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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄を変動表示する表示部を備えた変動表示装置を遊技盤面に装着してなるパチンコ遊
技機であって、
　前記表示部の周囲を囲う飾り枠に正面視で左右一対の吊り下げ部材を配設し、前記各吊
り下げ部材は、互いに軸着され上下方向に自在に伸縮しかつ同時に左右対称に作動する上
部の吊り下げ上部材と下部の吊り下げ下部材とからなり、前記両吊り下げ下部材間に差し
渡すようにして装飾部材を軸着し、前記両吊り下げ上部材の上端部を近接させて前記飾り
枠に軸着すると共にこれら上端部における対向する側面に互いの支軸を中心として噛合す
る円弧状歯部を設け、前記一方の吊り下げ上部材に近接させて前記飾り枠に適宜駆動手段
により回動される駆動歯車と該駆動歯車と噛合する従動歯車とを軸着し、前記従動歯車の
一側面に係合ピンを突設し、前記一方の吊り下げ上部材に前記係合ピンが遊嵌する直線状
の長孔を貫設し、前記飾り枠と前記一方の吊り下げ上部材との間に引っ張りスプリングを
掛け止めし、前記両吊り下げ下部材の下端部の対向する側面に互いの支軸を中心として噛
合する円弧状歯部を設け、前記装飾部材には前記両円弧状歯部間に位置してこれら円弧状
歯部及び互いに噛合する偶数個の中間歯車を軸着し、
　前記適宜駆動手段によって前記従動歯車を回動させ前記係合ピンが前記長孔内を往復移
動することにより、前記両吊り下げ部材が上下方向に伸縮動作しかつこれに伴い前記装飾
部材が上下動するようにしたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、数字、記号等の図柄を変動表示する変動表示装置を備えたパチンコ遊技機に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばこの種のパチンコ遊技機として次に示すものがある。すなわち、該パチン
コ遊技機は、遊技盤面に変動表示装置が配設されると共に該変動表示装置の表示部を囲う
ようにして飾り枠が設けられる。そして、該飾り枠に装飾部材（メダル）を動作させる吊
り下げ部材が配設されている。該吊り下げ部材は、飾り枠に固着される駆動モータと、該
駆動モータのモータ軸に取着された駆動歯車と、該駆動歯車に噛合するピニオンと、該ピ
ニオンと噛合しかつ鉛直方向に配置され自在に上下動するラックとからなる。該ラックの
一側にほぼ水平にアーム部材が設けられ、該アーム部材の先端部に、装飾部材（メダル）
を取着している。そして、駆動モータが駆動することによりピニオンが回転し、これに伴
いラックが上動され装飾部材（メダル）が所定の高さに達したとき、ピニオンと駆動歯車
との噛合が外れ、ラックが支持を失って落下するのと同時に装飾部材（メダル）も落下す
るようになっている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１９２１５４号公報（第７－１５頁、図６、図１４、図１
６）
【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、前記特許文献１のパチンコ遊技機にあっては、装飾部材（メダル）が上
下動するラックに対しアーム部材一本によって片持ち式に保持されているので、例えば、
ラックを勢い良く速く上下動させようとすると、装飾部材（メダル）に慣性力が働いてラ
ックの動作を速めることが難しくなる。このため、この種装飾部材（メダル）のゲーム性
における動作要求に十分応えられないという課題が有る。また、装飾部材（メダル）が片
持ち式であることからその分駆動モータに偏った負荷が加わり、該駆動モータに悪影響を
及ぼしその寿命を縮めるという課題も有る。
【０００５】
　そこで、本発明は、前記課題に鑑みてなされたもので、装飾部材を速く上下動させるこ
とができ、ゲーム性における動作要求に十分応えられ、しかも、駆動モータにも偏った負
荷が加わることがほとんどなく、駆動モータの寿命を延ばすことができるようにしたパチ
ンコ遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するため本発明に係るパチンコ遊技機は、図柄を変動表示する表示部
を備えた変動表示装置を遊技盤面に装着してなるパチンコ遊技機であって、前記表示部の
周囲を囲う飾り枠に正面視で左右一対の吊り下げ部材を配設し、前記各吊り下げ部材は、
互いに軸着され上下方向に自在に伸縮しかつ同時に左右対称に作動する上部の吊り下げ上
部材と下部の吊り下げ下部材とからなり、前記飾り枠と前記一方の吊り下げ上部材との間
に引っ張りスプリングを掛け止めすると共に前記両吊り下げ下部材間に差し渡すようにし
て装飾部材を軸着し、前記一対の吊り下げ部材を適宜駆動手段によって上下に伸縮動作さ
せることにより、前記装飾部材を上下動させるようにしたことを特徴とする。
【０００７】
　例えば、本発明は、前記両吊り下げ上部材の上端部を近接させて前記飾り枠に軸着する
と共にこれら上端部における対向する側面に互いの支軸を中心として噛合する円弧状歯部
を設け、両吊り下げ下部材の下端部を装飾部材の両側に軸着するようにした構成からなる
。
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【０００８】
　また、本発明は、前記一方の吊り下げ上部材に近接させて前記飾り枠に駆動モータによ
り回動される駆動歯車と該駆動歯車と噛合する従動歯車とを軸着し、前記従動歯車の一側
面に係合ピンを突設し、前記一方の吊り下げ上部材に前記係合ピンが遊嵌する直線状の長
孔を貫設し、前記駆動モータを駆動して前記駆動歯車を回動させ前記係合ピンが前記長孔
内を往復移動することにより、両吊り下げ部材が上下方向に伸縮動作するようにした構成
が採られる。
【０００９】
　更に、本発明は、前記両吊り下げ下部材の下端部の対向する側面に互いの支軸を中心と
して噛合する円弧状歯部を設け、前記装飾部材には前記両円弧状歯部間に位置してこれら
円弧状歯部及び互いに噛合する偶数個の中間歯車を軸着し、前記係合ピンが前記長孔内を
往復移動することにより、前記両吊り下げ部材が上下に伸縮しかつこれに伴い前記装飾部
材が上下動するようにした構成が採られる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るパチンコ遊技機は、変動表示装置の表示部の周囲を囲う飾り枠に正面視で
左右一対の吊り下げ部材を配設し、各吊り下げ部材は、互いに軸着され上下方向に自在に
伸縮しかつ同時に左右対称に作動する上部の吊り下げ上部材と下部の吊り下げ下部材とか
らなり、両吊り下げ下部材間に差し渡すようにして装飾部材を軸着し、飾り枠と一方の吊
り下げ上部材との間に引っ張りスプリングを掛け止めし、一対の吊り下げ部材を適宜駆動
手段によって上下に伸縮動作させることにより、前記装飾部材を上下動させている。具体
的には、前記一対の吊り下げ部材が、それぞれ互いに軸着される吊り下げ上部材と吊り下
げ下部材とからなり、該両吊り下げ上部材の上端部を近接させて飾り枠に軸着すると共に
これら上端部における対向する側面に互いの支軸を中心として噛合する円弧状歯部を設け
た。このように、装飾部材は両吊り下げ下部材の下端部によりその両側を軸着され、両吊
り下げ部材の伸縮自在な動作と共に安定して上下動するので、装飾部材は両吊り下げ部材
の速い上下動作にも容易に連動し得る。よって、ゲーム性における動作要求に十分応えら
れる。また、駆動手段である駆動モータに偏った負荷がほとんど加わらず、その寿命を延
ばすことができるという効果を有する。
【００１１】
　また、本発明に係るパチンコ遊技機にあっては、前記効果に加え、一方の吊り下げ部材
側の長孔が直線的に形成されているのに対し、従動歯車側の係合ピンが円運動をすること
から、両吊り下げ部材の上下動作の速度に変化が与えられ、これにより視覚的に遊技の興
趣が高められるという効果がある。
【００１２】
　更に、本発明に係るパチンコ遊技機にあっては、前記効果に加え、吊り下げ下部材の下
端部に設けられた円弧状歯部間に偶数個の中間歯車を軸着してなる。すなわち、両吊り下
げ下部材の円弧状歯部が中間歯車を介して噛合することになるので、両吊り下げ下部材の
下端部は常に同じ高さ位置にあって同時にこの状態を維持したまま上下動する。よって、
装飾部材の両側のバランスが均等になり、両吊り下げ部材の伸縮動作に対して装飾部材が
常に水平状態を維持したまま上下動し、左右にふら付くようなことがないという効果があ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明に係るパチンコ遊技機の実施の形態を図面に基づき詳しく説明する。図１
は本発明に係るパチンコ遊技機の正面図である。図中、１は外枠であり、その前面の遊技
盤取付枠（図示せず。）に遊技盤２が配置されると共に、該遊技盤取付枠の前側に遊技盤
２の前面を覆うようにして前面枠３が開閉自在に軸着される。該前面枠３には中央に前記
遊技盤２の遊技部２ａが臨む窓開口４が開設され、該窓開口４に合成樹脂製またはガラス
製の透明板を前後に配置した透明板ユニット５が装着される。そして、窓開口４を介して
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前側から前記遊技部２ａが視認できるようになっている。
【００１４】
　前記前面枠３は合成樹脂により成形され、その前面であって窓開口４の下方に、前方へ
張り出させるようにして打球発射部（図示せず。）に供給される遊技球を貯留する球受皿
６が一体に設けられる。該球受皿６の一側上面に操作部６ａが設けられ、該操作部６ａに
遊技者が遊技進行中の適時に、その遊技に参加できるように作動させる押ボタン７や選択
キー８が設けられる。また、前面枠３の下部一側には、打球発射部から発射される打球の
打球力を調整するための打球力調整ハンドル９が装着されている。
【００１５】
　ガイドレール１０で囲まれる遊技盤２面の遊技部２ａに、そのほぼ中央で一側（図１で
は右側）に寄せて大型の変動表示装置１１が配設される。該変動表示装置１１の下方の遊
技盤２面には、遊技部２ａに打ち込まれた遊技球が入賞することにより前記変動表示装置
１１に内装される表示部としての電子ディスプレイ１２の表示画面１２ａに表示される数
字、記号等の図柄を変動表示する始動入賞口１３が装着される。また、その下方に位置し
て前記変動した後に止まった図柄が例えば「７７７」に揃い、遊技者に有利な特別遊技状
態、所謂「大当り」状態になったとき、一度に多くの入賞球を発生させる大入賞口１４が
配設されている。
【００１６】
　始動入賞口１３は一対の開閉翼片１３ａ，１３ａを有し、これらが起立して遊技球が入
賞し難い状態と傾倒して遊技球が入賞し易い状態とに変換できるようになっている。１５
は通過チャッカーであり、遊技球が通過することにより電気的に検出され、別途行なわれ
る「○×」の抽選の結果「○」の結果が示されると、前記開閉翼片１３ａ，１３ａが入賞
し易いように一回開く。１６は一般入賞口、１７はガイドレール１０の内周縁に沿って配
置される電飾を兼ねたレール飾りである。図１で変動表示装置１１の右側に、該変動表示
装置１１とガイドレール１０とにより挟まれるようにして回り通路１８が形成される。遊
技部２ａに打ち込まれ回り通路１８を流下する遊技球は、変動表示装置１１下方の右下側
領域に達する。この右下側領域は、仮に、回り通路１８がないと、変動表示装置１１下方
に隠れてしまいほとんど活用できない部位である。そこで、その右下側領域を有効に活用
できるように、回り通路１８を設けて遊技球を流下させている。ちなみに、右下側領域に
は、一般入賞口１６ａが配設される。
【００１７】
　前記変動表示装置１１は、電子ディスプレイ１２における表示画面１２ａの周囲を囲う
ように合成樹脂製の飾り枠１９が配設され、その開口２０を介して前側から前記表示画面
１２ａが見られるようになっている。また、飾り枠１９における一側部には遊技盤２面を
流下する遊技球を受け入れることができる所謂ワープ通路２１が配設され、その上端球入
口２２から該ワープ通路２１内に入った遊技球は、飾り枠１９の下部に形成されたステー
ジ２３上面に排出される。該ステージ２３の上面は、その長手方向（正面から見て左右横
方向）に沿って上下に湾曲しかつ前側にやや下傾している。よって、ステージ２３上面に
排出された遊技球は、ステージ２３の上面を減衰しながら左右に往復動し、最終的にはス
テージ２３の前端縁から落下して遊技盤２面に戻る。このうち、前記ステージ２３の中央
から落下した遊技球は、必然的に始動入賞口１３に入賞する機会が多くなる。
【００１８】
　そこで、前記始動入賞口１３に遊技球が入賞すると、電子ディスプレイ１２の表示画面
１２ａに表示される数字、文字等の図柄が変動を開始し、一定時間経過後に停止する。こ
のとき、停止した図柄が例えば「７７７」といった特定の図柄に揃うと、遊技者に有利な
特別遊技状態となり、始動入賞口１３下方の大入賞口１４の開閉板１４ａが前方へ傾動し
て遊技球を受け入れる。この動作は、一定の条件の下で所定ラウンド（例えば、１６回）
繰り返され、一度に多くの入賞球が得られるようになっている。
【００１９】
　本発明にあっては、図２、図３に示すように飾り枠１９にゲーム性に合わせて上下動す
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る装飾部材２４が装着される。次に、該装飾部材２４について説明する。図４乃至図６に
示すように、飾り枠１９の上部に前側板２５ａと該前側板２５ａと所定の間隔離して平行
に位置する後側板２５ｂとが配設され、その間に左右一対の吊り下げ部材２６ａ，２６ｂ
が介在される。各吊り下げ部材２６ａ，２６ｂは、それぞれ下端部と上端部とを軸着され
る上下の吊り下げ上・下部材２７ａ，２７ｂからなる。よって、両吊り下げ下部材２７ｂ
，２７ｂは、両吊り下げ上部材２７ａ，２７ａに対して自在に回動することになる。
【００２０】
　更に詳しく説明すると、図４及び図５に示すように、両吊り下げ部材２６ａ，２６ｂに
おける各吊り下げ上部材２７ａの上端部は、後側板２５ｂから前方へ突出する支軸２８に
より回動自在に軸着され、下端部は吊り下げ下部材２７ｂの上端部に支軸４２により回動
自在に軸着される。また、両吊り下げ上部材２７ａ，２７ａの上端部は互いに近接して配
置され、それら対向する側面に互いに支軸２８，２８を中心として噛合する円弧状歯部２
９ａ，２９ｂが設けられている。
【００２１】
　これに対し、図４及び図５に示すように、両吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂの下端部は
、前記装飾部材２４の下部裏面であってその左右両側寄りに突出する支軸３０に軸着され
ている。これにより、装飾部材２４が、両吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂ間に差し渡すよ
うにして取着される。また、両吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂの下端部の対向する側面に
も、互いにそれら支軸３０，３０を中心として噛合する円弧状歯部３１ａ，３１ｂが設け
られている。更に、両吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂの下端部間に介在するようにして、
２個の中間歯車３２，３２が装飾部材２４の後面から突出する支軸３３，３３に軸着され
る。両中間歯車３２，３２は互いに噛合し、かつ、それぞれ両吊り下げ下部材２７ｂ，２
７ｂ下端部の円弧状歯部３１ａ，３１ｂと噛合している。
【００２２】
　前記一方の吊り下げ部材２６ａ（図４において左側）における吊り下げ上部材２７ａに
、その長手方向に沿って直線的な長孔３４が貫設される。該長孔３４には、後記する従動
歯車３８の前側面に突設される係合ピン４１が遊嵌する。また、図５（イ）に示すように
、同じ側の後側板２５ｂに後方へ窪む凹窪み部３５が形成され、該凹窪み部３５内に駆動
歯車３６と後側板２５ｂに突設される支軸３７に軸着され駆動歯車３６と噛合する大径の
従動歯車３８が配置される。駆動歯車３６は、その後側に配置される駆動モータ３９（こ
の場合、ステッピングモータが使用される。）のモータ軸４０に直結されている。そして
、従動歯車３８の前側面に、前記長孔３４に遊嵌する係合ピン４１が突設される。
【００２３】
　そこで、駆動モータ３９を駆動させることにより従動歯車３８が一方向へ回動し、それ
に伴い係合ピン４１が長孔３４内を移動する。これにより、長孔３４を備えた一方の吊り
下げ上部材２７ａが、その上端部の支軸２８を中心として上下方向へ回動する。同時に、
これと上端部で噛合する他方の吊り下げ上部材２７ａも、上端部の支軸２８を中心として
回動する。この場合、一方の吊り下げ上部材２７ａと他方の吊り下げ上部材２７ａとは互
いに離れるか、逆に、互いに接近するように回動する。
【００２４】
　両吊り下げ部材２６ａ，２６ｂにおける両吊り下げ上部材２７ａ，２７ａが互いに離れ
るように回動すると、両吊り下げ上部材２７ａ，２７ａの下端部すなわち吊り下げ下部材
２７ｂ，２７ｂの上端部の支軸４２，４２を中心として、吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂ
が上方へ回動する。これにより、装飾部材２４をそのまま真直ぐに引き上げることになる
。これに対し、両吊り下げ上部材２７ａ，２７ａが互いに接近するように回動すると、両
吊り下げ上部材２７ａ，２７ａの下端部すなわち吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂの上端部
の支軸４２が下方へ下がりつつ近づく。これにより、装飾部材２４を下方へ引き下げるこ
とになる。
【００２５】
　両吊り下げ部材２６ａ，２６ｂにおける吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂには、その上面
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の所定の位置に磁石４３が取着されている。これに対し、飾り枠１９の前側板２５ａの後
側面に、前記各磁石４３に対応位置させて互いに対向面が異極となって吸着し得る磁石４
４が取着されている。両吊り下げ上部材２７ａ，２７ａが互いに離れるように回動すると
き装飾部材２４は上動するが、図５（ロ）に示すように前記両吊り下げ下部材２７ｂ，２
７ｂの磁石４３，４３が前側板２５ａの後側面に固着された磁石４４，４４に吸着したと
き、装飾部材２４の上端位置が決められる。
【００２６】
　このように、装飾部材２４を上端位置と下端位置とで停止させるとき、駆動モータ３９
を止めることになる。そこで、該駆動モータ３９がステッピングモータであることから、
装飾部材２４を下端位置で停止させるときは、その下端位置に合わせてあらかじめステッ
ピングモータ３９のモータ軸４０の回転量を設定しておき、その設定位置に達したときに
駆動モータ３９の電源を切るようにする。また、図示は省略するが、装飾部材２４の上端
位置は、該装飾部材２４を検出する検出器を配置し、あらかじめ設定された位置に装飾部
材２４が達するとき、前記検出器でその上動する装飾部材２４を検知して駆動モータ３９
の電源を切る。正確には、両吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂの両磁石４３，４３が前側板
２５ａ，２５ａの両磁石４４，４４に吸着し得る位置に達したときである。これらは、図
示しない中央制御部により制御されることになる。
【００２７】
　前記装飾部材２４は、両吊り下げ部材２６ａ，２６ｂにおける両吊り下げ下部材２７ｂ
，２７ｂの下端部が軸着される基板２４ａと、その上端縁から上方へ一体に突出する略半
円形状の環状枠２４ｂと、から形成され、該環状枠２４ｂに凸レンズ部材４５が取り付け
られている。この凸レンズ部材４５は装飾部材２４が下端位置に達したとき、丁度、電子
ディスプレイ１２の表示画面１２ａの前面に位置して重なっており、その凸レンズ部材４
５に対応して表示画面１２ａに映し出される図柄を拡大することになる。
【００２８】
　長孔３４を有する前記一方の吊り下げ上部材２７ａの上端側と飾り枠１９の上部との間
には、引っ張りスプリング４６が掛け止めされている。なぜならば、装飾部材２４の重量
が重いと、該装飾部材２４を下端位置から上端位置へ上げるときに駆動モータ３９に大き
な負荷が掛かる虞がある。そこで、引っ張りスプリング４６により吊り下げ上部材２７ａ
を上から引くようにして、装飾部材２４を引き上げるときの駆動モータ３９に掛かる負荷
を軽減している。
【００２９】
　本発明に係るパチンコ遊技機は上記構成からなり、次に作用について説明する。遊技中
の常態では、図２、図４に示すように一対の吊り下げ部材２６ａ，２６ｂが収縮して、両
吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂの磁石４３，４３が飾り枠１９における前側板２５ａ後側
面の磁石４４，４４に吸着し、装飾部材２４が上端の所定位置に位置ずれを起こすことな
くしっかりと保持され停止している。そして、ゲーム中であって、電子ディスプレイ１２
の表示画面１２ａに映し出される図柄を凸レンズ部材４５を通し拡大して見せたい場合は
、駆動モータ３９が駆動する。これにより、駆動歯車３６を介して従動歯車３８が回動し
、該従動歯車３８の係合ピン４１が一方の吊り下げ部材２６ａにおける吊り下げ上部材２
７ａの長孔３４内を移動する。
【００３０】
　更に、一方の吊り下げ部材２６ａと共に他方の吊り下げ部材２６ｂも同時に動作し、両
吊り下げ上部材２７ａ，２７ａがそれら上端部の支軸２８，２８を中心として互いに接近
するように回動する。また、これに伴い、吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂがそれら上端部
の支軸４２，４２を中心として下方へ開くと共に、装飾部材２４をそのままの状態で下動
させる。そして、駆動モータ３９が停止することにより、図３、図６に示すように装飾部
材２４が所定位置、すなわち表示画面１２ａ前面の所定位置で停止する。
【００３１】
　このように、両吊り下げ部材２６ａ，２６ｂにおける吊り下げ上部材２７ａ，２７ａは
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、その上端部の円弧状歯部２９ａ，２９ｂが噛合して同時に左右対称に作動する。しかも
、吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂの下端部が装飾部材２４の両側に支軸３０，３０により
軸着されているので、装飾部材２４は両吊り下げ部材２６ａ，２６ｂの速い上下動作にも
容易に連動し得る。よって、ゲーム性における動作要求に十分応えられる。しかも、駆動
モータ３９に偏った負荷がほとんど加わらず、その寿命を延ばすことができる。
【００３２】
　また、両吊り下げ部材２６ａ，２６ｂにおける吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂ下端部の
対向する円弧状歯部３１ａ，３１ｂ間に、これらと噛合する２個の中間歯車３２，３２が
介在されているので、吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂの下端部がそれら中間歯車３２，３
２を介して連結されることになり、互いに上下にふら付くことがなく安定している。更に
、従動歯車３８の係合ピン４１を吊り下げ上部材２７ａの長孔３４に遊嵌させその中を移
動させることにより吊り下げ部材２６ａ，２６ｂを動作させるので、装飾部材２４の上下
動する途中の速度に変化が与えられ、これにより視覚的に遊技の面白みが持たせられる。
【００３３】
　例えば、重量のあるものは、一対の吊り下げ部材２６ａ，２６ｂを使用しても速く上下
動させることは困難であるが、図７に示すようにその重量のあるもの（例えば、りんご）
を表示画面１２ａに映し出すようにする。そして、装飾部材２４が下端位置で停止したと
き、凸レンズ部材４５を通してそのりんごの図柄を見られるようにする。これにより、遊
技者は装飾部材２４が下動して停止したとき、凸レンズ部材４５を通して急に拡大された
りんごを見ることとなり、恰も、そのりんごが落下したようなに見せかけることができ、
遊技の面白みを増すことができる。
【００３４】
　装飾部材２４が下端位置で所定の時間停止した後は、駆動モータ３９を駆動させ、両吊
り下げ部材２６ａ，２６ｂを収縮させる。これにより装飾部材２４がそのまま上動し、駆
動モータ３９が止まると共に両吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂの磁石４３，４３が前側板
２５ａの磁石４４，４４に吸着されて、装飾部材２４が上端位置で停止することになる。
よって、磁石４４，４４を前側板２５ａ後側面の所定の位置に設置するようにすれば、装
飾部材２４の位置決めが簡単になる。また、上端位置にある装飾部材２４を下動させると
き、両吊り下げ下部材２７ｂ，２７ｂ側の磁石４３，４３と前側板２５ａ側の磁石４４，
４４とが離れるとき、装飾部材２４が一瞬ストンと下方に少し落ちるので、演出的にも面
白みが与えられる。
【００３５】
　なお、一対の吊り下げ部材として、軸着された吊り下げ上・下部材を示したが、これに
限定されるものではなく、伸縮する構成であれば他の構成であっても良い。駆動手段は駆
動モータの他にソレノイドであっても良い。また、装飾部材には凸レンズ部材を装着した
が、必要な場合は凹レンズ部材を使用するようにしても良い。更に、両吊り下げ下部材の
下端部間には、２個の中間歯車を配置したが、偶数個であれば４個、６個または８個であ
っても良いことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明に係るパチンコ遊技機の正面図。
【図２】装飾部材が上端位置にある飾り枠の前側から見た斜視図。
【図３】装飾部材が下端位置にある飾り枠の前側から見た斜視図。
【図４】装飾部材が上端位置にある飾り枠の正面図。
【図５】（イ）は図４のＸ－Ｘ線断面図、（ロ）は同Ｙ－Ｙ線断面図。
【図６】装飾部材が下端位置にある飾り枠の正面図。
【図７】装飾部材の作用を示す遊技盤の正面図。
【符号の説明】
【００３７】
　２　　　　遊技盤
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　１１　　　変動表示装置
　１２　　　表示部（電子ディスプレイ）
　１９　　　飾り枠
　２４　　　装飾部材
　２６ａ　　吊り下げ部材
　２６ｂ　　吊り下げ部材
　２７ａ　　吊り下げ上部材
　２７ｂ　　吊り下げ下部材
　２８　　　支軸
　２９ａ　　円弧状歯部
　２９ｂ　　円弧状歯部
　３０　　　支軸
　３１ａ　　円弧状歯部
　３１ｂ　　円弧状歯部
　３２　　　中間歯車
　３３　　　支軸
　３４　　　長孔
　３６　　　駆動歯車
　３７　　　支軸
　３８　　　従動歯車
　３９　　　駆動モータ
　４１　　　係合ピン
　４２　　　支軸
　４６　　　引っ張りスプリング
　Ａ　　　　パチンコ遊技機
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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