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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域が前側に設けられ、該遊技領域に部品が配設された遊技盤と、該遊技盤に植設
されて遊技領域に位置し、該遊技領域を流下する遊技球との接触により該遊技球を減勢す
る多数の遊技釘とを備える遊技機において、
　前記遊技盤における遊技領域で前後に貫通する貫通口と、
　前記貫通口を塞ぐ透光部材と、
　前記透光部材に設けられて前方に延出し、該透光部材の前側を流下する遊技球との接触
により該遊技球を減勢する減勢部と、
　前記透光部材を裏側から照明する発光装置とを備え、
　前記減勢部は、遊技球が通過可能な間隔で離間して複数設けられると共に、当該複数の
減勢部のうちで前記遊技領域に配設された部品に最も近い減勢部を、当該部品に対して１
個の遊技球が通過可能な間隔で離間して配置した
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技領域における透光部材を挟む上下の位置に、前記遊技釘によって遊技球が通過
可能な上部球通過路および下部球通過路が形成され、前記減勢部は、上部球通過路から下
部球通過路へ遊技球を案内する中間球通過路を形成している請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記中間球通過路は左右方向に湾曲している請求項２記載の遊技機。
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【請求項４】
　前記透光部材の前面に凹凸が設けられる請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記遊技盤に形成した装着口に配設された枠状装飾体と、複数の図柄を変動表示する表
示部を枠状装飾体の窓口を介して前側に臨ませる図柄表示装置とを備え、前記枠状装飾体
より外側の遊技領域に臨む前記貫通口は装着口に連通するよう形成され、該枠状装飾体に
、前記透光部材に連なって窓口内縁まで至る光透過部が設けられる請求項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、発光演出が行なわれる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
枠状装飾体(所謂センター役物)が配設されており、この枠状装飾体の窓口を介して複数の
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の表示部を
後方から臨ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体の下方位置に、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】
　近年のパチンコ機では、リーチ予告時、リーチ発生時、大当り予告時、大当り発生時等
に合わせて、遊技盤に備えた発光装置によって光による演出を行なうことで、視覚的な演
出効果を向上させて遊技の興趣を高めている(例えば、特許文献１参照)。特許文献１のパ
チンコ機では、遊技盤における遊技領域の位置に貫通孔を穿設し、該貫通孔を塞ぐように
透光部材を配設すると共に、遊技盤の裏側において貫通孔に沿って発光素子群を配列し、
該発光素子群を点灯することで遊技領域において透光部材が明輝するよう構成されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】２００４－２８３２４６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、前記特許文献１のパチンコ機では、貫通孔が、遊技盤に植設される遊技
釘の位置を避けるように形成されているため、発光素子群の光によって明輝する透光部材
の大きさが限られてしまい、インパクトのある発光演出を期待し得ない難点が指摘される
。なお、遊技盤に植設される遊技釘の間隔を広く設定することで透光部材を大きくするこ
とはできるものの、透光部材の前側を通過するパチンコ球は、勢いが弱められることなく
下流側の遊技釘に接触するため、該下流側の遊技釘が経時的に変形等することで、遊技釘
同士の間隔が変わってしまう等の問題を招くおそれがある。
【０００６】
　そこで本発明は、従来の技術に内在する前記問題に鑑み、これらを好適に解決するべく
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提案されたものであって、インパクトのある発光演出を行な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、
　遊技領域(20)が前側に設けられ、該遊技領域に部品(28)が配設された遊技盤(12)と、該
遊技盤(12)に植設されて遊技領域(20)に位置し、該遊技領域(20)を流下する遊技球との接
触により該遊技球を減勢する多数の遊技釘(27)とを備える遊技機において、
　前記遊技盤(12)における遊技領域(20)で前後に貫通する貫通口(42)と、
　前記貫通口(42)を塞ぐ透光部材(43)と、
　前記透光部材(43)に設けられて前方に延出し、該透光部材(43)の前側を流下する遊技球
との接触により該遊技球を減勢する減勢部(43b)と、
　前記透光部材(43)を裏側から照明する発光装置(67)とを備え、
　前記減勢部(43b)は、遊技球が通過可能な間隔で離間して複数設けられると共に、当該
複数の減勢部(43b)のうちで前記遊技領域(20)に配設された部品(28)に最も近い減勢部(43
b)を、当該部品(28)に対して１個の遊技球が通過可能な間隔で離間して配置したことを要
旨とする。
【０００８】
　請求項１に係る発明では、遊技球が通過可能な間隔で離間する減勢部を透光部材に複数
設けると共に、当該複数の減勢部のうちで遊技領域に配設された部品に最も近い減勢部を
、当該部品に対して１個の遊技球が通過可能な間隔で離間して配置したので、該透光部材
の前側を通過する遊技球の勢いを該減勢部で減勢することができ、透光部材より下流側の
遊技釘が経時的に変形するのを防止し得る。すなわち、遊技釘を変形させることなく透光
部材のサイズを大きくすることができ、インパクトのある発光演出を行ない得る。
【０００９】
　請求項２に係る発明は、前記遊技領域(20)における透光部材(43)を挟む上下の位置に、
前記遊技釘(27)によって遊技球が通過可能な上部球通過路(45)および下部球通過路(46)が
形成され、前記減勢部(43b)は、上部球通過路(45)から下部球通過路(46)へ遊技球を案内
する中間球通過路(44)を形成していることを要旨とする。
　請求項２に係る発明では、減勢部によって遊技球を案内する通路を形成することで、遊
技球を意図した位置に流下させることができる。
【００１０】
　請求項３に係る発明は、前記中間球通過路(44)は左右方向に湾曲していることを要旨と
する。
　請求項３に係る発明によれば、遊技球の勢いを確実に減勢することができる。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、前記透光部材(43)の前面に凹凸が設けられることを要旨とする
。
　請求項４に係る発明では、透光部材の前面に設けた凹凸によっても遊技球の勢いを減ら
すことができる。
【００１２】
　請求項５に係る発明は、前記遊技盤(12)に形成した装着口(25a)に配設された枠状装飾
体(28)と、複数の図柄を変動表示する表示部(14a)を枠状装飾体(28)の窓口(28a)を介して
前側に臨ませる図柄表示装置(14)とを備え、前記枠状装飾体(28)より外側の遊技領域(20)
に臨む前記貫通口(42)は装着口(28a)に連通するよう形成され、該枠状装飾体(28)に、前
記透光部材(43)に連なって窓口(28a)内縁まで至る光透過部(40)が設けられることを要旨
とする。
　請求項５に係る発明では、枠状装飾体より外側の遊技領域から該枠状装飾体の窓口内縁
まで連なるように光の透過部分(透光部材および光透過部)を設けたので、図柄表示装置に
おける窓口内に臨む表示部での表示に連なるような発光演出を枠状装飾体の外側まで延ば



(4) JP 5583085 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

すことができ、発光演出の効果を向上し得る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る遊技機によれば、遊技釘を変形させることなくインパクトのある発光演出
を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図であって、第１および第２可動部材が待機位置
の状態で示す。
【図３】実施例に係る遊技盤を、枠状装飾体および各種入賞装置を取り外した状態で示す
正面図である。
【図４】図２のＡ－Ａ線での要部断面図である。
【図５】図２のＢ－Ｂ線での要部断面図である。
【図６】実施例に係る設置部材を示す正面図である。
【図７】実施例に係る遊技盤を示す正面図であって、第１および第２可動部材が作動位置
の状態で示す。
【図８】実施例に係る遊技盤を示す要部正面図であって、第３の可動部材が作動位置の状
態で示す。
【図９】実施例に係る第１発光ユニットを前側から見た分解斜視図である。
【図１０】実施例に係る第１発光ユニットを後側から見た分解斜視図である。
【図１１】実施例に係る第１発光ユニットの横断面図である。
【図１２】実施例に係る第２発光ユニットの横断面図である。
【図１３】実施例に係る遊技盤における第１透光部材の配設部位を示す要部正面図である
。
【図１４】実施例に係る遊技盤における第１透光部材の配設部位の要部縦断側面図である
。
【図１５】実施例に係る第４可動演出装置および第２発光装置を示す遊技盤の要部縦断側
面図である。
【図１６】実施例に係る第４可動演出装置の要部を組み立てた状態で前側から見た斜視図
である。
【図１７】実施例に係る第４可動演出装置の要部を組み立てた状態で後側から見た斜視図
である。
【図１８】実施例に係る第４可動演出装置を、各可動体を除く部品を前側から見た分解斜
視図である。
【図１９】実施例に係る第４可動演出装置を、各可動体を除く部品を後側から見た分解斜
視図である。
【図２０】実施例に係る第４可動演出装置の第１の可動体を前側から見た分解斜視図であ
る。
【図２１】実施例に係る第４可動演出装置の第１の可動体を後側から見た分解斜視図であ
る。
【図２２】実施例に係る第４可動演出装置の第２および第３の可動体を前側から見た分解
斜視図である。
【図２３】実施例に係る第４可動演出装置の第２および第３の可動体を後側から見た分解
斜視図である。
【図２４】実施例に係る第４可動演出装置の取着基部と第３の可動体との関係を示す分解
斜視図である。
【図２５】実施例に係る第４可動演出装置のカム部材と第１および第２の可動体との関係
を示す分解斜視図である。
【図２６】図３０(ａ)におけるＣ－Ｃ線での要部断面図である。
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【図２７】図３０(ａ)におけるＤ－Ｄ線での要部断面図である。
【図２８】図３０(ｃ)におけるＥ－Ｅ線での要部断面図である。
【図２９】図３０(ｃ)におけるＦ－Ｆ線での要部断面図である。
【図３０】実施例に係る第４可動演出装置を示す正面図であって、(ａ)は第１の可動体が
第１位置の状態で示し、(ｂ)は第１の可動体が第１位置から第２位置に移動する途中の状
態を示し、(ｃ)は第１の可動体が第２位置に至ると共に第２および第３の可動体が突出位
置に移動した状態で示す。
【図３１】実施例に係る第４可動演出装置を図３０(ｂ)の状態で示す斜視図であって、(
ａ)は前側から見たものであり、(ｂ)は後側から見たものである。
【図３２】実施例に係る第４可動演出装置が第２位置に至った状態で示す斜視図であって
、(ａ)は前側から見たものであり、(ｂ)は後側から見たものである。
【図３３】実施例に係る第４可動演出装置を図３０(ｃ)の状態で示す斜視図であって、(
ａ)は前側から見たものであり、(ｂ)は後側から見たものである。
【図３４】実施例に係る第４可動演出装置における第１～第３の可動体の関係を示す説明
図であって、(ａ)は第１の可動体が第１位置の状態で示し、(ｂ)は第１の可動体が第１位
置から第２位置に移動する途中の状態を示し、(ｃ)は第１の可動体が第２位置に至ると共
に第２および第３の可動体が突出位置に移動した状態で示す。
【図３５】実施例に係る第４可動演出装置における第１案内ピンおよび第２案内ピンと第
１案内溝、第２案内溝、第１案内孔、第２案内孔との関係を示す説明正面図であって、(
ａ)は図３０(ａ)の状態に対応し、(ｂ)は第１の可動体が第２位置に至った状態に対応し
、(ｃ)は図３０(ｃ)の状態に対応する。
【図３６】実施例に係る第４可動演出装置における第１～第３の可動体の動作を示す説明
図であって、(ａ)は図３５(ａ)の状態に対応し、(ｂ)は図３５(ｂ)の状態に対応し、(ｃ)
は図３５(ｃ)の状態に対応する。
【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、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行なうパ
チンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、
「右」とは、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】
【００１６】
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、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向きに設置される固定枠としての矩形枠状の外枠１１の開口前面側
に、後述する遊技盤１２を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１３が開閉および着脱
可能に組み付けられると共に、遊技盤１２の後側に、各種図柄を変動表示可能な図柄表示
装置１４が着脱自在に取り付けられるよう構成される。また、前記中枠１３の前面側には
、前記遊技盤１２を透視保護するガラス板等の透視保護板(図示せず)を備えた装飾枠とし
ての前枠１５が開閉可能に組み付けられると共に、該前枠１５の下方にパチンコ球を貯留
する下球受け皿１６が開閉可能に組み付けられる。また、前記前枠１５の下部位置に、パ
チンコ球を貯留する上球受け皿１７が一体的に組み付けられており、前枠１５の開閉に合
わせて上球受け皿１７も一体的に開閉するよう構成される。なお、実施例では、前記図柄
表示装置１４としては、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
の図柄表示装置を採用し得る。また、前記上球受け皿１７は、前記前枠１５と別体に形成
してもよい。
【００１７】
　前記中枠１３の右下方位置には、該中枠１３に配設された打球発射装置(図示せず)を作
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動する操作ハンドル１８が設けられる。この操作ハンドル１８を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１７に貯留されたパチンコ球が前記遊技
盤１２に向けて発射されるようになっている。また操作ハンドル１８は、回動量に応じて
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る。
【００１８】
〔遊技盤１２について〕
　前記遊技盤１２は、図２,図３,図４に示すように、ベニア等の木板から所定板厚の略矩
形状に形成された非光透過性の板体であって、該遊技盤１２の前面(盤面)に配設された略
円形状に湾曲形成する案内レール１９により、遊技盤１２の前側にパチンコ球が流下可能
な遊技領域２０が画成されている。また、遊技盤１２の裏面に、前記図柄表示装置１４が
着脱自在に取り付けられた設置部材２１(後述)が配設されている。
【００１９】
　ここで、前記案内レール１９は、図２,図３に示す如く、遊技盤１２の左下部から右上
部に至るよう左方向に膨出する円弧状に形成された外レール２２と、該外レール２２の内
側に配置されて、遊技盤１２の右上部、右下部および左上部に至るよう右方向に膨出する
円弧状に形成された内レール２３,２４とから構成される。前記内レール２３,２４は、遊
技盤１２の右上部から下部に亘って配設され、左端縁が右方に凹む円弧状に形成された盤
面飾り部材２３と、遊技盤１２の下部から左上部に亘って配設されて盤面飾り部材２３の
下端部に連接し、前記外レール２２の右方に離間して位置するレール部材２４とから構成
され、該外レール２２およびレール部材２４により１個のパチンコ球が通過可能な発射通
路１９ａが画成されている。前記内レールを構成するレール部材２４は、前記遊技盤１２
の左上部に開放端を臨ませるよう構成されて、前記打球発射装置から発射されたパチンコ
球が発射通路１９ａの下方開口から飛翔して、レール部材２４の開放端側から遊技領域２
０内に打ち出されるようになっている。
【００２０】
　前記遊技盤１２には、前後に貫通する装着口２５ａ,２５ｂ,２５ｃ,２５ｄ,２５ｅ,２
５ｆ,２５ｇが前記遊技領域２０内に複数開設されて(図３参照)、各装着口２５ａ,２５ｂ
,２５ｃ,２５ｄ,２５ｅ,２５ｆ,２５ｇに対して各種部品が前側から取り付けられると共
に、遊技領域２０の最下部位置には、該遊技領域２０に打ち出されたパチンコ球を排出す
るアウト口２６が開設されている。また遊技盤１２には、前記遊技領域２０内に多数の遊
技釘２７が植設されており、遊技領域２０を流下するパチンコ球が遊技釘２７に接触する
ことでパチンコ球の流下方向を不規則に変化させると共に減勢するようになっている。な
お、前記装着口の形成数は、遊技盤１２に対して取り付けられる各種部品の個数や配設位
置等により必要に応じて適宜決定される。
【００２１】
　前記遊技領域２０の略中央の大部分が開口する第１装着口２５ａに、前後に開口する窓
口(開口部)２８ａが形成された枠状装飾体２８が取り付けられ、該枠状装飾体２８の窓口
２８ａを介して前記図柄表示装置１４の表示部１４ａが遊技盤１２の前面側に臨むよう構
成される。第１装着口２５ａ(枠状装飾体２８)の下方に開設された第２装着口２５ｂに、
遊技領域２０(後述する第１経路２０ａおよび第２経路２０ｂ)を流下するパチンコ球が入
賞可能な第１始動入賞装置２９が取り付けられている。また、第２装着口２５ｂの右方に
開設された第３装着口２５ｃに、遊技領域２０(第２経路２０ｂ)を流下するパチンコ球が
入賞可能な第２始動入賞装置３０が配設されると共に、該第３装着口２５ｃの上方に開設
された第４装着口２５ｄに、遊技領域２０(第２経路２０ｂ)を流下するパチンコ球が入賞
可能な特別入賞装置３１が取り付けられている。更に、第４装着口２５ｄの上方に開設さ
れた第５装着口２５ｅに、遊技領域２０(第２経路２０ｂ)を流下するパチンコ球が通過可
能な球通過ゲート３２が取り付けられている。更にまた、第２装着口２５ｂの左方に開設
された第６装着口２５ｆに、遊技領域２０(第１経路２０ａ)を流下するパチンコ球が入賞
可能な第１普通入賞装置３３が取り付けられると共に、前記第５装着口２５ｅの右上方に
開設された第７装着口２５ｇに、遊技領域２０(第２経路２０ｂ)を流下するパチンコ球が
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入賞可能な第２普通入賞装置３４が取り付けられている(図２参照)。
【００２２】
〔枠状装飾体２８について〕
　前記遊技盤１２に配設される前記枠状装飾体２８は、環状に形成された薄板状の固定板
３５と、該固定板３５の開口内周に沿って後方へ突出する内周壁部２８ｂと、該固定板３
５の開口内周に沿って設けられて、遊技盤１２の前面より前方へ突出する庇部３６とを備
える。そして、枠状装飾体２８は、遊技盤１２に形成された前記第１装着口２５ａ内に内
周壁部２８ｂを挿入した状態で、遊技盤１２に固定板３５が前側からネジ止めされている
(図５参照)。前記固定板３５、内周壁部２８ｂおよび庇部３６の夫々は一体に樹脂形成す
る構成であっても、別部材として形成して相互に組み付ける構成であってもよい。
【００２３】
　前記枠状装飾体２８には、図２に示す如く、窓口２８ａの下側に、ステージ３７が設け
られると共に、窓口２８ａの左側に、前記遊技領域２０に開口して該遊技領域２０を流下
するパチンコ球を取り込んでステージ３７に案内する球導入部３８が設けられ、該球導入
部３８からステージ３７に通出されたパチンコ球は、ステージ３７の転動面上を左右に転
動した後に、前記各入賞装置２９,３０,３３が臨む遊技領域２０に排出される。
【００２４】
〔庇部３６について〕
　前記枠状装飾体２８の庇部３６は、枠状装飾体２８(固定板３５)の左側縁の中間位置か
ら上縁および右下縁に亘って連続して延在するよう設けられており、前記図柄表示装置１
４の前面側を横切ってパチンコ球が流下(落下)するのを規制している。また庇部３６は、
最上部位置から左右方向に下方傾斜するよう形成されて、遊技領域２０に打ち出されたパ
チンコ球が庇部３６上で滞ることなく枠状装飾体２８の左側方または右側方へ誘導案内さ
れるよう形成されている。以下の説明では、前記庇部３６について、前記枠状装飾体２８
の最上部から左側縁に沿って下方傾斜するよう延在する部分を左傾斜庇部分３６ａと指称
し、該枠状装飾体２８の最上部から右側縁に沿って下方傾斜するよう延在する部分を右傾
斜庇部分３６ｂと指称して便宜上区別することもある(図５参照)。
【００２５】
　すなわち、前記遊技盤１２に画成された遊技領域２０には、前記枠状装飾体２８の左側
方をパチンコ球が流下する第１経路２０ａ、および該枠状装飾体２８の右側方をパチンコ
球が流下する第２経路２０ｂが設けられており、前記庇部３６の左傾斜庇部分３６ａに到
来したパチンコ球が第１経路２０ａを流下し、該庇部３６の右傾斜庇部分３６ｂに到来し
たパチンコ球が第２経路２０ｂを流下するようになっている。換言すると、前記打球発射
装置から発射されたパチンコ球は、遊技領域２０内における到達位置に応じて前記枠状装
飾体２８およびレール部材２４(内レール)の間に形成される第１経路２０ａか、或いは枠
状装飾体２８および盤面飾り部材２３(内レール)の間に形成される第２経路２０ｂの何れ
かを流下する。
【００２６】
〔枠状装飾体２８の光透過部４０,４１について〕
　前記枠状装飾体２８は、全体が光透過性の合成樹脂材等から形成されると共に、所要部
位に、メッキを施したり、あるいは非光透過性の装飾部品３９を配設する等の非光透過処
理を施すことで、該非光透過処理が施されていない部位が、後述する発光装置６０,６８
のＬＥＤ６４ａ,７０ａから照射される光によって照明される光透過部４０,４１として機
能するよう構成される。実施例では、窓口２８ａの左側縁部(第１経路２０ａ)に沿って所
要長さで第１光透過部４０が設けられると共に、窓口２８ａの右側縁部(第２経路２０ｂ)
に沿って所要長さで第２光透過部４１が設けられ、これら第１光透過部４０および第２光
透過部４１は前記第１装着口２５ａの内側に位置して裏側は遊技盤１２で塞がれていない
(図５参照)。そして、後述する設置部材２１に配設された第１発光装置６０および第２発
光装置６８から照射される裏側からの光によって、対応する光透過部４０,４１が明輝さ
れて、窓口２８ａ内の表示部１４ａで展開される図柄変動演出の興趣を向上し得るよう構
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成される。
【００２７】
〔第１光透過部４０について〕
　前記第１光透過部４０には、図２に示す如く、枠状装飾体２８における上下方向の略中
間部に、該枠状装飾体２８に配設されて上下に離間する非光透過性の前記装飾部品３９,
３９により、上側の装飾部品３９より上側の第１光透過部４０および下側の装飾部品３９
より下側の第１光透過部４０とは区画された状態で第１中央光透過部４０ａが形成されて
いる。実施例では、装飾部品３９自体にも光透過部が形成されており、窓口２８ａの左縁
に沿って光透過部と非光透過部とが混在して、全体として興趣のある装飾が形成されてい
るが、第１中央光透過部４０ａについては、前記窓口２８ａの内縁から左傾斜庇部分３６
ａの外縁までに亘って上下方向に所定幅で光透過部分が横方向に連なるよう構成してある
。
【００２８】
〔第１透光部材４３について〕
　前記遊技盤１２における第１経路２０ａと対応する位置に、図３に示す如く、前記レー
ル部材２４より内側から第１装着口２５ａまで延在する前後に貫通する貫通口４２が形成
され、該貫通口４２は第１装着口２５ａに連通している。前記枠状装飾体２８には、図５
,図１３,図１４に示す如く、前記内周壁部２８ｂを第１装着口２５ａに嵌め込んだ状態で
、前記貫通口４２を前側から塞ぐ第１透光部材４３が設けられている。この第１透光部材
４３は、前記第１中央光透過部４０ａに連なるように構成され、これによって枠状装飾体
２８より外側の第１経路２０ａから窓口２８ａの内縁までに亘って、裏側からの光が透過
可能な光透過部分が直線的に形成される。そして、第１透光部材４３および第１中央光透
過部４０ａが、後述する第１経路用発光装置６７によって遊技盤１２の裏側から照明され
るようになっている。
【００２９】
　前記第１透光部材４３は、前記固定板３５を部分的に左方に延出して形成されたもので
あって、該第１透光部材４３も薄板状になっている。また第１透光部材４３の外周縁に、
図１３,図１４に示す如く、外側に向けて後方傾斜する傾斜縁部４３ａが形成されており
、前記第１経路２０ａを流下するパチンコ球の遊技盤１２の前面から第１透光部材４３へ
の移行、および第１透光部材４３から遊技盤１２の前面への移行をスムーズに行ない得る
よう構成してある。なお、第１透光部材４３は、固定板３５とは別体で形成したものであ
ってもよい。
【００３０】
〔減勢壁４３ｂについて〕
　前記第１透光部材４３には、図５,図１３に示す如く、左右方向に離間して一対の減勢
壁(減勢部)４３ｂ,４３ｂが前方に向けて突設されている。減勢壁４３ｂ,４３ｂは、第１
透光部材４３に一体に形成されたものであって、該減勢壁４３ｂ,４３ｂも光透過性を有
している。一対の減勢壁４３ｂ,４３ｂは、パチンコ球を１個通過可能な幅で離間し、両
減勢壁４３ｂ,４３ｂ間にパチンコ球が通過可能な中間球通過路４４を画成してある。ま
た一対の減勢壁４３ｂ,４３ｂは、平行状態で左右方向に複数回湾曲するよう形成されて
おり、これにより中間球通過路４４も左右方向に湾曲するよう構成される。すなわち、中
間球通過路４４をパチンコ球が通過する際に、該パチンコ球が減勢壁４３ｂ,４３ｂに接
触する機会を多くし得るようにして、該パチンコ球の勢いを確実に減勢し得るようになっ
ている。また、左側の減勢壁４３ｂとレール部材２４との間に左中間球通過路４４ａが画
成されると共に、右側の減勢壁４３ｂと左傾斜庇部分３６ａとの間に右中間球通過路４４
ｂが画成され、これら左右の中間球通過路４４ａ,４４ｂも、パチンコ球を１個通過可能
な幅に設定されている。なお、右中間球通過路４４ｂを画成する左傾斜庇部分３６ａの減
勢壁４３ｂと対向する側面は、該減勢壁４３ｂに倣うように左右方向に複数回湾曲するよ
う形成してある。
【００３１】
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　前記第１経路２０ａには、第１透光部材４３の配設位置を挟む上側に、多数の遊技釘２
７によって上部球通過路４５が画成されると共に、該第１透光部材４３の配設位置を挟む
下側に、多数の遊技釘２７によって下部球通過路４６が画成される。そして、図１３に示
す如く、上部球通過路４５の球出口と、前記一対の減勢壁４３ｂ,４３ｂで画成される中
間球通過路４４の球入口とが上下の関係で略整合すると共に、該中間球通過路４４の球出
口と、下部球通過路４６の球入口とが上下の関係で略整合するよう構成される。すなわち
、上部球通過路４５から通出したパチンコ球は、中間球通過路４４を通って下部球通過路
４６に通入するよう構成され、パチンコ球が下部球通過路４６を構成する遊技釘２７に接
触する前に該パチンコ球の勢いを前記減勢壁４３ｂ,４３ｂとの接触によって弱め得るよ
うになっている。また、前記左中間球通過路４４ａおよび右中間球通過路４４ｂを通るパ
チンコ球についても、一方の減勢壁４３ｂ,レール部材２４または左傾斜庇部分３６ａに
接触することで減勢して、第１透光部材４３より下側に植設した遊技釘２７に接触する際
のパチンコ球の勢いを弱め得るようになっている。
【００３２】
　前記第１透光部材４３における中間球通過路４４に対応する前面には、上下に離間して
複数の凸部４３ｃが形成されて、中間球通過路４４に対応する前面は凹凸形状になってい
る。すなわち、第１透光部材４３の前面を転動するパチンコ球は、凸部４３ｃに接触する
ことでも減勢されるよう構成される。凸部４３ｃにおける第１透光部材４３の前面からの
突出寸法は、凸部４３ｃに接触したパチンコ球が前記前枠１５のガラス板に接触すること
のない値に設定される。
【００３３】
〔第２光透過部４１について〕
　前記第２光透過部４１には、図２に示す如く、枠状装飾体２８における上下方向の略中
間部に、該枠状装飾体２８に配設されて上下に離間する非光透過性の前記装飾部品３９,
３９により、上側の装飾部品３９より上側の第２光透過部４１および下側の装飾部品３９
より下側の第２光透過部４１とは区画された状態で第２中央光透過部４１ａが形成されて
いる。第２中央光透過部４１ａを区画する装飾部品３９は、前記第１中央光透過部４０ａ
を区画する装飾部品３９と同様に光透過部が形成されており、窓口２８ａの右縁に沿って
光透過部と非光透過部とが混在して、全体として興趣のある装飾が形成されているが、第
２中央光透過部４１ａについては、前記窓口２８ａの内縁から右傾斜庇部分３６ｂの外縁
までに亘って上下方向に所定幅で光透過部分が横方向に連なるよう構成してある。また第
２中央光透過部４１ａは、図２に示す如く、前記第１中央光透過部４０ａと左右方向に略
整列するように形成されている。
【００３４】
〔第２透光部材４７について〕
　前記第１装着口２５ａは、図３に示す如く、前記盤面飾り部材２３の内縁近傍まで形成
されており、該第１装着口２５ａに前記枠状装飾体２８を取り付けた状態で、該盤面飾り
部材２３と前記右傾斜庇部分３６ｂとの間に位置する平板状の前記固定板３５の前側に、
前記第２経路２０ｂが画成されるようになっている。以下の説明では、第２経路２０ａを
画成する固定板については、通路用固定板３５ａと指称して便宜上区別することもある。
そして、通路用固定板３５ａは、図５に示す如く、外周端の所定幅を除く内側部分が第１
装着口２５ａの内側に位置して裏側は遊技盤１２で塞がれておらず、裏側からの照明が可
能に構成されている。
【００３５】
　前記通路用固定板３５ａには、前記第２中央光透過部４１ａと左右方向に整列する部位
に、第２経路２０ｂを横切るように第２透光部材４７が設けられている。この第２透光部
材４７は、通路用固定板３５ａの一部を構成するものであって、該第２透光部材４７を挟
む上下の通路用固定板３５ａについては、非光透過処理が施されて、該第２透光部材４７
のみが光透過部分となっている。また第２透光部材４７は、図２,図８に示す如く、前記
第２中央光透過部４１ａに連なるように構成され、これによって枠状装飾体２８より外側
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の第２経路２０ｂから窓口２８ａの内縁までに亘って、裏側からの光が透過可能な光透過
部分が直線的に形成される。そして、第２透光部材４７および第２中央光透過部４１ａが
、後述する第２経路用発光装置７０によって遊技盤１２の裏側から照明されるようになっ
ている。すなわち、実施例の遊技盤１２では、枠状装飾体２８の窓口２８ａを挟む左右両
側に、第１経路２０ａおよび第２経路２０ｂを横切るように延在する光透過部分(第１透
光部材４３、第１中央光透過部４０ａ、第２透光部材４７、第２中央光透過部４１ａ)が
横方向に直線的に形成される。なお、第２透光部材４７は、固定板３５とは別体で形成し
たものであってもよい。
【００３６】
〔設置部材２１について〕
　前記遊技盤１２の裏面には、図４,図６に示す如く、前記図柄表示装置１４が裏側に着
脱可能に配設されると共に、後述する可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,Ｍ４や複数の発光装
置６０,６７,６８,７０等の遊技部品が前側に配設される合成樹脂材で形成された設置部
材２１が配設され、設置部材２１を基材とする１つのユニットとして扱い得るようになっ
ている。また設置部材２１には、前記枠状装飾体２８の窓口２８ａと前後に整列する位置
に、略矩形状の開口部２１ａが前後に開口するよう開設され、該開口部２１ａおよび窓口
２８ａを介して図柄表示装置１４の表示部１４ａを遊技盤１２の前側から視認し得るよう
構成される。実施例では、設置部材２１の開口部２１ａは、上辺、下辺、左辺および右辺
で画成される略４角形状に開口しており、図柄表示装置１４の表示部１４ａは開口部２１
ａから視認可能な領域となることから、該開口部２１ａの縁部が表示部１４ａの外縁とな
っている。
【００３７】
　図６に示すように、前記設置部材２１は、前記遊技盤１２に対向する略矩形状の対向面
部４８と、該対向面部４８の周縁部から前方に延出する外周壁部４９とから前方に開放す
る箱状に形成され、全体が透明の部材で構成されている。前記外周壁部４９の前端部には
、設置部材２１の開口外側へ延出する設置固定部５０が複数形成されている。そして、設
置固定部５０を遊技盤１２の裏面に当接した状態で、各設置固定部５０を遊技盤１２にネ
ジ止めすることで、設置部材２１が遊技盤１２に着脱自在に取り付けられる。前記対向面
部４８には、上下および左右幅の大部分が開口する大型の前記開口部２１ａが形成されて
いる。以下の説明において、対向面部４８における開口部２１ａに対する上下左右に位置
する部分について、上対向面部４８ａ、下対向面部４８ｂ、左対向面部４８ｃ、右対向面
部４８ｄと夫々指称するものとする。
【００３８】
　前記遊技盤１２の裏側に設置部材２１を取り付けた状態で、該設置部材２１の対向面部
４８と遊技盤１２との間に所要の設置空間が画成される(図４参照)。設置部材２１の対向
面部４８には、図４および図６に示す如く、左対向面部４８ｃに第１可動演出装置(可動
演出装置)Ｍ１が配設されると共に、右対向面部４８ｄに第２可動演出装置(可動演出装置
)Ｍ２および第３可動演出装置Ｍ３が配設される。第１可動演出装置Ｍ１および第２可動
演出装置Ｍ２は、遊技盤１２の盤面に沿う方向で左右に離間すると共に、該第１可動演出
装置Ｍ１および第２可動演出装置Ｍ２は、設置部材２１と遊技盤１２との間に画成される
設置空間に夫々収容される。また第３可動演出装置Ｍ３についても、設置空間に収容され
、実施例では第３可動演出装置Ｍ３に第４可動演出装置(可動演出装置)Ｍ４が配設されて
いる。
【００３９】
〔第１可動演出装置Ｍ１について〕
　図４,図５,図６に示すように、前記第１可動演出装置Ｍ１は、前記設置部材２１に取り
付けられる第１支持部材５１と、該第１支持部材５１の前側に支持されて遊技盤１２の盤
面に沿って所要の動作を行ない得る第１の可動部材(可動部材)５２とを備える。第１の可
動部材５２は、前記第１支持部材５１に長手方向の一端部(下端部)で揺動可能に支持され
る第１可動基部５３と、該第１可動基部５３に対して長手方向に移動自在に配設される一
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対の非光透過性の第１装飾体５４,５４とから構成され、該第１の可動部材５２は、後述
する駆動機構により左右方向に揺動するよう構成される。第１支持部材５１は、設置部材
２１の左対向面部４８ｃに着脱自在にネジ止め固定されて、該第１支持部材５１に支持さ
れている第１の可動部材５２は、通常時には設置部材２１の左開口端に沿って上下方向に
延在する姿勢(図６参照)となる待機位置に保持される。
【００４０】
　実施例では、図５に示す如く、前記第１の可動部材５２が待機位置にある状態において
、該第１の可動部材５２の前側に前記枠状装飾体２８における第１光透過部４０(第１中
央光透過部４０ａ)が位置するよう構成されている。また第１の可動部材５２は、後述す
る作動位置において前記窓口２８ａの対応する左端縁部から図柄表示装置１４における表
示部１４ａの中央側に延出し(図７参照)、待機位置と作動位置との間を遊技盤１２の盤面
に沿って移動するよう構成される。更に、待機位置の第１の可動部材５２と遊技盤１２の
裏面との間には第１の隙間(隙間)Ｓ１が画成されるよう構成され、該第１の隙間Ｓ１を介
して後述する第１発光装置６０からの光が第１光透過部４０に照射可能に構成されている
。
【００４１】
　前記第１可動基部５３には、待機位置において前記第１中央光透過部４０ａと対向する
部位に、内蔵した図示しない発光体としてのＬＥＤによって面発光する第１面発光部５３
ａが設けられ、該面発光部５３ａを面発光することで、第１中央光透過部４０ａを裏側か
ら照明し得るよう構成される。また、第１可動基部５３に配設される前記一対の第１装飾
体５４,５４は、図示しないソレノイド等の駆動体によって相互に近接・離間移動するよ
う構成され、両第１装飾体５４,５４が相互に近接した際に、前記第１面発光部５３ａの
前側を覆うと共に、離間した際に第１面発光部５３ａを前側に露出するよう構成されてい
る。
【００４２】
〔第２可動演出装置Ｍ２について〕
　図４,図５,図６に示すように、前記第２可動演出装置Ｍ２の基本的な構成は、前記第１
可動演出装置Ｍ１と同じであって、前記設置部材２１に取り付けられる第２支持部材５５
と、該第２支持部材５５の前側に支持されて遊技盤１２の盤面に沿って所要の動作を行な
い得る第２の可動部材(可動部材)５６とを備える。第２の可動部材５６は、前記第２支持
部材５５に長手方向の一端部(下端部)で揺動可能に支持される第２可動基部５７と、該第
２可動基部５７に対して長手方向に移動自在に支持される一対の非光透過性の第２装飾体
５８,５８とから構成され、該第２の可動部材５６は、後述する駆動機構により左右方向
に揺動するよう構成される。第２支持部材５５は、設置部材２１の右対向面部４８ｄに着
脱自在にネジ止め固定されて、該第２支持部材５５に支持されている第２の可動部材５６
は、通常時には設置部材２１の右開口端に沿って上下方向に延在する姿勢(図６参照)とな
る待機位置に保持されている。
【００４３】
　実施例では、図５に示すように、前記第２の可動部材５６が待機位置にある状態におい
て、該第２の可動部材５６の前側に前記枠状装飾体２８における第２光透過部４１(第２
中央光透過部４１ａ)が位置するよう構成されている。また第２の可動部材５６は、後述
する作動位置において前記窓口２８ａの対応する右端縁部から図柄表示装置１４における
表示部１４ａの中央側に延出し(図７参照)、待機位置と作動位置との間を遊技盤１２の盤
面に沿って移動するよう構成される。更に、待機位置の第２の可動部材５６と遊技盤１２
の裏面との間には第２の隙間(隙間)Ｓ２が画成されるよう構成され、該第２の隙間Ｓ２を
介して後述する第２発光装置６８からの光が第２光透過部４１に照射可能に構成されてい
る。なお、実施例では、第１の可動部材５２および第２の可動部材５６の待機位置におい
て、第１の可動部材５２の全体が窓口２８ａ内に露出しない状態であるのに対し、第２の
可動部材５６については一部が窓口２８ａ内に露出した状態となっているが(図２参照)、
該第２の可動部材５６についても全体が窓口２８ａ内に露出しない状態としてもよい。
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【００４４】
　前記第２可動基部５７には、待機位置において前記第２中央光透過部４１ａと対向する
部位に、内蔵した図示しない発光体としてのＬＥＤによって面発光する第２面発光部５７
ａが設けられ、該面発光部５７ａを面発光することで、第２中央光透過部４１ａを裏側か
ら照明し得るよう構成される。また第２可動基部５７に配設される前記一対の第２装飾体
５８,５８は、図示しないソレノイド等の駆動体によって相互に近接・離間移動するよう
構成され、両第２装飾体５８,５８が相互に近接した際に、前記第２面発光部５７ａの前
側を覆うと共に、離間した際に第２面発光部５７ａを前側に露出するよう構成されている
。
【００４５】
〔第１および第２可動演出装置Ｍ１,Ｍ２の駆動機構について〕
　前記設置部材２１における上対向面部４８ａには、前記第１の可動部材５２および第２
の可動部材５６を左右方向に揺動する駆動機構(図示せず)が配設されている。この駆動機
構は、前記第１可動基部５３の上端部に回動自在に連結した第１作動部と、前記第２可動
基部５７の上端部に回動自在に連結した第２作動部とを備え、モータに連繋されたラック
－ピニオン等の動作伝達機構によって両作動部を相互に近接・離間移動することで、第１
の可動部材５２および第２の可動部材５６は、対応する支持部材５１,５５との支持部を
支点として上端部側が相互に近接する作動位置(図７参照)と、相互に離間する待機位置(
図６参照)との間を左右方向に揺動するよう構成される。
【００４６】
〔第１発光装置６０について〕
　前記左対向面部４８ｃに配設した前記第１支持部材５１に、図４,図５に示す如く、前
記枠状装飾体２８における窓口２８ａを画成する左縁部に沿って延在する前記第１光透過
部４０を裏側から照明する第１発光装置(発光装置)６０が配設される。第１発光装置６０
は、第１支持部材５１の前面に配設されて上下方向に離間する複数(実施例では２つ)の第
１発光ユニット６１で構成される。各第１発光ユニット６１の基本的な構成は同一である
ので、図６において下側に位置する第１発光ユニット６１の構成について説明し、上側に
位置する第１発光ユニット６１の同一部材には同じ符号を付して詳細説明は省略する。
【００４７】
　図９,図１０,図１１に示す如く、前記第１発光ユニット６１は、前記第１支持部材５１
に配設される非光透過性の基台部６２と、該基台部６２に着脱自在に配設されるカバー体
６３と、該カバー体６３と基台部６２とで画成される収容室に収容される発光基板６４お
よびリフレクタ６５とを備える。発光基板６４は、上下方向に長手が延在する矩形状に形
成され、該発光基板６４の前面には、複数(実施例では３つ)の発光体としてのＬＥＤ６４
ａが上下方向に離間して実装されている。前記基台部６２の前面には、上下に離間して一
対の第１支持突部６２ａ,６２ａが突設されると共に、該第１支持突部６２ａ,６２ａより
左側(枠状装飾体２８の窓口２８ａから離間する側)に上下に離間して一対の第２支持突部
６２ｂ,６２ｂが突設されている。そして、これら４つの支持突部６２ａ,６２ａ,６２ｂ,
６２ｂによって、前記発光基板６４は、ＬＥＤ６４ａが実装される前面が前方斜め右側に
向けて傾斜する姿勢(ＬＥＤ６４ａの光が第１光透過部４０に向けて斜め後方から照射さ
れる傾斜姿勢)で支持される。なお、第２支持突部６２ｂ,６２ｂには、後述する区画部材
６６を基台部６２に固定するためのネジ用通孔６２ｃが夫々形成されている。
【００４８】
　前記発光基板６４の前側に配設される前記リフレクタ６５に、発光基板６４に実装した
各ＬＥＤ６４ａを臨ませる通孔６５ａが形成されると共に、該リフレクタ６５の前面には
、各通孔６５ａの縁部から前方に離間するにつれて外側に変位する反射面６５ｂが形成さ
れている。リフレクタ６５は、非光透過性の材料で形成されると共に、表面は光を効率的
に反射し得る色(実施例では白色)に設定されている。すなわち、通孔６５ａに臨ませたＬ
ＥＤ６４ａを発光した際には、反射面６５ｂによって光を効率的に前方に向けて反射し得
るようになっている。リフレクタ６５の裏面には、図１０に示す如く、上下方向に離間し
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て複数の位置決めピン６５ｃが突設されており、該位置決めピン６５ｃを発光基板６４に
形成した位置決め孔６４ｂに嵌挿することで、発光基板６４とリフレクタ６５とは、各Ｌ
ＥＤ６４ａが対応する通孔６５ａに臨む状態で位置決めされる。また、リフレクタ６５の
右端縁には、前記第１支持突部６２ａ,６２ａが嵌まる切欠部６５ｄ,６５ｄが設けられ、
該切欠部６５ｄ,６５ｄに第１支持突部６２ａ,６２ａを嵌めることで、リフレクタ６５の
基台部６２に対する上下方向の位置決めがなされるようになっている。
【００４９】
　前記カバー体６３は、透明な材料で後方に開放する箱状に形成されたものであって、該
カバー体６３の内部に発光基板６４およびリフレクタ６５を収容して開放端(後端)を基台
部６２に当接するように組み付けた状態で、右斜め前側を向く傾斜壁６３ａを備える。そ
して、該傾斜壁６３ａがリフレクタ６５の前面に当接することで、該リフレクタ６５およ
び発光基板６４は、図１１に示す如く、前記基台部６２の支持突部６２ａ,６２ｂと該傾
斜壁６３ａとで挟持されて、前記傾斜姿勢に保持されるようになっている。すなわち、実
施例では基台部６２の第１支持突部６２ａ,６２ａ、第２支持突部６２ｂ,６２ｂおよびカ
バー体６３の傾斜壁６３ａとで、発光基板６４を傾斜姿勢に保持する支持手段が構成され
ている。
【００５０】
　前記基台部６２には、前記発光基板６４、リフレクタ６５およびカバー体６３を収容し
た状態で、該基台部６２に区画部材６６がネジ止め固定されている。この区画部材６６は
、非光透過性の材料から後方に開放する箱状に形成されたものであって、前記各第２支持
突部６２ｂに形成したネジ用通孔６２ｃに挿通したネジを、区画部材６６に形成した対応
するネジ孔に螺挿することで、基台部６２と区画部材６６とで発光基板６４、リフレクタ
６５およびカバー体６３を挟持して位置決めしている(図１１参照)。また区画部材６６に
は、リフレクタ６５の各反射面６５ｂの外周に対応する形状・寸法で開口部６６ａが夫々
形成されており、前記ＬＥＤ６４ａからの光および反射面６５ｂで反射した光は、区画部
材６６の開口部６６ａから外方に照射されるよう構成される。
【００５１】
　前記基台部６２を介して第１支持部材５１の前側に配設された第１発光ユニット６１で
は、図４,図５に示す如く、前記待機位置の第１の可動部材５２を挟んで窓口２８ａの中
央とは反対側に区画部材６６が位置し、該区画部材６６の開口部６６ａが、第１の可動部
材５２と第１光透過部４０との間に形成される前記第１の隙間Ｓ１を向くよう構成される
。すなわち、発光基板６４のＬＥＤ６４ａからの光が、待機位置の第１の可動部材５２で
遮られることなく第１光透過部４０に対して左斜め後方から照射されるようになっている
。
【００５２】
　ここで、前記第１支持部材５１は透明な材料で形成されている。また、第１支持部材５
１の前側には、図６に示す如く、２つの第１発光ユニット６１,６１が、上下方向に離間
して配設されて、両発光ユニット６１,６１の間で第１支持部材５１が露出する露出部５
１ａが設けられている。そして、第１支持部材５１の内部における前記露出部５１ａと対
応する位置に第１経路用発光装置(発光装置)６７が配設され(図５,図１４参照)、該発光
装置６７に設けた発光体としてのＬＥＤ６７ａを発光することで、露出部５１ａを裏側か
ら照明し得るようになっている。第１支持部材５１における露出部５１ａは、前記第１透
光部材４３の後側に位置しており、該露出部５１ａを透過した光によって第１透光部材４
３を照明し得るよう構成される。なお、露出部５１ａには光拡散加工が施されて、第１透
光部材４３および露出部５１ａを透かして第１支持部材５１の内部を前側から視認し難く
してある。
【００５３】
〔第２発光装置６８について〕
　前記右対向面部４８ｄに配設した前記第２支持部材５５に、前記枠状装飾体２８におけ
る窓口２８ａを画成する右縁部に沿って延在する前記第２光透過部４１を裏側から照明す
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る第２発光装置(発光装置)６８が配設される。第２発光装置６８は、２つの第２発光ユニ
ット６９,６９で構成される。図１２に示す第２発光ユニット６９の基本的な構成は、前
記第１発光ユニット６１と同一であるので、詳細説明は省略すると共に、既出の同一部材
には同じ符号を付すものとする。但し、第２発光ユニット６９については、該第２発光ユ
ニット６９を基台部６２を介して第２支持部材５５の前側に配設した状態で、図６に示す
如く、前記待機位置の第２の可動部材５６を挟んで窓口２８ａの中央とは反対側に区画部
材６６が位置し、該区画部材６６の開口部６６ａが、第２の可動部材５６と第２光透過部
４１との間に形成される前記第２の隙間Ｓ２を向くよう構成される。すなわち、第２発光
ユニット６９を構成する発光基板６４のＬＥＤ６４ａからの光が、待機位置の第２の可動
部材５６で遮られることなく第２光透過部４１に対して左斜め後方から照射されるように
なっている。なお、第２支持部材５５に第２発光ユニット６９を配設した状態でのカバー
体６３における傾斜壁６３ａの傾斜角度は、第２の可動部材５６および第２光透過部４１
との関係で設定されており、実施例では第１発光ユニット６１のカバー体６３の傾斜壁６
３ａの傾斜角度とは異なっている。
【００５４】
　ここで、前記第２支持部材５５は透明な材料で形成されている。また、第２支持部材５
５の前側には、図６に示す如く、２つの第２発光ユニット６９,６９が、上下方向に離間
して配設されて、両発光ユニット６９,６９の間で第２支持部材５５が露出する露出部５
５ａが設けられている。そして、第２支持部材５５の内部における前記露出部５５ａと対
応する位置に第２経路用発光装置(発光装置)７０が配設され(図５参照)、該発光装置７０
に設けた発光体としてのＬＥＤ７０ａを発光することで、露出部５５ａを裏側から照明し
得るようになっている。第２支持部材５５における露出部５５ａは、前記第２透光部材４
７の後側に位置しており、該露出部５５ａを透過した光によって第２透光部材４７を照明
し得るよう構成される。なお、露出部５５ａには光拡散加工が施されて、第２透光部材４
７および露出部５５ａを透かして第２支持部材５５の内部を前側から視認し難くしてある
。
【００５５】
〔第３可動演出装置Ｍ３について〕
　前記第３可動演出装置Ｍ３は、前記第２支持部材５５の内部に配設した図示しない駆動
機構により、前記第２の可動部材５６の後方で上下動する第３の可動部材７１を備える。
第３の可動部材７１は、駆動機構に連繋して第２支持部材５５から左方(窓口２８ａ側)に
水平に延出する腕状の部材からなり、該第３の可動部材７１の前面には、左右方向に所定
長さで延在するレンズ部７１ａが設けられ、可動部材内部に配設した発光基板に実装した
ＬＥＤ(何れも図示せず)を発光することで、レンズ部７１ａが明輝するよう構成される。
そして、第３の可動部材７１は、前記枠状装飾体２８における窓口２８ａの上縁部に配設
した装飾意匠体７２の裏側に隠れる待機位置と、この待機位置から下方に変位してレンズ
部７１ａが前記第２中央光透過部４１ａに左右方向で整列する作動位置との間を往復移動
するよう構成される。すなわち、第３の可動部材７１が待機位置に移動した状態では、図
８に示す如く、枠状装飾体２８の第２透光部材４７、第２中央光透過部４１ａおよび第３
の可動部材７１のレンズ部７１ａが、左右方向に直線的に連なるよう構成される。
【００５６】
〔第４可動演出装置Ｍ４について〕
　前記第３の可動部材７１の先端に、第４可動演出装置(可動演出装置)Ｍ４が一体的に移
動するよう配設され、該第４可動演出装置Ｍ４は、第３の可動部材７１の待機位置におい
て前記装飾意匠体７２の裏側に隠れると共に、作動位置において前記窓口２８ａの中央部
近傍に臨むようになっている(図８,図１５参照)。この第４可動演出装置Ｍ４は、図１８,
図１９に示す如く、ベース部材７３と、該ベース部材７３に回転自在に支持され、駆動手
段としてのモータ７４によりベース部材７３に対して相対的に正逆回転される作動部材７
５と、該作動部材７５に配設した複数の可動体７６,７７,７８とから基本的に構成される
(可動体７６,７７,７８については、図２０～図２３参照)。
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【００５７】
〔ベース部材７３について〕
　前記ベース部材７３は、図１８,図１９に示す如く、前記第３の可動部材７１の先端に
配設固定された取着基部７９と、該取着基部７９の前側に組み付けられるモータ支持部材
８０と、該モータ支持部材８０の前側に組み付けられるカム部材８１とを備える。取着基
部７９、モータ支持部材８０およびカム部材８１は、略同一径の円盤状に形成され、ベー
ス部材７３の外形が、第４可動演出装置Ｍ４の外形を形成している。取着基部７９の中央
部には、図２４に示す如く、前方に向けて筒状受部７９ａが突設され、該筒状受部７９ａ
に、第３の可動体７８に配設した後述する係合部品１０８の軸部１０８ｂが回転自在に挿
通支持される。また取着基部７９の前面には、筒状受部７９ａを中心とする同心円上に、
周方向に離間して複数(実施例では４つ)の後係合突部(第２の傾斜案内部)８２が突設され
ている。各後係合突部８２は、筒状受部７９ａを中心とする円弧状に形成され、係合部品
１０８の回転に伴い後述する前係合突部１０９が摺接移動するよう構成される。また、後
係合突部８２の周方向の一端側の前面には、取着基部７９の前面から前方に向かうにつれ
て周方向に変位する傾斜案内面８２ａが形成されている。なお、４つの後係合突部８２に
おける傾斜案内面８２ａは、全て同じ端側に同一向きで形成されている。
【００５８】
　前記モータ支持部材８０には、中央部に前後方向に貫通する貫通口８０ａが形成されて
おり、図１７に示す如く、該貫通口８０ａに前記係合部品１０８が挿通されて、該係合部
品１０８の軸部１０８ｂを前記筒状受部７９ａに前側から挿入し得るよう構成される。ま
た、モータ支持部材８０の裏面に前記モータ７４が配設され、該モータ７４の出力軸に配
設されて回転駆動される駆動歯車８３は、モータ支持部材８０の前側に臨んでいる。更に
、モータ支持部材８０の前面には、位置センサ８４が配設されている。なお、前記取着基
部７９には、モータ支持部材８０に配設したモータ７４と対応する位置にモータ用通孔７
９ｂが穿設されており、取着基部７９にモータ支持部材８０を組み付けた際に、モータ７
４の後部がモータ用通孔７９ｂに挿通されるよう構成される。
【００５９】
　前記カム部材８１は、透明な合成樹脂材で環状に形成されたものであって、図２６～図
２９に示す如く、該カム部材８１の裏面に、発光基板８５が配設されている。この発光基
板８５の前面には複数の発光体としてのＬＥＤ８５ａが実装されており、該ＬＥＤ８５ａ
を発光することで、前記カム部材８１を裏側から照明し得るよう構成される。カム部材８
１の裏面には、該カム部材８１に形成した前後方向に貫通する中心通孔８１ａに近接して
従動歯車８６が回転自在に配設され、該従動歯車８６に、前記駆動歯車８３が噛合してい
る。
【００６０】
　前記カム部材８１の前面には、図２５に示す如く中心通孔(回転中心部)８１ａより外側
から放射状に延びる第１案内溝(第２案内部)８７が、周方向に離間して複数(実施例では
６本)形成されている。またカム部材８１の前面には、周方向に隣り合う第１案内溝８７,
８７の間の夫々に、中心通孔(回転中心部)８１ａより外側から放射状に延びる第２案内溝
(第４案内部)８８が形成されている(実施例では、第２案内溝８８も６本形成されている)
。第１案内溝８７および第２案内溝８８の形状は全て同一であって、中心通孔８１ａ側か
ら外周に向かうにつれて周方向(作動部材７５の回転方向)に変位する弧状に形成され、実
施例では両案内溝８７,８８は中心通孔８１ａを中心とした放射曲線状に延在している。
また、第１案内溝８７の外周端部側に、作動部材７５の回転軸を中心とする弧状で前方に
開放する第１同心案内溝(第１同心案内部)８９が接続するように設けられると共に、第２
案内溝８８の外周端部側に、作動部材７５の回転軸を中心とする弧状で前方に開放する第
２同心案内溝(第２同心案内部)９０が設けられている。そして、第１案内溝８７および第
１同心案内溝８９に、第１の可動体７６に設けた後述する第１案内ピン９７が摺動自在に
係合すると共に、第２案内溝８８および第２同心案内溝９０に、第２の可動体７７に設け
た後述する第２案内ピン１０１が摺動自在に係合するよう構成される(図２５,図２９,図
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３５参照)。
【００６１】
　図２７,図２９,図３６に示す如く、前記第１案内溝８７および第１同心案内溝８９の深
さ(前端開口と対向する底面までの前後方向の長さ)は、これら２つの案内溝８７,８９で
案内される第１案内ピン９７が底面に接触しない寸法に設定され、２つの案内溝８７,８
９を第１案内ピン９７が移動する際には対応する第１の可動体７６が前後方向(軸方向)に
変位しないよう構成される。これに対し、前記第２同心案内溝９０の底面には、第２案内
溝８８との接続部から離間するにつれて底面が前方に変位するように傾斜する傾斜案内部
９０ａが形成されている(図３６参照)。そして、第２同心案内溝９０で案内される第２案
内ピン１０１の端部が、傾斜案内部９０ａに当接した状態で移動することで、後述するよ
うに第２の可動体７７が第２案内ピン１０１と共に前後方向(軸方向)に変位するよう構成
される(図２８参照)。なお、第２案内ピン１０１が案内される前記第２案内溝８８の深さ
は、第１案内溝８７と略同じに設定され、第２案内ピン１０１は第２案内溝８８の底面に
接触しつつ移動するよう構成される。
【００６２】
〔作動部材７５について〕
　前記作動部材７５は、図１８,図１９に示す如く、透明な合成樹脂材で略円盤状に形成
された前盤９１および後盤９２を前後に組み付けて構成され、該作動部材７５の外形は、
前記ベース部材７３の外形と略同一に設定されている。後盤９２には、回転中心部から放
射状に延び、かつ前後方向に貫通する第１案内孔(第１案内部)９２ａが、前記ベース部材
７３に形成された第１案内溝８７と同数で形成されている。また後盤９２には、周方向に
隣り合う第１案内孔９２ａ,９２ａの間に、回転中心部から放射状に延び、かつ前後方向
に貫通する第２案内孔(第３案内部)９２ｂが夫々形成されており、該第２案内孔９２ｂは
、ベース部材７３に形成された第２案内溝８８と同数だけ形成されている。これら第１案
内孔９２ａおよび第２案内孔９２ｂは、径方向に直線的に延在するよう形成されると共に
、第２案内孔９２ｂについては、後盤９２の外周端で外方へ開放している。
【００６３】
　前記後盤９２の前面に前盤９１を組み付けることで、両盤９１,９２の間に、後述する
第１スライダ９６を第１案内孔９２ａに沿って摺動自在に支持すると共に、後述する第２
スライダ１０２を第２案内孔９２ｂに沿って摺動自在に支持するよう構成される。また、
後盤９２の前面に前盤９１を組み付けた状態で、両盤９１,９２の間には、第１案内孔９
２ａを挟む周方向の両側に第１ガイド溝９２ｃ,９２ｃが形成されると共に、第２案内孔
９２ｂを挟む周方向の両側に第２ガイド溝９２ｄ,９２ｄが形成される(図１６参照)。そ
して、第１スライダ９６の後述する鍔部９６ｂが第１ガイド溝９２ｃ,９２ｃに摺動自在
に支持されることで、該第１スライダ９６の前後方向(軸方向)への移動規制がなされるよ
う構成される。また、第２スライダ１０２の後述する鍔部１０２ｂが第２ガイド溝９２ｄ
,９２ｄに摺動自在に支持されることで、該第２スライダ１０２の前後方向(軸方向)への
移動規制がなされるよう構成される。更に、前盤９１には、後盤９２の第１案内孔９２ａ
および第２案内孔９２ｂの夫々と対応する位置に、回転中心部から放射状に延び、前後方
向に貫通すると共に径方向外方に開放する長孔９１ａ,９１ｂが形成され、各長孔９１ａ,
９１ｂからスライダ９６,１０２の前面が前方に臨むよう構成されている。
【００６４】
　前記前盤９１および後盤９２には、回転中心部に同一形状の中心通孔９１ｃ,９２ｅが
前後方向に貫通して形成されている。この中心通孔９１ｃ,９２ｅは、図１８,図１９に示
す如く、非円形状に形成されている。そして、これら中心通孔９１ｃ,９２ｅと同一形状
に形成した前突部９３ａが前面に突設された位置決め部品９３が、該前突部９３ａを両中
心通孔９１ｃ,９２ｅに後側から嵌挿した状態で後盤９２にネジ止め固定されて、前盤９
１および後盤９２は、前記案内孔９２ａ,９２ｂおよび長孔９１ａ,９１ｂが前後に整合す
る状態で位置決めされる。この位置決め部品９３の後面に、後突部９３ｂが突設され、該
後突部９３ｂが前記カム部材８１の中心通孔８１ａに回転自在に挿通されている。また、
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後突部９３ｂにおけるカム部材８１の中心通孔８１ａの後側に臨む後面に、ギヤ部材９４
がネジ止め固定され、これによってカム部材８１に対して作動部材７５が軸方向への移動
が規制された状態で回転自在に組み付けられている。なお、位置め部品９３の前突部９３
ａには、非円形状の中心凹部９５が前方に開放するよう形成され、該中心凹部９５に後述
する第３の可動体７８の回転規制部材１０６を挿入することで、該第３の可動板７８の回
転を規制するよう構成される。また位置め部品９３の回転中心には、後突部９３ｂの後側
に開放する挿通孔９５ａが中心凹部９５に連通するよう形成されている。
【００６５】
　前記ギヤ部材９４に設けた歯部９４ａが、前記カム部材８１に配設した前記従動歯車８
６に噛合し、前記モータ７４により従動歯車８６を正逆方向に回転することで、カム部材
８１に対して作動部材７５が正逆方向に回転するよう構成される。またギヤ部材９４には
、径方向外方に延出する検出片９４ｂが設けられ、該検出片９４ｂが、前記位置センサ８
４で検出可能に構成される。なお、実施例では図３０(ａ)に示すように第４可動演出装置
Ｍ４の正面視において時計方向を正転方向と指称し、反時計方向を逆転方向と指称するも
のとする。
【００６６】
〔第１の可動体７６について〕
　前記作動部材７５には、図２６～図２９に示す如く、第１の可動体(前表示体)７６が前
記各第１案内孔９２ａに沿って移動自在に支持されると共に、第２の可動体(後表示体,分
割表示体)７７が前記各第２案内孔９２ｂに沿って移動自在に支持されている。第１の可
動体７６は、図２０,図２１に示す如く、円盤を６分割した扇形に形成され、該第１の可
動体７６の裏側に第１スライダ９６が配設されると共に、該第１スライダ９６から後方に
突設するように第１案内ピン(係合部)９７が設けられる。第１スライダ９６は、前記前盤
９１の長孔９１ａに摺動自在に挿通可能な本体９６ａの後端縁に、外方に延出する鍔部９
６ｂが形成され、該第１スライダ９６は、作動部材７５の内部(前盤９１と後盤９２との
間)に、鍔部９６ｂが前記第１ガイド溝９２ｃ,９２ｃに位置すると共に本体９６ａが前記
長孔９１ａに位置する状態で移動自在に組み付けられて、該第１スライダ９６は前記第１
案内孔９２ａに沿って移動し得るよう構成される。そして、第１スライダ９６の前面に、
第１間隔保持部材９８を介して第１の可動体７６が配設されて、前記前盤９１の前面と第
１の可動体７６との間に、第２の可動体７７および第３の可動体７８を収容可能な隙間を
画成するよう構成される(図２７参照)。
【００６７】
　前記第１スライダ９６から後方に突出する第１案内ピン９７が、図２７に示す如く、前
記後盤９２の第１案内孔９２ａに摺動自在に挿通されると共に後方に所要長さ延出してい
る。また、第１案内ピン９７における作動部材７５(後盤９２)から後方に突出する端部が
、前記カム部材８１の第１案内溝８７に摺動自在に係合するよう構成される。すなわち、
前記ベース部材７３に対して作動部材７５が回転することで第１案内孔９２ａと第１案内
溝８７との相対的な位置変位に伴って、図３５に示す如く、該第１案内孔９２ａと第１案
内溝８７との交点に沿って第１案内ピン９７が移動し、これによって第１の可動体７６は
作動部材７５に対して放射方向に進退移動するよう構成される(図３０(ａ),(ｂ),(ｃ),図
３１,図３２,図３３参照)。第１案内ピン９７は円柱状に形成され、第１案内溝８７およ
び第１同心案内溝８９に対してスムーズに摺動し得るよう構成される。
【００６８】
　実施例では、前記第１の可動体７６は、前記ベース部材７３に対する作動部材７５の相
対的な正逆回転によって、図１６,図３０(ａ)に示すように作動部材７５の回転中心部(基
点)に集合する第１位置と、図３０(ｃ),図３２,図３３に示すように隣り合う各第１の可
動体７６が相互に離間するよう径方向外側に変位した第２位置との間を移動するよう構成
される。そして、第１位置においては、６つの第１の可動体７６が集合することで略円形
の形態となり、第２位置においては、隣り合う各第１の可動体７６の間に隙間９９を画成
した形態に変化するようになっている。また第１の可動体７６は、第１案内ピン９７が前
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記第１同心案内溝８９に沿って移動する際には、作動部材７５との相対的な位置関係(径
方向の位置および前後位置)を変えることなく該作動部材７５と共に周方向に移動するよ
うになっている。すなわち、第１同心案内溝８９に沿って第１案内ピン９７が移動する際
には、周方向に隣り合う第１の可動体７６,７６間の隙間９９の間隔を維持したまま第１
の可動体７６が周方向に移動し、この移動時に後述するように隙間９９に第２および第３
の可動体７７,７８が嵌まり込むよう構成してある。なお、前記第２位置において６つの
第１の可動体７６の間に画成される隙間９９は、図３０(ｃ),図３３ａ,図３４(ｃ)に示す
如く、周周方向に隣り合う各第１の可動体７６,７６間に画成される６つの外部側隙間９
９ａと、６つの第１の可動体７６の中央部側に画成される１つの中央部側隙間９９ｂとか
ら構成され、各外部側隙間９９ａに第２の可動体７７が夫々嵌まり込むと共に、中央部側
隙間９９ｂが第３の可動体７８が嵌まり込むようになっている。
【００６９】
　前記第１の可動体７６は、光透過性の合成樹脂材料から形成され、金属メッキや非光透
過性の部材を貼付することで前面に前図柄７６ａが施されており、第１位置において６つ
の前図柄７６ａが合体することで、第１の装飾図柄１００が形成されるようになっている
。実施例では、第１の装飾図柄１００として、三つ葉葵の家紋が形成されるよう、各前図
柄７６ａが形成されている。なお、第１の可動体７６における前図柄７６ａが施されてい
ない光透過部分には梨子地加等の光拡散処理が施されて、該第１の可動体７６を透かして
裏側を前側から視認し難くしてあると共に、前記発光基板８５のＬＥＤ８５ａから照射さ
れる光によって発光し得るよう構成される。
【００７０】
〔第２の可動体７７について〕
　図２２,図２３,図３０(ｃ),図３３,図３４(ｃ)に示す如く、前記第２の可動体７７は、
前記第２位置で６つの第１の可動体７６間に画成される隙間９９における中央部から離間
する外部側隙間９９ａの幅寸法と略等しい幅(回転方向の長さ)で、該外部側隙間９９ａを
埋めることができる形状(実施例では略五角形)に形成されている。なお、各第２の可動体
７７が、対応する外部側隙間９９ａの夫々に嵌まり込んだ状態で、中央部には第２の可動
体７７で埋められていない中央部側隙間９９ｂが残るよう構成される。また、第２の可動
体７７の裏面に、第２案内ピン(第２の係合部)１０１が突設されると共に、該第２案内ピ
ン１０１に第２スライダ１０２が軸方向に移動自在に配設される。第２スライダ１０２は
、前記前盤９１の長孔９１ｂおよび後盤９２の第２案内孔９２ｂに摺動自在に挿通可能な
本体１０２ａの外周に、外方に延出する鍔部１０２ｂが形成され、該第２スライダ１０２
は、作動部材７５の内部(前盤９１と後盤９２との間)に、鍔部１０２ｂが前記第２ガイド
溝９２ｄ,９２ｄに位置すると共に本体１０２ａが前記長孔９１ｂおよび第２案内孔９２
ｂに位置する状態で移動自在に組み付けられて、該第２スライダ１０２は前記第２案内孔
９２ｂに沿って移動し得るよう構成される。そして、第２スライダ１０２の前面に、第２
間隔保持部材１０３を介して第２の可動体７７が配設されて、前記前盤９１の前面と第２
の可動体７７との間に、第３の可動体７８を収容可能な隙間を画成するよう構成される(
図２６参照)。また、第２案内ピン１０１における作動部材７５(後盤９２)から後方に突
出する端部が、前記カム部材８１の第２案内溝８８に摺動自在に係合している。すなわち
、前記ベース部材７３に対して作動部材７５が回転することで第２案内孔９２ｂと第２案
内溝８８との相対的な位置変位に伴って、図３５に示す如く、該第２案内孔９２ｂと第２
案内溝８８との交点に沿って第２案内ピン１０１が移動し、これによって第２の可動体７
７は作動部材７５に対して放射方向に進退移動するよう構成される。
【００７１】
　実施例では、前記第２の可動体７７は、前記ベース部材７３に対する作動部材７５の相
対的な正逆回転によって、作動部材７５の回転中心部(基点)に集合する第３位置(図２６
参照)と、隣り合う各第２の可動体７７が相互に離間するよう径方向外側に変位した第４
位置(図２８参照)との間を移動するよう構成される。そして、第３位置において６つの第
２の可動体７７は、前記第１位置の６つの第１の可動体７６の後側に重なって隠れ、第４
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位置において各第２の可動体７７の夫々が、前記第２位置において相互に離間した各第１
の可動体７６,７６間の外部側隙間９９ａに臨んで、該隙間９９ａを介して前側から視認
可能となるよう構成される(図３２(ａ)参照)）。また第２の可動体７７は、第２案内ピン
１０１が前記第２同心案内溝９０に沿って移動する際には、作動部材７５との相対的な位
置関係(径方向の位置)を変えることなく該作動部材７５と共に周方向に移動するようにな
っている。なお実施例では、ベース部材７３に対して作動部材７５が正転方向(時計方向)
に回転する際に、第１の可動体７６および第２の可動体７７が回転中心部から離間するよ
うに径方向外側に向けて移動し、ベース部材７３に対して作動部材７５が逆転方向(反時
計方向)に回転する際に、第１の可動体７６および第２の可動体７７が径方向外側から回
転中心部に向けて近接するように移動するよう構成されている。
【００７２】
　前記第２スライダ１０２と第２案内ピン１０１との間に、捻りバネ等の第１付勢手段(
付勢手段)１０４が配設され、該第１付勢手段１０４によって第２スライダ１０２と第２
の可動体７７とは、常には近接する方向に付勢されている。そして、前記第２案内孔９２
ｂに第２スライダ１０２が支持されている状態で、第２の可動体７７は、前記第１の可動
体７６と干渉しない後側の退避位置に保持されるようになっている。また第２の可動体７
７は、第２案内ピン１０１が前記第２同心案内溝９０の傾斜案内部９０ａを移動する際に
は、該第２案内ピン１０１の後端が常に傾斜案内部９０ａに当接するように前記第１付勢
手段１０４によって付勢されている。すなわち、第２案内ピン１０１が傾斜案内部９０ａ
に沿って移動する際には、第２の可動体７７は第２スライダ１０２に対して近接・離間移
動し、最も離間した位置である突出位置では、前記第２位置に移動した第１の可動体７６
,７６間の外部側隙間９９ａに臨むよう構成される(図３０(ｃ),図３３参照)。そして、第
２の可動体７７の突出位置では、該第２の可動体７７の前面(図柄表示面)は、第１の可動
体７６の前面(図柄表示面)と略同一面に位置するよう設定されている。また、第２の可動
体７７の第４位置(突出位置)において、該第２の可動体７７の外周縁は、第２位置に移動
した第１の可動体７６の外周縁と周方向に整列し、全ての第１の可動体７６および全ての
第２の可動体７７の外周縁は円形となるよう構成される。第２案内ピン１０１における前
記第２案内溝８８および第２同心案内溝９０との摺接部分は円柱状に形成され、第２案内
溝８８および第２同心案内溝９０に対してスムーズに摺動し得るよう構成される。また、
図２６,図２８に示す如く、第２案内ピン１０１の後端(係合端部)は弧状に形成されて、
該第２案内ピン１０１が傾斜案内部９０ａに沿ってスムーズに移動し得るよう構成してあ
る。
【００７３】
　前記第２の可動体７７は、第１の可動体７６と同様に光透過性の合成樹脂材料から形成
されると共に、金属メッキや非光透過性の部材を貼付することで前面に第１の後図柄７７
ａが施されている。第１の後図柄７７ａは、第２の可動体７７の第４位置において、該第
２の可動体７７が第１の可動体７６,７６間の外部側隙間９９ａに現われた状態で、前記
前図柄７６ａと合体して第２の装飾図柄１０５の一部を構成する形状で形成されている。
なお、第２の可動体７７における第１の後図柄７７ａが施されていない光透過部分には梨
子地加等の光拡散処理が施されて、該第２の可動体７７を透かして裏側を前側から視認し
難くしてあると共に、前記発光基板８５のＬＥＤ８５ａから照射される光によって発光し
得るよう構成される。
【００７４】
〔第３の可動体７８について〕
　前記作動部材７５には、第３の可動体(後表示体,合体用表示体)７８が前後方向に移動
自在に支持されている。この第３の可動体７８は、前記複数の第２の可動体７７と合体す
ることで、前記第２位置に移動した複数の第１の可動体７６間に画成される隙間９９と同
形状となる形状に形成されている。図２２,図２３に示す如く、実施例の第３の可動体７
８は、前記隙間９９における中央側の中央部側隙間９９ｂを埋める、１２の頂点を有する
星型多角形に形成されている。第３の可動体７８の裏面中央に、回転規制部材１０６が配
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設されると共に、該回転規制部材１０６から後方に突出する第３案内ピン１０７が設けら
れている。回転規制部材１０６は、前記位置決め部品９３の中心凹部９５と同形状に形成
され、該回転規制部材１０６を位置決め部品９３の中心凹部９５に前側から摺動自在に挿
通することで、第３の可動体７８は、作動部材７５に対して相対的な回転が規制された状
態で前後方向(軸方向)の移動は許容されるように組み付けられる。すなわち、第３の可動
体７８は、作動部材７５と一体的に回転するよう構成される。また、位置決め部品９３の
前記挿通孔９５ａおよびギヤ部材９４の中心通孔９４ｃに第３案内ピン１０７が挿通され
、該ギヤ部材９４から後方に延出する第３案内ピン１０７の端部に、係合部品１０８がネ
ジ止め固定されている。
【００７５】
　前記係合部品１０８は、図２４に示す如く、円盤状本体１０８ａと、該円盤状本体１０
８ａの裏面中央に突設された軸部１０８ｂと、該円盤状本体１０８ａの裏面外周部に突設
され、前記取着基部７９に設けた後係合突部８２に係合可能な複数の前係合突部(第３の
係合部)１０９とを備える。係合部品１０８は、軸部１０８ｂを、前記取着基部７９の筒
状受部７９ａに前側から挿通された状態で回転自在に支持されている。また、円盤状本体
１０８ａとギヤ部材９４との間に、第３の可動体７８を常には前記前盤９１に近接する方
向に向けて付勢する圧縮コイルバネ等の第２付勢手段(付勢手段)１１０が配設されている
。そして、第３の可動体７８は、常には第２付勢手段１１０によって前記第２の可動体７
７と干渉しない後側の退避位置に保持されるよう構成される。なお、第３の可動体７８は
、退避位置においては前記第３位置に集合した６つの第２の可動体７７の後側に重なって
隠れるようになっている。
【００７６】
　前記各前係合突部１０９は、後係合突部８２の傾斜案内面８２ａと対応するように、円
盤状本体１０８ａの後面から後方に向かうにつれて周方向に変位する傾斜案内面１０９ａ
が形成されている。そして、後係合突部８２と前係合突部１０９との傾斜案内面８２ａ,
１０９ａが対向当接した状態で第３の可動体７８(作動部材７５)が正逆回転することで、
第３の可動体７８は作動部材７５に対して一体的に回転しつつ前後方向に往復移動するよ
う構成される。すなわち、第３の可動体７８は、前記ベース部材７３に対する作動部材７
５の相対的な正逆回転に伴う前後の係合突部８２,１０９の相対的な位置変位に伴って、
作動部材７５に対して前後方向に往復移動するよう構成される。そして、第３の可動体７
８の前盤９１から離間する突出位置では、該第３の可動体７８の前面(図柄表示面)は、第
１の可動体７６および第２の可動体７７の前面(図柄表示面)と略同一面に位置するよう設
定されている(図２８,図３３参照)。
【００７７】
　また、前記後係合突部８２と前係合突部１０９との傾斜案内面８２ａ,１０９ａが対向
当接している前記作動部材７５の回転角度位置は、前記第１の可動体７６の第１案内ピン
９７および第２の可動体７７の第２案内ピン１０１が対応する第１同心案内溝８９および
第２同心案内溝９０に沿って移動する回転角度位置に合わせて設定される。これにより、
周方向に隣り合う第１の可動体７６,７６間の隙間９９の間隔が維持され、かつ各第２可
動体７７が第４位置に位置したまま第１の可動体７６および第２の可動体７７が周方向に
移動する際に、前記第３の可動体７８が前後動することで、該第３の可動体７８が第１お
よび第２の可動体７６,７７と干渉しないよう構成されている。なお、作動部材７５に対
して第３の可動体７８が前後動する際に、前記係合部品１０８の軸部１０８ｂは筒状受部
７９ａから離脱しない寸法で円盤状本体１０８ａから突出している。
【００７８】
　前記第３の可動体７８は、第１の可動体７６と同様に光透過性の合成樹脂材料から形成
されると共に、金属メッキや非光透過性の部材を貼付することで前面に第２の後図柄７８
ａが施されている。第２の後図柄７８ａは、第１の可動体７６が第２位置に位置すると共
に第２の可動体７７が第３位置に位置した際に、これら第１の可動体７６および第２の可
動体７７の間の隙間から現われた状態で、前記前図柄７６ａおよび第１の後図柄７７ａと
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合体して第２の装飾図柄１０５を形成する形状で形成されている。第２の装飾図柄１０５
は、図３０(ａ),(ｃ)に示す如く、前記第１の装飾図柄１００を拡大した相似形となるよ
う構成されている。なお、第３の可動体７８における第２の後図柄７８ａが施されていな
い光透過部分には梨子地加等の光拡散処理が施されて、該第３の可動体７８を透かして裏
側を前側から視認し難くしてあると共に、前記発光基板８５のＬＥＤ８５ａから照射され
る光によって発光し得るよう構成される。
【００７９】
　また、前記第２の可動体７７に施された第１の後図柄７７ａおよび第３の可動体７８に
施された第２の後図柄７８ａは、第１の可動体７６が第１位置と第２位置との間を移動す
る際に前記隙間９９が拡縮する過程において、該後図柄７７ａ,７８ａにおける隙間９９
から現われる部分と前図柄７６ａとにより形成される図柄が、前記第１の装飾図柄１００
の相似形を維持するように形成されている(図３０(ｂ),図３１(ａ)参照)。すなわち、実
施例では、第１の可動体７６が第１位置と第２位置との間を移動する際に、正面視におい
て全体として三つ葉葵の家紋が拡大・縮小するように見えるようになっている。なお、実
施例において相似形とは、１つの図柄を拡大・縮小した数学的な関係に限定されず、全体
として見れば同じ形態であると判断し得る意味を含んでいる。
【００８０】
〔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。
【００８１】
　前記中枠１３の前面側に設けられた前記操作ハンドル１８を遊技者が回転操作すると、
前記打球発射装置から発射されたパチンコ球が前記遊技盤１２に設けた案内レール１９に
より画成された発射通路１９ａを介して遊技領域２０内に打ち出される。このとき、前記
操作ハンドル１８の回動量に応じてパチンコ球の打ち出し位置が変化し、打ち出し位置に
応じて遊技領域２０の第１経路２０ａまたは第２経路２０ｂをパチンコ球が流下する。
【００８２】
　前記第１経路２０ａを流下するパチンコ球が前記球導入部３８に通入すると、該パチン
コ球は球導入部３８から前記ステージ３７に通出される。このパチンコ球は、ステージ３
７を左右に転動した後に遊技領域２０に排出される。前記第１始動入賞装置２９にパチン
コ球が入賞することを契機として、前記図柄表示装置１４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１４の表示部１４ａに所定の図柄組み合わせが表示さ
れると大当りが発生する。大当りが発生すると、図柄表示装置１４に表示された図柄組み
合わせに応じて、前記遊技盤１２に設けられた特別入賞装置３１が開放されると共に、図
柄表示装置１４において大当り演出が行なわれる。大当りが発生した際には、遊技者は前
記操作ハンドル１８を回転操作して打球発射装置によるパチンコ球の打球力を高め、前記
第２経路２０ｂに向けてパチンコ球を打ち出す「右打ち」を行なう。右打ちに際して第２
経路２０ｂに打ち出されたパチンコ球が、前記特別入賞装置３１に入賞することで多くの
賞球が獲得可能となる。
【００８３】
　前記パチンコ機１０では、各種遊技状態に応じて、前記可動演出装置Ｍ１,Ｍ２,Ｍ３,
Ｍ４や発光装置６０,６７,６８,７０等が作動されて、動作および光による演出により遊
技の興趣が高められる。前記第１可動演出装置Ｍ１および第２可動演出装置Ｍ２では、駆
動機構を駆動することで第１の可動部材５２および第２の可動部材５６が、前記枠状装飾
体２８の窓口２８ａの左右端縁に沿って上下方向に延在する待機位置と、該窓口２８ａの
中央側に延出する作動位置との間を揺動する。一対の可動部材５２,５６が、図２および
図７に示す如く、前記枠状装飾体２８における第１光透過部４０および第２光透過部４１
の後側に隠れた位置から窓口２８ａの中央側に延出して前記図柄表示装置１４における表
示部１４ａの前側に現われることで、インパクトのある演出を行なって遊技の興趣を高め
ることができる。
【００８４】
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〔発光装置６０,６８の作用〕
　前記第１の可動部材５２および第２の可動部材５６が、図４,図５に示す如く、第１光
透過部４０および第２光透過部４１の後側の待機位置に位置する状態で、前記第１発光装
置６０および第２発光装置６８のＬＥＤ６４ａ,６４ａを発光すると、該ＬＥＤ６４ａ,６
４ａからの光は、各可動部材５２,５６と対応する光透過部４０,４１との間の隙間Ｓ１,
Ｓ２を介して該光透過部４０,４１に裏側から照射され、前記図柄表示装置１４における
表示部１４ａの周囲の光透過部４０,４１を明輝させて、図柄変動演出を盛り上げること
ができる。すなわち、動作による演出により遊技の興趣を高め得る可動部材５２,５６を
備えたパチンコ機１０において、該可動部材５２,５６が待機位置に位置する状態で、枠
状装飾体２８の光透過部４０,４１を効果的に照明することができる。また、各発光装置
６０,６８は、枠状装飾体２８の対応する光透過部４０,４１に対し、後側外方(窓口２８
ａから離間する側)から斜めに光を照射するよう構成しているので、該光透過部４０,４１
を透かして発光装置自体が遊技者から見えてしまうことはなく、見栄えが低下することは
ない。
【００８５】
　前記枠状装飾体２８の光透過部４０,４１を照明する前記第１および第２発光装置６０,
６８は、図６に示す如く、前記設置部材２１に配設した第１および第２支持部材５１,５
５に配設されている。すなわち、光透過部４０,４１を照明するための発光装置を枠状装
飾体２８に配設する必要はなく、該枠状装飾体２８を遊技盤１２に組み付ける際に、電気
配線が遊技盤１２との間に挟み込まれるのを注意しつつ作業を行なう必要がなく、組み付
け作業が容易となる。また、第１および第２発光装置６０,６８は、対応する第１および
第２の可動部材５２,５６が待機位置から作動位置へ移動する側とは反対側に配設されて
いるので、該発光装置６０,６８から導出する配線が可動部材５２,５６の動きを阻害する
ことなのないように引き回し処理するのは容易となる。
【００８６】
　前記第１および第２発光装置６０,６８のＬＥＤ６４ａを点灯すると、その光は前記カ
バー体６３の傾斜壁６３ａを透過し、区画部材６６の開口部６６ａから対応する光透過部
４０,４１に向けて照射される。ＬＥＤ６４ａが実装されている発光基板６４とカバー体
６３との間に、ＬＥＤ６４ａの前側(光の照射側)に反射面６５ｂが形成された前記リフレ
クタ６５が配設されているから、ＬＥＤ６４ａの光は反射面６５ｂによって効率的に区画
部材６６の開口部６６ａから外部に照射される。すなわち、少ないＬＥＤ６４ａによって
光透過部４０,４１を効果的に照明することができ、部品点数を低減し得ると共に小型化
を図り得る。
【００８７】
　また、前記第１および第２発光ユニット６１,６９では、図１１,図１２に示す如く、前
記基台部６２に設けた第１および第２支持突部６２ａ,６２ｂで支持した前記発光基板６
４の前側に、該発光基板６４の位置決め孔６４ｂに位置決めピン６５ｃを嵌挿してリフレ
クタ６５を組み付けることで、発光基板６４とリフレクタ６５とは、各ＬＥＤ６４ａが対
応する通孔６５ａに臨む状態で位置決めされる。このとき、リフレクタ６５の切欠部６５
ｄ,６５ｄに、基台部６２の第１支持突部６２ａ,６２ａを嵌めることで、基台部６２に対
してのリフレクタ６５の位置決めもなされる。そして、前記カバー体６３を、前記傾斜壁
６３ａがリフレクタ６５の前面に当接した状態で基台部６２に組み付けることで、発光基
板６４は、ＬＥＤ６４ａの光を対応する光透過部４０,４１に向けて斜め後方から照射し
得る傾斜姿勢で支持される。このもとで、基台部６２に、発光基板６４、リフレクタ６５
およびカバー体６３を収容するように区画部材６６をネジ止め固定することで、発光基板
６４が前記傾斜姿勢に保持されたもとで発光ユニット６１,６９が構成される。このよう
に、発光基板６４、リフレクタ６５およびカバー体６３は、区画部材６６を基台部６２に
ネジ止めするだけで位置決めされるので、各部品を個別にネジ止めする必要はなく、構成
を簡略化し得る。また、区画部材６６は、非光透過性の材料から形成して開口部６６ａの
みからＬＥＤ６４ａの光が外方に照射されるようにしてあるので、該ＬＥＤ６４ａからの
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光が大きく広がり過ぎることなく光透過部４０,４１に照射されて、該光透過部４０,４１
を効果的に明輝させ得る。
【００８８】
　前記第１および第２発光装置６０,６８を構成する各発光ユニット６１,６９は、基台部
６２を、可動部材５２,５６が配設される支持部材５１,５５に配設しているから、該可動
部材５２,５６と各発光ユニット６１,６９における光の照射方向との位置関係を精度よく
決めることができる。すなわち、発光装置６０,６８と可動部材５２,５６とを共通の部材
(支持部材５１,５５)に配設することで、発光装置６０,６８からの光を可動部材５２,５
６で遮られることなく前記光透過部４０,４１に向けて照射することができる。また、基
台部６２に対して発光基板６４を位置決めする第２支持突部６２ｂは、区画部材６６をネ
ジ止め固定するための部分ともなっているので、発光基板６４の位置決め用の部分と区画
部材６６のネジ止め用の部分とを別々に設ける必要はなく、基台部６２の構成を簡略化し
得る。
【００８９】
〔透光部材４３,４７の作用〕
　前記第１および第２支持部材５１,５５に配設した第１経路用発光装置６７のＬＥＤ６
７ａおよび第２経路用発光装置７０のＬＥＤ７０ａを点灯することで、前記枠状装飾体２
８に配設されて遊技領域２０に位置する第１透光部材４３および第２透光部材４７が裏側
から照明される(図５参照)。第１透光部材４３および第２透光部材４７は、図２に示す如
く、前記第１経路２０ａおよび第２経路２０ｂを画成している部材であり、該第１透光部
材４３および第２透光部材４７の前側は、パチンコ球が流下する領域となっている。すな
わち、パチンコ球が流下する領域を明輝させることで、遊技の興趣を向上することができ
る。また、実施例の第１透光部材４３および第２透光部材４７は、対応する第１経路２０
ａおよび第２経路２０ｂの略全体を横切るように延在しているので、パチンコ球が第１透
光部材４３および第２透光部材４７の前側を通過する際に該パチンコ球で光が遮られるこ
とで生ずるコントラストによって演出効果をより向上し得る。
【００９０】
　前記第１経路２０ａを流下するパチンコ球は、前記遊技釘２７に接触することで流下方
向を不規則に変化すると共に減勢される。このパチンコ球が遊技釘２７で形成される上部
球通過路４５に沿って流下すると、該パチンコ球は前記第１透光部材４３に設けた一対の
減勢壁４３ｂ,４３ｂで画成される中間球通過路４４に通入し、該中間球通過路４４を流
下する過程で、両減勢壁４３ｂ,４３ｂに接触して減勢される。そして、中間球通過路４
４を通出したパチンコ球は、遊技釘２７で画成される下部球通過路４６に通入する。中間
球通過路４４を通出するパチンコ球は、減勢壁４３ｂ,４３ｂとの接触により充分に減勢
されているから、下流側の遊技釘２７に接触する際に該遊技釘２７に与える衝撃力は小さ
く、遊技釘２７が経時的に変形するのを防止し得る。すなわち、第１透光部材４３のサイ
ズを大きくすることで、遊技領域２０(第１経路２０ａ)において明輝し得る領域を広くし
てインパクトのある発光演出を行ない得ると共に、該第１透光部材４３を通り過ぎたパチ
ンコ球が遊技釘２７に接触した際の衝撃力によって該遊技釘２７が変形するのを防止し得
る。また、第１透光部材４３は、一体的に設けた減勢壁４３ｂ,４３ｂによってパチンコ
球の勢いを弱めることができるから、遊技釘２７との位置関係を考慮することなく、非光
透過性の遊技盤１２においてサイズの大きな透光部を任意の位置に設けることが可能であ
る。
【００９１】
　前記第１経路２０ａを流下するパチンコ球について、前記上部球通過路４５以外の経路
で前記第１透光部材４３の前側、すなわち前記レール部材２４と一方の減勢壁４３ｂとで
画成された左中間球通過路４４ａおよび左傾斜庇部分３６ａと他方の減勢部４３ｂとで画
成される右中間球通過路４４ｂに流入したパチンコ球についても、減勢壁４３ｂ、レール
部材２４または左中間球通過路４４ａに接触して勢いが弱められるから、該第１透光部材
４３を通り過ぎたパチンコ球が下流側の遊技釘２７に接触した際の衝撃力を小さくできる
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。また、図１３に示す如く、一対の減勢壁４３ｂ,４３ｂを左右方向に屈曲することで各
球通過路４４,４４ａ,４４ｂは左右方向に湾曲しているので、該球通過路４４,４４ａ,４
４ｂに通入したパチンコ球が減勢壁４３ｂ,４３ｂに触接する機会は多くなり、パチンコ
球の勢いを確実に弱めることができる。更に、前記第１透光部材４３の前面に凸部４３ｃ
を設けて凹凸形状としてあるので、各球通過路４４,４４ａ,４４ｂを通過するパチンコ球
の勢いを凸部４３ｃとの接触によっても弱めることができる。
【００９２】
　また、前記一対の減勢壁４３ｂ,４３ｂで中間球通過路４４を形成してパチンコ球を案
内し得るようにしているので、該中間球通過路４４によってパチンコ球の動きを制御して
意図した位置に流下させることができる。例えば、図２に示如く、実施例では第１透光部
材４３の下流側に、前記ステージ３７にパチンコ球を導びくための球導入部３８が設けら
れていることから、中間球通過路４４によってパチンコ球を球導入部３８へ通入し易い位
置に通出させることができる。
【００９３】
　ここで、前記図柄表示装置１４での図柄変動開始や賞球獲得の契機となる前記第１始動
入賞装置２９へのパチンコ球の入賞確率は、前記球導入部３８によってステージ３７に導
びかれて該ステージ３７から排出されるパチンコ球の方が、球導入部３８に通入すること
なく第１経路２０ａを流下するパチンコ球より高くなっている。すなわち、球導入部３８
は、パチンコ機１０に備えられた部品中でも遊技者の注意が強く惹き付けられる部分であ
り、該球導入部３８に近接する前記第１透光部材４３を明輝する演出効果により、遊技の
興趣を高めることができる。
【００９４】
　前記第１透光部材４３は、図２に示す如く、前記第１光透過部４０における上下の装飾
部品３９,３９によって区画された前記第１中央光透過部４０ａに連なるように設けられ
ている。そして、前記待機位置の第１の可動部材５２における第１装飾体５４,５４を相
互に離間して第１面発光部５３ａを露出した状態(図６の二点鎖線の状態)で、該第１の可
動部材５２に内蔵のＬＥＤを点灯することで、第１面発光部５３ａを介して第１中央光透
過部４０ａを明輝することができる。これにより、前記第１経路用発光装置６７によって
明輝された第１透光部材４３の明輝部分と、第１面発光部５３ａを介して明輝された第１
中央光透過部４０ａの明輝部分とが左右方向に連なり、前記枠状装飾体２８における窓口
２８ａの左方において明輝部分が第１経路２０ａまで延びる状態での発光演出を行なうこ
とができる。すなわち、第１透光部材４３を第１経路用発光装置６７で明輝させると共に
、第１中央光透過部４０ａを第１面発光部５３ａを介して明輝させることで、前記図柄表
示装置１４における窓口２８ａ内に臨む表示部１４ａでの表示に連なるような発光演出を
、枠状装飾体２８の外側まで延ばすことができ、発光演出の効果を向上し得る。
【００９５】
　また実施例では、前記枠状装飾体２８における窓口２８ａの右側に設けた前記第２中央
光透過部４１ａにおいても、前記第２の可動部材５６の第２面発光部５７ａを介して該第
２中央光透過部４１ａを明輝させることで、前記第２経路用発光装置７０によって明輝さ
れた第２透光部材４７の明輝部分に第２中央光透過部４１ａの明輝部分を連なるように現
わすことができる。しかも、第１透光部材４３、第１中央光透過部４０ａ、第２中央光透
過部４１ａおよび第２透光部材４７は、図２に示すように、左右方向に整列するように設
けられている。従って、前記図柄表示装置１４の表示部１４ａにおいて、第１中央光透過
部４０ａおよび第２中央光透過部４１ａに連なるように光が明輝する表示を行なうことで
、前記レール部材２４と盤面飾り部材２３との間の略全領域において真一文字に光が明輝
する極めてインパクトの大きい演出を行なうことができ、遊技の興趣を向上し得る。
【００９６】
〔第３可動演出装置Ｍ３の作用〕
　前記第３可動演出装置Ｍ３においては、駆動機構により前記装飾意匠体７２に隠れた待
機位置から作動位置に前記第３の可動部材７１を移動することで、該第３の可動部材７１
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は、図８に示す如く、前記図柄表示装置１４の表示部１４ａの前側に現われることで、該
表示部１４ａで行なわれている演出と相俟って演出効果を向上し得る。また、第３の可動
部材７１が作動位置に移動することで、該第３の可動部材７１に配設されている第４可動
演出装置Ｍ４が窓口２８ａの略中央に現われ、遊技者にインパントを与えることができる
。
【００９７】
　前記第３の可動部材７１の作動位置において、該第３の可動部材７１に設けた前記レン
ズ部７１ａは、図８に示す如く、前記第２中央光透過部４１ａの左側に連なるように整列
する。従って、該レンズ部７１ａを、第３の可動部材７１に内蔵のＬＥＤによって明輝す
ることで、前述したように明輝された第２透光部材４７および第２中央光透過部４１ａの
夫々の明輝部分が左右方向に連なるように現わすことができ、発光演出による効果を向上
し得る。しかも、実施例では、前記第２経路２０ｂから前記窓口２８ａの中央部に位置す
る第４可動演出装置Ｍ４までに亘って明輝部分が連なるように現わすことができるので、
インパクトのある演出が可能となり、遊技の興趣を向上し得る。
【００９８】
〔第４可動演出装置Ｍ４の作用〕
　前記窓口２８ａの中央部に現われた第４可動演出装置Ｍ４において、前記６つの第１の
可動体７６が回転中心部に集合した第１位置では、図８,図１６,図３０(ａ)に示す如く、
前記６つの前図柄７６ａが合体することで、三つ葉葵の家紋を模した第１の装飾図柄１０
０が形成される。この状態では、図２８,図２９,図３４(ａ)に示す如く、前記第２の可動
体７７および第３の可動体７８は、何れも退避位置に位置して第１の可動体７６の後側に
重なるようにして隠れている。但し、第２の可動体７７および第３の可動体７８は、後図
柄７７ａ,７８ａが施されていない部分は光透過性となっているので、前記カム部材８１
に配設した発光基板８５に実装したＬＥＤ８５ａを点灯することで、最も前側に位置する
第１の可動体７６を照明することができ、後側に隠れている第２の可動体７７および第３
の可動体７８が発光演出の妨げとなることはない。
【００９９】
　前記第１の可動体７６の第１位置において、図３５(ａ),図３６(ａ)に示す如く、該第
１の可動体７６の前記第１案内ピン９７の端部は、前記カム部材８１の第１案内溝８７に
おける回転中心部側に位置していると共に、前記第２の可動体７７の第３位置において、
該第２の可動体７７の第２案内ピン１０１の端部は、前記カム部材８１の第２案内溝８８
における回転中心部側に位置している。前記モータ７４を駆動して前記駆動歯車８３、従
動歯車８６およびギヤ部材９４を介してカム部材８１を正転方向に回転すると、前記作動
部材７５の第１案内孔９２ａとカム部材８１の第１案内溝８７との相対的な位置変位に伴
って、該第１案内孔９２ａと第１案内溝８７との交点に沿って第１案内ピン９７が移動し
、これによって第１の可動体７６は作動部材７５の回転中心部から径方向外方に移動する
(図３０(ｂ),図３１参照)。これにより、周方向に隣り合う第１の可動体７６,７６が離間
して両者間７６,７６の隙間９９が徐々に拡がる。また、前記第２の可動体７７について
は、作動部材７５の第２案内孔９２ｂとカム部材８１の第２案内溝８８との相対的な位置
変位に伴って、該第２案内孔９２ｂと第２案内溝８８との交点に沿って第２案内ピン１０
１が移動し、これによって第２の可動体７７は作動部材７５の回転中心部から径方向外方
に移動する。このとき、前記第３の可動体７８の係合部品１０８の前係合突部１０９と、
前記取着基部７９の後係合突部８２とは係合しておらず、該第３の可動体７８は退避位置
において作動部材７５と一体的に回転する。
【０１００】
　図３０(ｂ),(ｃ),図３１(ａ),図３２(ａ)に示す如く、前記第１位置から径方向外方に
向けて移動する６つの第１の可動体７６の間に形成される隙間９９から、第１位置では第
１の可動体７６に隠れていた前記第２の可動体７７および第３の可動体７８が現われ、第
１の可動体７６の動きによる演出効果のみならず、第２の可動体７７および第３の可動体
７８が現われることにより遊技者にインパクトを与えることができる。また、第２の可動
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体７７については、前記隙間９９に現われた状態で第１の可動体７６と共に径方向外方に
向けて移動するので、該第２の可動体７７の動きによっても興趣を向上することができる
。なお、第２の可動体７７は、退避位置で移動するので、該第２の可動体７７が第１の可
動体７６や第３の可動体７８に接触干渉することはなく、第１～第３の可動体７６,７７,
７８および作動部材７５の動作はスムーズに行なわれる。
【０１０１】
　前記ベース部材７３に対する作動部材７５の回転に伴い、図３５(ｂ),図３６(ｂ)に示
す如く、前記第１案内ピン９７が第１同心案内溝８９に至ると共に、第２案内ピン１０１
が第２同心案内溝９０に至ると、前記第１の可動体７６および第２の可動体７７の作動部
材７５に対する径方向外方への移動は規制され、該第１の可動体７６および第２の可動体
７７は、第２位置および第４位置に保持されたまま作動部材７５と共に周方へのみ移動(
回転)する。このとき、周方向に隣り合う第１の可動体７６,７６の間に画成される外部側
隙間９９ａに第２の可動体７７が夫々臨むように位置し、６つの第１の可動体７６の中心
部側に画成される中央部側隙間９９ｂに第３の可動体７８が臨むように位置する。
【０１０２】
　前記ベース部材７３に対して作動部材７５が更に正転方向に回転すると、前記第２案内
ピン１０１の端部が、図３５(ｃ),図３６(ｃ)に示す如く、第２同心案内溝９０における
傾斜案内部９０ａに沿って移動することで、前記第２の可動体７７は前側に移動して前記
外部側隙間９９ａを埋めるに至る。また、第２案内ピン１０１が傾斜案内部９０ａで案内
されて前側へ移動するのに合わせて、前記第３の可動体７８の係合部品１０８における前
係合突部１０９の傾斜案内面１０９ａが、前記取着基部７９における後係合突部８２の傾
斜案内面８２ａに対向当接しつつ移動し、これにより第３の可動体７８も前側に移動して
前記中央部側隙間９９ｂを埋めるに至る(図２８,図２９,図３３参照)。
【０１０３】
　前記第２の可動体７７および第３の可動体７８が突出位置まで移動すると、該第２の可
動体７７および第３の可動体７８の前面は、前記第１の可動体７６の前面と略同一面に位
置する。このとき、第１～第３の可動体７６,７７,７８に施されている図柄７６ａ,７７
ａ,７８ａが合体し、図３０(ｃ),図３３(ａ)に示す如く、第２の装飾図柄１０５が形成さ
れる。この第２の装飾図柄１０５は、前記第１の装飾図柄１００を拡大した相似形である
三つ葉葵の家紋を模した形状となる。前記第２および第３の可動体７７,７８は、前面を
第１の可動体７６の前面に揃えるまで前側に移動するので、最終的に形成された第２の装
飾図柄１０５の見栄えを良好にし得る。また、第２位置において各第１の可動体７６間に
形成される隙間９９の全体を、第２の可動体７７と第３の可動体７８とで埋めることがで
き、第２の装飾図柄１０５の見栄えをより良好にし得る。
【０１０４】
　実施例の第４可動演出装置Ｍ４では、第１位置において６つの第１の可動体７６が集合
している状態では隠れていた第２の可動体７７および第３の可動体７８が、第１の可動体
７６の径方向外方への移動に伴って現われるので、第１の可動体７６の動きによる演出効
果のみならず、第２の可動体７７および第３の可動体７８が現われることにより遊技者に
インパクトを与えることができる。しかも、６つの第１の可動体７６の間に形成される隙
間９９に現われた第２の可動体７７および第３の可動体７８の後図柄７７ａ,７８ａと前
図柄７６ａとによって第２の装飾図柄１０５が形成されるから、より遊技者にインパクト
を与えることができる。更に、第２の可動体７７および第３の可動体７８は、第１の可動
体７６の隙間９９に現われるのみでなく、該第２および第３の可動体７７,７８の前面を
第１の可動体７６の前面に揃えるまで前側に移動するので、最終的に形成された第２の装
飾図柄１０５の見栄えを良好にし得ると共に、第２および第３の可動体７７,７８が前側
へ移動する動きによって遊技者にインパクトを与えることができる。更にまた、第２の可
動体７７については、前記第１の可動体７６が放射状に移動するのに伴って放射状に移動
することで、各第１の可動体７６,７６間の隙間９９から現われる第２の可動体７７の動
きによっても演出効果を向上し得る。
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【０１０５】
　前記ベース部材７３に対して作動部材７５が原位置(第１位置)から所定角度回転すると
、前記モータ７４が停止制御される。
【０１０６】
　前記モータ７４の逆転駆動により前記ベース部材７３に対して作動部材７５が逆転方向
に回転する場合の第１～第３の可動体７６,７７,７８の動作は、前記正転時の動作と逆で
ある。すなわち、前記第１案内ピン９７および第２案内ピン１０１が対応する第１同心案
内溝８９および第２同心案内溝９０を移動する間は、第１の可動体７６および第２の可動
体７７は径方向の移動が規制された状態で作動部材７５と共に周方向に移動すると共に、
第２の可動体７７は前記傾斜案内部９０ａの作用によって突出位置から退避位置に移動す
る。また、第３の可動体７８の係合部品１０８における前係合突部１０９の傾斜案内面１
０９ａと、前記取着基部７９における後係合突部８２の傾斜案内面８２ａとが対向当接し
た状態で作動部材７５が回転することで、第３の可動体７８も突出位置から退避位置に移
動する。第２の可動体７７および第３の可動体７８の突出位置と退避位置との間の移動は
、第１の可動体７６および第２の可動体７７の径方向への移動が規制された状態で行なう
ので、第１～第３の可動体７６,７７,７８が相互に干渉して移動が阻害されることはない
。
【０１０７】
　前記第１案内ピン９７および第２案内ピン１０１が対応する第１案内溝８７および第２
案内溝８８に沿って回転中心部側に移動することで、前記第１の可動体７６および第２の
可動体７７は径方向内方へ移動し、前記位置センサ８４が検出片９４ｂを検出することで
、前記モータ７４が回転停止する。このとき、６つの第１の可動体７６が、図１６,図３
０(ａ)に示すように初期の第１位置で集合して、第２の装飾図柄１０５を縮小した第１の
装飾図柄１００が形成される。
【０１０８】
　前記第１の可動体７６が第１位置と第２位置との間を移動する際に前記隙間９９が拡縮
する過程において、第２および第３の可動体７７,７８に施されている後図柄７７ａ,７８
ａにおける隙間９９から現われる部分と前図柄７６ａとにより形成される図柄は、前記第
１の装飾図柄１００の相似形を維持している(図３０(ｂ),図３１参照)。すなわち、第１
および第２の可動体７６,７７が径方向に移動しても図柄の形態が変化しないので、演出
が新鮮で興趣を向上し得る。
【０１０９】
　実施例の第４可動演出装置Ｍ４は、第１～第３の可動体７６,７７,７８が回転する動き
に加えて、第１および第２の可動体７６,７７が回転中心部に集合した状態と放射状に拡
がった状態とに移動するので、可動体７６,７７の動きが複雑となり、面白みのある演出
を提供して遊技の興趣を向上し得る。また、前記第２および第３の可動体７７,７８の前
後動は、作動部材７５のベース部材７３に対する相対的な正逆回転に伴って行なわれるよ
う構成したので、第２および第３の可動体７７,７８を前後動させる専用の駆動手段を設
ける必要はなく、製造コストを低減し得る。前記第２の可動体７７の第２案内ピン１０１
を円柱状に形成すると共に端部を弧状に形成したので、該第２案内ピン１０１が第２案内
溝８８および第２同心案内溝９０の傾斜案内部９０ａに沿って移動する際の抵抗を小さく
することができ、第２の可動体７７の集合・離間移動や前後動をスムーズに行なうことが
できる。
【０１１０】
　前記第２の可動体７７は、前記第２案内ピン１０１が第２案内溝８８に沿って移動する
際には、前記第１付勢手段１０４によって常に退避位置に向けて付勢されているので、移
動時の振動等によって第２の可動体７７が突出位置に向けて移動してしまうのを抑制でき
、該第２の可動体７７が第１の可動体７６に接触干渉して動作を妨げるのは防止される。
同様に、前記第３の可動体７８は、前後の係合突部１０９,８２の傾斜案内面１０９ａ,８
２ａが対向当接していない状態では、前記第２付勢手段１１０によって常に退避位置に向
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けて付勢されているので、移動時の振動等によって第３の可動体７８が突出位置に向けて
移動してしまうのを抑制でき、該第３の可動体７８が第２の可動体７７や第１の可動体７
６に接触干渉して動作を妨げるのは防止される。
【０１１１】
〔変更例〕
　なお、前述した実施例は、以下に示す通り、種々の変更が可能である。
(1) 実施例では、枠状装飾体が取り付けられる装着口に連通するように貫通口を形成した
が、該装着口に連通しないように貫通口を独立して形成したものであってもよい。
(2) 実施例では、２つの減勢壁を透光部材に突設したが、該減勢壁の数は３つ以上であっ
てもよい。
(3) 実施例では、上下方向に連続的に延在する壁で減勢部を構成したが、上下方向の寸法
の短かい複数の突部を離間して並べることで壁を形成するようにしたものであってもよい
。また、複数の突部を、透光部材にランダムな配置で突設したものであってもよい。
(4) 実施例では、枠状装飾体の左側の第１経路に位置する透光部材に減勢壁(減勢部)を設
けたが、枠状装飾体の右側の第２経路に位置する透光部材に減勢壁(減勢部)を設ける構成
を採用し得る。
(5) 実施例では、特定の条件の成立時に「右打ち」を実施することで、遊技者にとって有
利な遊技を享受させ得るよう構成されたパチンコ機の場合で説明したが、「右打ち」によ
っても遊技者にとって有利な遊技とならないパチンコ機であってもよい。
(6) 遊技機としては、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パチンコ
球を用いたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。
【符号の説明】
【０１１２】
　１２　遊技盤
　１４　図柄表示装置
　１４ａ　表示部
　２０　遊技領域
　２５ａ　第１装着口(装着口)
　２７　遊技釘
　２８　枠状装飾体(部品)
　２８ａ　窓口
　４０　第１光透過部(光透過部)
　４２　貫通孔
　４３　第１透光部材(透光部材)
　４３ｂ　減勢壁(減勢部)
　４４　中間球通過路
　４５　上部球通過路
　４６　下部球通過路
　６７　第１経路用発光装置(発光装置)
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