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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄組合せ演出を行う表示装置が配設された本体の前側に配設される前側部材を備え、
前記前側部材は、ベース体と、該ベース体の表側に取り付けられ、該ベース体から離間す
る離間部分を有するカバー部材とから構成され、前記ベース体とカバー部材との間に構成
部材が配設された遊技機において、
　前記ベース体に、該ベース体の表裏方向と直交する方向で前記構成部材から外れた位置
に設けられた第１設置部と、
　前記カバー部材の離間部分の裏側に設けられた第２設置部と、
　前記第１設置部および前記第２設置部の間に配設され、該第１設置部に対向して連結さ
れる第１取付部および前記第２設置部に対向して連結される第２取付部を有するアタッチ
メントとを備え、
　前記アタッチメントを介して前記カバー部材の離間部分を前記ベース体に対して支持す
るよう構成した
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、本体の前側に配設されて、ベース体および該ベース体の表側に取り付けら
れるカバー部材を有する前側部材を備えた遊技機に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機やスロットマシンに代表される遊技機は、図柄組合せ演出を行う表示装置が
配設された本体と、該本体の前側に開閉可能に配設される前側部材とを備えている。前側
部材は、ベース体と、該ベース体の表側に取り付けられるカバー部材とを備えている。カ
バー部材は、遊技機の前面を装飾する意匠部材であり、外面が複雑な意匠形状をなしたり
、ベース体の表面から離間して湾曲した離間部分を有するもの等がある。カバー部材には
、離間部分におけるベース体の表面に対向する裏面に、該ベース体側へ延出したボス状の
取付部が所定数設けられると共に、ベース体の表側には、各取付部に対応した設置部が設
けられ、ベース体の裏側から設置部に挿通したネジ等の固定手段を対応の取付部に締結し
て該取付部と該設置部とを固定することで、カバー部材がベース体の表側に取り付られる
よう構成されている。このような遊技機は、特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１０５５０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、大型でかつ離間部分を有するカバー部材を備えた遊技機では、ベース体とカ
バー部材の離間部分とが、例えばスピーカや球皿等の構成部材が両部材間に設置可能な間
隔で離間配置される。そして、ベース体では、該ベース体の表裏方向と直交する方向にお
いて構成部材から外れた位置に、カバー部材を取り付けるための設置部が設けられる。一
方、カバー部材は、ベース体側へ延出するボス状の取付部を該カバー部材の裏側に設け、
該取付部をベース体の設置部に連結することでベース体の表側に取り付けられる。ここで
、カバー部材の離間部分の裏面に設けられる取付部は、ベース体に設けられた設置部に連
結可能にしようとすると、該離間部分の裏面から後方への延出長さが大きくなってしまう
。このため、カバー部材に取付部を一体に形成する場合には、型構造の都合により取付部
の形成位置が制約されたり、成形後の冷却時に発生する成形歪みにより該取付部に曲りや
捻れ等の変形が生じ易く、設置部に対して取付部がずれた状態となって適切に固定できな
い問題が発生する。
【０００５】
　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、ベース体の表側に対してカバー部材を適切な位置に取り付
け得るよう構成し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】
　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、
　図柄組合せ演出を行う表示装置(45)が配設された本体(12)の前側に配設される前側部材
(13)を備え、前記前側部材(13)は、ベース体(50)と、該ベース体(50)の表側に取り付けら
れ、該ベース体(50)から離間する離間部分を有するカバー部材(90)とから構成され、前記
ベース体(50)とカバー部材(90)との間に構成部材(87)が配設された遊技機において、
　前記ベース体(50)に、該ベース体(50)の表裏方向と直交する方向で前記構成部材(87)か
ら外れた位置に設けられた第１設置部(84,89)と、
　前記カバー部材(90)の離間部分(90a)の裏側に設けられた第２設置部(95,96)と、
　前記第１設置部(84,89)および前記第２設置部(95,96)の間に配設され、該第１設置部(8
4,89)に対向して連結される第１取付部(98,101)および前記第２設置部(95,96)に対向して
連結される第２取付部(99,102)を有するアタッチメント(97,100)とを備え、
　前記アタッチメント(97,100)を介して前記カバー部材(90)の離間部分(90a)を前記ベー
ス体(50)に対して支持するよう構成したことを要旨とする。
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【０００７】
　請求項１に係る発明によれば、カバー部材の離間部分の裏側に設けられた第２設置部に
アタッチメントの第２取付部を連結すると共に、ベース体に設けられた第１設置部に該ア
タッチメントの第１取付部を連結することで、ベース体の表側に対してカバー部材を適切
な位置に取り付けることができる。アタッチメントの第１取付部および第２取付部を、ベ
ース体に設けられた第１設置部およびカバー部材に設けられた第２設置部に合わせて設定
し得るので、カバー部材の裏側における第２設置部の設定位置を自由に設定することが可
能となり、第２設置部の設定位置の自由度が高められる。また、アタッチメントにより第
１設置部および第２設置部の設定位置の自由度が高められることで、構成部材が形状やサ
イズに制約を受けることもない。
【０００８】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記第２設置部(95,96)は、前記カバー部材(90)の裏面に、前記ベース体(50)の表裏方
向と直交する方向で前記第１設置部(84,89)から外れた位置に設けられていることを要旨
とする。
　上記構成によれば、カバー部材に設けられた第２設置部が、ベース体の表裏方向と直交
する方向で該ベース体に設けられた第１設置部から外れた位置に設けられていても、アタ
ッチメントにより両設置部のずれを吸収して、ベース体の表側に対してカバー部材を適切
な位置に取り付けることが可能である。
【０００９】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記第２設置部(95,96)は、前記カバー部材(90)の裏面に複数設けられ、
　前記アタッチメント(97,100)は、前記複数の第２設置部(95,96)に個別に対応する第２
取付部(99,102)が設けられ、
　前記アタッチメント(97,100)は、前記カバー部材(90)に対して複数箇所の前記第２設置
部(95,96)で連結されると共に、前記ベース体(50)に対してこれより少ない前記第１設置
部(84,89)で連結されることを要旨とする。
　上記構成によれば、カバー部材の裏面に複数の第２設置部を設けて、各第２設置部に対
してアタッチメントを固定することで、アタッチメントを該カバー部材に対して適切な姿
勢で固定することができる。また、アタッチメントをベース体に連結する第１連結部が、
該アタッチメントをカバー部材に連結する第２連結部より少ないので、ベース体に対する
カバー部材の安定的な取り付けを確保しつつ、ベース体に対するカバー部材の取り付け作
業の効率化を図り得る。
【００１０】
　本願には、次のような技術的思想が含まれる。
　前記第１設置部(84)は、前記ベース体(50)の表面から前記カバー部材(90)側へ離間した
位置に設けられ、
　前記ベース体(50)には、前記表裏方向で前記第１設置部(84)と一致する位置に、該ベー
ス体(50)の表裏方向へ貫通すると共に、該第１設置部(84)と前記第１取付部(101)とを固
定する固定手段が挿通可能な貫通口(85)が開設され、
　前記貫通口(85)の表側開口と前記第１設置部(84)の裏側との間に、該ベース体(50)の裏
側から前記貫通口(85)に挿通した前記固定手段を該第１設置部(84)に向け案内可能なガイ
ド部(86)が設けられていることを要旨とする。
　上記構成によれば、第１設置部と第１取付部とを固定する固定手段を、ベース体の裏側
から貫通口へ挿通させてガイド部で案内することにより、第１設置部の裏側へ容易に位置
決めすることができる。これにより、第１設置部がベース体の表面からカバー部材側へ離
間した位置に設けられていても、該固定手段により第１設置部と第１取付部とを容易に固
定することができる。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明に係る遊技機によれば、ベース体の表側に対してカバー部材を適切な位置に取り
付けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例のパチンコ機の正面図である。
【図２】図１のＸ１－Ｘ１線断面図である。
【図３】実施例のパチンコ機を、中枠に対して前枠を開放し、透視保護板を前枠から取り
外すと共に遊技盤の遊技領域内の構成を省略した状態で示す斜視図である。
【図４】前枠を、各構成部材を分離した状態で前方右斜め上方から見た分解斜視図である
。
【図５】前枠を、各構成部材を分離した状態で後方左斜め上方から見た分解斜視図である
。
【図６】上球皿、下球皿および支持ベース部材等を分離した前枠の設置基材を、前方右斜
め上方から見た分解斜視図である。
【図７】上球皿、下球皿および支持ベース部材等を分離した前枠の設置基材を、後方左斜
め上方から見た分解斜視図である。
【図８】図１のＸ２－Ｘ２線断面図である。
【図９】図１のＸ３－Ｘ３線断面図である。
【図１０】(ａ)は、アタッチメントを後方左斜め上方から見た斜視図であり、(ｂ)は、ア
タッチメントを前方右斜め上方から見た斜視図である。
【図１１】(ａ)は、アタッチメントの平面図であり、(ｂ)は、アタッチメントの正面図で
あり、(ｃ)はアタッチメントの背面図であり、(ｄ)は、アタッチメントの右側面図である
。
【図１２】第１前装飾部材の離間部分の裏側に設けられた第２設置部とアタッチメントと
を分離した状態の部分斜視図である。
【図１３】アタッチメントを取り付けた第１前装飾部材と支持ベース部材を取り付けた基
枠とを分離した状態の部分斜視図である。
【図１４】図２のＸ４－Ｘ４線断面図である。
【図１５】図２のＸ５－Ｘ５線断面図である。
【図１６】(ａ)は、球抜きユニットの非操作状態を示す説明図であり、(ｂ)は、球抜きユ
ニットの操作状態を示す説明図である。
【図１７】(ａ)は、球抜きユニットの非操作状態において球抜き口がシャッタ部で閉鎖さ
れることで、該シャッタ部の上面に２個のパチンコ球が並んで載置された状態を示す説明
図であり、(ｂ)は、球抜きユニットの操作状態においてシャッタ部が球抜き口を開放する
ことで、２個のパチンコ球が並んだ状態で該球抜き口から球排出路へ取り込まれる状態を
示す説明図である。
【図１８】(ａ)は、上球皿と球抜きユニットとを分離した状態を後方左斜め上方から見た
分解斜視図であり、(ｂ)は、上球皿と球抜きユニットとを分離した状態を前方右斜め上方
から見た分解斜視図である。
【図１９】スイッチユニットを、後方右斜め上方から見た斜視図である。
【図２０】スイッチユニットの底面図である。
【図２１】スイッチユニットを、後方右斜め上方から見た分解斜視図である。
【図２２】スイッチユニットを、後方右斜め下方から見た分解斜視図である。
【図２３】(ａ)は、基板およびカバー部材を分離した状態で示す底面図あり、(ｂ)は、基
板にカバー部材を装着した状態で示す底面図である。
【図２４】(ａ)は、基板に装着したカバー部材と底蓋とが重なった状態を、前方左斜め上
方から見た斜視図であり、(ｂ)は、基板に装着したカバー部材と底蓋とが重なった状態を
、後方右斜め上方から見た斜視図である。
【図２５】図１９のＸ６－Ｘ６線断面図である。
【図２６】図１９のＸ７－Ｘ７線断面図である。
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【図２７】可動体が初期位置の可動操作装置を、前枠に取り付けた姿勢で示す正面図であ
る。
【図２８】図２７のＸ８－Ｘ８線断面図である。
【図２９】可動体が移動位置の可動操作装置を、前枠に取り付けた姿勢で示す正面図であ
る。
【図３０】図２９のＸ９－Ｘ９線断面図である。
【図３１】可動操作装置の底面図である。
【図３２】図２のＸ１０－Ｘ１０線断面図である。
【図３３】可動操作装置を前方右斜め上方から見た分解斜視図である。
【図３４】固定体、該固定ブラケットに配設される各構成部材、および取付ブラケットを
、分離して前方右斜め上方から見た分解斜視図である。
【図３５】可動体、可動体に配設される各構成部材を、分離して前方右斜め上方から見た
斜視図である。
【図３６】可動体の受け体、固定体および支持機構を、分離して後方左斜めから見た斜視
図である。
【図３７】可動体、固定体および支持機構を、分離して後方左斜めから見た斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見た
状態で指称する。
【実施例】
【００１４】
(パチンコ機)
　図１～図３に示すように、実施例に係るパチンコ機１０は、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１
１の開口前面側に、遊技盤３０を着脱可能に保持する本体枠としての中枠(本体)１２が開
閉および着脱可能に組み付けられて、該遊技盤３０の裏側に、所定条件の成立(始動入賞
装置３４の始動入賞口へのパチンコ球の入賞)を契機として演出用の図柄(以下飾図という
)を変動表示させて図柄変動演出を行う演出実行手段としての図柄表示装置(表示装置)４
５が着脱可能に配設されている。また、中枠１２の前面側には、遊技盤３０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５２(図１参照)で前後に開口
する窓口１３ａを覆うよう構成された装飾枠または機体としての前枠(前側部材)１３が開
閉可能に組み付けられている。前枠１３の下部位置には、パチンコ球を貯留する上球皿(
球皿)１４および下球皿１５が上下に離間して該前枠１３と一体的に開閉可能に設けられ
ている。また、前枠１３の前側における下球皿１５の側方に、中枠１２の下枠部材１８に
配設された球発射装置２３(図３参照)を作動する操作ハンドル１６が設けられると共に、
該前側１３の裏側に、上球皿１４に貯留したパチンコ球を球発射装置２３に向けて１球ず
つ供給する球送り装置２４が配設されている。これにより、パチンコ機１０は、操作ハン
ドル１６の回動操作によって球送り装置２４および球発射装置２３が作動されて、上球皿
１４に貯留されたパチンコ球が１球ずつ遊技盤３０に向けて発射されるようになっている
。
【００１５】
(外枠)
　外枠１１は、図２および図３に示すように、４つの枠部材を相互に組み付けることで縦
長の矩形枠体として構成されている。外枠１１には、中枠１２の後述する左枠部材１９側
がヒンジ機構２５を介して開閉および着脱自在に支持され、外枠１１に対して中枠１２を
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閉成することで、該外枠１１内に中枠１２を収容するよう構成されている。
【００１６】
(中枠)
　中枠１２は、図３に示すように、上縁をなす上枠部材１７と、下縁をなして球発射装置
２３や各種制御装置(図示せず)等を設置する設置部として機能する下枠部材１８と、左縁
をなす左枠部材１９と、右縁をなす右枠部材２０とを備え、これら上下左右の枠部材１７
,１８,１９,２０を組み付けた際に、全体が外枠１１の前開口端に整合する大きさに形成
される。そして、中枠１２は、左枠部材１９がヒンジ機構２５を介して外枠１１に対し回
動自在に支持され、左枠部材１９側を中心として回動して外枠１１に閉成される。中枠１
２の右枠部材２０には、外枠１１に設けられた施錠部材に係脱する施錠機構(図示せず)が
設けられ、外枠１１に対して中枠１２を閉成した状態で、該施錠機構が施錠部材に係止す
ることにより右枠部材２０が外枠１１に対して施錠されるようになっている。中枠１２に
は、上下左右の枠部材１７,１８,１９,２０を組み付けることで前後に開口する遊技盤保
持部１２ａが画成され、該遊技盤保持部１２ａに遊技盤３０が着脱自在にセット保持され
る。実施例では、上下の枠部材１７,１８が合成樹脂材で成形されると共に、左右の枠部
材１９,２０はアルミニウム等の金属材により成形されて、中枠１２全体としての剛性を
確保しつつ軽量化が図られている。なお、中枠１２は、上下左右の各枠部が一体成形され
たものであってもよい。
【００１７】
　図３に示すように、中枠１２における下枠部材１８の前面中央に、前述した球発射装置
２３が配設されている。下枠部材１８の左上隅部には、前後に貫通する開口２１が形成さ
れており、中枠１２の後側に配設された球払出し部(図示せず)からの球払出し路(図示せ
ず)が該開口２１の後側に整合すると共に、前枠１３に設けられた筒状の球案内筒６９が
該開口２１に対し前側から整合するようになっている。下枠部材１８の前面左側には、開
口２１の下側から該下枠部材１８の中央まで右下がりに構成された球通路部２２が設けら
れており、球払出し部から上球皿１４に至る経路の途中から溢れたパチンコ球を、該球通
路部２２を解して下球皿１５へ通出案内するよう構成されている。球通路部２２における
右下部には、前方へ開口した球通出口２２ａが形成されている。
【００１８】
(遊技盤)
　遊技盤３０は、ベニヤ材や合成樹脂材により形成された略矩形状の板部材であって、図
１および図３に示すように、該遊技盤３０の裏面側に図柄表示装置４５が着脱可能に組み
付けられている。遊技盤３０の前面には、略円形状に湾曲形成した案内レール３１が配設
されており、該案内レール３１により画成される略円形の遊技領域３２に、中枠１２に配
設された球発射装置２３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、遊技盤３０には、前後に貫通する複数の装着口が開設されてお
り、各種の遊技盤設置部品(具体的には枠状装飾体３３、始動入賞装置３４、特別入賞装
置３６、球通過ゲート３７、普通入賞具３８等が各装着口に対し前側から取り付けられる
。遊技盤３０の前面における遊技領域３２には、多数の遊技釘３９が打設されると共に、
枠状装飾体３３の左側方に、遊技領域３２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４０が回転自在に支持されており、遊技領域３２
を流下するパチンコ球が遊技釘３９や回転案内部材４０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。また、遊技領域３２の最下部位置には、該遊技領域
３２に打ち出されたパチンコ球を排出するアウト口４１が開設されている。なお、装着口
の形成数は、遊技盤３０に取り付けられる各種遊技盤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。
【００１９】
(始動入賞装置)
　図１に示すように、遊技盤３０の遊技領域３２の略中央に配設されたセンター役とも称
される枠状装飾体３３は、環状に構成されて内側には前後に開口する表示窓口３３ａが形
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成され、該表示窓口３３ａを介して図柄表示装置４５の表示部４５ａが遊技盤３０の前面
側に臨むよう構成されている。遊技領域３２には、遊技盤３０における枠状装飾体３３の
下方位置に配設された第１始動入賞装置３４と、遊技領域３２の右側において装飾部材に
より隠れた第２始動入賞装置(図示せず)とが配設されている。第１始動入賞装置３４は、
始動入賞口が遊技領域３２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、遊技
領域３２を流下するパチンコ球が常時一定の確率で入賞可能に構成されている。図示しな
い第２始動入賞装置は、該遊技領域３２に開口する始動入賞口を開閉自在に閉成する開閉
部材を備えており、駆動手段の駆動に伴って開閉部材が閉鎖する閉鎖位置と開放する開放
位置とに変位するよう構成されている。
【００２０】
　第１始動入賞装置３４および第２始動入賞装置には、各々の始動入賞口に入賞したパチ
ンコ球を検出する始動入賞検出手段としての始動入賞検出センサ(図示せず)が設けられ、
該始動入賞検出センサはパチンコ機１０の裏側に配設されたメイン制御基板(図示せず)に
配線接続されており、該始動入賞検出センサによるパチンコ球の検出を契機として所定数
(実施例では３個)の賞球が払い出されるようになっている。また、始動入賞検出センサに
よるパチンコ球の検出に伴って各種情報(各種乱数情報)が取得され、この取得した情報に
基づいて特図当り抽選(大当り判定)が行われるよう構成されている。そして、特図当り抽
選の結果に基づいて図柄表示装置４５において図柄変動演出が実行されると共に、特図表
示器(図示せず)において特図変動が実行されるようになっている。そして、図柄表示装置
４５での図柄変動演出の結果、該図柄表示装置４５の表示部４５ａに所定の当り表示(大
当り表示)となる図柄組み合わせ(例えば同一飾図の３つ揃い等)で飾図が確定停止表示さ
れることで、遊技者に有利な当り遊技(大当り遊技)が付与され、当り遊技の発生に伴って
特別入賞装置３６を所定の開放条件で開放する当り遊技が行われて、遊技者が賞球を獲得
し得る機会が与えられるよう構成される。
【００２１】
(特別入賞装置)
　遊技盤３０の遊技領域３２には、図１に示すように、第１始動入賞装置３４の右隣りお
よび枠状装飾体３３の右側部分の夫々に、特別入賞装置３６が配設されている。第１始動
入賞装置３４の右隣りに配設された特別入賞装置３６は、横長に開口する特別入賞口を開
閉する開閉部材３６ａを備えており、駆動手段の駆動に伴って板状の開閉部材３６ａが前
後方向へ回動することで特別入賞口を開閉するようになっている。枠状装飾体３３の右側
部分に配設された特別入賞装置３６は、左右方向へ回動する開閉部材３６ａを備えており
、駆動手段の駆動に伴って開閉部材３６ａが閉鎖位置から開放位置へ回動することで特別
入賞口が画成されるよう構成されている。また、各特別入賞装置３６には、特別入賞口に
入賞したパチンコ球を検出する特別入賞検出手段としての特別入賞検出センサ(図示せず)
が設けられて、該特別入賞検出センサはメイン制御基板に配線接続されており、該特別入
賞検出センサからメイン制御基板への入賞検出信号の入力に伴って所定数(実施例では１
５個)の賞球が払い出されるようになっている。ここで、特別入賞装置３６の駆動手段は
、第１始動入賞装置３４または第２始動入賞装置へのパチンコ球の入賞を契機として各特
別入賞装置３６の特別入賞口を開放する当り遊技(大当り遊技)が付与される場合に、当り
の種類に応じた所定の開閉条件に従ってメイン制御基板によって駆動制御される。
【００２２】
(前枠)
　前枠１３は、図３～図５に示す如く、全体が合成樹脂により中枠１２の外形サイズに成
形され、遊技盤３０の遊技領域３２および該遊技領域３２の外側の一部を前側から視認し
得る窓口１３ａを開設した基枠(ベース体)５０と、該基枠５０の裏側に配設された金属製
の金属ベース枠５１とを備え、該金属ベース枠５１の裏側に保持した透視保護板５２によ
って遊技盤３０の遊技領域３２を透視可能に保護するよう構成される。基枠５０は、上縁
をなす上枠部５３と、下縁をなす下枠部５４と、左縁をなす左枠部５５と、右縁をなす右
枠部５６が一体的に成形されると共に、下枠部５４の表側に、別体の設置基材５７を固定
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して構成されている。すなわち、基枠５０の下枠部５４は、表側に設置基材５７が配設さ
れることで２重構造となっている。そして、前枠１３は、中枠１２に対して左枠部５５が
ヒンジ機構２５を介して回動自在に支持され、中枠１２に対して前枠１３を左枠部５５側
を中心として回動して閉成することで、中枠１２の表側が前枠１３で覆われる。また、中
枠１２に対して前枠１３を閉成した状態では、右枠部５６に配設した施錠機構２６(図３
参照)により中枠１２に対して前枠１３が施錠される。一方、右枠部５６に配設した施錠
装置５８の解錠操作により施錠機構２６が操作されることで、中枠１２に対する前枠１３
の施錠が解除されて該前枠１３の開放が可能となっている。窓口１３ａは、上下および左
右の各枠部５３,５４,５５,５６の内縁部によって画成されている。図４および図５に示
す如く、上枠部５３の内縁部は上側に凹となる略弧状に形成され、左枠部５５の内縁部は
左側に凹となる略弧状に形成され、右枠部５６の内縁部は右側に凹となる略弧状に形成さ
れている。また、下枠部５４の内縁部は、左右方向に略水平に延在すると共に、左右中央
より右側が上方へ凸となる弧状部が連設された形状に形成されている。
【００２３】
　前枠１３の基枠５０には、図５に示すように、第１照明装置５９が左枠部５５に配設さ
れ、第２照明装置６０が上枠部５３に配設され、第３照明装置６１が右枠部５６に配設さ
れて、これら３基の照明装置５９,６０,６１によって、窓口１３ａの外周(左右側部およ
び上部)を発光装飾し得るよう構成される。そして、図４および図５に示すように、第１
照明装置５９から光が照射される透光性の第１装飾カバー部材６２が左枠部５５の表側に
組み付けられ、第２照明装置６０から光が照射される透光性の第２装飾カバー部材６３が
上枠部５３の表側に組み付けられ、第３照明装置６１からの光が照射される透光性の第３
装飾カバー部材６４が右枠部５６の表側に組み付けられている。また、基枠５０の下枠部
５４に取り付けられる設置基材５７の表面上縁に、第１装飾カバー部材６２と接続する第
４装飾カバー部材６５および第３装飾カバー部材６４と接続する第５装飾カバー部材６６
が組み付けられている。そして、５つの各装飾カバー部材６２,６３,６４,６５,６６と、
後述する第２前装飾部材９１によって、窓口１３ａの外周が囲繞されている(図１参照)。
なお、基枠５０の左上コーナー部に、第１装飾カバー部材６２および第２装飾カバー部材
６３に連結される左上スピーカユニット６７が配設されると共に、該基枠５０の右上コー
ナー部に、第２装飾カバー部材６３および第３装飾カバー部材６４に連結される右上スピ
ーカユニット６８が配設されている。なお、左上スピーカユニット６７および右上スピー
カユニット６８は、透明なカバー部材６７ａ,６８ａに収容されている。
【００２４】
　基枠５０の下枠部５４には、図３～図５に示すように、該下枠部５４の左上隅部に、中
枠１２に設けられた前述の開口２１に表側から整合する球案内筒６９が、後方へ突出する
と共に表裏に貫通した状態に形成されている。そして、下枠部５４の前側における中央下
方に、球発射装置２３の電磁ソレノイド２３ａ(図３参照)が裏側から収容される円形の突
状部７０が、前方へ膨出するように形成されている。また、下枠部５４の中央上方に、上
球皿１４に貯留されたパチンコ球を該下枠部５４の裏側へ通出させる第１球送り口７１が
形成されている。更に、下枠部５４の中央下部に、後方へ延出すると共に表裏に開口した
筒状の球通過口７２が形成されており、前枠１３を中枠１２に閉成した際に、該中枠１２
に設けられた前述の球通路部２２の球通出口２２ａに該球通過口７２が表側から整合する
ようになっている。
【００２５】
　下枠部５４の裏側には、図３に示すように、上球皿１４に貯留されたパチンコ球を球発
射装置２３に向けて１個ずつ送り出す球送り装置２４が、第１球送り口７１を囲む部位に
取り付けられている。また、図４に示すように、下枠部５４の表側中央には、上球皿１４
に貯留されたパチンコを下球皿１５に通出案内する球排出路７３が設けられている。なお
、球排出路７３については、後で説明する。
【００２６】
(設置基材)
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　設置基材５７は、図４～図７に示すように、基枠５０の下枠部５４と略同じ外郭形状に
形成された板状部材であり、下枠部５４の裏側から複数のネジの締結により該下枠部５４
の表側に強固に固定される。設置基材５７は、中央から右部に亘って開口７５が形成され
ており、表面の上部左側に上球皿１４が取り付けられ、表面の上部右側に後述する可動操
作装置(可動装置)２００が取り付けられ、表面の下部左側(上球皿１４の下方)に下球皿１
５が取り付けられると共に、表面の下部右側に操作ハンドル１６が取り付けられる(図１)
。また、設置基材５７の表面の上下略中央には、左右に延在すると共に前方へ延出した支
持ベース部材８０が取り付けられ、可動操作装置２００や前装飾部材９０,９１,９２が取
り付けられる基台として機能するようになっている。
【００２７】
　図４～図７に示すように、設置基材５７の上部左側には、基枠５０の下枠部５４に形成
された球案内筒６９の前側開口に整合する球通出口７６が開口形成されている。また、開
口７５の上部には、基枠５０の下枠部５４に形成された第１球送り口７１に表側から整合
する第２球送り口(球送出部)７７が形成されている。第２球送り口７７は、上球皿１４に
おける球誘導路１０６の案内下流側において、該球誘導路１０６と球送り装置２４側とを
連通するよう形成されており、球送り装置２４の作動により、上球皿１４に貯留されたパ
チンコ球が１個ずつ通過して該球送り装置２４側へ移動可能な開口サイズに形成されてい
る。下球皿１５の上部には、下枠部５４に設けられた球通過口７２に前側から整合する球
導出口７４が形成されると共に、球出口７９が形成された球出口部材７８が該球導出口７
４の前側に装着され、該球出口７９の後方に連通する角筒部の後側開口が該球導出口７４
に前側から整合するように構成されている。
【００２８】
(支持ベース部材)
　支持ベース部材８０は、図６および図７に示すように、設置基材５７に固定される固定
板部８１と、該固定板部８１の下縁から前方へ延出した支持板部８２とを備えている。支
持ベース部材８０は、例えば所要厚のスチール製の金属板材を、プレス成形により所要の
外郭形状に裁断すると共に折り曲げて形成したものである。固定板部８１は、複数のネジ
挿通孔が設けられており、該ネジ挿通孔に対して前側から挿通させたネジを設置基材５７
に締結することで、支持ベース部材８０は、支持板部８２が水平前方へ延出した状態で設
置基材５７に固定される。支持板部８２は、左右方向に長い板状に形成され、左右長は設
置基材５７の左右長の１／２程度とされ、前後長は、設置基材５７と後述する第１前装飾
部材(カバー部材)９０との前後方向の離間間隔より短く設定されている。支持板部８２は
、正面右側に位置して後述する可動操作装置２００を支持する第１支持板部８２ａと、該
第１支持板部８２ａの左側に連設されて、上面に中継基板８３等が設置される第２支持板
部８２ｂとを備えている。中継基板８３は、ケース８３ａ内に収容されている。
【００２９】
(第１設置台部)
　支持板部８２の前縁には、第１前装飾部材９０における設置基材５７から前方に離間し
た部位(離間部分９０ａ)を固定する第１設置台部(第１設置部)８４が設けられている。第
１設置台部８４は、設置基材５７の表面からに離間した位置において、かつ該設置基材５
７の表裏方向と直交する方向で後述する下部スピーカボックス(構成部材)８７から外れた
位置に設けられている。第１設置台部８４は、支持ベース部材８０に一体に形成されてお
り、支持板部８２の前縁から上方へ折り曲げて上方へ延出すると共に左右に延在する板状
部分であり、ネジを挿通するネジ挿通孔８４ａが設置基材５７の表裏方向に沿う方向に貫
通形成されている。第１設置台部８４には、第１前装飾部材９０に取り付けられた第１ア
タッチメント(アタッチメント)１００(図１２、図１３参照)が固定されるようになってい
る。すなわち、支持ベース部材８０は、第１前装飾部材９０の固定用ベースとしても機能
するようになっている。
【００３０】
(第２設置台部)
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　設置基材５７の下部(開口７５の下部)は、図６～図８に示すように、第１前装飾部材９
０の離間部分９０ａを固定する第２設置台部(第１設置部)８９となっている。第２設置台
部８９は、設置基材５７の表裏方向と直交する方向で下部スピーカボックス(構成部材)８
７から下方へ外れた位置に設けられている(図８参照)。第２設置台部８９には、第１前装
飾部材９０に取り付けられた第２アタッチメント(アタッチメント)９７(図５、図８、図
１２参照)が固定されるようになっている。第２設置台部８９には、第２アタッチメント
９７を締結するためのネジ(図示せず)を挿通するネジ挿通孔８９ａが、設置基材５７の表
裏方向に沿う方向に貫通形成されている。
【００３１】
(ガイド部材)
　図６～図９に示すように、設置基材５７には、該設置基材５７の表裏方向(実施例では
前後方向)で第１設置部８４と一致する位置に、該設置基材５７の表裏方向へ貫通すると
共に、該第１設置部８４に対してアタッチメント１００の第１取付部１０１を固定する固
定手段としてのネジが挿通可能な貫通口８５が開設されている。そして、支持ベース部材
８０の支持板部８２には、貫通口８５の表側開口と第１設置部８４の裏側との間に、該設
置基材５７の裏側から貫通口８５に挿通したネジを該第１設置部８４に向け案内可能なガ
イド部材(ガイド部)８６が設けられている。ガイド部材８６は、設置基材５７の前面から
第１設置部８４の後面まで延在する長さの半樋形状の長尺部材で、長手方向が前後となる
向きで支持板部８２の上面に固定されている。ガイド部材８６は、樹脂製または金属製の
部材であって、半樋形状をなすことで長手方向での撓み変形が発現し難くなっている。
【００３２】
(下部スピーカボックス)
　図４、図５および図８に示すように、前枠１３の基枠５０には、設置基材５７に設けた
開口７５に挿通した状態で該設置基材５７の前側に突出し、前面にスピーカ８８が配設さ
れた下部スピーカボックス(構成部材)８７が配設されている。この下部スピーカボックス
８７は、前述した支持ベース部材８０の支持板部８２の直下に位置すると共に、下球皿１
５の右側に位置している。
【００３３】
　設置基材５７の表側には、図１、図４および図５に示すように、上球皿１４、下球皿１
５および支持ベース部材８０の前側に、複数の前装飾部材が取り付けられる。実施例では
、５つに分割した前装飾部材(第１～第５前装飾部材９０,９１,９２,９３,９４)が、設置
基材５７の表側(実施例では前側)に取り付けられている。第１前装飾部材９０は、設置基
材５７の左側上部から該設置基材５７の前部中央に亘ると共に、左から右に行くにつれて
設置基材５７の表面から離間するよう湾曲した部材であり、上球皿１４および下部スピー
カボックス８７を前側から覆い得るようになっている。なお、第１前装飾部材９０の右部
分である離間部分９０ａには、スピーカ８８に整合した音透過口９０ｂが形成されている
。第２前装飾部材９１は、設置基材５７の右側縁部から該設置基材５７の前部中央に亘る
と共に左端が第１前装飾部材９０に整合するようになっており、上部が上方へ球面状に膨
出すると共に、前面下部は操作ハンドル１６との干渉を回避するために後方へ凹んでいる
。第２前装飾部材９１の上部には、可動操作装置２００を上方へ露出する第１開口９１ａ
が形成されると共に、該第２前装飾部材９１の前面下部に設けた凹部には、操作ハンドル
１６が挿通する第２開口９１ｂが形成されている。
【００３４】
　第３前装飾部材９２は、上球皿１４の右部上側に配設され、前端が第１前装飾部材９０
の上端に連結すると共に、右端が第２前装飾部材９１の左端に連結するようになっており
、操作手段としてのスイッチユニット１４０を配設するための設置部９２ｃが形成されて
いる。第４前装飾部材９３は、設置基材５７の左部において第１前装飾部材９０の下方に
配設され、前方へ球面状に膨出した形状をなしている。第５前装飾部材９４は、設置基材
５７の左側下部から該設置基材５７の前部中央に亘ると共に、左から右に行くにつれて設
置基材５７の前面から前方へ離間するよう湾曲した部材であり、下球皿１５を前側から覆
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い得るようになっている。なお、第１～第５前装飾部材９０,９１,９２,９３,９４は、外
面が所要に意匠形状に形成され、所要の意匠部材が配設されている。
【００３５】
(第１前装飾部材の取付け構造について)
　第１前装飾部材９０は、図１、図２、図４および図５に示すように、左から右に行くに
つれて設置基材５７の表面から前方へ離間するよう湾曲した部材であり、該設置基材５７
の表側から離間する離間部分９０ａを有している。第１前装飾部材９０の離間部分９０ａ
における裏側には、図１２に示すように、該第１前装飾部材９０を設置基材５７に支持す
るために用いられる第１設置ボス(第２設置部)９５および第２設置ボス(第２設置部)９６
が設けられている。第１設置ボス９５および第２設置ボス９６は、第１前装飾部材９０の
離間部分９０ａを設置基材５７に対して安定的に支持するうえで適した位置および数が設
けられる。ここで、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａが下部スピーカボックス８７の
前方に位置しており、該離間部分９０ａの裏面に設けられる第１設置ボス９５および第２
設置ボス９６は、設置基材５７の表裏方向で該下部スピーカボックス８７と重なる位置に
設けられるものもある。このため、第１前装飾部材９０に設けられた第１設置ボス９５お
よび第２設置ボス９６は、設置基材５７の表裏方向と直交する方向で、前述した第１設置
台部８４および第２設置台部８９から外れた位置に設けられ、該第１設置ボス９５および
第２設置ボス９６を基枠５０側の第１設置台部８４または第２設置台部８９に直接固定す
ることが不可能である。
【００３６】
　実施例では、図８および図９に示すように、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏
面上部に設けられた２つの第１設置ボス９５,９５において、左側の第１設置ボス９５は
、設置基材５７の表裏方向において第１設置台部８４より左方に位置すると共に、右の第
１設置ボス９５は、該表裏方向において第１設置台部８４より右下方に位置している。ま
た、図１２に示すように、右側の第１設置ボス９５は、左側の第１設置ボス９５より前方
に位置している(図１２では、後方右斜め上方から見ているため、右側の第２設置部９５
の方が上にあるように見える)。従って、第１設置台部８４と第１設置ボス９５とを連結
する第１アタッチメント(アタッチメント)１００を備え、該第１アタッチメント１００を
利用して第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの上部を設置基材５７に対して支持するよ
う構成されている。
【００３７】
　また、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏面下部に設けられた２つの第２設置ボ
ス９６,９６において、左側の第２設置ボス９６は、設置基材５７の表裏方向において第
２設置台部８９より前方左側に位置すると共に、右の第２設置ボス９６は、該表裏方向に
おいて第２設置台部８９より前方右側に位置している。従って、図５および図１２に示す
ように、第２設置台部８９と第２設置ボス９６とを連結する第２アタッチメント(アタッ
チメント)９７を備え、該第２アタッチメント９７を利用して第１前装飾部材９０の離間
部分９０ａの下部を設置基材５７に対して支持するよう構成されている。
【００３８】
(第１設置ボス)
　第２設置部としての第１設置ボス９５は、図１２に示すように、第１前装飾部材９０の
離間部分９０ａの裏面から、設置基材５７に向けて延出した丸ボス形状をなしている。そ
して第１設置ボス９５は、延出端に、第１アタッチメント１００を固定するネジを締結す
るためのネジ締結孔９５ａが形成されている。また、第１設置ボス９５は、外周面に補強
リブ９５ｂが複数設けられており、延出端側が変位するような変形が規制されるようにな
っている。
【００３９】
(第２設置ボス)
　第２設置部としての第２設置ボス９６は、図１２に示すように、第１設置ボス９５と基
本的形状は同じであり、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏面から、設置基材５７
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に向けて延出した丸ボス形状をなしている。そして第２設置ボス９６は、延出端に、第２
アタッチメント９７を固定するネジを締結するためのネジ締結孔(図示せず)が形成されて
いる。
【００４０】
(第１アタッチメント)
　第１アタッチメント１００は、図８～図１１に示すように、第１設置台部８４に対向し
て連結される第１取付部１０１と、第１設置ボス９５に対向して連結される第２取付部１
０２とを有し、第１取付部１０１および第２取付部１０２が一体に形成された部材である
。従って、第２取付部１０２を第１前装飾部材９０の第１設置ボス９５に固定すると共に
、第１取付部１０１を支持ベース部材８０の第１設置台部８４に固定することで、第１前
装飾部材９０の離間部分９０ａの上部が、基枠５０の設置基材５７に固定した支持ベース
部材８０を介して該設置基材５７に支持されるようになっている。
【００４１】
　実施例の第１アタッチメント１００は、図１０および図１１に示すように、第１前装飾
部材９０の離間部分９０ａの裏側に設けた複数(実施例では２つ)の第１設置ボス９５,９
５に個別に対応する２つの第２取付部１０２,１０２が設けられ、両第１設置ボス９５,９
５に跨がって固定されるよう構成されている。これにより、第１アタッチメント１００は
、第１前装飾部材９０に対して２箇所の第１設置ボス９５,９５で連結されると共に、支
持ベース部材８０に対して１つの第１設置台部８４で連結され、第２設置部９５の設定数
より少ない数の取付け箇所で基枠５０の設置基材５７に固定することを可能とする。
【００４２】
(第１取付部)
　第１取付部１０１は、図８～図１１に示すように、第１アタッチメント１００を第１前
装飾部材９０に取り付けた状態において、設置基材５７の表裏方向に延出するボス状をな
し、その延出端には、第１設置台部８４のネジ挿通孔８４ａに挿通したネジが締結される
ネジ締結孔１０１ａが形成されている。
【００４３】
(第２取付部)
　第１設置ボス９５,９５は、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏側形状に基づき
、上下、左右および前後の各方向にずらして形成されている(図９、図１２)。これにより
第１アタッチメント１００は、図１０および図１１に示すように、各第２取付部１０２,
１０２が、対応する第１設置ボス９５,９５に合わせて、上下、左右および前後にずらし
て段状に形成されている。また、各第２取付部１０２,１０２は、対応する第１設置ボス
９５の延出端に形成されたネジ締結孔９５ａに締結するネジが挿通するネジ挿通孔１０２
ａが形成されると共に、対応する第１設置ボス９５,９５側へ延出した外周リブ１０２ｂ
を備えている。これにより、丸ボス状をなす第１設置ボス９５は、その延出端部が第２取
付部１０２に突入して嵌合するよう構成されている。従って、各第２取付部１０２,１０
２を各第１設置ボス９５,９５に対してネジにより固定することで、第１前装飾部材９０
に対して第１アタッチメント１００が適切な姿勢で保持されると共に安定的に取り付けら
れる。ここで、第１取付部１０１が取り付けられる第１設置台部８４の面積は、第２取付
部１０２,１０２が取り付けられる２つの第１設置ボス９５,９５における突出端の合計面
積より小さくなっている。
【００４４】
(第１取付部と第２取付部との位置関係)
　複数の第１設置ボス９５に夫々対応した複数の第２取付部１０２が設けられた第１アタ
ッチメント１００では、該第２取付部１０２により少ない数に設けられた第１取付部１０
１が、設置基材５７の表裏方向(第１取付部１０１と第１設置台部８４との固定方向)にお
いて、互いに隣接する第２取付部１０２,１０２で挟まれた領域または囲まれた領域と重
なる位置に設けられている。すなわち、図１１(ｂ)および図１１(ｃ)に示すように、１つ
の第１取付部１０１および２つの第２取付部１０２,１０２を備えた実施例の第１アタッ
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チメント１００では、設置基材５７の表裏方向において、両第２取付部１０２,１０２で
挟まれた領域に第１取付部１０１が位置するよう構成されている。換言すると、設置基材
５７の表裏方向と直交する方向において、一方の第２取付部１０２と第１取付部１０１と
の間隔は、該一方の第２取付部１０２と他方の第２取付部１０２との間隔より小さく、他
方の第２取付部１０２と第１取付部１０１との間隔は、該他方の第２取付部１０２と一方
の第２取付部１０２との間隔より小さくなっている。これにより、第１取付部１０１と第
１設置台部８４とを連結した場合には、各第２取付部１０２,１０２に夫々固定された各
第１設置ボス９５,９５が第１設置台部８４で支持されるようになり、第１前装飾部材９
０の離間部分９０ａの上部を基枠５０に対して安定的に支持することが可能である。
【００４５】
(第２アタッチメント)
　第２アタッチメント９７は、図１２に示すように、第２設置台部８９に対向して連結さ
れる第３取付部(第１取付部)９８と、第２設置ボス９６に対向して連結される第４取付部
(第２取付部)９９とを有し、第３取付部９８および第４取付部９９が一体に形成されてい
る。従って、第４取付部９９を第１前装飾部材９０の第２設置ボス９６に固定すると共に
、第３取付部９８を設置基材５７の第２設置台部８９に固定することで、第１前装飾部材
９０の離間部分９０ａの下部が、基枠５０の設置基材５７に支持されるようになっている
。実施例の第２アタッチメント９７は、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏側に左
右に離間して設けた複数(実施例では２つ)の第２設置ボス９６,９６に個別に対応する２
つの第４取付部９９,９９を備え、両第２設置ボス９６,９６に固定されるよう構成されて
いる。
【００４６】
(第３取付部および第４取付部)
　第３取付部９８は、図１２に示すように、第２アタッチメント９７を第１前装飾部材９
０に取り付けた状態において、設置基材５７側へ延出すると共に左右に幅広の矩形板状を
なし、その後端面に、第２設置台部８９のネジ挿通孔８９ａに挿通したネジが締結される
ネジ締結孔９８ａが形成されている。第４取付部９９,９９は、第２アタッチメント９７
の後部から左方および右方へ延出したフランジ状をなし、対応する第２設置ボス９６,９
６に締結するネジが挿通されるネジ挿通孔９９ａが形成されている。従って、各第４取付
部９９,９９を各第２設置ボス９６,９６に対してネジにより固定することで、第１前装飾
部材９０に対して第２アタッチメント９７が適切な姿勢で保持されると共に安定的に取り
付けられる。ここで、第２設置台部８９は、左右中央が下方へ凹んでおり(図１３参照)、
第３取付部９８が取り付けられる該第２設置台部８９の面積は、第４取付部９９,９９が
取り付けられる２つの第２設置ボス９６,９６における突出端の合計面積より小さくなっ
ている。なお、第２アタッチメント９７は、図８に示すように、下部スピーカボックス８
７の下方に位置して、該下部スピーカボックス８７を支持可能となっている。
【００４７】
(上球皿)
　上球皿１４は、図１、図４および図５に示すように、前方へ弧状に突出すると共に上方
および後方へ開口し、多数個のパチンコ球を貯留し得る球貯留部１０５と、該球貯留部１
０５の右方に連設されて第２球送り口７７まで延在し、パチンコ球を左右１列に整列させ
ながら該第２球送り口７７に向けて案内する球誘導路１０６とを備えている。上球皿１４
は、球案内筒６９の下方に位置する左部から第２球送り口７７に向けて右下がりでかつ後
方へ傾斜するように形成されており、球貯留部１０５に貯留されたパチンコ球が球誘導路
１０６に向けて自然に移動するよう構成されている。上球皿１４は、後端縁を設置基材５
７の表面における前記球案内筒６９の左方から下方を介して右方に当接させた状態で、前
側から複数のネジを設置基材５７に締結することで該設置基材５７に強固に固定され、球
貯留部１０５および球誘導路１０６に貯留されたパチンコ球の重量を支え得るようになっ
ている(図６、図７参照)。また、球貯留部１０５から球誘導路１０６に亘る底部における
設置基材５７の前面側に、導電性を有してアース側に接続された細長い金属板１０７が配
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設されている。これにより、球貯留部１０５から球誘導路１０６へ誘導されるパチンコ球
が金属板１０７に接触することで、該パチンコ球に帯電した静電気を該金属板１０７を介
して除去し得るよう構成されている。
【００４８】
(球誘導路)
　球誘導路１０６は、図１４および図１５に示すように、上球皿１４の球貯留部１０５に
広がると共に重なった状態で貯留されているパチンコ球を、左右方向へ１列に並べて案内
するよう傾斜して形成されている。球誘導路１０６は、図１７および図１８に示すように
、上球皿１４に設けられて、該球誘導路１０６の上壁および右壁をなす第１区画壁１０８
と、上球皿１４に設けられて、該球誘導路１０６の前壁をなす第２区画壁１０９と、前述
した設置基材５７とにより画成されている。第１区画壁１０８は、球誘導路１０６の上壁
をなす部分が、該球誘導路１０６の案内下流側にいくにつれて下方へ傾斜しており、上球
皿１４内において重なっているパチンコ球を、上下１段に均すようになっている。
【００４９】
　球誘導路１０６の案内下流側には、球抜き口(球通出部)１１０が設けられている。実施
例では、球誘導路１０６の案内下流側における底部に、球抜き口１１０が開口して形成さ
れている。そして、球抜き口１１０は、球誘導路１０６の球整列方向である左右方向に１
列に並んで案内された複数のパチンコ球が、並んだ状態で通過可能な大きさに形成されて
いる。実施例の球抜き口１１０は、左右方向が長手となる長方形の開口形状とされ、左右
開口幅がパチンコ球の直径の２倍以上で、かつ前後開口幅がパチンコ球の直径以上に設定
されており、２個のパチンコ球が並んで通過可能となっている。そして、球抜き口１１０
は、球抜きユニット１１５におけるシャッター部(球抜き部材)１２０により開閉されるよ
うになっている。
【００５０】
(球送り口)
　前述した第２球送り口(球送出部)７７は、図１７(ａ)および図１７(ｂ)に示すように、
球誘導路１０６の最下流部において、該球誘導路１０６の後側に開口している。従って、
球誘導路１０６を移動したパチンコ球は、該球誘導路１０６の最下流部において後方へ変
向して第２球送り口７７および該第２球送り口７７に整合する第１球送り口７１を通過し
て、球送り装置２４の球送り部に通出するようになっている。
【００５１】
(誘導片)
　球誘導路１０６の最下流部には、図１４、図１７および図１８(ａ)に示すように、第２
球送り口７７に対向して誘導片１１１が設けられている。誘導片１１１は、球誘導路１０
６の最下流部において、該球誘導路１０６を画成する第１区画壁１０８および第２区画壁
１０９により形成される前側隅部に、後方へ突出するよう設けられている。また、誘導片
１１１は、球誘導路１０６の下流側に向かうにつれて、第２区画壁１０９から後方への突
出量が大きくなると共に、突出端は、平面視においてパチンコ球の外形形状に合わせて凹
円弧状に形成されている。これにより、誘導片１１１は、シャッタ部１２０上に並ぶ複数
(実施例では２個)のパチンコ球のうち、球誘導路１０６の最下流部にある１個のパチンコ
球を、第２球送り口７７側へ変向させて案内可能となっている。
【００５２】
(球抜きユニット)
　上球皿１４における球誘導路１０６の右部には、図５、図６および図１８に示すように
、該上球皿１４の球貯留部１０５に貯留されたパチンコ球を下球皿１５へ通出可能とする
球抜きユニット１１５を取り付けるための設置ベース部１１２が設けられている。球抜き
ユニット１１５は、操作部材１１６と、該操作部材１１６の操作によりスライド移動する
スライド部材１１７とを備えている。操作部材１１６は、上球皿１４の前側に取り付けら
れた支持部材１１８と設置ベース部１１２との間に配設されて、支軸１１６ａにより該支
持部材１１８および設置ベース部１１２に回転可能に支持され、上球皿１４から上方へ突
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出した操作部１１６ｂと、該操作部１１６ｂから下方へ延出したレバー部１１６ｃとを備
えている。操作部材１１６は、前後に軸線が延在する支軸１１６ａを中心として、非操作
位置(図１６(ａ))および該非操作位置から正面視において右回転した操作位置(図１６(ｂ
))との間で回転可能に配設されている。
【００５３】
　スライド部材１１７は、図５、図６および図１８に示すように、支持部材１１８および
設置ベース部１１２に設けられたガイド部１１９,１１９に対し左右方向へのスライド移
動が可能に配設され、後方へ延出して球抜き口１１０の下方に臨むシャッタ部(球抜き部
材)１２０を備えている。シャッタ部１２０は、球抜き口１１０の開口サイズ以上の平板
状に形成されて、複数個(実施例では２個)のパチンコ球が左右に並んだ状態で載置可能と
なっている。スライド部材１１７は、その右端が操作部材１１６のレバー部１１６ｃと係
合可能となっており、シャッタ部１２０が球抜き口１１０に位置して該球抜き口１１０を
塞いだ規制位置(図１６(ａ)、図１７(ａ))と、規制位置から左方へ移動して、シャッタ部
１２０が球抜き口１１０から左方へ退避することで該球抜き口１１０を開放した開放位置
(図１６(ｂ)、図１７(ｂ))とにスライド可能となっている。設置ベース部１１２には、横
長に形成されてシャッタ部１２０が前側から差し込まれる操作口１２１が形成されている
(図１４、図１８(ｂ)参照)。この操作口１２１は、スライド部材１１７のスライド移動に
伴うシャッタ部１２０の左右移動を許容する大きさに形成されている。
【００５４】
　球抜き口１１０を閉じた状態で球誘導路１０６の底部を構成するシャッタ部１２０の上
面は、図１４、図１７および図１８(ａ)に示すように、球誘導路１０６の最下流部に向け
て下方傾斜すると共に後方へ下方傾斜している。そして、シャッタ部１２０の上面は、球
誘導路１０６の後側において前後に開口した第２球送り口７７の前側で最も低くなってい
る。これにより、シャッタ部１２０の上面に載置されたパチンコ球を、球誘導路１０６の
最下流部に移動して第２球送り口７７に向けて案内し易くなっている。
【００５５】
　球抜きユニット１１５は、図１６および図１８に示すように、スライド部材１１７と支
持部材１１８との間に、付勢手段としての引張りコイルバネ１２２が架設されており、該
引張りコイルバネ１２２の付勢力により、スライド部材１１７は、規制位置側へ弾力的に
付勢されると共に該規制位置に保持されるようになっている。すなわち、球抜きユニット
１１５は、操作部材１１６の非操作時には、引張りコイルバネ１２２の付勢によりスライ
ド部材１１７が規制位置に移動し、該スライド部材１１７に係合した操作部材１１６が非
操作位置に保持される(図１６(ａ)参照)。従って、球抜きユニット１１５の非操作時では
、シャッタ部１２０が球抜き口１１０に位置して該球抜き口１１０を塞ぐことで、上球皿
１４の球誘導路１０６にあるパチンコ球は、第２球送り口７７を介して球送り装置２４側
へ案内するようになっている。
【００５６】
　一方、球抜きユニット１１５は、操作部材１１６の操作部１１６ｂを引張りコイルバネ
１２２の付勢力に抗して上方から押すと、当該操作部材１１６が非操作位置から操作位置
に向け回転すると共に、操作部材１１６のレバー部１１６ｃに押されたスライド部材１１
７が規制位置から開放位置へスライドする(図１６(ｂ))。従って、球抜きユニット１１５
の操作時では、シャッタ部１２０が球抜き口１１０の下方から左方へ退避して該球抜き口
１１０が開放されることで、上球皿１４の球誘導路１０６に整列しているパチンコ球が、
該球抜き口１１０から下方へ落下して球排出路７３へ取り込まれることを許容する。
【００５７】
(球排出路)
　球排出路７３は、図１４に示すように、球誘導路１０６に形成された球抜き口１１０の
下方から前述した球出口部材７８の角筒部右壁に形成された開口７８ａに亘って延在する
ように形成され、球抜き口１１０から通出されたパチンコ球を受け入れて下球皿１５へ排
出可能に構成されている。球排出路７３は、後方へ開口すると共に屈曲した半樋状に形成
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された球排出路部材１２５を基枠５０の下枠部５４の前側に取り付けることで、設置基材
５７および下枠部５４の間に位置する球排出路部材１２５および該下枠部５４とで画成さ
れている。球排出路７３は、球抜きユニット６０のシャッタ部１２０を挟んで球抜き口１
１０の下方に位置する球取込み口１２６と、球出口部材７８の開口７８ａに整合する球排
出口１２７とを備えている。そして、球排出路７３は、後側から見て逆Ｌ字形に延在する
ように形成されており、球取込み口１２６から下方向へ延在する縦排出路部７３ａと、該
縦排出路部７３ａの下部から球排出口１２７に向けて左方向へ延在する横排出路部７３ｂ
とから構成されている。
【００５８】
　球排出路７３の球取込み口１２６は、図１４、図１５および図１７に示すように、球抜
き口１１０を通過した複数個のパチンコ球が並んだ状態で通過可能な幅に形成されている
。実施例では、球取込み口１２６が、球抜き口１１０の開口形状と同じく左右方向が長手
となる長方形の開口形状とされ、左右開口幅がパチンコ球の直径の２倍以上で、かつ前後
開口幅がパチンコ球の直径以上に設定されており、並んだ２個のパチンコ球を取り込み可
能となっている。また、球排出路７３は、パチンコ球の通過方向と直交する方向(下枠部
５４の表面方向と平行な方向)の通路幅が、パチンコ球の直径の２倍以上に設定されてい
る。すなわち、球排出路７３は、縦排出路部７３ａにおける左右幅がパチンコ球の直径の
２倍以上であり、横排出路部７３ｂの上下幅もパチンコ球の直径の２倍以上となっており
、２個のパチンコ球が並んだ状態で球排出口１２７まで移動可能となっている。従って実
施例では、球抜きユニット１１５による球抜き操作により、シャッタ部１２０が球抜き口
１１０から退避すると、該球抜き口１１０を並んだ状態で通過した２個のパチンコ球が、
並んだ状態で球排出路７３内を球排出口１２７まで移動可能に構成されており、上球皿１
４に貯留されていたパチンコ球を、迅速かつ短時間に下球皿１５へ抜き出すことが可能と
なっている。
【００５９】
(下球皿)
　下球皿１５は、図１３に示すように、前方へ突出すると共に上方および後方へ開口して
多数個の遊技球を貯留し得る球貯留部１３０を備えている。下球皿１５は、球貯留部１３
０が球出口部材７８の球出口７９の下方に位置するように設置基材５７に固定され、球通
出部２２を介して球払出し部側から通出されたパチンコ球や、球排出路７３を介して上球
皿１４から排出されたパチンコ球を、該球貯留部１３０内に一時的に貯留し得るようにな
っている。なお、下球皿１５の底部には、球取出し口１３１が形成されると共に、該球取
出し口１３１を開閉可能なシャッタ部材１３２が配設され、該シャッタ部材１３２を開放
操作することで、球貯留部１３０内に貯留されたパチンコ球を、球取出し口１３１を介し
てパチンコ機１０の前側下方へ取り出し得るようになっている。
【００６０】
(スイッチユニット)
　次に、図１および図２に示すように、上球皿１４の右前(前枠１３の左右略中央)に配設
された第３前装飾部材９２に取り付けられ、遊技者が操作可能な操作手段としてのスイッ
チユニット１４０について説明する。このスイッチユニット１４０は、図柄表示装置４５
の表示部４５ａにおいて表示される指示に基づいて操作したり、遊技条件や遊技内容等を
選択するために使用されるものである。スイッチユニット１４０は、図２、図１９～図２
２に示すように、第３前装飾部材９２から機体の外側に臨み、遊技者により操作される操
作部１４１と、操作部１４１の下方に配設された基板１４２と、基板１４２と操作部１４
１との間に配設され、該基板１４２より大きく形成されて基板１４２を操作部１４１側か
ら被覆するカバー部材１４３とを備えている。そして、スイッチユニット１４０は、収容
空間１４５が内部に画成された筒状の本体１４４と、該本体１４４の下部に配設された底
蓋１４６とを備えており、操作部１４１、基板１４２およびカバー部材１４３が該本体１
４４に配設され、単一装置としてユニット化されている。
【００６１】
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(本体)
　本体１４４は、図１９～図２２、図２５および図２６に示すように、下方に開口した円
筒部材であり、円筒状をなす外壁部１４７と、該外壁部１４７の上縁に連設された上壁部
１４８とを備えており、上壁部１４８には、操作部１４１が配設される上部開口１４９が
開設されている。スイッチユニット１４０は、複数(実施例では４つ)の操作部１４１を備
えており、上壁部１４８には、夫々の操作部１４１に対応した４つの上部開口１４９が開
設されている。各上部開口１４９は、円形をなす上壁部１４８の中心を中心とした円の周
方向へ等間隔に設けられ、かつ略円弧形状に開口形成されている。また、外壁部１４７の
下部には、底蓋１４６に形成された凸部１４６ａとの干渉を回避する切り欠き１５０が形
成されていると共に、該底蓋１４６に形成された取り付け片１７７,１７７の係止部１７
７ａ,１７７ａが係止する係止孔１５１,１５１が形成されている。また、外壁部１４７の
切り欠き１５０における周方向の両縁部には、周方向へ延出して対向する一対の係止片１
５２,１５２が設けられている。各係止片１５２,１５２は、延出端側が本体１４４の径方
向へ変位するよう弾性変形が可能になっていると共に、該延出端の外側には、径方向外方
へ突出する係止部１５２ａを備えている。各係止片１５２,１５２は、第３前装飾部材９
２に設けられた係止突部(図止せず)に夫々係止可能となっており、各係止片１５２,１５
２の係止部１５２ａが係止突部に弾力的に係止することで、本体１４４が第３前装飾部材
９２に係止されるようになっている(図１５、図１３参照)。
【００６２】
　本体１４４の内部は、図２１、図２２、図２５および図２６に示すように、該本体１４
４の軸方向における中途に区画壁１５３が設けられ、該区画壁１５３から上側が各操作部
１４１の配設領域とされ、該区画壁１５３から下側が、カバー部材１４３、基板１４２お
よび底蓋１４６の配設領域とされている。区画壁１５３には、各操作部１４１に設けられ
た操作棒部１６１が挿通可能な支持口１５４と、各操作部１４１に設けられた抜け止め片
１６２,１６２が挿通可能な係止口１５５とが形成されている。また、区画壁１５３と上
壁部１４８とは、各操作部１４１で囲まれた円筒部１５６により連結されている。
【００６３】
(操作部)
　実施例のスイッチユニット１４０は、前述したように、４つの操作部１４１を備えてお
り、各操作部１４１は同一形状に構成されている。各操作部１４１は、図２１、図２２、
図２５および図２６に示すように、円弧形状をなして指先により押圧可能なブロック状を
なす押圧部１６０と、押圧部１６０の底部から下方へ延出した操作棒部１６１と、該押圧
部１６０の対向する側部から下方へ延出した一対の抜け止め片１６２,１６２とを備えて
いる。押圧部１６０は、その外周形状が、本体１４４に設けられた上部開口１４９の開口
形状より僅かに小さい形状に形成され、該上部開口１４９に対して僅かな隙間が画成され
た遊嵌状態で、該本体１４４の上下方向へ移動可能に配設される(図１９参照)。操作棒部
１６１は、本体１４４の区画壁１５３に開設された前述の支持口１５４に挿通されると共
に、該区画壁１５３から下方へ突出するようになっている(図２５参照)。また、各抜け止
め片１６２,１６２は、先端に外方へ突出した係止部１６２ａが設けられると共に、先端
側が、対向する抜け止め片１６２に近接する方向へ変位するように弾性変形が可能となっ
ている。
【００６４】
　このような操作部１４１は、上部開口１４９を介して、操作棒部１６１を支持口１５４
に差し込むと共に、各抜け止め片１６２,１６２を各係止口１５５,１５５に差し込んで下
方へ押すことで、各抜け止め片１６２,１６２の係止部１６２ａ,１６２ａが係止口１５５
,１５５を抜け出て該係止口１５５,１５５の下開口縁に係止し、本体１４４に抜け止めさ
れた状態で配設される。そして、操作部１４１は、各抜け止め片１６２,１６２の係止部
１６２ａが係止口１５５の下開口縁に係止した状態(図２６参照)が初期位置であり、この
初期位置においては、押圧部１６０の底部と区画壁１５３の上面との間に隙間が画成され
ている(図２５の右側の操作部１４１の状態)。一方、操作部１４１は、初期位置において
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押圧部１６０を下方へ押すと、押圧部１６０の底部に設けられた突起１６０ａ(図２２参
照)が区画壁１５３の上面に当接するまで下方へ移動が許容され(図２５の左側の操作部１
４１の状態)、該操作棒部１６１が基板１４２に設けられたスイッチ１６５のボタン１６
５ａを押圧する操作位置となる。
【００６５】
(基板)
　基板１４２は、図２１、図２２および図２５に示すように、略円形をなし、所要の配線
がプリントされている。基板１４２の表面には、プリント配線に電気的に接続されたスイ
ッチ１６５が配設されると共に、該基板１４２の裏面には、該プリント配線に電気的に接
続されたコネクタ部材１６６が配設されている。スイッチ１６５は、各操作部１４１に対
応するよう４個が周方向へ等間隔に設けられており、各スイッチ１６５は、矩形状をなす
スイッチ本体の上面中央に、プッシュＯＮタイプのボタン１６５ａを備えている。すなわ
ち、各スイッチ１６５は、スイッチ本体内に配設した付勢手段の付勢力によりボタン１６
５ａがスイッチ本体から突出した状態がＯＦＦ状態であり、ボタン１６５ａが押されて下
方へ移動した状態がＯＮ状態となる。各スイッチ１６５は、基板１４２の表面において、
対応する操作部１４１の操作棒部１６１の先端とボタン１６５ａとが上下方向で対向する
位置に設けられている。そして、各スイッチ１６５は、カバー部材１４３の復元力により
操作部１４１が初期位置において、ボタン１６５ａが上方へ突出したＯＦＦ状態となり、
該操作部１４１が操作位置に移動すると、該操作部１４１の操作棒部１６１がボタン１６
５ａを上方から押し下げてＯＮ状態となるようになっている。すなわち、各スイッチ１６
５は、対応する操作部１４１の非押圧時にはＯＦＦ状態に維持され、対応する操作部１４
１の押圧時にＯＮ状態となる。なお、スイッチ１６５は、プッシュＯＦＦタイプのものも
採用可能である。
【００６６】
　基板１４２の外縁部には、図２１～図２３に示すように、直線状に切り欠かれた平坦部
１６７が形成されている。平坦部１６７は、基板１４２の中心を挟んで対向する２箇所に
、互いに平行に延在するように形成されている。各平坦部１６７,１６７は、本体１４４
の内壁において対向する位置に設けられた平坦壁部１５７,１５７に整合するようになっ
ており、各平坦部１６７,１６７が各平坦壁部１５７,１５７と整合した向きが、本体１４
４に対する基板１４２の周方向での適正位置となっている(図２２参照)。すなわち、基板
１４２は、各平坦部１６７,１６７を各平坦壁部１５７,１５７に整合させて本体１４４の
収容空間１４５へ収容することで、各スイッチ１６５のボタン１６５ａが各操作部１４１
の操作棒部１６１と対向するようになっている。
【００６７】
　また、基板１４２の外縁部には、図２１～図２３に示すように、切り欠き１６８が形成
されている。基板１４２は、その外縁部に周方向へ等間隔に離間して複数(実施例では４
つ)の切り欠き１６８が形成されている。各切り欠き１６８は、外縁部から凹んでおり、
該外縁部に開口すると共に、基板１４２の表面および裏面に開口している。各切り欠き１
６８は、カバー部材１４３に設けられた後述する排水部１７３に整合する位置に設けられ
ている。なお、切り欠き１６８の位置は、基板１４２の表面に配設されたスイッチ１６５
に対して周方向へずれた位置、すなわち周方向へ隣接するスイッチ１６５,１６５の間に
位置している。また、基板１４２には、スイッチ１６５から外れた位置に、該基板１４２
の表裏方向に貫通した位置決め孔１６９が、複数(実施例では２つ)形成されており(図２
１～図２３参照)、カバー部材１４３に形成された位置決め突部１７４,１７４が各位置決
め孔１６９,１６９に嵌合するようになっている。
【００６８】
(カバー部材)
　カバー部材１４３は、図２１～図２３に示すように、基板１４２の外形サイズより一回
り大きいサイズに形成されて、該基板１４２を各操作部１４１側から被覆し得るようにな
っている。カバー部材１４３は、基板１４２の外縁より一回り大きい近似形状に形成され
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た上面カバー部(上面)１７０と、該上面カバー部１７０の外縁から下方へ延出すると共に
、該上面カバー部１７０の外縁全周に亘って延在する外周カバー部１７１とを備えており
、外周カバー部１７１で囲まれた上面カバー部１７０の下側領域に基板１４２が収容され
得るようになっている。カバー部材１４３は、シリコーンゴムやウレタンゴム等を材質と
する成形部材であり、弾力性および柔軟性を有していると共に、外力の付与により変形し
た状態で該外力の付与が解除されると元の形状へ復元する復元力を有している。また、カ
バー部材１４３は、絶縁性を有して電気を通し難く、かつ液体の浸透性を有していない。
【００６９】
　カバー部材１４３は、図２１～図２４に示すように、操作部１４１側となる上面カバー
部１７０が、上下方向に凹凸となる形状をなしている。基板１４２の表面に配設された４
つのスイッチ１６５により該基板１４２の表側が凹凸となっていることで、カバー部材１
４３の上面カバー部１７０は、表裏が凹凸をなして各スイッチ１６５に対応する部分が上
方へ膨出している。すなわち、上面カバー部１７０には、厚みが全体的に同じであり、周
方向へ離間した４つの凸部１７２ａが形成されており、各凸部１７２ａの下側凹部に各ス
イッチ１６５が収容されるようになっている。凸部１７２ａは、操作部１４１の押圧部１
６０の非押圧時には、カバー部材１４３が有する復元力により該操作部１４１を初期位置
に保持させ得ると共に、該操作部１４１の押圧部１６０の押圧時には、該操作部１４１の
操作位置への移動が可能に弾性変形する(図２５参照)。
【００７０】
(排水部)
　カバー部材１４３には、図２１～図２４および図２６に示すように、該カバー部材１４
３上に流下した液体を、基板１４２から外れた位置より下方へ案内する排水部１７３が設
けられている。実施例のスイッチユニット１４０は、本体１４４の上壁部１４８が第３前
装飾部材９２から外方へ露出した状態で該第３前装飾部材９２に配設されると共に、各操
作部１４１と上部開口１４９との間に、該操作部１４１の移動が許容されるように隙間が
画成されている。このため、スイッチユニット１４０の上壁部１４８に飲料水や水等の液
体が零れた場合に、該液体が操作部１４１と上部開口１４９との隙間から本体１４４の収
容空間１４５内へ侵入してしまう。そこで、実施例のスイッチユニット１４０では、カバ
ー部材１４３の上面カバー部１７０に滴下した液体を、排水部１７３を介して基板１４２
の下方へ案内することで、該上面カバー部１７０に液体が滞留することを防止するように
なっている。
【００７１】
　排水部１７３は、図２１～図２４および図２６に示すように、上面カバー部１７０にお
いて、凸部１７２ａの間に位置して該凸部１７２ａより低い凹部１７２ｂに設けられてい
る。すなわち、排水部１７３は、上面カバー部１７０における外周カバー部１７１に臨む
凹部１７２ｂに設けられている。そして、排水部１７３は、カバー部材１４３の凹部１７
２ｂにおいて、外縁から凹むと共に該カバー部材１４３の上下に開口する溝状に形成され
ている。ここで、カバー部材１４３の上面カバー部１７０には、該カバー部材１４３の外
縁に臨む凹部１７２ｂが４つあり、該外縁に臨む各凹部１７２ｂに排水部１７３が設けら
れている。これにより、カバー部材１４３の上面カバー部１７０に滴下した液体は、該上
面カバー部１７０の凸部１７２ａから凹部１７２ｂへ移動した後、該凹部１７２ｂに開口
した排水部１７３に流れ込み、該排水部１７３を伝って下方へ移動した後、該カバー部材
１４３から下方へ落下するよう案内される。なお、カバー部材１４３は、外縁から凹む排
水部１７３が設けられた部分の内側が突出しているため、基板１４２には、該排水部１７
３に対応する外縁に、前述した切り欠き１６８が形成されている。
【００７２】
(底蓋)
　底蓋１４６は、図２０～図２２、図２４～図２６に示すように、基板１４２の裏面に対
向する保持壁部１７５と、保持壁部１７５の外縁に沿って延在すると共に下方へ延出して
、本体１４４の外壁部１４７の内面に対向する外周壁部１７６とを備えている。外周壁部
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１７６は、保持壁部１７５の外縁に沿って断続的に設けられており、外周壁部１７６,１
７６の間において径方向で対向する部位に、下方へ延出した一対の取り付け片１７７,１
７７が設けられている。各取り付け片１７７,１７７は、下端部に外方へ突出した係止部
ａが設けられると共に、下端部が径方向内方へ変位するよう弾性変形が可能となっている
。各取り付け片１７７,１７７の係止部１７７ａは、本体１４４に設けられた前述の係止
孔１５１,１５１に係止するようになっており、各取り付け片１７７,１７７の係止部１７
７ａが対応の係止孔１５１に係止することで、底蓋１４６が該本体１４４に固定されるよ
うになっている。また、保持壁部１７５には、基板１４２に配設されたコネクタ部材１６
６を外方へ露出させる開口１７８が形成されている。更に、保持壁部１７５には、その外
縁に沿って延在すると共に上方へ突出した突縁部１７９が設けられている。この突縁部１
７９は、図２５および図２６に示すように、基板１４２の裏面における外縁に沿う部位に
下方から当接して、保持壁部１７５の上面と該基板１４２の裏面との間に隙間を画成する
ようにするものであり、該基板１４２の裏面に突出したはんだ等が該保持壁部１７５の上
面に当接して基板１４２が不安定となるのを防止する。底蓋１４６の底部には、第３前装
飾部材９２の設置部９２ａの底部に下方からネジ固定される取付ボス１８３が、下方へ突
出して形成されている(図１５、図２０、図２２参照)。
【００７３】
(排出部)
　底蓋１４６には、図２０～図２２、図２４および図２６に示すように、カバー部材１４
３の排水部１７３から流下した液体を、本体１４４外へ排出可能な排出部１８０が設けら
れている。排出部１８０は、底蓋１４６において、カバー部材１４３に設けた各排水部１
７３と上下方向で整合する位置に設けられている。排出部１８０は、底蓋１４６における
保持壁部１７５の外縁部における各排水部１７３の下方に、該保持壁部１７５から下方へ
凹んだ取り込み凹部１８１と、外周壁部１７６において、本体１４４の外壁部１４７の内
面から離間して該内面との間に隙間を画成する流下部１８２とを備えている。これにより
、各排出部１８０は、カバー部材１４３の排水部１７３から流下した液体を、取り込み凹
部１８１で受けた後、流下部１８２を介して底蓋１４６の下方へ流下させ、本体１４４外
へ排出するようになっている。
【００７４】
　排出部１８０は、本体１４４の外壁部１４７と底蓋１４６の外周壁部１７６との間に、
液体の流通を可能とする隙間を設けるものであり、該外周壁部１７６の周方向への幅は、
様々に設定可能である。実施例では、排出部１８０として、外周壁部１７６の周方向へ幅
が、排水部１７３の幅より僅かに広くしたもの(図２０、図２４(ａ)参照)と、外周壁部１
７６の周方向へ幅が、排水部１７３の２倍以上に広くしたもの(図２０、図２４(ｂ)参照)
とが設けられている。図２４ａに示した排出部１８０は、外周壁部１７６の周方向の幅は
狭いものの、底蓋１４６の径方向の深さを大きくしてあるため、液体の流通が許容される
。また、図２４ｂに示した排出部１８０は、底蓋１４６の径方向の深さは小さいものの、
外周壁部１７６の径方向の幅を広くしてあるので、液体の流通が許容される。
【００７５】
　このように構成された実施例のスイッチユニット１４０は、本体１４４の上壁部１４８
における上部開口１４９内に配設された操作部１４１と該上部開口１４９との隙間から液
体が本体１４４内に浸入した場合に、カバー部材１４３の上面カバー部１７０の上面に流
下した当該液体が、該カバー部材１４３に設けられた排水部１７３の何れかから下方へ案
内された後、底蓋１４６に設けられた排出部１８０を介して本体１４４の外部へ排出させ
る。従って、本体１４４内に侵入した液体が該本体１４４内に滞留せずに迅速に本体１４
４外へ排出することができる。また、カバー部材１４３に設けられた排水部１７３は、基
板１４２から外れた位置に設けられると共に、該基板１４２より下方まで延在するように
設けられているので、カバー部材１４３で受け止められた液体が基板１４２に接触するこ
となく排出されるよう構成されている。
【００７６】



(21) JP 6196950 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

　第３前装飾部材９２に設けた設置部９２ａは、図１５に示すように、底部に開口９２ｂ
が形成されており、スイッチユニット１４０の本体１４４から下方へ排出された液体が、
該開口９２ｂを介して該設置部９２ａから落下する。設置部９２ａの開口９２ｂを介して
落下した液体は、中継基板８３のケース８３ａの上面や下部スピーカボックス８７の上面
に落下した後に、該下部スピーカボックス８７の外面を流下して機外へ排出可能となって
いる。なお、液体がケース８３ａや下部スピーカボックス８７の上面に落下しても、中継
基板８３やスピーカ８８に影響はない。
【００７７】
(可動操作装置)
　次に、図１および図２に示すように、操作ハンドル１６の上方に取り付けられ、遊技者
が操作可能な可動装置としての可動操作装置２００について説明する。この可動操作装置
２００は、図柄表示装置４５の表示部４５ａにおいて表示される指示に基づいて押圧操作
する際に使用されるものである。可動操作装置２００は、図２７～図３０に示すように、
枠部材としての前枠１３に取り付けられる固定体２０１と、該固定体２０１に対して往復
移動可能に支持され、押圧操作可能な可動体２０２とを備えている。実施例の可動操作装
置２００は、可動体２０２が透視可能に構成され、固定体２０１に支持された演出装置２
０３が、該可動体２０２内に視認可能に収容されている。そして、可動体２０２の押圧操
作に伴う該可動体２０２の固定体２０１への近接変位を操作検知手段(検知手段)２０４(
図３４参照)で検知することに基づいて、パチンコ機１０において遊技演出を実行可能に
なっている。ここで、可動操作装置２００は、支持ベース部材８０に載置した状態で前枠
１３の設置基材５７に固定される取付ブラケット１９０に取り付けられ、これにより可動
体２０２の変位方向が鉛直線に対して斜め前方に若干傾いた姿勢となっており(図１、図
３２参照)、機前側に座る遊技者側に可動体２０２の操作面部２６５を指向させることで
遊技者が可動体２０２を操作し易くしてある。なお、可動体２０２の変位方向は、水平線
よりも鉛直線に近い角度で傾いており、可動体２０２の変位方向を便宜的に上下方向とい
う場合もある。
【００７８】
(取付ブラケット)
　取付ブラケット１９０は、図３２および図３４に示すように、支持ベース部材８０の支
持板部８２に載置されると共に、前下がりに傾斜した固定支持板１９１ａを備えた固定台
部１９１と、該固定台部１９１の後部左右に連設され、設置基材５７の前面に固定される
取付板部１９２とを備えている。固定台部１９１の固定支持板１９１ａには、可動操作装
置２００における固定体２０１の底部に設けられた突枠部２１１(図３１参照)が嵌合する
開口１９３と、該固定体２０１の底部に設けられたネジ締結孔２２９(図３１参照)に締結
されるネジが挿通するネジ挿通孔１９４と、該固定体２０１の底部に設けられた位置決め
ボス２３４(図３１参照)が嵌合する位置決め孔１９５とが形成されている。従って、突枠
部２１１を開口１９３に嵌合させると共に、位置決めボス２３４を位置決め孔１９５に嵌
合させたもとで、固定支持板１９１ａの裏側からネジ挿通孔１９４を介してネジ締結孔２
２９へネジを締結することで、可動操作装置２００と取付ブラケット１９０とが固定され
るようになっている。
【００７９】
　取付板部１９２には、設置基材５７に設けられた複数のネジ挿通孔１９８(図４参照)に
整合するネジ締結孔１９６が形成されており、該取付板部１９２を設置基材５７の表面に
当接させた状態で、該設置基材５７の裏側から各ネジ挿通孔１９８を介して各ネジ締結孔
１９６へネジを締結することで、取付ブラケット１９０が設置基材５７の表側に固定され
、該取付ブラケット１９０に固定した可動操作装置２００が該設置基材５７に取り付けら
れる。なお、取付ブラケット１９０の固定台部１９１および取付板部１９２には、前述し
た第２前装飾部材９１を裏側から照明する複数の発光装置(図示せず)が配設されるように
なっている。
【００８０】
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(固定体)
　可動操作装置２００の固定体２０１は、図２８、図３０、図３１、図３４および図３６
に示すように円形状に構成され、その中心側に設けられた基板設置部２０７と、該基板設
置部２０７の外側に設けられた支持台部２０８とを備えている。基板設置部２０７と支持
台部２０８との境界には、周方向へ延在する段差部２０９が形成されており、基板設置部
２０７よりも支持台部２０８のほうが一段高く形成されている。基板設置部２０７には、
上方へ突出すると共に周方向へ環状に延在するリブ２１０が上面に形成されていると共に
、前述した突枠部２１１を含む複数のリブ２１２が底面に形成されている。また、支持台
部２０８は、支持台部２０８の外縁部には、該支持台部２０８の上面から上方へ突出する
と共に該支持台部２０８の外縁に沿って延在する環状の第１突条部２１３が形成されてい
ると共に、該支持台部２０８の下面から下方へ突出すると共に該支持台部２０８の外縁に
沿って延在する環状の第２突条部２１４が形成されている。従って、固定体２０１は、環
状の段差部２０９、複数のリブ２１０,２１２、突枠部２１１、第１および第２突条部２
１３,２１４が設けられていることで剛性の向上が図られており、遊技者が可動体２０２
を叩くように押圧して衝撃が付与されても撓みや捻れ変形が発現し難く構成されている。
【００８１】
　基板設置部２０７は、図２８、図３０および図３１に示すように、前述した突枠部２１
１で囲まれた部分に、位置検知手段を構成する位置検知センサ２１６,２１６が搭載され
た検知基板２１５が設置されるようになっている。基板設置部２０７における突枠部２１
１の内側には、位置検知センサ２１６,２１６を固定体２０１の表側へ突出させるための
挿通口２１７,２１７が形成されている。また、基板設置部２０７には、固定体２０１の
表側および裏側に突出して上下に延在と共に該固定体２０１の表側および裏側を連通する
筒状の配線挿通筒部２１８が形成されている。この配線挿通筒部２１８には、演出装置２
０３に設けられた発光基板２７３(図３３、図３７参照)に接続された配線(図示せず)が挿
通され、該配線を固定体２０１の裏側へ引き出すようになっている。また、基板設置部２
０７における突枠部２１１を挟んで配線挿通筒部２１８の反対側には、固定体２０１の表
裏に貫通する換気口２１９が形成されており、可動体２０２に配設した振動モータ２５５
(図３５、図３６参照)や、演出装置２０３の発光基板２７３から発する熱を装置外方へ逃
がすことが可能となっている。
【００８２】
　固定体２０１の支持台部２０８は、図２８、図３０、図３３および図３４に示すように
、可動体２０２を昇降変位可能に支持する支持機構２２０を構成する複数のガイド部(ガ
イド)２２２が設けられている。実施例では、可動体２０２の変位方向を軸とする周方向(
単に周方向という)に離間して６つのガイド部２２２が設けられている。各ガイド部２２
２は、固定体２０１の表裏方向へ貫通する貫通孔となっている。なお、図２７および図２
９に示す符号２０５は、第２前装飾部材９１における第１開口９１ａを介してカバー体２
４２を露出させた状態可動操作装置２００を該第２前装飾部材９１に固定するための取付
片である。
【００８３】
(支持機構)
　図２８、図３０、図３１、図３３、図３４および図３６に示すように、支持機構２２０
は、可動体２０２を構成する受け体２４０に、該可動体２０２の変位方向を軸とする周方
向(単に周方向という)に離間して配設された複数の支持バー２２１と、固定体２０１の支
持台部２０８に支持バー２２１に対応して設けられ、該支持バー２２１を前記変位方向と
する上下に案内するガイド部２２２とを備えている。また、支持機構２２０は、ガイド部
２２２を通って支持台部２０８の裏側(下側)に突出する支持バー２２１のうちの少なくと
も２つに配設されるストッパ２２３と、支持台部２０８と受け体２４０との間に設けられ
、受け体２４０を支持台部２０８からから離間する方向へ付勢する付勢手段２２４とを備
えている。各ストッパ２２３は、支持台部２０８の裏側に引っ掛かって支持バー２２１を
抜け止めする。そして、支持機構２２０は、付勢手段２２４により常に上方へ向けて付勢
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されている受け体２４０の上方変位を、支持バー２２１の下端に配設されたストッパ２２
３の係合により規制し、外力が加わっていない自由状態において固定体２０１の支持台部
２０８から可動体２０２の受け体２４０を上方へ離間した位置で保持し、これにより可動
体２０２が初期位置に保たれている(図２７、図２８参照)。支持機構２２０は、可動体２
０２を下方へ押圧操作した際に、ガイド部２２２に支持バー２２１が案内されたもとで付
勢手段２２４が縮んで受け体２４０の固定体２０１への近接移動を許容し、これにより可
動体２０２が固定体２０１に近づくように下方変位して移動位置になるよう構成されてい
る(図２９、図３０参照)。そして、可動体２０２の押圧操作を解除することで、ガイド部
２２２に支持バー２２１が案内されたもとで付勢手段２２４が伸びて受け体２４０を固定
体２０１からから離間移動させ、これにより可動体２０２を固定体２０１から遠ざかるよ
うに上方変位して初期位置に戻るよう構成されている。
【００８４】
(ガイドバー)
　図２８、図３０、図３５および図３６に示すように、複数(実施例では６本)の支持バー
２２１は、受け体２４０の周方向に互いに離間して前後左右に分散配置され、受け体２４
０の裏側から下方(固定体２０１側)へ延出している。実施例の支持バー２２１は、金属製
の丸棒からなる第１支持バー２２１ａと、合成樹脂製の丸棒からなる第２支持バー２２１
ｂとから構成されている。第１支持バー２２１ａは、受け体２４０に上下に貫通形成され
た軸挿通孔２２５に嵌め込まれており、第２支持バー２２１ｂは、受け体２４０に一体に
形成されている。実施例では、３本の第１支持バー２２１ａおよび３本の第２支持バー２
２１ｂとを備え、第１支持バー２２１ａと第２支持バー２２１ｂとが周方向に交互に配置
されている。ここで、各第１支持バー２２１ａおよび各第２支持バー２２１ｂは、可動体
２０２の中央を中心とする円上に等間隔に配置されている。
【００８５】
(ガイド部)
　図２８、図３０、図３４および図３６に示すように、ガイド部２２２は、固定体２０１
の支持台部２０８に、周方向に互いに離間して配置され、実施例では６本の支持バー２２
１に対応して６箇所のガイド部２２２が設けられている。ガイド部２２２は、３本の第１
支持バー２２１ａに対応する３つの第１ガイド部２２２ａと、３本の第２支持バー２２１
ｂに対応する３つの第２ガイド部２２２ｂとから構成されている。各第１ガイド部２２２
ａは、第１支持バー２２１ａの周形状より大寸の円形凹部２３７に嵌め込んだスリーブ２
２６および該スリーブ２２６の抜け止めを図るために支持台部２０８の上面に固定される
キャップ２２７により形成した挿通孔により構成されており(図２８、図３０参照)、第１
支持バー２２１ａをガタツキなく上下方向に案内し得るようになっている。なお、スリー
ブ２２６およびキャップ２２７は、自己潤滑性を有する樹脂材料から形成されており、第
１ガイド部２２２ａに挿通した第１支持バー２２１ａが円滑に摺動し得るようになってい
る。
【００８６】
　３本の第２支持バー２２１ｂに対応する３つの第２ガイド部２２２ｂは、図２８、図３
０、図３４および図３６に示すように、可動体２０２の変位方向に貫通するよう支持台部
２０８に形成された通孔からなり、固定体２０１の上面を構成する支持台部２０８から、
該支持台部２０８より下方に突出する筒状部分にかけて、第２ガイド部２２２ｂが設けら
れている。各第２ガイド部２２２ｂは、丸棒状の第２支持バー２２１ｂの周形状に合わせ
て円形状で開口しており、実施例では、第２支持バー２２１ｂを挿入した際に該第２支持
バー２２１ｂとの間に僅かな隙間があくように、第２ガイド部２２２ｂの開口が第１支持
バー２２１ａよりも大寸に設定されている(図２８、図３０参照)。
【００８７】
(ストッパ)
　ストッパ２２３は、図２８、図３０、図３１、図３５および図３６に示すように、ガイ
ド部２２２を介して固定体２０１から可動体２０２と反対側に突出する支持バー２２１の
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突出端側に設けられ、該可動体２０２を該固定体２０１から離間した初期位置で保持する
ようになっている。ストッパ２２３は、第２支持バー２２１ｂの突出端に設けられたネジ
締結孔に締結するネジが挿通するネジ挿通孔２２８が形成され、第２ガイド部２２２ｂの
内径より大寸の円形部材である。このようなストッパ２２３は、ネジ挿通孔２２８に挿通
したネジをネジ締結孔に締結することで、第２支持バー２２１ｂの突出端に固定される。
なお、ストッパ２２３としては、第２支持バー２２１ｂの周面に嵌め合わせて装着するＥ
リングやスナップリテーナー(ダルマピン)やＯリングなどの止め輪、あるいは、第２支持
バー２２１ｂに半径方向に貫通形成された孔に嵌め込んで装着する割りピンやＲピン(ス
ナップピン)など、第２支持バー２２１ｂの周面よりも半径方向外方へ突出すると共に該
第２支持バー２２１ｂから脱落し難い各種構成を用いることができる。
【００８８】
(ストッパの配置)
　支持機構２２０では、全ての支持バー２２１にストッパ２２３を配設するのではなく、
６本の支持バー２２１の少なくとも２本にストッパ２２３を配設するようにしている。図
３１に示すように、実施例では、３本の各第２支持バー２２１ｂに対してストッパ２２３
を配設してある。すなわち、ストッパ２２３は、６本の支持バー２２１のうち、周方向へ
等間隔に配設された３本の第２支持バー２２１ｂに配設されており、正三角形の各頂部と
なる位置に各ストッパ２２３が配置されていることから、固定体２０１に対して可動体２
０２を初期位置において安定的に保持可能となっている。なお、第１支持バー２２１ａお
よび第２支持バー２２１ｂの全て(実施例では６本)にストッパ２２３を配設してもよいし
、各第１支持バー２２１ａのみにストッパ２２３を配設するようにしてもよい。
【００８９】
(付勢手段)
　前記付勢手段２２４は、図２７～図３０に示すように、可動体２０２と固定体２０１と
の間に介挿され、該可動体２０２を該固定体２０１から離間するように付勢する。付勢手
段２２４は、コイルばねやトーションばね等のばねやその他の付勢力を付与可能な構成を
用いることができ、実施例では圧縮コイルばねが採用されている。付勢手段２２４は、受
け体２４０の下面に上端を当接させると共に、固定体２０１の支持台部２０８の上面に下
端を当接した状態で、受け体２４０と固定体２０１と間に弾力的に介挿される。そして、
付勢手段２２４は、受け体２４０を固定体２０１から離間する方向に向けて弾力的に付勢
し、これにより受け体２４０は、各ストッパ２２３で位置規制されたもとで固定体２０１
の上面から所定間隔離間した初期位置に保持される。また、付勢手段２２４は、可動体２
０２の押圧操作により該可動体２０２が下方へ押されると縮んで該可動体２０２の下方変
位を許容し、押圧操作が解除されると該可動体２０２を押し上げる。
【００９０】
(付勢手段の配置)
　支持機構２２０では、６本の支持バー２２１の少なくとも２本の夫々に付勢手段２２４
を配設するようにしている。図３５および図３６に示すように、実施例では、３つの付勢
手段２２４を備え、３本の各第２支持バー２２１ｂを、付勢手段２２４のコイル部分の内
側に挿通することで、各付勢手段２２４は、各第２支持バー２２１ｂに配設されている。
すなわち、付勢手段２２４は、６本の支持バー２２１のうち、周方向へ等間隔に配設され
た３本の第２支持バー２２１ｂに配設されており、正三角形の各頂部となる位置に各付勢
手段２２４が配置されていることから、固定体２０１に対して可動体２０２を初期位置側
に向けて安定的に付勢可能となっている。なお、第１支持バー２２１ａおよび第２支持バ
ー２２１ｂの全て(実施例では６本)に付勢手段２２４を配設してもよいし、各第１支持バ
ー２２１ａのみに付勢手段２２４を配設するようにしてもよい。
【００９１】
(第１緩衝体)
　支持機構２２０では、図２８、図３０、図３５および図３６に示すように、可動体２０
２と固定体２０１との間に、前述した初期位置から該固定体２０１に対して近接移動した
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移動位置で該可動体２０２を弾力的に受け止める第１緩衝体２３０が配設されている。第
１緩衝体２３０は、少なくとも２つが固定体２０１と可動体２０２との間に配設され、実
施例では、３つの第１緩衝体２３０を備えている。実施例の第１緩衝体２３０は、反発弾
性が低いゴムからなる円柱状の部材で、中央には第２支持バー２２１ｂの外径より僅かに
大径の挿通孔２３１が形成されている。すなわち、実施例では、３本の各第２支持バー２
２１ｂを第１緩衝体２３０の挿通孔２３１に挿通することで、各第１緩衝体２３０が、各
第２支持バー２２１ｂに配設されている。すなわち、第１緩衝体２３０は、６本の支持バ
ー２２１のうち、周方向へ等間隔に配設された３本の第２支持バー２２１ｂに配設されて
おり、正三角形の各頂部となる位置に各付勢手段２２４が配置されていることから、可動
体２０２を移動位置において固定体２０１に対して安定的に保持可能となっている。ここ
で、固定体２０１における第２ガイド部２２２ｂの周囲には、第１緩衝体２３０の下面が
当接する下当接面２３２が設けられると共に、可動体２０２の受け体２４０における第２
支持バー２２１ｂの周囲には、該第１緩衝体２３０の上面が当接する上当接面２３３が設
けられている(図２８、図３０参照)。
【００９２】
　なお、第１支持バー２２１ａおよび第２支持バー２２１ｂの全て(実施例では６本)に第
１緩衝体２３０を配設してもよいし、各第１支持バー２２１ａのみに第１緩衝体２３０を
配設するようにしてもよい。また、第１緩衝体２３０は、第１支持バー２２１ａと第２支
持バー２２１ｂとの間に配設してもよい。
【００９３】
(第２緩衝体)
　支持機構２２０では、図２８、図３０、図３５および図３６に示すように、ストッパ２
２３と固定体２０１との間に、可動体２０２が初期位置で該ストッパ２２３を弾力的に受
け止める第２緩衝体２３５を備えている。第２緩衝体２３５は、少なくとも２つが該スト
ッパ２２３と固定体２０１との間に配設され、実施例では、３つのストッパ２２３に個別
に対応した３つの第２緩衝体２３５を備えている。すなわち、第２緩衝体２３５は、夫々
のストッパ２２３に対応して、配設位置および配設数が決定される。実施例の第２緩衝体
２３５は、反発弾性が低いゴムからなる円柱状の部材で、中央には第２支持バー２２１ｂ
の外径より僅かに大径の挿通孔２３６が形成されている。すなわち、実施例では、３本の
各第２支持バー２２１ｂを第２緩衝体２３５の挿通孔２３６に挿通することで、各第２緩
衝体２３５が、各第２支持バー２２１ｂに配設されている。すなわち、第２緩衝体２３５
は、６本の支持バー２２１のうち、周方向へ等間隔に配設された３本の第２支持バー２２
１ｂに配設されており、正三角形の各頂部となる位置に各付勢手段２２４が配置されてい
ることから、可動体２０２を初期位置において固定体２０１に対して安定的に保持可能と
なっている。
【００９４】
　前述したように実施例では、正三角形の各頂部となる位置に配置された３本の第２支持
バー２２１ｂの夫々に、第１緩衝体２３０、付勢手段２２４、ストッパ２２３および第２
緩衝体２３５が配設されている。なお、第１緩衝体２３０、付勢手段２２４、ストッパ２
２３および第２緩衝体２３５は、正三角形の各頂部となる位置に配置された３本の第１支
持バー２２１ａの夫々に配設するようにしてもよい。また、第１緩衝体２３０、付勢手段
２２４、ストッパ２２３および第２緩衝体２３５は、第１支持バー２２１ａまたは第２支
持バー２２１ｂの何れかに配設するようにしてもよい。例えば、第１緩衝体２３０、スト
ッパ２２３および第２緩衝体２３５を第１支持バー２２１ａに配設すると共に、付勢手段
２２４を第２支持バー２２１ｂに配設したり、第１緩衝体２３０および付勢手段２２４を
第１支持バー２２１ａに配設すると共に、ストッパ２２３および第２緩衝体２３５を第２
支持バー２２１ｂに配設する等、様々な組み合わせが採用可能である。但し、第２緩衝体
２３５は、ストッパ２２３が配設された支持バー２２１に配設する必要がある。すなわち
、各第１支持バー２２１ａにストッパ２２３を配設する場合には、該第１支持バー２２１
ａに第２緩衝体２３５を配設し、第１支持バー２２１ａおよび第２支持バー２２１ｂの全
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て(実施例では６本)にストッパ２２３を配設する場合には、該第１支持バー２２１ａおよ
び第２支持バー２２１ｂの全てに第２緩衝体２３５を配設する。
【００９５】
(可動体)
　可動体２０２は、図２７～図３０、図３３、図３５および図３７に示すように、前述し
た受け体２４０と、該受け体２４０に固定される中間体２４１と、該中間体２４１に固定
されるカバー体２４２とを備えている。可動体２０２は、中間体２４１を介して受け体２
４０とカバー体２４２を固定することで内部に空間２４３が画成され、該内部空間２４３
に、前述した演出装置２０３を収容可能となっている。
【００９６】
(受け体)
　受け体２４０は、図３５および図３７に示すように円形状に構成され、その中心側に設
けられた機器設置部２４５と、該機器設置部２４５の外側に設けられた機構配設部２４６
とを備えている。機器設置部２４５と機構配設部２４６との境界には、下方へ突出すると
共に周方向へ環状に延在するリブ２４７が形成されている。このリブ２４７は、固定体２
０１に設けられたリブ２１０より一回り大径の環状に形成されており、可動体２０２が昇
降変位する際に該リブ２１０との干渉が回避されるようになっている。機器設置部２４５
には、可動体２０２を振動させるための振動モータ２５５を設置するモータ固定部２４８
と、固定体２０１に設けた前述の位置検知センサ２１６,２１６で検知される検知部材２
５７を取り付ける検知部材固定部２４９とが設けられている。また、機器設置部２４５は
、固定体２０１に設けらけた前述の配線挿通筒部２１８が挿通可能な挿通口２５０が形成
されている。
【００９７】
　モータ固定部２４８は、図３５に示すように、機器設置部２４５から下方へ凹んで上方
へ開口した凹状に形成され、振動モータ２５５のモータ本体が収容されるようになってい
る。また、機器設置部２４５には、モータ固定部２４８に収容した振動モータ２５５のモ
ータ本体１４４を上方から保持するモータ保持板２５１が固定されるようになっている。
【００９８】
(振動モータ)
　可動操作装置２００の可動体２０２は、振動モータ２５５の駆動により、固定体２０１
に対して振動するよう構成されている。振動モータ２５５は、図３５および図３６に示す
ように、偏心したウェイト２５６が駆動軸に配設されており、駆動軸が回転してウェイト
２５６が回転することで振動を発生し得るようになっている。振動モータ２５５は、中継
基板を介して電気的に接続された制御部(図示せず)による制御により所定のタイミングで
駆動し、該振動モータ２５５が駆動することで可動体２０２の全体に振動が発生するよう
になる。
【００９９】
(検知部材)
　検知部材２５７は、図３５および図３６に示すように、受け体２４０にネジにより固定
される細長の固定片２５８と、該固定片２５８から下方へ延出した検知片２５９とを備え
ている。検知部材２５７は、可動体２０２の初期位置において、固定体２０１に設けられ
た各位置検知センサ２１６,２１６より検知片２５９が上方へ位置して、該位置検知セン
サ２１６,２１６により検知されない。しかし、可動体２０２の移動位置において、各位
置検知センサ２１６,２１６の検知位置まで移動し、該位置検知センサ２１６,２１６によ
り検知される。これにより、可動操作装置２００は、可動体２０２が押圧操作に伴って初
期位置から移動位置へ移動して、位置検知センサ２１６,２１６による該可動体２０２の
押圧操作検知に伴って、所定の遊技演出を実行可能に構成されている。なお、操作検知手
段２０４は、検知部材２５７の検知片２５９を長くして、２つの位置検知センサ２１６,
２１６で検知するよう構成して、該位置検知センサ２１６,２１６の何れか一方が検知片
２５９を検知することで検知信号を送出するようになっている。従って、可動体２０２を
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押圧した際に、該可動体２０２が傾いた状態で移動位置へ移動した場合でも、何れかの位
置検知センサ２１６が検知片２５９を検知することが可能であり、可動体２０２の押圧操
作検知ミスを防止し得るようになっている。
【０１００】
(機構配設部)
　機構配設部２４６は、図３５および図３６に示すように、可動体２０２を昇降変位可能
に支持する支持機構２２０を構成する複数の支持バー２２１が設けられている。実施例で
は、可動体２０２の変位方向を軸とする周方向(単に周方向という)に離間して、前述した
６つの支持バー２２１が、受け体２４０の裏側から下方(固定体２０１側)へ延出して設け
られている。機構配設部２４６には、金属製の丸棒からなる第１支持バー２２１ａを支持
可能な３つの軸挿通孔２２５と、受け体２４０に形成されて下方へ延出する３つの第２支
持バー２２１ｂとが、可動体２０２の中央を中心とする円上に等間隔でかつ交互に設けら
れている。そして、各軸挿通孔２２５に第１支持バー２２１ａの上端部を嵌合することで
、該第１支持バー２２１ａが受け体２４０から下方へ延出した状態で固定され、第１支持
バー２２１ａと第２支持バー２２１ｂとが周方向へ交互に配設される。
【０１０１】
　機構配設部２４６は、図３５および図３６に示すように、演出装置２０３に設けられた
固定脚部２７５が挿通する挿通口２６０が形成されている。実施例では、演出装置２０３
が３本の固定脚部２７５を備えており、機構配設部２４６には、第１支持バー２２１ａお
よび第２支持バー２２１ｂから外れた位置に、３つの挿通口２６０が形成されている。な
お、各挿通口２６０は、丸棒状をなす固定脚部２７５の外径より大寸に形成された円形開
口であり、可動体２０２の昇降変位に際して、該挿通口２６０の開口縁が固定脚部２７５
の外面と接触しないように構成されている。
【０１０２】
(中間体)
　中間体２４１は、図３５および図３７に示すように、円形をなして開口を有した環状の
板状部材であり、受け体２４０を固定する複数のネジ締結孔およびカバー体２４２を固定
する複数のネジ締結孔が設けられている。中間体２４１は、受け体２４０の外径より僅か
に大きい外径寸法に形成されている。そして、内側の開口端には、受け体２４０に設けら
れた第１支持バー２２１ａおよび第２支持バー２２１ｂの上方となる部分が、開口内側へ
膨出した膨出部２６１が形成されている。
【０１０３】
(カバー体)
　カバー体２４２は、図２７～図３０、図３５および図３７に示すように、下方に開口し
た凹形状(器形状)に形成され、演出装置２０３の周囲を該演出装置２０３から離れて囲う
と共に、該演出装置２０３を収容可能な大きさに設定されている。カバー体２４２は、無
色または有色透明であることで内側に収容された演出装置２０３を常時視認し得るように
なっており、実施例のカバー体２４２は、全体が無色透明な板からなるプラスチックの成
形品である。カバー体２４２は、演出装置２０３の上方に重なるように延在する操作面部
２６５と、演出装置２０３の前後左右を囲って略上下方向(可動体２０２の変位方向)に延
在する周壁部２６６とから基本的に構成され、環状に連なる周壁部２６６の開放端を中間
体２４１の上面に突き当てて配設される。すなわち、操作面部２６５は、カバー体２４２
の変位方向と交差して該変位方向において演出装置２０３に重なるように延在し、カバー
体２４２を押圧操作すると、操作面部２６５が演出装置２０３に近づくように変位し(図
３０参照)、カバー体２４２の押圧操作を解除すると、操作面部２６５が演出装置２０３
から遠ざかるように変位する(図２８参照)。そして、前述したように、可動体２０２の変
位方向が鉛直線よりわずかに前方に傾くように設定されているので、周壁部２６６は鉛直
線に対して斜めに傾き、操作面部２６５が前方から後方へ向かうにつれて上方傾斜するよ
うに傾いている(図１、図３２参照)。
【０１０４】
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(操作面部)
　図２７～図３０に示すように、カバー体２４２の操作面部２６５は、外縁形状が円形に
形成されており、該表面(上面)に凹凸となる所要の意匠形状(実施例では風車の如き意匠)
が形成されている。また、操作面部２６５は、周壁部２６６から中央に向かうにつれて上
方へ変位する凸曲面形状を形成されており、中央が最も高くなっている。なお、カバー体
２４２は、演出装置２０３に配置した発光基板２７３が発光するなどの構成部材の状態変
化により演出装置２０３が外方から視認可能となる半透明やハーフミラー構造であっても
よい。また、カバー体２４２には、演出装置２０３の視認を完全に遮断しない範囲で、塗
装やメッキ等による模様などの装飾を施してもよい。
【０１０５】
(演出装置)
　演出装置２０３は、図２８、図３０、図３３および図３７に示すように、主要部が可動
体２０２内に収容されると共に、該可動体２０２の受け体２４０から下方へ延出した複数
(実施例では３本)の固定脚部２７５を備えており、各固定脚部２７５を固定体２０１の上
面に固定することで、該固定体２０１に支持されている。すなわち、固定体２０１に支持
された演出装置２０３は、固定脚部２７５の下部を除く部分が可動体２０２内に収容され
ており、可動体２０２が固定体２０１に対して初期位置および移動位置の間を昇降変位す
ることで、該演出装置２０３の主要部分が可動体２０２内において該可動体２０２に対し
て相対変位するようになっている。
【０１０６】
　演出装置２０３は、図２８、図３０、図３３および図３７に示すように、前述した各固
定脚部２７５が下面に設けられた演出ベース体２７０と、演出ベース体２７０の上面に取
り付けられるレンズ体２７１と、レンズ体２７１の上面に取り付けられる装飾部材２７２
と、演出ベース体２７０とレンズ体２７１との間に配設される発光基板２７３とを備えて
いる。発光基板２７３は、複数の発光体であるＬＥＤ２７３ａが表面に実装されており、
該ＬＥＤ２７３ａを発光制御することでレンズ体２７１および装飾部材２７２が明輝する
よう構成されている。このような演出装置２０３は、レンズ体２７１および装飾部材２７
２が、可動体２０２のカバー体２４２を介して透視されるようになっている。
【０１０７】
(演出ベース体)
　演出ベース体２７０は、図２８、図３０、図３３および図３７に示すように、円板状に
形成されたベース部２７４の裏面に前述した３つの固定脚部２７５が下方へ延出して形成
されると共に、発光基板２７３に配設されたコネクタ部材１６６を外方へ露出させる開口
２７６や、該発光基板２７３に実装された基板部材の凸部との干渉を回避する開口２７６
が設けられている。そして、ベース部２７４には、レンズ体２７１を該ベース部２７４に
固定するネジを挿通するネジ挿通孔２３１が形成されると共に、発光基板２７３に設けら
れた位置決め孔１６９に嵌合する位置決めボス２７７が突設されている。
【０１０８】
(レンズ部材)
　レンズ体２７１は、図２８、図３０、図３３および図３７に示すように、演出ベース体
２７０のベース部２７４より一回り大きい円形状に形成されると共に、透光性を有する樹
脂材から形成されている。実施例のレンズ体２７１は、透明な樹脂材から形成されると共
に、表側(上面)には、複雑に凹凸する意匠模様をなして発光基板２７３のＬＥＤ２７３ａ
の発光により照射された光を乱反射させる発光面２７１ａが形成されている。そして、レ
ンズ体２７１の表側には、装飾部材２７２を装着するための装着部２７１ｂが形成されて
いる。また、レンズ体２７１の裏面には、演出ベース体２７０のベース部２７４に設けら
れたネジ挿通孔２３１に整合して、該ネジ挿通孔２３１に挿通したネジが締結されるネジ
締結部(図示せず)が設けられている。
【０１０９】
(装飾部材)
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　装飾部材２７２は、図２８、図３０、図３３および図３７に示すように、所要の意匠形
状に形成されると共に、透光性を有する樹脂製の成形部材であり、発光基板２７３のＬＥ
Ｄ２７３ａが発光することで明輝するようになっている。実施例の装飾部材２７２は、カ
バー体２４２の操作面部２６５に設けた意匠形状と類似した風車の如き意匠形状に形成さ
れたものであり、所要の色に着色された半透明の部材である。このような装飾部材２７２
は、レンズ体２７１の装着部２７１ｂに対して接着剤またはネジ等により固定される。
【０１１０】
　発光基板２７３は、図２８、図３０、図３３および図３７に示すように、演出ベース体
２７０のベース部２７４と略同じ外形形状の基板であり、表面の全体に、多数のＬＥＤ２
７３ａがランダムかつ略均等に配設されている。従って、全てのＬＥＤ２７３ａが発光制
御されることで、レンズ体２７１の全体が満遍なく明輝されるようになっている。また、
発光基板２７３の裏面には、前述したコネクタ部材２７８が配設されており、該コネクタ
部材２７８に接続した配線(図示せず)が、前述した配線挿通筒部２１８に挿通されて、固
定体２０１の下方へ引き出される。
【０１１１】
　前述のように構成された演出装置２０３は、図３７に示すように、演出ベース体２７０
の下面から演出した３本の固定脚部２７５を、可動体２０２の受け体２４０に形成された
各挿通口２６０に挿通させて固定体２０１側へ延出させ、各固定脚部２７５の延出端を、
固定体２０１の支持台部２０８の上面にネジにより固定することで、該固定体２０１に固
定される。
【０１１２】
　図２８および図３０に示すように、受け体２４０に予め固定した中間体２４１に対して
カバー体２４２をネジにより固定することで、該カバー体２４２と受け体２４０により形
成された空間２４３内に、演出装置２０３における演出ベース体２７０におけるベース部
２７４、発光基板２７３、レンズ体２７１および装飾部材２７２が収容される。カバー体
２４２は、周壁部２６６を中間体２４１の上面に突き当てた状態で、中間体２４１の下方
からネジ挿通孔２３１を介して挿通したネジを締結することで該中間体２４１に固定され
る。ここで、カバー体２４２における周壁部２６６の下端は、周方向略全周に亘って受け
体２４０の上面に当接しており、カバー体２４２から加えた力が中間体２４１を介して受
け体２４０に適切に伝わるようになっている。なお、カバー体２４２の周壁部２６６の開
口端の一部に切り欠き２６７が形成されており(図２７、図２９参照)、該カバー体２４２
を中間体２４１に突き当てた状態では可動体２０２内が該切欠き２６７により外部へ連通
しており、発光基板２７３から発した熱が該可動体２０２内から排出可能となっている。
【０１１３】
(付勢手段と第１緩衝体との関係について)
　実施例の可動操作装置２００は、前述したように、付勢手段２２４として圧縮コイルバ
ネを採用しており、可動体２０２が初期位置および移動位置の間を移動する際に、伸縮変
形して長さが変化するようになっている(図２８、図３０参照)。圧縮コイルバネは、線状
のバネ鋼を螺旋状に巻回して構成されたものであり、伸縮変形する際にバネ鋼の隙間が大
小変化するようになっており、隣接するバネ鋼が接触して隙間がなくなった状態の軸方向
の長さが当該コイルバネの圧縮限界寸法である。ここで、実施例の可動操作装置２００は
、圧縮コイルバネからなる付勢手段２２４が圧縮限界寸法に達する前に、可動体２０２が
移動位置で第１緩衝体２３０により受け止められるよう構成されている(図３０参照)。こ
れにより、可動体２０２が移動位置まで移動しても付勢手段２２４が圧縮限界寸法までは
圧縮変形しないので、当該付勢手段２２４の破損や可動体２０２の移動不良が発生しない
ようになっている。
【０１１４】
〔実施例の作用〕
　次に、実施例に係るパチンコ機１０の作用について説明する。
【０１１５】
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(第１前装飾部材の取り付けについて)
　前枠１３を組み立てる際に、第１前装飾部材９０を基枠５０の設置基材５７に組み付け
る際には、先ず該第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏側に設けられた２つの第１設
置ボス９５,９５に対し、第１アタッチメント１００を取り付ける。すなわち、基枠５０
に組み付ける前の第１前装飾部材９０の各第１設置ボス９５,９５に対し、第１アタッチ
メント１００の第２取付部１０２,１０２に形成されたネジ挿通孔１０２ａに挿通したネ
ジを、第１設置ボス９５,９５のネジ締結孔９５ａに締結することで、第１取付部１０１
を後方へ延出させた姿勢で当該第１アタッチメント１００を第１前装飾部材９０に固定す
る(図１２参照)。また、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏側に設けられた２つの
第２設置ボス９６,９６に対し、第２アタッチメント９７を取り付ける。すなわち、基枠
５０に組み付ける前の第１前装飾部材９０の各第２設置ボス９６,９６に対し、第２アタ
ッチメント９７の第４取付部９９,９９に形成されたネジ挿通孔９９ａに挿通したネジを
、第２設置ボス９６,９６のネジ締結孔に締結することで、第３取付部９８を後方へ延出
させた姿勢で当該第２アタッチメント９７を第１前装飾部材９０に固定する(図１２参照)
。
【０１１６】
　次いで、図４、図５および図１３に示すように、予めガイド部材８６を取り付けた支持
ベース部材８０が固定された設置基材５７の表側に、第１前装飾部材９０を取り付ける。
この際に、設置基材５７の前側に該第１前装飾部材９０を位置決めすることで、第１前装
飾部材９０の離間部分９０ａに取り付けた第１アタッチメント１００の第１取付部１０１
の先端を、支持ベース部材８０に設けられた第１設置台部８４に当接させる。そして、第
１設置台部８４と第１取付部１０１との締結用のネジを、設置基材５７の裏側から貫通口
８５を介して挿通すると共に、細長いドライバー等によりガイド部材８６内に押し込んで
第１設置台部８４の裏側へ到達させたもとで、ネジ挿通孔８４ａを介して第１取付部１０
１のネジ締結孔１０１ａへ締結することで、第１設置台部８４と第１取付部１０１とが固
定される。これにより、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの上部が、基枠５０を構成
する設置基材５７の表側に、支持ベース部材８０を介して支持される。なお、実施例では
、第２前装飾部材９１が、アタッチメント１００により第１設置台部８４に共締めされる
よう構成されている(図８、図９参照)。
【０１１７】
　一方、設置基材５７の前側に該第１前装飾部材９０を位置決めすることで、第１前装飾
部材９０の離間部分９０ａに取り付けた第２アタッチメント９７の第３取付部９８の先端
を、設置基材５７に設けられた第２設置台部８９に当接させる。そして、第２設置台部８
９と第３取付部９８との締結用のネジを、第２設置台部８９のネジ挿通孔８９ａに後方か
ら挿入して第３取付部９８のネジ締結孔９８ａへ締結することで、第２設置台部８９と第
３取付部９８とが固定される。これにより、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの下部
が、基枠５０を構成する設置基材５７の表側に支持される。
【０１１８】
　従って、実施例のパチンコ機１０では、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏側に
設けられた第１設置ボス９５に第１アタッチメント１００の第２取付部１０２を連結する
と共に、基枠５０の設置基材５７に設けられた第１設置台部８４に該第１アタッチメント
１００の第１取付部１０１を連結すると共に、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏
側に設けられた第２設置ボス９６に第２アタッチメント９７の第４取付部９９を連結する
と共に、設置基材５７に設けられた第２設置台部８９に該第２アタッチメント９７の第３
取付部９８を連結することで、設置基材５７の表側に対して第１前装飾部材９０を適切な
位置に取り付けることができる。
【０１１９】
　そして、第１アタッチメント１００および第２アタッチメント９７を備えたことで、第
１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏側からの第１設置ボス９５,９５および第２設置
ボス９６,９６の延出長さを、成形歪みや変形が起こり難い長さとすることができ、第１
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設置ボス９５,９５に連結した第１アタッチメント１００と第１設置台部８４とを適切に
連結することができると共に、第２設置ボス９６,９６に連結した第２アタッチメント９
７と第２設置台部８９とを適切に連結することができる。しかも、成形型の型構造の制約
を受け難くなり、第１設置ボス９５および第２設置ボス９６の配設位置の自由度が高めら
れる。
【０１２０】
　また、実施例のパチンコ機１０では、第１アタッチメント１００の第１取付部１０１お
よび第２取付部１０２を、設置基材５７に設けられた第１設置台部８４および第１前装飾
部材９０に設けられた第１設置ボス９５に合わせて設定し得るので、第１前装飾部材９０
の離間部分９０ａの裏側における第１設置ボス９５の設定位置を自由に設定することが可
能となり、第１設置ボス９５の設定位置の自由度が高められる。同様に、第２アタッチメ
ント９７の第３取付部９８および第４取付部９９を、設置基材５７に設けられた第２設置
台部８９および第１前装飾部材９０に設けられた第２設置ボス９６に合わせて設定し得る
ので、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏側における第２設置ボス９６の設定位置
を自由に設定することが可能となり、第２設置ボス９６の設定位置の自由度が高められる
。
【０１２１】
　しかも、第１前装飾部材９０に設けられた第１設置ボス９５,９５が、基枠５０の設置
基材５７と表裏方向と直交する方向で該設置基材５７に固定した支持ベース部材８０に設
けられた第１設置台部８４から外れた位置に設けられていても、第１アタッチメント１０
０により第１設置台部８４および第１設置ボス９５のずれを吸収して、第１前装飾部材９
０を設置基材５７の表側に取り付けることが可能である。また、第１前装飾部材９０に設
けられた第２設置ボス９６,９６が、基枠５０の設置基材５７と表裏方向と直交する方向
で該設置基材５７に設けられた第２設置台部８９から外れた位置に設けられていても、第
２アタッチメント９７により第２設置台部８９および第２設置ボス９６のずれを吸収して
、第１前装飾部材９０を設置基材５７の表側に取り付けることが可能である。これにより
、第１前装飾部材９０の裏側において、設置基材５７に対する該第１前装飾部材９０の安
定的な取り付けに適切な位置に第１設置ボス９５および第２設置ボス９６を設けることが
可能となり、第１アタッチメント１００および第２アタッチメント９７を介して第１前装
飾部材９０を設置基材５７の表側に安定的に取り付けることができる。しかも、第１設置
ボス９５および第２設置ボス９６は、前後方向において下部スピーカボックス８７等と重
なる位置に設けることも可能である。また、第１取付部１０１が取り付けられる第１設置
台部８４の面積が、第２取付部１０２,１０２が取り付けられる２つの第１設置ボス９５,
９５における突出端の合計面積より小さいと共に、第３取付部９８が取り付けられる第２
設置台部８９の面積が、第４取付部１０９,１０９が取り付けられる２つの第２設置ボス
９６,９６における突出端の合計面積より小さいとしても、第１前装飾部材９０を設置基
材５７の表側に安定的に取り付けることが可能である。
【０１２２】
　そして、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏面に２つの第１設置ボス９５,９５
を設けて、各第１設置ボス９５,９５に対して第１アタッチメント１００を固定するよう
にしたので、第１アタッチメント１００を該第１前装飾部材９０に対して適切な姿勢で固
定することができる。同様に、第１前装飾部材９０の離間部分９０ａの裏面に２つの第２
設置ボス９６,９６を設けて、各第２設置ボス９６,９６に対して第２アタッチメント９７
を固定するようにしたので、第２アタッチメント９７を該第１前装飾部材９０に対して適
切な姿勢で固定することができる。また、第１アタッチメント１００においては、該第１
アタッチメント１００を基枠５０の設置基材５７に連結する第１設置台部８４が、該アタ
ッチメント１００を第１前装飾部材９０に連結する第１設置ボス９５より少ないので、設
置基材５７に対する第１前装飾部材９０の安定的な取り付けを確保しつつ、設置基材５７
に対する第１前装飾部材９０の取り付け作業の効率化を図り得る。
【０１２３】
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　更に、第１アタッチメント１００および第２アタッチメント９７により、第１設置台部
８４、第２設置台部８９、第１設置ボス９５および第２設置ボス９６の設定位置の自由度
が高められることで、設置基材５７と第１前装飾部材９０との間に配設される下部スピー
カボックス８７等の構成部材が形状やサイズに制約を受けることもない。
【０１２４】
　また、第１設置台部８４と第１取付部１０１とを固定する固定手段としてのネジを、設
置基材５７の裏側から貫通口８５へ挿通させてガイド部材８６で案内することにより、第
１設置台部８４の裏側へ容易に位置決めすることができる。これにより、第１設置台部８
４が設置基材５７の表面から第１前装飾部材９０側へ離間した位置に設けられていても、
該ネジにより第１設置台部８４と第１取付部１０１とを容易に固定することができ、第１
前装飾部材９０の取り付け作業の容易化および効率化を図り得る。
【０１２５】
(上球皿の球誘導路について)
　中枠１２の後側に配設された球払出し部から上球皿１４に払い出されたパチンコ球は、
該上球皿１４の球貯留部１０５から、一列に整列されながら球誘導路１０６へ移動する。
そして、球誘導路１０６の最下流位置に到達したパチンコ球は、該最下流位置に設けられ
た誘導片１１１に接触することで、該最下流位置の後方に位置する第２球送り口７７およ
び該第２球送り口７７に整合する第１球送り口７１に向けて変向され、両球送り口７７,
７１を介して球送り装置２４に向けて移動する。ここで、球送り装置２４の非作動時には
、一列に整列されたパチンコ球が、球誘導路１０６の案内下流側から順次貯留され、該球
誘導路１０６の案内下流側における底部に形成された球抜き口１１０を閉鎖した球抜きユ
ニット１１５のシャッタ部１２０上には、２つのパチンコ球が並んで載置される(図１７(
ａ)参照)。
【０１２６】
　遊技者による操作ハンドル１６の操作により球送り装置２４および球発射装置２３の夫
々が作動すると、球誘導路１０６に一列に貯留されたいたパチンコ球は、シャッタ部１２
０の上方を案内下流側へ順次移動して該球誘導路１０６の最下流位置に到達し、誘導片１
１１で変向されて第２球送り口７７および第１球送り口７１を介して球送り装置２４に向
けて移動する。なお、シャッタ部１２０の上面は、案内下流側に向けて下方傾斜すると共
に第２球送り口７７の前方が最も低くなっているので、球誘導路１０６を案内下流側に向
けて移動するパチンコ球は、該第２球送り口７７に円滑に案内される。
【０１２７】
(球抜き操作)
　一方、上球皿１４の球貯留部１０５に貯留されたパチンコ球を下球皿１５へ抜き出す際
には、球抜きユニット１１５の操作部材１１６を操作することで、球誘導路１０６の球抜
き口１１０からシャッタ部１２０を退避させ、該球抜き口１１０を開放する。これにより
、図１７(ｂ)に示すように、シャッタ部１２０に並んで載置されていた２個のパチンコ球
が、並んだ状態で球抜き口１１０を下方へ通過し得ると共に、並んだ状態のまま球排出路
７３の球取込み口１２６へ取り込まれ得る。そして、球排出路７３を移動したパチンコ球
は、球出口部材７８の球出口７９を介して下球皿１５の球貯留部１３０へ排出される。
【０１２８】
　従って、実施例のパチンコ機１０では、球誘導路１０６の案内下流側に形成された球抜
き口１１０を、２個のパチンコ球が並んで通過可能な大きさに形成したので、シャッタ部
１２０が該球抜き口１１０を開放した際には、上球皿１４の球貯留部１０５内のパチンコ
球を、球抜き口１１０を介して球排出路７３へ円滑に排出させることができ、パチンコ球
を排出する球抜きに要する時間を短縮することができる。また、球誘導路１０６内から球
排出路７３へパチンコ球を円滑に排出させ得るので、球抜き時に該球誘導路１０６内にお
いてパチンコ球の球詰まりが発生し難い。特に、球排出路７３の球取込み口１２６が、球
抜き口１１０から通出されたパチンコ球が２個並んだ状態で通過可能となっているので、
球抜き口１１０を介して上球皿１４から球排出路７３へパチンコ球を迅速に通出すること
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ができる。
【０１２９】
　また、球誘導路１０６の最下流部に第２球送り口７７および誘導片１１１を設けたこと
で、球誘導路１０６の最下流部にある１個のパチンコ球を誘導片１１１により第２球送り
口７７に向けて円滑に案内することができ、遊技中に該球誘導路１０６内においてパチン
コ球の球詰まりが発生するのを防止し得る。しかも、球誘導路１０６の底部に形成された
球抜き口１１０を閉じたシャッタ部１２０上に載ったパチンコ球は、該シャッタ部１２０
の上面が第２球送り口７７に向けて下方傾斜しているので該第２球送り口７７へ移動し易
くなっており、遊技中に該球誘導路１０６内においてパチンコ球の球詰まりが発生するの
を防止し得る。
【０１３０】
(スイッチユニット)
　第３前装飾部材９２に配設されたスイッチユニット１４０は、操作部１４１の押圧部１
６０を押圧すると、初期位置から操作位置へ下方移動することで、当該操作部１４１の操
作棒部１６１が基板１４２に設けられた対応するスイッチ１６５のボタン１６５ａを押圧
する。これにより、当該スイッチ１６５がＯＮ状態となり、これが制御部において認識さ
れることで、図柄表示装置４５の表示部４５ａにおいて表示される指示に基づいた操作や
、遊技条件や遊技内容等を選択することが可能となる。
【０１３１】
　スイッチユニット１４０は、上部開口１４９の操作部１４１の押圧部１６０との隙間か
ら本体１４４内に飲料水等の液体が浸入した場合には、該液体を迅速に本体１４４外へ排
出する。すなわち、図２６に示すように、本体１４４の収容空間１４５内に侵入した液体
は、カバー部材１４３の上面カバー部１７０の凹部１７２ｂに移動した後、カバー部材１
４３に設けられた排水部１７３を介して該カバー部材１４３の下方へ案内される。そして
、排水部１７３を通過した液体は、底蓋１４６に設けられた排出部１８０を介して本体１
４４の下方から排出される。従って、本体１４４内には、液体が滞留することがないと共
に、該液体が基板１４２に接触することもない。
【０１３２】
　従って、実施例のパチンコ機１０におけるスイッチユニット１４０は、上部開口１４９
の下方において操作部１４１の下方に配設された基板１４２が、該基板１４２の上方に配
設されたカバー部材１４３で被覆されているので、上部開口１４９から流下した液体が基
板１４２に付着することが防止され、該基板１４２が液体により短絡したり腐食すること
を防止し得る。そして、カバー部材１４３の上面に流下した液体は、該カバー部材１４３
に設けられた排水部１７３を介して基板１４２から外れた位置より下方へ案内されるので
、該カバー部材１４３の上面カバー部１７０に液体が滞留することも防止し得る。従って
、筒状をなす本体１４４の上部開口１４９と該上部開口１４９に配設された操作部１４１
との隙間から本体１４４の収容空間１４５内に液体が侵入した場合に、該液体がカバー部
材１４３の排出部１７３および底蓋１４６の排出部１８０を介して本体１４４外へ排出さ
れるので、該本体１４４の収容空間１４５内に液体が滞留することを防止し得る。しかも
、カバー部材１４３に設けられた排水部１７３と底蓋１４６に設けられた排出部１８０と
が上下方向で整合しているので、カバー部材１４３の排水部１７３を介して流下した液体
が底蓋１４６の排出部１８０へ導かれ易く、本体１４４内に侵入した液体を効率よく本体
１４４外へ排出させ得る。そして、本体１４４内に飲料水等の液体が長期に亘って滞留し
ないので、該飲料水が本体１４４内で変質することが回避されて衛生上の問題が生じるこ
ともない。
【０１３３】
　スイッチユニット１４０は、カバー部材１４３の上面に流下した液体を、該カバー部材
１４３の凹部１７２ｂに集まった後に排水部１７３から排出するようになっているので、
該カバー部材１４３の上面に該液体が滞留することを防止し得る。また、カバー部材１４
３の上面に流下した液体は、該カバー部材１４３の外周縁における排水部１７３以外の部
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位からは流下しないので、本体１４４を有さない構造であっても、該カバー部材１４３の
周囲に配設された部材や部品に液体が付着することを防止し得る。
【０１３４】
　また、スイッチユニット１４０は、カバー部材１４３に形成された排水部１７３と基板
１４２に形成された切り欠き１６８とを整合させることで、基板１４２とカバー部材１４
３とを適切に位置決めすることができる。また、カバー部材１４３が柔軟性を有する材料
から形成されていても、該カバー部材１４３を基板１４２に装着した際に、該基板１４２
により排水部１７３を変形することを防止し得る。
【０１３５】
(可動操作装置)
　カバー体２４２を露出させた状態で第２前装飾部材９１に収容され、図１に示すように
、可動体２０２の変位方向が鉛直線に対して斜め前方に若干傾いた姿勢で前枠１３に配設
された可動操作装置２００は、図柄表示装置４５の表示部４５ａにおいて表示される指示
に基づき、可動体２０２のカバー体２４２を押圧操作する。遊技者が可動体２０２を押圧
操作すると、該可動体２０２は、図２９および図３０に示すように、各付勢手段２２４の
付勢力に抗し、初期位置から移動位置に向けて移動する。そして、第１緩衝体２３０が、
固定体２０１と可動体２０２とにより挟まれると、該可動体２０２が移動位置で停止する
ようになると共に、可動体２０２の移動位置において、検知片２５９が、各位置検知セン
サ２１６,２１６の検知位置まで移動して該位置検知センサ２１６,２１６により検知され
る。これにより、可動操作装置２００は、可動体２０２が押圧操作に伴って初期位置から
移動位置へ移動して、位置検知センサ２１６,２１６による該可動体２０２の押圧操作検
知に伴って、所定の遊技演出を実行可能とする。なお、可動体２０２が移動位置に移動し
ても、圧縮コイルバネからなる付勢手段２２４が圧縮限界長さまで圧縮されないので、該
可動体２０２が移動位置まで適切に移動することが許容されると共に、該付勢手段２２４
が破損することもない。
【０１３６】
　可動体２０２は、押圧操作が解除されると、図２７および図２８に示すように、各付勢
手段２２４の付勢力により、移動位置から初期位置に向けて移動する。そして、各第２緩
衝体２３５が、ストッパ２２３と固定体２０１と挟まれると、該可動体２０２が初期位置
で停止するようになる。
【０１３７】
　また、可動体２０２内に収容されて透視可能な演出装置２０３は、該可動体２０２の押
圧操作と関係なしに発光基板２７３のＬＥＤ２７３ａを発光制御することでレンズ体２７
１が適時に明輝され、可動操作装置２００により演出効果が高められる。
【０１３８】
　従って、実施例のパチンコ機１０の可動操作装置２００は、可動体２０２が付勢手段２
２４の付勢力に抗して初期位置側から移動位置へ移動した際に、可動体２０２と固定体２
０１との間に配設された第１緩衝体２３０により該可動体２０２が弾力的に受け止められ
るので、可動体２０２が移動位置となる際の衝撃が軽減されると共に異音の発生を抑える
ことができる。また、可動体２０２が付勢手段２２４の付勢力により移動位置側から初期
位置へ移動した際に、ストッパ２２３と固定体２０１との間に配設された第２緩衝体２３
５により該ストッパ２２３が弾力的に受け止められるので、可動体２０２が初期位置とな
る際の衝撃が軽減されると共に異音の発生を抑えることができる。
【０１３９】
　可動操作装置２００は、第１緩衝体２３０が可動体２０２を弾力的に受け止めた移動位
置に該可動体２０２が移動した際に、付勢手段２２４としての圧縮コイルバネが圧縮限界
寸法まで圧縮変形しないので、該圧縮コイルバネに邪魔されることなく第１緩衝体２３０
で可動体２０２を受け止め得る。
【０１４０】
　可動操作装置２００は、可動体２０２の往復移動方向を軸とする周方向に離間して６本
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の支持バー２２１が設けられているので、可動体２０２が安定した姿勢に支持されると共
に、該可動体２０２が初期位置および移動位置の間をスムーズに移動する。そして、スト
ッパ２２３および第２緩衝体２３５が、６本の支持バー２２１のうちの３本に設けられて
いるので、初期位置に移動した可動体２０２を各第１緩衝体２３０で安定的に支持し得る
。また、第１緩衝体２３０および付勢手段２２４が、６本の支持バー２２１のうちの３本
に設けられているので、移動位置に移動した可動体２０２を、当該支持バー２２１の周辺
において各第１緩衝体２３０で安定的に支持し得る。
【０１４１】
　可動操作装置２００は、演出装置２０３が可動体２０２内に視認可能に配設されている
ので、演出効果を高めることができる。また、可動体２０２がパチンコ機１０の前枠１３
において押圧操作可能な向きで配設されているので、可動体２０２の押圧操作への興味を
遊技者に持たせることができ、遊技演出の操作による遊技の興趣を向上することができる
。
【０１４２】
〔変更例〕
　本発明に係る遊技機は、実施例に例示の形態に限らず種々の変更が可能である。
（１）操作手段は、本体および底蓋を備えずに、パチンコ機の機体を構成部材(前装飾部
材等)内に露出して配設されたものであってもよい。すなわち、機体の構成部材に形成さ
れた開口から該機体の外側に臨み、遊技者により操作される操作部と、開口の下方に配設
されて操作部の下方に位置する基板と、基板と操作部との間に配設され、この基板より大
きく形成されて該基板を操作部側から被覆するカバー部材とを有し、カバー部材に設けら
れ、開口を介して該カバー部材上に流下した液体を、基板から外れた位置より下方へ案内
する排水部とを備えたものであってもよい。このような構成の操作手段では、開口と操作
部との間から侵入してカバー部材の上面に流下した液体が、該カバー部材の外周縁におけ
る排水部以外の部位からは流下しないので、該カバー部材の周囲に別の部材や部品が配設
されていても、該部材や部品に液体が付着することも防止し得る。
（２）操作手段の基板は、操作部の押圧操作に基づいてＯＮ．ＯＦＦ操作されるスイッチ
を備えたものに限るものではなく、開口の下方に配設される各種基板(中継基板、発光基
板、制御基板等)も対象とされる。
（３）操作手段のカバー部材に設けられる排水部の数は、実施例で例示した４つに限るも
のではなく、３つ以下または５つ以上であってもよい。特に、カバー部材の上面カバー部
に設けられた凹部の数に応じて設定される。
（４）操作手段のカバー部材に設けられる排水部を、該カバー部材の外縁から凹んだ形状
とすると共に、収容空間が内部に画成された筒状の本体の内周面に、該凹状の排水部に嵌
合する凸状の位置決め部を設け、液体の排出が可能な隙間を確保したもとで排水部を位置
決め部に整合させることで、カバー部材を本体に適切な姿勢で配設するよう構成してもよ
い。
（５）第３前装飾部材に設けた設置部の下方に、該設置部に設けた操作手段から排出され
た液体を受け入れて遊技機外へ排出する排液管または排液路を設け、操作手段から排出さ
れた液体を、排液管または排液路を介して遊技機外へ排出するよう構成してもよい。
（６）可動装置は、固定体と、固定体に往復移動可能に支持された可動体とから構成され
て、演出装置を備えないものであってもよい。この場合は、可動体は、不透明な部材で構
成してもよい。
（７）可動装置において、可動体から延出するように設けられた支持バーの配設数は、実
施例で例示した６本に限らず、５本以下または７本以上であってもよい。また、固定体に
設けられるガイドは、支持バーの配設数と同数を設ければよい。
（８）可動装置の付勢手段は、実施例で例示した圧縮コイルバネに限るものではなく、捩
りバネ、引張りコイルバネ等であってもよい。
（９）可動装置の付勢手段の配設数は、実施例で例示した３つに限るものではなく、１つ
以上であればよい。また、付勢手段は、固定体と可動体との間であれば、支持バーから外
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れた位置に設けてもよい。
（１０）可動装置の第１緩衝体の配設数は、実施例で例示した３つに限るものではなく、
２つ以上であればよい。また、第１緩衝体は、固定体と可動体との間であれば、支持バー
から外れた位置に設けてもよい。
（１１）可動装置における第２緩衝体およびストッパの配設数は、実施例で例示した３つ
ずつに限るものではなく、夫々２つ以上であればよい。また、第２緩衝体は、固定体とス
トッパとの間であれば、支持バーから外れた位置に設けてもよい。
（１２）可動装置における検知手段は、固定体に検知部材を設けると共に、可動体に位置
検知センサを設けてもよい。
（１３）球誘導路の案内下流側に形成された球通出部は、１列で案内された２個の遊技球
が並んで通過可能なものに限るものではなく、複数個の遊技球が並んで通過可能な大きさ
であれば３個以上の遊技球が並んで通過可能な大きさであってもよい。
（１４）球通出部は、球誘導路の案内下流側の底部に形成されたものに限るものではなく
、該球誘導路の案内下流側における側部に形成したものであってもよい。
（１５）球通出部を開閉する球抜き部材は、球通出部の開口サイズに合わせてサイズが変
更される。なお、球抜き部材は、球抜き操作を行わない場合に球通出部を遊技球が通過す
るのを規制するものであれば、球通出部を完全に閉鎖しない形状であってもよい。
（１６）球排出路の球通出部側は、球通出部を通過した遊技球が３個以上に並んだ状態で
通過可能な幅に形成されていてもよい。
（１７）カバー部材をベース体の表側に取り付けるためのアタッチメントは、該カバー部
材の離間部分の裏側に設けられた１つの第２設置部の１つに取り付けられるものであって
もよい。また、アタッチメントは、カバー部材の離間部分の裏側に設けられた３つ以上の
第２設置部に取り付けられるものであってもよい。
（１８）第２設置部は、カバー部材の裏面に、ベース体の表裏方向において第１設置部と
一致する位置(重なる位置)に設けたものであってもよい。
（１９）第１設置部は、ベース体の表面に設けられたものであってもよい。このような第
１設置部の形態では、ガイド部を不要とし得る。
（２０）カバー部材に設けられる第２設置部は、実施例では設置基材に向けて延出するボ
ス形状を例示したが、該カバー部材の離間部分の裏側形状により、後方に位置する置基板
５７とは異なる上下方向や左右方向に向くように形成したものであってもよい。この場合
には、アタッチメントの第２取付部は、第２設置部の向きに合わせて形成される。
（２１）本願が対象とする遊技機は、実施例で例示したパチンコ機に限るものではなく、
本体と該本体の前側に配設された機体としての前側部材を備えたスロットマシンやアレン
ジボール等であってもよい。
【符号の説明】
【０１４３】
　１２ 前枠(本体)
　１３ 前枠(前側部材)
　４５ 図柄表示装置(表示装置)
　５０ 基枠(ベース体)
　８４ 第１設置台部(第１設置部)
　８５ 貫通口
　８６ ガイド部材(ガイド部)
　８７ 下スピーカボックス(構成部材)
　８９ 第２設置台部(第１設置部)
　９０ 第１前装飾部材(カバー部材)
　９０ａ 離間部分
　９５ 第１設置ボス(第２設置部)
　９６ 第２設置ボス(第２設置部)
　９７ 第２アタッチメント(アタッチメント)
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　９８ 第３取付部(第１取付部)
　９９ 第４取付部(第２取付部)
　１００ 第１アタッチメント(アタッチメント)
　１０１ 第１取付部
　１０２ 第２取付部

【図１】 【図２】



(38) JP 6196950 B2 2017.9.13

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(39) JP 6196950 B2 2017.9.13

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(40) JP 6196950 B2 2017.9.13

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(41) JP 6196950 B2 2017.9.13

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(42) JP 6196950 B2 2017.9.13

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】



(43) JP 6196950 B2 2017.9.13

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】

【図２８】



(44) JP 6196950 B2 2017.9.13

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】 【図３３】



(45) JP 6196950 B2 2017.9.13

【図３４】 【図３５】

【図３６】 【図３７】



(46) JP 6196950 B2 2017.9.13

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００９－１７８５６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０９５２２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１１３４３６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２
              Ａ６３Ｆ　　　５／０４　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

