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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一括投入される多数のコインを１枚ずつ順次取り込んで、送出可能なコイン取込及び送
出装置において、
　投入されるコインを厚み方向が前後方向を向く起立状態で一時的に貯留可能な落し込み
部を有するコイン一括トレイと、
　前記コイン一括トレイにおける前記落し込み部の後記対向面に対向するように配置され
、かつ水平方向に対して傾斜した前後方向の軸線回りに回転可能であるとともに、前記コ
イン一括トレイの前記落し込み部に貯留されているコインを、コイン厚み方向が前記軸線
方向を向いた状態で、両側面のうち水平角が鈍角で、かつ前記コイン一括トレイの前記落
し込み部に対向する前面側から取り込み可能で当該取り込んだコインを厚み方向が前記軸
線方向を姿勢で後方へ送出可能な取込孔を円周方向に沿って複数有する回転盤と、
　該回転盤を回転させるモータと、
　前記回転盤の両側面のうち水平角が鋭角となる後面の真後ろに配置されるとともに、前
記取込孔を前記後面側から閉塞することにより、前記取込孔に取り込まれているコインを
、前記回転盤の回転方向に沿って搬送可能とする閉塞部、及び前記コインが該搬送により
予め定めた送出位置に達することにより、前記取込孔に取り込まれているコインを前記回
転盤の後面側へ送出可能とする送出口を有するベース部材と、
　前記送出位置にある前記取込孔を隠蔽可能で、かつ最下位置にある取込孔を開放するよ
うに、前記回転盤の前面側において前記回転盤のほぼ上半分の前面を覆う隠蔽部材とを備
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え、
　前記回転盤を、水平方向に対して傾斜した前後方向の軸により前記ベース部材に枢支す
るとともに、前記コイン一括トレイを、前記落し込み部の前記対向面が前記回転盤の前面
に対向するように前記ベース部材に設け、
　前記回転盤における取込孔が設けられた部分の厚み方向の寸法を、コイン１枚分の厚み
より僅かに大きく、かつコイン２枚分の厚みよりも小とし、
　前記隠蔽部材の下縁部を、前記回転盤の前記取込孔がコインを取り込んだ位置から前記
送出位置へ至る経路の途中、前記取込孔に２枚のコインが重なって取り込まれたとき、２
枚のコインのうち後から取り込まれた方のコインに対して当接し、このコインを前記取込
孔から離脱させるコイン通過制限手段とし、
　前記ベース部材に、前記回転盤の前記取込孔から送出されたコインを受け入れ可能な下
向き排出溝を有するガイド部材を設け、
　前記ガイド部材における前記排出溝の上部で、かつ前記ベース部材の前記送出口に対向
する部分に、前記回転盤の回転方向に沿って、前記回転盤の後面からの距離が漸増するよ
うに傾斜する傾斜面を設け、
　前記送出位置に移動して前記取込孔から送出されるコインが前記ベース部材の前記送出
口を通過して前記送出溝の上部へ入り込むとき、前記傾斜面をもって、コインの後面を当
該コインが前記排出溝に入り込むときの移動方向へ案内可能としたことを特徴とするコイ
ン取込及び送出装置。
【請求項２】
　回転盤の前面は、コイン一括トレイの落し込み部の対向面に対して上向きに開く鋭角に
なるように対向することを特徴とする請求項１記載のコイン取込及び送出装置。
【請求項３】
　ベース部材の回転盤に対向する前面に凹部を設け、該凹部に前記回転盤を回転可能に収
容したことを特徴とする請求項１または２記載のコイン取込及び送出装置。
【請求項４】
　コイン一括トレイの落し込み部における回転盤の前面に対向する対向面を、垂直方向に
対して前記回転盤側に向けて傾けたことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のコ
イン取込及び送出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ型スロットマシン（略称パチスロ）と称される回胴式遊技機、一般
のスロットマシン、自動販売機、現金自動振込機、硬貨弁別機等に適用可能であり、一括
投入された多数のメダルや硬貨等のコインを１枚ずつ順次取り込んで、１枚ずつ順次送出
可能なコイン取込及び送出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、回胴式遊技機に適用されるコイン取込及び送出装置においては、遊技機本体の
前面に設置されたコイン一括トレイに一括投入された多数のコインを、遊技機本体の内部
に配置されたコイン送出装置における円筒部材に落下させて貯留し、この円筒部材に貯留
された多数のコインを、円筒部材の下方に設けられ、かつモータ駆動により所定の方向へ
回転可能な回転ディスクの落とし穴に、１枚ずつ順次落し込んで取り込む。そして、回転
ディスクの落とし穴に取り込まれたコインを、その厚み方向が上下方向を向くような状態
で、回転ディスクの回転による遠心力によって、回転ディスクの外側に設けられた二次側
通路へ送出して、コイン送出装置の外部へ送出するようになっている（例えば、特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開平１１－１２０４０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　しかしながら、上記の特許文献１に記載されたような従来技術においては、回転ディス
クの落とし穴に取り込んだコインを、回転ディスクの回転による遠心力によって、回転デ
ィスクの遠心方向へ移動させて、外部に送出するような構造であるため、回転ディスクの
遠心方向（水平方向）にコインの移動を許容するための広いスペース（二次側通路）が必
要になることに起因して、装置全体が大型化し、遊技機本体に取り付ける場合、遊技機本
体側に大きな取り付けスペースを確保する必要があるとともに、取り付け位置の制約を受
ける等の問題がある。
　さらには、コイン一括トレイとコイン送出装置とが別体で構成されているため、回胴式
遊技機（被取付体）への取り付けが面倒である等の問題を有している。
【０００４】
　本発明は、上述のような従来の課題を解決するためになされたもので、その目的は、狭
いスペースでコインの取込及び送出を可能にして、小型化を可能にするとともに、被取付
体に対する取り付けを容易に行い得るようにしたコイン取込及び送出装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
（１）一括投入される多数のコインを１枚ずつ順次取り込んで、送出可能なコイン取込及
び送出装置において、投入されるコインを厚み方向が前後方向を向く起立状態で一時的に
貯留可能な落し込み部を有するコイン一括トレイと、前記コイン一括トレイにおける前記
落し込み部の後記対向面に対向するように配置され、かつ水平方向に対して傾斜した前後
方向の軸線回りに回転可能であるとともに、前記コイン一括トレイの前記落し込み部に貯
留されているコインを、コイン厚み方向が前記軸線方向を向いた状態で、両側面のうち水
平角が鈍角で、かつ前記コイン一括トレイの前記落し込み部に対向する前面側から取り込
み可能で当該取り込んだコインを厚み方向が前記軸線方向を姿勢で後方へ送出可能な取込
孔を円周方向に沿って複数有する回転盤と、該回転盤を回転させるモータと、前記回転盤
の両側面のうち水平角が鋭角となる後面の真後ろに配置されるとともに、前記取込孔を前
記後面側から閉塞することにより、前記取込孔に取り込まれているコインを、前記回転盤
の回転方向に沿って搬送可能とする閉塞部、及び前記コインが該搬送により予め定めた送
出位置に達することにより、前記取込孔に取り込まれているコインを前記回転盤の後面側
へ送出可能とする送出口を有するベース部材と、前記送出位置にある前記取込孔を隠蔽可
能で、かつ最下位置にある取込孔を開放するように、前記回転盤の前面側において前記回
転盤のほぼ上半分の前面を覆う隠蔽部材とを備え、前記回転盤を、水平方向に対して傾斜
した前後方向の軸により前記ベース部材に枢支するとともに、前記コイン一括トレイを、
前記落し込み部の前記対向面が前記回転盤の前面に対向するように前記ベース部材に設け
、前記回転盤における取込孔が設けられた部分の厚み方向の寸法を、コイン１枚分の厚み
より僅かに大きく、かつコイン２枚分の厚みよりも小とし、前記隠蔽部材の下縁部を、前
記回転盤の前記取込孔がコインを取り込んだ位置から前記送出位置へ至る経路の途中、前
記取込孔に２枚のコインが重なって取り込まれたとき、２枚のコインのうち後から取り込
まれた方のコインに対して当接し、このコインを前記取込孔から離脱させるコイン通過制
限手段とし、前記ベース部材に、前記回転盤の前記取込孔から送出されたコインを受け入
れ可能な下向き排出溝を有するガイド部材を設け、
　前記ガイド部材における前記排出溝の上部で、かつ前記ベース部材の前記送出口に対向
する部分に、前記回転盤の回転方向に沿って、前記回転盤の後面からの距離が漸増するよ
うに傾斜する傾斜面を設け、前記送出位置に移動して前記取込孔から送出されるコインが
前記ベース部材の前記送出口を通過して前記送出溝の上部へ入り込むとき、前記傾斜面を
もって、コインの後面を当該コインが前記排出溝に入り込むときの移動方向へ案内可能と
する。
【０００６】
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（２）上記(１)項において、回転盤の前面は、コイン一括トレイの落し込み部の対向面に
対して上向きに開く鋭角になるように対向する。
【０００７】
（３）上記(１)または(２)項において、ベース部材の回転盤に対向する前面に凹部を設け
、該凹部に前記回転盤を回転可能に収容する。
【００１２】
（４）上記(１)～(３)項のいずれかにおいて、コイン一括トレイの落し込み部における回
転盤の前面に対向する対向面を、垂直方向に対して前記回転盤側に向けて傾ける。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、次のような効果を奏することができる。
（ａ）請求項１記載の発明によると、コインを回転盤の前面側から取り込んで後面側へ送
出するようにしたことにより、従来のように回転盤の周りにコインの送出を許容するスペ
ースを設けた構成に比して、狭いスペースでコインの取込及び送出が可能となり、装置全
体の小型化及び薄型化を容易に図ることができ、狭いスペースに容易に取り付け可能とな
る。
　また、コイン一括トレイとベース部材と回転盤とのユニット化が可能となり、被取付体
に対する取り付けを簡単かつ確実に行うことができる。
　さらに、回転盤の取込孔に２枚のコインが取り込まれたとき、２枚のコインのうち後か
ら取り込まれた方のコインに対して当接し、このコインを取込孔から離脱させるコイン通
過制限手段を隠蔽部材の下縁部としたことにより、部品点数を増やすことなく、コイン一
括トレイに投入された多数のコインを、確実に１枚ずつ順次取り込んで、１枚ずつ順次送
出することが可能となる。
　さらに、ベース部材に、取込孔から送出されたコインを受け入れ可能な下向き送出溝を
有するガイド部材を設けたことにより、取込孔から抜け出たコインを、確実に外部器機に
向けて送出することができる。
　さらに、ガイド部材における排出溝に傾斜面を設けたことにより、コインを傾斜面によ
り、徐々に排出溝に入り込ませることが可能となり、コインを円滑かつ静かに送出するこ
とができる。
【００１６】
（ｂ）請求項２記載の発明によると、請求項１に係わる発明の効果に加えて、回転盤の前
面を、コイン一括トレイの落し込み部の対向面に対して上向きに開く鋭角になるように対
向させたことにより、コイン一括トレイの落し込み部と回転盤の前面との間に、多数のコ
インが重なり合って落ち込むのを阻止することができ、取込孔によるコインの取り込みを
確実に行うことができる。
【００１７】
（ｃ）請求項３記載の発明によると、請求項１または２に係わる発明の効果に加えて、回
転盤をベース部材の前面に設けた凹部に回転可能に収容したことにより、装置全体をより
薄型化することが可能となる。
【００２２】
（ｄ）請求項４記載の発明によると、請求項１～３のいずれかに係わる発明の効果に加え
て、コイン一括トレイの落し込み部における回転盤の前面に対向する対向面を、回転盤側
に向けて傾けたことにより、コイン一括トレインに投入されたコインを回転盤側に確実に
倒すことができ、取込孔によりコインを確実に取り込むことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の一実施形態を、図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の一実施形態を適用した回胴式遊技機の正面図を示す。
　遊技機本体(１)は、遊技媒体を円板状の遊技メダル（コイン）とし、この遊技メダルを
後述のコイン取込及び送出装置(６)に投入して投資することにより、所定のゲームが行わ
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れるもので、各装置を制御するための制御基板、照明装置、及び音響装置、並びにその他
の装置等を収容した筐体(２)を有し、筐体(２)の前面側には、上方から、外周面に複数種
類の図柄が付記された３個の回胴体(3a)を内蔵した図柄表示装置(３)、図柄表示装置(３)
の入賞有効ラインを表示する表示ランプ(４)、入賞有効ライン上に並ぶ図柄が予め定めら
れた組み合わせになったときに発生する入賞時の遊技メダルの払い出し枚数を表示する遊
技メダル払出枚数表示器(５)、一括投入された多数の円板状の遊技メダルを１枚ずつ順次
取込及び送出可能な、本発明に係わるコイン取込及び送出装置(６)、各種操作スイッチが
配置されたスイッチ配置部(７)、払出される遊技メダル及び返却される遊技メダルの払出
口(８)、払出口(８)から出てくる遊技メダルを受け入れる受け皿(９)が、それぞれ設けら
れている。なお、遊技メダルは、円板状に限られるものでなく、円板に類似する形状であ
れば良い。
【００２６】
　スイッチ配置部(７)には、コイン取込及び送出装置(６)に貯留されている遊技メダルを
所定数の枚数（例えば、５０枚）を上限として取り込んで、遊技メダルを後のゲームまで
予め記憶させてクレジット状態とするときに操作されるゲーム投入スイッチ(20)、クレジ
ット状態の遊技メダルを精算するときに操作される精算スイッチボタン(10)、クレジット
状態の遊技メダルを１枚ずつゲームに投資するときに操作される１枚投入スイッチボタン
(11)及び最大数の３枚をゲームに投資するときに操作されるＭＡＸベッドスイッチボタン
(12)、図柄表示装置(３)における各回胴体(3a)の回転を開始させるときに操作されるスタ
ートレバー(13)、各回胴体(3a)の回転を停止させるときに操作されるストップスイッチボ
タン(14)が配置されている。
【００２７】
　回胴式遊技機におけるゲームは、コイン取込及び送出装置(６)に投入された遊技メダル
を遊技機本体(１)の内部に取り込ませてクレジット状態として、１枚投入スイッチボタン
(11)またはＭＡＸベッドスイッチボタン(12)を操作して、スタートレバー(13)を操作する
ことによって開始される。
【００２８】
　コイン取込及び送出装置(６)により取り込まれた遊技メダルは、遊技機本体(１)の内部
に設けられ、かつコイン取込及び送出装置(６)の下方に配置された遊技メダルセレクター
（外部器機）(図示略)に送出されて遊技メダルの選別及び投入が検知された後、遊技メダ
ルセレクターの下方に配置された遊技メダル払出ホッパー（外部器機）(図示略)に送出さ
れる。
【００２９】
　遊技メダルが遊技機本体(１)の内部に取り込まれた後、スタートレバー(13)が操作され
ると、３個の回胴体(3a)が一斉に回転して、ゲームが開始される。そして、所定時間が経
過した後、各回胴体(3a)に対応する各ストップスイッチボタン(14)を順次操作して、各回
胴体(3a)の回転を個別に停止させることによって、入賞有効ライン上に並ぶ各図柄の組み
合わせにより、入賞の有無、及び賞の大小に応じた遊技メダルの配当枚数が決定される。
入賞した場合には、遊技メダルが、遊技メダル払出ホッパーにより、配当枚数分だけ払出
口(８)から受け皿(９)に払い出される。
【００３０】
　次に、コイン取込び送出装置(６)について、図２～図１３に基づいて詳細に説明する。
　図２は、コイン取込及び送出装置(６)の斜視図、図３は、コイン取込及び送出装置(６)
の分解斜視図、図４及び図５は、コイン取込及び送出装置(６)の正面図、図６は、コイン
取込及び送出装置(６)の側面図、図７は、コイン取込及び送出装置(６)の平面図、図８は
、図４におけるVIII－VIII線に沿う縦断面図、図９は、図５におけるIＸ－IＸ線に沿う拡
大縦断面図、図１０は、図５におけるＸ－Ｘ線に沿う要部の拡大縦断面図、図１１は、図
４におけるＸI－ＸI線に沿う拡大横断面図、図１２は、図５におけるＸII－ＸII線に拡大
横断面図、図１３は、コイン一括トレイ(61)の背面図を、それぞれ示す。なお、図２、３
、６、８、９及び図１０の左方、図４、５及び図１３の紙面手前、図７、１１及び図１２
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の下方を「前方」とし、また、図２、３、６、８、９及び図１０の右方、図４、５及び図
１３の紙面奥側、図７、１１及び図１２の上方を「後方」とする。
【００３１】
　コイン取込及び送出装置(６)は、遊技機本体(１)の前面に配置されるとともに、一括投
入される多数の遊技メダルを受け入れ可能なコイン一括トレイ(61)と、コイン一括トレイ
(61)の後側に固定されるベース部材(62)と、コイン一括トレイ(61)に対向するように、ベ
ース部材(62)の前面側に回転可能に支持される回転盤(63)と、ベース部材(62)の後側に設
けられる上下方向のガイド部材(64)と、ガイド部材(64)の後側に配置され、回転盤(63)を
回転させるためのモータ(65)と、ベース部材(62)の前面側に固定されるとともに、回転盤
(63)の前面における上半分を隠蔽する隠蔽部材(66)とを有し、コイン一括トレイ(61)、隠
蔽部材(66)、回転盤(63)、ベース部材(62)、ガイド部材(64)、モータ(65)が順次後方に積
層されるように組み付けられる。なお、モータ(65)は、ステッピングモータであることが
望ましいが、ＤＣモータであっても良い。
【００３２】
　ねじ(15)は、ベース部材(62)をコイン一括トレイ(61)の後側に固定するためのものであ
る。(16)は、隠蔽部材(66)をベース部材(62)の前部に固定するためのねじである。ねじ(1
7)は、ガイド部材(64)をベース部材(62)の後部に固定するためのものである。ねじ(18)は
、回転盤(63)をモータ(65)側に連結するためのもので、回転盤(63)の中心に設けた異形孔
(63b)に嵌合されるモータ(65)の回転軸(65a)に螺合される。
【００３３】
　コイン一括トレイ(61)は、投入された多数の遊技メダルを受け入れる正面視ほぼＵ字状
の受け部(61a)と、受け部(61a)の後端に連設されるとともに、回転盤(63)との間に、遊技
メダルを起立状態、具体的には遊技メダルをメダル厚み方向が前後方向に向くように落し
込んで、一時的に貯留可能な落し込み部(61b)とから形成されている。
【００３４】
　コイン一括トレイ(61)は、主に図６及び図８に示すように、遊技機本体(１)の前面から
露出する受け部(61a)が後側に向けて下り傾斜になるように設置される。これにより、受
け部(61a)により受け入れられた遊技メダルは、自重をもって、受け部(61a)の上面を滑っ
て、落し込み部(61b)に落ち込むようになる。
【００３５】
　コイン一括トレイ(61)の落し込み部(61b)は、後述のように、後傾姿勢で支持される回
転盤(63)の前面に対向するように設けられるとともに、主に図８に示すように、側面視が
ほぼ逆三角形で、かつ主に図13に示すように、後面視が下向き半月状をなしており、全体
的に下方へ向けて開口幅が漸次狭くなるような形状をなしている。また、落し込み部(61b
)における回転盤(63)に対向する対向面(61c)は、図８に示すように、垂直方向(Ｖ)に対し
て僅かに後傾、すなわち回転盤(63)側に向けて傾いている。
【００３６】
　落し込み部(61b)を上述の形状としたことにより、落し込み部(61b)に落ち込んだ遊技メ
ダルは、メダル厚み方向を前後方向に向けた姿勢で、図13に符号(100)で示すように、下
部中央に寄るとともに、図８に符号(100)で示すように、後方、すなわち回転盤(63)側に
向けて倒れやすくなる。
【００３７】
　また、落し込み部(61b)の上端と回転盤(63)との間の前後方向の隙間(Ａ)は、図８に示
すように、遊技メダル(100)の直径より狭くなるように設定されている。
【００３８】
　ベース部材(62)は、主に図６及び図８に示すように、コイン一括トレイ(61)の後側に後
傾姿勢で固定されるとともに、その前面には、回転盤(63)を厚み方向に収容する深さを有
する凹部(62a)が設けられている。
【００３９】
　回転盤(63)は、図８に示すように、ベース部材(62)の凹部(62a)に前面側から収容され
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るとともに、コイン一括トレイ(61)の落し込み部(61b)に対してほぼ３０度後傾した姿勢
で、前上がりにほぼ３０度傾いた軸線方向(Ｘ)、すなわち水平方向に対して傾斜した回転
軸(65a)により、ベース部材(62)の凹部(62a)に枢支される。これにより、回転盤(63)の前
面、すなわち水平角が鈍角で、かつコイン一括トレイ(61)の落し込み部(61b)に対向する
一側面は、コイン一括トレイ(61)の対向面(61c)に対して鋭角（ほぼ３０度）の関係にな
るように対向し、落し込み部(61b)の対向面(61c)と回転盤(63)の前面との間に、多数の遊
技メダルが前後方向に重なり合って落ち込むのを阻止することができ、取込孔(63a)によ
る遊技メダルの取り込みを確実に行うことができる。なお、軸線方向(Ｘ)は、モータ(65)
の回転軸(65a)の軸線方向と一致する。
【００４０】
　なお、ベース部材(62)の凹部(62a)の深さは、回転盤(63)がベース部材(62)より前方へ
突出しないように、回転盤(63)の厚みより僅かに深くなっている。
【００４１】
　回転盤(63)には、コイン一括トレイ(61)の落し込み部(61b)に落ち込んだ遊技メダルを
メダル厚み方向に、回転盤(63)の前面側から、回転盤(63)の後面側、すなわち水平角が鋭
角になる他側面に通過させる円形の取込孔(63a)が複数個（本実施形態においては４個）
設けられている。
【００４２】
　取込孔(63a)は、回転盤(63)の回転により、後述の取込位置(Ｂ)においてコイン一括ト
レイ(61)に投入された遊技メダルをその厚み方向を前後方向へ向けた状態で取り込んで、
後述の送出位置(Ｃ)において回転盤(63)の後方へ送出するように作用する。また、取込孔
(63a)を複数としたことにより、遊技メダルの取込及び送出を迅速に行うことができるよ
うになっている。
【００４３】
　回転盤(63)における各取込孔(63a)が設けられた部分の前後方向の厚みは、遊技メダル
１枚分の厚みより僅かに大きく、かつ遊技メダル２枚分の厚みより小さくなるように設定
されている。これにより、取込孔(63a)に遊技メダルを確実に取り込むことができるとと
もに、遊技メダルを確実に送出位置(Ｂ)に搬送することができる。
【００４４】
　回転盤(63)は、回転盤(63)の後面に沿って配置されるベース部材(62)との協同作用をも
って、モータ(65)により、図４及び図５において反時計方向へ回転させられると、複数の
取込孔(63a)のうち取込位置(Ｂ)（本実施形態においては、最下位位置）にある取込孔(63
a)によって、落し込み部(61b)に貯留されている遊技メダルを前面側から取り込み可能で
、かつ遊技メダルを取り込んだ取込孔(63a)が送出位置(Ｃ)（本実施形態においては、最
上位位置を僅かに過ぎた位置）に変位すると、後述のように、遊技メダルを取込孔(63a)
から後方へ送出させるようになっている。
【００４５】
　ベース部材(62)は、回転盤(63)の回転に伴って、取込孔(63a)が取込位置(Ｂ)から送出
位置(Ｃ)に向けて変位するまでの範囲において、取込孔(63a)に取り込まれた遊技メダル
が取込孔(63a)から回転盤(63)の後面側に抜け出すことがないように、取込孔(63a)の後方
を閉塞して、遊技メダルを回転盤(63)の回転方向へ沿って搬送可能とする閉塞部(62c)と
、遊技メダルを取り込んだ取込孔(63a)が送出位置(Ｃ)に変位したとき、遊技メダルがそ
の厚み方向を前後方向に向けた状態で、取込孔(63a)から回転盤(63)の後面側に送出され
るように、取込孔(63a)の後方を開放する送出口(62b)とを有している。
【００４６】
　ガイド部材(64)は、ベース部材(62)の後面側に固定されるとともに、その前面側には、
回転盤(63)の取込孔(63a)から送出されてベース部材(62)の送出口(62b)を通過した遊技メ
ダルを、遊技メダルセレクターに向けて誘導するための下向き排出溝(64a)が設けられて
いる。この排出溝(64a)の上部は、ベース部材(62)の送出口(62b)に対向する位置に設けら
れる。
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【００４７】
　排出溝(64a)の上部右側縁、すなわち取込孔(63a)の取込位置に対応する部分には、遊技
メダルが取込孔(63a)から抜け出て、排出溝(64a)に入り込むときの当接音を緩和するため
の、遊技メダルの移動方向に沿って、後ろ向き傾斜面(64b)が設けられている。
【００４８】
　遊技メダル(100)は、取込孔(63a)から排出溝(64a)に移動するとき、図１１に示すよう
に、先にその移動方向の前端部が排出溝(64a)に入り込み、次いで、後端部が排出溝(64a)
に入り込む。このとき、図12に示すように、遊技メダル(100)の後端部が、傾斜面(64b)に
案内されて、徐々に排出溝(64a)に入り込ませることが可能となり、遊技メダル(100)を円
滑かつ静かに排出溝(64a)に移動させることが可能となる。
【００４９】
　隠蔽部材(66)は、正面視ほぼ上向き半円状をなして、回転盤(63)のほぼ上半分の前面を
覆うようにベース部材(62)に固定されることにより、取込位置(Ｂ)またはその近傍にある
取込孔(63a)以外の取込孔(63a)の一部または全体を隠蔽することができる。これにより、
隠蔽部材(66)により前方が隠蔽された取込孔(63a)に対する異物の入り込みを阻止して、
回転盤(63)を常時円滑に回転させることができる。
【００５０】
　なお、本実施形態における隠蔽部材(66)の右下縁部は、コイン通過制限手段(67)を形成
している。このコイン通過制限手段(67)は、回転盤(63)の前側にあって、かつ取込孔(63a
)が取込位置(Ｂ)から送出位置(Ｃ)へ移動する経路の途中に設けられ、取込孔(63a)に２枚
の遊技メダルが重なって取り込まれた場合、後から取り込まれた方の遊技メダルを取込孔
(63a)から退かすためのものである。
【００５１】
　コイン通過制限手段(67)と回転盤(63)の前面との間の隙間は、図１０に示すように、取
込孔(63a)に２枚の遊技メダル(100)が重なって取り込まれた場合、後から取り込まれた方
の前側の遊技メダル(100)が取込孔(63a)から前方へ突出する量より狭くなるように設定さ
れている。
【００５２】
　隠蔽部材(66)の後面の左半分、すなわち取込位置(Ｃ)にある取込孔(63a)に対向する部
分（ベース部材(62)の送出口(62b)と対向する部分）には、遊技メダルの逃がし部(66a)が
設けられている。この逃がし部(66a)は、対向側と反対側（前側）へ扇形状に凹んでおり
、遊技メダルが取込孔(63a)から排出溝(64a)に移動するとき、遊技メダルの移動方向の後
端側が隠蔽部材(66)と干渉しないようにして、遊技メダルを排出溝(64a)へ円滑に送出さ
せるようにするものである。
【００５３】
　次に、コイン取込及び送出装置(６)における遊技メダルの取込及び送出動作、並びにそ
のときの各部の作用効果について説明する。
　コイン一括トレイ(61)に多数の遊技メダルを投入した状態で、ゲーム投入スイッチ(20)
等のスイッチが操作されると、モータ(65)が駆動制御され、回転盤(63)は、図４において
反時計方向へ回転する。
【００５４】
　回転盤(63)の回転に伴って、落し込み部(61b)に貯留されている遊技メダルは、メダル
厚み方向を前後方向に向けた状態で、取込位置(Ｂ)にある取込孔(63a)により取り込まれ
る。
【００５５】
　遊技メダルの落し込み部(61b)への落し込みに際しては、前述のように、落し込み部(61
b)の対向面(61c)と回転盤(63)との前後方向の隙間(Ａ)を、遊技メダルの直径より小さく
しているので、落し込み部(61b)に遊技メダルが挟み込まれて、落し込み部(61b)が詰まっ
てしまうような事態を未然に防止することができ、遊技メダルをその厚み方向を前後方向
に向けた状態で、確実に落し込み部(61b)に落し込ませることが可能となっている。
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【００５６】
　このことを詳細に説明すると、図８に示すように、コイン一括トレイ(61)に投入された
遊技メダル(100)が、その径方向を上下方向に向けた姿勢で落し込み部(61b)に落ち込もう
とすると、仮に、隙間(Ａ)が遊技メダル(100)の直径より大きい場合には、遊技メダル(10
0)が落し込み部(61b)の途中まで落ち込むものの、途中で落し込み部(61b)の対向面(61c)
と回転盤(63)との間に挟み込まれて、それ以上の落ち込みができなくなる事態が発生する
。このような事態が発生すると、落し込み部(61b)が詰まってしまい、その後に続く他の
遊技メダルも落し込み部(61b)に落ち込むことができなくなり、遊技メダルの取り込みが
不能になる。
【００５７】
　しかし、本実施形態のように、隙間(Ａ)を遊技メダル(100)の直径より小さくした場合
には、遊技メダル(100)がその直径方向を上下方向に向けた姿勢で、コイン一括トレイ(61
)における落し込み部(61b)の対向面(61c)と回転盤(63)との間に挟み込まれることがなく
なり、コイン一括トレイ(61)の落し込み部(61b)の詰まりを防止することができ、遊技メ
ダルをコイン一括トレイ(61)の落し込み部(61b)に確実に落し込ませて、回転盤(63)の取
込孔(63a)により遊技メダルを確実に取り込めることができる。
【００５８】
　また、落し込み部(61b)の対向面(61c)と回転盤(63)とが、前述のように鋭角の関係にあ
るので、多数の遊技メダルが落し込み部(61b)に一度に落ち込むことが抑制され、遊技メ
ダルを１枚ずつ取込孔(63a)により取り込ませることが可能となる。
【００５９】
　さらには、落し込み部(61b)の対向面(61c)が後方へ傾いていることにより、落し込み部
(61b)に落ち込んだ遊技メダルは、回転盤(63)側に向けて倒れ込み、回転盤(63)の回転に
伴って、取込位置(Ｂ)にある取込孔(63a)により確実に取り込まれる。
【００６０】
　取込孔(63a)により取り込まれた遊技メダルは、ベース部材(62)の閉塞部(62c)により取
込孔(63a)の後方が閉塞されているため、回転盤(63)の回転に伴って、取込孔(63a)に取り
込まれた状態で回転盤(63)の回転方向に沿って搬送されて送出位置(Ｃ)に移動する。
【００６１】
　なお、遊技メダルの取り込みに際し、２枚の遊技メダルが重なった状態で取込孔(63a)
に取り込まれた場合には、図１０に示すように、後に取り込まれた方の遊技メダル(100)
が取付孔(63a)から前方へ突出しているため、遊技メダル(100)が送出位置(Ｃ)に搬送され
る前に、後から取り込まれた遊技メダル(100)が、コイン通過制御手段(67)に当接して取
込孔(63a)から退けられることにより、コイン一括トレイ(61)に一括投入された多数の遊
技メダルを１枚ずつ順次取り込んで、１枚ずつ順次送出することができる。
【００６２】
　図５に示すように、回転盤(63)の回転に伴って、取込孔(63a)が、送出位置(Ｃ)に達し
てベース部材(62)の送出口(62b)と重合すると、回転盤(63)が後傾しているため、遊技メ
ダル(100)は、自重をもって、取込孔(63a)から後方へ抜け出す。
【００６３】
　送出位置(Ｂ)にある取込孔(63a)から抜け出た遊技メダルは、ベース部材(62)の送出口(
62b)を通過して、ガイド部材(64)の排出溝(64a)に送り込まれ、この排出溝(64a)により、
遊技メダルセレクターに向けて確実に送出される。
【００６４】
　また、回転盤(63)の回転中においては、隠蔽部材(66)により送出位置(Ｃ)またはその近
傍にある取込孔(63a)の前方が隠蔽されているので、取込孔(63a)に異物が入り込んで、回
転盤(63)が作動不能になったりするような作動不良を防止して、回転盤(63)の確実な回転
を得ることができる。
【００６５】
　上述のように、コイン取込及び送出装置(６)は、コイン一括トレイ(61)、隠蔽部材(66)
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、回転盤(63)、ベース部材(62)、ガイド部材(64)、及びモータ(65)を、順次後方へ積層す
るように組み付け可能であるので、極めて組付性が良い。
【００６６】
　また、回転盤(63)を、コイン一括トレイ(61)に固定されたベース部材(62)に支持したの
で、より具体的には、回転盤(63)を、水平方向に対して傾斜した回転軸(65a)によりベー
ス部材(62)に枢支するとともに、コイン一括トレイ(61)を、回転盤(63)の前面（一側面）
に対向するようにベース部材(62)に設けたことにより、コイン一括トレイ(61)とベース部
材(62)と回転盤(63)とのユニット化が可能となり、遊技機本体（被取付体）に対して簡単
かつ確実な取り付けが可能となる。
【００６７】
　さらには、遊技メダルをその厚み方向を前後方向に向けた状態で、前方から取り込んで
、後方へ送出可能としているため、従来のような遊技メダルを回転盤の遠心方向へ送出さ
せるものとは異なり、狭いスペースで遊技メダルを取込及び送出することができ、装置全
体の小型化及び薄型化を容易に図ることができ、遊技機本体(１)の狭いスペースに取り付
け可能となる。
【００６８】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で、
本実施形態に対して、下記のような種々の変形や変更を施すことが可能である。
（ｉ）コイン一括トレイ(61)とベース部材(62)とを一体的に形成すること。
（ii）ベース部材(62)とガイド部材(64)とを一体的に形成すること。
（iii）取込孔(63a)を４個以外の数にすること。
（iv）コイン取込及び送出装置(６)を、回胴式遊技機以外の、一般のスロットマシン、自
動販売機、現金自動振込機、硬貨弁別機等に適用すること。
（ｖ）コイン通過制限手段(67)を、隠蔽部材(66)の下縁以外の部位に設けること、または
隠蔽部材(66)と別体にして設けること。
（vi）コイン取込及び送出装置(６)を、被取付体に斜めまたは横向きに取り付けること。
（vii）モータ(65)を、ガイド部材(64)の後側以外に配置すること。例えば、ギヤ、ベル
ト等を介して、ガイド部材(64)に対して上、下または横に配置する。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の一実施形態を適用した回胴式遊技機の正面図である。
【図２】本発明におけるコイン取込及び送出装置の斜視図である。
【図３】同じく、コイン取込及び送出装置の分解斜視図である。
【図４】同じく、コイン取込及び送出装置の正面図ある。
【図５】同じく、回転盤が図４と異なる位置に回動した状態におけるコイン取込及び送出
装置の正面図である。
【図６】同じく、コイン取込及び送出装置の側面図である。
【図７】同じく、コイン取込及び送出装置の平面図である。
【図８】図４におけるVIII－VIII線に沿う縦断面図である。
【図９】図５におけるIＸ－IＸ線に沿う拡大縦断面図である。
【図１０】図５におけるＸ－Ｘ線に沿う要部の拡大縦断面図である。
【図１１】図４におけるＸI－ＸI線に沿う拡大横断面図である。
【図１２】図５におけるＸII－ＸII線に拡大横断面図である。
【図１３】コイン取込及び送出装置におけるコイン一括トレイの背面図である。
【符号の説明】
【００７０】
(１)遊技機本体（被取付体）
(２)筐体
(３)図柄表示装置
(3a)回胴体
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(４)表示ランプ
(５)遊技メダル払出枚数表示器
(６)コイン取込及び送出装置
(７)スイッチ配置部
(８)払出口
(９)受け皿
(10)精算スイッチボタン
(11)１枚投入スイッチボタン
(12)ＭＡＸベッドスイッチボタン
(13)スタートレバー
(14)ストップスイッチボタン
(15)(16)(17)(18)ねじ
(20)ゲーム投入スイッチ
(61)コイン一括トレイ
(61a)受け部
(61b)落し込み部
(61c)対向面
(62)ベース部材
(62a)凹部
(62b)送出口
(62c)閉塞部
(63)回転盤
(63a)取込孔
(63b)異形孔
(64)ガイド部材
(64a)排出溝
(64b)傾斜面
(65)モータ
(65a)回転軸
(66)隠蔽部材
(66a)逃がし部
(67)コイン通過制限手段
(100)遊技メダル（コイン）
(Ａ)落し込み部と回転盤との間の前後方向の隙間
(Ｂ)取込孔の取込位置
(Ｃ)取込孔の送出位置
(Ｘ)回転盤の軸線方向
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