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(57)【要約】
【課題】センター役物や各種入賞装置等の配線を挟むこ
となく、これらセンター役物等を遊技盤に効率的に設置
することができ、作業者の作業負担を大幅に低減するこ
とができる遊技機を提供する。
【解決手段】互いに組み合わせられた第１の部材として
のセンター役物２２と第２の部材としての裏ユニット１
３とを有し、配線Ｌ１を有する各種電子部品としてのソ
レノイド７０がセンター役物２２に設けられた遊技機１
であって、センター役物２２は、センター役物２２と裏
ユニット１３とを組み合わせる前に配線Ｌ１を収容し、
これらセンター役物２２と裏ユニット１３とを組み合わ
せた後に収容した配線Ｌ１を取り出せるように構成した
一時収容部９１を備えることとした。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに組み合わせられた第１の部材と第２の部材とを有し、配線を有する各種電子部品
が前記第１の部材に設けられた遊技機であって、
　前記第１の部材は、前記第１の部材と第２の部材とを組み合わせる前に前記配線を収容
し、これら第１の部材と第２の部材とを組み合わせた後に収容した前記配線を取り出せる
ように構成した一時収容部を備えていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記一時収容部は、前記配線の先端を含む全体を収容可能に形成されていることを特徴
とする請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１の部材がセンター役物であり、前記第２の部材は前記センター役物が組み付け
られる裏ユニットであることを特徴とする請求項１又は２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１の部材の表面には、遊技球が入賞可能な入賞装置が設けられており、前記第１
の部材の背面には、前記入賞装置を駆動するための駆動装置が設けられており、
　前記一時収容部は、前記駆動装置と隣接する位置に設けられていることを特徴とする請
求項１～３のいずれかに記載の遊技機。
【請求項５】
　前記駆動装置は、前記入賞装置を開閉駆動するプランジャを有するソレノイドを備え、
　前記一時収容部背面の端部の位置が前記プランジャの設けられている位置よりも後方と
なるように形成されていることを特徴とする請求項４記載の遊技機。
【請求項６】
　前記一時収容部が筒状に形成されていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記
載の遊技機。
【請求項７】
　前記各種電子部品が設けられた第１の部材のベース部と前記一時収容部との間に所定の
幅を有する空間部が形成されていることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の遊
技機。
【請求項８】
　前記一時収容部は、前記第１の部材の外周縁と前記駆動装置との間に設けられているこ
とを特徴とする請求項４～７のいずれかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種電子部品が実装された遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から知られている遊技機の一つに、いわゆるパチンコ機がある。パチンコ機は、遊
技球が流下する遊技領域を有する遊技盤を備えている。遊技領域には、センター役物、始
動入賞装置や大入賞装置等の各種入賞装置が設けられている。また、遊技領域には、多数
の誘導釘が打ちつけられており、遊技領域を流下する遊技球が進路を変化させながら流下
するように構成されている。
【０００３】
　例えば、下記に示す特許文献１には、前枠の中央部から上部にかけて後方に突出し、該
前枠と一体に形成されている収容枠に遊技盤が着脱自在にセット保持されているパチンコ
機が記載されている。このパチンコ機では、遊技盤の遊技領域の中央近傍にセンター役物
が設けられている。そして、このセンター役物の下方に、始動入賞口を有する始動入賞装
置や第１大入賞口を有する第１大入賞装置が設けられ、これら始動入賞口及び大入賞口の
左右両側に通過ゲートが設けられている。また、センター役物には、図柄表示装置、及び



(3) JP 2013-75123 A 2013.4.25

10

20

30

40

50

第２大入賞口を有する第２大入賞装置が設けられている。
【０００４】
　このように構成された遊技機では、遊技者が操作ハンドルを操作すると、発射装置での
遊技球の弾発が開始される。発射装置で弾発された遊技球は、誘導釘に当たり進路を様々
な方向へ変えながら遊技領域を流下する。遊技球は、そのほとんどが上記した各種入賞口
に入賞せず、遊技領域の下部に設けられたアウト口へ流入するものの、一部の遊技球が通
過ゲートを通過すると、これを契機として、所定時間だけ始動入賞口が開放される。始動
入賞口が開放されている間に遊技球が該始動入賞口へ入賞すると、遊技機の内部で抽選が
行われ、この抽選の結果がセンター役物の図柄表示装置に表示される。この抽選で当選し
た場合には、例えば図柄表示装置に「７７７」というような所定の組み合わせの図柄が表
示されるとともに、第１大入賞口又は第２大入賞口のいずれかが開放される。第１大入賞
口及び第２大入賞口は、開放すると遊技球が入賞しやすいように構成されており、遊技領
域を流下する遊技球の多くは開放した第１大入賞口又は第２大入賞口に入賞する。これら
第１大入賞口及び第２大入賞口は、所定個数（例えば１０個）の遊技球が入賞するか、又
は開放してから所定時間（例えば３０秒）だけ開放されると一端閉じられるようになって
おり、この開放から閉じるまでの動作が所定回数（例えば１５回）だけ繰り返される。こ
のとき、遊技者は、第１大入賞口又は第２大入賞口に入賞した遊技球に対して所定個数の
賞球を得ることができるため、大量の遊技球を獲得することができる。
【０００５】
　遊技機では、遊技を行っていない時に行われるいわゆるデモ演出や、遊技中に遊技者の
興趣を向上させるための各種演出が行われる。近年は、遊技機におけるこれらの演出が多
様化しており、単に発光態様を変化させたり、図柄の変動表示態様等に変化を持たせるだ
けではなく、アニメーションや動画等を用いて様々な演出を行うことが多くなっている。
そのため、このような幅広い演出に対応すべく、近年の遊技機ではセンター役物に設ける
図柄表示装置に大型の液晶ディスプレイ等のような表示装置を使用することが多くなって
いる。また、センター役物には多数の発光ダイオード等からなる電飾部材が設けられてい
るものも多く、図柄表示装置での表示態様と電飾部材での発光態様、センター役物におけ
る大入賞口の開閉態様との組み合わせで、より多様な演出が行われるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１４８９５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　遊技機は、予め入賞装置、表示装置、及び電飾部材等を取り付けて組み立てられたセン
ター役物や、予め組み立てられた各種入賞装置等を遊技盤に設置して製造される。また、
遊技機は、不正防止等の観点から、遊技機の各種装置を駆動する駆動装置や遊技機の制御
を行う制御装置等を遊技盤の背面側に設けている。そのため、遊技盤には、所定位置にセ
ンター役物等が挿入可能な大きさの孔が予め開口形成されており、センター役物等は、遊
技盤に開口形成されたこれら孔の表面側からセンター役物等の背面端部を配線と共に挿入
することによって遊技盤に設置される。
【０００８】
　しかしながら、近年は、センター役物に各種電子部品が設けられる数も増加する傾向に
あり、それによってセンター役物に設けられる入賞装置や表示装置、電飾部材等の配線数
も大幅に増加する傾向が強い。そのため、センター役物等を遊技盤に設ける場合や、セン
ター役物が取り付けられた遊技盤に裏ユニットを取り付ける場合には、入賞装置や表示装
置、電飾部材等の配線が遊技盤とセンター役物等との間や、裏ユニットとセンター役物等
との間に挟まらないように、作業者は従来にも増して細心の注意を払いながら設置作業を
行わなければならなかった。したがって、従来の遊技機は、製造作業の手間がかかり、作
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業の効率性を向上させるのが困難であるという問題があった。また、遊技盤又は裏ユニッ
トとセンター役物等との間に配線を挟んでしまった場合には、挟んだ配線が断線していな
いかを確認する作業が必要になるとともに、センター役物等を取り外して再度設置し直す
作業が必要になり、作業者の作業負担が大幅に増加してしまうという問題もあった。
【０００９】
　本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、センター役物や各種入賞装置等
の配線を挟むことなく、これらセンター役物等を遊技盤に効率的に設置することができ、
作業者の作業負担を大幅に低減することができる遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、
（１）互いに組み合わせられた第１の部材と第２の部材とを有し、配線を有する各種電子
部品が前記第１の部材に設けられた遊技機であって、前記第１の部材は、前記第１の部材
と第２の部材とを組み合わせる前に前記配線を収容し、これら第１の部材と第２の部材と
を組み合わせた後に収容した前記配線を取り出せるように構成した一時収容部を備えてい
ることを特徴とする遊技機；
（２）前記一時収容部は、前記配線の先端を含む全体を収容可能に形成されていることを
特徴とする上記（１）記載の遊技機；
（３）前記第１の部材がセンター役物であり、前記第２の部材は前記センター役物が組み
付けられる裏ユニットであることを特徴とする上記（１）又は（２）記載の遊技機；
（４）前記第１の部材の表面には、遊技球が入賞可能な入賞装置が設けられており、前記
第１の部材の背面には、前記入賞装置を駆動するための駆動装置が設けられており、前記
一時収容部は、前記駆動装置と隣接する位置に設けられていることを特徴とする上記（１
）～（３）のいずれかに記載の遊技機；
（５）前記駆動装置は、前記入賞装置を開閉駆動するプランジャを有するソレノイドを備
え、前記一時収容部背面の端部の位置が前記プランジャの設けられている位置よりも後方
となるように形成されていることを特徴とする上記（４）記載の遊技機；
（６）前記一時収容部が筒状に形成されていることを特徴とする上記（１）～（５）のい
ずれかに記載の遊技機；
（７）前記各種電子部品が設けられた第１の部材のベース部と前記一時収容部との間に所
定の幅を有する空間部が形成されていることを特徴とする上記（１）～（６）のいずれか
に記載の遊技機；
（８）前記一時収容部は、前記第１の部材の外周縁と前記駆動装置との間に設けられてい
ることを特徴とする上記（４）～（７）のいずれかに記載の遊技機；
を要旨とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の遊技機は、第１の部材と第２の部材とを組み合わせる前に、各種電子部品の配
線を収容し、これら第１の部材と第２の部材とを組み合わせた後に、収容した配線を取り
出せるように構成した一時収容部を備えているので、第１の部材と第２の部材とを組み合
わせる際に、これら第１の部材と第２の部材との間に配線が挟まるおそれや、挟まった配
線が断線するおそれを確実に防止することが可能になる。また、本発明の遊技機によれば
、これら第１の部材と第２の部材との間に配線が挟まることで第１の部材と第２の部材と
を組み合わせ直す作業もなくすことができ、作業者の作業負担を大幅に低減することが可
能になるとともに、第１の部材と第２の部材とを組み合わせる作業の効率化を図ることも
可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機の正面図である。
【図２】表面側から見た場合における遊技盤及び裏ユニットの分解斜視図である。
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【図３】背面側から見た場合における遊技盤及び裏ユニットの分解斜視図である。
【図４】遊技盤の構成を表す斜視図である。
【図５】センター役物を構成する装飾枠、第１装飾部材及び第２装飾部材の構成を表した
斜視図である。
【図６】装飾枠、第１装飾部材及び第２装飾部材の背面側の構成を表した斜視図である。
【図７】第１装飾部材の構成を表した分解斜視図である。
【図８】第１装飾部材の一時収容部が配置されている箇所を拡大して表した遊技盤の部分
拡大図である。
【図９】図８のＡ－Ａ線断面図である。
【図１０】第１装飾部材の一時収容部が形成されている部分を側面から拡大して表した部
分拡大図である。
【図１１】一時収容部に配線を通した状態を説明するための説明図である。
【図１２】一時収容部に配線の先端を一時的に収容した状態を説明するための説明図であ
る。
【図１３】一時収容部に配線を通した状態で裏ユニットを取り付ける際の作用効果を説明
するための説明図である。
【図１４】一時収容部に配線を通さない状態で裏ユニットを取り付ける際の作用効果を説
明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明に係る遊技機の実施の形態について、図面を用いて具体的に説明する。なお、本
実施の形態では、本発明に係る遊技機の一例としてパチンコ機を用いて説明するが、本発
明はパチンコ機以外の遊技機にも適用することが可能である。また、本明細書においては
、パチンコ機及びパチンコ機を構成する各部材の「前側」「後側」は、パチンコ機を正面
から見た場合における表面側（前面側）、背面側（後面側）を示すものとし、具体的には
図２に示す前側及び後側を言うものとする。また、本明細書においては、パチンコ機及び
パチンコ機を構成する各部材に関して「上側」、「下側」、「左側」及び「右側」は、図
１に示すようにパチンコ機を正面から見た場合における上側、下側、左側及び右側を示す
ものとする。
【００１４】
　本明細書においては、遊技球が各種入賞口に流入することを「入賞」と言い、この入賞
した遊技球のことを「入賞球」と言う。また、本明細書においては、遊技球が入賞するこ
とによって遊技者に払い出される遊技球を「賞球」と言う。さらに、本明細書における「
電子部品」とは、電力の供給を受けて何等かの作用や機能を発揮する部材全般を指すもの
であり、例えば遊技機がパチンコ機の場合には、始動入賞装置や大入賞装置等の各種入賞
装置を駆動するための駆動装置や、センター役物等で用いられる各種表示装置や電飾部材
等を意味する。また、「配線」は、電子部品に取り付けられた配線を意味するものであり
、これには電力線、信号線、制御ケーブル等の各種ケーブルが含まれる。
【００１５】
　本実施の形態に係る遊技機１の外観構成を図１に基づいて説明する。遊技機１は、機体
の外郭を構成する縦長方形の外枠２を備えている。この外枠２の開口前面側には、縦長方
形の中枠３が着脱自在に組み付けられている。中枠３は、全体的に合成樹脂材料を用いて
成形されており、内部に遊技盤１２等を取付固定することができるように構成されている
。前枠４は、中枠３の前面側に、該前枠４の左側に設けられたヒンジを中心に中枠３に対
して横開きをすることができるように開閉自在に組み付けられている。前枠４は、ガラス
板５を備えており、遊技者が遊技盤１２を視認することができ、かつ遊技盤１２を保護す
ることができるように構成されている。また、前枠４は、遊技に使用する遊技球を一時的
に貯留する上受け皿６と、上受け皿６から溢れ出て流下した遊技球を貯留する下受け皿７
とをガラス板５の下方に備えている。遊技機１は、遊技盤１２に向けて遊技球を弾発する
ための発射装置を内部に備えており、この発射装置における弾発強さを操作ハンドル８の
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回動量によって調節することができるように構成されている。また、上受け皿６には、遊
技球を貯留する貯留スペースの前側に、遊技者が遊技中に押圧操作する各種ボタン９ａ，
９ｂ，９ｃが配置されている。なお、図１中の符号１０、１１は、音声を出力するための
スピーカである。なお、後述するように、遊技機１は、遊技盤１２にセンター役物２２を
備えているが、図１ではセンター役物２２の記載は省略する。
【００１６】
　次に、遊技盤１２及び裏ユニット１３の構成を図２～図６に基づいて説明する。遊技盤
１２は、アクリルやポリカーボネート等の合成樹脂材料にて形成された略正方形の平板状
の部材である。また、遊技盤１２の背面側には、後述する第２の部材としての裏ユニット
１３が取り付けられている。図３に示すように、遊技盤１２には、８個の裏ユニット固定
孔１２ｂが設けられており、裏ユニット１３がビス等によって取付固定されるようになっ
ている。
【００１７】
　図２及び図４に示すように、遊技盤１２には、後述する第１の部材としてのセンター役
物２２を取り付けるための開口部１２ａが該遊技盤１２の略中央部に開口形成されており
、センター役物２２と遊技盤１２とが互いに組み合わせられるようになっている。また、
遊技盤１２の表面には、外レール１４と内レール１５とが半円弧状に配設されている。こ
れら外レール１４及び内レール１５は、前後方向に所定の厚さを有する部材で形成されて
いる。外レール１４は、遊技盤１２の中央よりも左側の下部から遊技盤１２の上部を経て
該遊技盤１２の中央よりも右側の上部まで円弧を描くように形成されている。また、内レ
ール１５は、遊技盤１２の盤面上においては外レール１４と対向するように配置されてい
る。
【００１８】
　これら外レール１４と内レール１５は、該外レール１４と内レール１５との間を遊技球
が通過可能な間隔を有する案内路１６が形成されるように配置されている。この案内路１
６は、発射装置で弾発された遊技球が通過する経路である。案内路１６を通過した遊技球
が流下する遊技領域１７は、遊技盤１２において外レール１４の内側（外レール１４と内
レール１５とが対向配置されている箇所においては、内レール１５の内側）に形成されて
おり、遊技球は、この案内路１６を通過した後に、遊技領域１７の上部から下部に向けて
流下するように構成されている。
【００１９】
　遊技領域１７には、普通入賞装置１８、始動入賞装置１９、大入賞装置２０、図柄表示
装置２１、及び第１の部材としてのセンター役物２２等が設けられている。また、遊技領
域１７には、多数の誘導釘２３が打たれている。遊技領域１７を流下する遊技球は、誘導
釘２３に当たって流下方向を変化させながら、遊技領域１７の上部から下部に向かって流
下する。ほとんどの遊技球は、遊技領域１７の最下部に設けられたアウト口２４に流入す
るものの、これ以外の遊技球は、普通入賞装置１８等に設けられている各種入賞口に入賞
するようになっている。
【００２０】
　普通入賞装置１８は、遊技盤１２の表面に複数個（本実施の形態では３個）設けられて
いる。これら普通入賞装置１８は普通入賞口２５を有しており、遊技球が入賞すると所定
数（例えば１０個）の賞球を払い出すように構成されている。
【００２１】
　始動入賞装置１９は、センター役物２２の下方に配置されている。始動入賞装置１９は
、遊技領域１７を流下する遊技球が入賞可能な大きさに、上方に向けて開口形成された始
動入賞口２６を有しており、遊技球が入賞すると、遊技者に有利な大当り状態で遊技を行
うか否かを抽選する大当り抽選が行われるように構成されている。
【００２２】
　大入賞装置２０は、センター役物２２の右下に配置されている。大入賞装置２０は、横
長方形状に開口する大入賞口２７と、大入賞口２７を開閉する開閉板２８とを備えている
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。大入賞装置２０は、通常は開閉板２８が大入賞口２７を閉じる位置に位置しており、大
当り抽選に当選すると、所定個数（例えば１０個）の遊技球が入賞するが、又は所定時間
（例えば３０秒）が経過するまでの間、大入賞口２７を開く位置に移動するように構成さ
れている。遊技球は開閉板２８が開いた位置に位置している時は、開閉板２８で誘導され
ながら大入賞口２７に入賞する。そして、遊技機１では、大入賞口２７に入賞した入賞球
の数に対応した数の賞球を払い出すようになっている。
【００２３】
　図柄表示装置２１は、視覚的に遊技者の興趣を向上させるためのものであり、本実施の
形態では遊技盤１２の下部であってアウト口２４の上方に配置されている。図柄表示装置
２１は、３つの数字を表示することができるように構成されており、大当り抽選が開始す
るとこれら３つの数字のそれぞれが変動表示し、所定時間経過すると抽選結果に対応した
数字が３つ停止表示されるようになっている。この図柄表示装置２１には、例えば７セグ
メント表示装置やドットマトリクス表示装置が用いられるが、これに限定されるものでは
なく、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置や液晶表示装置等
を使用してもよい。また、図柄表示装置２１には、上記したもののほか、リール式（ドラ
ム式）の表示装置やリーフ式の表示装置等を用いてもよいし、上記した以外のものを用い
てもよい。なお、本実施の形態では、図柄表示装置２１をセンター役物２２とは別個に遊
技盤１２に設けているが、センター役物２２に一体化してもよい。
【００２４】
　図２、図５及び図６に示すように、センター役物２２は、装飾枠３１、装飾部材３２を
備えている。また、センター役物２２には、特別入賞装置３５が設けられている。
【００２５】
　装飾枠３１は、各種の装飾が施されている枠状の部材であり、遊技盤１２に開口形成さ
れた開口部１２ａに該遊技盤１２の前側から挿入されて、遊技盤１２に取付固定されるよ
うになっている。また、装飾枠３１には、上記した特別入賞装置３５が設けられている。
特別入賞装置３５は、遊技領域１７を流下する遊技球が入賞可能な大きさに形成された特
別入賞口３６と、この特別入賞口３６を開閉自在に開閉する羽根部材３７とを備えている
。特別入賞装置３５は、通常は羽根部材３７が特別入賞口３６を閉じる位置に位置してお
り、特別の条件、例えば、遊技機１がいわゆる確変状態又は時短状態などのような特別の
状態になった場合に、一定の周期で所定回数（例えば１０回）だけ開閉を繰り返すように
なっている。この羽根部材３７の開閉駆動は、後述するソレノイド７０により行われる。
【００２６】
　また、図３及び図６に示すように、装飾枠３１の背面側には、４個のピン部材２２ａが
該装飾枠から背面側に向けて突出形成されている。このピン部材２２ａは、遊技盤１２の
背面側に裏ユニット１３を取り付ける際、該裏ユニット１３の位置決めを行うためのもの
である。
【００２７】
　装飾部材３２は、装飾枠３１の内部に位置するように取り付けられている。装飾部材３
２は、遊技者の視覚を通じて遊技に対する興趣を向上させるような演出を行うためのもの
で、例えばＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）のような発光部材の発
光態様を任意に変化させたり、所定条件が成立した場合に消灯したりすることができるよ
うに構成されている。本実施の形態では、装飾部材３２は、「磨」の文字が描かれた提灯
の形状をした第１装飾体８２と綱の形状をした第２装飾体８３を有する第１装飾部材３８
と、「達」の文字が描かれた提灯の形状をした第２装飾部材３９とから構成されている。
これら第１装飾部材３８及び第２装飾部材３９は、装飾枠３１の背面側からネジ止め等の
任意な方法によって取付固定されている。なお、本実施の形態における第１装飾部材３８
と第２装飾部材３９の形状は、本実施の形態のものに限定されず、任意に選択した種々の
形状を使用してよい。また、第１装飾部材３８の構成は後述する。
【００２８】
　図２及び図３に示すように、裏ユニット１３は、遊技盤１２の背面側に取付固定される
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部材である。裏ユニットの前面側には、ピン受け部１３ａが４箇所に形成されている。こ
のピン受け部１３ａは、裏ユニット１３を遊技盤１２の背面側に取り付ける際に、該遊技
盤１２に対する裏ユニット１３の取付位置を決めるためのものである。このピン受け部１
３ａは、前面側が開口形成する孔部が後方向へ延びるように形成されており、遊技盤１２
に取付固定されたセンター役物２２のピン部材２２ａがこの孔部と嵌合することができる
ように形成されている。
【００２９】
　また、裏ユニット１３には、遊技盤１２へ取付固定される際に使用される貫通孔１３ｂ
が開口形成されている。この貫通孔は、遊技盤１２に裏ユニット１３を取付固定する際に
使用されるビスが挿通することができる大きさに開口形成されており、本実施の形態では
８個の貫通孔１３ｂが開口形成されている。
【００３０】
　裏ユニット１３を遊技盤１２の背面側に取り付ける場合には、まず裏ユニット１３を遊
技盤の背面側から該遊技盤１２へ近づけるように移動させ、裏ユニット１３のピン受け部
１３ａと遊技盤１２に取付固定されたセンター役物２２のピン部材２２ａとを嵌合させる
。このように、ピン受け部１３ａとピン部材２２ａとを嵌合させることで、遊技盤１２に
対する裏ユニット１３の位置決めが行われる。そして、このようにして取り付けられた裏
ユニット１３は、該裏ユニット１３の背面側から貫通孔を挿通して裏ユニット固定孔１２
ｂに取付固定されるビス等（図示せず）によって遊技盤１２に取付固定される。
【００３１】
　図２に示すように、裏ユニット１３は装飾本体３３と表示装置３４を備えている。装飾
本体３３は、本実施の形態では達磨の形状をしており、裏ユニット１３に形成された装飾
体取付部４０に取付固定されている。装飾本体３３は、遊技盤１２に裏ユニット１３を取
付固定した場合に、装飾枠３１、並びに第１装飾体８２及び第２装飾体８３の内側に位置
するように配置されている。なお、本実施の形態では、達磨の形状をしたものを装飾本体
３３としているが、他の形状をしたものであってもよい。また、本実施の形態では、裏ユ
ニット１３に装飾本体３３を取り付けているが、装飾本体３３は遊技盤１２に取り付けて
もよい。
【００３２】
　表示装置３４は、裏ユニット１３において装飾本体３３の下方に取り付けられており、
本実施の形態ではドットマトリクス表示装置が用いられている。この表示装置３４は、例
えばキャラクター図柄等の各種図柄を表示するためのもので、遊技の進行状況に対応した
図柄を表示することができるようになっている。なお、本実施の形態では、表示装置３４
としてドットマトリクス表示装置を用いているが、他の表示装置を任意に選択してもよい
。例えば、７セグメント型表示装置や有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃ
ｅ）表示装置、液晶表示装置等のような各種表示装置を使用してもよい。
【００３３】
　次に、第１装飾体８２の構成を図７に基づいて説明する。図７は、第１装飾体８２を背
面側から見た場合における分解斜視図である。第１装飾体８２は、第１ベース部材５１、
第２ベース部材５２、駆動装置５３、第１装飾部５４及び第２装飾部５５とを備えている
。第１ベース部材５１は、第１装飾部５４を取り付けるための第１取付部５６と、駆動装
置５３及び第２装飾部５５を取り付けるための第２取付部５７を有している。第１取付部
５６は、第１ベース部材５１の上部に設けられており、前面側に第１装飾部５４が取り付
けられるように構成されている。また、第１取付部５６には、第１装飾部５４に給電等す
るための配線を案内するための案内部５８、第１装飾部５４を構成する後述する第１発光
部８１の背面に取り付けられたコネクタに配線を接続するための接続用孔５９が形成され
ている。
【００３４】
　第２取付部５７は、第１ベース部材５１の下部に設けられており、前面側に駆動装置５
３が取り付けられるように構成されている。第２取付部５７には、駆動装置５３の前面側
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に取り付けられる第２装飾部５５に給電等するための配線Ｌ２を第２取付部５７の後方へ
逃がすための孔部６０が開口形成されている。また、第２取付部５７には、駆動装置５３
を構成する後述するソレノイド７０等が収容されるソレノイド収容部６１が形成されてい
る。このソレノイド収容部６１は、底壁部６２、上側壁部６３、左側壁部６４、及び右側
壁部６５を有し、ソレノイド７０等の周囲を囲むように形成されている。また、上側壁部
６３、左側壁部６４、及び右側壁部６５は、第２取付部５７の基部５７ａよりから後方へ
延出するように形成され、底壁部６２は、これら上側壁部６３、左側壁部６４、及び右側
壁部６５と連続するように、かつ基部５７ａよりも後方に位置するように形成されている
。なお、本実施の形態では、図７に示すように底壁部６２の下方が切り欠かれているが、
このような形状とすることに限定されるものではない。また、第２取付部５７には、一時
収容部９１が形成されているが、この一時収容部９１の構成については後述する。
【００３５】
　第２ベース部材５２は、駆動装置５３及び第２装飾部５５を取り付けるための部材であ
り、該第２ベース部材５２の背面側に駆動装置５３が取付固定され、第２ベース部材５２
の前面側に第２装飾部５５が取付固定されるように形成されている。また、第２ベース部
材５２の背面には、駆動装置５３を構成するソレノイド７０を配置するための突起部６６
、駆動装置５３を構成する移動部材７３が上下方向に移動する際に、該移動部材７３の移
動をガイドする第１ガイド部６７及び第２ガイド部６８、駆動装置５３を構成するカバー
部材７４をネジ等によって取付固定する取付用孔６９が形成されている。なお、駆動装置
５３を構成するソレノイド７０、移動部材７３、及びカバー部材７４の構成は後述する。
【００３６】
　駆動装置５３は、駆動源としてのソレノイド７０、コイルバネ７１、プランジャ７２、
移動部材７３、カバー部材７４から構成されている。ソレノイド７０は、円筒状のコイル
とＵ字状に湾曲形成されたＵ字鉄板と、Ｕ字鉄板の先端に差し渡して配置される矩形鉄板
とを備え、コイルの周囲をＵ字鉄板と矩形鉄板とで囲むことによって環状の磁路を形成す
るように構成されている。また、ソレノイド７０には、内側にプランジャ７２を挿入する
ための図示しない貫通孔が設けられている。この貫通孔は、コイルと矩形鉄板に開口形成
されており、上記したように、コイル、矩形鉄板及びＵ字鉄板を組み合わせた時に、コイ
ルの貫通孔と矩形鉄板の貫通孔とが同軸上に位置するように形成されている。本実施の形
態では、ソレノイド７０は、プランジャ７２が上下方向に移動するように配置されており
、第１装飾部材３８の背面側のスペース効率を向上させることができるようになっている
。
【００３７】
　プランジャ７２は、横断面が円形の棒状の部材で、先端には、側方に張り出すフランジ
７２ａが形成されている。また、プランジャ７２の外側には、コイルバネ７１が挿通され
ている。コイルバネ７１は、プランジャ７２を貫通孔に挿入した時には、フランジ７２ａ
と矩形鉄板との間で挟まれるように位置している。プランジャ７２は、ソレノイド７０が
励磁されると該ソレノイド７０の貫通孔内に引き込まれ、このときコイルバネ７１は圧縮
変形する。また、この状態でソレノイド７０の励磁が停止されると、コイルバネ７１がプ
ランジャ７２を付勢し、該プランジャ７２を突き出す位置に移動させる。すなわち、ソレ
ノイド７０は、プランジャ７２を突き出す位置と引き込む位置との間で、プランジャ７２
を直線的に移動させることができるように構成されており、コイルバネ７１は、プランジ
ャ７２を突き出す位置へ付勢するように構成されている。
【００３８】
　また、本実施の形態では、プランジャ７２が上下方向に移動するようにソレノイド７０
が配置されている。そのため、ソレノイド７０の励磁が停止されると、上記したコイルバ
ネ７１による付勢に加えて、重力の作用によってもプランジャ７２を突き出す位置に移動
させることができるようになっている。
【００３９】
　移動部材７３は、ソレノイド７０の駆動により移動するプランジャ７２の先端に取り付
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けられ、該プランジャ７２の移動とともに移動し、上記した特別入賞装置３５の羽根部材
３７を開閉自在に移動させるためのものである。この移動部材７３は、係合部７５及び作
動部７６を有している。係合部７５は、プランジャ７２の先端に形成されているフランジ
７２ａと係合するように形成されており、本実施の形態では、プランジャ７２の軸部が嵌
合可能な第１嵌合部７５ａの下にフランジ７２ａが嵌合可能な第２嵌合部７５ｂが形成さ
れるように形成されている。これら第１嵌合部７５ａ及び第２嵌合部７５ｂは、移動部材
７３に対して、前後方向に部分的に切り欠く、又は凹部を設けるように形成されている。
また、この時の第２嵌合部７５ｂの左右方向の幅は、第１嵌合部７５ａの左右方向の幅よ
りも広くなるように形成されている。したがって、プランジャ７２が上方向に移動する場
合には、フランジ７２ａの上面が第２嵌合部７５ｂを構成する上面と当接して移動部材７
３も上方向に移動し、プランジャ７２が下方向に移動する場合には、フランジ７２ａの下
面が第２嵌合部７５ｂを構成する下面と当接して移動部材７３も下方向に移動する。
【００４０】
　作動部７６は、移動部材７３の下部に形成されており、本実施の形態では、右側から左
下側に向けて凹状に形成された凹部７６ａが形成されている。凹部７６ａには、軸方向が
前後方向と一致する方向に形成された羽根部材３７のピン（図示せず）が該凹部７６ａ内
に位置することができるように形成されている。したがって、羽根部材３７は、プランジ
ャ７２の移動に伴って移動部材７３が上下方向に移動すると、凹部７６ａ内に位置するピ
ンも上下方向に移動して、特別入賞口３６を開く位置へ移動したり、該特別入賞口３６を
閉じる位置へ移動したりすることができるようになっている。
【００４１】
　また、移動部材７３には、第１ガイド受け部７７ａ及び第２ガイド受け部７７ｂが形成
されている。第１ガイド受け部７７ａは、第２ベース部材５２に形成されている第１ガイ
ド部６７によって移動部材７３がガイドされながら移動することができるようにするため
のものである。また、第２ガイド受け部７７ｂは、第２ベース部材５２に形成されている
第２ガイド部６８によって移動部材７３がガイドされながら移動することができるように
するためのものである。本実施の形態では、第１ガイド受け部７７ａは、係合部７５が形
成されている箇所から前方向に向けて２つの突出片を突出形成することによって形成され
ている。また、第２ガイド受け部７７ｂは、移動部材７３の下部において、上下方向に延
びる板状片となるように形成されている。なお、これら第１ガイド受け部７７ａ及び第２
ガイド受け部７７ｂの形状は一例であり、この形状に限定されるものではない。
【００４２】
　カバー部材７４は、アルミニウムやステンレス等の金属製の部材を任意に選択して形成
されたもので、ソレノイド７０及び移動部材７３を後面側から覆うように形成されている
。このカバー部材７４は、下部にストッパ部７４ａが形成されており、移動部材７３が下
方向へ移動した際に、該移動部材７３の下面がストッパ部７４ａと当接し、移動部材７３
がそれ以上下方向へ移動することがないようになっている。また、カバー部材７４は、第
２ベース部材５２にネジ止め等の任意な方法で取付固定することができるようになってい
る。
【００４３】
　第１装飾部５４は、第１発光部８１、第１装飾体８２、及び第２装飾体８３を備えてい
る。第１発光部８１は、基板８１ａの表面側にＬＥＤ等の発光部材が取り付けられ、基板
８１ａの背面側にコネクタ８１ｂ，８１ｃが取り付けられて構成されており、種々の発光
態様で発光することができるようになっている。第１装飾体８２は、提灯を模した形状と
なるように形成されており、前面に「磨」の文字が施されている。また、第２装飾体８３
は、第１装飾体８２の下方に取り付けられるようになっている。これら第１装飾体８２及
び第２装飾体８３は、本実施の形態の形状に限定されるものではなく、任意に選択した種
々の形状にしてもよい。
【００４４】
　第２装飾部５５は、第２発光部８４及び第３装飾体８５を備えている。第２発光部８４
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は、基板８４ａの表面側にＬＥＤ等の発光部材が取り付けられ、基板８４ａの背面側にコ
ネクタ８４ｂ等が取り付けられて構成されており、種々の発光態様で発光することができ
るようになっている。第３装飾体８５は、第２発光部８４の前面側に取り付けられるよう
に形成されている。なお、この第３装飾体８５も、本実施の形態の形状に限定されるもの
ではなく、任意に選択した種々の形状にしてもよい。
【００４５】
　次に、第２取付部５７に形成されている一時収容部９１の構成を図８～図１０に基づい
て説明する。一時収容部９１は、センター役物２２と裏ユニット１３とを組み合わせる前
に、ソレノイド７０に接続された配線Ｌ１を収容し、センター役物２２と裏ユニット１３
とを組み合わせた後に、収容した配線Ｌ１を取り出せるようにするためのものである。図
８に示すように、一時収容部９１は、第２取付部５７においてソレノイド収容部６１の右
側に隣接するように形成されている。また、図９及び図１０に示すように、一時収容部９
１は、第２取付部５７の基部５７ａよりも後方へ延出するように形成されている。一時収
容部９１は、上壁部９２の左右方向の長さが下壁部９３の左右方向の長さよりも長くなる
ように形成されている。また、一時収容部９１は、左壁部９４がソレノイド収容部６１の
左側壁部６４の一部を構成するようにも形成されている。この一時収容部９１は、センタ
ー役物２２の装飾枠３１の外周縁と駆動装置５３との間に位置するように形成されており
、この位置において、右壁部９５が斜め方向に向けて形成されている。これにより、セン
ター役物２２を遊技盤１２に取り付ける際に、該遊技盤１２の開口部１２ａと一時収容部
９１の右壁部９５との干渉を防止することができるようになっている。
【００４６】
　また、図８及び図９に示すように、一時収容部９１は、前後方向に貫通する貫通孔９１
ａが開口形成されており、筒状となるように形成されている。この貫通孔９１ａの大きさ
は、一方の辺（本実施の形態においては上側の辺）の左右方向の長さが他方の辺（本実施
の形態においては下側の辺）の左右方向の長さよりも長くなるように形成されている。即
ち、本実施の形態において、一方の辺に相当する貫通孔９１ａの上側の辺の左右方向の長
さをＤ１、他方の辺に相当する貫通孔９１ａの下側の辺の左右方向の長さをＤ２とすると
、Ｄ１＞Ｄ２の関係が成立するように形成されている。また、この貫通孔９１ａの中を通
るコネクタの長手方向の幅をＷ１とすると（図１１参照）、幅Ｗ１、左右方向の長さＤ１
，Ｄ２の関係は、Ｄ１はＷ１よりも長くなるように形成され、Ｄ２はＷ１よりも短くなる
ように形成されている。即ち、これらＤ１，Ｄ２，Ｗ１は、Ｄ１＞Ｗ１＞Ｄ２の関係が成
立するように形成されている。なお、本実施の形態では、Ｄ１＞Ｄ２の関係が成立した台
形形状となるように貫通孔９１ａが形成されているが、この貫通孔９１ａの形状は台形に
留まるものではなく、例えば三角形状のような台形以外の形であってもよい。
【００４７】
　図９は、図８のＡ－Ａ線の断面を表した断面図であり、図１０は、一時収容部９１が形
成されている箇所を右側から見た状態を表した側面図である。図９に示すように、一時収
容部９１の背面の端部１０１（図９における上端部）の位置は、駆動装置５３のプランジ
ャ７２が設けられている位置よりも後方であって、カバー部材７４よりも後方となるよう
に形成されている。すなわち、一時収容部９１の背面の端部１０１の位置は、カバー部材
７４の端部に比べてＨ１だけ後方に位置するように形成されている。また、一時収容部９
１の背面の端部１０１の位置は、プランジャ７２が設けられている位置に比べてＨ２だけ
後方に位置するように形成されている。また、図１０に示すように、前方側（図９におい
ては、一時収容部９１の下方）には、センター役物２２の装飾枠３１との間には、空間部
９６が形成されている。この空間部９６は、一時収容部９１に配線Ｌ１を一時的に収容し
た時に、この配線Ｌ１を一時収容部９１の下方へ移動させやすくするためのもので、いわ
ゆる逃げ部としての機能を有するように構成されている。また、一時収容部９１は、該一
時収容部９１の後端面の位置が第２取付部５７に形成された孔部の後端面の位置よりも後
方に位置するように形成されている。
【００４８】
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　なお、第２装飾体８３は、第１装飾体８２と同様に、第１ベース部材、第１装飾体及び
第２装飾体を備えるように構成されているが、第１ベース部材５１は、一時収容部９１を
備えていない以外は第１装飾体８２の構成と同じであり、また第１装飾体及び第２装飾体
の構成も第１装飾体８２と同じであるので、ここでの説明は省略する。
【００４９】
　次に、本実施の形態に係る一時収容部９１の作用効果について説明する。まず、本実施
の形態に係る遊技機１において、遊技盤１２の背面側に裏ユニット１３を取り付ける際の
手順について説明する。本実施の形態に係る遊技機１は、第１装飾体８２及び第２装飾体
８３を取り付けた第１装飾部材３８や第２装飾部材３９が取り付けられている装飾枠３１
を遊技盤１２に取り付ける。その後、遊技盤１２を遊技機１の中枠３に取り付けて、遊技
盤１２の背面側に裏ユニット１３を取付固定して組み立てられる。
【００５０】
　このようなステップで遊技機１を組み立てる場合において、特に遊技盤１２の背面側に
裏ユニット１３を取り付ける際の手順について詳細に説明する。まず、裏ユニット１３を
遊技盤１２に取り付ける前段階として、ソレノイド７０に接続されている配線Ｌ１を予め
一時収容部９１の貫通孔９１ａに通しておく。この場合、図９に示すように、ソレノイド
７０は一時収容部９１よりも前側に位置するので、ソレノイド７０の配線Ｌ１は一時収容
部９１よりも前側から延出する。また、この配線Ｌ１は、裏ユニット１３を取り付けた後
は該裏ユニット１３に取付固定された他の電子部品のコネクタと配線Ｌ１の先端に設けら
れたコネクタＣ１とを接続するため、遊技盤１２よりも後方へ配線される。そのため、本
実施の形態では、配線Ｌ１を一時収容部９１に収容する場合には、貫通孔９１ａの前側か
ら後側に向けて挿通する。
【００５１】
　なお、配線Ｌ１は、裏ユニット１３に取付固定された他の電子部品と接続するためのも
のであるから所定の長さを有するように形成されている。そのため、遊技盤１２の背面側
に裏ユニット１３を取り付ける前は、配線Ｌ１のコネクタＣ１は他のコネクタとは接続さ
れておらず、自由に動ける状態になっている。しかし、本実施の形態においては、一時収
容部９１の貫通孔９１ａに配線Ｌ１を挿通させることによって、配線Ｌ１の上下左右方向
への移動を一時収容部９１の上壁部９２、下壁部９３、左壁部９４及び右壁部９５によっ
て規制することが可能になる。なお、図１１において符号Ｌ２で示すのは、第１発光部８
１の基板に取り付けられているコネクタに接続されている配線である。
【００５２】
　遊技盤１２の背面側に裏ユニット１３を取付固定する場合には、図１２及び図１３に示
すように、配線Ｌ１の先端を一時収容部９１に収容する。この場合には、コネクタＣ１は
貫通孔９１ａの内部に位置し、配線Ｌ１は、一時収容部９１の下方に形成された空間部９
６に位置するようになる。この状態で裏ユニット１３を遊技盤１２の背面側に取付固定し
、その後、一時収容部９１の貫通孔９１ａの内部に収容された配線Ｌ１のコネクタを取り
出して、再度配線し直す。そして、コネクタを裏ユニット１３に形成された相手方のコネ
クタに接続して、裏ユニット１３の取付固定が行われる。
【００５３】
　本実施の形態に係る遊技機１によれば、上記した通り、配線Ｌ１を一時収容部９１の中
に通し、配線Ｌ１の上下左右方向への移動を規制することができるので、配線Ｌ１の大幅
な移動を防止することができる。したがって、例えば図１４に示すように、配線Ｌ１を一
時収容部９１の貫通孔９１ａの中を通さなかったり、又は一時収容部９１が形成されてい
ない場合等に、配線Ｌ１が大幅に移動して、遊技盤１２と裏ユニット１３との間に配線Ｌ
１を挟み込んだり、この挟み込みによる配線Ｌ１の断線させてしまうような問題、またこ
のように配線Ｌ１を挟み込んでしまったことにより、遊技盤１２と裏ユニット１３との組
み付けを再度行わなければならないという問題というような、製造時における不都合を確
実に防止することが可能になる。
【００５４】



(13) JP 2013-75123 A 2013.4.25

10

20

30

40

50

また、本実施の形態の遊技機１によれば、配線Ｌ１の先端を一時収容部９１に収容するこ
とによって配線Ｌ１に無理な力が加わることや、無理な力が加わることによって配線Ｌ１
の先端を一時収容部９１に収容することができないというような不具合を確実に防止する
ことができる。また、裏ユニット１３は、遊技盤１２の背面側に裏ユニット１３を取付固
定した場合であっても、前側端部は空間部９６よりも後方に位置した状態で取付固定され
る。したがって、配線Ｌ１の先端を一時収容部９１に収容し、配線Ｌ１の大部分が空間部
９６に位置する場合でも、裏ユニット１３の取り付けに際して、空間部９６に位置する配
線Ｌ１が遊技盤１２と裏ユニット１３との間に挟まったり、又は配線Ｌ１が断線すること
も確実に防止することができる。
【００５５】
　また、本実施の形態の遊技機１によれば、一時収容部９１を上辺の左右方向の長さが下
辺の左右方向の長さよりも長く、逆に言えば下辺の左右方向の長さが上辺の左右方向の長
さよりも短くなるように形成されているので、スペース効率を向上させることができる。
また、本実施の形態の遊技機１によれば、一時収容部９１の貫通孔９１ａは、一方の辺（
本実施の形態においては上側の辺）の左右方向の長さＤ１が他方の辺（本実施の形態にお
いては下側の辺）の左右方向の長さＤ２よりも長くなるように形成されており、かつコネ
クタＣ１の長手方向の幅Ｗ１に対しては、Ｄ１はＷ１よりも長く、Ｄ２はＷ１よりも短く
なるように形成されているので、配線Ｌ１の先端のコネクタＣ１を一時収容部９１内に留
まりやすくすることができ、遊技盤１２の背面側に裏ユニット１３を取り付ける際に配線
Ｌ１の先端が一時収容部９１よりも後方へ飛び出るおそれを確実に防止することができる
。そのため、遊技盤１２の背面側に裏ユニット１３を取り付ける際に、配線Ｌ１が遊技盤
１２と裏ユニット１３との間に挟まったり、又は配線Ｌ１が断線したりすることをより確
実に防止することができる。また、このように、配線Ｌ１の挟み込みや断線のおそれを確
実に防止することができるので、遊技機１の製造時にこれら遊技盤１２と裏ユニット１３
とを組み付ける作業を行う時は、作業者が配線Ｌ１の挟み込みや断線のおそれを気にせず
に作業することができるため、遊技機１の製造効率を大幅に向上させることも可能になる
。
【００５６】
　さらに、上記したように構成することで、一時収容部９１の貫通孔９１ａ内に収容した
配線Ｌ１を容易に取り出すこともできる。そのため、遊技盤１２の背面側に裏ユニット１
３を取り付けた後に配線Ｌ１のコネクタＣ１を他のコネクタと接続する際の作業も非常に
効率的に行うことができるようになり、製造時の作業効率をより大幅に向上させることも
可能になる。
【００５７】
　また、本実施の形態の遊技機１によれば、一時収容部９１の左壁部９４がソレノイド７
０と隣接する位置に設けられ、左壁部９４によってソレノイド７０と隣接する位置が部分
的に分割されるように構成されているので、配線Ｌ１の先端を一時収容部９１に収容する
前、又は一時収容部９１に配線Ｌ１を収容する際などの場合に、ソレノイド７０が配置さ
れる箇所に配線Ｌ１の先端が侵入することも防止できる。また、このように形成すること
で、ソレノイド７０が配置される箇所に他の配線Ｌ１の先端が侵入すること、及びこの他
の配線Ｌ１が侵入した状態でソレノイド７０が駆動し、さらにプランジャ７２や移動部材
７３が移動した際における該他の配線Ｌ１の挟み込みや断線のおそれも確実に解消するこ
とが可能になる。また、このように形成することで、ソレノイド７０に対して針金等を挿
入して不正にソレノイド７０を動作させて賞球を獲得するというような行為も確実に防ぐ
ことが可能になる。
【００５８】
　また、本実施の形態の遊技機１によれば、一時収容部９１の左壁部９４の後端が駆動装
置５３のカバー部材７４よりも後方へ位置するように形成されているので、一時収容部９
１の中を挿通した配線Ｌ１が該一時収容部９１からソレノイド７０が配置されている箇所
へ侵入したり、上記したような不正行為を行うことをより確実に防止することも可能にな
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る。
【００５９】
　以上、本実施の形態に係る遊技機１の具体的な構成について説明したが、本発明は、本
実施の形態の態様に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変
更することが可能である。また、本実施の形態では、センター役物２２を構成する第１装
飾体８２に一時収容部９１を設け、これによって遊技盤１２の背面側に裏ユニット１３を
取付固定する際の配線Ｌ１の挟み込み及び断線を防止する例について説明したが、一時収
容部９１をセンター役物２２以外の遊技盤１２や裏ユニット１３に設けるように構成して
もよい。また、本実施の形態では、一時収容部９１を第１装飾部材３８のみに設けた例に
ついて説明したが、第２装飾部材３９にも設けてよい。また、一時収容部９１は、一カ所
に限らず、複数個所に設けてもよい。
【００６０】
　また、本実施の形態では、一時収容部９１は、上辺の左右方向の長さが下辺の左右方向
の長さよりも長くなるように形成されているが、配線の仕方によっては、上辺の左右方向
の長さが下辺の左右方向の長さよりも短くなるように形成してもよいし、また、左辺の上
下方向の長さが右辺の上下方向の長さよりも長く（又は短く）なるように形成してもよい
。この場合、一時収容部９１の形状は、配線Ｌ１の先端が一時的に収容できればよく、本
実施の形態における形状に限定されるものではない。例えば、一時収容部９１を上辺、左
辺及び右辺からなる三角形状にしてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
１　遊技機
１２　遊技盤
１２ａ　開口
１３　裏ユニット
１７　遊技領域
１８　普通入賞装置
１９　始動入賞装置
２０　大入賞装置
２２　センター役物
３１　装飾枠
３２　装飾部材
３３　装飾本体
３４　表示装置
３５　特別入賞装置
３６　特別入賞口
３７　羽根部材
３８　第１装飾部材
３９　第２装飾部材
５１　第１ベース部材
５２　第２ベース部材
５３　駆動装置
５４　第１装飾部
５５　第２装飾部
５６　第１取付部
５７　第２取付部
７０　ソレノイド
７２　プランジャ
９１　一時収容部
９１ａ　貫通孔
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９６　空間部
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