解除され、引張コイルば
ね８２及びトーションばね８３の付勢力によって、第一繰り出し位置へ移動する。
【０１０３】
　また、図２７、３０、３３に示すように、ロック部材８４の前側からみて時計周り方向
への回転によって、受け部７６ａと摺接部８５ａとが摺接し、その後、ストッパ部６３ａ
により、ロック部材８４の時計周り方向の移動を規制されて、回転可動体７０は、第二繰
り出し位置まで移動する。
【０１０４】
　詳説すると、扇体部８５は、軸心が右側に偏心しているので、待機位置から時計回り方
向に回転すると、扇体部８５の軸心と、受け部７６ａと摺接部８５ａとが接している部分
との距離が徐々に短くなり、回転可動体７０は、徐々に反時計周り方向に移動することに
なる。
【０１０５】
　ワイヤ巻取送出機構１００は、ワイヤ１０１を巻き取る又は送り出すことにより、図２
８、２９、３０に示すように、回転可動体７０を待機位置、第一繰り出し位置、第二繰り
出し位置へと移動可能とするものである。
【０１０６】
　ワイヤ巻取送出機構１００は、ワイヤ１０１と、ギア部１０２ａを有する巻取ドラム１
０２と、電動モータ１０３と、駆動ギア１０４と、第一従動ギア１０５と、第二従動ギア
１０６と、弛み調整手段１１０と、を有している。
【０１０７】
　巻取ドラム１０２と、電動モータ１０３と、駆動ギア１０４と、第一従動ギア１０５と
、第二従動ギア１０６は、前後方向を軸として、上フレーム部６２に対して回動可能に支
持されている。
【０１０８】
　電動モータ１０３は、図示しない中継基板を介して、サブ制御基板２５のランプ制御基
板２４と接続されて動作が制御される。電動モータ１０３を、前側からみて、反時計回り
方向に（正転）駆動させると、駆動ギア１０４、第一従動ギア１０５、第二従動ギア１０
６、ギア部１０２ａの順に動力が伝達され、前側からみて巻取ドラム１０２が時計回りに
回転可能となりワイヤ１０１を送り出し可能となる。
【０１０９】
　電動モータ１０３を、前側からみて、時計回り方向に（逆転）駆動させると、駆動ギア
１０４、第一従動ギア１０５、第二従動ギア１０６、ギア部１０２ａの順に動力が伝達さ
れ、前側からみて巻取ドラム１０２が反時計回りに回転可能となりワイヤ１０１を巻き取
り可能となる。
【０１１０】
　ワイヤ１０１は、一端が巻取ドラム１０２に固定され、他端が回転可動体７０の骨組部
７１の基部７２に固定されている。
【０１１１】
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　弛み調整手段１１０は、図２８、２９、３０に示すように、回転可動体７０が待機位置
から一番離れた移動位置となる第一繰り出し位置に移動するときに必要なワイヤ１０１の
長さの差分を、回転可動体７０が待機位置にあるときに確保して、引張コイルばね８２及
びトーションばね８３の付勢力により、急激に移動する回転可動体７０に対して、ワイヤ
１０１を追随できるようにして、ワイヤ１０１の破損を防止するものである。
【０１１２】
　弛み調整手段１１０は、上フレーム部６２に配設された、取付部材１１１ａ及び取付部
材１１１ｂと、取付部材１１１ａと取付部材１１１ｂとの間にそれぞれ架け渡されて配設
された円柱状の第一スライド軸１１３、第二スライド軸１１４と、第一スライド軸１１３
に対して左右方向にスライド可能な第一ワイヤガイド１１５と、第二スライド軸１１４に
対して左右方向にスライド可能な第二ワイヤガイド１１６と、第一ワイヤガイド１１５を
左側に付勢する第一圧縮コイルばね１１７と、第二ワイヤガイド１１６を右側に付勢する
第二圧縮コイルばね１１８と、を有している。
【０１１３】
　右側の取付部材１１１ｂと第一ワイヤガイド１１５との間に、第一圧縮コイルばね１１
７が配設されて第一ワイヤガイド１１５を左側に付勢し、左側の取付部材１１２ａと第二
ワイヤガイド１１６との間に、第二圧縮コイルばね１１８が配設され第二ワイヤガイド１
１６を右側に付勢している。
【０１１４】
　第一圧縮コイルばね１１７は、上フレーム部６２における、ワイヤ１０１の送り出し方
向と略同一方向に付勢し、第二圧縮コイルばね１１８は、ワイヤ１０１の巻き取り方向と
略同一方向に付勢することになる。
【０１１５】
　上フレーム部６２及び左フレーム部６４には、複数の補助プーリ１１９が配置され、ワ
イヤ１０１の繰出し、巻取り時にワイヤ１０１が、上フレーム部６２及び左フレーム部６
４の他の部材と干渉することを防止している。
【０１１６】
　ワイヤ１０１は、巻取ドラム１０２から、複数の補助プーリ１１９、第一ワイヤガイド
１１５、第二ワイヤガイド１１６、複数の補助プーリ１１９を経て回転可動体７０に張設
されている。換言すれば、ワイヤ１０１は、弛み調整手段１１０を介して巻取ドラム１０
２と、回転可動体７０との間に張設されている。
【０１１７】
　図２０、２１、２３に示すように、右フレーム部６５から下フレーム部６３に跨るよう
に、円弧状のガイド部材９６が配設されている。ガイド部材９６には、回転可動体７０の
軸心を中心とする円軌道に沿うように、前側から第一ガイド溝９７、第二ガイド溝９８の
順に形成されている。第一ガイド溝９７は、上下方向における長さが第二ガイド溝９８よ
り短く形成されている。
【０１１８】
　第一ガイド溝９７に第一ガイド片７５ａが、第二ガイド溝９８に第二ガイド片７３ｂが
、それぞれ左側から挿入され、第一ガイド溝９７及び第二ガイド溝９８により、第一ガイ
ド片７５ａ及び第二ガイド片７３ｂが、前側からみて時計周り及び反時計回りの方向へ移
動することを規制するとともに、前後方向へ移動することを規制している。
【０１１９】
　図３２に示すように、回転可動体７０が第一繰り出し位置まで移動して、拳装飾部７５
から突出する第一ガイド片７５ａが、第一ガイド溝９７の上端部に当接することにより、
拳装飾部７５が腕装飾部７４に対して、前側からみて時計回り方向に回転して、腕装飾部
７４に沿った状態から拳を握ったような状態に変形して、枠側役物装置１４０を、拳で殴
打するがごとく移動するように構成されている。
【０１２０】
　回転可動体７０が、待機位置においては、図２８に示すように、第一ワイヤガイド１１
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５は、第一スライド軸１１３の中央より左側に位置し、第二ワイヤガイド１１６は、第二
スライド軸１１４の中央より右側に位置し、前側からみてワイヤ１０１が略Ｚ字状に張設
されている。つまり、回転可動体７０が待機位置から第一繰り出し位置に移動するときに
、必要なワイヤ１０１の長さの差分を、待機位置にあるときに確保している。換言すれば
、回転可動体７０が待機位置から第一繰り出し位置に移動する場合には、巻取ドラム１０
２を駆動させてワイヤ１０１を送り出す必要が無くなることとなる。
【０１２１】
　回転可動体７０が、第一繰り出し位置にあるとき、又は、第一繰り出し位置から待機位
置に巻き取られるときには、図２９に示すように、第一ワイヤガイド１１５は、第一圧縮
コイルばね１１７の付勢力に抗して第一スライド軸１１３の中央より右側に位置し、第二
ワイヤガイド１１６は、第二スライド軸１１４の中央より左側に位置し、ワイヤ１０１の
巻き取り長さを待機位置にあるときより、巻取ドラム１０２から基部７２までの長さを短
くして、ワイヤ１０１が巻き取られるときに適切な張力を維持して、回転可動体７０の移
動をスムーズに行う。
【０１２２】
　なお、回転可動体７０が、第二繰り出し位置にあるには、図３０に示すように、第一ワ
イヤガイド１１５は、待機位置にあるときより若干右寄りに位置し、第二ワイヤガイド１
１６は、待機位置にあるときより若干左寄りに位置している。回転可動体７０が、第二繰
り出し位置から待機位置に巻き取られるときは、回転可動体７０が、第一繰り出し位置か
ら待機位置に巻き取られるときと同様となる。換言すれば、回転可動体７０が待機位置か
ら第二繰り出し位置に移動する場合においても、巻取ドラム１０２を駆動させてワイヤ１
０１を送り出す必要が無くなることとなる。
【０１２３】
　開閉可動体装置１３０は、図９に示すように、矩形枠状のフレーム１３１と、フレーム
１３１に配設され左右方向に沿って移動可能な開閉部材１３２と、開閉部材１３２を駆動
可能な開閉部材駆動機構１３３を備え、回転可動体装置６０の後面側に取り付けられてい
る。
【０１２４】
　開閉部材駆動機構１３３は、既存の電動モータ、駆動ギア、従動ギア、ピニオン等が前
後方向を軸としてフレーム１３１に取り付けられ、さらに、ラック、スライドガイドが配
設されている。開閉部材駆動機構１３３は、開閉部材１３２を左右方向に沿って移動させ
て、開閉部材１３２を閉じた状態と開いた状態に変形可能とされている。
【０１２５】
　開閉部材１３２は、内部にＬＥＤを有した図示しないＬＥＤユニットが配設され発光可
能とされている。上記ＬＥＤユニット、開閉部材１３２、開閉部材駆動機構１３３は、図
示しない中継基板を介して、サブ制御基板２５のランプ制御基板２４と接続されて動作、
表示等が制御される。
【０１２６】
　枠側役物装置１４０は、図３５～３９に示すように、ベース部１５０と、可動体部１７
０と、を備え、ベース部１５０において枠側取付ユニット１４１０を介して取り付けられ
ている。
【０１２７】
　枠側取付ユニット１４１０は、合成樹脂で形成されたフレーム部１４１１と、装飾部材
１４１２と、を備え、フレーム部１４１１と、装飾部材１４１２と、で形成される内部空
間に、枠ランプ１８及びスピーカ１７が配設されている。
【０１２８】
　フレーム部１４１１には、金属製の取付ベース１４１３が取り付けられ、取付ベース１
４１３の前面には、取付板１４１４が取り付けられている。取付板１４１４の長手方向の
両端部には、前側に突出するように屈曲して形成された、係止片１４１４ａ、１４１４ｂ
が、設けられている。また、フレーム部１４１１の取付ベース１４１３の近傍には、後述
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する操作部１５８ａが挿通可能な、前後方向に貫通する挿通孔１４１１ａが配設されてい
る。
【０１２９】
　ベース部１５０は、図４０～４２に示すように、前面枠１１に配設される枠側取付ユニ
ット１４１０に対して着脱可能な金属製のベース板金１５１と、可動体部１７０をベース
部１５０に対して、ロック状態と、解除状態とに切り替え可能とし、収納位置と待機位置
に位置決めするロック板金１５５と、有している。なお、以下の枠側役物装置１４０の説
明では、構造の説明をし易くするため、各図面において、電気、制御系の部材を全部又は
一部省略している。
【０１３０】
　ベース板金１５１は、一対のサイド板１５２、１５３と、サイド板１５２、１５３の端
部どうしを連結する取付板１５４と、を有して略コの字状に形成されている。
【０１３１】
　ロック板金１５５は、一対の係止部１５６、１５７と、係止部１５６、１５７の端部ど
うしを連結する連結部１５８と、を有して略コの字状に形成されている。
【０１３２】
　各係止部１５６、１５７は、外側に配置される外板１５６ａ、１５７ａと、外板１５６
ａ、１５７ａと略平行に配置される内板１５６ｂ、１５７ｂと、をそれぞれ有している。
外板１５６ａ、１５７ａと内板１５６ｂ、１５７ｂとは、長手方向における、自由端側に
おいて円柱状の係止バー１５９、１６０により、基端側において円筒状の筒部材１６１、
１６２により、それぞれ連結されている。
【０１３３】
　さらに、外板１５６ａ及び内板１５６ｂからそれぞれ延設される補助板１５６ｃ、１５
６ｄどうし、外板１５７ａ及び内板１５７ｂからそれぞれ延設される補助板１５７ｃ、１
５７ｄどうし、が重ね合わされた状態でねじ止め等されて、対応する外板１５６ａと内板
１５６ｂ、外板１５７ａと内板１５７ｂとが連結されている。
【０１３４】
　操作部１５８ａは、板状で連結部１５８の長手方向における中央部から延設され、自由
端側に合成樹脂製の図示しない操作片が取り付けられている。
【０１３５】
　ロック板金１５５は、ベース板金１５１の一対のサイド板１５２、１５３と、取付板１
５４と、で囲まれる領域内に配置可能な大きさに形成されている。ロック板金１５５をベ
ース板金１５１の内側に配置して、対応するサイド板１５２、１５３と、外板１５６ａ、
１５７ａ及び筒部材１６１、１６２と、を軸部材１４２を用いてそれぞれ挿通させること
により、ロック板金１５５は、軸部材１４２を軸としベース板金１５１に対して回動可能
に軸支されている。
【０１３６】
　また、ベース板金１５１のサイド板１５２、１５３には、ロック板金１５５と組み付け
られた状態において、軸部材１４２の軸線方向からみて、軸部材１４２の軸心と同心円周
上となるように、長孔１５２ａ、１５３ａがそれぞれ設けられている。
【０１３７】
　係止バー１５９、１６０は、外板１５６ａ、１５７ａより外側に延びて長孔１５２ａ、
１５３ａ内に挿通可能に形成されて、係止バー１５９、１６０が長孔１５２ａ、１５３ａ
の長手方向における端部において、長孔１５２ａ、１５３ａと接可能とされている。これ
によって、ロック板金１５５の軸部材１４２を軸とした、ベース板金１５１に対する周方
向への移動が規制されている。
【０１３８】
　対応するサイド板１５２、１５３と、外板１５６ａ、１５７ａとは、引張コイルばね１
６３、１６４により連結されている。ロック板金１５５は、右側からみてベース板金１５
１に対して、反時計周り方向に（図４０、４２における長孔１５２ａ、１５３ａの下側の
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端部と接するように）を付勢されている。
【０１３９】
　ベース部１５０の取り付け態様としては、図３８、３９に示すように、取付ベース１４
１３と係止片１４１４ａ、１４１４ｂとの隙間部分に、取付板１５４が上側から進入して
係合することで、枠側取付ユニット１４１０に枠側役物装置１４０が、位置決めされて取
り付けられる。さらに、図示しないねじで取付板１５４と取付板１４１４とをねじ止めす
ることで、枠側取付ユニット１４１０に枠側役物装置１４０が強固に固定される。
【０１４０】
　本実施形態では、図３５、３６等に示すように、金属製で板状に形成された枠側取付ユ
ニット１４１０の前面には、取付板１４１４が、前側からみて、水平線に対して、左側が
上、右側が下となるように斜めに取り付けられているとともに、左右方向からみて、鉛直
線に沿うように取り付けられ、枠側役物装置１４０が、前側からみて右下がり状態に取り
付けられることになる。
【０１４１】
　可動体部１７０は、図３６、６４、６５等に示すように、位置決め部１８０と、本体部
２００と、覆い部２５０と、を有している。
【０１４２】
　位置決め部１８０は、図４３～４７に示すように、位置決め板金１８１と、本体部駆動
ユニット１９０と、を備えている。
【０１４３】
　位置決め板金１８１は、一対のサイド板１８２、１８３と、サイド板１８２、１８３を
連結する連結板１８４と、を有して、略コの字状に形成されている。
【０１４４】
　サイド板１８２、１８３には、係止バー１５９、１６０の直径と略同一の幅に形成され
た第一凹部１８２ａ、１８３ａと、係止バー１５９、１６０の直径と略同一の幅に形成さ
れた第二凹部１８２ｂ、１８３ｂと、がそれぞれ設けられている。
【０１４５】
　図５９～６３に示すように、位置決め板金１８１は、ベース部１５０と位置決め部１８
０とが組み付けられた状態において、係止バー１５９、１６０と第一凹部１８２ａ、１８
３ａ又は第二凹部１８２ｂ、１８３ｂとが係止することで、ベース部１５０と位置決め部
１８０が係止されて一体化した係止状態と、ベース部１５０と位置決め部１８０との係止
が解除された解除状態と、に切り替え可能とされている。
【０１４６】
　図４３の紙面上側からみて、サイド板１８２、１８３と連結板１８４の内側に、本体部
駆動ユニット１９０が配置され、本体部駆動ユニット１９０は、金属製のモータベース１
８５を介して連結板１８４に取り付けられる。
【０１４７】
　本体部駆動ユニット１９０は、図４６、４７に示すように、合成樹脂製の箱状に形成さ
れたケース体１９１に取り付けられる電動モータ１９２と、ケース体１９１内に配される
、電動モータ１９２の回転軸１９２ａに取り付けられたウォーム１９３と、ウォーム１９
３により回転するウォームホイール１９４と、第一従動ギア１９５と、第二従動ギア１９
６と、本体部２００側に配設される後述するセクタギア２０６と、で構成される。
【０１４８】
　また、図４３、４５に示すように、ケース体１９１の外側には、後述する検知片部２０
７ａを検知するセンサ１９７が、配置されている。本実施形態では、センサ１９７は、フ
ォトセンサが用いられているが、後述する検知片部２０７ａの位置を検知可能であれば、
近接スイッチ等他の検知手段を用いることができる。
【０１４９】
　図４６、４７に示すように、ウォームホイール１９４と、第一従動ギア１９５は、ケー
ス体１９１に配設された回動軸１９９により軸支されている。第一従動ギア１９５は、ウ
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ォームホイール１９４とは対向して配設されるとともに、ウォームホイール１９４とは反
対側に配された圧縮コイルばね１９８により、ウォームホイール１９４側に付勢されてい
る。
【０１５０】
　ウォームホイール１９４と第一従動ギア１９５は、噛み合いギア１９４ａ、噛み合いギ
ア１９５ａを有して、かみあいクラッチ構造とされ、遊技者が本体部２００を手で触る等
して所定以上の荷重がかかった場合には、第一従動ギア１９５が空転して、電動モータ１
９２に負荷がかからない構成とされている。
【０１５１】
　本体部駆動ユニット１９０は、中継基板を介して、サブ制御基板２５のランプ制御基板
２４と接続されて動作、表示等が制御され、さらにメイン制御基板２０と接続されている
（図２参照）。
【０１５２】
　本体部駆動ユニット１９０は、電動モータ１９２の動力を、ウォーム１９３と、ウォー
ムホイール１９４と、第一従動ギア１９５と、第二従動ギア１９６と、を介してセクタギ
ア２０６に伝達して、本体部２００を後述する軸部材１４５として、ベース部１５０に対
して、又は、ベース部１５０及び位置決め部１８０に対して、回動可能としている。
【０１５３】
　本体部２００は　図３６、４８～５６等に示すように、本体板金２０１と、覆い部駆動
ユニット２１０と、本体板金２０１及び覆い部駆動ユニット２１０を覆い可能な合成樹脂
製の外装部材２０９と、を備えている。
【０１５４】
　本体板金２０１は、図４８に示すように一対のサイド板２０２、２０３と、サイド板２
０２、２０３の端部どうしを連結する連結板２０４と、を有して略コの字状に形成されて
いる。組み付けられた状態において、連結板２０４の上側には、覆い部駆動ユニット２１
０を取り付け可能とする断面Ｌ字状の取付片２０４ａが延設されている。
【０１５５】
　サイド板２０２、２０３には、係止バー１５９、１６０の直径より幅を広く形成された
第一凹部２０２ａ、２０３ａと、係止バー１５９、１６０の直径と略同一の幅に形成され
た第二凹部２０２ｂ、２０３ｂと、がそれぞれ設けられている。ベース部１５０と位置決
め部１８０と本体部２００とが組み付けられた状態において、係止バー１５９、１６０と
第一凹部２０２ａ、２０３ａ又は第二凹部２０２ｂ、２０３ｂとが係止することで、ベー
ス部１５０と位置決め部１８０が係止されて一体化した係止状態と、ベース部１５０と位
置決め部１８０との係止が解除された解除状態とに切り替え可能とされている。なお、第
一凹部１８２ａ、１８３ａ、第二凹部１８２ｂ、１８３ｂ、第一凹部２０２ａ、２０３ａ
、第二凹部２０２ｂ、２０３ｂは、軸部材１４５の軸心と同心円周上に配置されているこ
とになる。
【０１５６】
　図４８における上側からみて、一対のサイド板２０２、２０３と、連結板２０４とで囲
まれる領域には、位置決め部１８０を配置可能とされている。
【０１５７】
　連結板２０４の内側となる面には、図４８に示すように、金属製で略Ｌ字状の取付部材
２０５が取り付けられている。取付部材２０５には、セクタギア２０６が配設され、位置
決め部１８０の本体部駆動ユニット１９０の第二従動ギア１９６と、噛み合い可能とされ
ている。また、連結板２０４の取付部材２０５の近傍には、検知片部２０７ａを有する合
成樹脂製の検知部材２０７が取り付けられている。
【０１５８】
　覆い部駆動ユニット２１０は、連結板２０４の取付部材２０５が取り付けられる側とは
反対側の面に配置され、取付片２０４ａ及び連結板２０４にねじ止め等されて取り付けら
れている。



(23) JP 2018-38667 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

【０１５９】
　覆い部駆動ユニット２１０は、図４９、５０、５６（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すよう
に、合成樹脂製のモータケース２１１と、モータケース２１１内に配置される電動モータ
２１２と、電動モータ２１２の回転軸２１２ａに取り付けられたウォーム２１３と、ウォ
ームホイール２１４と、ウォームホイール２１４と一体化された従動ギア２１５と、作動
ギア２１６と、を有している。
【０１６０】
　なお、電動モータ２１２の回転軸２１２ａの軸線は、図５１の紙面の略左右方向に沿っ
て延びている。また、ウォーム２１３と、ウォームホイール２１４と、ウォームホイール
２１４と一体化された従動ギア２１５と、作動ギア２１６の回動軸の軸線は、回転軸２１
２ａの軸線に略直交して、図５１の紙面の略手前側から略奥側に沿って延びている。
【０１６１】
　作動ギア２１６の前面側には、前側に突出する円柱バー２１８が配設されている。円柱
バー２１８は、後述する第一回転アーム２３０の摺動片２３２と当接したり、当接を解除
したりして、第一回転アーム２３０を回転移動させるものである。作動ギア２１６の後面
側には、検知片２１７が配設され、モータケース２１１に配設される図示しないセンサに
、検知片２１７が検知されると円柱バー２１８が原点位置にあるものとされる。
【０１６２】
　モータケース２１１の前側には、図４８～５１等に示すように、合成樹脂製の回転支持
部材２２０が配設されている。
【０１６３】
　回転支持部材２２０の下部には、図４９～５１等に示すように、発光部２２１が配設さ
れている。発光部２２１は、ＬＥＤ基板２２２と、ＬＥＤ２２４を有したＬＥＤユニット
２２３と、ＬＥＤ２２４から照射された光を拡散可能なレンズ体部材２２５と、を備えて
いる。
【０１６４】
　回転支持部材２２０には、後述する第一回転アーム２３０の回転を、軸部材２２８の軸
線手前側からみて反時計回り方向において規制する第一ストッパ２２６が設けられている
。回転支持部材２２０には、後述する第二回転アーム２４０の回転を、図５１の紙面手前
側からみて（後述する軸部材２２８の軸線手前側からみて）反時計回り方向において規制
する第二ストッパ２２７が設けられている。
【０１６５】
　図５２に示すように、モータケース２１１を挿通する金属製の軸部材２２８が配され、
後端側が取付片２０４ａに固定され、前端側に第一回転アーム２３０が、軸受部材２３９
を介して、軸部材２２８に対して回動可能に取り付けられている。第二回転アーム２４０
は、第一回転アーム２３０に対して回動可能に取り付けられている。なお、軸部材２２８
の前端側は、軸部材２２８の第一回転アーム２３０が配される位置より前側で、後述する
フレーム２５１に固定されている。
【０１６６】
　軸部材２２８の外側にトーションばね２３３が配置されている。詳説すると、トーショ
ンばね２３３は、軸部材２２８の外側にしまりはめ状態で嵌められた受け部材２２９の外
側に配置され、一端が回転支持部材２２０に固定され、他端側が第一回転アーム２３０に
固定されて、第一回転アーム２３０は、トーションばね２３３により、軸部材２２８の軸
線の前側からみて、反時計周り方向に付勢されている。
【０１６７】
　第一回転アーム２３０には、第二回転アーム２４０と当接可能な当接片２３１を有して
いる。当接片２３１は、第二回転アーム２４０と当接するとともに押圧して、軸部材２２
８の軸線の前側からみて、第二回転アーム２４０を反時計周り方向に回転可能とするもの
である。
【０１６８】
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　第一回転アーム２３０には、円柱バー２１８と当接、摺動可能な摺動片２３２を有して
いる。摺動片２３２は、円柱バー２１８との当接を解除してトーションばね２３３の付勢
力を開放したり、円柱バー２１８と摺動してトーションばね２３３の付勢力に抗したりし
て、第一回転アーム２３０を、軸部材２２８の軸線の前側からみて、反時計周り、時計周
りに回転移動可能とするものである。
【０１６９】
　第一回転アーム２３０と第二回転アーム２４０は、引張コイルばね２４１により連結さ
れている。引張コイルばね２４１は、一端が第二回転アーム２４０の下側から突出する係
止部２３０ａに固定され、他端が第二回転アーム２４０の先端に配置される係止部２４０
ａに固定され、第二回転アーム２４０が第一回転アーム２３０に近づくように時計周り方
向に）付勢されている。換言すれば、第一回転アーム２３０と第二回転アーム２４０とが
一体化するように付勢されている。
【０１７０】
　第二回転アーム２４０の前端側には、後述する被係合部２５１ａと係合する係合部２４
２が配設されている。係合部２４２は、軸部材２２８の軸線の前側からみて、略十字形の
凸部として形成されている。
【０１７１】
　覆い部２５０は、図５７、５８、図６４、６５等に示すように、合成樹脂製のフレーム
２５１と、フレーム２５１に取り付けられる合成樹脂製の外装部材２５２と、を備えてい
る。図５７、５８では、説明しやすくするため、外装部材２５２は省略してある。
【０１７２】
　フレーム２５１は、第二回転アーム２４０の係合部２４２と係合可能な被係合部２５１
ａを有している。被係合部２５１ａは、軸部材２２８の軸線の前側からみて、係合部２４
２を挿入可能な略十字状の凹部として形成されている。係合部２４２と被係合部２５１ａ
とが係合されることにより、覆い部２５０は、フレーム２５１において第二回転アーム２
４０と連結され、本体部２００に対して第二回転アーム２４０と一体化して回動可能とさ
れている。また、フレーム２５１は、軸部材２２８に対して空転可能に、図示しない軸受
部材を介して軸部材２２８に取り付けられている。
【０１７３】
　また、フレーム２５１には、図示しないＬＥＤを有したＬＥＤ基板２５３と、を備えて
いる。ＬＥＤ基板２５３は、図示しない中継基板を介して、サブ制御基板２５のランプ制
御基板２４と接続されて動作、表示等が制御され、さらにメイン制御基板２０と接続され
ている（図２参照）。
【０１７４】
　外装部材２５２のＬＥＤ基板２５３が配置される部分に対応する部分には、光を透過可
能な光透過部２５２ａが設けられ、ＬＥＤ基板２５３に配されたＬＥＤから照射される光
による発光演出を可能としている。
【０１７５】
　第二回転アーム２４０は、引張コイルばね２４１により、軸部材２２８の軸線の前側か
らみて、時計周り方向（第一回転アーム２３０に近づく方向）に付勢されているので、遮
光状態において遊技者が手で覆い部２５０を反時計周りに回転させても、手を離せば覆い
部２５０が発光部２２１を覆う遮光状態に戻るように付勢されている。なお、覆い部２５
０は、図６９、７０等に示すように、遮光状態となる位置から覆い部２５０が発光部２２
１から覆わない非遮光状態となる位置まで、本体部２００に対して約６０度反時計周り方
向に回転可能とされている（第一回転アーム２３０、第二回転アーム２４０が、第一スト
ッパ２２６、第二ストッパ２２７により、反時計周り方向への移動を規制されるため）。
【０１７６】
　枠側役物装置１４０の組付け状態について説明する。図５３～５５等に示すように、ベ
ース部１５０と、位置決め部１８０及び本体部２００とを、開口する側どうしを対向させ
るように配置させ、対応するベース板金１５１のサイド板１５２、１５３と、位置決め板
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金１８１のサイド板１８２、１８３と、本体部２００のサイド板２０２、２０３と、を、
軸部材１４５を用いて挿通させることにより、位置決め部１８０及び本体部２００（可動
体部１７０）は、ベース部１５０に対して回動可能に軸支されている。
【０１７７】
　軸部材１４５は、軸線方向からみて、断面略長円形状とされ、サイド板１８２、１８３
に形成された挿通孔１８２ｃ、１８３ｃのうち、挿通孔１８３ｃが軸部材１４５の断面形
状と略同一に形成され、軸部材１４５の回転に位置決め部１８０が追随するように構成さ
れている。
【０１７８】
　位置決め部１８０は、軸部材１４５の回転に追随して、回転するように取り付けられて
いる。また、サイド板２０２、２０３の図示しない挿通孔には、サイド板２０２、２０３
に対して空転可能な軸受部材２７０、２７１がそれぞれ配置され、本体部２００が、軸部
材１４５の回転に追随せずに、軸部材１４５に対して空転するようにされている。
【０１７９】
　軸部材１４５の長手方向における両端部には、ばね受け部材２７２、２７３がそれぞれ
固定され、内部にトーションばね２７４、２７５がそれぞれ配置され、トーションばね２
７４、２７５のそれぞれの、一端がばね受け部材２７２、２７３に固定され、他端がサイ
ド板１５２、１５３に固定されて、軸部材１４５の軸線の右側からみて、位置決め部１８
０を時計回り方向に付勢している。
【０１８０】
　第二凹部１８２ｂ、１８３ｂ、第二凹部２０２ｂ、２０３ｂに、係止バー１５９、１６
０が入り込んでいる状態では、ベース部１５０と位置決め部１８０と本体部２００は、互
いに固定され移動が規制された状態となる。また、第一凹部１８２ａ、１８３ａ、第一凹
部２０２ａ、２０３ａに係止バー１５９、１６０が入り込んでいる状態では、ベース部１
５０と位置決め部１８０とが一体化して固定された状態となり、本体部２００のみが、ベ
ース部１５０と位置決め部１８０に対して回動可能な状態となる。
【０１８１】
　このとき、第二凹部１８２ｂ、１８３ｂ、に係止バー１５９、１６０が入り込んでいる
状態では、上側からみて、電動モータ１９２の軸線は、軸部材１４５の軸線と略直交する
ように配置され、軸部材２２８の軸線は、軸部材１４５の軸線よりさらに前側が右寄りと
なるように傾斜して配置されている。
【０１８２】
　そして、図３６に示すように、本体部２００の外装部材２０９と、位置決め部１８０と
が、引張コイルばね１４６により連結されて、右側からみて、可動体部１７０が時計周り
方向に付勢されている。換言すれば、組み付けられた状態において、本体部２００が、位
置決め部１８０に引き寄せられていることになる。
【０１８３】
　使用態様としては、図３８、３９に示すように、枠側役物装置１４０は、枠側取付ユニ
ット１４１０と取付板１４１４との間の隙間に取付板１５４を進入させるとともに、枠側
取付ユニット１４１０に形成される挿通孔１４１１ａに操作部１５８ａを挿入させて位置
決めした後、図示しない複数のねじで枠側取付ユニット１４１０に固定する。つまり、ベ
ース部１５０において、枠側取付ユニット１４１０に着脱可能とされている。そして、枠
側役物装置１４０を取り外す場合には、逆の手順で行う。
【０１８４】
　枠側取付ユニット１４１０に固定された枠側役物装置１４０の可動体部１７０を、収納
位置にするには、図６０～６２に示すように、枠側取付ユニット１４１０の後側から操作
部１５８ａを押し下げて、係止バー１５９、１６０を第一凹部１８２ａ、１８３ａ及び第
一凹部２０２ａ、２０３ａからそれぞれ離脱させて、係止バー１５９、１６０を回避しな
がら、サイド板１８２、１８３、サイド板２０２、２０３をそれぞれ移動させることで可
動体部１７０を下側に移動させる。



(26) JP 2018-38667 A 2018.3.15

10

20

30

40

50

【０１８５】
　そして、図６３に示すように、係止バー１５９、１６０が、第二凹部１８２ｂ、１８３
ｂ及び第二凹部２０２ｂ、２０３ｂ内に進入して、係止バー１５９、１６０とサイド板１
８２、１８３、サイド板２０２、２０３とがそれぞれ係止されて可動体部１７０は、収納
位置に固定される。第二凹部１８２ｂ、１８３ｂ及び第二凹部２０２ｂ、２０３ｂの幅は
、係止バー１５９、１６０の直径と略同一とされているので、収納位置において、可動体
部１７０は、ベース部１５０に対して移動することを許容されない。
【０１８６】
　収納位置から待機位置にする場合には、図６２～６０に示すように、操作部１５８ａを
押し下げて、係止バー１５９、１６０を第二凹部１８２ｂ、１８３及び第二凹部２０２ｂ
、２０３ｂから離脱させて、係止バー１５９、１６０とサイド板１８２、１８３、サイド
板２０２、２０３との係止をそれぞれ解除し、係止バー１５９、１６０を回避しながら、
サイド板１８２、１８３、サイド板２０２、２０３を移動させることで可動体部１７０を
上側に移動させる。
【０１８７】
　そして、図５９に示すように、係止バー１５９、１６０を第一凹部１８２ａ、１８３ａ
及び第一凹部２０２ａ、２０３ａ内にそれぞれ進入させて、係止バー１５９、１６０とサ
イド板１８２、１８３、サイド板２０２、２０３とをそれぞれ係止して、可動体部１７０
を待機位置に固定する。このとき、引張コイルばね１４６により、本体部２００が、位置
決め部１８０に引き寄せられている状態となっている。
【０１８８】
　なお、サイド板２０２、２０３においては、図６４～６７に示すように、第一凹部２０
２ａ、２０３ａが係止バー１５９、１６０の直径より幅を広く形成されているので、図６
４、６５に示すように、可動体部１７０の若干の移動が許容されている（本実施形態では
、動作角度は約１３度）。これにより、待機位置においては、位置決め部１８０とベース
部１５０が係止され、位置決め部１８０を除いた可動体部１７０が、本体部駆動ユニット
１９０により、待機位置から演出が実行される演出位置へ移動可能とされている。
【０１８９】
　図６８（ａ）、（ｂ）に示すように、演出動作をしていない状態において、遊技者が可
動体部１７０を手で触る等して、検知片部２０７ａが移動して、センサ１９７が検知片部
２０７ａを検知しなくなると、可動体部１７０は、本体部駆動ユニット１９０の電動モー
タ１９２の駆動により、演出位置から待機位置に向けて移動する。枠側役物装置１４０は
、いわゆるリトライ機構を有していることになる。換言すれば、可動体部１７０は、演出
動作をしていない状態において、待機位置と演出位置とに、変形を許容可能とされている
。
【０１９０】
　以上のことより、枠側役物装置１４０は、ベース部１５０において、前面枠１１に対し
て着脱可能とされ、遊技者が可動体部１７０を手で触って破損させることがあっても、枠
側取付ユニット１４１０に対して、枠側役物装置１４０のみを取り外して交換することを
可能としている。
【０１９１】
　演出例の一例を説明する。図柄変動演出が行われ大当たりとなる場合において、図７２
では、回転可動体装置６０は、図２６に示すように、ロック部材８４の摺接部８５ａと、
受け部７６ａとが当接して、回転可動体７０を完全にロックして、図３１に示す、回転可
動体７０が待機位置にあり、枠側役物装置１４０は、図６９、７１（ａ）に示すように、
可動体部１７０が待機位置にあるとともに、円柱バー２１８と摺動片２３２とが当接して
ロックされた状態で覆い部２５０は発光部２２１を覆う位置にあり遮光状態とされている
。
【０１９２】
　このとき、図３４に示すように、ロック部材８４の検知片８６ｂを検知する、第一セン
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サ９４はＯＦＦ、第二センサ９５はＯＮの状態にある。また、検知片部７６ｂを検知する
原点センサ９３は、ＯＮの状態にある。さらに、センサ１９７は、検知片部２０７ａを検
知しているとともに、図示しないセンサが、作動ギア２１６の検知片２１７を検知してい
る。
【０１９３】
　また、第一ワイヤガイド１１５は、図２８に示すように、第一圧縮コイルばね１１７の
付勢力に抗して第一スライド軸１１３の中央より左側に位置し、第二ワイヤガイド１１６
は、第二スライド軸１１４の中央より右側に位置し、回転可動体７０が、待機位置から第
一繰り出し位置まで移動するときに必要なワイヤ１０１の長さの差分を確保している。
【０１９４】
　そして、ランプ制御基板２４からの信号により、本体部駆動ユニット１９０の電動モー
タ１９２が駆動され、図７３に示すように、枠側役物装置１４０の可動体部１７０が、演
出位置まで下側に移動するとともに、ＬＥＤ基板２５３のＬＥＤの発光により、覆い部２
５０の光透過部２５２ａが発光状態となっている。このとき、図６８（ｂ）に示すように
、検知片部２０７ａはセンサ１９７から外れて検知されていない状態となっている。
【０１９５】
　そして、ランプ制御基板２４からの信号により、ＬＥＤユニット５７０のＬＥＤ５７２
から光が照射され、図７４に示すように、導光板５５１に大当たり遊技の期待度を示唆す
る示唆表示ＳＨが所定時間（例えば、１秒）表示される。その後、ＬＥＤ５７２の照射が
停止して示唆表示ＳＨの表示が終了する。示唆表示ＳＨが出現することにより、遊技者は
、大当たり期待度が高い演出であることを認識することになる。このとき、左後装飾部材
５６１及び右後装飾部材５６３内のＬＥＤ５６４が発光して、左後装飾部材５６１及び右
後装飾部材５６３も発光状態となっている。
【０１９６】
　示唆表示ＳＨの表示が終了すると、画像制御基板２３は、第２操作面３１２に対応した
演出として、図８の（ｂ）、図７５に示すように、第２操作案内画像Ｇ２を表示画面６ａ
に表示する演出を行う。第２操作案内画像Ｇ２は、顔を想起させる画像と「決めろ」の文
字とを有している。また、眼部形成部材３２６は、眼部ランプ基板３３７上の第２演出ボ
タンランプ３３９が発光して、視認可能な第２の発光態様とされている。
【０１９７】
　遊技者が第２操作面３１２を押圧すると、演出ボタン検出ＳＷ３３４から検出信号が演
出制御基板２２に送信される。演出制御基板２２は、演出ボタン検出ＳＷ３３４からこの
検出信号を受信すると、その信号を画像制御基板２３に送信し、画像制御基板２３は、第
２操作案内画像Ｇ２の表示を終了するとともに、ランプ制御基板２４に電動モータ８７の
駆動信号を送信する。
【０１９８】
　ランプ制御基板２４からの駆動信号により、繰出し機構８１の電動モータ８７が駆動さ
れ、ロック部材８４を反時計周りに回転させて、図２４に示すように、回転可動体７０の
ロック状態を解除して、引張コイルばね８２及びトーションばね８３の付勢力により、図
２９、３２、７６に示す、回転可動体７０が第一繰り出し位置まで移動する（第一の演出
）。
【０１９９】
　このとき、第一ガイド溝９７内を移動する拳装飾部７５の第一ガイド片７５ａは、第一
ガイド溝９７の上端部に当たって、拳装飾部７５が、前側からみて時計回り方向に回転し
て、腕装飾部７４に沿った状態から拳を握ったような状態に変形して、枠側役物装置１４
０を、拳で殴打する形態となるとともに、腕装飾部７４の発光部７４ｂと、拳装飾部７５
の発光部７５ｂと、が発光状態となる。また、第二ガイド溝９８の上端部に第二ガイド片
７３ｂが当たるとともに、上フレーム部６２に設けられたオイルダンパ６２ａに当たるこ
とで、回転可動体７０が、破損することなく第一繰り出し位置でストップする。
【０２００】
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　そして、図３４に示すように、ロック部材８４の検知片８６ｂを検知する、第一センサ
９４はＯＮ、第二センサ９５はＯＦＦの状態となり、検知片部７６ｂを検知する原点セン
サ９３は、ＯＦＦの状態となる。
【０２０１】
　そして、回転可動体７０が第一繰り出し位置に移動するのと、略同時に、ランプ制御基
板２４からの信号により、覆い部駆動ユニット２１０の電動モータ２１２が駆動して、図
７０、７１（ｂ）に示すように、円柱バー２１８が回転移動し、摺動片２３２との当接が
解除され、トーションばね２３３の付勢力により、覆い部２５０が反時計周りに回転して
、図７６に示すように、発光部２２１を遮光する遮光状態から非遮光状態となる。
【０２０２】
　つまり、覆い部２５０が、本体部２００の移動方向とは異なる方向に移動することで、
遮光状態から非遮光状態となる。
【０２０３】
　その後、図７７に示すように、ランプ制御基板２４からの信号により、ワイヤ巻取送出
機構１００の電動モータ１０３が駆動して、巻取ドラム１０２を逆転させてワイヤ１０１
を巻き取るって回転可動体７０を待機位置へ戻すとともに、図７１（ｃ）に示すように、
覆い部駆動ユニット２１０の電動モータ２１２が駆動し続けて円柱バー２１８が、再び摺
動片２３２と当接して、覆い部２５０を時計回りに回転させて、非遮光状態から発光部２
２１を覆う遮光状態に戻す。また、眼部形成部材３２６は、眼部ランプ基板３３７上の第
２演出ボタンランプ３３９の発光が停止して、視認可能な第２の発光態様が終了する。
【０２０４】
　このとき、図２９に参照するように、第一ワイヤガイド１１５は、第一圧縮コイルばね
１１７の付勢力に抗して第一スライド軸１１３の中央より右側に位置し、第二ワイヤガイ
ド１１６は、第二スライド軸１１４の中央より左側に位置し、ワイヤ１０１が巻き取られ
るときに適切な張力を維持して、回転可動体７０の移動をスムーズに行う。
【０２０５】
　その後、弛み調整手段１１０で確保されていたワイヤ１０１の弛み分巻き取ったら、ワ
イヤ巻取送出機構１００の電動モータ１０３を正転駆動させワイヤ１０１を繰り出して回
転可動体７０が動作するときに必要なワイヤ１０１の長さの差分を確保する。また、可動
体部１７０は、本体部駆動ユニット１９０の電動モータ１９２の駆動により、演出位置か
ら待機位置に向けて移動する。
【０２０６】
　そして、図７２に示すように、回転可動体７０は待機位置に、可動体部１７０は待機位
置に、覆い部２５０は遮光状態に復帰し、覆い部２５０の光透過部２５２ａは、発光状態
が終了する。また、左後装飾部材５６１及び右後装飾部材５６３内のＬＥＤ５６４が非発
光状態となるとともに、腕装飾部７４の発光部７４ｂ及び拳装飾部７５の発光部７５ｂが
非発光状態となる。
【０２０７】
　以上の動作から、回転可動体装置６０の動作方向（前側からみて反時計周り方向）の延
長線上に、枠側役物装置１４０が配置されていることとなる。つまり、一方の役物装置の
動作方向の延長線上に他方の役物装置が配置されていることになる。
【０２０８】
　回転可動体７０が、待機位置に復帰するときに、図２５に示す、ロック部材８４が回転
可動体７０を不完全にロックしている状態とならないように、つまり、図３４に示すよう
に、ロック部材８４の検知片８６ｂを検知する、第一センサ９４がＯＮ、第二センサ９５
がＯＮの状態とならないように、電動モータ８７を駆動させて、第一センサ９４がＯＦＦ
、第二センサ９５がＯＮの状態となるように、回転可動体７０を完全に復帰させる。
【０２０９】
　第一センサ９４がＯＮ、第二センサ９５がＯＮの状態においては、回転可動体７０が待
機位置に戻るときに、ロック部材８４が干渉するおそれがあり、また、ロック部材８４が
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干渉して回転可動体７０が動作しなかったり、意図しないときに、ロック部材８４のロッ
クが解除されて回転可動体７０が動作してしまったりするおそれがある。ロック部材８４
が回転可動体７０を不完全にロックしている状態をなくして、演出に不具合が発生するこ
とを防止する。
【０２１０】
　回転可動体７０を第一繰り出し位置まで移動させずに、図３０、３３、７８に示す、少
しだけ移動させるチョイ出し演出（第二繰り出し位置側への移動、第二の演出）を行う場
合には、ランプ制御基板２４からの信号により、電動モータ８７が駆動され、図２７に示
すように、ロック部材８４を時計周りに回転させて、ロック部材８４の摺接部８５ａと、
受け部７６ａとを摺動させる。そして、ロック部材８４が、下フレーム部６３のストッパ
部６３ａに当接するまで移動させて、回転可動体７０を前側からみて、反時計周りに第二
繰り出し位置（チョイ出し位置）まで移動させる。また、左後装飾部材５６１及び右後装
飾部材５６３内のＬＥＤ５６４が発光状態となるとともに、腕装飾部７４の発光部７４ｂ
及び拳装飾部７５の発光部７５ｂが発光状態となっている。
【０２１１】
　このとき、図３４に示すように、ロック部材８４の検知片８６ｂを検知する、第一セン
サ９４がＯＦＦ、第二センサ９５がＯＦＦ、の状態にある。換言すれば、検知片８６ｂが
、前側からみて時計周り方向に回転して、第一センサ９４及び第二センサ９５から離脱し
た状態となっている。
【０２１２】
　回転可動体７０を第二繰り出し位置から、待機位置に戻す場合には、ランプ制御基板２
４からの信号により、電動モータ８７を駆動させ、ロック部材８４を反時計周りに回転さ
せて、ロック部材８４の摺接部８５ａと、受け部７６ａとを摺動させることで、ロック部
材８４の検知片８６ｂを検知する、第一センサ９４がＯＦＦ、第二センサ９５がＯＮの状
態に戻される。
【０２１３】
　さらに他の演出例としては、図７２と図７３の間に、又は、大当たりとならない場合等
に、図柄変動演出が行われているときに、開閉可動体装置１３０の開閉部材１３２を左右
方向における中央部分に間隔を設けて閉じた状態とする。
【０２１４】
　そして、開閉部材１３２の間隔部分に、画像制御基板２３は、第１操作面３１１に対応
した演出として、図８の（ａ）、図７９に示すように、ボタンを想起させる円形の中に「
ＰＵＳＨ」の文字が表示された第１操作案内画像Ｇ１を表示画面６ａに表示する演出を行
うとともに、演出制御基板２２にその旨を示す信号を送信して、演出制御基板２２からラ
ンプ制御基板２４にコマンドを送信させ、頭部ランプ基板３３６上の第１演出ボタンラン
プ３３５を発光させる。つまり、図８の（ａ）、に示すように、第１操作面３１１におい
て操作案内表示Ｓが視認可能となり、第１の発光態様とされる。
【０２１５】
　遊技者が第１操作面３１１を押圧すると、演出ボタン検出ＳＷ３３４から検出信号が演
出制御基板２２に送信される。演出制御基板２２は、演出ボタン検出ＳＷ３３４からこの
検出信号を受信すると、その信号を画像制御基板２３に送信し、画像制御基板２３は、第
１操作案内画像Ｇ１の表示を終了するとともに、ランプ制御基板２４にＬＥＤユニット５
７０の発光信号を送信する。また、頭部ランプ基板３３６上の第１演出ボタンランプ３３
５の発光が停止して、第１操作面３１１において操作案内表示Ｓが視認できない状態とな
り、第１の発光態様が終了する。
【０２１６】
　そして、図８０に示すように、開閉可動体装置１３０の開閉部材１３２を左右の端部側
にそれぞれ退避した状態としたのち、ランプ制御基板２４からの信号により、ＬＥＤユニ
ット５７０のＬＥＤ５７２から光が照射され、導光板５５１に大当たり遊技の期待度を示
唆する示唆表示ＳＨが所定時間（例えば、１秒）表示されて、ＬＥＤ５７２の照射が停止
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して示唆表示ＳＨの表示が終了する。
【０２１７】
　また、このとき、左後装飾部材５６１及び右後装飾部材５６３内のＬＥＤ５６４が発光
状態となるとともに、覆い部２５０の光透過部２５２ａは、発光状態となっている。なお
、示唆表示ＳＨが表示されているときには、表示画面６ａの演出表示を停止する、いわゆ
るブラックアウト状態としている。示唆表示ＳＨと表示画面６ａの演出の光により見えに
くくなることを回避するためである。
【０２１８】
　本実施形態に係る遊技機１は、発明Ａ～Ｈとして、次のような構成、作用、効果を有し
ている。
【０２１９】
　[発明Ａ－１]
　枠体（前面枠１１、外枠１２、内枠１３）に役物装置（枠側役物装置１４０）を備える
遊技機であって、前記役物装置は、発光部（発光部２２１）を備え、前記発光部は、遮光
状態と非遮光状態とに変化可能とされていることを特徴とする遊技機。
【０２２０】
　本発明によれば、発光部２２１が、遮光状態と被遮光状態とに変化することにより、遊
技者にインパクトを与え、遊技の趣向性を向上させることができる。
【０２２１】
　[発明Ａ－２]
　また、前記役物装置は、本体部（本体部２００）と、前記本体部に配設される前記発光
部と、前記発光部を覆い可能とされる覆い部（覆い部２５０）と、を備え、前記覆い部が
移動することで、前記発光部が、前記遮光状態と非遮光状態とに変化可能とされている特
徴とする。
【０２２２】
　これによれば、覆い部２５０が、本体部２００の移動方向（軸部材１４５の軸線を軸心
とする周方向）とは異なる方向（軸部材２２８の軸線を軸心とする周方向）に移動するこ
とで、遮光状態から非遮光状態となる。詳説すれば、軸部材１４５の軸線と軸部材２２８
の軸線とは、平行でなく、かつ、交差しない位置にあることによる。
【０２２３】
　[発明Ｂ－１]
　枠体（前面枠１１、外枠１２、内枠１３）と、前記枠体に取り付けられる遊技盤部（遊
技盤部４０）と、を備える遊技機であって、前記枠体には、枠側役物装置（枠側役物装置
１４０）が配置され、前記遊技盤部には、盤側役物装置（盤側役物装置４１）が配置され
、前記枠側役物装置と、前記盤側役物装置と、が相互に関連した動作をすることを特徴と
する。
【０２２４】
　本発明によれば、枠側役物装置１４０と盤側役物装置４１とが相互に関連した動作をす
ることで、遊技者にインパクトを与え、遊技の趣向性を向上させることができる。
【０２２５】
　[発明Ｂ－２]
　また、前記枠側役物装置と、前記盤側役物装置と、のいずれか一方の動作が、他方の動
作開始の契機となっていることを特徴とする。
【０２２６】
　これによれば、枠側役物装置１４０が、先に動作して回転可動体装置６０の回転可動体
７０の動作開始の契機となるとともに、回転可動体装置６０の回転可動体７０の動作が枠
側役物装置１４０の動作開始の契機ともなっている。つまり、一方の役物装置の動作が他
方の役物装置の動作開始の契機となっていることになる。よって、遊技の趣向性を向上さ
せることにつながる。
【０２２７】
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　[発明Ｃ－１]
　導光板（導光板５５１）と、前記導光板に光拡散部材（光拡散部材５７３）を介して光
を照射する光源（ＬＥＤ５７２）と、を備える遊技機であって、前記光拡散部材には、前
記光源の照射方向とは反対側の端部に、前記光源から照射される光を拡散させる光拡散部
（光拡散部５７５）が設けられていることを特徴とする。
【０２２８】
　本発明によれば、光拡散部５７５により、ＬＥＤ５７２から照射される光が、左右方向
において拡散されて照射される光のムラを低減させて、導光板５５１に表わされる絵柄、
文字等に、上下方向に沿ったすじ模様が浮かび上がる現象を抑制する。よって、導光板５
５１の絵柄に黒い筋が現れることを抑制することができる。
【０２２９】
　[発明Ｃ－２]
　前記光拡散部は、前記光源の照射方向とは反対側の端部に形成される円弧状部（円弧状
部５７６）を備え、前記光源が、前記円弧状部の頂部（頂部５７６ｂ）に対応するように
配置されていることを特徴とする。
【０２３０】
　また、各ＬＥＤ５７２が円弧状部５７６の頂部５７６ｂに対応するように配置されてい
るので、ＬＥＤ５７２から照射された光が、円弧状部５７６の左右方向において偏りなく
通過するので、すじ模様が浮かび上がる現象を抑制することに寄与する。
【０２３１】
　[発明Ｄ]
　導光板（導光板５５１）と、前記導光板を支持する支持部材（左支持片部５５４、右支
持片部５５５）を備える遊技機であって、前記導光板に孔部（係止孔５５１ａ）が形成さ
れ、前記支持部材に突部（係止突起５５４ａ、５５５ａ）が形成され、前記孔部に前記突
部が挿入された状態で、装飾部材（左前装飾部材５６０、左後装飾部材５６１、右前装飾
部材５６２、右後装飾部材５６３）により前記導光板が挟持されることを特徴とする。
【０２３２】
　本発明によれば、導光板５５１を螺子止めしないことにより、導光板５５１が割れるこ
とを防止するとともに、寸法精度を要しない構成にできるので、導光板５５１を簡単に取
り付けることができる。
【０２３３】
　[発明Ｅ－１]
　画像表示器（画像表示器６）と、前記画像表示器の前方に配置される透明装飾体（導光
板５５１）と、を備え、前記透明装飾体は、外周縁部から中央部に向かう切り欠き部（切
り欠き部５５１ｄ）を有することを特徴とする。
【０２３４】
　本発明によれば、透明装飾体に切り欠き部５５１ｄを形成することで斬新な意匠とし、
画像表示器６の演出と組み合わせて、遊技の趣向性を向上することができる。
【０２３５】
　[発明Ｅ－２]
　前記透明装飾体が、導光板であることを特徴とする。
【０２３６】
　これによれば、透明装飾体が、導光板５５１であるので、導光板５５１に表示される文
字や絵柄等の表示情報と、切り欠き部５５１ｄの組み合わせにより、遊技機１の演出を斬
新なものとすることができる。
【０２３７】
　[発明Ｆ]
　役物（盤側役物装置４１）を備える遊技機であって、前記役物の演出には、第一の演出
と、前記第一の演出とは異なる第二の演出とがあり、前記第一の演出は、切替部材（ロッ
ク部材８４）の所定の方向への移動により演出可能となり、前記第二の演出は、前記切替
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部材の所定の方向とは異なる方向への移動により演出可能となることを特徴とする。
【０２３８】
　本発明によれば、ロック部材８４が、前側からみて反時計周りに回転して、回転可動体
７０が、前側からみて反時計周りに回転して第一の演出位置側に移動する第一演出と、前
側からみて時計周りに回転して、回転可動体７０が、前側からみて反時計周りに回転して
第二の演出位置側へ移動する第二演出と、を行うことが可能とされている。よって、簡易
な構成で複数の演出が可能となり、遊技の趣向性を向上することができる。
【０２３９】
　[発明Ｇ－１]
　遊技盤部（遊技盤部４０）に役物（盤側役物装置４１、回転可動体７０）を備える遊技
機であって、前記役物は、第一位置と第二位置との間を移動可能とされ、前記役物が移動
する場合に、前記巻取部材（ワイヤ１０１）の弛みを調整する弛み調整手段（弛み調整手
段１１０）を備えていることを特徴とする。
【０２４０】
　本発明によれば、弛み調整手段１１０により、が待機位置にあるときに、第一位置（待
機位置）から第二位置（第一繰り出し位置、第二繰り出し位置）まで移動するときに必要
なワイヤ１０１の長さの差分を確保している。よって、巻取部材（ワイヤ１０１）の弛み
を調整することで、役物が素早い動作をしても、巻取部材を破損させることなく対応する
ことができる。
【０２４１】
　[発明Ｇ－２]
　前記役物は、付勢部材（引張コイルばね８２、トーションばね８３）の付勢力により前
記第一位置（待機位置）から前記第二位置（第一繰り出し位置、第二繰り出し位置）に移
動可能とされ、前記巻取部材（ワイヤ１０１）を巻き取ることにより前記第二位置から前
記第一位置に移動可能とされていることを特徴とする。
【０２４２】
　これによれば、付勢部材（引張コイルばね８２、トーションばね８３）の付勢力により
役物（盤側役物装置４１、回転可動体７０）が素早い動作をしても、巻取部材（ワイヤ１
０１）を破損させることなく対応することができる。
【０２４３】
　[発明Ｈ]
　枠体（前面枠１１、外枠１２、内枠１３）に役物装置（枠側役物装置１４０）が配置さ
れ、前記役物装置は、ベース部（ベース部１５０）と、前記ベース部に対して可動可能な
可動部（可動体部１７０）と、を有する遊技機であって、前記可動部は、演出動作をして
いない状態において、待機位置と演出位置とに変形を許容可能とされ、前記ベース部にお
いて、前記枠体に対し取り外し可能とされていることを特徴とする。
【０２４４】
　本発明によれば、枠側役物装置１４０は、ベース部１５０において、前面枠１１に対し
て着脱可能とされ、遊技者が可動体部１７０を手で触って破損させることがあっても、枠
側取付ユニット１４１０に対して、枠側役物装置１４０のみを取り換えることを可能とし
ている。よって、役物装置が破損することがあっても、ユニット単位で取り外すことがで
きる。
【０２４５】
　★
　別の観点の発明として、役物（盤側役物装置４１、回転可動体７０）と前記役物と当接
する切替部材（ロック部材８４）とを備える遊技機であって、前記役物の演出には、第一
の演出と、前記第一の演出とは異なる第二の演出とがあり、前記切替部材と前記役物との
当接を解除する場合には、前記第一の演出を行ない、前記切替部材と前記役物との当接を
解除しない場合には、前記第二の演出を行なうことを特徴とする。
【０２４６】
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　これによれば、簡易な構成で複数の演出が可能となり、遊技の趣向性を向上することが
できる。
【０２４７】
　★
　別の観点の発明として、役物（盤側役物装置４１、回転可動体７０）の前方に配置され
る透明装飾体（導光板５５１）を備え、前記透明装飾体は、外周縁部から中央部に向かう
切り欠き部を有することを特徴とする。
【０２４８】
　これによれば、透明装飾体に切り欠き部５５１ｄを形成することで斬新な意匠とし、盤
側役物装置４１の演出と組み合わせて、遊技の趣向性を向上することができる。
【０２４９】
　◆
　別の観点の発明として、向きが異なる第１操作面（第１操作面３１１）と第２操作面（
第２操作面３１２）とを有した操作部（操作部３００）を備え、前記第１操作面と前記第
２操作面のいずれが操作されても該操作を受け付け可能な操作受付手段（演出ボタン３０
）と、画像が表示される表示領域（表示画面６ａ）と、を備え、前記表示領域に第１の画
像（第１操作案内画像Ｇ１）が表示されると、前記第１操作面が第１の発光態様（操作案
内表示Ｓを視認可能に発光する態様）で発光し、前記表示領域に第２の画像（第２操作案
内画像Ｇ２）が表示されると、前記第２操作面が第２の発光態様（眼部形成部材３２６の
周縁部３２６ａが発光する態様）で発光することを特徴とする。
【０２５０】
　これによれば、向きが異なる第１操作面３１１と第２操作面３１２の各々に対し、表示
画面６ａにおける画像と、各操作面における発光態様とが、対応しており、遊技者は１つ
の演出ボタン３０で、複数方向の押圧操作と、各操作面に対応する画像と、各操作面にお
ける発光とを楽しむことができ、遊技の興趣が向上する。
【０２５１】
　本発明の遊技機は上記構成に限定されるものではない。即ち、本発明の要旨を逸脱しな
い限り各種の設計変更等が可能である。
【０２５２】
　回転可動体７０、可動体部１７０の発光態様は、回転可動体７０、可動体部１７０の位
置に関連して変更するようにしてもよい。例えば、待機位置での発光は輝度を低く又は消
灯し、第一繰り出し位置、演出位置での発光は輝度を高くし、移動中での発光は輝度を高
く又は輝度を低く若しくは消灯する。また、回転可動体７０において、第二繰り出し位置
での発光は輝度を中程度とする。これにより、回転可動体７０、可動体部１７０の第一繰
り出し位置、第二繰り出し位置、演出位置での演出に対する信頼度の高低を設定すること
が可能となる。
【０２５３】
　また、回転可動体７０、可動体部１７０、左後装飾部材５６１及び右後装飾部材５６３
、光透過部２５２ａ、第１操作面３１１の発光において、輝度が高ければ高いほど明度／
彩度の高い発光色にすれば、輝度の高い演出が行われた場合、更に遊技者の期待度を高め
ることが可能となる。
【０２５４】
　その他、回転可動体７０の発光部７４ｂ、発光部７５ｂは、移動直前に点灯／点滅又は
消灯したり、移動中に点灯／点滅又は消灯したりすることもできる。更には、例えば、回
転可動体７０において、待機位置で消灯→第一繰り出し位置で点灯、待機位置で点灯→第
一繰り出し位置で点灯、待機位置で点灯→第一繰り出し位置で消灯、待機位置で消灯→第
一繰り出し位置で消灯、第一繰り出し位置で消灯→待機位置で点灯、第一繰り出し位置で
点灯→待機位置で点灯、第一繰り出し位置で点灯→待機位置で消灯、第一繰り出し位置で
消灯→待機位置で消灯する態様も可能である。
【０２５５】
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　また、可動体部１７０の光透過部２５２ａは、移動直前に点灯／点滅又は消灯したり、
移動中に点灯／点滅又は消灯したりすることもできる。更には、待機位置で消灯→演出位
置で点灯、待機位置で点灯→演出位置で点灯、待機位置で点灯→演出位置で消灯、待機位
置で消灯→演出位置で消灯、演出位置で消灯→待機位置で点灯、演出位置で点灯→待機位
置で点灯、演出位置で点灯→待機位置で消灯、演出位置で消灯→待機位置で消灯する態様
も可能である。
【０２５６】
　また、透明装飾体としての導光板５５１は、アクリル樹脂が用いられたが、ポリカーボ
ネート、シクロオレフィン系樹脂（ＣＯＰ）等を用いることができる。さらに、透明性（
低異物、低熱着色）、耐熱性（耐熱変形性），易成形性（高流動性、低微粉量、耐熱分解
性）、機械強度（離型時の割れ、カケが生じにくいこと）、耐光性（光に対する材料の劣
化や着色がないこと）、低吸湿性（吸湿による寸法変化が小さいこと）を確保できるので
あれば、上記以外の合成樹脂を用いることができる。
【０２５７】
　また、導光板５５１に示唆表示ＳＨを表示させるタイミングとしては、上記演出例以外
にも、保留表示が変化したとき、疑似連続演出時、予告演出時等に表示させることができ
る。また、客待ち時のデモ中に表示させることも可能である。
【０２５８】
　また、導光板５５１を二枚以上の複数枚用いて、導光板５５１の上下左右方向からＬＥ
Ｄの光を照射可能として、複数種類の示唆表示ＳＨを表示可能とすることもできる。
【０２５９】
　また、回転可動体７０において、回転可動体７０を待機位置に復帰させるときに、巻取
部材としてワイヤ１０１を用いているが、引張コイルばね８２及びトーションばね８３の
、付勢力に抗する耐久性を有する金属、合成樹脂、ゴム等で形成された線状部材、帯状部
材を用いることができる。
【０２６０】
　また、回転可動体７０を、フレーム６１の上フレーム部６２、下フレーム部６３、左フ
レーム部６４、右フレーム部６５、のいずれかに軸支して、ストッパにより待機位置に待
機させて、ストッパを解除すると回転可動体７０の自重により下降する構成とすることが
できる。
【０２６１】
　また、回転可動体７０を、上フレーム部６２からスライドガイド部材を延設して上下動
可能としたうえで、ストッパにより待機位置に待機させて、ストッパを解除すると回転可
動体７０の自重により下降する構成とすることもできる。その場合、巻取部材としての上
記の線状部材、帯状部材を複数用いることも可能である。
【０２６２】
　遊技者が、演出時以外に、手で覆い部２５０を反時計周りに回転させた場合に、覆い部
２５０が原点位置から離れたら、ランプ制御基板２４からの制御信号にかかわらず発光部
２２１を発光状態とさせることも可能であるし、ランプ制御基板２４からの制御信号によ
らない場合には発光部２２１を発光状態とさせないこととすることができる。
【符号の説明】
【０２６３】
１　遊技機
５５１　導光板
５５４　左支持片部
５５５　右支持片部
５５１ａ　係止孔
５５４ａ　係止突起
５５５ａ　係止突起
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【手続補正書】
【提出日】平成29年10月13日(2017.10.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導光板と、前記導光板を支持する支持部材を備える遊技機であって、
　前記導光板に孔部が形成され、遊技盤の開口縁部に配設される前記支持部材に突部が形
成され、
　前記孔部に前記突部が挿入された状態で、前記遊技盤の開口縁部に配設される装飾部材
により前記導光板が挟持されることを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明では、導光板（導光板５５１）と、前記導光板を支持する支持部材（左支持片部
５５４、右支持片部５５５）を備える遊技機であって、前記導光板に孔部（係止孔５５１
ａ）が形成され、遊技盤（遊技盤２）の開口縁部に配設される前記支持部材に突部（係止
突起５５４ａ、５５５ａ）が形成され、前記孔部に前記突部が挿入された状態で、前記遊
技盤の開口縁部に配設される装飾部材（左前装飾部材５６０、左後装飾部材５６１、右前
装飾部材５６２、右後装飾部材５６３）により前記導光板が挟持されることを特徴とする
。
                                                                        



(55) JP 2018-38667 A 2018.3.15

フロントページの続き

(72)発明者  ▲濱▼田　敬大
            愛知県名古屋市中区錦三丁目２４番４号　京楽産業．株式会社内
Ｆターム(参考) 2C088 BC25  DA07  DA23  EB78 
　　　　 　　  2H038 AA55  BA06 
　　　　 　　  3K244 AA04  BA08  BA28  BA31  BA32  CA03  DA01  EA02  EA10  EA12 
　　　　 　　        EA22  KA02  KA07  KA18 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

