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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技盤面上に遊技球が流下する遊技領域を形成し、該遊技領域内に表示装置の画像表示部
の前面周囲を囲むように配設されるセンターケースを取り付け、
　前記センターケースの内部には、前面に開口する凹室を形成し、該凹室の奥側に前記画
像表示部を臨ませるための表示開口部と、該凹室の底部に遊技領域を流下する遊技球が流
入可能であり、該流入した遊技球を転動させて球見せを行うステージと、を形成し、
　前記センターケースの前面側外周には、前記遊技盤面よりも前方に突出する前面部を形
成し、該前面部の上面左側には遊技領域を流下する遊技球を前記画像表示部の前面側に流
下させないように誘導する鎧部を形成した遊技機において、
　前記遊技盤には、前後方向に貫通する貫通開口部を、前記遊技盤の前後方向右側の端縁
から水平状に形成される水平部分と、この水平部分よりも中央よりに円弧状に形成される
円弧状部分と、を内周面として有する構成とすることで前記遊技盤の外周から遊技盤面中
央側に拡がる切り欠いた形状に形成して、該遊技盤の外周部に欠落部を形成し、
　前記遊技盤の裏面と前記貫通開口部の内周面とで構成される角部に、断面略Ｌ字状に凹
んだ第１補強部材取付部を、前記貫通開口部の内周面に沿って形成するとともに、該第１
補強部材取付部を、前記水平部分に沿った水平状補強部材取付部と前記円弧状部分に沿っ
た円弧状補強部材取付部とから構成し、
　前記欠落部の両側位置には、遊技盤の外周面と前記貫通開口部の内周面とで構成される
角部に、断面略Ｌ字状に凹んだ第２補強部材取付部を形成し、
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　前記貫通開口部に、該貫通開口部を形成することに伴って脆弱化した遊技盤の強度を補
強する補強部材を取り付け、
　前記補強部材は、
　前記第１補強部材取付部の水平状補強部材取付部にはめ込まれる水平状止着部材取付部
と前記第１補強部材取付部の円弧状補強部材取付部にはめ込まれる円弧状止着部材取付部
とから構成され、該第１補強部材取付部にはめ込まれて止着部材によって前記第１補強部
材取付部に止着される止着部材取付部と、
　前記貫通開口部の内周面における前記水平部分に接合する水平状遊技盤補強部と前記貫
通開口部の内周面における前記円弧状部分に接合する円弧状遊技盤補強部とから構成され
、前記止着部材取付部から前記貫通開口部の内周面に沿うように前記遊技盤の前面側に向
かって伸びる遊技盤補強部と、
　前記第２補強部材取付部にはめ込まれて、前記欠落部の両側位置を、相互に支持するよ
うに取り付けられる欠落支持部と、
　を一体的に有し、
　前記止着部材取付部には、止着部材を挿通するための第１止着部材取付穴を形成し、該
第１止着部材取付穴に挿通された止着部材により該止着部材取付部が前記第１補強部材取
付部に固定される構成とし、
　前記欠落支持部の両端部には、止着部材を挿通するための第２止着部材取付穴を形成し
、該第２止着部材取付穴に挿通された止着部材により該欠落支持部が前記第２補強部材取
付部に固定される構成とし、
　前記欠落支持部の両端を、前記止着部材取付部と前記遊技盤補強部とで連結してループ
状の枠体を形成し、
　前記止着部材取付部と前記遊技盤補強部とで略Ｌ字状の断面形状を成し、かつ、前記遊
技盤補強部と前記欠落支持部の両端とで略Ｌ字状の断面形状を成し、
　前記補強部材の取付状態において前記遊技盤補強部の前記水平状遊技盤補強部と前記円
弧状遊技盤補強部とを前記貫通開口部の内周面の前記水平部分と前記円弧状部分とにそれ
ぞれ接合させ、
　前記センターケースの取付状態において、該センターケースの後面部が前記遊技盤補強
部の内側にはめ込まれ、前記センターケースのステージ及び鎧部が前記貫通開口部の円弧
状部分側に配置され、前記センターケースの表示開口部が前記貫通開口部の水平部分側と
円弧状部分側とを跨ぐように配置される構成としたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
前記補強部材は、前記遊技盤の外周面を被う第１遊技盤被覆部と、前記遊技盤の裏面側全
体を補強する第２遊技盤被覆部と、を有し、
　前記第２遊技盤被覆部は、少なくとも前記遊技盤補強部の内側に前記センターケースを
はめ込む開口を設けることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機などの遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の遊技機、特にパチンコ遊技機では、遊技盤のほぼ中央に表示装置やセンターケー
スを備え、例えば表示装置によりいわゆる変動表示ゲーム（特図と呼ばれる図柄が例えば
スクロールして変動表示された後に停止して図柄が確定し、確定した図柄によっては大当
りとなるゲーム）を行い、これにより遊技の興趣を高めるように構成されている。この表
示装置には、表示情報量が多く高度な画像表示を行うことができるマトリックス型の液晶
ディスプレイを主として使用している。
　また、近年の表示装置は、特許文献１に見られるように、より多彩な演出を行って演出
効果を高めるために、画像表示部が大型化する傾向にあり、この大型化した画像表示部を
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有する表示装置を遊技領域に備える遊技機が提案されている。
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２５０９５４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、遊技盤は、遊技球の流れに変化を持たせる障害釘を打ち付ける必要があ
るなどの理由から、木製の板部材で構成されるのが一般的であり、例えば表示装置の画像
表示部が大型化してセンターケースも大型化すると、この画像表示部を前面に望ませかつ
センターケースを装着するために遊技盤に形成される開口部の面積が拡大されて遊技盤自
体の強度が低下してしまうという問題が発生する。特に、木製の板部材で構成されている
ために、大きな開口部を形成し、外周部分を完全に切り欠いてしまうと、歪みや捻れを生
じてしまう問題がある。なお、上記開口部の面積が拡大されなくても、表示装置やセンタ
ーケースの配置を外周側に偏らせた場合、上記開口部が前面から見て切り欠きの形状にな
ると、同様に強度低下や歪み等が発生する問題がある。逆に言えば、従来ではこのような
問題から、外周部分を完全に切り欠いてしまうまで、上記開口部を拡大したり、上記開口
部を中心から外周側に偏らせたりすることができず、上記開口部の大きさや配置の自由度
に限界があった。
　そこで本発明は、遊技盤の強度が低下することや、遊技盤に歪みや捻れが生じることを
防止しつつ、遊技盤の開口部の大型化や配置の自由度向上が従来の限界を超えて実現でき
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】
【０００５】
　本願請求項１に記載の遊技機は、遊技盤面上に遊技球が流下する遊技領域を形成し、該
遊技領域内に表示装置の画像表示部の前面周囲を囲むように配設されるセンターケースを
取り付け、
　前記センターケースの内部には、前面に開口する凹室を形成し、該凹室の奥側に前記画
像表示部を臨ませるための表示開口部と、該凹室の底部に遊技領域を流下する遊技球が流
入可能であり、該流入した遊技球を転動させて球見せを行うステージと、を形成し、
　前記センターケースの前面側外周には、前記遊技盤面よりも前方に突出する前面部を形
成し、該前面部の上面左側には遊技領域を流下する遊技球を前記画像表示部の前面側に流
下させないように誘導する鎧部を形成した遊技機において、
　前記遊技盤には、前後方向に貫通する貫通開口部を、前記遊技盤の前後方向右側の端縁
から水平状に形成される水平部分と、この水平部分よりも中央よりに円弧状に形成される
円弧状部分と、を内周面として有する構成とすることで前記遊技盤の外周から遊技盤面中
央側に拡がる切り欠いた形状に形成して、該遊技盤の外周部に欠落部を形成し、
　前記遊技盤の裏面と前記貫通開口部の内周面とで構成される角部に、断面略Ｌ字状に凹
んだ第１補強部材取付部を、前記貫通開口部の内周面に沿って形成するとともに、該第１
補強部材取付部を、前記水平部分に沿った水平状補強部材取付部と前記円弧状部分に沿っ
た円弧状補強部材取付部とから構成し、
　前記欠落部の両側位置には、遊技盤の外周面と前記貫通開口部の内周面とで構成される
角部に、断面略Ｌ字状に凹んだ第２補強部材取付部を形成し、
　前記貫通開口部に、該貫通開口部を形成することに伴って脆弱化した遊技盤の強度を補
強する補強部材を取り付け、
　前記補強部材は、
　前記第１補強部材取付部の水平状補強部材取付部にはめ込まれる水平状止着部材取付部
と前記第１補強部材取付部の円弧状補強部材取付部にはめ込まれる円弧状止着部材取付部
とから構成され、該第１補強部材取付部にはめ込まれて止着部材によって前記第１補強部
材取付部に止着される止着部材取付部と、
　前記貫通開口部の内周面における前記水平部分に接合する水平状遊技盤補強部と前記貫
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通開口部の内周面における前記円弧状部分に接合する円弧状遊技盤補強部とから構成され
、前記止着部材取付部から前記貫通開口部の内周面に沿うように前記遊技盤の前面側に向
かって伸びる遊技盤補強部と、
　前記第２補強部材取付部にはめ込まれて、前記欠落部の両側位置を、相互に支持するよ
うに取り付けられる欠落支持部と、
　を一体的に有し、
　前記止着部材取付部には、止着部材を挿通するための第１止着部材取付穴を形成し、該
第１止着部材取付穴に挿通された止着部材により該止着部材取付部が前記第１補強部材取
付部に固定される構成とし、
　前記欠落支持部の両端部には、止着部材を挿通するための第２止着部材取付穴を形成し
、該第２止着部材取付穴に挿通された止着部材により該欠落支持部が前記第２補強部材取
付部に固定される構成とし、
　前記欠落支持部の両端を、前記止着部材取付部と前記遊技盤補強部とで連結してループ
状の枠体を形成し、
　前記止着部材取付部と前記遊技盤補強部とで略Ｌ字状の断面形状を成し、かつ、前記遊
技盤補強部と前記欠落支持部の両端とで略Ｌ字状の断面形状を成し、
　前記補強部材の取付状態において前記遊技盤補強部の前記水平状遊技盤補強部と前記円
弧状遊技盤補強部とを前記貫通開口部の内周面の前記水平部分と前記円弧状部分とにそれ
ぞれ接合させ、
　前記センターケースの取付状態において、該センターケースの後面部が前記遊技盤補強
部の内側にはめ込まれ、前記センターケースのステージ及び鎧部が前記貫通開口部の円弧
状部分側に配置され、前記センターケースの表示開口部が前記貫通開口部の水平部分側と
円弧状部分側とを跨ぐように配置される構成とした。
　ここで、「センターケース」とは、例えば、遊技盤の裏面側に取り付けられる表示装置
の画像表示部を前面側に望ませるとともに、その画像表示部の前面側周囲を装飾等する部
材であってもよいし、又は、遊技領域を流下する遊技球が内部に形成された凹室に流入可
能で、この凹室内において遊技球が特別な動きをして遊技の興趣を高めるように工夫され
た部材であってもよい。なお、遊技球の特別な動きとは、例えば、前記ステージ上での転
動に加えて、前記凹室内に設けられた遊技球の特別な流路や入賞部を通過する動きであっ
てもよいし、或いは前記凹室内に設けられた可動部材の動作によって変化する遊技球の動
きであってもよい。
【０００６】
　また、「欠落部」とは、前記貫通開口部における、遊技盤の外周側の部分であり、前記
貫通開口部を切り欠きの形状に形成することによって遊技盤の外周部に形成された空間を
意味する。
【０００９】
　なお、本発明の好ましい態様として、例えば請求項２に記載のように、前記補強部材が
、前記遊技盤の外周面を被う第１遊技盤被覆部と、前記遊技盤の裏面側全体を補強する第
２遊技盤被覆部と、を有し、
　前記第２遊技盤被覆部は、少なくとも前記遊技盤補強部の内側に前記センターケースを
はめ込む開口を設けた構成としてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に記載の遊技機によれば、遊技盤には、前後方向に貫通する貫通開口部を、遊
技盤の外周から遊技盤面中央側に拡がる切り欠いた形状に形成して、該遊技盤の外周部に
欠落部を形成し、遊技盤の裏面と貫通開口部の内周面とで構成される角部に、断面略Ｌ字
状に凹んだ第１補強部材取付部を、貫通開口部の内周面に沿って形成し、欠落部の両側位
置には、遊技盤の外周面と前記貫通開口部の内周面とで構成される角部に、断面略Ｌ字状
に凹んだ第２補強部材取付部を形成し、貫通開口部に、該貫通開口部を形成することに伴
って脆弱化した遊技盤の強度を補強する補強部材を取り付け、補強部材は、第１補強部材
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取付部にはめ込まれて止着部材によって第１補強部材取付部に止着される止着部材取付部
と、止着部材取付部から貫通開口部の内周面に沿うように遊技盤の前面側に向かって伸び
る遊技盤補強部と、第２補強部材取付部にはめ込まれて、欠落部の両側位置を、相互に支
持するように取り付けられる欠落支持部と、を一体的に有し、止着部材取付部には、止着
部材を挿通するための第１止着部材取付穴を形成し、該第１止着部材取付穴に挿通された
止着部材により該止着部材取付部が第１補強部材取付部に固定される構成とし、欠落支持
部の両端部には、止着部材を挿通するための第２止着部材取付穴を形成し、該第２止着部
材取付穴に挿通された止着部材により該欠落支持部が前記第２補強部材取付部に固定され
る構成とし、欠落支持部の両端を、止着部材取付部と遊技盤補強部とで連結してループ状
の枠体を形成し、止着部材取付部と遊技盤補強部とで略Ｌ字状の断面形状を成し、かつ、
遊技盤補強部と欠落支持部の両端とで略Ｌ字状の断面形状を成し、補強部材の取付状態に
おいて遊技盤補強部を貫通開口部の内周面に接合させ、センターケースの取付状態におい
て該センターケースの後面部を、遊技盤補強部の内側にはめ込むように構成した。
　また貫通開口部は、遊技盤の前後方向右側の端縁から水平状に形成される水平部分と、
この水平部分よりも中央よりに円弧状に形成される円弧状部分と、を内周面として有する
構成とした。また第１補強部材取付部を、前記水平部分に沿った水平状補強部材取付部と
、前記円弧状部分に沿った円弧状補強部材取付部と、から構成した。また補強部材の止着
部材取付部を、第１補強部材取付部の水平状補強部材取付部にはめ込まれる水平状止着部
材取付部と、第１補強部材取付部の円弧状補強部材取付部にはめ込まれる円弧状止着部材
取付部と、から構成した。また補強部材の遊技盤補強部を、貫通開口部の内周面における
前記水平部分に接合する水平状遊技盤補強部と、貫通開口部の内周面における前記円弧状
部分に接合する円弧状遊技盤補強部と、から構成した。また、センターケースの取付状態
において、センターケースのステージ及び鎧部が貫通開口部の円弧状部分側に配置され、
センターケースの表示開口部が貫通開口部の水平部分側と円弧状部分側とを跨ぐように配
置される構成とした。
　このため、貫通開口部を遊技盤の外周に及ぶまでの大きな面積に拡大し、例えば表示装
置の画像表示部やセンターケースを従来の限界を超えて大型化させることができる。或い
は、表示装置の画像表示部やセンターケースを外周側に偏らせる配置の自由度が従来の限
界を超えて向上する。しかも、貫通開口部や欠落部を形成することにより脆弱化した箇所
を的確に補強することができ、遊技盤の外周が切り欠かれた構成でありながら、補強部材
によって、遊技盤自体の強度が低下すること、遊技盤に歪みや捻れが発生することを防止
できる。
　また、欠落部に過重な負荷が係ることで例えば遊技盤が破損してしまうこと、例えば欠
落部の両側を内側に押す外力によって、貫通開口部の一方側（遊技盤が切り欠かれていな
い側）に過重な負荷がかかって、そこに亀裂が生じること、上下方向の外力によって貫通
開口部が潰れるように遊技盤が上下方向に歪んだりすること、遊技盤が上下方向および前
後方向（厚さ方向）に歪むこと、若しくは捻れが発生すること、などを防止することがで
きる。
　また、補強部材の肉厚を薄くして小型化及び軽量化を図っても、各方向に対して高い補
強効果が得られる。
【００１２】
　即ち、建材などに用いられる鋼材などでも、例えば断面が平面的な単純な部材よりも、
断面が山形状（Ｌ字状）のアングルや、断面がコ字状のチャンネルと呼ばれる部材の方が
、重量当たりの補強効果が格段に高く、しかも各方向に対して高い補強効果が得られる。
これと同様に、上記補強部材が略Ｌ字状の断面形状を成す構成であれば、その肉厚が薄く
ても、各方向に高い補強効果が得られる。
【００１４】
　また請求項２に記載の遊技機によれば、補強部材が、遊技盤の外周面を被う第１遊技盤
被覆部と、前記遊技盤の裏面側全体を補強する第２遊技盤被覆部と、を有し、前記第２遊
技盤被覆部は、少なくとも前記遊技盤補強部の内側に前記センターケースをはめ込む開口
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を設けた構成であるので、遊技盤の外周面側から過重な負荷が加わった場合であっても、
遊技盤が縦方向および前後方向に歪むこと、及び捻れが発生することを、特に信頼性高く
防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態として、パチンコ装置に適用した場合の形態例を、図面を参
照して説明する。
（第１形態例）
　まず、図１～図７によって第１形態例を説明する。
Ａ．遊技機の正面構成
　図１は本形態例のパチンコ機の遊技盤を示す正面図である。図１において、符号１は遊
技盤であり、前面の略円形領域がガイドレール２で囲まれることにより遊技領域３が形成
されている。
　遊技盤１には、アウト球流入口４、装飾又は演出用のランプ５，６、表示装置の画像表
示部１０、普通電動役物タイプの始動入賞口１１、変動入賞装置１２、普図始動ゲート１
３、一般入賞口１４，１５、多数の障害釘（図示省略）などが設けられている。そして、
画像表示部１０の周囲には、センターケース３０が設けられている。また、遊技盤１は、
補強部材５０（図３等に示す）によって補強されている（詳細後述する）。
【００１６】
　なお、表示装置の全体図示は省略しているが、表示装置は、遊技盤１の裏面側に取り付
けられる。
　表示装置は、数字や文字などの識別情報（以下、場合により特図という）を表示可能で
あり、複数列の特図をそれぞれ表示可能である。例えば、左側と中央と右側に特図を縦３
列に表示し、各列において数字や文字等よりなる特図を停止状態で表示（停止表示）した
り、あるいは変動状態（例えば、縦方向にスクロールする状態）で表示（即ち、変動表示
）したりすることが可能である。また、表示装置の画像表示部１０には、上記特図とは別
個に背景画像やキャラクタ画像などの演出用又は情報報知用の画像が表示可能となってい
る。
　また、変動入賞装置１２は、後述する大当りになったことを条件として開放される大入
賞口１２ａを有する。
【００１７】
　また、始動入賞口１１は、後述するように特図の変動表示の開始条件を成立させる入賞
口であり、入賞口としての開口部分を開閉する開閉部材１１ａを有する。この場合、始動
入賞口１１は、センターケース３０の中央部下方に配置されている。
　センターケース３０は、遊技盤１に前面側から取り付けられる部材であり、この場合、
画像表示部１０の大型化に伴って大型化されており、画像表示部１０とともに前面から見
て遊技盤の右端に偏って配置されている。このため、遊技領域３として有効な部分は、主
にこのセンターケース３０の中心から左側に偏っていて、センターケース３０の右側には
遊技球が流れない構成となっている。なお、これに限らず、センターケース３０の右側に
流路を形成して遊技球が流れる構成にしてもよい。
【００１８】
Ｂ．遊技盤の基本構成
　次に、遊技盤の基本部分の構成について、図２～図７を参照して説明する。
　なお、図２は遊技盤（後述する補強部材５０とセンターケース３０を取り付けた状態）
の斜視図、図３は遊技盤から補強部材５０とセンターケース３０を取り外した状態を示す
分解斜視図である。また、図４（ａ）は補強部材５０の斜視図、図４（ｂ）は補強部材５
０の正面図、図５は補強部材５０を遊技盤１の裏面側から取り付ける状態を表した図であ
る。また、図６は補強部材５０が取り付けられた遊技盤１にセンターケース３０を取り付
ける状態を表した図である。また、図７（ａ）は補強部材５０が取り付けられた遊技盤１
の正面図、図７（ｂ）は図７（ａ）におけるＡ―Ａ断面図（正確には、Ａ―Ａ断面図の上
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側の一部）である。
【００１９】
　図３に示すように、遊技盤１は、全体として四角形状の木製の基板２０（いわゆるベニ
ア）よりなる。基板２０には、前後方向に貫通する貫通開口部２１が、前面から見て遊技
盤１の外周（この場合、右側の端縁）から遊技盤面中央側に拡がる切り欠きのような形状
に形成されている。この貫通開口部２１は、画像表示部１０を前面側に望ませるための開
口であるとともに、センターケース３０をはめ込んで取り付けるための開口でもある。こ
の貫通開口部２１の内周面２２は、遊技盤１の中央よりの円弧状部分２２ａ（遊技盤１の
前後方向から見て円弧状の部分）と、遊技盤１の外周近く（この場合、右側の端縁近く）
の水平部分２２ｂ（遊技盤１の前後方向から見て水平状の部分）とからなる。なお、水平
部分２２ｂは、上下２箇所の位置（円弧状部分２２ａの両端に続く位置）にある。
　貫通開口部２１は、上述したような切り欠きの形状であるため、遊技盤１の外周（この
場合、右側の端縁）において前後方向に直交する側方（この場合、右方向）に開口してお
り、これによって遊技盤１の外周部には、基板２０の肉が欠落した欠落部２３が、貫通開
口部２１の一部として形成されている。
【００２０】
　また図５及び図７（ｂ）に示すように、遊技盤１（基板２０）には、その裏面２０ａと
貫通開口部２１の内周面２２とで構成される角部に、断面Ｌ字状に凹んだ補強部材取付部
２４が、貫通開口部２１の内周に沿って形成されている。この補強部材取付部２４は、前
述の円弧状部分２２ａに沿った円弧状補強部材取付部２４ａと、水平部分２２ｂに沿った
水平状補強部材取付部２４ｂと、から構成されている。なお、水平状補強部材取付部２４
ｂは、上下２箇所の位置（円弧状補強部材取付部２４ａの両端に続く位置）にある。
　また、遊技盤１の外周面（この場合、前面から見て右側の端面）における欠落部２３の
上下両側位置には、上記補強部材取付部２４と同様に凹んだ補強部材取付部２５が形成さ
れている。
【００２１】
　次に、補強部材５０について説明する。補強部材５０は、貫通開口部２１を形成するこ
とに伴って脆弱化した遊技盤１の強度を補強する部材であり、十分な強度のある合成樹脂
、或いは金属（例えばアルミや鋼）などよりなる。補強部材５０は、全体として貫通開口
部２１の内側にはまり込む枠状のもので、欠落部２３にはまり込む欠落支持部５１と、補
強部材取付部２４にはまり込む止着部材取付部５２と、貫通開口部２１の内周面２２に接
合（微小な隙間での対向状態含む）する遊技盤補強部５３とを有する。ここで、止着部材
取付部５２と遊技盤補強部５３は、欠落支持部５１の両端を連結するように円弧状に伸び
ており、補強部材５０は、全体として枠状（ループ状）となっている。
【００２２】
　欠落支持部５１は、図５に示すように、取付状態において、幅方向が遊技盤１の厚さ方
向（遊技機の前後方向）となり、長手方向が上下方向となる真っ直ぐな帯板状の部分であ
る。この欠落支持部５１は、図６に示すように、取付状態において、前述した欠落部２３
内にはめ込まれて、この欠落部２３の上下両側を、相互に支持するように取り付けられる
部分である。この欠落支持部５１の上端部と下端部は、取付状態において、補強部材取付
部２５内にはめ込まれ、欠落支持部５１の外表面が基板２０の外表面（端面）とほぼ同じ
平面上になる（即ち、ほぼ面一（ツライチ）になる）ように構成されている。またこの場
合、欠落支持部５１の上端部と下端部には、取付用のビス等（止着部材）を挿通するため
の取付穴５１ａが形成され、この取付穴５１ａに挿通されて補強部材取付部２５に打ち込
まれる（或いはねじ込まれる）このビス等（図示省略）によって、欠落支持部５１が遊技
盤１（基板２０）に固定される。
【００２３】
　止着部材取付部５２は、図５に示すように、取付状態において、幅方向が遊技盤１の裏
面に平行な方向となる帯板状の部分である。この止着部材取付部５２は、取付状態におい
て、円弧状補強部材取付部２４ａにはめ込まれる円弧状止着部材取付部５２ａと、水平状
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補強部材取付部２４ｂにはめ込まれる水平状止着部材取付部５２ｂと、を有する。この止
着部材取付部５２は、取付状態において、その外表面が基板２０の外表面（裏面）とほぼ
面一になるように構成されている。また、止着部材取付部５２には、取付用のビス等を挿
通するための取付穴５２ｃが形成され、この取付穴５２ｃに挿通されて補強部材取付部２
４に打ち込まれる（或いはねじ込まれる）このビス等（図示省略）によって、止着部材取
付部５２が遊技盤１（基板２０）に固定される。
【００２４】
　遊技盤補強部５３は、取付状態において、幅方向が遊技盤１の厚さ方向（前後方向）に
平行な方向となる帯板状の部分である。この遊技盤補強部５３は、図７（ｂ）に示すよう
に、前述の止着部材取付部５２から貫通開口部２１の内周面２２に沿うように遊技盤１の
前面側に向かって伸びる部分であり、前述の止着部材取付部５２と併せて全体としてＬ字
状の断面形状となっている。この遊技盤補強部５３は、取付状態において、貫通開口部２
１の内周面２２における円弧状部分２２ａに接合する円弧状遊技盤補強部５３ａと、貫通
開口部２１の内周面２２における水平部分２２ｂに接合する水平状遊技盤補強部５３ｂと
、を有する。この遊技盤補強部５３は、取付状態において、その前端面が基板２０の外表
面（前面）とほぼ面一になるように構成されている。
【００２５】
Ｃ．センターケースの構成
　次に、本例のセンターケース３０の構成について、図１～図２や図６を参照して説明す
る。
　センターケース３０は、図１に示すように、表示装置の画像表示部１０の前面周囲を囲
むように配設される部材であり、前面に開口する凹室３１が内部に形成され、この凹室３
１の奥側には画像表示部１０を前面に望ませるための開口部３２が形成されている。なお
、凹室３１の底部は、遊技球の球見せを行うステージ３３となっていてもよい。ステージ
とは、遊技領域を流下する遊技球が流入可能とされ、流入した遊技球が例えば左右に揺れ
るように転動した後、センターケース外に流下してゆき、場合により始動入賞口１１に誘
導されるように構成されたものである。
【００２６】
　このセンターケース３０の前面側外周には、前述した貫通開口部２１よりも外形（中心
からの半径）が大きく、その前後方向の厚さ分だけ、遊技盤１を構成する基板２０の前面
（遊技盤面）よりも前方に突出する前面部３４が形成されている。なお、この前面部３４
の上面左側は、遊技球を画像表示部１０の前面側に流下させないように誘導する鎧部とな
っている。即ち、センターケース３０の上に流下した遊技球がこの前面部３４の上面（傾
斜面）を転がって左方に流下するようになっている。
　また、センターケース３０における前面部３４の裏面側には、取付状態において、前述
した貫通開口部２１にはめ込まれる後面部３５が形成されている。この後面部３５は、詳
細には、前述した補強部材５０の遊技盤補強部５３の内側にはめ込まれる。またこの場合
、この後面部３５の後端側は、遊技盤１の裏面側に突出している（図２参照）。
　そして、図６に示すように、このセンターケース３０の前面部３４の外周の複数箇所に
は、取付用のビス等を挿通するための取付穴３６が形成され、この取付穴３６に挿通され
て基板２０に打ち込まれる（或いはねじ込まれる）このビス等（図示省略）によって、セ
ンターケース３０が図２に示すように遊技盤１（基板２０）に固定される。
【００２７】
Ｄ．遊技の概要
　次に、本形態例のパチンコ機で行われる遊技の概要や遊技の流れについて説明する。
　まず、遊技開始当初の時点（或は遊技開始前の時点）では、客待ち状態（デモ中）とな
っており、画像表示部１０には客待ち画面（動画又は静止画）が表示される。
　そして、ガイドレール２を介して遊技領域３に打込まれた遊技球が、始動入賞口１１に
入賞すると（即ち、特図の始動入賞があると）、画像表示部１０において特図の変動表示
が行われて、変動表示ゲームが行われる。
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【００２８】
　そして、この変動表示ゲームの停止表示態様（変動表示により導出された特図の組合せ
）が特定の態様（例えば、「３、３、３」などのゾロ目）であれば、大当りと呼ばれる特
典が遊技者に付与される。なお制御上は、例えば始動入賞があったことを条件として、大
当り乱数の値が抽出記憶されて、この抽出記憶された乱数値と予め設定された判定値とが
判定時に比較判定され、この比較判定結果に基づいて、予め大当りとするか否かが決定さ
れ、この決定に応じて上記変動表示ゲームが開始される。また、変動表示ゲームの停止表
示態様が特定の態様（例えば、「７、７、７」などのゾロ目）であれば、上記大当りにな
るとともに、大当り遊技後（後述する開放動作後）に、大当りになる確率を高める制御が
行われる状態（確率変動状態）となる。
【００２９】
　この大当りになると、変動入賞装置１２の大入賞口１２ａが、規定時間（例えば、３０
秒）を越えない範囲内において、例えば１０個入賞までの期間だけ一時的に開放される開
放動作が行われる。そしてこの開放動作は、例えば、１５ラウンドまで行われる。また、
この大当たり状態では、大当たり状態を演出したり大当たりラウンド数などを遊技者に報
知するための大当たり画面の表示が、画像表示部１０で実行される。
【００３０】
　また、上記特図の変動表示ゲーム中又は大当り中に、始動入賞口１１にさらに遊技球が
入賞したときには、画像表示部１０又は別個設けられた特図記憶表示器（図示省略）にお
いて特図始動記憶表示が行われてこの場合４個まで記憶され、変動表示ゲーム又は大当り
が終了した後に、その記憶（即ち、始動記憶）に基づいて上記特図の変動表示ゲームが繰
り返されたり、客待ち状態に戻ったりする。
　即ち、変動表示ゲームが大当たりで終了すれば大当たり状態に移行し、変動表示ゲーム
がはずれで終了し始動記憶があれば再度変動表示ゲームが実行され、変動表示ゲームがは
ずれで終了し始動記憶がなければ客待ち状態に戻り、大当たりが終了して始動記憶があれ
ば再度変動表示ゲームが実行され、大当たりが終了して始動記憶がなければ客待ち状態に
戻る流れとなっている。
【００３１】
　一方、遊技中に、遊技球が普図始動ゲート１３を通過したときは、画像表示部１０又は
別個に設けられた普図表示器（図示省略）上での普図（例えば、一桁の数字）の変動表示
による普図の変動表示ゲームが行われる。そして、この変動表示ゲーム結果（停止した普
図）が所定の態様（例えば、「７」）であれば、普図当りと呼ばれる遊技価値（特典）が
付与される。
　この普図当りになると、始動入賞口１１の一対の開閉部材１１ａが逆ハの字に開いた開
放状態に、例えば０．５秒程度保持される遊技が行われる。これにより、始動入賞口１１
に遊技球が入賞し易くなり、その分、特図の変動表示ゲームの実施回数が増えて大当りに
なる可能性が増す。
【００３２】
　また、上記普図の変動表示ゲーム中に、普図始動ゲート１３にさらに遊技球が入賞した
ときには、画像表示部１０又は別個に設けられた普図記憶表示器（図示省略）で普図始動
記憶表示が実行されてこの場合４個まで記憶され、普図の変動表示ゲームの終了後に、そ
の記憶に基づいて上記普図の変動表示ゲームが繰り返される。
　なお、特図の変動表示は、画像表示部１０とは別個に設けた表示器（本特図の表示器）
で行うようにし、画像表示部１０ではその表示器の変動表示に連動させて特図の変動表示
（ダミー表示）を行うようにしてもよい。
【００３３】
　以上説明した本例の遊技機によれば、遊技盤１には、前後方向に貫通する貫通開口部２
１が、遊技盤１の外周（この場合、右側の端縁）から遊技盤面中央側に拡がる切り欠きの
形状に形成され、この貫通開口部２１には、センターケース３０が取り付けられるととも
に、この貫通開口部２１を形成することに伴って脆弱化した遊技盤の強度を補強する補強
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部材５０が取り付けられている。このため、貫通開口部２１を遊技盤１の外周に及ぶまで
の大きな面積に拡大し、例えば表示装置の画像表示部１０やセンターケース３０を従来の
限界を超えて大型化させることができる。或いは、表示装置の画像表示部１０やセンター
ケース３０を外周側（この場合、右側）に偏らせる配置の自由度が従来の限界を超えて向
上する。しかも、遊技盤１の外周が切り欠かれた構成でありながら、補強部材５０によっ
て、遊技盤１自体の強度が低下すること、遊技盤１に歪みや捻れが発生することを防止で
きる。
【００３４】
　特に本例によれば、補強部材５０が、遊技盤１の外周部に形成された欠落部２３を支持
する欠落支持部５１を有するので、欠落部２３に過重な負荷が係ることで例えば遊技盤１
が破損してしまうこと、例えば欠落部２３の両側を内側に押す上下方向からの外力によっ
て、貫通開口部２１の左方側（遊技盤１が切り欠かれていない側）に過重な負荷がかかっ
て、そこに亀裂が生じることなど、を防止することができる。
　また本例によれば、遊技盤１の貫通開口部２１の内周に沿って、この内周裏面側の角部
に断面略Ｌ字状に凹んだ補強部材取付部２４を形成し、補強部材５０には、この補強部材
取付部２４にはめ込まれて止着部材によって止着される止着部材取付部５２を形成し、こ
の止着部材取付部５２において補強部材５０を遊技盤１に止着した。このため、例えば上
下方向の外力によって貫通開口部２１が潰れるように遊技盤１が上下方向に歪んだりする
こと、或いは、前述したように貫通開口部２１の左側（遊技盤が切り欠かれていない側）
に過重な負荷がかかってこの部分に亀裂が生じてしまったりすることを、特に防止できる
。
【００３５】
　また本例によれば、補強部材５０に、止着部材取付部５２から貫通開口部２１の内周面
に沿うように遊技盤１の前面側に向かって伸びる遊技盤補強部５３を形成することによっ
て、補強部材５０が略Ｌ字状の断面形状を成す構成とし、この遊技盤補強部５３を貫通開
口部２１の内周面に接合させる構成とした。このため、遊技盤１が上下方向および前後方
向（厚さ方向）に歪むこと、及び捻れが発生することを、特に防止することができる。ま
た、補強部材５０の肉厚を薄くして小型化及び軽量化を図っても、高い補強効果が得られ
る。
　また本例によれば、補強部材５０は、欠落支持部５１の両端を、止着部材取付部５２と
遊技盤補強部５３とで連結するように円弧状の枠体で形成される構成とした。このため、
貫通開口部２１や欠落部２３を形成することにより脆弱化した箇所を的確に補強すること
ができ、遊技盤自体の強度が低下すること、遊技盤１に歪みや捻れが発生することを防止
できる。
【００３６】
（他の形態例）
　次に、他の形態例を図８～図１３によって説明する。なお、第１形態例と同様の構成要
素については同符号を使用して重複する説明を省略する。
　まず図８は、補強部材の第１変形例（補強部材５０ａ）を示す図であり、図８（ａ）は
補強部材５０ａの斜視図であり、図８（ｂ）は補強部材５０ａが取り付けられた貫通開口
部内周側部分の断面図（前述の図７（ｂ）と同様の断面図）である。
　この補強部材５０ａは、前述の遊技盤補強部５３が無く、欠落支持部５１と止着部材取
付部５２のみからなる。
　このように構成すると、補強部材５０ａの形状が安易なものとなり成形を容易にするこ
とができるとともに、成形に費やすコストを削減することができる。
また、補強部材を貫通開口部２１に取り付けると、遊技盤補強部５３の厚みの分、センタ
ーケース３０の外周の寸法を小さくすることを余儀なくされて、センターケース３０を大
型化させることを規制させられるが、本変形例のように、補強部材を構成することにより
、センターケース３０の外周の寸法を小さくする必要が無く、センターケース３０の大型
化を十分に実行することができる。
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【００３７】
　次に図９は、補強部材の第２変形例（補強部材５０ｂ）を示す図であり、図９（ａ）は
補強部材５０ｂの斜視図であり、図９（ｂ）は補強部材５０ｂが取り付けられた貫通開口
部内周側部分の断面図（前述の図７（ｂ）と同様の断面図）である。
　この補強部材５０ｂは、第１形態例と同様に遊技盤補強部５３を有するが、この遊技盤
補強部５３の幅方向（前後方向）の長さが、第１形態例よりも短い（即ち、遊技盤補強部
５３の前端が遊技盤１の前面まで到達していない）。
　このように構成すると、補強部材５０ｂを成形する場合のコストを削減することができ
る。
　また、補強部材取付部２４を断面略Ｌ字状に形成したが、これに限らず、例えば階段状
に形成することにより、遊技盤補強部５３の前端部が補強部材取付部に当接することによ
って、センターケース３０を取り付ける場合に、貫通開口部２１に対してセンターケース
３０を前面側からスライド挿入するのみで取り付けることができ、取付作業を容易にする
ことができる。
【００３８】
　次に図１０は、補強部材の第３変形例（補強部材５０ｃ）を示す図であり、図１０（ａ
）は補強部材５０ｃの斜視図であり、図１０（ｂ）は補強部材５０ｃが取り付けられた状
態の遊技盤１ｃの斜視図である。
　補強部材５０ｃは、前述した他の補強部材５０，５０ａ，５０ｂとは使用方法が異なる
。他のものは補強部材自身を取り付けたままの状態でセンターケース３０を取り付けるが
、この補強部材５０ｃは、製造工程や部品保管期間等で一時的に遊技盤１ｃに取り付けて
おくものである。この補強部材５０ｃが第１形態例の補強部材５０と異なる点は、図１０
（ａ）に示すように、円弧状止着部材取付部５２ａと円弧状遊技盤補強部５３ａを持たず
、上下の水平状遊技盤補強部５３ｂの間を一体に埋める充実部５３ｃを有する点である。
また、本例における遊技盤１ｃと第１形態例の遊技盤１との違いは、この遊技盤１ｃが円
弧状補強部材取付部２４ａを持たない点である。
【００３９】
　そして補強部材５０ｃは、図１０（ｂ）に示すように、遊技盤１ｃの欠落部２３（正確
には、前述したように上下に有る水平部分２２ｂ、補強部材取付部２５、及び水平状補強
部材取付部２４ｂによって、上下に挟まれた空間）を埋めるように取り付けられる。
　本例の補強部材５０ｃであると、センターケースを取り付けるまでの保管中の遊技盤１
ｃにおいて、湿度や湿気等の要因で歪みや捻れが発生することを防止できる。即ち、貫通
開口部２１が形成された遊技盤１ｃを、センターケースを取り付けない状態で放置した場
合、湿度や湿気等で遊技盤１Ｃに歪みや捻れが発生する虞があるが、本例によればそのよ
うな問題を解消できる。
　なお、補強部材５０ｃが十分高強度な材質よりなる場合、充実部５３ｃが無い構成とし
てもよい。また逆に、欠落部２３だけでなく貫通開口部２１の全てを埋めてしまう構成（
円弧状部分２２ａ等の内側も埋めてしまう構成）であってもよい。
【００４０】
　次に、第２形態例を図１１及び図１２によって説明する。この第２形態例は、ワンタッ
チ固定部３７を有するセンターケース３０ａを備えたものである。
　図１１は、本例のセンターケース３０ａが取り付けられた遊技盤の斜視図である。図１
２（ａ）は、補強部材５０にセンターケース３０ａが取り付けられる状態を表した側面図
であり、図１２（ｂ）は、センターケース３０ａの裏面側斜視図である。
　センターケース３０ａは、図１２（ｂ）に示すように、その裏面部分（後面部３５の部
分）における左右方向一方側（欠落支持部５１の側）の上下２箇所と、左右方向他方側の
１箇所の合計３箇所に、ワンタッチ固定部３７を有する。ワンタッチ固定部３７は、内側
に弾性変形可能な可撓性を持つように形成された舌状部分であり、補強部材５０の裏面側
に引っ掛かる爪３７ａを有する。
　本例によれば、センターケース３０ａの後面部３５を、補強部材５０が取り付けられた
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遊技盤１の貫通開口部２１内（補強部材５０内）に前面側から押し込むだけで、ワンタッ
チ固定部３７の爪３７ａが補強部材５０の裏面側に引っ掛かり、センターケース３０ａの
取り付け作業が完了する。そのため、ビスやネジ等の止着部材が不用となり、部品点数の
削減と取付作業の容易化が図れる。
【００４１】
　次に、第３形態例を図１３（ａ）によって説明する。この第３形態例は、外枠部５４（
遊技盤被覆部）を有する補強部材５０ｄを備えたものである。図１３（ａ）は、補強部材
５０ｄの前面側斜視図である。
　本例の補強部材５０ｄは、図１３（ａ）に示すように、遊技盤１の外周面の４辺全部（
即ち全周面）を囲む外枠部５４を有する。この外枠部５４は、幅方向が前後方向とされ、
幅寸法が遊技盤１の厚さと略同じであって、前述の欠落支持部５１を一体に含むものであ
り、遊技盤１の外周面に接合されてビス等によって固定される。この場合、外枠部５４を
含めた遊技盤１の外形を所定の寸法とするためには、遊技盤１を構成する基板２０の外周
面は、外枠部５４の厚さ分だけ中央側に小さくなっていて、基板２０の外形はその分小さ
くなっている必要がある。
　本例によれば、遊技盤１の外周面全体を囲む外枠部５４を有する補強部材５０ｄが設け
られているので、遊技盤１の外周方向からの負荷によって遊技盤１が歪んだり破損したり
することを防止する強度が特に高まる。
【００４２】
　次に、第４形態例を図１３（ｂ）によって説明する。この第４形態例は、外枠部５４に
加えて裏面部５５（遊技盤被覆部）を有する補強部材５０ｅを備えたものである。図１３
（ｂ）は、補強部材５０ｅの前面側斜視図である。
　本例の補強部材５０ｅは、図１３（ｂ）に示すように、上記外枠部５４を有するととも
に、裏面部５５を有する。裏面部５５は、遊技盤１を構成する基板２０の裏面２０ａに接
合する板状部分であり、前述した止着部材取付部５２を一体に含む。また、裏面部５５の
外周は、外枠部５４と一体に連結され、これら全体として四角形の皿状を成している。但
し、遊技盤補強部５３の内側は、裏面部５５が形成されておらず、この部分はあくまでセ
ンターケース３０をはめ込む開口となっている。この場合、裏面部５５を含めた遊技盤１
の厚さを所定の寸法とするためには、遊技盤１を構成する基板２０の厚さは、裏面部５５
の厚さ分だけ内側に小さくなっていて、基板２０の厚さはその分小さくなっている必要が
ある。
　本例によれば、第３形態例の補強部材５０ｄに対して、さらに遊技盤１の裏面側全体を
補強する部分（裏面部５５）を有する補強部材５０ｅが設けられるので、より一層の補強
効果が実現できる。例えば、基板２０を落下させても、基板２０の損傷を回避できる可能
性が相当に高まる。なお、図示省略するが、裏面部５５には、大入賞口１２ａや始動入賞
口１１等を取り付ける部分にも、センターケース３０を設ける部分と同様に、前後に貫通
した開口部を設ける必要がある。
【００４３】
　なお、本発明は上述した形態例や変形例に限られず、さらに各種の変形や応用があり得
る。
　例えば、前述した第１形態例では、いわゆる１種タイプのパチンコ機（始動入賞によっ
て変動表示ゲームを行い、その結果大当りすると大入賞口が開くもの）を例に挙げている
が、本発明は、例えばいわゆる２種タイプ（羽モノ）にも適用可能である。
　いわゆる２種のパチンコ機とは、センターケース内に変動入賞装置が形成され、この変
動入賞装置に入賞した遊技球が、この変動入賞装置内の特別の入賞領域（いわゆるＶ入賞
口）に入賞すると、例えば上記変動入賞装置の開閉部材（羽）がより有利な態様で開放さ
れる大当り遊技が実行されるタイプのパチンコ機である。
【００４４】
　また、前述した第１形態例における補強部材５０の止着部材取付部５２が、遊技盤の前
面側に設けられるような態様もあり得る。この場合、補強部材５０を、センターケース３
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０と同じ遊技盤１の前面側から取り付けることができるので、取付作業が楽になる。
　また、前述した第１形態例では、センターケース３０の取付位置が右側に偏り、遊技盤
１の欠落部２３が右側に形成された態様となっているが、これに限られず、欠落部２３が
左側、又は上側、或いは下側に形成された態様（センターケース３０の取付位置が左側、
又は上側、或いは下側に偏った態様）であってもよい。
　また、センターケースには、遊技球を内部に導入するワープ流路が設けられていてもよ
い。
【００４５】
　また、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】パチンコ機の遊技盤を示す正面図である。
【図２】遊技盤の正面側斜視図である。
【図３】遊技盤から補強部材とセンターケースを外した状態を示す分解斜視図である。
【図４】（ａ）は補強部材の斜視図、（ｂ）は補強部材の正面図である。
【図５】補強部材を遊技盤の裏面側から取り付ける状態を表した図である。
【図６】補強部材が付けられた遊技盤にセンターケースを取り付ける状態を表した図であ
る。
【図７】（ａ）は補強部材が取り付けられた遊技盤の正面図、（ｂ）は（ａ）におけるＡ
―Ａ断面図である。
【図８】（ａ）は補強部材の第１変形例の斜視図であり、（ｂ）は同補強部材が取り付け
られた貫通開口部内周側部分の断面図である。
【図９】（ａ）は補強部材の第２変形例の斜視図であり、（ｂ）は同補強部材が取り付け
られた貫通開口部内周側部分の断面図である。
【図１０】（ａ）は補強部材の第３変形例の斜視図であり、（ｂ）は同補強部材が取り付
けられた状態の遊技盤の斜視図である。
【図１１】第２形態例の遊技盤の斜視図である。
【図１２】（ａ）は補強部材に第２形態例のセンターケースが取り付けられる状態を表し
た側面図であり、（ｂ）は同センターケースの裏面側斜視図である。
【図１３】（ａ）は、第３形態例の補強部材の前面側斜視図であり、（ｂ）は第４形態例
の補強部材の前面側斜視図である。
【符号の説明】
【００４７】
　１，１ｃ　遊技盤
　３　遊技領域
　１０　画像表示部
　２０　基板
　２１　貫通開口部
　２４　補強部材取付部
　３０，３０ａ　センターケース
　３７　ワンタッチ固定部
　５０　補強部材
　５１　欠落支持部
　５２　止着部材取付部
　５３　遊技盤補強部
　５４　外枠部（遊技盤被覆部）
　５５　裏面部（遊技盤被覆部）
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【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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