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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作による演出を行う可動演出装置を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　支持ベースに固定された回転軸部と、
　前記回転軸部に回転可能に支持されて第１の駆動手段の駆動により回転する第１の可動
体と、
　前記回転軸部に回転可能に支持されると共に前記第１の可動体の外周側に配設され、第
２の駆動手段の駆動に伴い第１の可動体と同一方向に回転して、前記第１の可動体を遊技
機前面側から視認不能に遮蔽する遮蔽位置と、該第１の可動体を遊技機前面側から視認可
能に露出する露出位置に移動可能に構成された第２の可動体とを備え、
　前記回転軸部には、前記第１の可動体を照明する発光体を有する発光体基板および前記
第１の可動体の位置を検出する位置検出センサが取り付けられ、当該回転軸部に取り付け
られた発光体基板および位置検出センサが、前記第１の可動体の内側に画成された内部空
間に位置するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　動作による演出を行う可動演出装置を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　支持ベースに固定された回転軸部と、
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　前記回転軸部に回転可能に支持されて第１の駆動手段の駆動により回転する第１の可動
体と、
　前記回転軸部に回転可能に支持されると共に前記第１の可動体の外周側に配設され、第
２の駆動手段の駆動に伴い第１の可動体と同一方向に回転して、前記第１の可動体を遊技
機前面側から視認不能に遮蔽する遮蔽位置と、該第１の可動体を遊技機前面側から視認可
能に露出する露出位置に移動可能に構成された第２の可動体とを備え、
　前記回転軸部には、前記第１の可動体を照明する発光体を有する発光体基板および前記
第１の可動体の位置を検出する位置検出センサのうち少なくとも一方が取り付けられ、当
該回転軸部に取り付けられた発光体基板および位置検出センサのうち少なくとも一方が、
前記第１の可動体の内側に画成された内部空間に位置するよう構成され、
　前記回転軸部には、前記第２の可動体を支持する外周面に周方向に環状に延在する環状
突部が形成され、
　前記第２の可動体には、前記回転軸部の外周面に摺接する摺動孔の内周面側に環状に延
在する環状溝部が形成されて、当該環状溝部に前記環状突部が摺動可動に嵌合するよう構
成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　動作による演出を行う可動演出装置を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置は、
　支持ベースに固定された回転軸部と、
　前記回転軸部に回転可能に支持されて第１の駆動手段の駆動により回転する第１の可動
体と、
　前記回転軸部に回転可能に支持されると共に前記第１の可動体の外周側に配設され、第
２の駆動手段の駆動に伴い第１の可動体と同一方向に回転して、前記第１の可動体を遊技
機前面側から視認不能に遮蔽する遮蔽位置と、該第１の可動体を遊技機前面側から視認可
能に露出する露出位置に移動可能に構成された第２の可動体とを備え、
　前記回転軸部には、前記第１の可動体を照明する発光体を有する発光体基板および前記
第１の可動体の位置を検出する位置検出センサのうち少なくとも一方が取り付けられ、当
該回転軸部に取り付けられた発光体基板および位置検出センサのうち少なくとも一方が、
前記第１の可動体の内側に画成された内部空間に位置するよう構成され、
　前記第１および第２の可動体における軸方向の一方側に、前記回転軸部の外周面に対し
て摺接する摺動孔が設けられて、当該摺動孔が回転軸部に摺接することで第１および第２
の可動体における軸方向の一方側が回転可能に支持されると共に、
　前記第１の可動体における軸方向の他方側に、軸方向に突出する固定軸部が形成され、
前記第２の可動体における軸方向の他方側に、前記固定軸部を挿通可能な軸挿通孔が軸方
向に貫通するよう形成されて、
　前記支持ベースに固定された支持壁に対して、前記軸挿通孔を挿通して前記第２の可動
体の外側に突出させた前記固定軸部を介して前記第１の可動体を回転可能に支持すること
で、当該第１および第２の可動体における軸方向の他方側が回転可能に支持されるよう構
成された
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、可動体を動作させて演出を行う可動演出装置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、遊技盤の盤面に画成した遊技領域の略中央位置に
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
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複数の図柄を変動表示して図柄変動演出を行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大当り時等に開放する特
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。このようなパチンコ機
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、前記図柄表示装置で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み合わせで停止することによ
り所謂大当りが発生し、遊技盤に設けられた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、所要の動作を行う可動体を備えた可動演出装置を配設し、図柄表示装置で行われ
る遊技演出に合わせて駆動モータを駆動して可動体を動作させることにより、視覚的な演
出効果を向上させ、遊技の興趣を高めるようにしたパチンコ機も知られている(例えば、
特許文献１参照)。近年ではパチンコ機に可動演出装置を配設する構成にあっては、可動
体による演出効果を高めることを目的に、可動演出装置が複数の可動体を備えるよう構成
されたものがある。例えば、前述した特許文献１には、前後移動可能な第１の可動体の前
側に、左右方向に揺動する第２の可動体を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２９２５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された遊技機は、前後移動可能な第１の可動体を動作
させるために、左右方向に揺動する第２の可動体を予め動作させて、該第１の可動体が移
動可能なスペースを空ける必要があり、複数の可動体を備えていても演出が単調なものと
なっていた。
【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、複数の可動体により多彩な演出を行い得る遊技機
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】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項１に係る発明は、
　動作による演出を行う可動演出装置(90)を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(90)は、
　支持ベース(75)に固定された回転軸部(94)と、
　前記回転軸部(94)に回転可能に支持されて第１の駆動手段(115)の駆動により回転する
第１の可動体(100)と、
　前記回転軸部(94)に回転可能に支持されると共に前記第１の可動体(100)の外周側に配
設され、第２の駆動手段(125)の駆動に伴い第１の可動体(100)と同一方向に回転して、前
記第１の可動体(100)を遊技機前面側から視認不能に遮蔽する遮蔽位置と、該第１の可動
体(100)を遊技機前面側から視認可能に露出する露出位置に移動可能に構成された第２の
可動体(110)とを備え、
　前記回転軸部(94)には、前記第１の可動体(100)を照明する発光体(97a)を有する発光体
基板(97)および前記第１の可動体(100)の位置を検出する位置検出センサ(98)が取り付け
られ、当該回転軸部(94)に取り付けられた発光体基板(97)および位置検出センサ(98)が、
前記第１の可動体(100)の内側に画成された内部空間(103)に位置するよう構成されたこと
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を要旨とする。
　このように、第１の可動体の外側に、該第１の可動体とは独立して回転動作可能な第２
の可動体を設け、第１の可動体を遮蔽する遮蔽位置と当該第１の可動体を露出する露出位
置に第２の可動体が移動するよう構成することで、第１の可動体の回転・停止状態や第２
の可動体の回転・停止状態により複雑で多彩な演出を実現できる。
【０００８】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項２に係る発明は、
　動作による演出を行う可動演出装置(90)を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(90)は、
　支持ベース(75)に固定された回転軸部(94)と、
　前記回転軸部(94)に回転可能に支持されて第１の駆動手段(115)の駆動により回転する
第１の可動体(100)と、
　前記回転軸部(94)に回転可能に支持されると共に前記第１の可動体(100)の外周側に配
設され、第２の駆動手段(125)の駆動に伴い第１の可動体(100)と同一方向に回転して、前
記第１の可動体(100)を遊技機前面側から視認不能に遮蔽する遮蔽位置と、該第１の可動
体(100)を遊技機前面側から視認可能に露出する露出位置に移動可能に構成された第２の
可動体(110)とを備え、
　前記回転軸部(94)には、前記第１の可動体(100)を照明する発光体(97a)を有する発光体
基板(97)および前記第１の可動体(100)の位置を検出する位置検出センサ(98)のうち少な
くとも一方が取り付けられ、当該回転軸部(94)に取り付けられた発光体基板(97)および位
置検出センサ(98)のうち少なくとも一方が、前記第１の可動体(100)の内側に画成された
内部空間(103)に位置するよう構成され、
　前記回転軸部(94)には、前記第２の可動体(110)を支持する外周面に周方向に環状に延
在する環状突部(95)が形成され、
　前記第２の可動体(110)には、前記回転軸部(94)の外周面に摺接する摺動孔の内周面側
に環状に延在する環状溝部(113)が形成されて、当該環状溝部(113)に前記環状突部(95)が
摺動可動に嵌合するよう構成されたことを要旨とする。
　このように、第１の可動体の外側に、該第１の可動体とは独立して回転動作可能な第２
の可動体を設け、第１の可動体を遮蔽する遮蔽位置と当該第１の可動体を露出する露出位
置に第２の可動体が移動するよう構成することで、第１の可動体の回転・停止状態や第２
の可動体の回転・停止状態により複雑で多彩な演出を実現できる。
【０００９】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本発明の請求項３に係る発明は、
　動作による演出を行う可動演出装置(90)を備えた遊技機において、
　前記可動演出装置(90)は、
　支持ベース(75)に固定された回転軸部(94)と、
　前記回転軸部(94)に回転可能に支持されて第１の駆動手段(115)の駆動により回転する
第１の可動体(100)と、
　前記回転軸部(94)に回転可能に支持されると共に前記第１の可動体(100)の外周側に配
設され、第２の駆動手段(125)の駆動に伴い第１の可動体(100)と同一方向に回転して、前
記第１の可動体(100)を遊技機前面側から視認不能に遮蔽する遮蔽位置と、該第１の可動
体(100)を遊技機前面側から視認可能に露出する露出位置に移動可能に構成された第２の
可動体(110)とを備え、
　前記回転軸部(94)には、前記第１の可動体(100)を照明する発光体(97a)を有する発光体
基板(97)および前記第１の可動体(100)の位置を検出する位置検出センサ(98)のうち少な
くとも一方が取り付けられ、当該回転軸部(94)に取り付けられた発光体基板(97)および位
置検出センサ(98)のうち少なくとも一方が、前記第１の可動体(100)の内側に画成された
内部空間(103)に位置するよう構成され、
　前記第１および第２の可動体(100,110)における軸方向の一方側に、前記回転軸部(94)
の外周面に対して摺接する摺動孔が設けられて、当該摺動孔が回転軸部(94)に摺接するこ
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とで第１および第２の可動体(100,110)における軸方向の一方側が回転可能に支持される
と共に、
　前記第１の可動体(100)における軸方向の他方側に、軸方向に突出する固定軸部(101a)
が形成され、前記第２の可動体(110)における軸方向の他方側に、前記固定軸部(101a)を
挿通可能な軸挿通孔(111a)が軸方向に貫通するよう形成されて、
　前記支持ベース(75)に固定された支持壁(118)に対して、前記軸挿通孔(111a)を挿通し
て前記第２の可動体(110)の外側に突出させた前記固定軸部(101a)を介して前記第１の可
動体(100)を回転可能に支持することで、当該第１および第２の可動体(100,110)における
軸方向の他方側が回転可能に支持されるよう構成されたことを要旨とする。
　このように、第１の可動体の外側に、該第１の可動体とは独立して回転動作可能な第２
の可動体を設け、第１の可動体を遮蔽する遮蔽位置と当該第１の可動体を露出する露出位
置に第２の可動体が移動するよう構成することで、第１の可動体の回転・停止状態や第２
の可動体の回転・停止状態により複雑で多彩な演出を実現できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る遊技機によれば、複数の可動体の動作を組み合わせた多彩な演出を行い得
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機の正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤の正面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤の背面図である。
【図４】実施例に係る遊技盤と設置部材とを分解した状態を示す斜視図であって、遊技盤
を背面側から示すと共に設置部材を正面側から示す。
【図５】実施例に係る設置部材および可動演出体の分解図であって、設置部材を正面側か
ら示し、可動演出体を背面側から示す。
【図６】実施例に係る可動演出体の正面図であって、(a)は第１の可動体が原位置にある
と共に第２の可動体が露出位置にある状態を示し、(b)は第１の可動体が原位置にあり、
左側の第２の可動体が遮蔽位置にあると共に右側の第２の可動体が露出位置と遮蔽位置の
中間に位置した状態を示す。
【図７】実施例に係る可動演出体を揺動カバー体が被覆位置にある状態で縦断した側断面
図である。
【図８】実施例に係る第１の可動演出装置を、装飾カバー体を取り外した状態で示す正面
図である。
【図９】実施例に係る上側支持ベースに第２の可動演出装置を配設した状態を示す正面図
である。
【図１０】実施例に係る上側支持ベースに第２の可動演出装置を配設した状態を示す背面
図である。
【図１１】実施例に係る上側支持ベースに第２の可動演出装置を配設した状態を示す右側
面図である。
【図１２】実施例に係る第２の可動演出装置を正面側から視た斜視図である。
【図１３】実施例に係る第２の可動演出装置を背面側から視た斜視図である。
【図１４】実施例に係る右側の第１および第２の可動体を分解して示す分解斜視図である
。
【図１５】第１および第２の可動体を図９のＡ－Ａ線で縦断した断面図であって、(a)は
第２の可動体が露出位置にある状態を示し、(b)は第２の可動体が遮蔽位置にある状態を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　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
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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１０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１０を前側(遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１３】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１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１１の開
口前面側に、遊技盤２０を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱
可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、所定条件の成立(後述する始動入賞装置
４０,４５の始動入賞口４１,４６へのパチンコ球の入賞)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う図柄表示装置１８が着脱可能に配設されている。また、
前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤２０を透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材
により形成された透視保護板(図示せず)で前後に開口する窓部１３ａを覆うよう構成され
た装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１３の下方にパチ
ンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組み付けられる。なお、実施例では、前記
前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受け皿１４が一体的に組み付けられて
おり、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１４も一体的に開閉するよう構成される。
【００１４】
　また、前記中枠１２の右下方位置には、該中枠１２に配設された打球発射装置(図示せ
ず)を作動する操作ハンドル１７が設けられている。前記操作ハンドル１７は、左回転方
向に付勢された操作レバー１７ａを備えており、該操作レバー１７ａを右回転するよう遊
技者が回動操作することで打球発射装置が作動されて、前記上球受け皿１４に貯留された
パチンコ球が前記遊技盤２０の遊技領域２０ａに向けて発射されるようになっている。こ
こで、前記操作レバー１７ａの回動量に応じて前記打球発射装置によるパチンコ球の打球
力が強弱変化するよう構成されており、遊技者が操作レバー１７ａの回動量を操作するこ
とで、前記遊技領域２０ａへのパチンコ球の発射位置を任意に調整し得るようになってい
る。なお、実施例では、前記図柄表示装置１８としては、ドットマトリックス式の表示装
置が採用されてい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１８や液晶
パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置等の各種図柄を停止および変動表示可能な従
来公知の各種の表示装置を採用し得る。また、前記上球受け皿１４は、前記前枠１３と別
体に形成して中枠１２に対して開閉可能に組み付けるようにしてもよい。そして、実施例
に係る図柄表示装置１８には、前記飾図を変動表示可能な図柄表示部(図示せず)が横並び
状に３列設けられており、図柄変動演出の開始に伴い各列の飾図が予め定められた変動方
向(例えば縦スクロール、横スクロール等)へ変動表示し、所定のタイミングで各列の飾図
が全て停止表示されることで、１回の図柄変動演出が終了するようになっている。
【００１５】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、図２～図４に示すように、各種絵柄等が描かれた合成樹脂シート(
図示せず)等を表面に貼付けて装飾した略矩形状の板部材であって、遊技盤２０の裏面側
に配設された設置部材６０に、前記図柄表示装置１８が着脱可能に組み付けられている。
前記遊技盤２０の前面(盤面)には、略円形状に湾曲形成した案内レール２１が配設されて
おり、該案内レール２１により画成される略円形の遊技領域２０ａに、前記中枠１２に配
設された図示しない打球発射装置から発射されたパチンコ球が打ち出されることで遊技が
行われるようになっている。また、前記遊技盤２０には、ルーター加工等の孔空け加工に
より前後に貫通する複数の装着口２２が開設されており(図４参照)、各装着口２２に対し
て各種の遊技盤２０設置部品(例えば、後述する枠状装飾体３０、始動入賞装置４０、特
別入賞装置５０、普通入賞装置２７等)が前側から取り付けられると共に、遊技領域２０
ａの最下部位置には、該遊技領域２０ａに打ち出されたパチンコ球を排出するアウト口２
３が設けられている。なお、前記装着口２２の形成数や形成位置は、遊技盤２０に取り付
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けられる各種遊技盤２０設置部品の個数や配設位置等により必要に応じて適宜変更される
。
【００１６】
　ここで、実施例の前記遊技盤２０には、図４に示すように、前記案内レール２１で囲ま
れた遊技領域２０ａの略中央で開口する装着口２２に、前後に開口する表示窓口３０ａが
形成された枠状装飾体３０が取り付けられている。ここで、前記枠状装飾体３０が取り付
けられる装着口２２は、前記案内レール２１で囲まれた遊技領域２０ａの大部分で開口す
る大型の開口とされ、該装着口２２に取り付けられた枠状装飾体３０の表示窓口３０ａを
介して前記図柄表示装置１８および後述する第１の可動演出装置７０が遊技盤２０の前面
側に臨むよう構成されている。なお、前記遊技盤２０には、前記遊技領域２０ａ内に多数
の遊技釘２４が設けられると共に、枠状装飾体３０の左側方に、遊技領域２０ａを流下す
るパチンコ球の接触に伴って回転する所謂「風車」とも称される回転案内部材２５が回転
自在に支持されており、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が遊技釘２４や回転案内部
材２５に接触することで、流下方向が不規則に変化するよう構成されている。
【００１７】
　また、前記遊技盤２０において前記枠状装飾体３０の下方には、図４に示すように、遊
技領域２０ａの左右幅方向の略中央に装着口２２が開設されており、該装着口２２に、遊
技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な第１始動入賞口４１を有する第１始動入
賞装置４０が取り付けられている。そして、前記遊技盤２０において枠状装飾体３０の右
下方に開設された装着口２２に、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な特別
入賞口を有する特別入賞装置５０が取り付けられている。このように、実施例のパチンコ
機１０では、第１始動入賞装置４１および特別入賞装置５０は異なる装着口２２に取り付
けられている。すなわち、遊技状態に応じて遊技者が操作ハンドル１７を操作してパチン
コ球の打ち出し位置を変更することで、第１始動入賞装置４０または特別入賞装置５０に
パチンコ球を入賞させ得るよう構成されている。また、前記遊技盤２０には、前記特別入
賞装置５０の上方位置に、前記遊技盤２０を流下するパチンコ球が通過可能なゲート部材
２８が設置される装着口２２が開設されており、該ゲート部材２８に設けられたゲートセ
ンサ２８ａによるパチンコ球の検出に基づいて、前記枠状装飾体３０に設けられた後述す
る第２始動入賞装置４５の開閉部材４７が開閉するよう構成される。また、前記遊技盤２
０には、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な普通入賞装置２７を取り付け
る装着口２２が適宜位置に形成されている(実施例では３箇所)。
【００１８】
(枠状装飾体３０について)
　前記枠状装飾体３０は、前記遊技盤２０に開設された装着口２２に沿って延在する環状
に形成され、該装着口２２に内挿される枠状本体３１と、該枠状本体３１の前側端部に遊
技盤２０の表面に当接するよう設けられた固定板３２と、当該枠状本体３１の前面側に設
けられて遊技盤２０の前面より前方に突出する庇状部３３とを備えている(図２、図４参
照)。そして、前記固定板３２を遊技盤２０の表面に当接させた状態で、固定板３２の前
側からビス等の固定手段を用いて遊技盤２０に固定される。すなわち、前記遊技領域２０
ａに発射されたパチンコ球は、前記枠状装飾体３０の庇状部３３に沿って左右側部へ案内
されることで、該パチンコ球が表示窓口３０ａを横切って流下するのを規制している。す
なわち、実施例のパチンコ機１０は、前記操作ハンドル１７の操作レバー１７ａの操作に
応じて、操作ハンドル１７の操作レバー１７ａの回動操作量を可変することで、前記枠状
装飾体３０の左側部をパチンコ球が流下する所謂「左打ち」と、該枠状装飾体３０の右側
部をパチンコ球が流下する所謂「右打ち」とを打ち分け得るよう構成されており、右打ち
された際にパチンコ球が流下する経路中に前記特別入賞装置５０およびゲート部材２８が
配設されている。なお、前記庇状部３３は、前記枠状本体３１の左側部から上部を経て右
側部に至る形態で形成されている。
【００１９】
　前記枠状装飾体３０には、図４に示すように、前記表示窓口３０ａの内側の左右側部お
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よび上部に、発光演出装置３４が取り付けられると共に、該枠状装飾体３０の下部(開口
下縁部)に、パチンコ球が左右に転動可能なステージ３５が設けられている。なお、前記
枠状装飾体３０におけるステージ３５の後端部には、前記表示窓口３０ａの内側へ延出す
る透明な規制壁３０ｂ(図２、図４参照)が設けられており、該ステージ３５上を転動する
パチンコ球が後方(遊技盤２０の裏側)へ移動するのを防止している。また、前記枠状装飾
体３０には、前記ステージ３５の右側方に、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が
入賞可能な第２始動入賞口４６を有する第２始動入賞装置４５が配設されている。
【００２０】
(第１始動入賞装置４０について)
　図２に示すように、前記第１始動入賞装置４０は、前記遊技領域２０ａを流下するパチ
ンコ球が入賞可能な第１始動入賞口４１が設けられている。ここで、前記第１始動入賞口
４１は、遊技領域２０ａ内で常に上方へ開口する常時開放タイプの入賞口とされており、
遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が一定の確率で入賞し得るようになっている。そし
て、前記第１始動入賞口４１に入賞したパチンコ球は、制御装置に配線接続された第１始
動入賞球検出センサ４２(図４、図５参照)で検出されるよう構成されており、該センサ４
２の検出を契機として所定数の賞球が払い出されると共に大当り抽選が行われて、該大当
り抽選の結果に基づいて前記図柄表示装置１８における各図柄表示部の飾図を変動表示し
て図柄変動演出が実行されるようになっている。そして、前記図柄表示装置１８での図柄
変動演出の結果、該図柄表示装置１８の各図柄表示部に所定の組み合わせ(例えば同一図
柄の３つ揃い等)で飾図が停止表示されることで所謂大当りが発生し、大当りの発生に伴
って前記特別入賞装置５０を所定の開放条件で開放して多数の賞球を獲得し得る機会が与
えられるよう構成されている。ここで、実施例の第１始動入賞球検出センサ４２は、前記
設置部材６０に設けられた第１始動入賞口４１に入賞したパチンコ球の排出通路６７(図
４、図５参照)に設けられている。
【００２１】
(第２始動入賞装置４５について)
　前記第２始動入賞装置４５は、図２に示すように、前記枠状装飾体３０の右下部位置に
配設されて、該枠状装飾体３０の右側方に開口して遊技領域２０ａを流下するパチンコ球
が入賞可能な第２始動入賞口４６を備えている。また、前記第２始動入賞装置４５は、前
記第２始動入賞口４６の右側部に、駆動手段としてのソレノイド４８(図４参照)の駆動に
伴って揺動する開閉部材４７を備えており、該ソレノイド４８の駆動に伴って開閉部材４
７が第２始動入賞口４６を閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に揺動変位するよう構成
されている。すなわち、前記第１始動入賞口４１は、前記遊技領域２０ａを流下するパチ
ンコ球が一定の確率で入賞し得るよう構成されると共に、第２始動入賞口４６は、開閉部
材４７の開閉によりパチンコ球の入賞確率を可変し得るよう構成されている。なお、前記
第２始動入賞装置４５のソレノイド４８は、パチンコ機１０の裏側に配設された制御装置
(図示せず)に配線接続されており、前記ゲートセンサ２８ａによるパチンコ球の検出に基
づいて所定の開閉条件に従って駆動制御されるようになっている。そして、前記第２始動
入賞口４６に入賞したパチンコ球は、制御装置に配線接続された第２始動入賞球検出セン
サ４９(図４、図５参照)で検出されるよう構成されており、該センサ４９の検出を契機と
して所定数の賞球が払い出されると共に大当り抽選が行われて、該大当り抽選の結果に基
づいて前記図柄表示装置１８における各図柄表示部の飾図を変動表示して図柄変動演出が
実行されるようになっている。実施例の第２始動入賞球検出センサ４９は、前記設置部材
６０に設けられた第２始動入賞口４６に入賞したパチンコ球の排出通路６７(図４、図５
参照)に設けられている。
【００２２】
(特別入賞装置５０について)
　前記特別入賞装置５０は、図２、図４に示すように、遊技領域２０ａに開口する特別入
賞口(図示せず)を開閉自在に閉成する開閉扉５３(開閉部材４７)を備えており、駆動手段
としての図示しない特別入賞ソレノイド５２(図４参照)の駆動に伴って開閉扉５３が揺動
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変位することで特別入賞口が開閉するようよう構成されている。なお図２では、前記開閉
扉５３により特別入賞口が閉鎖された状態を示している。そして、前記特別入賞口に入賞
したパチンコ球は、制御装置に配線接続された図示しない特別入賞球検出センサで検出さ
れるよう構成されており、該特別入賞球検出センサから制御装置への入賞検出信号の入力
に伴って所定数の賞球が払い出されるようになっている。なお、実施例のパチンコ機１０
では、特別入賞球検出センサは前記特別入賞装置５０に設けられている。
【００２３】
(設置部材６０について)
　次に、前記設置部材６０に関して説明する。前記設置部材６０は、図４，図５に示すよ
うに、前記遊技盤２０に対向する対向面部６１と、該対向面部６１の外周縁部から前方に
突出する外周壁部６２とから前方に開口する箱状に形成されている。また、前記設置部材
６０には、前記外周壁部６２の前端部に、外方へ延出する取付片６３が形成されると共に
、該取付片６３に前後に貫通する貫通孔６３ａが形成されている。そして、前記取付片６
３(すなわち外周壁部６２の開口前端部)を遊技盤２０の裏面に当接させた状態で、貫通孔
６３ａに後方から挿通したネジ６４(図３参照)を遊技盤２０に螺挿することで、設置部材
６０が遊技盤２０に固定されるようになっている。そして、前記設置部材６０における前
記遊技盤２０との間に画成される設置空間６０ａに、各種演出装置や発光装置等の遊技部
品が設置されて、設置部材６０を基材とする単一のユニットとして扱い得るようになって
いる。なお、前記取付片６３は、前記外周壁部６２の全周に設けてもよく、また外周壁部
６２の適宜位置に形成するようにしてもよい。実施例では、前記設置部材６０の左右側面
をなす外周壁部６２から外方へ延出するよう取付片６３が複数箇所形成されている。
【００２４】
　ここで、前記設置部材６０は、前記遊技盤２０に形成された各装着口２２が前記設置空
間６０ａの内側で開口する大きさに形成されると共に、該遊技盤２０に取り付けられた前
記枠状装飾体３０の表示窓口３０ａに後方から臨む位置に、前記遊技部品としての第１の
可動演出装置７０が配設されている(図４参照)。また、前記設置部材６０には、前記遊技
盤２０に取り付けられた各入賞装置２７,４０,４５,５０と対応する位置に球排出通路６
７が設けられており、各入賞装置２７,４０,４５,５０に入賞したパチンコ球を対応の排
出通路６７を介して遊技盤２０の下方へ排出案内するよう構成されている。また、前記設
置部材６０には、図４に示すように、前記枠状装飾体３０に設けられた前記規制壁３０ｂ
の後方に対向する位置に、前記図柄表示装置１８が設置部材６０の開口前端部に位置する
よう配設されて、該図柄表示装置１８で行われる図柄変動演出を、該規制壁３０ｂを介し
て遊技盤２０の前側から視認し得るようになっている。
【００２５】
(第１の可動演出装置７０について)
　前記第１の可動演出装置７０は、前記枠状装飾体３０の表示窓口３０ａに後方から臨む
と共に、該表示窓口３０ａを略全体的に覆う可動演出体７１と、該可動演出体７１を動作
させる駆動モータ(駆動手段)７２とから構成されている(図２～図４、図５参照)。ここで
、前記第１の可動演出装置７０を動作させる駆動モータ７２は、前記設置部材６０の対向
面部６１の上部位置に、駆動軸を前記設置空間６０ａ内へ突出させた姿勢で取り付けられ
ると共に、該駆動軸に対して径方向へ延在するよう作動アーム７３が取り付けられている
。
【００２６】
　また、前記可動演出体７１には、背面側の左右中央下部位置に、後方へ突出する揺動軸
７１ａが設けられ、前記設置部材６０の対向面部６１に形成された軸孔６１ａに、該揺動
軸７１ａが揺動自在に枢支されている。そして、前記可動演出体７１における背面側の左
右中央上部位置に、上下にスライド移動自在な連結軸７１ｄが設けられており、前記駆動
モータ７２の駆動軸７２ａに取り付けられた前記作動アーム７３が連結軸７１ｄに回転可
能に連結されている。すなわち、前記駆動モータ７２の駆動に伴い前記作動アーム７３を
回転することで、前記可動演出体７１が揺動軸７１ａを中心として揺動するようになって
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いる。また、前記可動演出体７１が初期位置にある状態では、前記作動アーム７３が上下
方向に延在して前記連結軸７１ｄと揺動軸７１ａとが鉛直線上で整列するようになってい
る。このとき、前記可動演出体７１の荷重が揺動軸７１ａに対して鉛直線方向から作用す
るよう構成されており、当該可動演出体７１の荷重による可動演出体７１の揺動を防止し
ている。
【００２７】
　また、前記可動演出体７１の背面側には、該可動演出体７１の左右側部位置に後方へ突
出する支持軸７１ｂ,７１ｂが夫々設けられると共に、前記設置部材６０には、当該支持
軸７１ｂ,７１ｂと対応する位置に、前記揺動軸７１ａを中心とする円弧状に延在するガ
イド孔６１ｂ,６１ｂが夫々形成されており、各支持軸７１ｂ,７１ｂがガイド孔６１ｂ,
６１ｂに沿って摺動し得るよう挿通されている。ここで、前記可動演出体７１が初期位置
にある状態では、前記各支持軸７１ｂ,７１ｂが対応のガイド孔６１ｂ,６１ｂの延在長の
中間位置に位置するよう構成されており、前記駆動モータ７２の駆動に伴い各支持軸７１
ｂ,７１ｂがガイド孔６１ｂ,６１ｂの端部に至る範囲で可動演出体７１が初期位置から左
右に揺動し得るようになっている。なお、前記各支持軸７１ｂ,７１ｂの後端部には、前
記ガイド孔６１ｂ,６１ｂからの脱落を防止する抜止め部材７１ｃ(図３参照)が取り付け
られている。
【００２８】
　また、図４、図５に示すように、前記設置部材６０には、前方へ開口する半球状の装飾
部材６５が設置空間６０ａ内に取り付けられており、前記可動演出体７１の後方および側
方を装飾部材６５で囲繞するよう構成されている。前記装飾部材６５の前端部には、径方
向延出する鍔状部６５ａが設けられており、前記設置部材６０を遊技盤２０に固定した際
に、前記枠状装飾体３０の枠状本体３１の後端部に鍔状部６５ａが当接するよう構成され
ている。すなわち、前記設置部材６０を遊技盤２０に固定した状態では、前記可動演出体
７１を囲繞する前記装飾部材６５により設置空間６０ａ内部を遊技盤２０の前側から視認
不能に塞ぐことで、遊技盤２０の装飾性を損なわないようになっている。なお、実施例の
装飾部材６５は、左右の半体から構成されて、各半体を前記設置部材６０の対向面部６１
に固定するようになっている。
【００２９】
(可動演出体７１について)
　次に、前記第１の可動演出装置７０における可動演出体７１の構成について具体的に説
明する。前記可動演出体７１は、図５～図７に示すように、前記設置部材６０に支持され
る支持ベース７５と、該支持ベース７５の前側に配設され、支持ベース７５との間に収容
空間８１ａ,８１ｂを画成する装飾カバー体８５とを備えている。ここで、前記装飾カバ
ー体８５は、前記支持ベース７５の前側全体を覆って可動演出体７１の前面をなすよう構
成されており、前記枠状装飾体３０の表示窓口３０ａを介して装飾カバー体８５が遊技盤
２０の前面に露出するようになっている。
【００３０】
　また、前記支持ベース７５は、前記設置部材６０の対向面部に対向する上下の支持ベー
ス７６,７７と、該上下の支持ベース７６,７７の間に設けられ、前記収容空間８１ａ,８
１ｂを上下に区切る設置ベース８０とから構成されている。そして、前記下側支持ベース
７７に前記揺動軸が設けられると共に、上側支持ベース７６に前記支持軸が設けられてい
る。なお、前記上下の支持ベース７６,７７および設置ベース８０の夫々は、平板状に形
成されており、該設置ベース８０の上側に上部収容空間８１ａが画成され、当該設置ベー
ス８０の下側に下部収用空間８１ｂが画成されている。また、前記設置ベース８０は、前
記可動演出体７１が初期位置にある状態で、略水平に延在するよう構成されており、以下
の説明において「上」、「下」、「左」、「右」は、前記可動演出体７１が初期位置にあ
る状態を基準として指称するものとする。なお、前記上側支持ベース７６は、前記設置ベ
ース８０の後端縁から上方へ延在するよう取り付けられると共に、前記下側支持ベース７
７は、設置ベース８０の後端縁より前側に偏倚した位置から下方へ延在するよう取り付け
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られている。
【００３１】
(装飾カバー体８５について)
　前記装飾カバー体８５は、図６、図７に示すように、前記上側支持ベース７６および設
置ベース８０の端縁部に整合すると共に前側に膨出する曲面形状に形成された固定カバー
体８５ａを備えており、該上側支持ベース７６、設置ベース８０および固定カバー体８５
ａで囲まれた上部収容空間８１ａを画成している。そして、前記上部収容空間８１ａを画
成する上側支持ベース７６に、後述する第２の可動演出装置９０が設置されている。また
、前記上部収容空間８１ａを画成する前記設置ベース８０の上面には、後述する第３の可
動演出装置１３０が設置されている。すなわち、前記第１の可動演出装置７０に対して別
の可動演出装置９０,１３０が設置されている。また、前記固定カバー体８５ａには、前
記上部収容空間８１ａを前方に開口する開口部８５ｂが開設されており、該開口部８５ｂ
を介して前記第２の可動演出装置９０を構成する第１および第２の可動体１００,１１０
が枠状装飾体３０の表示窓口３０ａ内に露出するよう構成されている(図２参照)。ここで
、前記固定カバー体８５ａには、前記開口部８５ｂが左右に離間する複数箇所(実施例で
は２箇所)に開設されており、各開口部８５ｂを介して第１および第２の可動体１００,１
１０が露出し得るよう構成されている。
【００３２】
　また、前記装飾カバー体８５は、図６～図７に示すように、前記下側支持ベース７７の
前側を被覆可能な曲面形状に形成された揺動カバー体８５ｃを備えている。前記揺動カバ
ー体８５ｂは、前記固定カバー体８５ａの左右両下端部に側方へ突出するよう形成された
図示しない軸部に枢支されており、該下側支持ベース７７の裏側に設置された駆動モータ
８８(図５参照)の駆動に伴って揺動カバー体８５ｃの装飾面が正面側を向いて前記下側支
持ベース７７の前側を被覆する被覆位置と、当該揺動カバー体８５ｃの装飾面が下側を向
いて下側支持ベース７７の前側を露出する開放位置とに変位し得るよう構成されている。
すなわち、前記揺動カバー体８５ｃが被覆位置にある状態で、前記下側支持ベース７７、
設置ベース８０および揺動カバー体８５ｃで囲まれた下部収容空間８１ｂが画成されるよ
うになっている。なお、前記下部収容空間８１ｂには、図７に示すように、発光演出装置
８３が設置されており、前記揺動カバー体８５ｃの開放位置への揺動に伴って該発光演出
装置８３が枠状装飾体３０の表示窓口３０ａに露出するようになっている。
【００３３】
(第２の可動演出装置９０について)
　前記第２の可動演出装置(可動演出装置)９０は、図７～図１１に示すように、前記上側
支持ベース７６に回転可能に支持された第１の可動体１００と、該該第１の可動体１００
の外周側に位置するよう上側支持ベース７６に回転可能に支持された第２の可動体１１０
と、当該上側支持ベース７６に配設されて第１の可動体１００に連繋接続する第１の駆動
機構(第１の駆動手段)１１５と、上側支持ベース７６に配設されて第２の可動体１１０に
連繋接続する第２の駆動機構(第２の駆動手段)１２５とを備えており、第１の駆動機構１
１５の駆動に伴い第１の可動体１００が回転すると共に、第２の駆動機構１２５の駆動に
伴い第２の可動体１１０が回転するよう構成されている。すなわち、実施例では、前記支
持ベース７５(上側支持ベース７６)は、前記第２の可動演出装置９０の取付基材として機
能している。ここで、前記第１の可動体１００および第２の可動体１１０は、前記上部収
容空間８１ａ内において前記装飾カバー体８５に開設された開口部８５ｂと対応する位置
に配置されており、第１の可動体１００および第２の可動体１１０の回転姿勢に応じて装
飾カバー体８５の開口部８５ｂを介して各可動体１００,１１０を遊技盤２０前面側から
視認し得るよう構成されている。
【００３４】
　前記第１の可動体１００は、図８、図９、図１２～図１４に示すように、前記上側支持
ベース７６の前面側に配設された軸部材９２に対して回転可能に支持されている。前記軸
部材９２は、前後方向に延在する固定部９３と、該固定部９３に設けられた回転軸部９４
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とを備え、当該回転軸部９４に可動体１００が回転可能に配設されている。ここで、前記
回転軸部９４は、前記固定部９３の前端部から左右両側方へ同一直線に延出するよう形成
されて、各回転軸部９４に第１の可動体１００が夫々配設されている。すなわち、実施例
の第２の可動演出装置９０では、左右に離間する位置に一対の第１の可動体１００,１０
０を同一の回転軸線上に備えている。また、前記各回転軸部９４には、前記固定部９３側
の端部に、該回転軸部９４の周方向に環状に延在する環状突部９５が形成されており、該
環状突部９５に沿って前記第２の可動体１１０が摺動するよう構成されている。
【００３５】
　更に、図１４に示すように、前記軸部材９２には、前記回転軸部９４の突出端部に基板
取付部９６が設けられており、前方へ向けて光を照射するＬＥＤ(発光体)９７ａを有する
ＬＥＤ基板９７が基板取付部９６に取り付けられている。このＬＥＤ基板９７は、前記第
１の可動体１００に画成される内部空間１０３(後述)に位置するよう配置されており、該
第１の可動体１００を内側から照明し得るようになっている。また、前記軸部材９２(回
転軸部９４の基板取付部９６)には、前記第１の可動体１００の原位置を検出する第１位
置検出センサ９８が取り付けられており、ＬＥＤ基板９７と同様に第１の可動体１００に
画成される内部空間１０３に収容されている。なお、前記回転軸部９４には、軸中心位置
に左右に貫通する配線挿通孔９４ａが形成されており、前記ＬＥＤ基板９７および第１位
置検出センサ９８に接続する配線を、該配線挿通孔９４ａを介して第１の可動体１００の
内部空間１０３に挿通し得るよう構成されている
【００３６】
(第１および第２の可動体１００,１１０について)
　次に、前記第１の可動体１００および第２の可動体１１０の構成について説明する。な
お、前記左右の回転軸部９４,９４に配設された左右の第１の可動体１００,１００は、基
本的に左右対称の形態で形成されていることから、以下の説明では、右側の回転軸部９４
に配設される第１の可動体１００について説明し、左側の回転軸部９４に配設される第１
の可動体１００については同一の符号を付して詳細な説明は省略する。また同様に、前記
左右の回転軸部９４,９４に配設された第２の可動体１１０,１１０は、基本的に左右対称
の形態で形成されていることから、以下の説明では、右側の回転軸部９４に配設される第
２の可動体１１０について説明し、左側の回転軸部９４に配設される第２の可動体１１０
については同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
【００３７】
　図１４に示すように、前記第１の可動体１００は、第１半体１０１および第２半体１０
２を組み付けて構成されている。前記第１半体１０１および第２半体１０２は、中心側に
開口した半球状に夫々形成されており、該第１半体１０１および第２半体１０２を組み付
けることで、中空の球体状を呈するよう形成されている。ここで、前記第１半体１０１に
は、一方の端縁部に軸方向へ突出する固定軸部１０１ａが形成されており、該第１半体１
０１における固定軸部１０１ａと整列する他方の端縁部に、円弧状の凹部１０１ｂが形成
されると共に該凹部１０１ｂを挟んで一対の係止孔１０１ｃ,１０１ｃが軸方向に開設さ
れている。一方、前記第２半体１０２には、一方の端縁部に前記固定軸部１０１ａを内挿
可能な第１の軸挿通孔１０２ａが形成されると共に、該第２半体１０２における第１の軸
挿通孔１０２ａと整列する他方の端縁部に、円弧状の凹部１０２ｂが形成されると共に該
凹部１０２ｂを挟んで一対の係止突部１０２ｃ,１０２ｃが開設されている。そして、前
記回転軸部９４を挟んで第１半体１０１および第２半体１０２を対向配置した状態で、第
１半体１０１の固定軸部１０１ａを第２半体１０２の第１の軸挿通孔１０２ａに挿通する
と共に、該第２半体１０２の係止突部１０２ｃ,１０２ｃを第１半体１０１の係止孔１０
１ｃ,１０１ｃに嵌合することで、当該回転軸部９４に対して第１の可動体１００が回転
可能に支持されるようになっている。ここで、前記第１半体１０１および第２半体１０２
を組み付けた状態で、両半体１０１,１０２の凹部１０１ｂ,１０２ｂが整合して前記回転
軸部９４の外周部に摺接する環状の摺動孔を形成して、該回転軸部９４に対して第１の可
動体１００を回転可能に支持するようになっている。なお、前記第１半体１０１および第
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２半体１０２を組み付けた状態で、第１半体１０１および第２半体１０２により画成され
る第１の可動体１００の内部空間１０３の内側に、前記ＬＥＤ基板９７が収容され、該Ｌ
ＥＤ基板９７のＬＥＤ９７ａを発光することで、第１の可動体１００の内部から照明され
るようになっている。
【００３８】
　また、前記固定軸部１０１ａは、前記第２半体１０２の第１の軸挿通孔１０２ａに挿通
したもとで、前記第２の可動体１１０に形成された第２の軸挿通孔１１１ａに挿通される
と共に、該第２の軸挿通孔１１１ａした固定軸部１０１ａの端部に、前記第１の駆動機構
１１５を構成する作動歯車１２０が取り付けられている。このように、前記固定軸部１０
１ａに作動歯車１２０を取り付けることで、前記第１の可動体１００を構成する第１半体
１０１および第２半体１０２が分離不能に組み付けられる。また、前記作動歯車１２０の
側面には、前記回転軸部９４(固定軸部１０１ａ)の軸線上に筒状の軸突部１２０ａが形成
されており、当該軸突部１２０ａが後述する支持壁１１８に形成された支持孔１１８ｂに
回転可能に挿入されている。すなわち、前記第１の可動体１００は、前記回転軸部９４お
よび支持壁１１８に支持されることで、回転時のブレを抑制して安定的な回転を実現する
ようになっている。なお、前記回転軸部９４に第１の可動体１００が支持された状態で、
前記固定軸部１０１ａが回転軸部９４と同一直線状に位置するようになっている。
【００３９】
　また、前記第１の可動体１００には、回転方向に離間する位置に複数の異なる識別情報
１０４が設けられている。具体的には、前記第１の可動体１００に複数(実施例では３つ)
の表示領域ＨＲ１～ＨＲ３(図１５参照)が形成されており、各表示領域ＨＲ１～ＨＲ３毎
に異なる識別情報１０４が形成されている。なお、図１５において、各表示領域ＨＲ１～
ＨＲ３の形成領域毎に傾斜の異なる斜線で第１の可動体１００の断面を表示してある。そ
して、前記第１の可動体１００の回転に伴って前記装飾カバー体８５(固定カバー体８５
ａ)の開口部８５ｂに臨む各表示領域ＨＲ１～ＨＲ３を変更することで、パチンコ機１０
の前面側に露出する識別情報１０４が切り替えられるようになっている。実施例では、第
１の可動体１００に形成される１つの表示領域ＨＲ１は、光透過性の高い合成樹脂材によ
り形成されて、前記識別情報１０４として該表示領域ＨＲ１にダイヤカットやシボ加工等
の光拡散加工により適宜の模様が形成されている。また、第１の可動体１００に形成され
る２つの表示領域ＨＲ２,ＨＲ３は、光透過率の高い塗装が当該表示領域ＨＲ２,ＨＲ３の
全面に施されると共に、前記識別情報１０４としてより光透過率の低い塗装により適宜の
図柄が表示されている。すなわち、前記表示領域Ｈ１を装飾カバー体８５の開口部８５ｂ
に臨ませた状態で前記ＬＥＤ基板９７のＬＥＤ９７ａを発光することで、該開口部８５ｂ
の全体が明るく明輝され、表示領域Ｈ２,Ｈ３を装飾カバー体８５の開口部８５ｂに臨ま
せた状態でＬＥＤ９７ａを発光することで、該開口部８５ｂの内側に夫々の識別情報１０
４に合わせた図柄が浮かび上がるよう明記されるようになっている。なお、実施例では、
前記表示領域Ｈ２には「○」型の図柄が描かれると共に、別の表示領域Ｈ３には「へ」字
状の図柄が描かれている。
【００４０】
　また、実施例では、前記表示領域Ｈ１～Ｈ３は、前記第１の可動体１００の回転方向に
略均等に形成されて、各表示領域Ｈ１～Ｈ３の識別情報１０４が回転方向に離間して位置
するよう形成されている。ここで、前記第１の可動体１００に表示される識別情報１０４
としては、前述したように絵柄や文字、数字等の図柄を描いたものに限られるものではな
く、樹脂加工や塗装等による模様であってもよく、各識別情報１０４を明瞭に区別し得る
形態であればよい。また、前記第１の可動体１００(具体的には第２半体１０２)には、前
記第１位置検出センサ９８で検出される位置検出部材１０５が前記内部空間１０３の内側
に位置するよう取り付けられており、該第１位置検出センサ９８により位置検出部材１０
５が検出されることで、特定の識別情報１０４(実施例では「○」型の識別情報１０４)が
前記装飾カバー体８５(固定カバー体８５ａ)の開口部８５ｂに臨む原位置が検出されるよ
うになっている。
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【００４１】
　前記第２の可動体１１０は、図１４に示すように、中心側に開口した半球状に形成され
た本体１１１と、前記回転軸部９４を挟んで本体１１１に固定される軸受け部材１１２と
を備えており、該回転軸部９４に取り付けた状態で第２の可動体１１０の本体１１１の内
側に前記第１の可動体１００が位置するよう構成されている。すなわち、前記第２の可動
体１１０は、前記第１の可動体１００よりも僅かに径の大きな半球状に形成されている。
ここで、前記第２の可動体１１０の中心位置は、前記第１の可動体１００の中心位置と略
一致するよう構成されて、該第２の可動体１１０が第１の可動体１００の外周面に沿って
回転移動し得るよう構成されている。前記第２の可動体１１０の本体１１１には、前記第
１の可動体１００の固定軸部１０１ａと対応する位置に、該固定軸部１０１ａを内挿可能
な第２の軸挿通孔１１１ａが形成されると共に、該第２の可動体１１０の本体１１１にお
ける第２の軸挿通孔１１１ａと整列する他方の端縁部に、円弧状の凹部１１１ｃが形成さ
れている。そして、前記回転軸部９４を挟んで本体１１１の凹部１１１ｃと対応する位置
に前記軸受け部材１１２が固定されるようになっている。
【００４２】
　すなわち、前記第２の可動体１１０は、前記第１の可動体１００の固定軸部１０１ａを
第２の可動体１１０の本体１１１における第２の軸挿通孔１１１ａに挿通すると共に、前
記回転軸部９４を挟んで位置する軸受け部材１１２を本体１１１に固定することで、当該
回転軸部９４に対して回転可能に支持される。そして、前記第２の軸挿通孔１１１ａに挿
通された前記第１の可動体１００の固定軸部１０１ａに対して前記作動歯車１２０が固定
されており、回転軸部９４を中心として相対的に回転可能な状態で、第１の可動体１００
および第２の可動体１１０が連結されるようになっている。
【００４３】
　また、前記第２の可動体１１０の凹部１１１ｃに軸受け部材１１２を組み付けた状態で
、前記回転軸部９４に摺接する環状の摺動孔を形成するよう構成されている。前記第２の
可動体１１０の凹部１１１ｃおよび軸受け部材１１２には、内周面側(摺動孔の内周面側)
に環状に延在する環状溝部１１３が形成されており、前記回転軸部９４に形成された環状
突部９５が摺動可能に嵌合するよう構成されている。すなわち、前記第２の可動体１１０
は、前記環状突部９５に沿って回転するようになっている。また、前記環状突部９５が環
状溝部１１３に嵌合することで、回転軸部９４の軸方向に第２の可動体１１０がずれ動く
のを防止している。そして、前記回転軸部９４の軸方向への第２の可動体１１０のずれ動
きを防止することで、前記作動歯車１２０を介して相対的に回転可能に連結された第１の
可動体１００が回転軸部９４の軸方向にずれ動くのも防止している。
【００４４】
　ここで、前記第２の可動体１１０は、該第２の可動体１１０が前記装飾カバー体８５の
開口部８５ｂに臨んで前記第１の可動体１００をパチンコ機１０前面側から視認不能に遮
蔽する遮蔽位置(図１５(b)参照)と、該装飾カバー体８５の開口部８５ｂの上方側に退避
して該第１の可動体１００をパチンコ機１０前面側から視認可能に露出する露出位置(図
１５(a)参照)に移動可能に構成される。すなわち、前記第２の可動体１１０を遮蔽位置お
よび露出位置の範囲で適宜に回転させることで、前記装飾カバー体８５の開口部８５ｂを
介して第１の可動体１００が露出する割合を任意に変化させて演出を行い得るようになっ
ている(図６参照)。なお、図６(a)では、左右の第２の可動体１１０の夫々を露出位置に
変位させて、装飾カバー体８５の開口部８５ｂの全体に左右の第１の可動体１００,１０
０を臨ませた状態を示し、図６(b)では、左側の第２の可動体１１０を遮蔽位置に変位さ
せて左側の第１の可動体１００をパチンコ機１０前面側から視認不能に遮蔽すると共に、
右側の第２の可動体１１０を遮蔽位置および露出位置の中間に変位させて右側の第１の可
動体１００の半分を装飾カバー体８５の開口部８５ｂに臨ませた状態を示している。
【００４５】
(第１の駆動機構１１５について)
　次に、前記第１の可動体１００を駆動する第１の駆動機構１１５について説明する。図
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７～図１４に示すように、前記第１の駆動機構１１５は、前記上側支持ベース７６に配設
される駆動モータ１１６と、前記左右第１の可動体１００を駆動モータ１１６に連繋接続
する第１の駆動伝達手段１１９ａ～１１９ｃ,１２０,１２１とから構成され、当該駆動モ
ータ１１６の駆動に伴い左右一対の第１の可動体１００,１００が同期して回転駆動され
るよう構成されている。なお、以下の説明では、前記第１の駆動機構１１５を構成する駆
動モータを第１駆動モータ１１６と指称する。実施例において前記第１駆動モータ１１６
は、上側支持ベース７６の前面右上部位置に、駆動軸を右側方へ向けた姿勢で設置されて
いる。
【００４６】
　前記第１の駆動伝達手段１１９ａ～１１９ｃ,１２０,１２１は、前記上側支持ベース７
６の前面に、前記左右一対の第１の可動体１００,１００を挟んで対向するよう配設され
た一対の支持壁１１８,１１８の夫々に枢支された複数の歯車１１９ａ～１１９ｃと、各
第１の可動体１００に取り付けられた作動歯車１２０と、該一対の支持壁１１８,１１８
に枢支された歯車の１組を連結する連結シャフト１２１とから構成されている。なお、実
施例において前記各支持壁１１８には、３つの歯車１１９ａ～１１９ｃが連続して噛合す
るよう設けられており、２つの歯車１１９ａ,１１９ｂが前記上側支持ベース７６の前面
側で上下に隣接すると共に、上下に隣接した上側の歯車(以下、上側歯車１１９ａという)
の後方に隣接して１つの歯車(以下、連結歯車１１９ｃという)が位置している。ここで、
前記連結歯車１１９ｃは、前記各支持壁１１８において上側支持ベース７６の後面側に突
出した突出部１１８ａに枢支されており、該上側支持ベース７６の後面において、左右の
支持壁１１８,１１８に枢支された連結歯車１１９ｃが前記連結シャフト１２１で転結さ
れている。そして、右側の支持壁１１８に設けられた上側歯車１１９ａには、前記第１駆
動モータ１１６の駆動軸が連結されている。すなわち、単一の第１駆動モータ１１６を駆
動することで、左右の支持壁１１８,１１８に枢支された各歯車１１９ａ～１１９ｃが連
動して回転するようになっている。
【００４７】
　また、前記各支持壁１１８には、前記軸部材９２の回転軸部９４の軸線上に位置するよ
う左右に貫通する支持孔１１８ｂが夫々形成されている(図１４参照)。そして、前記各支
持壁１１８の支持孔１１８ｂには、対応する左右の第１の可動体１００に固定された前記
作動歯車１２０の軸突部１２０ａが回転可能に挿通されるようになっている。すなわち、
前記第１および第２の可動体１００,１１０は、前記軸部材９２の回転軸部９４に回転可
能に支持されると共に、対応する左右の支持壁１１８に回転可能に支持されることで、該
回転軸部９４を中心として安定して回転し得るよう構成されている。また、前記各支持壁
１１８の支持孔１１８ｂに前記作動歯車１２０の軸突部１２０ａを挿通した状態で、前記
上下に隣接する下側の歯車(以下、下側歯車１１９ｂという)が対応の作動歯車１２０と噛
合するよう構成されている(図１２等参照)。これにより、前記第１駆動モータ１１６の駆
動に伴い前記回転軸部９４中心として左右の第１の可動体１００,１００が同一方向に同
時に回転される。
【００４８】
(第２の駆動機構１２５について)
　図７～図１３に示すように、前記第２の駆動機構１２５は、前記上側支持ベース７６に
配設される駆動モータ１２６と、前記第２の可動体１１０を駆動モータ１２６に連繋接続
する第２の駆動伝達手段１２７,１２８とから構成され、当該駆動モータ１２６の駆動に
伴い第２の可動体１１０が回転駆動されるよう構成されている。また、前記第２の駆動機
構１２５は、前記第２の可動体１１０毎に個別に設けられており、各第２の駆動機構１２
５の駆動に伴い対応の第２の可動体１１０が回転駆動されるようになっている。なお、以
下の説明では、前記第２の駆動機構１２５を構成する駆動モータを第２駆動モータ１２６
と指称する。実施例において前記各第２駆動モータ１２６は、対応する第２の可動体１１
０の後方に位置するよう前記上側支持ベース７６の後面側に左右に偏倚して配置されて、
各第２駆動モータ１２６の駆動軸が上側支持ベース７６の左右中央側へ向けた姿勢で設置
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されている。
【００４９】
　前記第２の駆動伝達手段１２７,１２８は、前記第２駆動モータ１２６の駆動軸に連結
される駆動歯車１２７と、対応する第２の可動体１１０の外面に取り付けられて駆動歯車
１２７と噛合する円弧状歯車１２８とから構成されている(図１３、図１４参照)。ここで
、前記各円弧状歯車１２８は、前記回転軸部９４を中心とした円弧状に形成されて、その
外縁側に前記駆動歯車１２７と噛合する歯車部１２８ａが形成されており、前記各第２駆
動モータ１２６の駆動に伴い対応する第２の可動体１１０が回転軸部９４を中心として第
１の可動体１００と同一方向に回転するよう構成されている。なお、前記上側支持ベース
７６には、前記各駆動歯車１２７および円弧状歯車１２８と対応する位置で前後に開口す
る連繋孔７８(図１０参照)が開設されており、該連繋孔７８を介して上側支持ベース７６
の前後に位置する駆動歯車１２７と円弧状歯車１２８とを噛合させるようになっている。
また、前記円弧状歯車１２８には、前記回転軸部９４を中心とする径方向外方へ向けて突
出する位置検出片１２８ｂが設けられると共に、該位置検出片１２８ｂを検出可能な第２
位置検出センサ７９が前記上側支持ベース７６に配設されている。ここで、前記第２位置
検出センサ７９は、前記第２の可動体１１０が前記露出位置にある状態で対応する位置検
出片１２８ｂを検出するよう構成されている。
【００５０】
(第３の可動演出装置１３０について)
　前記第３の可動演出装置１３０は、図７、図８に示すように、前記装飾カバー体８５の
前面側に配設された可動体１３１,１３２と、前記設置ベース８０に配設された駆動源と
してのソレノイド１３３と、該可動体１３１,１３２およびソレノイド１３３を連繋接続
する第３の駆動機構１３５とから構成されている。ここで、前記第３の可動演出装置１３
０の可動体は、前記装飾カバー体８５に形成された前記開口部８５ｂの間に配置され、所
定範囲で上下移動可能な第３の可動体１３１と、該第３の可動体１３１の下方位置で装飾
カバー体８５に揺動可能に枢支された左右一対の第４の可動体１３２,１３２とから構成
されて、当該第３の可動体１３１の上下移動に伴って一対の第４の可動体１３２,１３２
が連動して揺動するよう第３の可動体１３１および第４の可動体１３２が接続されている
。なお、図６(a)には、前記第３の可動体１３１が下方に移動すると共に第４の可動体１
３２が略水平姿勢に保持された状態(初期状態)を実線で示し、該第３の可動体１３１が上
方移動すると共に第４の可動体１３２の延出端部から下方へ下がった傾斜姿勢に保持され
た状態を二点鎖線で示してある。なお、前記第３の可動体１３１は、上下方向に延在する
よう前記装飾カバー体８５(固定カバー体８５ａ)に形成されたスリット(図示せず)を介し
て前記上部収容空間８１ａに突出する連繋軸１３１ａ(図７参照)を備えており、該連繋軸
１３１ａが前記第３の駆動機構１３５に連繋接続されている。
【００５１】
　また、前記ソレノイド１３３は、図７に示すように、前記上側支持ベース７６取り付け
られた前記左右一対の第１の可動体１００,１００の間に位置するよう前記設置ベース８
０の上面に配設された取付ベース１３４に、通電により進退移動するプランジャ１３３ａ
が前後に延在する姿勢で配設されている。すなわち、前記上側支持ベース７６取り付けら
れた前記左右一対の第１の可動体１００,１００の間に、前記ソレノイド１３３が位置し
ている。前記第３の駆動機構１３５は、前記プランジャ１３３ａの突出端部に取り付けら
れ、該プランジャ１３３ａと一体的に前後移動する第１作動アーム１３６と、前記ソレノ
イド１３３の取付ベース１３４および第１作動アーム１３６の前端部に回転可能に枢支さ
れ、当該第１作動アーム１３６の前後移動に伴って揺動する第２作動アーム１３７とから
構成されている。第２作動アーム１３７は、図７に示すように、上下に延在するアーム部
分１３７ａと、前後に延在するアーム部分１３７ｂとから略Ｌ字状に形成されており、該
第２作動アーム１３７の屈曲位置で前記取付ベース１３４に枢支されている。そして、第
２作動アーム１３７の上下に延在するアーム部分１３７ａが前記第１作動アーム１３６に
対して回転可能に枢支されると共に、前後に延在するアーム部分１３７ｂが、前記第３の
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可動体１３１の連繋軸１３１ａに連繋接続されている。すなわち、前記ソレノイド１３３
の駆動に伴って第１作動アーム１３６が前後移動することで、第２作動アーム１３７にお
ける連繋軸１３１ａと接続部が上下移動して前記第３の可動体１３１が上下にスライド移
動すると共に、前記第４の可動体１３２が揺動するようになっている。なお、前記プラン
ジャ１３３ａは、図示しないバネ部材により常には前方へ突出した状態に付勢されて、前
記第３および第４の可動体１３１,１３２を初期状態に保持するようになっている。
【００５２】
(実施例の作用)
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００５３】
　前記中枠１２の前面側に設けられた前記操作ハンドル１７を遊技者が回転操作すると、
打球発射装置から発射されたパチンコ球が前記遊技盤２０に設けた案内レール２１により
画成された遊技領域２０ａ内に打ち出されて、遊技釘２４等に接触して流下方向を変更し
ながら遊技領域２０ａ内を流下する。そして、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球
が前記第１始動入賞装置４０または第２始動入賞装置４５の始動入賞口に入賞することで
、前記図柄表示装置１８での図柄変動演出が開始され、図柄変動演出の結果、図柄表示装
置１８に所定の図柄組み合わせで飾図が表示されると大当りが発生し、大当りが発生する
図柄の組み合わせに応じて、前記遊技盤２０に設けられた特別入賞装置５０が開放される
と共に、図柄表示装置１８において大当り演出が行われる。
【００５４】
　そして、前記第１始動入賞装置４０または第２始動入賞装置４５の始動入賞口４１,４
６に入賞した際に、前記制御装置が所定の制御条件に基づいて前記第１の可動演出装置７
０の駆動モータ７２を作動すると、該第１の可動演出装置７０の可動演出体７１が揺動軸
７１ａを中心に左右に揺動する。また、前記第１の可動演出装置７０には、第２の可動演
出装置９０および第３の可動演出装置１３０が配設されており、前記制御装置が所定の制
御条件に基づいて第２の可動演出装置９０の第１駆動モータ１１６および第２駆動モータ
１２６を駆動することで、第１の可動体１００および第２の可動体１１０が回転動作する
と共に、第３の可動演出装置１３０のソレノイド１３３を駆動することで、第３の可動体
１３１が上下移動すると共に第４の可動体１３２が揺動する。このように、第１の可動演
出装置に第２の可動演出装置９０や第３の可動演出装置１３０を配設することで、可動演
出体７１の動作と第１～第４の可動体１００,１１０,１３１,１３２の動作とを複合させ
た複雑な演出が可能となり、多彩な遊技演出が可能となる。
【００５５】
　ここで、前記第２の可動演出装置９０は、前記第１の可動体１００の外側に、第１の可
動体１００とは独立して回転動作可能な第２の可動体１１０を備え、前記装飾カバー体８
５の開口部８５ｂから第１の可動体１００が露出するのを遮蔽する遮蔽位置と、当該開口
部８５ｂから退避して第１の可動体１００がパチンコ機１０の前面に露出する露出位置に
第２の可動体１１０が移動するよう構成してある。このため、前記第１の可動体１００の
回転・停止状態や、第２の可動体１１０の回転・停止状態を組み合わせることで、図６(a
),(b)に一例を示すように前記開口部８５ｂを介して露出する第１の可動体１００および
第２の可動体１１０を切り替えたり、第１の可動体１００の一部を第２の可動体１１０で
被覆して開口部８５ｂに露出する割合を容易に変化させることができ、多彩な演出を実現
できる。
【００５６】
　特に、実施例の第２の可動演出装置９０では、前記第１の可動体１００を球状に形成し
て、該第１の可動体１００の外面の回転方向に離間する位置に複数の異なる識別情報１０
４を表示してあるから、第１の可動体１００および第２の可動体１１０の動作を組み合わ
せた演出のバリエーションを格段に増やすことができ、より一層多彩な演出が可能となる
。例えば、前記第２の可動体１１０を遮蔽位置に回転移動した状態で、第１の可動体１０
０を回転して前記装飾カバー体８５の開口部８５ｂに臨む識別情報１０４を切り替えて、
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該第２の可動体１１０を露出位置に回転することで、遊技者に新鮮な驚きを与えることが
でき、遊技の興趣を高めることが可能となる。
【００５７】
　更に、前記第２の可動演出装置９０は、左右に離間した位置に連動して同時に回転する
第１の可動体１００を備えると共に、各第１の可動体１００の外周側に、独立して回転駆
動される第２の可動体１１０を個別に設けてある。これにより、各第１の可動体１００お
よび第２の可動体１１０の夫々の動作を組み合わせることで、従来にない多彩な演出が可
能となる。例えば一方の第１の可動体１００のみを露出させ、他方の第１の可動体１００
の一部を第２の可動体１１０で被覆する状態を容易に創出することができる。更に、開口
部８５ｂに露出する第１の可動体１００および第２の可動体１１０を上下に微少に揺動さ
せる動作を組み合わせることもできるから、第１の可動体１００および第２の可動体１１
０の動作バリエーションを極めて多彩にすることができる。
【００５８】
　また、前記第２の可動演出装置９０では、前記各第１の可動体１００の内部空間１０３
にＬＥＤ基板９７が収容されており、該ＬＥＤ基板９７のＬＥＤ９７ａを発光することで
対応の第１の可動体１００を内部から個別に照明し得るよう構成してあるから、第１の可
動体１００および第２の可動体１１０の回転動作に加えて、第１の可動体１００の発光に
よる演出を組み合わせることで、多彩な演出を行い得る。しかも、前記第１の可動体１０
０には複数の識別情報１０４が回転方向に設けられているから、開口部８５ｂに臨ませた
識別情報１０４に応じてＬＥＤ９７ａを発光した際の装飾が変化し、演出効果の高めるこ
とができる。ここで、前記ＬＥＤ基板９７に接続する配線は、前記第１の可動体１００お
よび第２の可動体１１０が回転可能に支持される回転軸部９４に形成された配線挿通孔９
４ａを挿通させるよう構成されているから、当該第１の可動体１００および第２の可動体
１１０の回転時に配線が損傷するのを防止できる。また、第１の可動体１００および第２
の可動体１１０とは分離した状態でＬＥＤ基板９７の配線を回転軸部９４の配線挿通孔９
４ａに挿通してあるから、配線の引っ掛かり等を確実に防止して第１の可動体１００およ
び第２の可動体１１０を自在に回転駆動させることができる。
【００５９】
　また、前記第１の可動演出装置７０に配設された第３の可動演出装置１３０は、球状に
形成された左右一対の第１の可動体１００,１００の間に生ずるスペースを利用して駆動
源としてのソレノイド１３３が設置されているから、スペースの有効利用を図りつつ、第
３および第４の可動体１３１,１３２の動作による多彩な演出を実現できる。しかも、前
記第１の可動体１００,１００の間に生ずるスペースを利用することで、該第３の可動演
出装置１３０を設置しても第１の可動演出装置７０の大型化を招来することはない。更に
、前記第２の可動演出装置９０における前記第１の可動体１００および第２の可動体１１
０の動作と、前記第３の可動演出装置１３０における第３の可動体１３１および第４の可
動体１３２の動作とを組み合わせることで、より一層多彩なバリエーションの演出が可能
となり、演出効果の向上を図り得る。
【００６０】
(変更例)
　なお、本発明に係る遊技機の構成としては、前述した実施例に示したものに限らず、種
々の変更が可能である。以下にその一例を示す。
【００６１】
(１)　実施例では、第１の可動体を球体状に形成するようにしたが、これに限られるもの
ではなく、第１の可動体としては、第１の駆動手段の駆動により回転し得るよう構成すれ
ば、平板状に形成してもよく、また円柱や角柱状に形成するようにしてもよい。第１の可
動体を平板状に形成した場合には、各平面に識別情報を表示することができる。また、円
柱状に第１の可動体を形成する形態では、周面に回転方向に離間するよう識別情報が表示
することができる。更に、第１の可動体を角柱状に形成する形態では、周方向の各平面に
識別情報を個別に識別情報を表示することで、識別情報を回転方向に離間して設けること
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が可能である。
(２)　実施例では、第１の可動体を半球の半体を組み合わせて形成したが、これに限られ
るものではないことはいうまでもない。まあ、第１の可動体を回転可能に支持する構成と
しても実施例に示したものである必要はなく、従来公知の各種構成により回転可能に支持
するようにすればよい。
(３)　実施例では、第２の可動体を半球状に形成したが、これに限られるものではなく、
前記第１の可動体の外周側に配設され、第２の駆動手段の駆動に伴い第１の可動体と同一
方向に回転し得るよう構成すれば、平板状に形成してもよく、また円柱や角柱状に形成す
るようにしてもよい。また、第２の可動体としては、第１の可動体の外周側を完全に囲繞
するよう形成することもできる。この場合には、第２の可動体に透視部と非透視部とを形
成して、非透視部により第１の可動体を遊技機前面側から視認不能に遮蔽する遮蔽位置と
、透視部を介して第１の可動体を遊技機前面側から視認可能に露出する露出位置に移動可
能に構成される。
(４)　実施例では、第１の可動体を同一の回転軸線上に２つ設けるようにしたが、１つで
あってもよく、また３つ以上設けるようにしてもよい。また第１の可動体を異なる回転軸
線上に位置するよう複数設ける構成とすることも可能である。また、第１の可動体を３つ
以上設けた構成にあって、第１の駆動手段の駆動に伴い全ての第１の可動体が同時に回転
駆動されるようにしてもよく、一部の第１の可動体のみを第１の駆動手段の駆動に伴い同
時に回転駆動されるようにしてもよい。また、複数の第１の可動体を連動させる第１の駆
動手段の構成としては、実施例に示したものに限られるものではなく、ベルト機構やリン
ク機構の従来公知の各種連繋機構を利用して複数の第１の可動体を連動させることも可能
である。同様に、第２の可動体を回転駆動する第２の駆動手段の構成としても、従来公知
の各種手段を採用し得る。
(５)　実施例では、前記第１の可動体に３つの異なる識別情報を回転方向に離間して設け
たが、これに限られるものではなく、２つまたは４つ以上の識別情報を設けるようにして
、第１の可動体の回転に伴い、遊技機前面側から視認可能に露出する識別情報を切替え得
るよう構成することもできる。
(６)　実施例では、識別情報を第１の可動体にのみ表示するよう構成したが、第２の可動
体に識別情報を表示して、第２の可動体の回転に伴い、遊技機前面側から視認可能に露出
する識別情報を切替え得るよう構成することもできる。
(７)　実施例では、第１の可動体を中空に形成して内部に発光体としてのＬＥＤを収容す
るようにしたが、必ずしもＬＥＤを収容する必要はなく、また第１の可動体が中空である
必要はない。
(８)　実施例では、第１の可動体および第２の可動体を備えた可動演出装置(第２の可動
演出装置)を、別の可動演出装置(第１の可動演出装置)に対して設けるようにしたが、こ
れに限られるものではなく、該第１の可動体および第２の可動体を備えた可動演出装置を
独立して配設することも可能である。
(９)　実施例では、遊技盤を合板で形成したが、これに限られるものではなく、遊技盤を
合成樹脂材から透明または不透明に形成するようにしてもよい。
(１０)　実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるも
のではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用
し得る。
【符号の説明】
【００６２】
　７５　支持ベース
　９０　第２の可動演出装置(可動演出手段)
　９４　回転軸部
　９５　環状突部
　９７　発光体基板
　９７ａ　ＬＥＤ(発光体)
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　９８　第１位置検出センサ(位置検出センサ)
　１００　第１の可動体
　１０１ａ　固定軸部
　１０３　内部空間
　１１０　第２の可動体
　１１１ａ　第２の軸挿通孔(軸挿通孔)
　１１３　環状溝部
　１１５　第１の駆動機構(第１の駆動手段)
　１１８　支持壁
　１２５　第２の駆動機構(第２の駆動手段)

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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