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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の図柄を表示可能な装飾図柄表示装置の表示面の前方に設けられる遊技機用演出装
置であって、
　所定の絵柄もしくは文字が表示された表示領域を少なくとも前面側に有して互いに入れ
子式に組み合わされた複数の表示部材からなり、前記複数の表示部材をそれぞれ互いに相
対的にスライド移動させることで伸縮自在に構成された表示体を備え、
　前記表示領域は、前記複数の表示部材の側部にそれぞれ形成され、前記複数の表示部材
が組み合わされた状態で、前記複数の表示部材における複数の前記表示領域がそれぞれほ
ぼ同じ方向に面するように構成され、
　前記表示体が最も縮んだ状態で、前記複数の表示部材のうち最も基端側の表示部材を除
く全ての表示部材の表示領域がそれぞれ基端側に隣接する表示部材の内側に位置するよう
に構成されるとともに、前記表示体が最も伸びた状態で、前記複数の表示部材における全
ての表示領域が現れて視認可能となるように構成され、
　前記表示体は、前記表示体が伸縮する方向の軸回りに回動可能に構成されており、
　前記複数の表示部材における少なくともいずれかの前記表示部材の側部で前記表示領域
を除く部分に、前記所定の図柄が表示された裏表示領域が形成され、
　前記表示体を回動させると、前記裏表示領域の前記所定の図柄が前記前面側に現れて前
記装飾図柄表示装置に表示された前記所定の図柄と並んで視認可能となるように構成され
ることを特徴とする遊技機用演出装置。
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【請求項２】
　前記複数の表示部材における少なくとも二つの前記表示部材の側部で前記表示領域を除
く部分に、前記裏表示領域が形成され、
　前記表示体が最も伸びた状態で、前記少なくとも二つの前記表示部材の前記裏表示領域
が組み合わされて前記所定の図柄が表示されるように構成されることを特徴とする請求項
１に記載の遊技機用演出装置。
【請求項３】
　前記表示体が最も縮んだ状態から伸びるときに、前記複数の表示部材のうち最も基端側
の表示部材を除く表示部材が１つずつスライド移動し、前記スライド移動する前記表示部
材の表示領域が１つずつ現れて視認可能となるように構成されることを特徴とする請求項
１もしくは請求項２に記載の遊技機用演出装置。
【請求項４】
　前記複数の表示部材がそれぞれ円筒状に形成されることを特徴とする請求項１から請求
項３のうちいずれか一項に記載の遊技機用演出装置。
【請求項５】
　前記複数の表示部材がそれぞれ角柱状に形成されることを特徴とする請求項１から請求
項３のうちいずれか一項に記載の遊技機用演出装置。
【請求項６】
　遊技の展開に応じた演出を行う演出装置と、
　前記演出装置の作動を制御する演出制御手段とを備え、
　前記演出装置が請求項１から請求項５のうちいずれか一項に記載の遊技機用演出装置で
あり、
　前記演出制御手段は、前記遊技の展開に応じて前記表示体を伸縮もしくは回動させるよ
うに前記演出装置の作動を制御す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、主としてパチンコ遊技機に使用される遊技機用演出装置および、これを用い
た遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ遊技機等の従来の遊技機では、遊技領域を構成する遊技盤の中央部に液晶表示
器等による図柄表示装置を設けたものが一般に知られており、遊技領域に設けられた始動
入賞口内に遊技球が入賞したときに、図柄表示装置により変動図柄を変動させた後に停止
表示したときの図柄（停止図柄）が、予め設定された当たり図柄であった場合、特別遊技
状態（大当たり）を成立させるように構成されている。この特別遊技状態においては、遊
技領域の下部に設けられた可変入賞口（大入賞口）を開放して遊技球の入賞を容易にして
、遊技者が大量の遊技球を獲得できるようになっている。
【０００３】
　このような図柄の変動表示は予め複数種類設定されている変動パターンに基づいて行わ
れており、その中に特別遊技状態（大当たり）を成立させる可能性が高い変動パターン（
以下、リーチ変動パターンと称する）が含まれている。このリーチ変動パターンの表示に
より、遊技者に大当たりに対する期待感を与えることができる。なお、液晶表示器に限ら
ず、スロットマシンに用いられるようなリール装置（例えば、特許文献１を参照）を利用
した図柄表示装置を有するパチンコ遊技機もある。
【特許文献１】特開２００５－８７４８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、図柄表示装置を利用した演出だけでは、同様なタイプの他の遊技機との
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差別化を図ることが困難で、遊技者の遊技意欲を喚起するようなインパクトに乏しかった
。
【０００５】
　本発明は、このような問題に鑑みて成されたものであり、遊技者の遊技意欲を喚起する
ような遊技演出を行うことが可能な遊技機用演出装置および、これを用いた遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような目的達成のため、本発明に係る遊技機用演出装置は、所定の図柄を表示可能
な装飾図柄表示装置の表示面の前方に設けられる遊技機用演出装置であって、所定の絵柄
もしくは文字が表示された表示領域を少なくとも前面側に有して互いに入れ子式に組み合
わされた複数の表示部材からなり、複数の表示部材をそれぞれ互いに相対的にスライド移
動させることで伸縮自在に構成された表示体を備え、表示領域は、複数の表示部材の側部
にそれぞれ形成され、複数の表示部材が組み合わされた状態で、複数の表示部材における
複数の表示領域がそれぞれほぼ同じ方向に面するように構成され、表示体が最も縮んだ状
態で、複数の表示部材のうち最も基端側の表示部材を除く全ての表示部材の表示領域がそ
れぞれ基端側に隣接する表示部材の内側に位置するように構成されるとともに、表示体が
最も伸びた状態で、複数の表示部材における全ての表示領域が現れて視認可能となるよう
に構成される。また、表示体は、表示体が伸縮する方向の軸回りに回動可能に構成されて
おり、複数の表示部材における少なくともいずれかの表示部材の側部で表示領域を除く部
分に、所定の図柄が表示された裏表示領域が形成され、表示体を回動させると、裏表示領
域の所定の図柄が前面側に現れて装飾図柄表示装置に表示された所定の図柄と並んで視認
可能となるように構成される。
【０００７】
　また、上述の発明において、複数の表示部材における少なくとも二つの表示部材の側部
で表示領域を除く部分に、裏表示領域が形成され、表示体が最も伸びた状態で、当該少な
くとも二つの表示部材の裏表示領域が組み合わされて所定の図柄が表示されるように構成
されることが好ましい。
【０００８】
　さらに、上述の発明において、表示体が最も縮んだ状態から伸びるときに、複数の表示
部材のうち最も基端側の表示部材を除く表示部材が１つずつスライド移動し、スライド移
動する表示部材の表示領域が１つずつ現れて視認可能となるように構成されることが好ま
しい。
【０００９】
　また、上述の発明において、複数の表示部材がそれぞれ円筒状に形成されることが好ま
しい。
【００１０】
　さらに、上述の発明において、複数の表示部材がそれぞれ角柱状に形成されてもよい。
【００１１】
　また、本発明に係る遊技機（例えば、実施形態におけるパチンコ機ＰＭ）は、遊技の展
開に応じた演出を行う演出装置と、演出装置の作動を制御する演出制御手段とを備え、当
該演出装置が本発明に係る遊技機用演出装置であり、演出制御手段は、遊技の展開に応じ
て表示体を伸縮もしくは回動させるように演出装置の作動を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機用演出装置によれば、表示体が縮んだ状態では表示部材の表示領域
が基端側に隣接する表示部材の内側に位置する一方、表示体が伸びた状態では全ての表示
部材の表示領域が現れて視認可能となるため、表示体を伸縮させることで遊技者に対し大
当たりの可能性を認識させるような演出が可能になり、遊技者の遊技意欲を喚起するよう
な遊技演出を行うことができる。
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【００１３】
　また、表示体が最も縮んだ状態から伸びるときに、複数の表示部材のうち最も基端側の
表示部材を除く表示部材が１つずつスライド移動し、スライド移動する表示部材の表示領
域が１つずつ現れて視認可能となるように構成されることで、大当たりに対する期待感を
段階的に高めることが可能になり、遊技者の遊技意欲をより喚起するような遊技演出を行
うことができる。
【００１４】
　さらに、表示体を回動させると、裏表示領域が前面側に現れて視認可能となるように構
成されることで、裏表示領域を出現させることにより、意外性のある演出を行うことが可
能になり、遊技者の遊技意欲をより喚起するような遊技演出を行うことができる。
【００１５】
　また、複数の表示部材がそれぞれ円筒状に形成されることで、表示部材の側面が滑らか
な円筒面となることから、表示領域の設計の自由度を高めることができる。
【００１６】
　なお、複数の表示部材がそれぞれ角柱状に形成されてもよく、このようにすれば、表示
部材の側面ごとに複数パターンの表示領域（もしくは裏表示領域）を設けることが可能に
なることから、より多彩な演出を行うことが可能になる。
【００１７】
　また、本発明に係る遊技機によれば、上述のような遊技機用演出装置を有して構成され
るため、当該遊技機に対する遊技者の遊技意欲を喚起するような遊技演出を行うことが可
能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照しながら説明する。本発明に係る
遊技機の代表例としてパチンコ機ＰＭを図１および図２に示しており、まず、これらの図
面を参照しながらパチンコ機ＰＭの全体構成について要約説明する。ここで、図１はパチ
ンコ機ＰＭのガラス扉を開放して示す正面図、図２はパチンコ機ＰＭの背面図である。
【００１９】
　パチンコ機ＰＭは、図１に示すように、外郭方形枠サイズに構成されて縦向きの固定保
持枠をなす外枠１の開口前面に、これに合わせた方形枠サイズに構成された開閉搭載用の
前枠２が互いの正面左側上下に配設されたヒンジ機構により前方に横開き開閉及び着脱が
可能に取り付けられ、正面右側に設けられたダブル錠と称される施錠装置７を利用して常
には外枠１と係合連結された閉止状態に保持される。
【００２０】
　前枠２の前面側には、上部に前枠２の前面域に合わせた方形状のガラス扉３が、下部に
球皿４が、それぞれ正面左側に設けられたヒンジ機構で横開き開閉及び着脱可能に取り付
けられ、正面右側に設けられた施錠装置７および球皿施錠装置（図示せず）を利用して常
には前枠２の前面を覆う閉止状態に保持される。また、球皿４の右側下部には、遊技球の
発射操作を行う発射ハンドル５が取り付けられている。
【００２１】
　ガラス扉３の背後に位置する前枠上部には、方形枠状の収容部２ａが前枠２に一体に設
けられており、この収容部２ａに設けられた遊技盤係止具８を利用して遊技盤１０が前面
側から着脱可能に立設保持されてガラス扉３を通して視認可能となっている。なお、本実
施形態においては遊技盤係止具８を収容部２ａに具備して前面側から遊技盤１０を取付可
能に構成しているが、収容部を背面側に設けて遊技盤を背面側において取付可能な構成と
してもよい。
【００２２】
　遊技盤１０は、ルータ加工等を施した矩形状の積層合板に、所定の図柄が印刷されたセ
ルを貼り付けて成型される化粧板１１を基体として構成される。化粧板１１の前面には、
上下２分割のレール飾り１２，１３がビス止めされ、内側に略円形の遊技領域ＰＡが区画
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形成されるとともに、遊技球発射装置（図示せず）から発射される遊技球を遊技領域ＰＡ
の上部に導く案内レール面１４，１５が形成される。
【００２３】
　遊技盤１０の遊技領域ＰＡには、図示しない遊技釘が多数配設され、遊技領域ＰＡの中
央部近傍には、特別図柄表示装置５５や演出図柄表示装置５６が取り付けられたセンター
飾り５０が配設される。遊技領域ＰＡの下部（センター飾り５０の下方）には、始動入賞
口１６ａを有する始動入賞装置１６が設けられ、遊技球が始動入賞口１６ａを通過すると
、始動入賞装置１６内に設けられた入賞検出センサ２６（図７を参照）に検出されて遊技
盤１０の裏面側へ排出されるようになっている。
【００２４】
　さらに、始動入賞装置１６の下方には大入賞口１７ａを開閉可能な大入賞装置１７（ア
タッカー）が設けられる。大入賞装置１７は、特別遊技中に大入賞口ソレノイド２８（図
７を参照）を用いて大入賞口１７ａを開放し、遊技球を大入賞口１７ａに対し通過容易に
する。大入賞口１７ａは、遊技領域ＰＡの下部に設けられた横長方形状の入賞口であり、
大入賞口１７ａが閉鎖状態にあるときには、遊技球は大入賞口１７ａを通過することがで
きず、大入賞口１７ａが開放状態になったときに、遊技球が大入賞口１７ａを通過するこ
とができる。遊技球が大入賞口１７ａを通過すると、大入賞装置１７内に設けられた入賞
検出センサ２７（図７を参照）に検出されて遊技盤１０の裏面側へ排出されるようになっ
ている。
【００２５】
　遊技領域ＰＡの左下部には、普通入賞口１８ａを有する普通入賞装置１８が設けられ、
遊技球が普通入賞口１８ａを通過すると、普通入賞装置１８内に設けられた入賞検出セン
サ（図示せず）に検出されて遊技盤１０の裏面側へ排出されるようになっている。また、
遊技領域ＰＡの下端には、各入賞装置に入賞せずに落下した遊技球を遊技盤１０の裏面側
へ排出させるアウト口１９が設けられている。
【００２６】
　前枠２の背面側には、図２に示すように、外枠１の内寸サイズよりも幾分小さめの矩形
枠状に形成された裏セット盤３０が、互いの背面右側に配設され、前後方向にスライドさ
せて開閉作動可能に構成されたヒンジ機構６ａ，６ｂにより横開き開閉および着脱可能に
取り付けられ、背面各部に設けられた裏セット盤係止具９を用いて常には前枠２の背面を
覆う閉鎖状態に保持される。裏セット盤３０には、遊技球を貯留する球貯留タンク３１、
球貯留タンク３１から供給された遊技球を整列させて流下させるタンクレール３２、球圧
を軽減して遊技球を下方に流下させるＳ字レール３３、入賞状態等に基づいて遊技球を払
い出す球払出装置３４、球払出装置３４から払い出された遊技球を球皿４に導く球払出通
路３５等の遊技球の処理機構が設けられている。
【００２７】
　また、裏セット盤３０の背面には、制御装置、電子部品に電力を供給する電源ユニット
４１、パチンコ機ＰＭの作動を統括的に制御する主制御装置４２、効果照明、効果音等の
遊技演出の制御を主に行うサブ制御装置４３、遊技球の払出作動を制御する球払出制御装
置４４、遊技施設側と信号の入出力を行う外部中継端子基板４５等の各種制御装置、回路
基板等の電子部品が取り付けられており、これらが図示しないコネクタケーブルで接続さ
れてパチンコ機ＰＭが作動可能に構成される。
【００２８】
　パチンコ機ＰＭは、ガラス扉３、球皿４、裏セット盤３０等が閉鎖施錠された状態で遊
技に供され、球皿４に遊技球を貯留させて発射ハンドル５を回動操作することにより遊技
が開始される。発射ハンドル５が回動操作されると、球皿４に貯留された遊技球が、球皿
４の背面側に配設される遊技球発射装置により１球ずつ遊技領域ＰＡに打ち出され、パチ
ンコゲームが展開される。
【００２９】
　次に、センター飾り５０について図３～図６を追加参照しながら説明する。ここで、図
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３は表示体６１が最も伸びた状態のセンター飾り５０の正面図、図４は表示体６１を回動
させた状態のセンター飾り５０の正面図、図５は演出装置６０の断面図、そして図６は第
１当接部材８６の底面図である。
【００３０】
　センター飾り５０は、図３に示すように、樹脂材料を用いて射出成形等により一体的に
形成された種々の構成部品からなり、遊技領域ＰＡの略中央部に形成された開口部（図示
せず）に取り付けられる。センター飾り５０の中央部には、前後に開口した略直方体形の
内部空間５１が形成されており、パチンコ機ＰＭの前面側からガラス扉３および内部空間
５１を通じて、センター飾り５０の背面側に取り付けられた演出図柄表示装置５６の表示
面５６ａを視認できるようになっている。また、センター飾り５０の上部前面側には、特
別図柄表示装置５５が取り付けられている。
【００３１】
　特別図柄表示装置５５は、発光ダイオード等から構成され、後述する抽選手段１１２に
よる抽選の結果に基づいて特別図柄（図示せず）を変動表示する。演出図柄表示装置５６
は、液晶ディスプレイ等から構成され、特別図柄表示装置５５と連動して（すなわち、遊
技の展開に応じて）装飾図柄（例えば、図３における「７」の図柄Ａ）を表示面５６ａに
変動表示する。特別図柄は、始動入賞装置１６（始動入賞口１６ａ）への遊技球の入賞を
契機として行われる抽選の結果に基づいて表示される図柄であり、大当たりを発生させる
か否かを示す役割を持つ。また、装飾図柄は、特別図柄で示される抽選の結果表示を視覚
的に演出するための図柄であり、例えば、スロットマシンの図柄表示を模した複数列の変
動図柄として表示面５６ａの中央領域に表示される。
【００３２】
　なお、本実施形態における特別図柄（図示せず）は、演出的な役割を持たず、特別図柄
表示装置５５により演出図柄と比較して目立たない大きさで表示されるが、これに限られ
るものではなく、演出図柄を用いずに特別図柄に演出的な役割を持たせ、この特別図柄を
演出図柄表示装置５６のような表示装置に表示させるようにしてもよい。また、演出図柄
表示装置５６は、液晶ディスプレイに限らず、発光ダイオードを（ドットマトリックス状
に）用いた表示手段を有して構成されてもよい。
【００３３】
　演出図柄表示装置５６の表示面５６ａの近傍に位置するセンター飾り５０の右側には、
遊技の展開に応じた演出を行う演出装置６０が設けられる。この演出装置６０は、図５に
示すように、伸縮自在に構成された表示体６１と、表示体６１を回転自在に保持する保持
部材７７と、表示体６１を伸縮させるための伸縮機構８０と、表示体６１を伸縮させるた
めの回動機構９０とを主体に構成される。表示体６１は、互いに入れ子式に組み合わされ
た第１～第５表示部材からなり、各表示部材をそれぞれ互いに相対的にスライド移動させ
ることで左右方向へ伸縮自在に構成される。
【００３４】
　第１表示部材６２は、第１～第５表示部材のうち最も基端側（正面右側）に位置する表
示部材であり、樹脂材料等を用いて左右に開口した円筒状に形成されて、保持部材７７に
回転自在に保持される。第１表示部材６２の基端部には、第１表示部材６２が保持部材７
７に対し左右へ相対移動することを規制するためのフランジ部６２ａが形成される。第１
表示部材６２の側部前面側には、図３に示すように、「チャンス」という文字が表示され
た第１表示領域６３が形成され、パチンコ機ＰＭの前面側から視認可能に構成されている
。
【００３５】
　第２表示部材６５は、図５に示すように、樹脂材料等を用いて左右に開口した円筒状に
形成され、第１表示部材６２に対し左右へスライド移動自在に保持される。第２表示部材
６５の基端部には、第２表示部材６５が第１表示部材６２から抜け出すのを防止するフラ
ンジ部６５ａが形成される。第２表示部材６５の側部前面側には、図３に示すように、「
まだまだ」という文字が表示された第２表示領域６６が形成され、パチンコ機ＰＭの前面
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側から視認可能に構成されている。また、第２表示部材６５が第１表示部材６２に対し右
方向（表示体６１の縮む方向）にスライド移動すると、第２表示領域６６が（第２表示部
材６５の基端側に隣接する）第１表示部材６２の内側に位置して隠れるようになっている
。一方、第２表示部材６５が第１表示部材６２に対し左方向（表示体６１の伸びる方向）
にスライド移動すると、第２表示領域６６が現れるようになっている。
【００３６】
　第３表示部材６８は、図５に示すように、樹脂材料等を用いて左右に開口した円筒状に
形成され、第２表示部材６５に対し左右へスライド移動自在に保持される。第３表示部材
６８の基端部には、第３表示部材６８が第２表示部材６５から抜け出すのを防止するフラ
ンジ部６８ａが形成される。第３表示部材６８の側部前面側には、図３に示すように、「
まだだ～」という文字が表示された第３表示領域６９が形成され、パチンコ機ＰＭの前面
側から視認可能に構成されている。さらに、図４に示すように、第３表示部材６８の側部
背面側（第３表示領域６９を除く部分）には、「７」という文字の右側部分が表示された
第１裏表示領域７０が形成され、第３表示領域６９が背面側に位置するように表示体６１
を回動させると、第１裏表示領域７０が前面側に現れて視認可能となるように構成されて
いる。
【００３７】
　また、第３表示部材６８が第２表示部材６５に対し右方向（表示体６１の縮む方向）に
スライド移動すると、第３表示領域６９および第１裏表示領域７０が（第３表示部材６８
の基端側に隣接する）第２表示部材６５の内側に位置して隠れるようになっている。一方
、第３表示部材６８が第２表示部材６５に対し左方向（表示体６１の伸びる方向）にスラ
イド移動すると、第３表示領域６９および第１裏表示領域７０が現れるようになっている
。
【００３８】
　第４表示部材７１は、図５に示すように、樹脂材料等を用いて左右に開口した円筒状に
形成され、第３表示部材６８に対し左右へスライド移動自在に保持される。第４表示部材
７１の基端部には、第４表示部材７１が第３表示部材６８から抜け出すのを防止するフラ
ンジ部７１ａが形成される。第４表示部材７１の側部前面側には、図３に示すように、「
まだだ～」という文字が表示された第４表示領域７２が形成され、パチンコ機ＰＭの前面
側から視認可能に構成されている。さらに、図４に示すように、第４表示部材７１の側部
背面側（第４表示領域７２を除く部分）には、「７」という文字の左側部分が表示された
第２裏表示領域７３が形成され、第４表示領域７２が背面側に位置するように表示体６１
を回動させると、第２裏表示領域７３が前面側に現れて視認可能となるように構成されて
いる。
【００３９】
　また、第４表示部材７１が第３表示部材６８に対し右方向（表示体６１の縮む方向）に
スライド移動すると、第４表示領域７２および第２裏表示領域７３が（第４表示部材７１
の基端側に隣接する）第３表示部材６８の内側に位置して隠れるようになっている。一方
、第４表示部材７１が第３表示部材６８に対し左方向（表示体６１の伸びる方向）にスラ
イド移動すると、第４表示領域７２および第２裏表示領域７３が現れるようになっている
。
【００４０】
　第５表示部材７４は、第１～第５表示部材のうち最も先端側（正面左側）に位置する表
示部材であり、図５に示すように、樹脂材料等を用いて右方が開口した有底円筒状に形成
され、第４表示部材７１に対し左右へスライド移動自在に保持される。第５表示部材７４
の基端部には、第５表示部材７４が第４表示部材７１から抜け出すのを防止するフランジ
部７４ａが形成される。第５表示部材７４の側部前面側には、図３に示すように、「当」
という文字が表示された第５表示領域７５が形成され、パチンコ機ＰＭの前面側から視認
可能に構成されている。また、第５表示部材７４が第４表示部材７１に対し右方向（表示
体６１の縮む方向）にスライド移動すると、第５表示領域７５が（第５表示部材７４の基
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端側に隣接する）第４表示部材７１の内側に位置して隠れるようになっている。一方、第
５表示部材７４が第４表示部材７１に対し左方向（表示体６１の伸びる方向）にスライド
移動すると、第５表示領域７５が現れるようになっている。
【００４１】
　なお、図３に示すように、第１～第５表示領域は、第１～第５表示部材が組み合わされ
た状態で、それぞれほぼ同じ方向に面するように構成される。また、表示体６１が最も縮
んだ状態では、図８に示すように、（最も基端側の第１表示部材６１を除く）第２～第５
表示部材の表示領域がそれぞれ基端側に隣接する表示部材の内側に位置して隠れるように
構成され、表示体６１が最も伸びた状態では、図３に示すように、全ての表示領域が現れ
て視認可能となるように構成される。
【００４２】
　同様に、第１および第２裏表示領域７０，７３は、図４に示すように、第１～第５表示
部材が組み合わされた状態で、それぞれほぼ同じ方向に面するように構成される。また同
様に、少なくとも第３および第４表示部材６８，７１が縮む方向にスライド移動した状態
では、第１および第２裏表示領域７０，７３が第２および第３表示部材６５，６８の内側
に位置して隠れるように構成され、少なくとも第３および第４表示部材６８，７１が伸び
る方向にスライド移動した状態では、図４に示すように、第１および第２裏表示領域７０
，７３が現れて視認可能となるように構成される。また、図４に示すように、第１および
第２裏表示領域７０，７３をそれぞれ繋げて見たときに、各裏表示領域の絵柄が組み合わ
された「７」の図柄Ｂが表示されるようになっている。
【００４３】
　保持部材７７は、樹脂材料等を用いて箱形に形成され、表示体６１が伸縮する方向の軸
回り（すなわち、左右に伸びる軸回り）に、表示体６１を回転自在に保持するように構成
される。また、保持部材７７は、図３に示すように、センター飾り５０における内部空間
５１の右側に取り付けられており、保持部材７７に保持された表示体６１が内部空間５１
において演出図柄表示装置５６の表示面５６ａの前方に重なって配設されるようになって
いる。
【００４４】
　伸縮機構８０は、図５に示すように、保持部材７７の内部に設けられ、第２～第５表示
部材をスライド移動させるための軸部材８１と、軸部材８１を駆動する伸縮用モータ８４
と、第２～第５表示部材にそれぞれ結合された第１～第４当接部材８６～８９とを有して
構成される。軸部材８１は、金属材料を用いて左右に延びる丸棒状に形成され、保持部材
７７の内部に設けられた支持部材７８，７９に左右へスライド移動自在に支持される。な
お、軸部材８１は、表示体６１とほぼ同軸上に並ぶようになっている。軸部材８１の胴部
８１ａには、ラック８２が形成されており、伸縮用モータ８４の回転軸に取り付けられた
ピニオンギヤ８５と噛み合うようになっている。軸部材８１の先端部には、胴部８１ａよ
り径の大きい円盤状の軸頭部８３が形成されており、軸部材８１が左右へスライド移動す
る際に第１～第４当接部材８６～８９のいずれかに当接するようになっている。
【００４５】
　伸縮用モータ８４は、例えば電動のサーボモータ（パルスモータやＤＣモータ等であっ
てもよい）であり、保持部材７７の内部に取り付けられる。また、伸縮用モータ８４は、
ピニオンギヤ８５を介して軸部材８１と繋がっており、伸縮用モータ８４の回転駆動力が
ピニオンギヤ８５およびラック８２を介して軸部材８１に伝えられ、伸縮用モータ８４の
回転に応じて軸部材８１が左右へスライド移動するようになっている。
【００４６】
　第１当接部材８６は、樹脂材料等を用いて円盤状に形成され、第２表示部材６５の基端
部内側に結合される。第１当接部材８６の中心部には、図６に示すように、軸部材８１の
胴部８１ａより僅かに径の大きい軸孔８６ａが形成されており、軸部材８１の胴部８１ａ
を挿通可能に構成されている。軸孔８６ａから放射状に延びるようにスリットが形成され
、各スリットの間には、軸頭部８３が当接可能な当接片８６ｂが複数形成される。この当
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接片８６ｂは弾性変形可能に構成されており、軸頭部８３に比較的強い力で押圧されると
、各当接片８６ｂが曲げられて弾性変形するとともに、各当接片８６ｂの変形に伴って拡
大した軸孔８６ａを軸頭部８３が（各当接片８６ｂに摺接する形で）通過するようになっ
ている。
【００４７】
　第２当接部材８７は、樹脂材料等を用いて円盤状に形成され、第３表示部材６８の基端
部内側に結合される。第２当接部材８７の中心部には、第１当接部材８６と同様の軸孔８
７ａおよび当接片８７ｂが形成される。第３当接部材８８は、樹脂材料等を用いて円盤状
に形成され、第４表示部材７１の基端部内側に結合される。第３当接部材８８の中心部に
は、第１当接部材８６と同様の軸孔８８ａおよび当接片８８ｂが形成される。第４当接部
材８９は、樹脂材料等を用いて円盤状に形成され、第５表示部材７４の基端部内側に結合
される。第４当接部材８９の中心部には、第１当接部材８６と同様の軸孔８９ａおよび当
接片８９ｂが形成される。
【００４８】
　このような伸縮機構８０により、表示体６１が最も縮んだ状態から伸びるときに、第２
表示部材６５、第３表示部材６８、第４表示部材７１、および第５表示部材７４がこの順
で１つずつスライド移動するように構成される。なおこのとき、表示体６１が最も縮んで
軸頭部８３が第１当接部材８６の右方に位置した状態から、伸縮用モータ８４により軸部
材８１が左方へスライド移動する。そしてまず、軸頭部８３が第１当接部材８６の当接片
８６ｂに当接してこれを左方に押圧し、第２表示部材６５が（第３～第５表示部材ととも
に）第１表示部材６２に対し左方向にスライド移動する。
【００４９】
　フランジ部６５ａにより第２表示部材６５のスライド移動が規制される状態になると、
軸頭部８３により第１当接部材８６の各当接片８６ｂが曲げられて弾性変形するとともに
、各当接片８６ｂの変形に伴って拡大した軸孔８６ａを軸頭部８３が通過する。軸頭部８
３が第１当接部材８６の軸孔８６ａを通過すると、第２当接部材８７の当接片８７ｂに当
接してこれを左方に押圧し、第３表示部材６８が（第４～第５表示部材とともに）第２表
示部材６５に対し左方向にスライド移動する。
【００５０】
　フランジ部６８ａにより第３表示部材６８のスライド移動が規制される状態になると、
軸頭部８３により第２当接部材８７の各当接片８７ｂが曲げられて弾性変形するとともに
、各当接片８７ｂの変形に伴って拡大した軸孔８７ａを軸頭部８３が通過する。軸頭部８
３が第２当接部材８７の軸孔８７ａを通過すると、第３当接部材８８の当接片８８ｂに当
接してこれを左方に押圧し、第４表示部材７１が（第５表示部材７４とともに）第３表示
部材６８に対し左方向にスライド移動する。
【００５１】
　フランジ部７１ａにより第４表示部材７１のスライド移動が規制される状態になると、
軸頭部８３により第３当接部材８８の各当接片８８ｂが曲げられて弾性変形するとともに
、各当接片８８ｂの変形に伴って拡大した軸孔８８ａを軸頭部８３が通過する。そして、
軸頭部８３が第３当接部材８８の軸孔８８ａを通過すると、第４当接部材８９の当接片８
９ｂに当接してこれを左方に押圧し、図５に示すように、第５表示部材７４が第４当接部
材８９に対し左方向にスライド移動し、表示体６１が最も伸びた状態になる。
【００５２】
　一方、表示体６１が最も伸びた状態から縮むときには、まず、図５の二点鎖線で示すよ
うに、軸頭部８３を第４当接部材８９の軸孔８９ａに通過させて第４当接部材８９の左方
に位置させる。そして、伸縮用モータ８４により軸部材８１が右方へスライド移動すると
、軸頭部８３が第４当接部材８９の当接片８９ｂに当接してこれを右方に押圧し、表示体
６１が伸びる場合と逆のプロセスで、第５表示部材７４、第４表示部材７１、第３表示部
材６８、および第２表示部材６５が順に右方向にスライド移動して、表示体６１が最も縮
んだ状態になる。なお、表示体６１が最も縮んだ状態で、軸部材８１がさらに右方へスラ
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イド移動すると、軸頭部８３により各当接部材の当接片が曲げられて弾性変形するととも
に、当接片の変形に伴って拡大した各当接部材の軸孔を軸頭部８３が通過して、軸頭部８
３が第１当接部材８６の右方に位置することになる。
【００５３】
　回動機構９０は、表示体６１を回動させる回動用モータ９１を主体に構成される。回動
用モータ９１は、例えば電動のサーボモータ（パルスモータやＤＣモータ等であってもよ
い）であり、保持部材７７の内部に取り付けられる。また、回動用モータ９１は、回転軸
に取り付けられたピニオンギヤ９２および、第１表示部材６２の基端部内側に結合された
リングギヤ９３を介して第１表示部材６２と繋がっており、回動用モータ９１の回転駆動
力がピニオンギヤ９２およびリングギヤ９３を介して第１表示部材６２に伝えられ、第１
表示部材６２が他の表示部材（第２～第５表示部材）とともに回動するようになっている
。このようにして、表示体６１は、表示体６１が伸縮する方向の軸回りに回動可能に構成
される。
【００５４】
　続いて、パチンコ機ＰＭに構成される遊技制御装置１００について図７を参照しながら
説明する。ここで、図７は遊技制御装置１００の概要を示すブロック図である。この遊技
制御装置１００は、前述した主制御装置４２（図７では不図示）や、サブ制御装置４３（
図７では不図示）等から構成される。遊技制御装置１００には、始動入賞装置１６、大入
賞装置１７、特別図柄表示装置５５、装飾図柄表示装置５６、および演出装置６０等が電
気的に接続されており、各種検出信号および制御信号の送受信が行われるようになってい
る。
【００５５】
　また、遊技制御装置１００は、各入賞装置への入球（入賞）を判定する入球判定手段１
１０と、始動入賞装置１６への遊技球の入賞に基づき特別図柄抽選を実行する抽選手段１
１２と、特別図柄および装飾図柄の変動表示パターンを保持するパターン記憶手段１１４
と、図柄変動における停止図柄および変動表示の表示パターンを決定する図柄決定手段１
２０と、図柄等の表示を制御する表示制御手段１３０と、大当たり遊技等の通常遊技より
も遊技者に有利な特別遊技を制御する特別遊技制御手段１４０と、確率変動遊技等の通常
遊技よりも遊技者に有利な特定遊技を制御する特定遊技制御手段１５０と、大入賞装置１
７の開閉制御を行う開閉制御手段１６０と、演出装置６０の作動制御を行う演出制御手段
１７０とを備えて構成される。
【００５６】
　始動入賞装置１６の入賞検出センサ２６は、始動入賞装置１６（始動入賞口１６ａ）へ
の遊技球の入賞を検出し、始動入賞情報を出力する。入球判定手段１１０は、始動入賞情
報を受信すると遊技球が始動入賞装置１６に入賞したことを判定する。始動入賞装置１６
への入賞が判定されると、抽選手段１１２は、保留球数が上限に達しているか否かを調べ
る。例えば、保留球数の上限は４つに設定されている。保留球数が上限に達していない場
合、入球判定手段１１０が始動入賞情報を受信したタイミングで、抽選手段１１２は始動
入賞に対する乱数を取得する。なお、抽選手段１１２は、数学的に乱数を生成して取得し
てもよく、また図示しないカウンタにより生成されるカウント値を乱数として取得しても
よい。このようにして取得した乱数に基づいて、抽選手段１１２は特別図柄抽選の当否を
判定する。なお、抽選の当否判定は、乱数の取得と同時に行われてもよく、また、特別図
柄の変動を開始する直前に行われてもよく、所定の抽選ソフトウェアを利用して行われる
。抽選乱数が当たりであった場合、抽選手段１１２は確率変動付きの当たりであるか否か
を決定する。
【００５７】
　図柄決定手段１２０における特別図柄決定手段１２１および装飾図柄決定手段１２２は
、抽選手段１１２による判定結果に応じた停止図柄と、図柄変動の表示パターンとを決定
する。停止図柄は、図柄変動の終了時に表示するべき図柄である。パターン記憶手段１１
４は、特別図柄や装飾図柄を変動表示させるときの表示パターンとして複数種のパターン
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を保持する。表示パターンには、通常の外れ図柄を表示するときのパターンと、リーチ状
態を経て大当たり図柄を表示するときのパターンとが含まれる。また、リーチ状態を経る
ときのパターンとして、長短様々な表示時間をもつパターンが含まれる。各表示パターン
は、その図柄変動の終了条件として表示時間がそれぞれ定められており、その表示時間が
経過すると、図柄変動が停止される。
【００５８】
　特別図柄決定手段１２１は、抽選手段１１２による抽選結果に応じてパターン記憶手段
１１４からいずれかのパターンを選択し、抽選結果に応じた特別図柄の停止図柄を決定す
る。装飾図柄決定手段１２２は、特別図柄決定手段１２１により選択された表示パターン
に応じたパターンをパターン記憶手段１１４から選択し、抽選結果に応じた装飾図柄の停
止図柄を決定する。
【００５９】
　表示制御手段１３０は、特別図柄決定手段１２１において決定された変動パターンおよ
び停止図柄をもとに、特別図柄表示装置５５に特別図柄を変動表示させる。また同時に、
表示制御手段１３０は、装飾図柄決定手段１２２において決定された変動パターンおよび
停止図柄をもとに、装飾図柄表示装置５６に装飾図柄を変動表示させる。なお、表示制御
手段１３０により特別図柄を表示させる機能は主制御装置４２側の処理として実行され、
装飾図柄を表示させる機能はサブ制御装置４３側の処理として実行される。
【００６０】
　またこのとき、表示制御手段１３０は、演出制御手段１７０に演出装置６０の作動制御
を行わせる。演出制御手段１７０は、演出装置６０の伸縮用モータ８４や回動用モータ９
１に作動信号を出力し、装飾図柄表示装置５６の表示面５６ａに表示された演出画像に関
連させて、表示体６１を伸縮もしくは回動させるように演出装置６０の作動を制御する。
【００６１】
　特別遊技制御手段１４０における条件保持手段１４２は、特別遊技を実行するための条
件である作動条件を保持している。本実施形態において作動条件は、表示制御手段１３０
により変動表示される特別図柄が特別図柄表示装置５５において所定の図柄で停止された
ことに設定される。特別遊技制御手段１４０における条件判定手段１４４は、遊技情報を
監視し、特別遊技への移行条件である作動条件の成立の可否を判定する。また、条件判定
手段１４４は、作動条件の判定結果をもとに、各種作動フラグのオンまたはオフの設定を
行う。
【００６２】
　特別遊技制御手段１４０における特別遊技実行手段１４６は、作動条件が成立すると、
特別遊技を実行する。ここで、特別遊技は、大入賞装置１７による大入賞口１７ａの開閉
操作を複数回連続して継続する遊技であり、特別遊技に移行すると、遊技者は特別遊技が
行われていることを容易に認識することができるとともに、相当数の賞球を期待すること
ができる。このとき、特別遊技実行手段１４６は、開閉制御手段１６０に大入賞口１７ａ
の開閉制御を行わせる。開閉制御手段１６０は、特別遊技中、大入賞装置１７の大入賞口
ソレノイド２８に開放作動信号（もしくは、閉鎖作動信号）を出力し、大入賞口１７ａを
開放（もしくは、閉鎖）させる。
【００６３】
　特定遊技制御手段１５０は、特別遊技とは異なる遊技者に有利な特定遊技、例えば確率
変動遊技の実行を制御する。特定遊技制御手段１５０における特定遊技実行手段１５１は
、抽選手段１１２による抽選結果に基づいて、特別図柄の確率変動遊技を実行する。例え
ば、特別図柄の停止図柄が奇数であるときに、特別遊技の終了後、特別図柄の確率変動遊
技が実行される。なお、特別図柄の確率変動遊技における当たりの割合は、通常遊技のと
きよりも高く設定される。
【００６４】
　以上のように構成されるパチンコ機ＰＭにおいて、遊技領域ＰＡを転がり落ちる遊技球
が始動入賞口１６ａを通過して始動入賞装置１６に入賞すると、抽選手段１１２により所
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定の抽選ソフトウェアを利用した特別図柄抽選が行われ、特別図柄表示装置５５および装
飾図柄表示装置５６において特別図柄および装飾図柄が所定時間だけ変動表示される。変
動停止時の特別図柄が大当たりを示す図柄である場合、特別遊技に移行する。特別図柄が
大当たりの図柄で停止するとき、装飾図柄表示装置５６には、例えば、スロットマシンの
図柄表示を模した装飾図柄が３つの図柄を一致させるような表示態様を有して表示される
。
【００６５】
　特別遊技においては、大入賞装置１７の作動により大入賞口１７ａが開放される。そし
て、大入賞口１７ａが約３０秒間開放された後、または９球以上の遊技球が大入賞口１７
ａを通過して大入賞装置１７に入賞した後、大入賞口１７ａが一旦閉鎖され、このような
開閉動作が所定回数継続して繰り返される。
【００６６】
　ここで、装飾図柄表示装置５６による装飾図柄の変動表示と関連させた演出装置６０の
作動の一例について、図８～図１１を追加参照しながら説明する。なお、図８は表示体６
１が最も縮んだ状態のセンター飾り５０の正面図、図９は第２表示領域６６まで現れた状
態のセンター飾り５０の正面図、図１０は第３表示領域６９まで現れた状態のセンター飾
り５０の正面図、そして図１１は第４表示領域７２まで現れた状態のセンター飾り５０の
正面図である。また、以下に説明する作動は、抽選手段１１２による抽選結果が当たりの
場合の作動であり、装飾図柄表示装置５６の表示面５６ａに表示された演出画像に関連さ
せて、演出制御手段１７０により演出装置６０の作動が制御される。
【００６７】
　図８では、３列の図柄のうち、２列の図柄（「７」の図柄Ａ）が揃った、いわゆるリー
チ状態の演出表示（変動表示）を示している。このとき、例えば、表示体６１を左方向、
すなわち表示体６１が伸びる方向に引っ張るキャラクターＣが表示面５６ａに画像表示さ
れる。この演出画像と関連させて、まず、図９に示すように、第２表示部材６５が第１表
示部材６２に対し左方向にスライド移動し、第２表示領域６６が出現する。次に、図１０
に示すように、第３表示部材６８が第２表示部材６５に対し左方向にスライド移動し、第
２表示領域６６に加え第３表示領域６９も出現する。さらに、図１１に示すように、第４
表示部材７１が第３表示部材６８に対し左方向にスライド移動し、第２および第３表示領
域６６，６９に加え第４表示領域７２も出現する。
【００６８】
　そして、図３に示すように、第５表示部材７４が第４表示部材７１に対し左方向にスラ
イド移動し、第５表示領域７５が出現して全ての表示領域を視認可能となる。このように
、表示体６１を引っ張るような演出画像に関連させて、表示部材を１つずつスライド移動
させて表示領域を１ずつ出現させることにより、大当たりに対する期待感を段階的に高め
ていくことが可能になり、遊技者の遊技意欲を喚起することができる。
【００６９】
　最後に、表示体６１が１８０度だけ回動して、全ての表示領域が背面側に隠れるととも
に、第１および第２裏表示領域７０，７３が前面側に出現する。このとき、第１および第
２裏表示領域７０，７３をそれぞれ繋げて見たときに、各裏表示領域の絵柄が組み合わさ
れた「７」の図柄Ｂが出現し、３列の図柄が揃ったように視認される。なおこのとき、表
示面５６ａには、キャラクターＣが消えていなくなるとともに、３列の図柄（「７」の図
柄Ａ）が揃った画像表示をしておくようにすればよい。また、「７」以外の図柄が揃うと
きには、表示体６１を回動させずに縮小させ、表示面５６ａで３列の図柄が揃った画像表
示を行うようにすればよい。
【００７０】
　なお、抽選手段１１２による抽選結果がハズレの場合には、図８～図１１の段階におい
て、すなわち、表示体６１が伸びる途中の段階において、キャラクターＣが表示体６１を
引っ張るのを止めてしまう演出画像と関連させて、表示体６１の伸長作動を中止するよう
な演出も可能である。
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【００７１】
　以上に説明した本発明の実施形態において、達成される主要な効果を整理すれば、下記
のようになる。
【００７２】
　第１に、本実施形態の演出装置６０によれば、表示体６１が縮んだ状態では表示部材の
表示領域が基端側に隣接する表示部材の内側に位置する一方、表示体６１が伸びた状態で
は全ての表示部材の表示領域が現れて視認可能となるため、表示体６１を伸縮させること
で遊技者に対し大当たりの可能性を認識させるような演出が可能になり、遊技者の遊技意
欲を喚起するような遊技演出を行うことができる。
【００７３】
　第２に、演出装置６０において、表示体６１が最も縮んだ状態から伸びるときに、最も
基端側の第１表示部材６２を除く第２～第５表示部材が１つずつスライド移動し、スライ
ド移動する表示部材の表示領域が１つずつ現れて視認可能となるように構成されることで
、大当たりに対する期待感を段階的に高めることが可能になり、遊技者の遊技意欲をより
喚起するような遊技演出を行うことができる。
【００７４】
　第３に、演出装置６０において、表示体６１を回動させると、裏表示領域７０，７３が
前面側に現れて視認可能となるように構成されることで、裏表示領域７０，７３を出現さ
せることにより、意外性のある演出を行うことが可能になり、遊技者の遊技意欲をより喚
起するような遊技演出を行うことができる。
【００７５】
　第４に、演出装置６０において、第１～第５表示部材がそれぞれ円筒状に形成されるこ
とで、表示部材の側面が滑らかな円筒面となることから、表示領域の設計の自由度を高め
ることができる。
【００７６】
　第５に、本実施形態のパチンコ機ＰＭによれば、演出制御手段１７０は、演出図柄表示
装置５６の表示面５６ａに表示された演出画像に関連させて表示体６１を伸縮させるよう
に演出装置６０の作動を制御するため、演出図柄表示装置５６による演出と演出装置６０
による演出とを組み合わせることで、意外性のある多彩な演出を行うことが可能になり、
遊技者の遊技意欲を喚起するような遊技演出を行うことができる。また、表示体６１が複
数の表示部材から構成されるため、演出に多様性を持たせることができる。さらに、表示
体６１が伸縮自在に構成されるため、演出装置６０を使用しない際は、表示体６１を縮小
させることで設置スペースを小さくすることができる。
【００７７】
　第６に、パチンコ機ＰＭにおいて、演出制御手段１７０が、演出図柄表示装置５６の表
示面５６ａに表示された表示体６１を引っ張るような演出画像に関連させて、表示部材を
１つずつスライド移動させるように演出装置６０の作動を制御することで、大当たりに対
する期待感を段階的に高めることが可能になり、遊技者の遊技意欲をより喚起するような
遊技演出を行うことができる。
【００７８】
　第７に、パチンコ機ＰＭにおいて、演出制御手段１７０が、演出図柄表示装置５６の表
示面５６ａに表示された演出画像に関連させて表示体６１を伸縮させるとともに回動させ
、裏表示領域７０，７３を前面側に出現させるように演出装置６０の作動を制御すること
で、より意外性のある演出を行うことが可能になり、遊技者の遊技意欲をより喚起するよ
うな遊技演出を行うことができる。
【００７９】
　第８に、パチンコ機ＰＭにおいて、演出制御手段１７０が、抽選手段１１２による抽選
の結果が当たりである場合に、演出図柄表示装置５６の表示面５６ａに表示された演出画
像に関連させて表示体６１を最も縮んだ状態から伸長させたのち、最も伸びた状態で停止
させるように演出装置６０の作動を制御することが好ましく、このようにすれば、遊技者
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に対し大当たりを明確に認識させるような演出が可能になり、遊技者の遊技意欲をより喚
起するような遊技演出を行うことができる。
【００８０】
　なお、上述の実施形態において、第１～第５表示部材がそれぞれ円筒状に形成されてい
るが、これに限られるものではなく、四角柱や六角柱等、角柱状に形成されてもよい。こ
のようにすれば、表示部材の側面ごとに複数パターンの表示領域（もしくは裏表示領域）
を設けることが可能になることから、例えば、表示体を回動させて前面側に視認させる表
示領域の種類を変えることにより、より多彩な演出を行うことが可能になる。さらに、各
表示部材は薄い板状に形成されてもよい。また、各表示部材は、例えば円筒状の表示部材
と角柱状の表示部材の組み合わせ等、異なる形状同士の組み合わせでもよく、互いに入れ
子式に組み合わされていればよい。
【００８１】
　また、上述の実施形態において、遊技球を用いたパチンコ機の例について説明している
が、これに限られるものではなく、遊技メダル等の遊技媒体を用いた遊技機においても、
本発明を適用することができる。
【００８２】
　さらに、上述の実施形態において、表示領域および裏表示領域には、主に文字が表示さ
れているが、これに限られるものではなく、図形や模様、又はこれらの組み合わせ等であ
ってもよく、所定の絵柄もしくは文字が表示されていればよい。
【００８３】
　また、上述の実施形態において、遊技盤１０のセンター飾り５０に演出装置６０が設け
られているが、これに限られるものではなく、例えば前枠やガラス扉等、演出装置を前面
側から視認可能な箇所に設けられてもよい。
【００８４】
　さらに、上述の実施形態において、表示体６１が左右方向へ伸縮自在に構成されている
が、これに限られるものではなく、例えば、上下方向へ伸縮するような向きに表示体を取
り付けるようにしてもよい。
【００８５】
　また、上述の実施形態において、演出図柄表示装置５６の表示面５６ａに表示された演
出画像に関連させて表示体６１を最も縮んだ状態から伸長させたのち、最も伸びた状態で
一旦停止させるように演出装置６０の作動を制御しているが、これに限られるものではな
く、表示体を最も伸びた状態から最も縮んだ状態まで縮小させるように演出装置の作動を
制御してもよい。
【００８６】
　さらに、上述の実施形態において、表示体６１が最も縮んだ状態から伸びるときに、最
も基端側の第１表示部材６２を除く第２～第５表示部材が１つずつスライド移動するよう
に構成されているが、これに限られるものではなく、表示体の伸縮に応じて各表示部材が
同時にスライド移動するような構成であってもよい。
【００８７】
　また、上述の実施形態において、表示体６１は回動可能な構成でなくてもよく、伸縮す
るだけの構成であってもよい。またこのとき、裏表示領域を設けなくてもよい。
【００８８】
　さらに、上述の実施形態において、表示体６１は第１～第５表示部材から構成されてい
るが、これに限られるものではなく、例えば、３つの表示部材でも６つの表示部材でもよ
く、複数の表示部材から構成されていればよい。
【００８９】
　また、上述の実施形態において、演出装置６０の表示体６１が演出図柄表示装置５６の
表示面５６ａの前方に重なって配設されるように構成されているが、これに限られるもの
ではなく、演出画像に関連させて表示体を伸縮させることができるような位置に演出装置
を設ければよい。
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　また、伸縮機構８０の構成は、上述の実施形態に限られるものではなく、例えば、伸縮
用モータ８４を用いずにソレノイドやシリンダを用いて表示体を伸縮させるよにしてもよ
い。また、複数の駆動装置（モータやソレノイド等）を用いて、対応する表示部材を個々
にスライド移動させるようにしてもよい。
【００９１】
　さらに、回動機構９０の構成は、上述の実施形態に限られるものではなく、例えば、ピ
ニオンギヤ９２およびリングギヤ９３を用いずに、ベルト駆動により回動させる構成であ
ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】パチンコ機の正面図である。
【図２】パチンコ機の背面図である。
【図３】表示体が最も伸びた状態のセンター飾りの正面図である。
【図４】表示体を回動させた状態のセンター飾りの正面図である。
【図５】演出装置の断面図である。
【図６】第１当接部材の底面図である。
【図７】遊技制御装置の概要を示すブロック図である。
【図８】表示体が最も縮んだ状態のセンター飾りの正面図である。
【図９】第２表示領域まで現れた状態のセンター飾りの正面図である。
【図１０】第３表示領域まで現れた状態のセンター飾りの正面図である。
【図１１】第４表示領域まで現れた状態のセンター飾りの正面図である。
【符号の説明】
【００９３】
　ＰＭ　パチンコ機（遊技機）
　ＰＡ　遊技領域
　１６　始動入賞装置（１６ａ　始動入賞口）
　５６　演出図柄表示装置（５６ａ　表示面）
　６０　演出装置
　６１　表示体
　６２　第１表示部材
　６３　第１表示領域
　６５　第２表示部材
　６６　第２表示領域
　６８　第３表示部材
　６９　第３表示領域
　７０　第１裏表示領域
　７１　第４表示部材
　７２　第４表示領域
　７３　第２裏表示領域
　７４　第５表示部材
　７５　第５表示領域
　８０　伸縮機構
　９０　回動機構
１１２　抽選手段
１７０　演出制御装置
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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