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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（以下、「複数種類の保留アイコン
」という。）を表示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（以下、「第二の保留アイコン」という。）であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（以下、「第三の保留アイコン」という。）であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出が行われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
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　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留演出または前記第二の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに
変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第一の保留
演出または前記第二の保留演出の対象となり前記第二の保留アイコンが変化した前記第三
の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示され
やすく、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留演出の対象となり他の種類
の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　表示中に前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出も出現しなかった前記第二
の保留アイコンよりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化
しなかった前記第二の保留アイコンの方が、消化されるまでに再度保留演出の対象になり
やすい、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項２】
　請求項１に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出よりも前記第二の保留演出の方が保留アイコンの態様の変化に成功
しやすく、
　前記第一の保留演出の対象となり前記第二の保留アイコンが変化した前記第三の保留ア
イコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留演出の対象となり前記第二の保留
アイコンが変化した前記第三の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が、最終的に大
当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前に消去されるように構成されてい
る、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項４】
　請求項３に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様をした変動中アイコン（以下、「第二の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様をした変動中アイコン（以下、「第三の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変
動中アイコンが前記第三の変動中アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変
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動中アイコンが他の種類の変動中アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（以下、「
複数の第二の保留アイコン」という。）が表示されている状態において、該複数の第二の
保留アイコンのうちの複数の第二の保留アイコンを対象とした演出が行われるように構成
されている、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（以下、「第一の保留アイコン」という。）であり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第一の保留
アイコンが前記第二の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第一の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第一の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第一の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（以下、「
球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弾球遊技機（パチンコ機）や回胴遊技機（スロットマシン）あるいは封入式
遊技機に代表される遊技台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、画像表示手段を備えた遊技台が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２００３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の遊技台には、画像表示手段による表示に改良の余地がある。
【０００５】
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　本発明の目的は、画像表示手段による表示に特徴を持った遊技台を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的は、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（以下、「複数種類の保留アイコン
」という。）を表示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（以下、「第二の保留アイコン」という。）であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（以下、「第三の保留アイコン」という。）であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出が行われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留演出または前記第二の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに
変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第一の保留
演出または前記第二の保留演出の対象となり前記第二の保留アイコンが変化した前記第三
の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示され
やすく、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留演出の対象となり他の種類
の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　表示中に前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出も出現しなかった前記第二
の保留アイコンよりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化
しなかった前記第二の保留アイコンの方が、消化されるまでに再度保留演出の対象になり
やすい、
ことを特徴とする遊技台
によって達成される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、画像表示手段による表示に特徴を持った遊技台を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００を正面側（遊技者側）から見
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た外観斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００を背面側から見た外観図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤２００を正面から見
た略示正面図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００の制御部の回路ブロック図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００での表示図柄の一例であって
、（ａ）は特図１の停止表示図柄の一例を示し、（ｂ）は特図２の停止表示図柄の一例を
示し、（ｃ）は装飾図柄の一例を示し、（ｄ）は普図の停止表示図柄の一例を示す図であ
る。
【図６】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部メイン処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部タイマ割込処理の
流れを示すフローチャートである。
【図８】（ａ）は、本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００における特図先読
み処理の流れの一例を示すフローチャートである。（ｂ）～（ｅ）は、本発明の第１の実
施の形態によるパチンコ機１００の主制御部３００に備えられた特図１用および特図２用
先読み結果記憶部の一例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００における普図用の当否判定用
テーブルと、図柄振り分けおよび当り時動作の例とを示す図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００における特図用の当否判定
用テーブルの例を示す図である。
【図１１】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００における特図１用の図柄振
分けテーブルおよび大当り時動作の例を示す図である。
【図１２】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００における特図２用の図柄振
分けテーブルおよび大当り時動作の例を示す図である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００での
処理の流れを示すフローチャートであり、（ａ）は第１副制御部メイン処理の流れを示し
、（ｂ）は第１副制御部コマンド受信割込処理の流れを示し、（ｃ）は第１副制御部タイ
マ割込処理の流れを示し、（ｄ）は画像制御処理の流れを示している。
【図１４】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００の第１副制御部４００での
メイン処理の演出制御処理で実行される電チューロング開放演出について説明する図であ
る。（ａ）は電チューロング開放演出の流れを示し、（ｂ）は装飾図柄表示装置２０８で
の電チューロング開放演出の一例を示している。
【図１５】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００の第２副制御部５００での
処理の流れを示すフローチャートであり、（ａ）は第２副制御部メイン処理の流れを示し
、（ｂ）は第２副制御部コマンド受信割込処理の流れを示し、（ｃ）は第２副制御部タイ
マ割込処理の流れを示している。
【図１６】本発明の第１の実施の形態によるパチンコ機１００で用いられる先読み予告の
抽選テーブル、および変動開示時（大当り判定後）の予告の抽選テーブルの例を示す図で
ある。
【図１７】本発明の第１の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図１８】本発明の第１の実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図１９】本発明の第１の実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図２０】本発明の第１の実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。



(6) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【図２１】本発明の第１の実施の形態の実施例５によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図２２】本発明の第１の実施の形態の実施例６によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図２３】本発明の第１の実施の形態の実施例７によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図２４】本発明の第１の実施の形態の実施例８によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図２５】本発明の第１の実施の形態の実施例９によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図２６】本発明の第１の実施の形態の実施例１０によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図２７】本発明の第１の実施の形態の実施例１１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図２８】本発明の第１の実施の形態の実施例１２によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図２９】本発明の第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００を正面か
ら見た略示正面図である。
【図３０】本発明の第２の実施の形態によるパチンコ機１００の可動体１００２を説明す
る図である。
【図３１】本発明の第２の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図（その１）である。
【図３２】本発明の第２の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図（その２）である。
【図３３】本発明の第２の実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図３４】本発明の第２の実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図３５】本発明の第２の実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図３６】本発明の第２の実施の形態の実施例５によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図３７】本発明の第２の実施の形態の実施例６によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図３８】本発明の第２の実施の形態の実施例７によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図３９】本発明の第２の実施の形態の実施例８によるパチンコ機１００の接続ユニット
を説明する図である。
【図４０】本発明の第２の実施の形態の実施例９によるパチンコ機１００の接続ユニット
を説明する図である。
【図４１】本発明の第２の実施の形態の実施例１０によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４２】本発明の第２の実施の形態の実施例１０によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４３】本発明の第２の実施の形態の実施例１１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４４】本発明の第２の実施の形態の実施例１１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４５】本発明の第２の実施の形態の実施例１２によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
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【図４６】本発明の第２の実施の形態の実施例１３によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４７】本発明の第２の実施の形態の実施例１４によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４８】本発明の第２の実施の形態の実施例１５によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図４９】本発明の第２の実施の形態の実施例１６によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図５０】本発明の第２の実施の形態の実施例１７によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図５１】本発明の第２の実施の形態の実施例１８によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図５２】本発明の第２の実施の形態の実施例１９によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図５３】本発明の第２の実施の形態の実施例２０によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図５４】本発明の第２の実施の形態の実施例２１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図５５】本発明の第２の実施の形態の実施例２２によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図５６】本発明の第２の実施の形態の実施例２３によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図５７】本発明の第２の実施の形態の実施例２４によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図５８】本発明の第３の実施の形態のパチンコ機１００での遊技演出の演出パターンを
説明する図である。
【図５９】本発明の第３の実施の形態の実施例１－１によるパチンコ機１００の接続ユニ
ットを説明する図である。
【図６０】本発明の第３の実施の形態の実施例１－２によるパチンコ機１００の接続ユニ
ットを説明する図である。
【図６１】本発明の第３の実施の形態の実施例１－２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図６２】本発明の第３の実施の形態の実施例１－３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図６３】本発明の第３の実施の形態の実施例１－４によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図６４】本発明の第３の実施の形態の実施例１－５によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図６５】本発明の第３の実施の形態の実施例１－６によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図６６】本発明の第３の実施の形態の実施例１－７によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図６７】本発明の第３の実施の形態の実施例２－１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図６８】本発明の第３の実施の形態の実施例２－１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図６９】本発明の第３の実施の形態の実施例２－２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図７０】本発明の第３の実施の形態の実施例２－２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
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【図７１】本発明の第３の実施の形態の実施例３－１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図７２】本発明の第３の実施の形態の実施例３－２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図７３】本発明の第３の実施の形態の実施例３－３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図７４】本発明の第３の実施の形態の実施例３－４によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図７５】本発明の第３の実施の形態の実施例３－５によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図７６】本発明の第３の実施の形態の実施例３－６によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図７７】本発明の第３の実施の形態の実施例３－７によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図７８】本発明の第３の実施の形態の実施例４－１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図７９】本発明の第３の実施の形態の実施例４－２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図８０】本発明の第３の実施の形態の実施例５－１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図８１】本発明の第３の実施の形態の実施例５－２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図８２】本発明の第３の実施の形態の実施例５－３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図８３】本発明の第３の実施の形態の実施例５－４によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図８４】本発明の第３の実施の形態の実施例６－１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図８５】本発明の第３の実施の形態の実施例６－２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図８６】本発明の第３の実施の形態の実施例６－３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図８７】本発明の第４の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図８８】本発明の第４の実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図８９】本発明の第４の実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図９０】本発明の第４の実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図９１】本発明の第４の実施の形態の実施例５によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図９２】本発明の第４の実施の形態の実施例６によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図９３】本発明の第４の実施の形態の実施例７によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図９４】本発明の第４の実施の形態の実施例８によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図９５】本発明の第４の実施の形態の実施例９によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
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【図９６】本発明の第４の実施の形態の実施例１０によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図９７】本発明の第４の実施の形態の実施例１１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図９８】本発明の第４の実施の形態の実施例１２によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図９９】本発明の第５の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出を
説明する図である。
【図１００】本発明の第５の実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図１０１】本発明の第５の実施の形態の実施例３～５によるパチンコ機１００での遊技
演出を説明する図である。
【図１０２】本発明の第５の実施の形態の実施例６、７によるパチンコ機１００での遊技
演出を説明する図である。
【図１０３】本発明の第５の実施の形態の実施例８、９によるパチンコ機１００での遊技
演出を説明する図である。
【図１０４】本発明の第５の実施の形態に実施例１０によるパチンコ機１００での保留ア
イコンの例を示す図である。
【図１０５】本発明の第５の実施の形態の実施例１０によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１０６】本発明の第５の実施の形態の実施例１１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１０７】本発明の第５の実施の形態の実施例１２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１０８】本発明の第５の実施の形態の実施例１３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１０９】本発明の第５の実施の形態の実施例１４によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１１０】本発明の第５の実施の形態の実施例１５によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１１１】本発明の第５の実施の形態の実施例１６によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１１２】本発明の第５の実施の形態の実施例１７によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１１３】本発明の第５の実施の形態の実施例１８によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１１４】本発明の第５の実施の形態の実施例１９によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１１５】本発明の第５の実施の形態の実施例２０によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１１６】本発明の第５の実施の形態の実施例２１、２２によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１１７】本発明の第５の実施の形態の実施例２３、２４によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１１８】本発明の第５の実施の形態の実施例２５によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１１９】本発明の第５の実施の形態の実施例２６によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１２０】本発明の第５の実施の形態の実施例２７によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
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【図１２１】本発明の第５の実施の形態の実施例２８によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１２２】本発明の第５の実施の形態の実施例２９によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１２３】本発明の第５の実施の形態の実施例３０によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１２４】本発明の第５の実施の形態の実施例３１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１２５】本発明の第５の実施の形態の実施例３２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１２６】本発明の第５の実施の形態の実施例３３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１２７】本発明の第５の実施の形態の実施例３４によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１２８】本発明の第５の実施の形態の実施例３５～３７によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１２９】本発明の第５の実施の形態の実施例３８、３９によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１３０】本発明の第５の実施の形態の実施例４０、４１によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１３１】本発明の第５の実施の形態の実施例４２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１３２】本発明の第５の実施の形態の実施例４３、４４によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１３３】本発明の第５の実施の形態の実施例４５、４６によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１３４】本発明の第５の実施の形態の実施例４７によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１３５】本発明の第５の実施の形態の実施例４８～５０によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１３６】本発明の第５の実施の形態の実施例５１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１３７】本発明の第５の実施の形態の実施例５２、５３によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１３８】本発明の第５の実施の形態の実施例５４、５５によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１３９】本発明の第５の実施の形態の実施例５６、５７によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１４０】本発明の第５の実施の形態の実施例５８、５９によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１４１】本発明の第５の実施の形態の実施例６０によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１４２】本発明の第５の実施の形態の実施例６１、６２によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１４３】本発明の第５の実施の形態の実施例６３、６４によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１４４】本発明の第５の実施の形態の実施例６５、６６によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１４５】本発明の第５の実施の形態の実施例６７、６８によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
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【図１４６】本発明の第５の実施の形態の実施例６９によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１４７】本発明の第５の実施の形態の実施例７０によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１４８】本発明の第５の実施の形態の実施例７１、７２によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１４９】本発明の第６の実施の形態のパチンコ機１００での保留演出の種類について
説明する図である。
【図１５０】本発明の第６の実施の形態の実施例１、２によるパチンコ機１００での遊技
演出を説明する図である。
【図１５１】本発明の第６の実施の形態の実施例３～７によるパチンコ機１００での遊技
演出を説明する図である。
【図１５２】本発明の第６の実施の形態の実施例８、９によるパチンコ機１００での遊技
演出を説明する図である。
【図１５３】本発明の第６の実施の形態の実施例１０、１１によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１５４】本発明の第６の実施の形態の実施例１２、１３によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１５５】本発明の第６の実施の形態の実施例１４、１５によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１５６】本発明の第６の実施の形態の実施例１６によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１５７】本発明の第６の実施の形態の実施例１６の変形例によるパチンコ機１００で
の遊技演出を説明する図である。
【図１５８】本発明の第６の実施の形態の実施例１７によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１５９】本発明の第６の実施の形態の実施例１７の変形例によるパチンコ機１００で
の遊技演出を説明する図である。
【図１６０】本発明の第６の実施の形態の実施例１８によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１６１】本発明の第６の実施の形態の実施例１９によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１６２】本発明の第６の実施の形態の実施例２０によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１６３】本発明の第６の実施の形態の実施例２１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１６４】本発明の第６の実施の形態の実施例２２によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１６５】本発明の第６の実施の形態の実施例２３によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１６６】本発明の第６の実施の形態の実施例２４によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１６７】本発明の第６の実施の形態の実施例２５によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１６８】本発明の第６の実施の形態の実施例２６によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１６９】本発明の第６の実施の形態の実施例２７によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１７０】本発明の第６の実施の形態の実施例２８によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。



(12) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【図１７１】本発明の第６の実施の形態の実施例２９によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１７２】本発明の第６の実施の形態の実施例３０によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１７３】本発明の第６の実施の形態の実施例３１によるパチンコ機１００での遊技演
出を説明する図である。
【図１７４】本発明の第６の実施の形態の実施例３２、３３によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１７５】本発明の第６の実施の形態の実施例３４、３５によるパチンコ機１００での
遊技演出を説明する図である。
【図１７６】本発明の第７の実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図１７７】本発明の第７の実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図１７８】本発明の第７の実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図１７９】本発明の第７の実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図１８０】本発明の第７の実施の形態の実施例５によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図１８１】本発明の第７の実施の形態の実施例６によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図１８２】本発明の第７の実施の形態の実施例７によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図１８３】本発明の第７の実施の形態の実施例８によるパチンコ機１００での遊技演出
を説明する図である。
【図１８４】本発明の第８の実施の形態によるパチンコ機１００での遊技演出を説明する
図である。
【図１８５】本発明の第８の実施の形態によるパチンコ機１００での遊技演出を説明する
図である。
【図１８６】本発明の第８の実施の形態によるパチンコ機１００での遊技演出を説明する
図である。
【図１８７】本発明の第８の実施の形態によるパチンコ機１００での遊技演出を説明する
図である。
【図１８８】本発明の第８の実施の形態によるパチンコ機１００での遊技演出を説明する
図である。
【図１８９】本発明の変形例による遊技台としてのスロットマシン２０００を正面から見
た略示正面図である。
【図１９０】本発明の変形例による遊技台を示す図であり、（ａ）はカジノマシン３００
０を示し、（ｂ）は本発明を実現する電子データを記憶する記憶部を備えている携帯電話
機４０００を示し、（ｃ）は本発明を実現する電子データを記憶する記憶部を備えている
ポータブルゲーム機５０００を示し、（ｄ）は本発明を実現する電子データを記憶する記
憶部を備えている家庭用テレビゲーム機６０００を示し、（ｅ）は本発明を実現する電子
データを記憶したデータサーバ７０００を示している。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
［第１の実施の形態］
　以下、図面を用いて、本発明の第１の実施の形態に係る遊技台（例えば、パチンコ機等
の弾球遊技機やスロットマシン等の回胴遊技機）について説明する。まず、図１を用いて
、本実施の形態によるパチンコ機１００の全体構成について説明する。なお、同図はパチ
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ンコ機１００を正面側（遊技者側）から見た外観斜視図である。パチンコ機１００は、外
部的構造として、外枠１０２と、本体１０４と、前面枠扉１０６と、発射装置１１０と、
遊技盤２００と、をその前面に備える。
【００１０】
　外枠１０２は、遊技機設置営業店に設けられた設置場所（島設備等）へと固定させるた
めの縦長方形状からなる木製の枠部材である。本体１０４は、内枠と呼ばれ、外枠１０２
の内部に備えられ、ヒンジ部１１２を介して外枠１０２に回動自在に装着された縦長方形
状の遊技機基軸体となる部材である。また、本体１０４は、枠状に形成され、内側に空間
部１１４を有している。また、本体１０４が開放された場合、本体１０４の開放を検出す
る不図示の内枠開放センサを備える。
【００１１】
　前面枠扉１０６は、ロック機能付きでかつ開閉自在となるようにパチンコ機１００の前
面側となる本体１０４の前面に対しヒンジ部１１２を介して装着され、枠状に構成される
ことでその内側を開口部１１６とした扉部材である。なお、前面枠扉１０６には、開口部
１１６にガラス製または樹脂製の透明板部材１１８が設けられ、前面側には、スピーカ１
２０や枠ランプ１２２が取り付けられている。前面枠扉１０６の後面と遊技盤２００の前
面とで遊技領域１２４を区画形成する。また、前面枠扉１０６が開放された場合、前面枠
扉１０６の開放を検出する不図示の前面枠扉開放センサを備える。
【００１２】
　また前面枠扉１０６は、開口部１１６よりも下方の部位に、複数の遊技球（以下、単に
「球」と称する場合がある）が貯留可能でかつ発射装置１１０へと遊技球を案内させる通
路が設けられている上皿１２６と、上皿１２６に貯留しきれない遊技球を貯留する下皿１
２８と、遊技者の操作によって上皿１２６に貯留された遊技球を下皿１２８へと排出させ
る球抜ボタン１３０と、遊技者の操作によって下皿１２８に貯留された遊技球を遊技球収
集容器（俗称、ドル箱）へと排出させる球排出レバー１３２と、遊技者の操作によって発
射装置１１０へと案内された遊技球を遊技盤２００の遊技領域１２４へと打ち出す球発射
ハンドル１３４と、遊技者の操作によって各種演出装置２０６（図１では図示せず）の演
出態様に変化を与えるチャンスボタン１３６と、チャンスボタン１３６を発光させるチャ
ンスボタンランプ１３８と、設定者（例えば、遊技者、遊技店員）の操作によって各種設
定等が可能な設定操作部１３７と、カードユニット（ＣＲユニット）に対して球貸し指示
を行う球貸操作ボタン１４０と、カードユニットに対して遊技者の残高の返却指示を行う
返却操作ボタン１４２と、遊技者の残高やカードユニットの状態を表示する球貸表示部（
図示せず）と、を備える。また、下皿１２８が満タンであることを検出する不図示の下皿
満タンセンサを備える。
【００１３】
　発射装置１１０は、本体１０４の下方に取り付けられ、球発射ハンドル１３４が遊技者
に操作されることによって回動する発射杆１４６と、遊技球を発射杆１４６の先端で打突
する発射槌１４８と、を備える。
【００１４】
　設定操作部１３７は、設定者による押下が可能な押ボタン式のスイッチとして、確定（
ＯＫ）ボタンと、確定ボタンの上方に位置する上ボタンと、確定ボタンの下方に位置する
下ボタンと、確定ボタンの右方に位置する右ボタンと、確定ボタンの左方に位置する左ボ
タンと、右ボタンのさらに右方に位置するキャンセル（Ｃ）ボタンとを備えている。また
設定操作部１３７は、各ボタンのそれぞれの押下を検出する操作部センサを備えている。
本例の設定操作部１３７は、各ボタンおよび操作部センサが一体化したユニット構造を有
している。設定操作部１３７の各ボタンのうち少なくとも１つは、所定条件が成立したと
きの遊技者の操作によって各種演出装置２０６（図３参照）の演出態様に変化を与えるチ
ャンスボタンとして機能するようになっていてもよい。
【００１５】
　遊技盤２００は、前面に遊技領域１２４を有し、本体１０４の空間部１１４に臨むよう
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に、所定の固定部材を用いて本体１０４に着脱自在に装着されている。なお、遊技領域１
２４は、遊技盤２００を本体１０４に装着した後、開口部１１６から観察することができ
る。
【００１６】
　図２は、図１のパチンコ機１００を背面側から見た外観図である。パチンコ機１００の
背面上部には、上方に開口した開口部を有し、遊技球を一時的に貯留するための球タンク
１５０と、球タンク１５０の下方に位置し、球タンク１５０の底部に形成した連通孔を通
過して落下する球を背面右側に位置する払出装置１５２に導くためのタンクレール１５４
とを配設している。
【００１７】
　払出装置１５２は、筒状の部材からなり、その内部には、不図示の払出モータとスプロ
ケットと払出センサとを備えている。スプロケットは、払出モータによって回転可能に構
成されており、タンクレール１５４を通過して払出装置１５２内に流下した遊技球を一時
的に滞留させるとともに、払出モータを駆動して所定角度だけ回転することにより、一時
的に滞留した遊技球を払出装置１５２の下方へ１個ずつ送り出すように構成している。
【００１８】
　払出センサは、スプロケットが送り出した遊技球の通過を検知するためのセンサであり
、遊技球が通過しているときにハイまたはローのいずれか一方の信号を、遊技球が通過し
ていないときはハイまたはローのいずれか他方の信号を払出制御部６００（図４参照）へ
出力する。なお、この払出センサを通過した遊技球は、不図示の球レールを通過してパチ
ンコ機１００の表側に配設した上皿１２６に到達するように構成しており、パチンコ機１
００は、この構成により遊技者に対して球の払出しを行う。
【００１９】
　払出装置１５２の図中左側には、遊技全般の制御処理を行う主制御部３００を構成する
主基板１５６を収納する主基板ケース１５８と、主制御部３００が生成した処理情報に基
づいて演出に関する制御処理を行う第１副制御部４００を構成するとともにパチンコ機１
００から出力される音量を遊技店員の操作によって調整するロータリー式の音量調整スイ
ッチ１６１を備える第１副基板１６０を収納する第１副基板ケース１６２と、第１副制御
部４００が生成した処理情報に基づいて演出に関する制御処理を行う第２副制御部５００
を構成する第２副基板１６４を収納する第２副基板ケース１６６と、遊技球の払出しに関
する制御処理を行う払出制御部６００を構成するとともに遊技店員の操作によってエラー
を解除するエラー解除スイッチ１６８を備える払出基板１７０を収納する払出基板ケース
１７２と、遊技球の発射に関する制御処理を行う発射制御部６３０を構成する発射基板１
７４を収納する発射基板ケース１７６と、各種電気的遊技機器に電源を供給する電源制御
部６６０を構成するとともに遊技店員の操作によって電源をオンオフする電源スイッチ１
７８と電源投入時に操作されることによってＲＷＭクリア信号を主制御部３００に出力す
るＲＷＭクリアスイッチ１８０とを備える電源基板１８２を収納する電源基板ケース１８
４と、払出制御部６００とカードユニットとの信号の送受信を行うＣＲインタフェース部
１８６と、パチンコ機１００の情報を外部のホールコンピュータ等に出力するために主基
板１５６や第１副基板１６０等とホールコンピュータ等との間を中継する中継基板１８８
と、を配設している。
【００２０】
　主基板１５６、第１副基板１６０および第２副基板１６４等は機種毎に変更する必要が
あるため遊技盤２００の背面に備えられており、払出基板１７０、発射基板１７４および
電源基板１８２等は複数機種で共通的に使用されるため外枠１０２に備えられている。
【００２１】
　図３は、遊技盤２００を正面から見た略示正面図である。遊技盤２００には、外レール
２０２と内レール２０４とを配設し、遊技球が転動可能な遊技領域１２４を区画形成して
いる。遊技領域１２４の略中央には、演出装置２０６を配設している。演出装置２０６に
は、略中央に装飾図柄表示装置２０８を配設している。演出装置２０６は、演出可動体２
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２４を動作して演出を行うものであり、詳細については後述する。
【００２２】
　本例の遊技盤２００はいわゆる右打ち機用の遊技盤である。右打ち機では、球発射ハン
ドル１３４の操作によって遊技球の打ち出し強度を変化させることにより、遊技球の落下
経路を演出装置２０６より右側の右側経路と演出装置２０６より左側の左側経路とに打ち
分けることができる。本例では、後述する普通図柄始動口２２８、普通図柄始動口２２９
、第１特別図柄始動口２３０、第２特別図柄始動口２３２（開放状態）、可変入賞口２３
４、２３５（開放状態）等への入球のし易さは、右側経路を落下する遊技球と左側経路を
落下する遊技球とで異なる。
【００２３】
　普通図柄始動口２２９、第２特別図柄始動口２３２および可変入賞口２３５のそれぞれ
については、これらの普通図柄始動口２２９、第２特別図柄始動口２３２および可変入賞
口２３５が右側経路上に配置されているため、右側経路を落下する遊技球の入球は相対的
に容易であり、左側経路を落下する遊技球の入球は相対的に困難または不可能である。こ
れに対し、普通図柄始動口２２８、第１特別図柄始動口２３０および可変入賞口２３４の
それぞれについては、遊技釘２３８の配列パターンやワープ装置２４２等の存在の影響に
よって、左側経路を落下する遊技球の入球は相対的に容易であり、右側経路を落下する遊
技球の入球は相対的に困難である。なお、本実施の形態では右打ち機を例に挙げているが
、右打ち機以外であってもよい。
【００２４】
　装飾図柄表示装置２０８は、装飾図柄ならびに演出に用いる様々な画像（動画像または
静止画像）を表示するための表示装置であり、本実施の形態では液晶表示装置（Ｌｉｑｕ
ｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）によって構成する。装飾図柄表示装置２０８は
、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃおよび演
出表示領域２０８ｄの４つの表示領域に分割し、左図柄表示領域２０８ａ、中図柄表示領
域２０８ｂおよび右図柄表示領域２０８ｃはそれぞれ異なった装飾図柄を表示し、演出表
示領域２０８ｄは演出に用いる画像を表示する。さらに、各表示領域２０８ａ、２０８ｂ
、２０８ｃ、２０８ｄの位置や大きさは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面内で自由に
変更することを可能としている。なお、装飾図柄表示装置２０８として液晶表示装置を採
用しているが、液晶表示装置でなくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成
されていればよく、例えば、ドットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機Ｅ
Ｌ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置
、リーフ式表示装置、プラズマディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採
用してもよい。
【００２５】
　遊技領域１２４の下部には、第１特別図柄表示装置２１２と、第２特別図柄表示装置２
１４と、普通図柄表示装置２１０と、第１特別図柄保留ランプ２１８と、第２特別図柄保
留ランプ２２０と、普通図柄保留ランプ２１６と、高確中ランプ２２２とを配設している
。なお、以下、普通図柄を「普図」、特別図柄を「特図」、第１特別図柄を「特図１」、
第２特別図柄を「特図２」と称する場合がある。
【００２６】
　普図表示装置２１０は、普図の表示を行うための表示装置であり、本実施の形態では７
セグメントＬＥＤによって構成する。特図１表示装置２１２および特図２表示装置２１４
は、特図の表示を行うための表示装置であり、本実施の形態では７セグメントＬＥＤによ
って構成する。
【００２７】
　普図保留ランプ２１６は、保留している普図変動遊技（詳細は後述）の数を示すための
ランプであり、本実施の形態では、普図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留する
ことを可能としている。特図１保留ランプ２１８および特図２保留ランプ２２０は、保留
している特図変動遊技（詳細は後述）の数を示すためのランプであり、本実施の形態では
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、特図変動遊技を所定数（例えば、４つ）まで保留することを可能としている。高確中ラ
ンプ２２２は、遊技状態が大当りが発生し易い高確率状態であること、または高確率状態
になることを示すためのランプであり、遊技状態を大当りが発生し難い低確率状態から高
確率状態にする場合に点灯し、高確率状態から低確率状態にする場合に消灯する。
【００２８】
　また、演出装置２０６の周囲には、所定の球進入口、例えば、一般入賞口２２６と、普
図始動口２２８、２２９と、特図１始動口２３０と、特図２始動口２３２と、可変入賞口
２３４、２３５とを配設している。
【００２９】
　一般入賞口２２６は、本実施の形態では遊技盤２００に複数配設しており、一般入賞口
２２６への入球を所定の球検出センサ（図示省略）が検出した場合（一般入賞口２２６に
入賞した場合）、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１０個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出する。上皿１２６に排出した球は遊技者が自由に取り出すことが可
能であり、これらの構成により、入賞に基づいて賞球を遊技者に払い出すようにしている
。なお、一般入賞口２２６に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技
島側に排出する。本実施の形態では、遊技球には、入賞の対価として遊技者に払い出す球
（以下、「賞球」と呼ぶ場合がある）と、遊技者に貸し出す球（以下、「貸球」と呼ぶ場
合がある）とが含まれる。
【００３０】
　普図始動口２２８と普図始動口２２９は、ゲートやスルーチャッカーと呼ばれる、遊技
領域１２４の所定の領域を球が通過したか否かを判定するための装置で構成しており、本
実施の形態では遊技盤２００の左側経路上に普図始動口２２８を１つ配設し、右側経路上
に普図始動口２２９を１つ配設している。普図始動口２２８や普図始動口２２９を通過し
た球は一般入賞口２２６に入球した球と違って、遊技島側に排出することはない。球が普
図始動口２２８や普図始動口２２９を通過したことを所定の球検出センサが検出した場合
、パチンコ機１００は、普図表示装置２１０による普図変動遊技を開始する。
【００３１】
　特図１始動口２３０は、本実施の形態では遊技盤２００の中央に１つだけ配設している
。特図１始動口２３０への入球を所定の球検出センサが検出した場合、払出装置１５２を
駆動し、所定の個数（例えば、３個）の球を賞球として上皿１２６に排出するとともに、
特図１表示装置２１２による特図変動遊技（以下、「特図１変動遊技」という場合がある
）を開始する。なお、特図１始動口２３０に入球した球は、パチンコ機１００の裏側に誘
導した後、遊技島側に排出する。
【００３２】
　特図２始動口２３２は、電動チューリップ（電チュー）と呼ばれ、本実施の形態では右
側経路上に１つだけ配設している。特図２始動口２３２は、左右に開閉自在な一対の羽根
部材２３２ａを備え、羽根部材２３２ａの閉鎖中は球の入球が不可能であり、普図変動遊
技に当選し、普図表示装置２１０が当り図柄を停止表示した場合に羽根部材２３２ａが所
定の時間間隔、所定の回数で開閉する。特図２始動口２３２への入球を所定の球検出セン
サが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、４個）の球を賞球と
して上皿１２６に排出するとともに、特図２表示装置２１４による特図変動遊技（以下、
「特図２変動遊技」という場合がある）を開始する。なお、特図２始動口２３２に入球し
た球は、パチンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【００３３】
　可変入賞口２３４、２３５は、大入賞口またはアタッカと呼ばれ、本実施の形態では可
変入賞口２３４が遊技盤２００の中央部下方に１つだけ配設され、可変入賞口２３５が右
側経路上に１つだけ配設されている。可変入賞口２３４、２３５は、開閉自在な扉部材を
それぞれ備え、扉部材の閉鎖中は球の入球が不可能である。特図変動遊技に当選して特図
表示装置が大当り図柄を停止表示した場合には、例えば可変入賞口２３４、２３５のうち
一方の扉部材が所定の時間間隔（例えば、開放時間２９秒、閉鎖時間１．５秒）、所定の



(17) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

回数（例えば１５回）で開閉する。可変入賞口２３４、２３５への入球を所定の球検出セ
ンサが検出した場合、払出装置１５２を駆動し、所定の個数（例えば、１５個）の球を賞
球として上皿１２６に排出する。なお、可変入賞口２３４、２３５に入球した球は、パチ
ンコ機１００の裏側に誘導した後、遊技島側に排出する。
【００３４】
　さらに、これらの入賞口や始動口の近傍には、風車と呼ばれる円盤状の打球方向変換部
材２３６や、遊技釘２３８を複数個、配設しているとともに、内レール２０４の最下部に
は、いずれの入賞口や始動口にも入賞しなかった球をパチンコ機１００の裏側に誘導した
後、遊技島側に排出するためのアウト口２４０を設けている。
【００３５】
　パチンコ機１００は、遊技者が上皿１２６に貯留している球を発射レールの発射位置に
供給し、遊技者の球発射ハンドル１３４の操作量に応じた強度で発射モータを駆動し、発
射杆１４６および発射槌１４８によって外レール２０２、内レール２０４を通過させて遊
技領域１２４に打ち出す。そして、遊技領域１２４の上部に到達した球は、打球方向変換
部材２３６や遊技釘２３８等によって進行方向を変えながら下方に落下し、入賞口（一般
入賞口２２６、可変入賞口２３４、２３５）や始動口（特図１始動口２３０、特図２始動
口２３２）に入賞するか、いずれの入賞口や始動口にも入賞することなく、または普図始
動口２２８、２２９を通過するのみでアウト口２４０に到達する。
【００３６】
　次に、パチンコ機１００の演出装置２０６について説明する。演出装置２０６の前面側
には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２（２４２ａ、２４２ｂ）および前面ス
テージ２４４を配設し、遊技球の転動不可能な領域に演出可動体２２４を配設している。
また、演出可動体２２４の右側上方に、第４図柄を表示するための第４図柄表示装置２４
８を配設している。第４図柄表示装置２４８は、２つの正方形状のランプを備えている。
この２つのランプは、縦に並んで配置されている。この２つのランプの光源には、例えば
ＬＥＤが用いられている。上側のランプが特図１に対応し、下側のランプが特図２に対応
している。なお、第４図柄表示装置２４８は、特図１および特図２の双方に対応する共通
のランプを１つのみ備えていてもよい。また、第４図柄は、装飾図柄表示装置２０８で表
示されてもよい。また、本例のように、演出装置２０６（センター役物）内に第４図柄表
示装置が設けられていてもよい。また、演出装置２０６の背面側には、装飾図柄表示装置
２０８および遮蔽装置２４６（以下、扉あるいはシャッタと称する場合がある）を配設し
ている。すなわち、演出装置２０６において、装飾図柄表示装置２０８および遮蔽装置２
４６は、ワープ装置２４２、前面ステージ２４４、および演出可動体２２４の後方に位置
することとなる。ワープ装置２４２は、演出装置２０６の左上方に設けたワープ入口２４
２ａに入った遊技球を演出装置２０６の前面下方の前面ステージ２４４にワープ出口２４
２ｂから排出する。前面ステージ２４４は、ワープ出口２４２ｂから排出された球や遊技
盤２００の釘などによって乗り上げた球などが転動可能であり、前面ステージ２４４の中
央部には、通過した球が特図１始動口２３０へ入球し易くなるスペシャルルート２４４ａ
を設けている。
【００３７】
　本例の演出可動体２２４は、パチンコ機１００の機種名等が表示される横長平板状のパ
ネルを備えている。演出可動体２２４は、不図示のステッピングモータで駆動されること
により、装飾図柄表示装置２０８の前方を表示画面に略平行な面内で上下方向に移動可能
になっている。
【００３８】
　遮蔽装置２４６は、格子状の左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂからなり、装飾図柄表示
装置２０８および前面ステージ２４４の間に配設する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
の上部には、不図示の２つのプーリに巻き回したベルトをそれぞれ固定している。すなわ
ち、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、モータによりプーリを介して駆動するベルトの
動作に伴って左右にそれぞれ移動する。遮蔽装置２４６は、左扉２４６ａおよび右扉２４
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６ｂを閉じた状態ではそれぞれの内側端部が重なり、遊技者が装飾図柄表示装置２０８を
視認し難いように遮蔽する。左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂを開いた状態ではそれぞれ
の内側端部が装飾図柄表示装置２０８の表示画面の外側端部と若干重なるが、遊技者は装
飾図柄表示装置２０８の表示の全てを視認可能である。また、左扉２４６ａおよび右扉２
４６ｂは、それぞれ任意の位置で停止可能であり、例えば、表示した装飾図柄がどの装飾
図柄であるかを遊技者が識別可能な程度に、装飾図柄の一部だけを遮蔽するようなことが
できる。なお、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂは、格子の孔から後方の装飾図柄表示装
置２０８の一部を視認可能にしてもよいし、格子の孔の障子部分を半透明のレンズ体で塞
ぎ、後方の装飾図柄表示装置２０８による表示を漠然と遊技者に視認させるようにしても
よいし、格子の孔の障子部分を完全に塞ぎ（遮蔽し）、後方の装飾図柄表示装置２０８を
全く視認不可にしてもよい。本例の遮蔽装置２４６は、左扉２４６ａおよび右扉２４６ｂ
を閉じた状態においても装飾図柄表示装置２０８の表示画面の下端部を露出させるように
構成されている。
【００３９】
　次に、図４を用いて、このパチンコ機１００の制御部の回路構成について詳細に説明す
る。なお、同図は制御部の回路ブロック図を示したものである。パチンコ機１００の制御
部は、大別すると、遊技の中枢部分を制御する主制御部３００と、主制御部３００が送信
するコマンド信号（以下、単に「コマンド」という）に応じて主に演出の制御を行う第１
副制御部４００と、第１副制御部４００より送信されたコマンドに基づいて各種機器を制
御する第２副制御部５００と、主制御部３００が送信するコマンドに応じて主に遊技球の
払出しに関する制御を行う払出制御部６００と、遊技球の発射制御を行う発射制御部６３
０と、パチンコ機１００に供給される電源を制御する電源制御部６６０と、によって構成
している。
【００４０】
　まず、パチンコ機１００の主制御部３００について説明する。主制御部３００は、主制
御部３００の全体を制御する基本回路３０２を備えている。基本回路３０２には、ＣＰＵ
３０４と、制御プログラムや各種データを記憶するためのＲＯＭ３０６と、一時的にデー
タを記憶するためのＲＡＭ３０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ３１
０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ３１２と、プログラム処理の異常を
監視するＷＤＴ３１４と、を搭載している。なお、ＲＯＭ３０６やＲＡＭ３０８について
は他の記憶装置を用いてもよく、この点は後述する第１副制御部４００や第２副制御部５
００についても同様である。この基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、水晶発振器３１６ｂ
が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動作する。
【００４１】
　また、基本回路３０２には、水晶発振器３１６ａが出力するクロック信号を受信する度
に０～６５５３５の範囲で数値を変動させるハードウェア乱数カウンタとして使用してい
る乱数値生成回路（カウンタ回路）３１８（この回路には２つのカウンタを内蔵している
ものとする）と、所定の球検出センサ、例えば各始動口、入賞口、可変入賞口を通過する
遊技球を検出するセンサや、前面枠扉開放センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサを
含む各種センサ３２０が出力する信号を受信し、増幅結果や基準電圧との比較結果を乱数
値生成回路３１８および基本回路３０２に出力するためのセンサ回路３２２と、所定の図
柄表示装置、例えば特図１表示装置２１２や特図２表示装置２１４の表示制御を行うため
の駆動回路３２４と、所定の図柄表示装置、例えば普図表示装置２１０の表示制御を行う
ための駆動回路３２６と、各種状態表示部３２８（例えば、普図保留ランプ２１６、特図
１保留ランプ２１８、特図２保留ランプ２２０、高確中ランプ２２２等）の表示制御を行
うための駆動回路３３０と、所定の可動部材、例えば特図２始動口２３２の羽根部材２３
２ａや可変入賞口２３４、２３５の扉部材等を開閉駆動する各種ソレノイド３３２を制御
するための駆動回路３３４と、を接続している。本例では水晶発振器３１６ａと乱数値生
成回路３１８とが別に設けられているが、水晶発振器３１６ａは乱数値生成回路３１８に
含まれていてもよい。
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【００４２】
　なお、特図１始動口２３０に球が入賞したことを球検出センサ３２０が検出した場合に
は、センサ回路３２２は球を検出したことを示す信号を乱数値生成回路３１８に出力する
。この信号を受信した乱数値生成回路３１８は、特図１始動口２３０に対応するカウンタ
のそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、特図１始動口２３０に対応す
る内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。また、乱数値生成回路３１８は、特図２
始動口２３２に球が入賞したことを示す信号を受信した場合も同様に、特図２始動口２３
２に対応するカウンタのそのタイミングにおける値をラッチし、ラッチした値を、特図２
始動口２３２に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶する。
【００４３】
　さらに、基本回路３０２には、情報出力回路３３６を接続しており、主制御部３００は
、この情報出力回路３３６を介して、外部のホールコンピュータ（図示省略）等が備える
情報入力回路３５０にパチンコ機１００の遊技情報（例えば、遊技状態）を出力する。
【００４４】
　また、主制御部３００には、電源制御部６６０から主制御部３００に供給している電源
の電圧値を監視する電圧監視回路３３８を設けており、この電圧監視回路３３８は、電源
の電圧値が所定の値（本例では９Ｖ）未満である場合に電圧が低下したことを示す低電圧
信号を基本回路３０２に出力する。
【００４５】
　また、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を出力する
起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けており、ＣＰＵ３０４は、この
起動信号出力回路３４０から起動信号を入力した場合に、遊技制御を開始する（後述する
主制御部メイン処理を開始する）。
【００４６】
　また、主制御部３００は、第１副制御部４００にコマンドを送信するための出力インタ
フェースと、払出制御部６００にコマンドを送信するための出力インタフェースとをそれ
ぞれ備えており、この構成により、第１副制御部４００および払出制御部６００との通信
を可能としている。なお、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００
との情報通信は一方向の通信であり、主制御部３００は第１副制御部４００および払出制
御部６００にコマンド等の信号を送信できるように構成しているが、第１副制御部４００
および払出制御部６００からは主制御部３００にコマンド等の信号を送信できないように
構成している。ただし、主制御部３００と第１副制御部４００および払出制御部６００と
の情報通信が双方向通信により行われるように構成してもよい。
【００４７】
　次に、パチンコ機１００の第１副制御部４００について説明する。第１副制御部４００
は、主に主制御部３００が送信したコマンド等に基づいて第１副制御部４００の全体を制
御する基本回路４０２を備えている。基本回路４０２には、ＣＰＵ４０４と、一時的にデ
ータを記憶するためのＲＡＭ４０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ４
１０と、時間や回数等を計測するためのカウンタタイマ４１２とを搭載している。この基
本回路４０２のＣＰＵ４０４は、水晶発振器４１４が出力する所定周期のクロック信号を
システムクロックとして入力して動作する。また、基本回路４０２には、制御プログラム
や各種演出データを記憶するためのＲＯＭ４０６が設けられている。なお、ＲＯＭ４０６
は、制御プログラムと各種演出データとを別々のＲＯＭに記憶させてもよい。
【００４８】
　また、基本回路４０２には、スピーカ１２０（およびアンプ）の制御を行うための音源
ＩＣ（Ｓ－ＲＯＭ）４１６と、各種ランプ４１８（例えば、チャンスボタンランプ１３８
）の制御を行うための駆動回路４２０と、遮蔽装置２４６の駆動制御を行うための駆動回
路４３２と、遮蔽装置２４６の現在位置を検出する遮蔽装置センサ４３０と、チャンスボ
タン１３６の押下を検出するチャンスボタンセンサ４２６と、スピーカ１２０から出力さ
れる音量を調整する音量調整スイッチ１６１（図４では図示せず）と、設定操作部１３７
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の各ボタンの押下を検出する操作部センサ（図示せず）と、これらのセンサからの検出信
号を基本回路４０２に出力するセンサ回路４２８と、ＣＰＵ４０４からの信号に基づいて
ＲＯＭ４０６に記憶された画像データ等を読み出してＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使
用して表示画像を生成して装飾図柄表示装置２０８に画像を表示するＶＤＰ（ビデオ・デ
ィスプレイ・プロセッサ）４３４と、を接続している。
【００４９】
　次に、パチンコ機１００の第２副制御部５００について説明する。第２副制御部５００
は、第１副制御部４００が送信した制御コマンドを入力インタフェースを介して受信し、
この制御コマンドに基づいて第２副制御部５００の全体を制御する基本回路５０２を備え
ている。基本回路５０２は、ＣＰＵ５０４と、一時的にデータを記憶するためのＲＡＭ５
０８と、各種デバイスの入出力を制御するためのＩ／Ｏ５１０と、時間や回数等を計測す
るためのカウンタタイマ５１２とを搭載している。基本回路５０２のＣＰＵ５０４は、水
晶発振器５１４が出力する所定周期のクロック信号をシステムクロックとして入力して動
作する。また、基本回路５０２には、第２副制御部５００の全体を制御するための制御プ
ログラムおよびデータ、画像表示用のデータ等が記憶されたＲＯＭ５０６が設けられてい
る。
【００５０】
　また、基本回路５０２には、演出可動体２２４の駆動制御を行うための駆動回路５１６
と、演出可動体２２４の現在位置を検出する演出可動体センサ４２４と、演出可動体セン
サ４２４からの検出信号を基本回路５０２に出力するセンサ回路５１８と、遊技盤用ラン
プ５３２の制御を行うための遊技盤用ランプ駆動回路５３０と、遊技台枠用ランプ５４２
の制御を行うための遊技台枠用ランプ駆動回路５４０と、遊技盤用ランプ駆動回路５３０
および遊技台枠用ランプ駆動回路５４０との間でシリアル通信による点灯制御を行うシリ
アル通信制御回路５２０と、を接続している。
【００５１】
　次に、パチンコ機１００の払出制御部６００、発射制御部６３０、電源制御部６６０に
ついて説明する。払出制御部６００は、主に主制御部３００が送信したコマンド等の信号
に基づいて払出装置１５２の払出モータ６０２を制御するとともに、払出センサ６０４が
出力する制御信号に基づいて賞球または貸球の払出しが完了したか否かを検出する。また
払出制御部６００は、インタフェース部６０６を介して、パチンコ機１００とは別体で設
けられたカードユニット６０８との通信を行う。
【００５２】
　発射制御部６３０は、払出制御部６００が出力する、発射許可または停止を指示する制
御信号や、球発射ハンドル１３４内に設けた発射強度出力回路が出力する、遊技者による
球発射ハンドル１３４の操作量に応じた発射強度を指示する制御信号に基づいて、発射杆
１４６および発射槌１４８を駆動する発射モータ６３２の制御や、上皿１２６から発射装
置１１０に球を供給する球送り装置６３４の制御を行う。
【００５３】
　電源制御部６６０は、パチンコ機１００に外部から供給される交流電源を直流化し、所
定の電圧に変換して主制御部３００、第１副制御部４００等の各制御部や払出装置１５２
等の各装置に供給する。さらに、電源制御部６６０は、外部からの電源が断たれた後も所
定の部品（例えば主制御部３００のＲＡＭ３０８等）に所定の期間（例えば１０日間）電
源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を備えている。なお、本実施の形態
では、電源制御部６６０から払出制御部６００と第２副制御部５００に所定電圧を供給し
、払出制御部６００から主制御部３００と第２副制御部５００と発射制御部６３０に所定
電圧を供給しているが、各制御部や各装置に他の電源経路で所定電圧を供給してもよい。
【００５４】
　次に、図５（ａ）～（ｄ）を用いて、パチンコ機１００の特図１表示装置２１２、特図
２表示装置２１４、装飾図柄表示装置２０８、普図表示装置２１０が停止表示する特図お
よび普図の種類について説明する。図５（ａ）は特図１の停止図柄態様の一例を示したも
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のであり、図５（ｂ）は特図２の停止図柄態様の一例を示したものである。特図１始動口
２３０に球が入球したことを第１始動口センサが検出したことを条件として特図１変動遊
技が開始され、特図２始動口２３２に球が入球したことを第２始動口センサが検出したこ
とを条件として特図２変動遊技が開始される。特図１変動遊技が開始されると、特図１表
示装置２１２は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返
す「特図１の変動表示」を行う。また、特図２変動遊技が開始されると、特図２表示装置
２１４は、７個のセグメントの全点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返す「特
図２の変動表示」を行う。これらの「特図１の変動表示」および「特図２の変動表示」が
本実施形態にいう図柄の変動表示の一例に相当する。そして、特図１の変動開始前に決定
した変動時間が経過すると、特図１表示装置２１２は特図１の停止図柄態様を停止表示し
、特図２の変動開始前に決定した変動時間が経過すると、特図２表示装置２１４は特図２
の停止図柄態様を停止表示する。したがって、「特図１の変動表示」を開始してから特図
１の停止図柄態様を停止表示するまで、あるいは「特図２の変動表示」を開始してから特
図２の停止図柄態様を停止表示するまでが本実施形態にいう図柄変動停止表示の一例に相
当し、以下、この「特図１または２の変動表示」を開始してから特図１または２の停止図
柄態様を停止表示するまでの一連の表示を図柄変動停止表示と称する。図柄変動停止表示
は複数回、連続して行われることがある。
【００５５】
　図５（ａ）には、特図１の図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図Ａ」～
「特図Ｇ」の７種類の特図が示されている。図５（ａ）においては、図中の白抜きの部分
が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグメントの場所を示して
いる。「特図Ａ」は１５ラウンド（１５Ｒ）特別大当り図柄であり、「特図Ｂ」は７Ｒ特
別大当り図柄であり、「特図Ｃ」は７Ｒ大当り図柄である。本実施形態のパチンコ機１０
０では、特図変動遊技における大当りか否かの決定はハードウェア乱数の抽選によって行
い、特別大当りか否かの決定およびラウンド数の決定はソフトウェア乱数の抽選によって
行う。大当りと特別大当りの違いは、大当り遊技の終了後の特図変動遊技で、大当りに当
選する確率が高い（特別大当り）か低い（大当り）かの違いである。以下、この大当りに
当選する確率が高い状態のことを特図高確率状態（以下、「特図確変」または単に「確変
」という場合がある）と称し、その確率が低い状態のことを特図低確率状態と称する。ま
た、１５Ｒ特別大当り遊技終了後、７Ｒ特別大当り遊技終了後および７Ｒ大当り遊技終了
後にはいずれも時短状態（電サポ状態）に移行する。時短については詳しくは後述するが
、時短状態のことを普図高確率状態（以下、「普図確変」という場合がある）と称し、時
短状態でない状態のことを普図低確率状態と称する。１５Ｒ特別大当り図柄である「特図
Ａ」および７Ｒ特別大当り図柄である「特図Ｂ」は、大当り遊技の終了後に特図高確率普
図高確率状態となる図柄であり、７Ｒ大当り図柄である「特図Ｃ」は、大当り遊技の終了
後に特図低確率普図高確率状態となる図柄である。これらの「特図Ａ」、「特図Ｂ」およ
び「特図Ｃ」は、遊技者に対する有利度が相対的に大きくなる図柄である。
【００５６】
　「特図Ｄ」は突然確変と称される２Ｒ大当り図柄であり、大当り遊技の終了後に特図高
確率普図高確率状態となる図柄である。すなわち、１５Ｒである「特図Ａ」および７Ｒで
ある「特図Ｂ」と比べて、「特図Ｄ」は２Ｒである点が異なる。
【００５７】
　「特図Ｅ」は潜伏確変または隠れ確変と称される２Ｒ大当り図柄である。後述するよう
に、特図低確率普図低確率状態で「特図Ｅ」が停止表示された場合には大当り遊技（開放
時間１００ｍｓ×２Ｒ）終了後に特図高確率普図低確率状態（いわゆる潜伏確変状態）に
移行し、特図低確率普図低確率状態以外の状態で「特図Ｅ」が停止表示された場合には大
当り遊技（開放時間２９０００ｍｓ×２Ｒ）終了後に特図高確率普図高確率状態に移行す
る（図１１（ａ）、（ｂ）参照）。すなわち「特図Ｅ」は、停止表示されたときの遊技状
態（本例では、特図低確率普図低確率状態であるか否か）によって大当り遊技中の動作お
よびその後に移行する遊技状態が異なる図柄である。
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【００５８】
　「特図Ｆ」は小当り図柄であり、特図低確率普図低確率状態である。また、「特図Ｇ」
ははずれ図柄であり、遊技者に対する有利度が相対的に小さくなる図柄である。
【００５９】
　図５（ｂ）には、特図２の図柄変動停止表示における停止図柄態様として「特図ａ」～
「特図ｄ」の４種類の特図が示されている。「特図ａ」は１５Ｒ特別大当り図柄であり、
「特図ｂ」は７Ｒ特別大当り図柄であり、「特図ｃ」は７Ｒ大当り図柄であり、「特図ｄ
」ははずれ図柄である。本実施の形態では、特図１の停止図柄態様として「特図Ａ」～「
特図Ｇ」の７種類の特図（このうち５種類が大当り）が用いられるのに対して、特図２の
停止図柄態様としては「特図ａ」～「特図ｄ」の４種類の特図（このうち３種類が大当り
）が用いられる。このように構成することにより、大当りとなる確率、および大当りのう
ち確変となる確率を変更せずに、特図１と特図２の有利度に差を設けることができる場合
がある。本例では、特図１の大当りには出玉のほとんど得られない突然確変や潜伏確変が
含まれているのに対し、特図２の大当りには突然確変や潜伏確変が含まれていないため、
特図２の有利度は特図１の有利度よりも高くなっている。
【００６０】
　図５（ｃ）は装飾図柄の一例を示したものである。本実施形態の装飾図柄には、「装飾
１」～「装飾１０」の１０種類がある。「装飾１」～「装飾９」および「装飾１０」は、
それぞれ数字の「１」～「９」および「０」を表している。特図１始動口２３０または特
図２始動口２３２に球が入賞したこと、すなわち、特図１始動口２３０に球が入球したこ
とを第１始動口センサが検出したこと、あるいは特図２始動口２３２に球が入球したこと
を第２始動口センサが検出したことを条件にして、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示
領域２０８ａ、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃの各図柄表示領域に、
「装飾１」→「装飾２」→「装飾３」→・・・→「装飾９」→「装飾１０」→「装飾１」
→・・・の順番で表示を切り替える「装飾図柄の変動表示」を行う。
【００６１】
　そして、「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当り、「特図Ｂ」の７Ｒ特別大当り、「特図Ｃ」の
７Ｒ大当り、「特図ａ」の１５Ｒ特別大当り、「特図ｂ」の７Ｒ特別大当り、「特図ｃ」
の７Ｒ大当りを報知する場合には、図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに同じ装飾図柄が３
つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾１－装飾１－装飾１」や「装飾２－装飾２－装飾２」
等）を停止表示する。「特図Ａ」の１５Ｒ特別大当り、「特図ａ」の１５Ｒ特別大当りを
明示的に報知する場合には、同じ奇数の装飾図柄が３つ並んだ図柄組合せ（例えば「装飾
３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装飾７」等）を停止表示する。
【００６２】
　また、「特図Ｅ」の潜伏確変（隠れ確変）と称される２Ｒ大当り、あるいは「特図Ｆ」
の小当りを報知する場合には、「装飾１－装飾２－装飾３」を停止表示する。「特図Ｄ」
の突然確変と称される２Ｒ大当りを報知する場合には、「装飾１－装飾３－装飾５」を停
止表示する。一方、「特図Ｇ」、「特図ｄ」のはずれを報知する場合には、図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃに図５（ｃ）に示す図柄組合せ以外の図柄組合せを停止表示する。
【００６３】
　図５（ｄ）は普図の停止表示図柄の一例を示したものである。本実施形態の普図の停止
表示態様には、当り図柄である「普図Ａ」および「普図Ｂ」と、はずれ図柄である「普図
Ｃ」の３種類がある。普図始動口２２８や普図始動口２２９を球が通過したことを上述の
ゲートセンサが検出したことに基づいて、普図表示装置２１０は、７個のセグメントの全
点灯と、中央の１個のセグメントの点灯を繰り返す「普図の変動表示」を行う。そして、
普図変動遊技の当選を報知する場合には「普図Ａ」または「特図Ｂ」を停止表示し、普図
変動遊技のはずれを報知する場合には「普図Ｃ」を停止表示する。図５（ｄ）においても
、図中の白抜きの部分が消灯するセグメントの場所を示し、黒塗りの部分が点灯するセグ
メントの場所を示している。
【００６４】
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　次に、図６を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部メイン処理に
ついて説明する。なお、同図は主制御部メイン処理の流れを示すフローチャートである。
上述したように、主制御部３００には、電源が投入されると起動信号（リセット信号）を
出力する起動信号出力回路（リセット信号出力回路）３４０を設けている。この起動信号
を入力した基本回路３０２のＣＰＵ３０４は、リセット割込によりリセットスタートして
ＲＯＭ３０６に予め記憶している制御プログラムに従って主制御部メイン処理を実行する
。
【００６５】
　まずステップＳ１０１では、初期設定１を行う。初期設定１では、ＣＰＵ３０４のスタ
ックポインタ（ＳＰ）へのスタック初期値の設定（仮設定）、割込マスクの設定、Ｉ／Ｏ
３１０の初期設定、ＲＡＭ３０８に記憶する各種変数の初期設定、ＷＤＴ３１４への動作
許可および初期値の設定等を行う。なお、本実施の形態では、ＷＤＴ３１４に、初期値と
して３２．８ｍｓに相当する数値を設定する。
【００６６】
　ステップＳ１０１の次のステップＳ１０３では、ＷＤＴ３１４のカウンタの値をクリア
し、ＷＤＴ３１４による時間計測を再始動する。ステップＳ１０３の次のステップＳ１０
５では、低電圧信号がオンであるか否か、すなわち、電圧監視回路３３８が、電源制御部
６６０から主制御部３００に供給している電源の電圧値が所定の値（本例では９Ｖ）未満
である場合に電圧が低下したことを示す低電圧信号を出力しているか否かを監視する。そ
して、低電圧信号がオンの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検知した場合）にはステッ
プＳ１０３に戻り、低電圧信号がオフの場合（ＣＰＵ３０４が電源の遮断を検知していな
い場合）にはステップＳ１０７に進む。なお、電源が投入された直後で未だ上記所定の値
（９Ｖ）に達しない場合にもステップＳ１０３に戻り、供給電圧がその所定の値以上にな
るまで、ステップＳ１０５は繰り返し実行される。
【００６７】
　ステップＳ１０７では、初期設定２を行う。初期設定２では、後述する主制御部タイマ
割込処理を定期毎に実行するための周期を決める数値をカウンタタイマ３１２に設定する
処理、Ｉ／Ｏ３１０の所定のポート（例えば試験用出力ポート、第１副制御部４００への
出力ポート）からクリア信号を出力する処理、ＲＡＭ３０８への書込みを許可する設定等
を行う。
【００６８】
　ステップＳ１０７の次のステップＳ１０９では、電源の遮断前（電断前）の状態に復帰
するか否かの判定を行い、電断前の状態に復帰しない場合（主制御部３００の基本回路３
０２を初期状態にする場合）には初期化処理（ステップＳ１１３）に進む。具体的には、
最初に、電源基板１８２に設けたＲＷＭクリアスイッチ１８０を遊技店の店員などが操作
した場合に送信されるＲＡＭクリア信号がオン（操作があったことを示す）であるか否か
、すなわちＲＡＭクリアが必要であるか否かを判定し、ＲＡＭクリア信号がオンの場合（
ＲＡＭクリアが必要な場合）には、基本回路３０２を初期状態にすべくステップＳ１１３
に進む。一方、ＲＡＭクリア信号がオフの場合（ＲＡＭクリアが必要でない場合）には、
ＲＡＭ３０８に設けた電源ステータス記憶領域に記憶した電源ステータスの情報を読み出
し、この電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報であるか否かを判定する。そして
、電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報でない場合には、基本回路３０２を初期
状態にすべくステップＳ１１３に進む。電源ステータスの情報がサスペンドを示す情報で
ある場合には、ＲＡＭ３０８の所定の領域（例えば全ての領域）に記憶している１バイト
データを初期値が０である１バイト構成のレジスタに全て加算することによりチェックサ
ムを算出し、算出したチェックサムの結果が特定の値（例えば０）であるか否か（チェッ
クサムの結果が正常であるか否か）を判定する。そして、チェックサムの結果が特定の値
（例えば０）の場合（チェックサムの結果が正常である場合）には電断前の状態に復帰す
べくステップＳ１１１に進み、チェックサムの結果が特定の値（例えば０）以外である場
合（チェックサムの結果が異常である場合）には、パチンコ機１００を初期状態にすべく
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ステップＳ１１３に進む。
【００６９】
　ステップＳ１１１では、復電処理を行う。この復電処理では、電断時にＲＡＭ３０８に
設けられたスタックポインタ退避領域に記憶しておいたスタックポインタの値を読み出し
、スタックポインタに再設定（本設定）する。また、電断時にＲＡＭ３０８に設けられた
レジスタ退避領域に記憶しておいた各レジスタの値を読み出し、各レジスタに再設定した
後、割込許可の設定を行う。以降、ＣＰＵ３０４が、再設定後のスタックポインタやレジ
スタに基づいて制御プログラムを実行する結果、パチンコ機１００は電源断時の状態に復
帰する。すなわち、電断直前にタイマ割込処理（後述）に分岐する直前に行った（ステッ
プＳ１１５内の所定の）命令の次の命令から処理を再開する。また、主制御部３００のＲ
ＡＭ３０８には、送信情報記憶領域が設けられている。このステップＳ１１１では、その
送信情報記憶領域に、復電コマンドをセットする。この復電コマンドは、電源断時の状態
に復帰したことを表すコマンドであり、後述する、主制御部３００のタイマ割込処理にお
けるコマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）において、第１副制御部４００へ送信さ
れる。
【００７０】
　ステップＳ１１３では、初期化処理を行う。この初期化処理では、割込禁止の設定、ス
タックポインタへのスタック初期値の設定（本設定）、ＲＡＭ３０８の全ての記憶領域の
初期化などを行う。さらにここで、主制御部３００のＲＡＭ３０８に設けられた送信情報
記憶領域に正常復帰コマンドをセットする。この正常復帰コマンドは、主制御部３００の
初期化処理（ステップＳ１１３）が行われたことを表すコマンドであり、復電コマンドと
同じく、主制御部３００のタイマ割込処理におけるコマンド設定送信処理（ステップＳ２
３３）において、第１副制御部４００へ送信される。
【００７１】
　ステップＳ１１３の次のステップＳ１１５では、割込禁止の設定を行った後、基本乱数
初期値更新処理を行う。この基本乱数初期値更新処理では、普図当選乱数値、普図乱数値
、特図１乱数値、および特図２乱数値をそれぞれ生成するための４つの乱数カウンタの初
期値を生成するための４つの初期値生成用乱数カウンタと、普図変動時間決定用乱数値、
および特図変動時間決定用乱数値それぞれを生成するための２つの乱数カウンタとを更新
する。例えば、普図変動時間決定用乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると
、ＲＡＭ３０８に設けた普図変動時間決定用乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領
域から値を取得し、取得した値に１を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する
。このとき、取得した値に１を加算した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶
領域に記憶する。他の初期値生成用乱数カウンタ、乱数カウンタもそれぞれ同様に更新す
る。なお、初期値生成用乱数カウンタは、後述する基本乱数初期値更新処理（ステップＳ
２０７）でも更新する。主制御部３００は、所定の周期ごとに開始するタイマ割込処理を
行っている間を除いて、ステップＳ１１５の処理を繰り返し実行する。
【００７２】
　次に、図７を用いて、主制御部３００のＣＰＵ３０４が実行する主制御部タイマ割込処
理について説明する。なお、同図は主制御部タイマ割込処理の流れを示すフローチャート
である。主制御部３００は、所定の周期（本例では約２ｍｓに１回）でタイマ割込信号を
発生するカウンタタイマ３１２を備えており、このタイマ割込信号を契機として主制御部
タイマ割込処理を所定の周期で開始する。
【００７３】
　まずステップＳ２０１では、タイマ割込開始処理を行う。このタイマ割込開始処理では
、ＣＰＵ３０４の各レジスタの値をスタック領域に一時的に退避する処理などを行う。ス
テップＳ２０１の次のステップＳ２０３では、ＷＤＴ３１４のカウント値が初期設定値（
本例では３２．８ｍｓ）を超えてＷＤＴ割込が発生しないように（処理の異常を検出しな
いように）、ＷＤＴを定期的に（本例では、主制御部タイマ割込の周期である約２ｍｓに
１回）リスタートを行う。
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【００７４】
　ステップＳ２０３の次のステップＳ２０５では、入力ポート状態更新処理を行う。この
入力ポート状態更新処理では、Ｉ／Ｏ３１０の入力ポートを介して、上述の前面枠扉開放
センサや内枠開放センサや下皿満タンセンサ、各種の球検出センサを含む各種センサ３２
０の検出信号を入力して検出信号の有無を監視し、ＲＡＭ３０８に各種センサ３２０ごと
に区画して設けた信号状態記憶領域に記憶する。球検出センサの検出信号を例にして説明
すれば、前々回のタイマ割込処理（約４ｍｓ前）で検出した各々の球検出センサの検出信
号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して設けた前回検出信
号記憶領域から読み出し、この情報をＲＡＭ３０８に各々の球検出センサごとに区画して
設けた前々回検出信号記憶領域に記憶し、前回のタイマ割込処理（約２ｍｓ前）で検出し
た各々の球検出センサの検出信号の有無の情報を、ＲＡＭ３０８に各々の球検出センサご
とに区画して設けた今回検出信号記憶領域から読み出し、この情報を上述の前回検出信号
記憶領域に記憶する。また、今回検出した各々の球検出センサの検出信号を、上述の今回
検出信号記憶領域に記憶する。
【００７５】
　また、ステップＳ２０５では、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域
、および今回検出信号記領域の各記憶領域に記憶した各々の球検出センサの検出信号の有
無の情報を比較し、各々の球検出センサにおける過去３回分の検出信号の有無の情報が入
賞判定パターン情報と一致するか否かを判定する。一個の遊技球が一つの球検出センサを
通過する間に、約２ｍｓという非常に短い間隔で起動を繰り返すこの主制御部タイマ割込
処理は何回か起動する。このため、主制御部タイマ割込処理が起動する度に、ステップＳ
２０５では、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出信号を確認するこ
とになる。この結果、上述の前々回検出信号記憶領域、前回検出信号記憶領域、および今
回検出信号記領域それぞれに、同じ遊技球が同じ球検出センサを通過したことを表す検出
信号が記憶される。すなわち、遊技球が球検出センサを通過し始めたときには、前々回検
出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りになる。本実施の形態では、球検出セ
ンサの誤検出やノイズを考慮して、検出信号無しの後に検出信号が連続して２回記憶され
ている場合には、入賞があったと判定する。
【００７６】
　主制御部３００のＲＯＭ３０６には、入賞判定パターン情報（本実施の形態では、前々
回検出信号無し、前回検出信号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）が記憶さ
れている。ステップＳ２０５では、各々の球検出センサにおいて過去３回分の検出信号の
有無の情報が、予め定めた入賞判定パターン情報（本実施の形態では、前々回検出信号無
し、前回検出信号有り、今回検出信号有りであることを示す情報）と一致した場合に、一
般入賞口２２６、可変入賞口２３４、２３５、特図１始動口２３０、および特図２始動口
２３２への入球、または普図始動口２２８、２２９での通過があったと判定する。すなわ
ち、これらの入賞口２２６、２３４、２３５やこれらの始動口２３０、２３２、２２８、
２２９への入賞があったと判定する。例えば、一般入賞口２２６への入球を検出する一般
入賞口センサにおいて過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パターン情報
と一致した場合には、一般入賞口２２６へ入賞があったと判定し、以降の一般入賞口２２
６への入賞に伴う処理を行うが、過去３回分の検出信号の有無の情報が上述の入賞判定パ
ターン情報と一致しなかった場合には、以降の一般入賞口２２６への入賞に伴う処理を行
わずに後続の処理に分岐する。
【００７７】
　また、主制御部３００のＲＯＭ３０６には、入賞判定クリアパターン情報（本実施の形
態では、前々回検出信号有り、前回検出信号無し、今回検出信号無しであることを示す情
報）が記憶されている。入賞が一度あったと判定した後は、各々の球検出センサにおいて
過去３回分の検出信号の有無の情報が、その入賞判定クリアパターン情報に一致するまで
入賞があったとは判定せず、入賞判定クリアパターン情報に一致すれば、次からは上記入
賞判定パターン情報に一致するか否かの判定を行う。
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【００７８】
　ステップＳ２０５の次のステップＳ２０７では基本乱数初期値更新処理を行い、その次
のステップＳ２０９では基本乱数更新処理を行う。これらの基本乱数初期値更新処理およ
び基本乱数更新処理では、上記ステップＳ１１５で行った初期値生成用乱数カウンタの更
新を行い、次に主制御部３００で使用する、普図当選乱数値、普図乱数値、特図１乱数値
、および特図２乱数値をそれぞれ生成するための４つの乱数カウンタを更新する。例えば
、普図当選乱数値として取り得る数値範囲が０～１００とすると、ＲＡＭ３０８に設けた
普図当選乱数値を生成するための乱数カウンタ記憶領域から値を取得し、取得した値に１
を加算してから元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。このとき、取得した値に１を加算
した結果が１０１であれば０を元の乱数カウンタ記憶領域に記憶する。また、取得した値
に１を加算した結果、乱数カウンタが一周していると判定した場合には、それぞれの乱数
カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタの値を取得し、乱数カウンタの記憶領域に
セットする。
【００７９】
　例えば、０～１００の数値範囲で変動する普図当選乱数値生成用の乱数カウンタから値
を取得し、取得した値に１を加算した結果が、ＲＡＭ３０８に設けた所定の初期値記憶領
域に記憶している前回設定した初期値と等しい値（例えば７）である場合に、普図当選乱
数値生成用の乱数カウンタに対応する初期値生成用乱数カウンタから値を初期値として取
得し、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタにセットするとともに、普図当選乱数値生成
用の乱数カウンタが次に１周したことを判定するために、今回設定した初期値を上述の初
期値記憶領域に記憶しておく。また、普図当選乱数値生成用の乱数カウンタが次に１周し
たことを判定するための上述の初期値記憶領域とは別に、普図乱数値生成用の乱数カウン
タ、特図１乱数値生成用の乱数カウンタおよび特図２乱数値生成用の乱数カウンタがそれ
ぞれ１周したことを判定するための初期値記憶領域をＲＡＭ３０８に設けている。なお、
本実施の形態では特図１乱数値を取得するためのカウンタと特図２乱数値を取得するため
のカウンタとを別に設けたが、同一のカウンタを用いてもよい。
【００８０】
　ステップＳ２０９の次のステップＳ２１１では、演出乱数更新処理を行う。この演出乱
数更新処理では、主制御部３００で使用する演出用乱数値を生成するための乱数カウンタ
を更新する。
【００８１】
　ステップＳ２１１の次のステップＳ２１３では、タイマ更新処理を行う。このタイマ更
新処理では、普図表示装置２１０に図柄を変動・停止表示する時間を計時するための普図
表示図柄更新タイマ、特図１表示装置２１２に図柄を変動・停止表示する時間を計時する
ための特図１表示図柄更新タイマ、特図２表示装置２１４に図柄を変動・停止表示する時
間を計時するための特図２表示図柄更新タイマ、所定の入賞演出時間、所定の開放時間、
所定の閉鎖時間、所定の終了演出期間などを計時するためのタイマなどを含む各種タイマ
を更新する。
【００８２】
　ステップＳ２１３の次のステップＳ２１５では、入賞口カウンタ更新処理を行う。この
入賞口カウンタ更新処理では、入賞口２２６、２３４、２３５や始動口２３０、２３２、
２２８、２２９に入賞があった場合に、ＲＡＭ３０８に各入賞口ごと、あるいは各始動口
ごとに設けた賞球数記憶領域の値を読み出し、１を加算して、元の賞球数記憶領域に設定
する。
【００８３】
　ステップＳ２１５の次のステップＳ２１７では、入賞受付処理を行う。この入賞受付処
理では、特図１始動口２３０、特図２始動口２３２、普図始動口２２８、２２９および可
変入賞口２３４、２３５への入賞があったか否かを判定する。ここでは、ステップＳ２０
５における入賞判定パターン情報と一致するか否かの判定結果を用いて判定する。
【００８４】
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　特図１始動口２３０へ入賞があった場合かつＲＡＭ３０８に設けた対応する特図１保留
数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成回路（ハード乱数回路）３１８の特図１始動
口２３０に対応する内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶された値に所定の加工を施し
て生成した特図１当選乱数値を取得するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた特図１乱数値生
成用乱数カウンタから特図１乱数値を取得して特図１乱数値記憶領域に取得順に格納する
。特図１乱数値記憶領域内の特図１当選乱数値および特図１乱数値の組は、特図１保留数
記憶領域に記憶された特図１保留数と同数分だけ格納される。特図１乱数値記憶領域内で
は、特図１保留数が１つ減るごとに保留順位が最上位（最先）の特図１当選乱数値および
特図１乱数値の組のデータが消去されるとともに、残余の特図１当選乱数値および特図１
乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上がるように処理される。また、特図１保留
数が１つ増えるごとに、保留順位が最下位（最後）の特図１当選乱数値および特図１乱数
値の組のデータの次の保留順位に新たな特図１当選乱数値および特図１乱数値の組のデー
タが書き込まれる。
【００８５】
　特図２始動口２３２へ入賞があった場合かつＲＡＭ３０８に設けた対応する特図２保留
数記憶領域が満タンでない場合、乱数値生成回路３１８の特図２始動口２３２に対応する
内蔵のカウンタ値記憶用レジスタに記憶された値に所定の加工を施して生成した特図２当
選乱数値を取得するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた特図２乱数値生成用乱数カウンタか
ら特図２乱数値を取得して特図２乱数値記憶領域に取得順に格納する。特図２乱数値記憶
領域内の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組は、特図２保留数記憶領域に記憶され
た特図２保留数と同数分だけ格納される。特図２乱数値記憶領域内では、特図２保留数が
１つ減るごとに保留順位が最上位の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータが
消去されるとともに、残余の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータの保留順
位が１ずつ繰り上がるように処理される。また、特図２保留数が１つ増えるごとに、保留
順位が最下位の特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータの次の保留順位に新た
な特図２当選乱数値および特図２乱数値の組のデータが書き込まれる。
【００８６】
　また、特図１始動情報（特図１当選乱数値および特図１乱数値の組）または特図２始動
情報（特図２当選乱数値および特図２乱数値の組）を新たに取得した場合には、当該始動
情報を用いて特図先読み処理を実行する。特図先読み処理の詳細については後述する。
【００８７】
　普図始動口２２８や普図始動口２２９へ入賞があった場合かつＲＡＭ３０８に設けた対
応する普図保留数記憶領域が満タンでない場合、普図当選乱数値生成用乱数カウンタから
値を普図当選乱数値として取得し、ＲＡＭ３０８に設けた普図乱数値生成用乱数カウンタ
から普図乱数値を取得して普図乱数値記憶領域に取得順に格納する。普図乱数値記憶領域
内の普図当選乱数値および普図乱数値の組は、普図保留数記憶領域に記憶された普図保留
数と同数分だけ格納される。普図乱数値記憶領域内では、普図保留数が１つ減るごとに保
留順位が最上位（最先）の普図当選乱数値および普図乱数値の組のデータが消去されると
ともに、残余の普図当選乱数値および普図乱数値の組のデータの保留順位が１ずつ繰り上
がるように処理される。また、普図保留数が１つ増えるごとに、保留順位が最下位（最後
）の普図当選乱数値および普図乱数値の組のデータの次の保留順位に新たな普図当選乱数
値および普図乱数値の組のデータが書き込まれる。可変入賞口２３４へ入賞があった場合
には、可変入賞口２３４用の入賞記憶領域に、可変入賞口２３４に球が入球したことを示
す情報を格納する。可変入賞口２３５へ入賞があった場合には、可変入賞口２３５用の入
賞記憶領域に、可変入賞口２３５に球が入球したことを示す情報を格納する。
【００８８】
　ステップＳ２１７の次のステップＳ２１９では、払出要求数送信処理を行う。なお、払
出制御部６００に出力する出力予定情報および払出要求情報は、例えば１バイトで構成し
ており、ビット７にストローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）
、ビット６に電源投入情報（オンの場合、電源投入後一回目のコマンド送信であることを
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示す）、ビット４～５に暗号化のための今回加工種別（０～３）、およびビット０～３に
暗号化加工後の払出要求数を示すようにしている。
【００８９】
　ステップＳ２１９の次のステップＳ２２１では、普図状態更新処理を行う。この普図状
態更新処理は、普図の状態に対応する複数の処理のうちの１つの処理を行う。例えば、普
図変動表示の途中（上述する普図表示図柄更新タイマの値が１以上）における普図状態更
新処理では、普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯と消灯を繰り返す
点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、普図表示装置２１０は普図の変動表
示（普図変動遊技）を行う。
【００９０】
　また、普図変動表示時間が経過したタイミング（普図表示図柄更新タイマの値が１から
０になったタイミング）における普図状態更新処理では、普図当りフラグがオンの場合に
は、当り図柄の表示態様となるように普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤ
の点灯・消灯駆動制御を行い、普図当りフラグがオフの場合には、はずれ図柄の表示態様
となるように普図表示装置２１０を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を
行う。また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、普図状態更新処理に限らず各種の処理
において各種の設定を行う設定領域が用意されている。ここでは、上記点灯・消灯駆動制
御を行うとともに、その設定領域に普図停止表示中であることを示す設定を行う。この制
御を行うことで、普図表示装置２１０は、当り図柄（図５（ｄ）に示す普図Ａまたは普図
Ｂ）およびはずれ図柄（図５（ｄ）に示す普図Ｃ）いずれか一の図柄の確定表示を行う。
さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍｓ）、その表示を維持するためにＲ
ＡＭ３０８に設けた普図停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設定す
る。この設定により、確定表示された図柄が所定期間停止表示され、普図変動遊技の結果
が遊技者に報知される。
【００９１】
　また、普図変動遊技の結果が当りであれば、普図当りフラグがオンにされる。この普図
当りフラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング（普図停止時間
管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における普図状態更新処理では、ＲＡ
Ｍ３０８の設定領域に普図作動中を設定するとともに、所定の開放期間（例えば２秒間）
、特図２始動口２３２の羽根部材２３２ａの開閉駆動用のソレノイド（各種ソレノイド３
３２の一部）に、羽根部材２３２ａを開放状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡ
Ｍ３０８に設けた羽根開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定する
。
【００９２】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（羽根開放時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば５０
０ｍｓ）、羽根部材の開閉駆動用のソレノイド３３２に、羽根部材を閉鎖状態に保持する
信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８に設けた羽根閉鎖時間管理用タイマの記憶領域に
閉鎖期間を示す情報を設定する。
【００９３】
　また、所定の閉鎖期間が終了したタイミング（羽根閉鎖時間管理用タイマの値が１から
０になったタイミング）で開始する普図状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領域に普
図非作動中を設定する。さらに、普図変動遊技の結果がはずれであれば、普図当りフラグ
がオフにされる。この普図当りフラグがオフの場合には、上述した所定の停止表示期間が
終了したタイミング（普図停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）に
おける普図状態更新処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に普図非作動中を設定する。普図
非作動中の場合における普図状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ２２３に移行
するようにしている。
【００９４】
　ステップＳ２２３では、普図関連抽選処理を行う。この普図関連抽選処理では、普図変



(29) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

動遊技および特図２始動口２３２の開閉制御を行っておらず（普図の状態が非作動中）、
かつ、保留している普図変動遊技の数が１以上であることを開始条件として、普図乱数値
記憶領域内の最先の普図当選乱数値および普図乱数値の組を用いて実行される。
【００９５】
　主制御部３００は、普図乱数値記憶領域内の最先の（最も過去に記憶された）保留位置
から普図始動情報（普図当選乱数値および普図乱数値の組）を取得し、取得した普図始動
情報内の普図当選乱数値およびＲＡＭ３０８内の普図確率変動フラグの値などに基づいて
、ＲＯＭ３０６に記憶された当否判定用テーブル（後述する図９（ａ）、（ｂ）参照）を
用いて当りとするか、あるいははずれとするかの決定（当否判定）を行う。次いで、主制
御部３００は、取得した普図始動情報内の普図乱数値および決定した当否判定結果などに
基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶された普図決定用テーブル（図９（ｃ）に示す当り時動作
テーブル参照）を用いて普図の変動表示後に停止表示する図柄（停止図柄）の決定を行う
。次いで、主制御部３００は、例えば、決定した当否判定結果、停止図柄、取得した普図
変動時間決定用乱数値等に基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶された各種テーブル（例えば、
不図示のタイマ番号選択テーブル）を用いて普図の変動表示時間（タイマ番号）の決定を
行い、変動表示時間を、普図変動表示時間として、ＲＡＭ３０８に設けた普図変動時間記
憶領域に記憶する。
【００９６】
　主制御部３００は、普図乱数値記憶領域から最先の普図始動情報を取り出した後、当該
最先の普図始動情報を普図乱数値記憶領域から消去するとともに、普図保留数記憶領域の
普図保留数を１減算する。このとき、普図乱数値記憶領域から取り出した普図始動情報を
ＲＡＭ３０８に設けた一時領域に記憶し、この一時領域に記憶している普図始動情報に基
づいて上述の決定を行うようにしてもよい。
【００９７】
　主制御部３００は、当否判定結果が当り（当選）の場合にはＲＡＭ３０８に設けた普図
当りフラグをオンに設定し、不当選の場合には普図当りフラグをオフに設定する。
【００９８】
　次いで、特図１および特図２それぞれについての特図状態更新処理を行うが、最初に、
特図２についての特図状態更新処理（特図２状態更新処理）を行う（ステップＳ２２５）
。この特図２状態更新処理では、特図２の状態に応じて、次の複数の処理のうちの１つの
処理を行う。
【００９９】
　例えば、特図２変動表示の途中（上述の特図２表示図柄更新タイマの値が１以上）にお
ける特図２状態更新処理では、特図２表示装置２１４を構成する７セグメントＬＥＤの点
灯と消灯を繰り返す点灯・消灯駆動制御を行う。この制御を行うことで、特図２表示装置
２１４は特図２の変動表示（特図２変動遊技）を行う。また、コマンド設定送信処理（ス
テップＳ２３３）で回転開始設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述
の送信情報記憶領域に追加記憶してから処理を終了する。
【０１００】
　また、主制御部３００のＲＡＭ３０８には、１５Ｒ大当りフラグ、７Ｒ大当りフラグ、
２Ｒ大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フラグ、および普図確率
変動フラグ等のフラグが用意されている。これらのフラグは、後述する特図２関連抽選処
理において、決定した停止図柄に基づいてオンまたはオフに設定される。特図２変動表示
時間が経過したタイミング（特図２表示図柄更新タイマの値が１から０になったタイミン
グ）で開始する特図２状態更新処理では、例えば、１５Ｒ大当りフラグがオンの場合には
図５（ｂ）に示す特図ａ、７Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオンの場合に
は特図ｂ、７Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオフの場合には特図ｃ、はず
れフラグがオンの場合には特図ｄそれぞれの態様となるように、特図２表示装置２１４を
構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制御を行い、ＲＡＭ３０８の設定領域に特
図２停止表示中であることを表す設定を行う。この制御を行うことで、特図２表示装置２
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１４は、特図ａ～特図ｄのいずれか一つの図柄の確定表示を行う。
【０１０１】
　さらにその後、所定の停止表示期間（例えば５００ｍｓ）その表示を維持するために、
ＲＡＭ３０８に設けた特図２停止時間管理用タイマの記憶領域に停止期間を示す情報を設
定する。この設定により、確定表示された特図２が所定期間停止表示され、特図２変動遊
技の結果が遊技者に報知される。また、ＲＡＭ３０８に設けられた時短回数記憶部に記憶
された時短回数が１以上であれば、その時短回数から１を減算し、減算結果が１から０と
なった場合は、特図確率変動中でなければ、時短フラグをオフにする。さらに、大当り遊
技中（特別遊技状態中）にも、時短フラグをオフにする。また、ＲＡＭ３０８に設けられ
た確変回数記憶部に記憶された確変回数が１以上であれば、その確変回数から１を減算し
、減算結果が１から０となった場合は、特図確率変動フラグをオフにする。
【０１０２】
　また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で回転停止設定送信処理を実行させ
ることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶するとともに、変動表
示を停止する図柄が特図２であることを示す特図２識別情報を、後述するコマンドデータ
に含める情報としてＲＡＭ３０８に追加記憶してから処理を終了する。
【０１０３】
　また、特図２変動遊技の結果が大当りであれば、大当りフラグがオンにされる。大当り
フラグがオンの場合には、所定の停止表示期間が終了したタイミング（特図２停止時間管
理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態更新処理では、ＲＡ
Ｍ３０８の設定領域に特図２作動中を設定するとともに、所定の入賞演出期間（例えば３
秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを開始することを遊技者に報知する
画像を表示している期間待機するために、ＲＡＭ３０８に設けた特図２待機時間管理用タ
イマの記憶領域に入賞演出期間を示す情報を設定する。また、コマンド設定送信処理（ス
テップＳ２３３）で入賞演出設定送信処理を実行させることを示す所定の送信情報を上述
の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１０４】
　また、所定の入賞演出期間が終了したタイミング（特図２待機時間管理用タイマの値が
１から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の開放期間（例
えば２９秒間、または可変入賞口２３４、２３５に所定球数（例えば１０球）の遊技球の
入賞を検出するまで）可変入賞口２３４、２３５の扉部材の開閉駆動用のソレノイド（各
種ソレノイド３３２の一部）に、扉部材を開放状態に保持する信号を出力するとともに、
ＲＡＭ３０８に設けた扉開放時間管理用タイマの記憶領域に開放期間を示す情報を設定す
る。また、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口開放設定送信処理を実
行させることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１０５】
　また、所定の開放期間が終了したタイミング（扉開放時間管理用タイマの値が１から０
になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、所定の閉鎖期間（例えば１．
５秒間）可変入賞口２３４、２３５の扉部材の開閉駆動用のソレノイド（各種ソレノイド
３３２の一部）に、扉部材を閉鎖状態に保持する信号を出力するとともに、ＲＡＭ３０８
に設けた扉閉鎖時間管理用タイマの記憶領域に閉鎖期間を示す情報を設定する。また、コ
マンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で大入賞口閉鎖設定送信処理を実行させること
を示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１０６】
　また、扉部材の開放・閉鎖制御を所定回数（本実施の形態では、特図２の場合は１５ラ
ウンドまたは７ラウンド、特図１の場合は１５ラウンド、７ラウンドまたは２ラウンド）
繰り返し、終了したタイミングで開始する特図２状態更新処理では、所定の終了演出期間
（例えば３秒間）すなわち装飾図柄表示装置２０８による大当りを終了することを遊技者
に報知する画像を表示している期間待機するように設定するために、ＲＡＭ３０８に設け
た演出待機時間管理用タイマの記憶領域に演出待機期間を示す情報を設定する。また、普
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図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に、ＲＡＭ３
０８に設けられた時短回数記憶部に時短回数（例えば、１００回）をセットするともに、
ＲＡＭ３０８に設けられた時短フラグをオンにする。なお、その普図確率変動フラグがオ
フに設定されていれば、時短回数記憶部に時短回数をセットすることもなく、また時短フ
ラグをオンにすることもない。
【０１０７】
　ここにいう時短とは、大当り遊技を終了してから、次の大当り遊技を開始するまでの時
間を短くするため、パチンコ機が遊技者にとって有利な状態になることをいう。時短フラ
グがオンに設定されていると、普図高確率状態（普図確変）である。普図高確率状態では
普図低確率状態に比べて、普図変動遊技で当りになる確率が高い。また、普図高確率状態
の方が、普図低確率状態に比べて普図変動遊技の変動時間は短くなる（普図変短）。さら
に、普図高確率状態では普図低確率状態に比べて、特図２始動口２３２の一対の羽根部材
２３２ａの１回の開放における開放時間が長くなり易い（電チュー開延）。加えて、普図
高確率状態では普図低確率状態に比べて、一対の羽根部材２３２ａは多く開き易い。これ
らの普図確変、普図変短、電チュー開延のいずれかが設定される状態を電サポ（電動チュ
ーリップによる始動口入賞サポート）状態という。
【０１０８】
　また、上述のごとく、時短フラグは、大当り遊技中（特別遊技状態中）にはオフに設定
される。したがって、大当り遊技中には、普図低確率状態が維持される。これは、大当り
遊技中に普図高確率状態であると、大当り遊技中に可変入賞口２３４、２３５に所定の個
数、遊技球が入球するまでの間に特図２始動口２３２に多くの遊技球が入球し、大当り中
に獲得することができる遊技球の数が多くなってしまい射幸性が高まってしまうという問
題があり、これを解決するためのものである。
【０１０９】
　また、特図確率変動フラグがオンに設定されていれば、この大当り遊技の終了と同時に
、ＲＡＭ３０８に設けられた確変回数記憶部に確変回数（例えば、１００００回）をセッ
トする。
【０１１０】
　さらに、コマンド設定送信処理（ステップＳ２３３）で終了演出設定送信処理を実行さ
せることを示す所定の送信情報を上述の送信情報記憶領域に追加記憶する。
【０１１１】
　また、所定の終了演出期間が終了したタイミング（演出待機時間管理用タイマの値が１
から０になったタイミング）で開始する特図２状態更新処理では、ＲＡＭ３０８の設定領
域に特図２非作動中を設定する。
【０１１２】
　さらに、特図２変動遊技の結果がはずれであれば、はずれフラグがオンにされる。この
はずれフラグがオンの場合には、上述した所定の停止表示期間が終了したタイミング（特
図２停止時間管理用タイマの値が１から０になったタイミング）における特図２状態更新
処理でも、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図２非作動中を設定する。特図２非作動中の場合
における特図２状態更新処理では、何もせずに次のステップＳ２２７に移行するようにし
ている。
【０１１３】
　続いて、特図１についての特図状態更新処理（特図１状態更新処理）を行う（ステップ
Ｓ２２７）。この特図１状態更新処理では、特図１の状態に応じて、上述の特図２状態更
新処理で説明した各処理を行う。この特図１状態更新処理で行う各処理は、上述の特図２
状態更新処理で説明した内容の「特図２」を「特図１」と読み替えた処理と同一であるた
め、その説明は省略する。ただし、本例では特図１の停止図柄態様が特図２の停止図柄態
様と異なるため、特図１変動表示時間が経過したタイミング（特図１表示図柄更新タイマ
の値が１から０になったタイミング）で開始する特図１状態更新処理については特図２状
態更新処理と異なる。上記タイミングで開始する特図１状態更新処理では、例えば、１５
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Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオンの場合には図５（ａ）に示す特図Ａ、
７Ｒ大当りフラグがオン、特図確率変動フラグがオンの場合には特図Ｂ、７Ｒ大当りフラ
グがオン、特図確率変動フラグがオフの場合には特図Ｃ、２Ｒ大当りフラグがオン、特図
確率変動フラグがオン、普図確率変動フラグがオンの場合には特図Ｄ、２Ｒ大当りフラグ
がオン、特図確率変動フラグがオン、普図確率変動フラグがオフの場合には特図Ｅ、小当
りフラグがオンの場合には特図Ｆ、はずれフラグがオンの場合には特図Ｇそれぞれの態様
となるように、特図１表示装置２１２を構成する７セグメントＬＥＤの点灯・消灯駆動制
御を行い、ＲＡＭ３０８の設定領域に特図１停止表示中であることを表す設定を行う。上
記タイミングで開始する特図１状態更新処理においてこの制御を行うことで、特図１表示
装置２１２は、特図Ａ～特図Ｇのいずれか一つの図柄の確定表示を行う。なお、特図２状
態更新処理と特図１状態更新処理の順番は逆でもよい。
【０１１４】
　ステップＳ２２５およびステップＳ２２７における特図状態更新処理が終了すると、今
度は、特図１および特図２それぞれについての特図関連抽選処理を行う。ここでも先に、
特図２についての特図関連抽選処理（特図２関連抽選処理）を行い（ステップＳ２２９）
、その後で、特図１についての特図関連抽選処理（特図１関連抽選処理）を行う（ステッ
プＳ２３１）。特図２関連抽選処理は、特図１および特図２の変動遊技を行っておらず、
特図１および特図２の状態がいずれも非作動中であり、かつ保留している特図２変動遊技
の数が１以上であることを開始条件として、特図２乱数値記憶領域内の最先の特図２当選
乱数値および特図２乱数値を用いて実行される。特図１関連抽選処理は、特図１および特
図２の変動遊技を行っておらず、特図１および特図２の状態がいずれも非作動中であり、
かつ保留している特図１変動遊技の数が１以上であることを開始条件として、特図１乱数
値記憶領域内の最先の特図１当選乱数値および特図１乱数値を用いて実行される。
【０１１５】
　これらの特図関連抽選処理についても、主制御部３００が特図２関連抽選処理を特図１
関連抽選処理よりも先に行うことで、特図２変動遊技の開始条件と、特図１変動遊技の開
始条件が同時に成立した場合でも、特図２変動遊技が先に変動中となるため、特図１変動
遊技は変動を開始しない。また、特図２変動遊技の保留数が１以上の場合には、特図１変
動遊技の保留に関する抽選処理や変動遊技は行われない。また、装飾図柄表示装置２０８
による、特図変動遊技の当否判定の結果の報知は、第１副制御部４００によって行われ、
特図２始動口２３２への入賞に基づく抽選の抽選結果の報知が、特図１始動口２３０への
入賞に基づく抽選の抽選結果の報知よりも優先して行われる。本実施の形態では、有利度
の高い特図変動遊技（本例では特図２変動遊技）が有利度の低い特図変動遊技（本例では
特図１変動遊技）よりも優先して行われる。このため、遊技状態の有利度に差を持たせ易
くなる場合がある。
【０１１６】
　ステップＳ２２９の特図２関連抽選処理の場合には、主制御部３００は、特図２乱数値
記憶領域内の最先の（最も過去に記憶された）保留位置から特図２始動情報（特図２当選
乱数値および特図２乱数値の組）を取得し、取得した特図２始動情報内の特図２当選乱数
値およびＲＡＭ３０８内の特図確率変動フラグの値などに基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶
された当否判定用テーブル（後述する図１０（ａ）～（ｄ）参照）を用いて大当りとする
か、小当り（本例では小当りは特図１でのみ選択され得る）とするか、あるいははずれと
するかの決定（当否判定）を行う。次いで、主制御部３００は、取得した特図２始動情報
内の特図２乱数値および決定した当否判定結果などに基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶され
た特図決定用テーブル（図１１（ａ）、図１２（ａ）に示す図柄振分けテーブル参照）を
用いて特図２の変動表示後に停止表示する図柄（停止図柄）の決定を行う。次いで、主制
御部３００は、例えば、決定した当否判定結果、停止図柄、当該当否判定時の特図２保留
数、取得した特図変動時間決定用乱数値等に基づいて、ＲＯＭ３０６に記憶された各種テ
ーブル（例えば、不図示のタイマ番号選択テーブル）を用いて特図２の変動表示時間（タ
イマ番号）の決定を行う。
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【０１１７】
　主制御部３００は、特図２乱数値記憶領域から最先の特図２始動情報を取り出した後、
当該最先の特図２始動情報を特図２乱数値記憶領域から消去するとともに、特図２保留数
記憶領域の特図２保留数を１減算する。このとき、特図２乱数値記憶領域から取り出した
特図２始動情報をＲＡＭ３０８に設けた一時領域に記憶し、この一時領域に記憶している
特図２始動情報に基づいて上述の決定を行うようにしてもよい。
【０１１８】
　以上のような特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）の後に、特図１関連抽選処理（
ステップＳ２３１）が同様にして行われる。
【０１１９】
　以上の説明では、有利度の高い特図２変動遊技が有利度の低い特図１変動遊技よりも優
先して開始され、特図２の保留が特図１の保留よりも優先して消化される特図２優先変動
を例に挙げたが、有利度の低い特図１変動遊技が有利度の高い特図２変動遊技よりも優先
して開始され、特図１の保留が特図２の保留よりも優先して消化される特図１優先変動で
あってもよい。また、特図２変動遊技および特図１変動遊技のいずれを優先することもな
く、特図１および特図２それぞれの保留に係る特図変動遊技を始動口に入賞した順に開始
する始動口入賞順変動であってもよい。始動口入賞順変動では、保留の上限数が特図１お
よび特図２に関わらず８つになるため、特図１および特図２のそれぞれにおいて保留の上
限数が４つとなる優先変動と比較して、保留数の実質的な上限を上げることができる場合
がある。
【０１２０】
　また以上の説明では、一方の特図の状態に応じて他方の特図の保留に関する抽選処理や
変動遊技を行わないものとしたが、これに限定されるものではなく、前述の特図状態更新
処理および特図関連抽選処理を特図１および特図２でそれぞれ独立して行うことで、複数
の特図を同時に変動させるように構成してもよい。また、このように複数の特図を同時に
変動させる場合には、装飾図柄表示装置２０８にそれぞれの特図の抽選結果を表示する複
数の領域を設けるか、またはそれぞれの特図の抽選結果を表示する複数の装飾図柄表示装
置を設けて、それぞれの抽選結果を別箇に表示してもよいし、１の領域で複数の特図の抽
選結果を表示するように構成していてもよい。また、複数の特図に関する変動が同時に行
われている場合に、先に変動を停止した特図の抽選結果が後に変動を停止する特図の抽選
結果に影響を与えてもよい。
【０１２１】
　ステップＳ２３１の次のステップＳ２３３では、コマンド設定送信処理を行う。このコ
マンド設定送信処理では、各種のコマンドが第１副制御部４００に送信される。なお、第
１副制御部４００に送信する出力予定情報は例えば１６ビットで構成しており、ビット１
５はストローブ情報（オンの場合、データをセットしていることを示す）、ビット１１～
１４はコマンド種別（本実施の形態では、基本コマンド、図柄変動開始コマンド、図柄変
動停止コマンド、入賞演出開始コマンド、終了演出開始コマンド、大当りラウンド数指定
コマンド、復電コマンド、ＲＡＭクリアコマンド、先読み結果情報コマンドなどコマンド
の種類を特定可能な情報）、ビット０～１０はコマンドデータ（コマンド種別に対応する
所定の情報）で構成している。また、本実施形態ではコマンド種別として、普図に関する
図柄変動開始コマンドや図柄変動停止コマンドも含まれている。
【０１２２】
　具体的には、ストローブ情報は上述のコマンド送信処理でオンまたはオフになるように
している。また、コマンド種別が特図の図柄変動開始（回転開始）コマンドの場合であれ
ばコマンドデータに、各種大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フ
ラグなどの値、特図関連抽選処理で選択したタイマ番号などを示す情報を含み、図柄変動
停止（回転停止）コマンドの場合であれば、各種大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフ
ラグ、特図確率変動フラグの値などを含み、入賞演出開始コマンドおよび終了演出開始コ
マンドの場合であれば、特図確率変動フラグの値などを含み、大当りラウンド数指定コマ



(34) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

ンドの場合であれば特図確率変動フラグの値、大当りラウンド数などを示す情報を含むよ
うにしている。コマンド種別が基本コマンドを示す場合は、コマンドデータにデバイス情
報、特図１始動口２３０への入賞の有無、特図２始動口２３２への入賞の有無、可変入賞
口２３４、２３５への入賞の有無などを示す情報を含む。先読み結果情報コマンドの場合
であれば、特図１および特図２の種別、後述する先読み数記憶領域に記憶された先読み数
、先読み結果記憶部に記憶された停止図柄等を示す情報をコマンドデータに含む。
【０１２３】
　また、コマンド種別が普図の図柄変動開始（回転開始）コマンドの場合であればコマン
ドデータに、普図当りフラグ、普図はずれフラグ、普図確率変動フラグなどの値、普図関
連抽選処理で決定した停止図柄や変動時間に関する情報を含み、普図の図柄変動停止（回
転停止）コマンドの場合であれば、普図当りフラグ、普図はずれフラグ、普図確率変動フ
ラグの値などを示す情報を含むようにしている。
【０１２４】
　また、上述の回転開始設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶して
いる、各種大当りフラグ、小当りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フラグなどの値、
特図１関連抽選処理および特図２関連抽選処理で選択したタイマ番号、保留している特図
１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の回転停止設定送
信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、各種大当りフラグ、小当
りフラグ、はずれフラグ、特図確率変動フラグの値などを示す情報を設定する。
【０１２５】
　上述の入賞演出設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している、
入賞演出期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ランプ４１８・スピーカ１２０に出力す
る演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留している特図１変動遊技または特図２変
動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の終了演出設定送信処理では、コマンドデー
タに、ＲＡＭ３０８に記憶している、演出待機期間中に装飾図柄表示装置２０８・各種ラ
ンプ４１８・スピーカ１２０に出力する演出制御情報、特図確率変動フラグの値、保留し
ている特図１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。上述の大入
賞口開放設定送信処理では、コマンドデータに、ＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウ
ンド数、特図確率変動フラグの値、保留している特図１変動遊技または特図２変動遊技の
数などを示す情報を設定する。上述の大入賞口閉鎖設定送信処理では、コマンドデータに
、ＲＡＭ３０８に記憶している大当りラウンド数、特図確率変動フラグの値、保留してい
る特図１変動遊技または特図２変動遊技の数などを示す情報を設定する。
【０１２６】
　また、このステップＳ２３３では一般コマンド特図保留増加処理も行われる。この一般
コマンド特図保留増加処理では、コマンドデータにＲＡＭ３０８の送信用情報記憶領域に
記憶している特図識別情報（特図１または特図２を示す情報）、予告情報（事前予告情報
、偽事前予告情報、または事前予告無情報のいずれか）を設定する。
【０１２７】
　第１副制御部４００では、受信した出力予定情報に含まれるコマンド種別により、主制
御部３００における遊技制御の変化に応じた演出制御の決定が可能になるとともに、出力
予定情報に含まれているコマンドデータの情報に基づいて、演出制御内容を決定すること
ができるようになる。
【０１２８】
　ステップＳ２３３の次のステップＳ２３５では、外部出力信号設定処理を行う。この外
部出力信号設定処理では、ＲＡＭ３０８に記憶している遊技情報を、情報出力回路３３６
を介してパチンコ機１００とは別体の情報入力回路３５０に出力する。
【０１２９】
　ステップＳ２３５の次のステップＳ２３７では、デバイス監視処理を行う。このデバイ
ス監視処理では、ステップＳ２０５において信号状態記憶領域に記憶した各種センサの信
号状態を読み出して、所定のエラーの有無、例えば前面枠扉開放エラーの有無または下皿
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満タンエラーの有無などを監視する。前面枠扉開放エラーまたは下皿満タンエラーを検出
した場合には、第１副制御部４００に送信すべき送信情報に、前面枠扉開放エラーの有無
または下皿満タンエラーの有無を示すデバイス情報を設定する。また、各種ソレノイド３
３２を駆動して特図２始動口２３２や、可変入賞口２３４、２３５の開閉を制御したり、
駆動回路３２４、３２６、３３０を介して普図表示装置２１０、特図１表示装置２１２、
特図２表示装置２１４、各種状態表示部３２８などに出力する表示データを、Ｉ／Ｏ３１
０の出力ポートに設定する。また、払出要求数送信処理（ステップＳ２１９）で設定した
出力予定情報をＩ／Ｏ３１０の出力ポートを介して払出制御部６００に出力する。
【０１３０】
　ステップＳ２３７の次のステップＳ２３９では、低電圧信号がオンであるか否かを監視
する。そして、低電圧信号がオンの場合（電源の遮断を検知した場合）にはステップＳ２
４３に進み、低電圧信号がオフの場合（電源の遮断を検知していない場合）にはステップ
Ｓ２４１に進む。ステップＳ２４１では、タイマ割込終了処理を行う。このタイマ割込終
了処理では、ステップＳ２０１で一時的に退避した各レジスタの値を元の各レジスタに設
定したり、割込許可の設定などを行い、その後、図６に示す主制御部メイン処理に復帰す
る。一方、ステップＳ２４３では、復電時に電断時の状態に復帰するための特定の変数や
スタックポインタを復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し、入出力ポート
の初期化等の電断処理を行い、その後、図６に示す主制御部メイン処理に復帰する。
【０１３１】
　図８（ａ）は、入賞受付処理（ステップＳ２１７）で実行される特図先読み処理の流れ
の一例を示すフローチャートである。特図先読み処理では、主制御部３００は、特図１お
よび特図２のそれぞれにおいて増加した始動情報（新たに取得した始動情報）を先読みし
て、当否判定処理よりも前に停止図柄を事前判定し、事前判定結果（特図先読み結果）を
ＲＡＭ３０８内の先読み結果記憶部（図８（ｂ）～（ｅ）参照）に記憶する。
【０１３２】
　ここで、ＲＡＭ３０８内には、特図１の先読み結果を記憶する特図１用先読み結果記憶
部と、特図１用先読み結果記憶部に記憶されている特図１先読み結果の数を特図１先読み
数として記憶する特図１先読み数記憶領域とが設けられている。特図１用先読み結果記憶
部は、本例では４個まで先読み結果を格納できるようになっている。特図１用先読み結果
記憶部では、特図１先読み数が１つ減るごとに順位が最上位（最先）の特図１先読み結果
のデータが消去されるとともに、残余の特図１先読み結果のデータの順位が１ずつ繰り上
がるように処理される。また、特図１先読み数が１つ増えるごとに、順位が最下位（最後
）の特図１先読み結果のデータの次の順位に新たな特図１先読み結果のデータが書き込ま
れる。
【０１３３】
　またＲＡＭ３０８内には、特図２の先読み結果を記憶する特図２用先読み結果記憶部と
、特図２用先読み結果記憶部に記憶されている特図２先読み結果の数を特図２先読み数と
して記憶する特図２先読み数記憶領域とが設けられている。特図２用先読み結果記憶部は
、本例では４個まで先読み結果を格納できるようになっている。特図２用先読み結果記憶
部では、特図２先読み数が１つ減るごとに順位が最上位の特図２先読み結果のデータが消
去されるとともに、残余の特図２先読み結果のデータの順位が１ずつ繰り上がるように処
理される。また、特図２先読み数が１つ増えるごとに、順位が最下位の特図２先読み結果
のデータの次の順位に新たな特図２先読み結果のデータが書き込まれる。
【０１３４】
　特図先読み処理において、まず主制御部３００は、特図２の始動情報が増加したか否か
を判定する（ステップＳ３０１）。特図２の始動情報が増加したか否かの判定は、例えば
、特図２保留数記憶領域に記憶されている特図２保留数と、特図２先読み数記憶領域に記
憶されている特図２先読み数とを比較して行う。主制御部３００は、特図２保留数が特図
２先読み数よりも大きい場合には特図２の始動情報が増加したと判定し、特図２保留数が
特図２先読み数と等しい場合には特図２の始動情報は増加していないと判定する。特図２
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の始動情報が増加したと判定した場合にはステップＳ３０３に進み、特図２の始動情報が
増加していないと判定した場合にはステップＳ３０７に進む。
【０１３５】
　ステップＳ３０３では、増加した特図２始動情報（特図２当選乱数値および特図２乱数
値の組）を、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判定処理よりも前に、特
図２乱数値記憶領域から先読みする。そして、先読みした特図２始動情報と、例えば当否
判定時に用いる当否判定用テーブルおよび特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に
係る特図２変動遊技の停止図柄を、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）での当否判
定処理よりも前に事前判定する。なお、この事前判定処理は、当否判定時に用いるテーブ
ルではなく事前判定用の特別のテーブルを用いて行ってもよい。
【０１３６】
　ステップＳ３０３の次のステップＳ３０５では、事前判定で得られた特図２先読み結果
としての停止図柄情報をＲＡＭ３０８内の特図２用先読み結果記憶部の最先の空き領域に
記憶する。その後、ステップＳ３０７の処理に移行する。
【０１３７】
　ステップＳ３０７では、主制御部３００は、特図１の始動情報が増加したか否かを判定
する。特図１の始動情報が増加したか否かの判定は、例えば特図２と同様に、特図１保留
数記憶領域に記憶されている特図１保留数と、特図１先読み数記憶領域に記憶されている
特図１先読み数とを比較して行う。特図１の始動情報が増加したと判定した場合にはステ
ップＳ３０９に進み、特図１の始動情報が増加していないと判定した場合には特図先読み
処理を終了して主制御部タイマ割込処理の入賞受付処理（ステップＳ２１７）に復帰する
。
【０１３８】
　ステップＳ３０９では、ＲＡＭ３０８内の各種フラグに基づいて、非電サポ中であるか
否かを判定する。非電サポ中であると判定した場合にはステップＳ３１１に進み、非電サ
ポ中でない（電サポ中である）と判定した場合にはステップＳ３１５に進む。なお、本例
では非電サポ中であるか否かを判定しているが、特図１先読み予告報知の実行条件を満た
しているか否かをステップＳ３０９で判定するようにしてもよい。例えば特図１先読み予
告報知の実行条件としては、非電サポ中であること以外に、大当り遊技中でないこと等の
条件が含まれる。
【０１３９】
　ステップＳ３１１では、増加した特図１始動情報（特図１当選乱数値および特図１乱数
値の組）を、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）での当否判定処理よりも前に、特
図１乱数値記憶領域から先読みする。そして、先読みした特図１始動情報と、例えば当否
判定時に用いる当否判定用テーブルおよび特図決定用テーブルを用いて、当該始動情報に
係る特図１変動遊技の停止図柄を、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）での当否判
定処理よりも前に事前判定する。なお、この事前判定処理は、当否判定時に用いるテーブ
ルではなく事前判定用の特別のテーブルを用いて行ってもよい。
【０１４０】
　ステップＳ３１１の次のステップＳ３１３では、事前判定で得られた特図１先読み結果
としての停止図柄情報をＲＡＭ３０８内の特図１用先読み結果記憶部の最先の空き領域に
記憶する。その後、特図先読み処理を終了して主制御部タイマ割込処理の入賞受付処理（
ステップＳ２１７）に復帰する。
【０１４１】
　ステップＳ３１５では、増加した特図１始動情報を先読みせずに、始動情報を先読みし
ていないことを示す「未判定」情報を、停止図柄情報に代えてＲＡＭ３０８内の特図１用
先読み結果記憶部の最先の空き領域に記憶する。その後、特図先読み処理を終了して主制
御部タイマ割込処理の入賞受付処理（ステップＳ２１７）に復帰する。
【０１４２】
　本実施の形態では、増加した始動情報のみを先読みして事前判定しているが、全ての始
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動情報を先読みして事前判定するようにしてもよい。また、上述のコマンド設定送信処理
（ステップＳ２３３）において、増加分の始動情報の先読み結果のみを第１副制御部４０
０に送信してもよいし、特図１用および特図２用先読み結果記憶部内の全ての先読み結果
を第１副制御部４００に送信してもよい。
【０１４３】
　また、本実施の形態では、増加した特図２の始動情報については必ず先読みを実行し、
増加した特図１の始動情報については電サポ中を除き必ず先読みを実行するようになって
いるが、増加した特図１および特図２の始動情報を先読みするか否かを抽選で決定するよ
うにしてもよい。あるいは、主制御部３００から先読み結果を受信した第１副制御部４０
０において、例えば保留毎に先読み報知を実行するか否かを抽選で決定するようにしても
よい。また、遊技状態（例えば、非電サポ中であるか否か）等に関わらず、始動情報が増
加した場合には必ず先読みを実行して先読み結果を先読み結果記憶部に記憶するとともに
、該先読み結果を第１副制御部４００に送信するように構成し、該先読み結果を用いた抽
選および演出を実行するか否かを該第１副制御部４００が判断するように構成してもよい
。
【０１４４】
　図８（ｂ）～（ｅ）は、ＲＡＭ３０８内の先読み結果記憶部に先読み結果情報等が記憶
された状態を例示している。図８（ｂ）は、特図１用先読み結果記憶部に特図１先読み結
果情報が記憶された状態の一例を示している。図８（ｂ）に示すように、特図１用先読み
結果記憶部は、例えば特図１変動遊技の保留可能数と同数（本実施の形態では、４つ）の
記憶領域を有している。各記憶領域は、特図１乱数値記憶領域の保留順序（保留１～保留
４）に対応付けられている。各記憶領域のそれぞれには、特図１の停止図柄情報が記憶さ
れるようになっている。図８（ｂ）に示す例において、記憶領域「保留１」には停止図柄
情報として「特図Ｇ」（はずれ）が記憶され、記憶領域「保留２」には停止図柄情報とし
て「特図Ｇ」（はずれ）が記憶され、記憶領域「保留３」には停止図柄情報として「特図
Ｆ」（小当り）が記憶され、記憶領域「保留４」には停止図柄情報として「特図Ａ」（１
５Ｒ特別大当り）が記憶されている。
【０１４５】
　図８（ｃ）は、特図２用先読み結果記憶部に特図２先読み結果情報が記憶された状態の
一例を示している。図８（ｃ）に示すように、特図２用先読み結果記憶部は、例えば特図
２変動遊技の保留可能数と同数（本実施の形態では、４つ）の記憶領域を有している。各
記憶領域は、特図２乱数値記憶領域の保留順序（保留１～保留４）に対応付けられている
。各記憶領域のそれぞれには、特図２の停止図柄情報が記憶されるようになっている。図
８（ｃ）に示す例において、記憶領域「保留１」には停止図柄情報として「特図ｄ」（は
ずれ）が記憶され、記憶領域「保留２」～「保留４」には、停止図柄情報が記憶されてい
ない。なお、図８（ｃ）では、停止図柄情報が記憶領域に記憶されていない状態を「なし
」と表記している。
【０１４６】
　図８（ｄ）は、電サポ中における特図１用先読み結果記憶部の例を示している。図８（
ｄ）に示すように、記憶領域「保留１」には、停止図柄情報に代えて「未判定」情報が記
憶されている。記憶領域「保留２」～「保留４」には、停止図柄情報も「未判定」情報も
記憶されていない。
【０１４７】
　図８（ｅ）に示すように、特図１用先読み結果記憶部の各記憶領域のそれぞれには、停
止図柄情報ではなく、特図１変動遊技の変動時間を示す「タイマ番号」が先読み結果とし
て記憶されていてもよい。図８（ｅ）に示す例において、記憶領域「保留１」にはタイマ
番号情報として「タイマ３」が記憶され、記憶領域「保留２」にはタイマ番号情報として
「タイマ５」が記憶され、記憶領域「保留３」と「保留４」には、タイマ番号情報が記憶
されていない。なお、図８（ｅ）では、タイマ番号情報が記憶されていない状態を「なし
」と表記している。また、特図１用先読み結果記憶部の各記憶領域にタイマ番号情報が記
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憶される場合には、タイマ番号を当否結果と対応するように設定してもよい。
【０１４８】
　以上の説明では、停止図柄やタイマ番号を事前判定し、停止図柄情報やタイマ番号情報
を先読み結果記憶部に記憶する例を挙げたが、当否判定結果等を事前判定し、それらの情
報を先読み結果記憶部に記憶するとともに、先読み結果情報として第１副制御部４００に
送信するようにしてもよい。
【０１４９】
　次に、本実施の形態によるパチンコ機１００の主制御部３００で用いられる各種テーブ
ルについて説明する。図９～図１２に示す各種テーブルは、例えば、主制御部３００のＲ
ＯＭ３０６に記憶されている。
【０１５０】
　図９（ａ）、（ｂ）は、普図関連抽選処理（ステップＳ２２３）で当否判定を行う際に
用いられる当否判定用テーブルの一例を示している。図９（ａ）、（ｂ）に示す当否判定
用テーブルは、「普図確率」、「乱数範囲」、「当否結果」の各項目で構成されている。
「普図確率」の項目は、当否判定時の普図確率（普図低確率または普図高確率）を示して
いる。「乱数範囲」の項目は、取得した普図当選乱数値と比較される数値範囲を示してい
る。ここで、本例の普図当選乱数値のとり得る範囲は０～９９（数値範囲の幅は１００）
である。
【０１５１】
　図９（ａ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の普図確率が低確率である場合に
用いられる普図用の当否判定用テーブルである。図９（ａ）に示すように、この当否判定
用テーブルが用いられた場合、当りの確率は１／１００（つまり、１％）となり、はずれ
の確率は９９／１００となる。
【０１５２】
　図９（ｂ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の普図確率が高確率である場合に
用いられる普図用の当否判定用テーブルである。図９（ｂ）に示すように、この当否判定
用テーブルが用いられた場合、当りの確率は約１００／１００（つまり、１００％）とな
り、はずれの確率は０％となる。この当否判定用テーブルを図９（ａ）に示す当否判定用
テーブルと比較すると、当りの確率は１００倍である。このように普図高確率状態（時短
作動時）においては、当りのみが選択されるように設計してもよい。また、時短作動時に
はずれの確率が０％より高くなるようにしてもよいが、時短作動時は、時短未作動時（普
図低確率状態）よりも当りが選択される確率は高くする。
【０１５３】
　図９（ｃ）は、普図用の図柄振分けおよび当り時動作のテーブルを示している。テーブ
ル中の「振分け」欄の数値は、普図関連抽選処理（ステップＳ２２３）において停止図柄
を決定する際に普図乱数値と比較される、図柄毎の乱数範囲の振分け率（すなわち各図柄
の選択確率に等しい）を示している。図９（ｃ）に示すように、普図変動遊技の当否判定
結果が当りである場合における各当り図柄の振分け率は、普図Ａが５０％であり、普図Ｂ
も５０％である。普図Ａ、Ｂは、普図変動遊技後に電チュー開放動作が実行される図柄で
ある。なお、当否判定結果がはずれの場合に選択されるはずれ図柄は普図Ｃの一つだけな
ので、はずれの場合は普図Ｃが１００％の確率で選択される。普図Ｃが選択された場合に
は普図変動遊技後に電チュー開放動作は実行されない。
【０１５４】
　図９（ｃ）に示すように、普図Ａが停止表示された後に特図２始動口（電チュー）２３
２の開放動作が実行される。普図Ａの停止表示時の遊技状態が時短未作動時には、電チュ
ー２３２の羽根部材２３２ａは最初に１００ｍｓの間だけ開放し、次いで５０００～１０
０００ｍｓの間だけ閉鎖し、次に５４００ｍｓの間だけ開放する。普図Ａの停止表示時の
遊技状態が時短作動時には、電チュー２３２の羽根部材２３２ａは最初に１８００ｍｓの
間だけ開放し、次いで２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、再び１８００ｍｓの間だけ開放
し、次いで２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、再び１８００ｍｓの間だけ開放する。
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【０１５５】
　また、図９（ｃ）に示すように、普図Ｂが停止表示された後に特図２始動口（電チュー
）２３２の開放動作が実行される。普図Ｂの停止表示時の遊技状態が時短未作動時には、
電チュー２３２の羽根部材２３２ａは１回だけ１００ｍｓの間だけ開放する。普図Ｂの停
止表示時の遊技状態が時短作動時には、電チュー２３２の羽根部材２３２ａは最初に２４
００ｍｓの間だけ開放し、次いで２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、次いで１４５０ｍｓ
の間だけ開放し、再び２０００ｍｓ程度の間だけ閉鎖し、再び１４５０ｍｓの間だけ開放
する。
【０１５６】
　図１０（ａ）～（ｄ）は、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）または特図１関連
抽選処理（ステップＳ２３１）で当否判定を行う際に用いられる当否判定用テーブルの例
を示している。図１０（ａ）～（ｄ）に示す当否判定用テーブルは、「特図確率」、「乱
数範囲」、「当否判定結果」の各項目で構成されている。「特図確率」の項目は、当否判
定時の特図確率（特図低確率または特図高確率）を示している。「乱数範囲」の項目は、
取得した特図２当選乱数値または特図１当選乱数値と比較される数値範囲を示している。
ここで、本例の特図２当選乱数値および特図１当選乱数値のとり得る範囲はいずれも０～
６５５３５（数値範囲の幅は６５５３６）である。
【０１５７】
　図１０（ａ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が低確率である場合
に用いられる特図１用の当否判定用テーブルである。図１０（ａ）に示すように、この当
否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／２９９（＝２１９／６５５３
６）となり、小当りの確率は約１／３９９（＝１６５／６５５３６）となる。
【０１５８】
　図１０（ｂ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が高確率である場合
に用いられる特図１用の当否判定用テーブルである。図１０（ｂ）に示すように、この当
否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／３０（＝２１８５／６５５３
６）となり、小当りの確率は約１／３９９となる。この当否判定用テーブルを図１０（ａ
）に示す当否判定用テーブルと比較すると、大当りの確率は約１０倍であり、小当りの確
率は同一である。
【０１５９】
　図１０（ｃ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が低確率である場合
に用いられる特図２用の当否判定用テーブルである。図１０（ｃ）に示すように、この当
否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／２９９となり、小当りの確率
は０となる。
【０１６０】
　図１０（ｄ）に示す当否判定用テーブルは、当否判定時の特図確率が高確率である場合
に用いられる特図２用の当否判定用テーブルである。図１０（ｄ）に示すように、この当
否判定用テーブルが用いられた場合、大当りの確率は約１／３０となり、小当りの確率は
０となる。この当否判定用テーブルを図１０（ｃ）に示す当否判定用テーブルと比較する
と、大当りの確率は約１０倍である。
【０１６１】
　図１１（ａ）は、特図１用の図柄振分けテーブルを示している。テーブル中の「振分け
」欄の数値は、特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）において停止図柄を決定する際
に特図１乱数値と比較される、図柄毎の乱数範囲の振分け率（すなわち各図柄の選択確率
に等しい）を示している。図１１（ａ）に示すように、特図１変動遊技の当否判定結果が
大当りである場合における各大当り図柄の振分け率は、特図Ａ（１５Ｒ特別大当り）が３
０％であり、特図Ｂ（７Ｒ特別大当り）が２５％であり、特図Ｃ（７Ｒ大当り）が２５％
であり、特図Ｄ（突然確変大当り）が１０％であり、特図Ｅ（潜伏確変大当り）が１０％
である。特図Ｃを除く特図Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅは、大当り遊技終了後に確変が作動する図柄で
ある。特図１変動遊技の大当りにおける確変大当り（特図Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ）の割合、すな
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わち確変確率は７５％である。
【０１６２】
　特図Ａ、Ｂ、Ｄは、当否判定時（図柄停止表示時）の遊技状態（特図高確率、特図低確
率、普図高確率（時短作動時）、普図低確率（時短未作動時））に関わらず、大当り遊技
終了後に時短（時短回数設定なし）が作動する図柄である。特図Ｃは、当否判定時の遊技
状態に関わらず、大当り遊技終了後に時短（時短回数１００回）が作動する図柄である。
特図Ｅは、当否判定時の遊技状態が特図高確率状態または普図高確率状態であるときに限
り、大当り遊技終了後に時短が作動する図柄である。すなわち、特図低確率普図低確率状
態で特図Ｅが停止表示された場合には、大当り遊技終了後に時短が作動しない。例えば、
特図低確率普図低確率状態から特図Ｅが大当り図柄として複数回連続して停止表示された
場合には、１回目の停止表示後には時短が作動しない（特図高確率普図低確率状態となる
）が、２回目以降の停止表示後には時短が作動する（特図高確率普図高確率状態となる）
。特図１変動遊技の大当りにおいて時短が付与される確率は、特図低確率普図低確率状態
で９０％、それ以外の遊技状態で１００％である。
【０１６３】
　本例では、特図１変動遊技における小当り図柄およびはずれ図柄はそれぞれ１種類のみ
である。したがって、特図１変動遊技の当否判定結果が小当りである場合には、特図１乱
数値に関わらず１００％の確率で特図Ｆが選択され、特図１変動遊技の当否判定結果がは
ずれである場合には、特図１乱数値に関わらず１００％の確率で特図Ｇが選択される。た
だし、小当り図柄やはずれ図柄は大当り図柄と同様にそれぞれ複数種類備えられ、特図１
乱数値を用いた抽選により決定されるようにしてもよい。
【０１６４】
　図１１（ｂ）は、特図１の各図柄における大当り時動作の例を示している。図１１（ｂ
）に示すように、特図Ａが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放が１Ｒあ
たり２９０００ｍｓで１５Ｒ行われる。同様に、特図Ｂまたは特図Ｃが停止表示された後
の大当り遊技では、アタッカの開放が１Ｒあたり２９０００ｍｓで７Ｒ行われ、特図Ｄが
停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放が１Ｒあたり２９０００ｍｓで２Ｒ
行われる。
【０１６５】
　特図Ｅについては、図柄停止表示時の遊技状態によって大当り遊技の動作が異なる。特
図低確率普図低確率状態で特図Ｅが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放
が１Ｒあたり１００ｍｓで２Ｒ行われる。この大当り遊技では、開放時間が短いため遊技
球の入球が困難である。一方、特図低確率普図低確率状態以外の遊技状態で特図Ｅが停止
表示された後の大当り遊技では、１Ｒあたり２９０００ｍｓで２Ｒ行われる。この大当り
遊技では、開放時間が比較的長いため遊技球の入球が容易である。
【０１６６】
　特図Ｆが停止表示された後の小当り遊技では、１回の開放契機において、１００ｍｓの
アタッカ開放が２回行われる。すなわち、特図低確率普図低確率状態で特図Ｅが停止表示
された後の大当り遊技と、特図Ｆが停止表示された後の小当り遊技とでは、アタッカが同
じように動作する。
【０１６７】
　図１２（ａ）は、特図２用の図柄振分けテーブルを示している。テーブル中の「振分け
」欄の数値は、特図２関連抽選処理（ステップＳ２２９）において停止図柄を決定する際
に特図２乱数値と比較される、図柄毎の乱数範囲の振分け率（すなわち各図柄の選択確率
に等しい）を示している。図１２（ａ）に示すように、特図２変動遊技の当否判定結果が
大当りである場合における各大当り図柄の振分け率は、特図ａ（１５Ｒ特別大当り）が７
０％であり、特図ｂ（７Ｒ特別大当り）が５％であり、特図ｃ（７Ｒ大当り）が２５％で
ある。特図ａ、ｂは、大当り遊技終了後に確変が作動する図柄である。特図２変動遊技の
大当りにおける確変大当り（特図ａ、ｂ）の割合、すなわち確変確率は、特図１変動遊技
の確変確率と同じ７５％である。
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【０１６８】
　特図ａ、ｂは、当否判定時（図柄停止表示時）の遊技状態（特図高確率、特図低確率、
普図高確率（時短作動時）、普図低確率（時短未作動時））に関わらず、大当り遊技終了
後に時短（時短回数設定なし）が作動する図柄である。特図ｃは、当否判定時の遊技状態
に関わらず、大当り遊技終了後に時短（時短回数１００回）が作動する図柄である。特図
２変動遊技の大当りにおいて時短が付与される確率は、遊技状態に関わらず１００％であ
る。
【０１６９】
　本例では、特図２変動遊技におけるはずれ図柄は１種類のみである。したがって、特図
２変動遊技の当否判定結果がはずれである場合には、特図２乱数値に関わらず１００％の
確率で特図ｄが選択される。ただし、はずれ図柄は大当り図柄と同様にそれぞれ複数種類
備えられ、特図２乱数値を用いた抽選により決定されるようにしてもよい。
【０１７０】
　図１２（ｂ）は、特図２の各図柄における大当り時動作の例を示している。図１２（ｂ
）に示すように、特図ａが停止表示された後の大当り遊技では、アタッカの開放が１Ｒあ
たり２９０００ｍｓで１５Ｒ行われ、特図ｂまたは特図ｃが停止表示された後の大当り遊
技では、アタッカの開放が１Ｒあたり２９０００ｍｓで７Ｒ行われる。
【０１７１】
　図１１および図１２に示すように、特図２は、特図１と比較して時短が付与される確率
が高く、アタッカの開放時間が長い（またはＲ数が多い）。したがって、特図２は特図１
よりも有利度が高いと考えることができる。
【０１７２】
　次に、図１３および図１４を用いて、第１副制御部４００の処理について説明する。図
１３（ａ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行するメイン処理の流れを示すフ
ローチャートである。まず、図１３（ａ）のステップＳ４０１では、各種の初期設定を行
う。電源投入が行われると、まずステップＳ４０１で初期化処理が実行される。この初期
化処理では、入出力ポートの初期設定や、ＲＡＭ４０８内の記憶領域の初期化処理等を行
う。
【０１７３】
　ステップＳ４０１の次のステップＳ４０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し
、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったとき
には、ステップＳ４０５の処理に移行する。ステップＳ４０５では、タイマ変数に０を代
入する。
【０１７４】
　ステップＳ４０５の次のステップＳ４０７では、コマンド処理を行う。第１副制御部４
００のＣＰＵ４０４は、主制御部３００からコマンドを受信したか否かを判別する。
【０１７５】
　ステップＳ４０７の次のステップＳ４０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステッ
プＳ４０７で新たなコマンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲ
ＯＭ４０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データ
の更新処理を行う。演出制御処理で実行される種々の処理のうち電チューロング開放演出
については図１４を用いて後述する。
【０１７６】
　ステップＳ４０９の次のステップＳ４１１では、チャンスボタン制御処理を行う。チャ
ンスボタン制御処理では、チャンスボタン１３６の押下を検出していた場合、ステップＳ
４０９で更新した演出データをチャンスボタン１３６の押下に応じた演出データに変更す
る処理を行う。
【０１７７】
　ステップＳ４１１の次のステップＳ４１３では、画像制御処理を行う。画像制御処理で
は、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中にＶＤＰ４３４への命令がある場合に
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は、この命令をＶＤＰ４３４に出力する（詳細は後述）。
【０１７８】
　ステップＳ４１３の次のステップＳ４１５では、音制御処理を行う。音制御処理では、
ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に音源ＩＣ４１６への命令がある場合には
、この命令を音源ＩＣ４１６に出力する。
【０１７９】
　ステップＳ４１５の次のステップＳ４１７では、ランプ制御処理を行う。ランプ制御処
理では、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に各種ランプ４１８への命令があ
る場合には、この命令を駆動回路４２０に出力する。
【０１８０】
　ステップＳ４１７の次のステップＳ４１９では、シャッタ制御処理を行う。シャッタ制
御処理では、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に遮蔽装置２４６への命令が
ある場合には、この命令を駆動回路４３２に出力する。
【０１８１】
　ステップＳ４１９の次のステップＳ４２１では、情報送信処理を行う。情報送信処理で
は、ステップＳ４０９で読み出した演出データの中に第２副制御部５００に送信する制御
コマンドがある場合には、この制御コマンドを出力する設定を行う。その後、ステップＳ
４０３に戻る。
【０１８２】
　図１３（ｂ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行する第１副制御部コマンド
受信割込処理（ストローブ割込処理）の流れを示すフローチャートである。このコマンド
受信割込処理は、第１副制御部４００が主制御部３００からのストローブ信号を検出した
場合に実行する処理である。コマンド受信割込処理のステップＳ５０１では、主制御部３
００から受信したコマンドを未処理コマンドとしてＲＡＭ４０８に設けたコマンド記憶領
域に記憶する。
【０１８３】
　図１３（ｃ）は、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が実行する第１副制御部タイマ割
込処理の流れを示すフローチャートである。第１副制御部４００は、所定の周期（本例で
は２ｍｓに１回）でタイマ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタイマ
割込を契機として、タイマ割込処理を所定の周期で実行する。第１副制御部タイマ割込処
理のステップＳ６０１では、第１副制御部メイン処理のステップＳ４０３において説明し
たＲＡＭ４０８のタイマ変数記憶領域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記
憶する。したがって、ステップＳ４０３において、タイマ変数の値が１０以上と判定され
るのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）となる。
【０１８４】
　ステップＳ６０１の次のステップＳ６０３では、第１副制御部メイン処理の情報送信処
理（ステップＳ４２１）で設定された第２副制御部５００への制御コマンドの送信や、そ
の他演出用乱数値の更新処理等を行う。
【０１８５】
　図１３（ｄ）は、第１副制御部メイン処理の画像制御処理（ステップＳ４１３）の流れ
を示すフローチャートである。ステップＳ７０１では、画像データの転送指示を行う。こ
こでは、ＣＰＵ４０４は、まず、ＶＲＡＭ４３６の表示領域Ａと表示領域Ｂの描画領域の
指定をスワップする。これにより、描画領域に指定されていない表示領域に記憶された１
フレームの画像が装飾図柄表示装置２０８に表示される。次に、ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ
４３４のアトリビュートレジスタに、位置情報等テーブルに基づいてＲＯＭ座標（ＲＯＭ
４０６の転送元アドレス）、ＶＲＡＭ座標（ＶＲＡＭ４３６の転送先アドレス）などを設
定した後、ＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６への画像データの転送開始を指示する命令を
設定する。ＶＤＰ４３４は、アトリビュートレジスタに設定された命令に基づいて画像デ
ータをＲＯＭ４０６からＶＲＡＭ４３６に転送する。その後、ＶＤＰ４３４は、転送終了
割込信号をＣＰＵ４０４に対して出力する。



(43) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【０１８６】
　ステップＳ７０１の次のステップＳ７０３では、ＶＤＰ４３４からの転送終了割込信号
が入力されたか否かを判定し、転送終了割込信号が入力された場合はステップＳ７０５に
進み、そうでない場合は転送終了割込信号が入力されるのを待つ。
【０１８７】
　ステップＳ７０５では、演出シナリオ構成テーブルおよびアトリビュートデータなどに
基づいて、パラメータ設定を行う。ここでは、ＣＰＵ４０４は、ステップＳ７０１でＶＲ
ＡＭ４３６に転送した画像データに基づいてＶＲＡＭ４３６の表示領域ＡまたはＢに表示
画像を形成するために、表示画像を構成する画像データの情報（ＶＲＡＭ４３６の座標軸
、画像サイズ、ＶＲＡＭ座標（配置座標）など）をＶＤＰ４３４に指示する。ＶＤＰ４３
４は、アトリビュートレジスタに格納された命令に基づいてアトリビュートに従ったパラ
メータ設定を行う。
【０１８８】
　ステップＳ７０５の次のステップＳ７０７では、描画指示を行う。この描画指示では、
ＣＰＵ４０４は、ＶＤＰ４３４に画像の描画開始を指示する。ＶＤＰ４３４は、ＣＰＵ４
０４の指示に従ってフレームバッファにおける画像描画を開始する。
【０１８９】
　ステップＳ７０７の次のステップＳ７０９では、画像の描画終了に基づくＶＤＰ４３４
からの生成終了割込み信号が入力されたか否かを判定し、生成終了割込み信号が入力され
た場合はステップＳ７１１に進み、そうでない場合は生成終了割込み信号が入力されるの
を待つ。
【０１９０】
　ステップＳ７１１では、ＲＡＭ４０８の所定の領域に設定され、何シーンの画像を生成
したかをカウントするシーン表示カウンタをインクリメント（＋１）して処理を終了する
。
【０１９１】
　図１４（ａ）は、第１副制御部４００でのメイン処理の演出制御処理で実行される電チ
ューロング開放演出処理の流れを示している。図１４（ｂ）は、装飾図柄表示装置２０８
での電チューロング開放演出の一例を示している。電チューロング開放演出とは、普図変
動遊技中に実行可能な演出であり、普図変動遊技に当選して特図２始動口（電チュー）２
３２が長時間および／または複数回開放（以下、ロング開放と称する場合がある）するか
否かを煽る演出のことである。なお、普図変動停止後も普図停止図柄に基づいて電チュー
ロング開放演出（例えば、「電チュー開放中！」のような報知演出）を継続するようにし
てもよい。
【０１９２】
　図１４（ａ）に示す電チューロング開放演出処理は、図１３（ａ）の第１副制御部４０
０のメイン処理のコマンド処理（ステップＳ４０７）において、主制御部３００から普図
の図柄変動開始（回転開始）コマンドを受信している場合に実行される。
【０１９３】
　第１副制御部４００は、まず、電チューロング開放演出の実行を規制する電チューロン
グ開放演出実行規制フラグがオフか否かを判断する（ステップＳ８０１）。第１副制御部
４００は、ＲＡＭ４０８内の所定領域に格納された電チューロング開放演出実行規制フラ
グの値を参照して、電チューロング開放演出の実行が規制されているか否かを判断する。
例えば、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域全面が真っ黒となる表示暗転中では電チ
ューロング開放演出を実行しても遊技者は当該演出を視認できず電チューロング開放演出
の効果が得られない。そこでこのような場合は、表示暗転中の特図変動遊技の当否判定結
果に基づく演出に基づいて電チューロング開放演出実行規制フラグはオンにされる。また
、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域全面が暗転表示中でなく、普図変動遊技の変動
時間が電チューロング開放演出を実行するのに十分な長さであるような場合には、遊技者
を楽しませることができる電チューロング開放演出を実行可能である。そこでこのような
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場合は、特図変動遊技の当否判定結果に基づく演出やデモ演出に基づいて電チューロング
開放演出実行規制フラグはオフにされる。
【０１９４】
　ステップＳ８０１で電チューロング開放演出実行規制フラグがオンの場合、第１副制御
部４００は電チューロング開放演出の実行が規制されていると判断して、電チューロング
開放演出の規制のためのその他の制御処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出
制御処理（ステップＳ４０９）に戻る。
【０１９５】
　ステップＳ８０１で電チューロング開放演出実行規制フラグがオフの場合、第１副制御
部４００は電チューロング開放演出を実行可能と判断してステップＳ８０３に進み、普図
の図柄変動開始（回転開始）コマンドのコマンドデータから普図当りフラグおよび普図は
ずれフラグに関する情報を参照して、当該普図変動遊技の当否判定結果が当りか否かを判
断する。
【０１９６】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０３で当該普図変動遊技の当否判定結果が当りで
あると判断すると、ステップＳ８０５に進み、普図の図柄変動開始（回転開始）コマンド
のコマンドデータから普図停止図柄に関する情報を参照して、当該普図変動遊技の停止図
柄が普図Ａであるか否かを判断する。
【０１９７】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０５で当該普図変動遊技の停止図柄が普図Ａであ
ると判断するとステップＳ８０７に進み、演出種別が「成功パターン」の演出を選択して
電チューロング開放演出として設定する。次いで、第１副制御部４００は、ステップＳ８
０９に移行して、「成功パターン」に基づく電チューロング開放演出のためのその他の制
御処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻
る。
【０１９８】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０５で当該普図変動遊技の停止図柄が普図Ａでな
いと判断するとステップＳ８１１に進み、演出種別が「失敗パターンＡ」の演出を選択し
て電チューロング開放演出として設定する。次いで、第１副制御部４００は、ステップＳ
８０９に移行して、「失敗パターンＡ」に基づく電チューロング開放演出のためのその他
の制御処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）
に戻る。
【０１９９】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８０３で当該普図変動遊技の当否判定結果が当りで
ないと判断すると、ステップＳ８１５に進み、電チューロング開放偽（ガセ）演出実行抽
選処理を実行する。電チューロング開放偽演出実行抽選処理では、ＲＡＭ４０８内に設け
た電チューロング開放偽演出実行抽選用乱数カウンタから乱数値を取り出して、ＲＯＭ４
０６内に格納してある電チューロング開放偽演出実行抽選テーブルを用いて当該乱数値が
当りに該当するか否かの当否判定を行う。
【０２００】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８１５の当否判定の結果に基づき、電チューロング
開放偽演出を実行するか否かを判断する（ステップＳ８１７）。
【０２０１】
　第１副制御部４００は、ステップＳ８１７で電チューロング開放偽演出を実行すると判
断するとステップＳ８２１に進み、演出種別が「失敗パターンＢ」の演出を選択して電チ
ューロング開放演出として設定する。次いで、第１副制御部４００は、ステップＳ８０９
に移行して、「失敗パターンＢ」に基づく電チューロング開放演出のためのその他の制御
処理を実行して本処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻る
。
【０２０２】
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　第１副制御部４００は、ステップＳ８１７で電チューロング開放偽演出を実行しないと
判断すると、電チューロング開放演出を実行しないためのその他の制御処理を実行して本
処理を終了してメイン処理の演出制御処理（ステップＳ４０９）に戻る。
【０２０３】
　図１４に示す電チューロング開放演出の処理では、電チューロング開放演出実行規制フ
ラグがオフの場合には、当りであれば必ず電チューロング開放演出が行われるものとして
いるが、当りであってもはずれ時と同様に実行抽選を行い、抽選が当選した場合にのみ演
出を実行するように構成してもよい。また、本例では、電チューが短時間開放（ショート
開放）の当り（普図Ｂ）では「失敗パターンＡ」の演出を設定し、電チューが開放しない
はずれ（普図Ｃ）では「失敗パターンＢ」の演出を設定しているが、当り（普図Ｂ）とは
ずれ（普図Ｃ）とで同様の演出を行ってもよい。
【０２０４】
　図１４（ｂ）は、電チューロング開放演出の一例を示している。図１４（ｂ）は、装飾
図柄表示装置２０８の画像表示領域で実行されている表示演出を示している。画像表示領
域全面が演出表示領域２０８ｄとなって例えば「陸ステージ」という名称の背景演出が実
行されている。背景演出の前面では、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃ
で「装飾１」から「装飾１０」が順次上から下に移動する装飾図柄の変動表示（図中、下
向きの矢印で示す）が実行されている。演出表示領域２０８ｄ内の左下側には変動アイコ
ン表示領域ａが配置され、自動車を模した絵柄の変動アイコンが表示されている。変動ア
イコン表示領域ａの右側には特図の保留を表示する特図保留表示領域ｃが配置され、自動
車を模した絵柄の保留アイコンｂが表示されている。演出表示領域２０８ｄ内の右下側に
は電チューロング開放演出領域ｄが配置されている。不図示の普図表示装置２１０で普図
変動遊技が開始され、電チューロング開放演出の実行が規制されておらず、電チューロン
グ開放演出領域ｄで電チューロング開放演出が実行されている。電チューロング開放演出
として、「お助けチャンス抽せん中」の表示とともに、武士のキャラクタが抽選機を操作
している画像が表示されて、普図変動遊技に当選して特図２始動口２３２がロング開放す
るかもしれないと遊技者に期待させる煽り演出が実行されている。図１４（ｂ）に示すよ
うに、電チューロング開放演出により右図柄表示領域２０８ｃの一部が隠されている。ま
た、特図保留表示領域ｃの右側領域も一部が隠されている。このように、電チューロング
開放演出が装飾図柄の変動表示の少なくとも一部を確認困難にすることもあれば、装飾図
柄の変動表示が電チューロング開放演出の少なくとも一部を確認困難にする場合があって
もよい。
【０２０５】
　次に、図１５を用いて、第２副制御部５００の処理について説明する。図１５（ａ）は
、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するメイン処理のフローチャートである。ま
ず、図１５（ａ）のステップＳ９０１では、各種の初期設定を行う。電源投入が行われる
と、まずステップＳ９０１で初期化処理が実行される。この初期化処理では、入出力ポー
トの初期設定や、ＲＡＭ５０８内の記憶領域の初期化処理等を行う。
【０２０６】
　ステップＳ９０１の次のステップＳ９０３では、タイマ変数が１０以上か否かを判定し
、タイマ変数が１０となるまでこの処理を繰り返し、タイマ変数が１０以上となったとき
には、ステップＳ９０５の処理に移行する。ステップＳ９０５では、タイマ変数に０を代
入する。
【０２０７】
　ステップＳ９０５の次のステップＳ９０７では、コマンド処理を行う。第２副制御部５
００のＣＰＵ５０４は、第１副制御部４００からコマンドを受信したか否かを判別する。
【０２０８】
　ステップＳ９０７の次のステップＳ９０９では、演出制御処理を行う。例えば、ステッ
プＳ９０７で新たなコマンドがあった場合には、このコマンドに対応する演出データをＲ
ＯＭ５０６から読み出す等の処理を行い、演出データの更新が必要な場合には演出データ
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の更新処理を行う。
【０２０９】
　ステップＳ９０９の次のステップＳ９１１では、ランプ制御処理を行う。例えば、第１
副制御部４００からの遊技盤用ランプ５３２や遊技台枠用ランプ５４２への命令がある場
合には、この命令をシリアル通信制御回路５２０に出力する。
【０２１０】
　ステップＳ９１１の次のステップＳ９１３では、可動体制御処理を行う。例えば、第１
副制御部４００からの演出可動体２２４への命令がある場合には、この命令を駆動回路５
１６に出力する。その後、ステップＳ９０３に戻る。
【０２１１】
　図１５（ｂ）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するコマンド受信割込処理
のフローチャートである。このコマンド受信割込処理は、第２副制御部５００が第１副制
御部４００からのストローブ信号を検出した場合に実行する処理である。コマンド受信割
込処理のステップＳ１００１では、第１副制御部４００から受信したコマンドを未処理コ
マンドとしてＲＡＭ５０８に設けたコマンド記憶領域に記憶する。
【０２１２】
　図１５（ｃ）は、第２副制御部５００のＣＰＵ５０４が実行するタイマ割込処理のフロ
ーチャートである。第２副制御部５００は、所定の周期（本例では２ｍｓに１回）でタイ
マ割込を発生するハードウェアタイマを備えており、このタイマ割込を契機として、タイ
マ割込処理を所定の周期で実行する。タイマ割込処理のステップＳ１１０１では、第２副
制御部メイン処理のステップＳ９０３において説明したＲＡＭ５０８のタイマ変数記憶領
域の値に、１を加算して元のタイマ変数記憶領域に記憶する。したがって、ステップＳ９
０３において、タイマ変数の値が１０以上と判定されるのは２０ｍｓ毎（２ｍｓ×１０）
となる。ステップＳ１１０１の次のステップＳ１１０３では、演出用乱数値の更新処理等
を行う。
【０２１３】
　次に、本実施の形態によるパチンコ機１００の演出例について図１６～図２８を用いて
説明する。
【０２１４】
　図１６（ａ）は、図１３に示す第１副制御部メイン処理の演出制御処理（ステップＳ４
０９）で先読み予告抽選を行う際に用いられる先読み予告の抽選テーブルの例を示してい
る。先読み抽選は第１副制御部４００が主制御部３００から先読み結果の情報を含む先読
み結果情報コマンドを受信した場合に実行され、先読み予告抽選により先読み結果に対応
する保留を示す保留アイコンの表示態様が決定される。図１６（ａ）に示す先読み予告の
抽選テーブルは、「先読み予告態様」、「大当り」、「はずれ」の各項目で構成されてい
る。
【０２１５】
　図中左列の「先読み予告態様」は、装飾図柄表示装置２０８に表示される保留アイコン
の表示態様を示している。「白」は保留アイコンの表示態様が白色円形であることを示し
、「黒」は保留アイコンの表示態様が黒色円形であることを示し、「熱」は保留アイコン
の表示態様が円の中に「熱」の文字が描かれた態様であることを示し、「白→黒」は保留
アイコンの表示態様が白色円形から黒色円形に変化する変化アニメーション（詳細は後述
）が実行されることを示し、「黒→熱」は保留アイコンの表示態様が黒色円形から円の中
に「熱」の文字が描かれた態様に変化する変化アニメーションが実行されることを示して
いる。本実施の形態において、保留アイコンのデフォルトの表示態様は白色円形である。
なお、先読み結果が未判定情報を含む場合には、先読み予告抽選を実行せずに、当該先読
み結果に対応する保留を示す保留アイコンをデフォルトの表示態様で表示するようにして
もよい。
【０２１６】
　図中中列の「大当り」は、先読み結果が大当りの場合に、演出制御処理（ステップＳ４
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０９）において先読み予告態様を決定する際にＲＡＭ４０８に設けられた先読み抽選乱数
カウンタから取得した先読み抽選乱数と比較される、先読み予告態様の乱数範囲の振分け
率（すなわち各先読み予告態様の選択確率に等しい）を示している。図１６（ａ）に示す
ように、先読み予告結果が大当りである場合における各先読み予告態様の振分け率は、「
白」が８０％であり、「黒」が２％であり、「熱」が７％であり、「白→黒」が３％であ
り、「黒→熱」が８％である。
【０２１７】
　図中右列の「はずれ」は、先読み結果がはずれの場合に、演出制御処理（ステップＳ４
０９）において先読み予告態様を決定する際にＲＡＭ４０８に設けられた先読み抽選乱数
カウンタから取得した先読み抽選乱数と比較される、先読み予告態様の乱数範囲の振分け
率（すなわち各先読み予告態様の選択確率に等しい）を示している。図１６（ａ）に示す
ように、先読み予告結果がはずれである場合における各先読み予告態様の振分け率は、「
白」が９４％であり、「黒」が２％であり、「熱」が１％であり、「白→黒」が２％であ
り、「黒→熱」が１％である。
【０２１８】
　図１６（ｂ）は、図１３に示す第１副制御部メイン処理の演出制御処理（ステップＳ４
０９）で予告抽選を行う際に用いられる変動開始時（大当り判定後）の予告の抽選テーブ
ルの例を示している。予告抽選は第１副制御部４００が主制御部３００から図柄変動開始
コマンドを受信した場合に実行され、予告抽選により実行中の特図変動遊技についての予
告演出の態様が決定される。図１６（ｂ）に示す変動開始時の予告の抽選テーブルは、「
予告態様」、「大当り」、「はずれ」の各項目で構成されている。図中左列の「予告態様
」は、装飾図柄表示装置２０８や演出用可動体９９０を用いて実行される予告の態様を示
している。「ロゴ落下」は演出用可動体９９０が下方に移動する態様で予告が実行される
ことを示し、「回転」は装飾図柄表示装置２０８に表示される画像が回転する態様で予告
が実行されることを示し、「ロゴ落下＋回転」は演出用可動体９９０が下方に移動し、装
飾図柄表示装置２０８に表示される画像が回転する態様で予告が実行されることを示し、
「なし」は予告演出が実行されないことを示している。
【０２１９】
　図中中列の「大当り」は、当否判定結果が大当りの場合に、演出制御処理（ステップＳ
４０９）において予告態様を決定する際にＲＡＭ４０８に設けられた予告抽選乱数カウン
タから取得した予告抽選乱数と比較される、予告態様の乱数範囲の振分け率（すなわち各
予告態様の選択確率に等しい）を示している。図１６（ｂ）に示すように、予告結果が大
当りである場合における各予告態様の振分け率は、「ロゴ落下」が４％であり、「回転」
が７％であり、「ロゴ落下＋回転」が１４％であり、「なし」が７５％である。
【０２２０】
　図中右列の「はずれ」は、当否判定結果がはずれの場合に、演出制御処理（ステップＳ
４０９）において予告態様を決定する際にＲＡＭ４０８に設けられた予告抽選乱数カウン
タから取得した予告抽選乱数と比較される、予告態様の乱数範囲の振分け率（すなわち各
予告態様の選択確率に等しい）を示している。図１６（ｂ）に示すように、予告結果がは
ずれである場合における各予告態様の振分け率は、「ロゴ落下」が３％であり、「回転」
が２％であり、「ロゴ落下＋回転」が１％であり、「なし」が９４％である。
【０２２１】
　また、大当りの場合とはずれの場合とで、「ロゴ落下」の予告態様を異ならせてもよい
。例えば、大当りの場合とはずれの場合とで演出用可動体９９０が下方に移動する距離を
異ならせてもよいし、演出用可動体９９０が移動する速度を異ならせてもよい。また、大
当りの場合とはずれの場合とで、「回転」の予告態様を異ならせてもよい。例えば、大当
りの場合には画像を一回転させ、はずれの場合には画像を一回転させずに回転表示を終了
し通常表示に戻す。なお、はずれの場合にも画像を一回転させてもよい。また、例えば、
大当りの場合とはずれの場合とで、画像の回転角度を異ならせてもよいし、画像回転の角
速度を異ならせてもよいし、画像の回転方向を異ならせてもよいし、回転させる画像を異
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ならせてもよい。また、大当りの場合とはずれの場合とで、「ロゴ落下＋回転」の予告態
様を上述のように異ならせてもよい。
【０２２２】
（実施例１）
　本実施の形態の実施例１の演出例について図１７を用いて説明する。また、図１７およ
び後述する各図では、各実施例における特図１変動遊技の演出例が時系列で示されている
。また、装飾図柄表示装置２０８の図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにおける装飾図柄の
変動を白抜き太矢印で表している。
【０２２３】
　まず、図１７（ａ）を参照しつつ、図１７および後述する各図の共通点について説明す
る。図１７（ａ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示領域内の左上部には、「
Ｌ」の字を上下反転させた形状の装飾枠ｆ１が表示されている。装飾枠ｆ１内の左上部に
は正方形状の特図１保留数表示領域９３１が設けられ、その右方には正方形の特図２保留
数表示領域９３２が設けられ、特図１保留数表示領域９３１の下方には特図１第４図柄表
示領域９３３が設けられ、その下方には特図２第４図柄表示領域９３４が設けられている
。特図１保留数表示領域９３１では特図１の保留数が数字で表示され、例えば、特図１の
保留が無い場合は「０」が表示される。特図２保留数表示領域９３２では特図２の保留数
が数字で表示され、例えば、特図２の保留が無い場合は「０」が表示される。また、特図
１第４図柄表示領域９３３には、特図１変動遊技が実行中の場合は、第４図柄の変動表示
として特図１変動遊技が実行中であることを報知する「／」、「＼」の画像が交互に表示
され、特図１変動遊技が非実行中である場合（特図１が停止表示中の場合）は、第４図柄
表示として「－」または「○」の画像が表示される。「－」は特図１変動遊技の結果がは
ずれである場合に表示される第４図柄であり、「○」は特図１変動遊技の結果が大当りで
ある場合に表示される第４図柄である。なお、特図１変動遊技の結果に関係なく特図１変
動遊技の非実行中には第４図柄として「－」が表示されるようにしてもよい。また、特図
２第４図柄表示領域９３４には、特図２変動遊技が実行中の場合は、第４図柄の変動表示
として特図２変動遊技が実行中であることを報知する「／」、「＼」の画像が交互に表示
され、特図２変動遊技が非実行中である場合（特図２が停止表示中の場合）は、第４図柄
表示として「－」または「○」の画像が表示される。「－」は特図２変動遊技の結果がは
ずれである場合に表示される第４図柄であり、「○」は特図２変動遊技の結果が大当りで
ある場合に表示される第４図柄である。なお、特図２変動遊技の結果に関係なく特図２変
動遊技の非実行中には第４図柄として「－」が表示されるようにしてもよい。
【０２２４】
　装飾図柄表示装置２０８の表示領域内の下方には、横長の長方形状の装飾枠ｆ２が表示
されている。装飾枠ｆ２の中央には、左右の枠の一部が開口している正方形状の変動アイ
コン表示領域９４０が設けられている。なお、変動アイコンは、後述する保留アイコン表
示領域９３０に表示される保留アイコンとは異なる表示サイズ（例えば、保留アイコンよ
りも大きい表示サイズ）で表示されるようにしてもよい。これにより、変動アイコンと保
留アイコンとの識別が容易になる場合がある。
【０２２５】
　変動アイコン表示領域９４０の左方には特図１保留アイコン表示領域９５０が設けられ
ており、変動アイコン表示領域９４０の右方には特図２保留アイコン表示領域９６０が設
けられている。特図１保留アイコン表示領域９５０は、左から右に向かって、第１領域、
第２領域、第３領域、第４領域の４つの領域に大まかに分かれている。第１～第４の各領
域は、それぞれ１番目～４番目の特図１の保留順位に対応している。すなわち、第１領域
には最先（最も過去に記憶された）の特図１の保留に対応する特図１保留アイコンが表示
可能となっており、同様に第２～第４領域には２～４個目の特図１の保留に対応する特図
１保留アイコンがそれぞれ表示可能となっている。同様に、特図２保留アイコン表示領域
９６０は、左から右に向かって、第１領域、第２領域、第３領域、第４領域の４つの領域
に大まかに分かれている。第１～第４の各領域は、それぞれ１番目～４番目の特図２の保
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留順位に対応している。すなわち、第１領域には最先（最も過去に記憶された）の特図２
の保留に対応する特図２保留アイコンが表示可能となっており、同様に第２～第４領域に
は２～４個目の特図２の保留に対応する特図２保留アイコンがそれぞれ表示可能となって
いる。また、特図１保留アイコン表示領域９５０および特図２保留アイコン表示領域９６
０では、保留アイコンの移動を表す各種アニメーションが実行される。
【０２２６】
　特図１保留表示領域９５０の左方には、正方形状のナビゲーションキャラクタ表示領域
９７０が設けられている。ナビゲーションキャラクタ表示領域９７０には、商人のキャラ
クタ画像ｈ１が表示されている。商人のキャラクタ画像ｈ１は、チュートリアル演出等の
説明演出や予告（当該変動の予告や先読み予告）演出等に用いられる。
【０２２７】
　特図２保留表示領域９６０の右方には、正方形状の演出カスタム状態表示領域９８０が
設けられている。演出カスタム状態表示領域９８０には、パチンコ機１００の演出カスタ
ム状態に応じて「レベル１～９９」までの表示がされる。演出カスタム状態のレベルは、
例えば、出現率の低い演出が行われることによって上昇するように設定されている。なお
、演出カスタム状態のレベルは、遊技球が所定数打たれた場合や、所定の演出が実行され
た場合や、大当りに当選した場合にも上昇するように設定されていてもよい。
【０２２８】
　図１７（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、当該特図１変動遊技の当否判定結果が
はずれであったことを示す図柄組合せ「装飾２－装飾３－装飾４」が停止表示されている
。特図１第４図柄表示領域９３３には、はずれを報知する「－」の表示態様の第４図柄が
停止表示されている。なお、特図２第４図柄表示領域９３４には、直近の特図２変動遊技
の結果がはずれであったことを報知する「－」の表示態様の第４図柄が停止表示されてい
る。また、特図１保留数表示領域９３１には特図１の保留数が１であることを示す「１」
が表示され、特図２保留数表示領域９３２には特図２の保留数が０であることを示す「０
」が表示されている。特図１保留アイコン表示領域９５０には白色円形で表示されたデフ
ォルトの特図１保留アイコン９５１が表示されている。
【０２２９】
　図１７（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示し
ている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄
の変動表示が実行されている。特図１第４図柄表示領域９３３では第４図柄の変動表示が
実行されている。また、特図１保留数表示領域９３１では「０」が表示され、特図１の保
留数が１減少して特図１の保留数が０になったことが報知されている。
【０２３０】
　また、特図１の保留が１個減少し、特図１変動遊技が開始されると、装飾図柄表示装置
２０８の変動アイコン表示領域９４０および特図１保留アイコン表示領域９５０では、保
留・変動アイコン間の移動アニメーションが実行される。保留・変動アイコン間の移動ア
ニメーションでは、特図１保留アイコン表示領域９５０の第１領域に表示されていた特図
１保留アイコン９５１が、変動アイコン９４１となって、変動アイコン表示領域９４０に
移動する。図１７（ｂ）中の変動アイコン９４１の左上方に示す右向き矢印は、変動アイ
コン９４１の移動方向を表している。
【０２３１】
　図１７（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮
停止表示され、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが終了し、変動アイコン表示
領域９４０に変動アイコン９４１が表示された状態を示している。また、遊技球が特図１
始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域９３１では「１」が表示
され、特図１保留アイコン表示領域９５０の第１領域に白色円形で表示されたデフォルト
の特図１保留アイコン９５２が保留アイコンの増加アニメーションによって出現した状態
を示している。図１７（ｂ）中の特図１保留アイコン９５２の左方に示す上向き矢印は、
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特図１保留アイコン９５２の移動方向を表している。また、図１７（ｃ）では、装飾図柄
表示装置２０８のナビゲーションキャラクタ表示領域９７０に表示されている商人のキャ
ラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像が演出表示領域２０８ｄの左下部に表示開始
されている。当該吹き出し画像は、商人のキャラクタ画像ｈ１による予告に用いられる画
像である。
【０２３２】
　図１７（ｄ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、および右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。また、遊技球が特図
１始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域９３１では「２」が表
示され、特図１保留アイコン表示領域９５０の第２領域に黒色円形で表示された特図１保
留アイコン９５３が保留アイコンの増加アニメーションによって出現した状態を示してい
る。図１７（ｄ）中の特図１保留アイコン９５３の左方に示す上向き矢印は、特図１保留
アイコン９５３の移動方向を表している。また、商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表
す吹き出し画像内には「チャンス？」の文字列の画像が表示されリーチ演出に発展するこ
とを期待させる演出が実行されている。また、「保留変化」の文字列の画像を含む略四角
形の形状の保留変化画像ｈ２が、中図柄表示領域２０８ｂ、および右図柄表示領域２０８
ｃに表示された装飾図柄とオーバーラップして表示される。保留変化画像ｈ２は、表示中
の保留アイコンや変動アイコンの表示態様を変化させる先読み予告や当該変動の予告の演
出が実行されることを報知するために表示される画像である。本例では、保留変化画像ｈ
２により表示中の保留アイコンの表示態様が変化する変化アニメーションが実行されるこ
とが報知される。なお、保留変化画像ｈ２は、特図１の保留アイコンを変化させる場合に
のみ表示される表示であってもよいし、特図２の保留アイコンを変化させる場合にのみ表
示される表示であってもよいし、変動アイコンを変化させる場合にのみ表示される表示で
あってもよいし、特図１および特図２の保留アイコンを変化させる場合にのみ表示される
表示であってもよいし、特図２の保留アイコンおよび変動アイコンを変化させる場合にの
み出現する表示であってもよいし、特図１の保留アイコン、特図２の保留アイコン、およ
び変動アイコンを変化させる場合にのみ出現する表示であってもよい。
【０２３３】
　図１７（ｅ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
「装飾２－装飾４－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであること
が報知された状態を示している。また、変動アイコン表示領域９４０に表示されていた変
動アイコン９４１が下方に移動する消去アニメーションが表示され、変動アイコン９４１
が徐々に消去される。また、図１７（ｅ）では、特図１保留アイコン９５２の表示態様が
「白→黒」に変化する変化アニメーションが実行された状態を示している。当該変化アニ
メーションでは、保留変化画像ｈ２から特図１保留アイコン９５２に落雷する画像が表示
され、特図１保留アイコン９５１にオーバーラップしてエフェクト画像が表示される。当
該エフェクト画像は特図１保留アイコン９５２、９５３よりも前面側に表示され、当該エ
フェクト画像によって、特図１保留アイコン９５２の全体と特図１保留アイコン９５３の
一部が隠される。
【０２３４】
　図１７（ｆ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、当該特図１変動遊技の当否判定結果が
はずれであったことを示す図柄組合せ「装飾２－装飾３－装飾４」が停止表示されている
。また、図１７（ｆ）では、変化アニメーションが終了し、図１７（ｅ）で示した保留変
化画像ｈ２、エフェクト画像が消去され、特図１保留アイコン９５２の表示態様が白色円
形から黒色円形に変化している。
【０２３５】
　図１７（ｇ）は、最先の特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が実行されている。特図１第４図柄表示領域９３３では第４図柄の変動
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表示が実行されている。また、特図１保留数表示領域９３１では「１」が表示され、特図
１保留アイコン９５２が変動アイコンとなり、保留・変動アイコン間の移動アニメーショ
ン、特図１保留アイコン９５３の移動アニメーションが開始されている。また、図１７（
ｇ）では、装飾図柄表示装置２０８のナビゲーションキャラクタ表示領域９７０に表示さ
れている商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像が演出表示領域２０８ｄ
の左下部に表示開始されている。
【０２３６】
　図１７（ｈ）は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび特図１保留アイコ
ン９５３の移動アニメーションが終了した状態を示している。また、図１７（ｈ）では、
商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「殿～」の文字列の画像が
表示され、後述する殿のキャラクタ画像ｈ３が出現することを示唆する演出が実行されて
いる。殿のキャラクタ画像ｈ３は、図１６（ｂ）に示した「回転」の予告の演出（以下、
「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いられるキャラクタ画像である。
【０２３７】
　図１７（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮
停止表示された状態を示している。また、演出表示領域２０８ｄの右上部に殿のキャラク
タ画像ｈ３が表示され、殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画像内には「呼
んだ？」の文字列の画像が表示されている。また、商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを
表す吹き出し画像には「殿！」の文字列の画像が表示されている。
【０２３８】
　図１７（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、および右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、リーチ演出が開始された状態を示してい
る。また、商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス？」
の文字列の画像が表示され、その後に殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画
像内には「チャンス！」の文字列の画像が表示されている。殿のキャラクタ画像ｈ３のセ
リフを表す「チャンス！」の文字列の画像が表示されることで、回転表示予告演出が実行
されることが示唆される。
【０２３９】
　図１７（ｋ）は、装飾図柄表示装置２０８に表示された全ての画像（以下、本実施例に
おいて、「回転対象画像」と称する場合がある。）が、装飾図柄表示装置２０８の画像表
示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに４５°回転した状態を示して
いる。また、図１７（ｋ）では、回転対象画像の縦横比が変化して表示される。ここで、
反時計回りに４５°回転した回転対象画像の縦横比は、水平方向から反時計回りに４５°
回転した方向に横軸を取り、当該横軸に直交する方向に縦軸を取った場合の縦横比である
。以下同様に、回転後の回転対象画像の縦横比は、水平方向から反時計回りに回転した方
向に横軸を取り、当該横軸に直交する方向に縦軸を取った場合の縦横比である。例えば、
回転対象画像が遊技者から見て反時計回りに９０°回転した場合の回転対象画像の縦横比
は、回転対象画像を遊技者から見て時計回りに９０°回転した状態の回転対象画像の縦の
長さと横の長さの比のことを示している。また、特図１第４図柄表示領域９３３に表示さ
れた第４図柄、および中図柄表示領域２０８ｂの装飾図柄の変動表示は、回転表示予告演
出の実行中においても実行されている。
【０２４０】
　図１７（ｊ）に示す回転前の回転対象画像は、縦横比９：１６（装飾図柄表示装置２０
８の画面の縦横比）の画面に合わせた縦横比で表示されているのに対して、図１７（ｋ）
に示す回転対象画像は、縦横比７：５の画面に合わせた縦横比で表示されている。また、
殿のキャラクタ画像ｈ３の一部や右図柄表示領域２０８ｃに表示されていた「装飾３」の
一部やナビゲーションキャラクタ表示領域９７０の一部が、装飾図柄表示装置２０８から
見切れるように表示される。また、特図１第４図柄表示領域９３３に表示された第４図柄
、および中図柄表示領域２０８ｂの装飾図柄の変動表示は、回転表示予告演出の実行中に
おいても実行されている。



(52) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【０２４１】
　図１７（ｌ）は、回転対象画像が図１７（ｋ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計９０°回転）した状態
を示している。また、回転対象画像は、縦横比１：１の画面に合わせた縦横比で表示され
ている。また、図１７（ｌ）では、回転対象画像は見切れずに全体が表示される。
【０２４２】
　図１７（ｍ）は、回転対象画像が図１７（ｌ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに９０°回転（合計１８０°回転）した状
態を示している。また、回転対象画像の縦横比は、回転前の回転対象画像の縦横比に変化
している。
【０２４３】
　図１７（ｎ）は、回転対象画像が図１７（ｍ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計２２５°回転）した状
態を示している。回転対象画像は、縦横比７：５の画面に合わせた縦横比で表示されてい
る。また、図１７（ｎ）では、回転表示予告演出の実行中に保留変化画像ｈ２が、回転対
象画像として、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃに表示された装飾図柄
、および殿のキャラクタ画像ｈ３にオーバーラップして表示される。図１７（ｎ）に表示
されている保留変化画像ｈ２は、変動アイコンの表示態様を変化させる当該変動の予告の
演出に用いられる画像である。また、殿のキャラクタ画像ｈ３の一部や右図柄表示領域２
０８ｃに表示されていた「装飾３」の一部やナビゲーションキャラクタ表示領域９７０の
一部が、装飾図柄表示装置２０８から見切れるように表示される。
【０２４４】
　図１７（ｏ）は、回転対象画像が図１７（ｎ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計２７０°回転）した状
態を示している。回転対象画像は、縦横比１：１の画面に合わせた縦横比で表示されてい
る。また、図１７（ｏ）においては、回転対象画像は見切れていない。また、図１７（ｏ
）は、変動アイコンの表示態様を変化させる演出が実行された状態を示している。当該演
出では、保留変化画像ｈ２から雷が発生し、黒色円形で表示された変動アイコンに落雷す
るアニメーションが実行されている。落雷した変動アイコンは、エフェクト画像とオーバ
ーラップすることで、当該エフェクト画像によって変動アイコンの全体が隠されている。
また、図１７（ｏ）は、遊技球が特図１始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１
保留数表示領域９３１では「２」が表示され、特図１保留アイコン表示領域９５０の第２
領域に黒色円形で表示された特図１保留アイコン９５４が保留アイコンの増加アニメーシ
ョンによって出現した状態を示している。
【０２４５】
　図１７（ｐ）は、回転対象画像が図１７（ｏ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計３１５°回転）した状
態を示している。回転対象画像は、縦横比７：５の画面に合わせた縦横比で表示されてい
る。また、図１７（ｏ）で示した保留変化画像ｈ２、および変動アイコン９４１の全体と
オーバーラップして表示されたエフェクト画像が消去され、円の中に「熱」の文字が描か
れた態様の変動アイコンが表示されている。次いで、図１７（ｑ）は、回転対象画像が図
１７（ｐ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中心を回転中心として反
時計回りに４５°回転（合計３６０°回転）し、回転対象画像が一回転して元の表示状態
に戻った状態を示している。また、回転対象画像の縦横比は、回転前の元の縦横比に戻っ
ている。次いで、図１７（ｒ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾２－装飾３」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がは
ずれであることが報知された状態を示している。また、変動アイコン表示領域９４０に表
示されていた変動アイコンが下方に移動することで、変動アイコンを消去する消去アニメ
ーションが実行されている。図１７（ｒ）中の変動アイコンの左上方に示す下向き矢印は
、変動アイコンの移動方向を表している。



(53) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【０２４６】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、回転対象画像の回転表示を行う場合にお
いて、回転対象画像の縦横比が変化する場合がある。回転対象画像にはキャラクタ画像が
用いられる場合があり、キャラクタ画像の縦横比が変化することによってキャラクタ画像
の存在感が高められ、遊技者に強い印象を与えることができる場合がある。また、本実施
例における回転表示予告演出では、回転対象画像は１回転（３６０°回転）しているが、
回転対象画像が１回転以上回転してもよい。例えば、回転対象画像の回転数が多いほど、
大当り信頼度が高くなるように設定されていてもよい。
【０２４７】
　回転対象画像の縦横比は、回転対象画像の回転角度に関連して変化する場合があっても
よい。例えば、第１副制御部のＣＰＵ４０４が、回転対象画像の回転角度を変数とした所
定の関数を用いて回転対象画像の縦横比を決定し、当該縦横比に基づいてＲＯＭ４０６に
記憶された画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示画像を生成する
場合があってもよい。また、回転対象画像の縦横比はランダムに変化する場合があっても
よい。例えば、第１副制御部のＣＰＵ４０４が乱数を用いて回転対象画像の縦横比を決定
し、当該縦横比に基づいてＲＯＭ４０６に記憶された画像データからＶＲＡＭ４３６のワ
ークエリアを使用して表示画像を生成する場合があってもよい。また、回転対象画像の縦
横比の変化によっては回転対象画像の表示面積が拡大したり縮小したりする場合があって
もよいし、回転対象画像の表示面積を一定にするように回転対象画像の縦横比が変化する
場合があってもよい。
【０２４８】
　本実施例では、回転対象画像は、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中心を回転
中心としているが、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の任意の位置を回転中心とす
る場合があってもよい。また、回転対象画像は、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域
の中心を通る直線を回転軸として回転させてもよいし、装飾図柄表示装置２０８の画像表
示領域の任意の位置を通る直線を回転軸として回転させてもよい。また、本実施例では、
回転対象画像内の各画像の回転する角速度は一定であるが、回転中心からの距離に応じて
各画像の回転の角速度を異ならせてもよい。例えば、回転中心からの距離が遠いほど、各
画像の回転の角速度を遅くさせてもよい。この場合は、遊技者に回転対象画像が見た目以
上に速く回転しているような印象を与えることができる場合がある。また、本実施例では
、実行中の図柄変動表示の予告としての回転表示予告演出の最中に変動アイコンを変化す
る演出が行われている。このため、これらの演出が同時に行われることで実行中の特図変
動遊技に対する期待を相乗的に高めることができる場合がある。
【０２４９】
（実施例２）
　本実施の形態の実施例２の演出例について図１８を用いて説明する。図１８（ａ）～（
ｒ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。図１８（ａ）は、特図１変動遊技
が終了した状態を示し、図１７（ａ）に示す状態と同じ状態を示している。次いで、図１
８（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示し、図１
７（ｂ）と同じ状態を示している。次いで、図１８（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８の
左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、特図１保留アイコン９５１の移
動アニメーションが終了し、変動アイコン表示領域９４０に変動アイコン９４１が表示さ
れた状態を示している。また、遊技球が特図１始動口２３０に入球したことに基づいて、
特図１保留数表示領域９３１では「１」が表示され、特図１保留アイコン表示領域９５０
の第１領域に黒色円形で表示された特図１保留アイコン９５２が保留アイコンの増加アニ
メーションによって出現した状態を示している。また、図１８（ｃ）は、装飾図柄表示装
置２０８のナビゲーションキャラクタ表示領域９７０に表示されている商人のキャラクタ
画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像が演出表示領域２０８ｄの左下部に表示された直後
の状態を示している。
【０２５０】
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　図１８（ｄ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、および右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。また、遊技球が特図
１始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域９３１では「２」が表
示され、特図１保留アイコン表示領域９５０の第２領域に黒色円形で表示された特図１保
留アイコン９５３が保留アイコンの増加アニメーションによって出現した状態を示してい
る。また、商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス？」
の文字列の画像が表示されている。
【０２５１】
　図１８（ｅ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
「装飾２－装飾４－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであること
が報知された状態を示している。次いで、図１８（ｆ）は、特図１変動遊技が終了した状
態を示し、図１７（ｆ）と同じ状態を示している。次いで、図１８（ｇ）は、最先の特図
１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示し図１７（ｇ）と同じ状態
を示している。次いで、図１８（ｈ）は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションお
よび特図１保留アイコン９５３の移動アニメーションが終了した状態を示し、図１７（ｈ
）と同じ状態を示している。次いで、図１８（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され殿のキャラクタ画像ｈ３が表示された状
態を示し、図１７（ｉ）と同じ状態を示している。
【０２５２】
　図１８（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、および右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、リーチ演出が開始された状態を示してい
る。また、商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス？」
の文字列の画像が表示され、その後に殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画
像内には「チャンス！」の文字列の画像が表示されている。殿のキャラクタ画像ｈ３のセ
リフを表す「チャンス！」の文字列の画像が表示されることで、回転表示予告演出が実行
されることが示唆される。
【０２５３】
　図１８（ｋ）は、装飾図柄表示装置２０８に表示された装飾図柄、保留変化画像ｈ２、
殿のキャラクタ画像ｈ３、殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画像、装飾枠
ｆ２、および装飾枠ｆ２内に表示された画像（保留アイコン、変動アイコン、商人のキャ
ラクタ画像ｈ１等）、および商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像（以
下、本実施例において、「回転対象画像」と称する場合がある。）が、装飾図柄表示装置
２０８の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに４５°回転し
た状態を示している。また、本実施例の回転表示予告演出では、本実施の形態の実施例１
で示した回転表示予告演出と異なり、装飾枠ｆ１、および装飾枠ｆ１内に表示された画像
（保留数表示、第４図柄の画像）（以下、本実施例において、これらの画像を「非回転対
象画像」と称する場合がある。）の回転表示が実行されず、非回転対象画像の縦横比が変
化しない。また、非回転対象画像は回転対象画像よりも優先して表示される。なお、回転
対象画像が非回転対象画像より優先して表示される場合があってもよいし、回転対象画像
のうちの一部の画像のみが非回転対象画像より優先して表示される場合があってもよいし
、非回転対象画像のうちの一部の画像のみが回転対象画像よりも優先して表示される場合
があってもよい。
【０２５４】
　回転前の回転対象画像は、縦横比９：１６（装飾図柄表示装置２０８の画面の縦横比）
の画面に合わせた縦横比で表示されているのに対して、図１８（ｋ）に示す回転対象画像
は、縦横比７：５の画面に合わせた縦横比で表示されている。また、殿のキャラクタ画像
ｈ３の一部や右図柄表示領域２０８ｃに表示されていた「装飾３」の一部やナビゲーショ
ンキャラクタ表示領域９７０の一部が、装飾図柄表示装置２０８から見切れるように表示
される。また、特図１第４図柄表示領域９３３に表示された第４図柄、および中図柄表示
領域２０８ｂの装飾図柄の変動表示は、回転表示予告演出の実行中においても実行されて
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いる。
【０２５５】
　図１８（ｌ）は、回転対象画像が図１８（ｋ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計９０°回転）した状態
を示している。また、回転対象画像は、縦横比１：１の画面に合わせた縦横比で表示され
ている。また、図１８（ｌ）では、回転対象画像は見切れずに全体が表示される。
【０２５６】
　図１８（ｍ）は、回転対象画像が図１８（ｌ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに９０°回転（合計１８０°回転）した状
態を示している。また、回転対象画像の縦横比は、回転前の回転対象画像の縦横比に変化
している。また、装飾枠ｆ１が装飾枠ｆ２にオーバーラップして表示される。装飾枠ｆ１
が装飾枠ｆ２よりも前面側に表示されており、装飾枠ｆ１は装飾枠ｆ２よりも優先して表
示される。
【０２５７】
　図１８（ｎ）は、回転対象画像が図１８（ｍ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計２２５°回転）した状
態を示している。回転対象画像は、縦横比７：５の画面に合わせた縦横比で表示されてい
る。また、図１８（ｎ）では、回転表示予告演出の実行中に保留変化画像ｈ２が、回転対
象画像として、中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃに表示された装飾図柄
、および殿のキャラクタ画像ｈ３にオーバーラップして表示される。図１８（ｎ）に表示
されている保留変化画像ｈ２は、変動アイコンの表示態様を変化させる当該変動の予告の
演出に用いられる画像である。また、殿のキャラクタ画像ｈ３の一部や右図柄表示領域２
０８ｃに表示されていた「装飾３」の一部やナビゲーションキャラクタ表示領域９７０の
一部が、装飾図柄表示装置２０８から見切れるように表示される。
【０２５８】
　図１８（ｏ）は、回転対象画像が図１８（ｎ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計２７０°回転）した状
態を示している。回転対象画像は、縦横比１：１の画面に合わせた縦横比で表示されてい
る。また、図１８（ｏ）においては、回転対象画像は見切れていない。また、図１８（ｏ
）は、変動アイコンの表示態様を変化させる演出が実行された状態を示している。当該演
出では、保留変化画像ｈ２から雷が発生し、黒色円形で表示された変動アイコンに落雷す
るアニメーションが実行されている。落雷した変動アイコンは、エフェクト画像とオーバ
ーラップすることで、当該エフェクト画像によって変動アイコンの全体が隠されている。
また、図１８（ｏ）は、遊技球が特図１始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１
保留数表示領域９３１では「２」が表示され、特図１保留アイコン表示領域９５０の第２
領域に黒色円形で表示された特図１保留アイコン９５４が保留アイコンの増加アニメーシ
ョンによって出現した状態を示している。
【０２５９】
　図１８（ｐ）は、回転対象画像が図１８（ｏ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計３１５°回転）した状
態を示している。回転対象画像は、縦横比７：５の画面に合わせた縦横比で表示されてい
る。また、図１８（ｏ）で示した保留変化画像ｈ２、および変動アイコンの全体とオーバ
ーラップして表示されたエフェクト画像が消去され、円の中に「熱」の文字が描かれた態
様の変動アイコンが表示されている。次いで、図１８（ｑ）は、回転対象画像が図１８（
ｐ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中心を回転中心として反時計回
りに４５°回転（合計３６０°回転）し、回転対象画像が一回転して元の表示状態に戻っ
た状態を示している。また、回転対象画像の縦横比は、回転前の元の縦横比に戻っている
。次いで、図１８（ｒ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２
０８ｃに「装飾３－装飾２－装飾３」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれで
あることが報知された状態を示している。また、変動アイコン表示領域９４０に表示され



(56) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

ていた変動アイコンが下方に移動することで、変動アイコン９４１を消去する消去アニメ
ーションが実行されている。
【０２６０】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、回転対象画像の回転表示を行う場合にお
いて、非回転対象画像は回転しない。非回転対象画像には、第４図柄表示領域に表示され
た第４図柄や保留数表示領域に表示された保留数表示が用いられる。このため、遊技者に
とって重要な情報を報知する画像を回転させないようにしている。
【０２６１】
（実施例３）
　本実施の形態の実施例３の演出例について図１９を用いて説明する。図１９（ａ）～（
ｒ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。図１９（ａ）～（ｈ）は、図１８
（ａ）～（ｈ）と同じ状態を示している。次いで、図１９（ｉ）は、演出表示領域２０８
ｄの右下部に殿のキャラクタ画像ｈ３が表示されている。殿のキャラクタ画像ｈ３と装飾
枠ｆ２とがオーバーラップして表示され、殿のキャラクタ画像ｈ３の一部（あごの部分）
が装飾枠ｆ２によって隠されている。また、図１９（ｉ）は、図１８（ｉ）と殿のキャラ
クタ画像ｈ３および殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画像の表示位置が異
なることを除けば同じ状態を示している。次いで、図１９（ｊ）は、図１８（ｊ）と殿の
キャラクタ画像ｈ３および殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画像の表示位
置が異なることを除けば同じ状態を示している。
【０２６２】
　図１９（ｋ）は、装飾図柄表示装置２０８に表示された装飾図柄、殿のキャラクタ画像
ｈ３、および殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画像（以下、本実施例にお
いて、これらの画像を「回転対象画像」と称する場合がある。）が、装飾図柄表示装置２
０８の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに４５°回転した
状態を示している。また、本実施例の回転表示予告演出では、上記実施例１で示した回転
表示予告演出と異なり、装飾枠ｆ１、装飾枠ｆ１内に表示された画像、装飾枠ｆ２、装飾
枠ｆ２内に表示された画像、および爺のキャラクタのセリフを表す吹き出し画像（以下、
本例において、これらの画像を「非回転対象画像」と称する場合がある。）の回転表示が
実行されず、非回転対象画像の縦横比が変化しない。また、非回転対象画像は回転対象画
像よりも優先して表示される。なお、回転対象画像が非回転対象画像より優先して表示さ
れる場合があってもよいし、回転対象画像のうちの一部の画像のみが非回転対象画像より
優先して表示される場合があってもよいし、非回転対象画像のうちの一部の画像のみが回
転対象画像よりも優先して表示される場合があってもよい。
【０２６３】
　図１９（ｋ）では、回転対象画像の縦横比を変化して表示している。回転前の回転対象
画像は、縦横比９：１６（装飾図柄表示装置２０８の画面の縦横比）の画面に合わせた縦
横比で表示されているのに対して、図１９（ｋ）に示す回転対象画像の縦横比は、縦横比
３：４の画面に合わせた縦横比に変化している。また、殿のキャラクタ画像ｈ３は、隠さ
れていたあごの部分が表示されている。また、左図柄表示領域２０８ａに表示された「装
飾３」の一部が、装飾図柄表示装置２０８において見切れている。次いで、図１９（ｌ）
は、回転対象画像が図１９（ｋ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中
心を回転中心として反時計回りに４５°回転した状態を示している。回転対象画像の縦横
比は、縦横比１：１の画面に合わせた縦横比に変化している。次いで、図１９（ｍ）は、
回転対象画像が図１９（ｌ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中心を
回転中心として反時計回りに９０°回転した状態を示している。また、回転対象画像の縦
横比は、回転前の回転対象画像の縦横比に変化している。次いで、図１９（ｎ）は、回転
対象画像が図１９（ｍ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中心を回転
中心として反時計回りに４５°回転した状態を示している。回転対象画像の縦横比は、縦
横比３：４の画面に合わせた縦横比に変化している。また、図１９（ｎ）は、回転表示予
告演出の実行中に保留変化画像ｈ２が、回転対象画像として、中図柄表示領域２０８ｂ、
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右図柄表示領域２０８ｃに表示された装飾図柄、および殿のキャラクタ画像ｈ３にオーバ
ーラップして表示される。図１９（ｎ）に表示されている保留変化画像ｈ２は、変動アイ
コンの表示態様を変化させる当該変動の予告の演出に用いられる画像である。
【０２６４】
　図１９（ｏ）は、回転対象画像が図１９（ｎ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転した状態を示している。回転
対象画像の縦横比は、縦横比１：１の画面に合わせた縦横比に変化している。また、図１
９（ｏ）は、変動アイコンの表示態様を変化させる演出（変動アイコンの変化アニメーシ
ョン）が実行された状態を示している。本実施例での当該演出では、保留変化画像ｈ２か
ら発生した雷は、変更対象の変動アイコンとは異なる位置に落ちるように表示される。ま
た、非回転対象画像の変動アイコンは、保留変化画像ｈ２から雷が発生してエフェクト画
像が表示されたタイミングで、黒色円形から円の中に「熱」の文字が描かれた態様に変化
している。本実施例では、変化する変動アイコンがエフェクト画像で隠されないので、変
化する変動アイコンがエフェクト画像で隠される場合よりも変化後の変動アイコンが早く
視認可能となる。
【０２６５】
　図１９（ｐ）は、回転対象画像が図１９（ｏ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転した状態を示している。回転
対象画像の縦横比は、縦横比３：４の画面に合わせた縦横比に変化している。保留変化画
像ｈ２、雷画像、およびエフェクト画像が消去されている。次いで、図１９（ｑ）は、回
転対象画像が図１９（ｐ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中心を回
転中心として反時計回りに４５°回転し元に戻った状態を示している。また、回転対象画
像の縦横比は、元の縦横比に戻っている。次いで、図１９（ｒ）は、装飾図柄表示装置２
０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾２－装飾３」が停止表示
され、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知された状態を示している。また、
変動アイコン表示領域９４０に表示されていた変動アイコンが下方に移動することで、変
動アイコンを消去する消去アニメーションが実行されている。
【０２６６】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、回転対象画像の回転表示を行う場合にお
いて、非回転対象画像は回転しない。非回転対象画像には、第４図柄表示領域に表示され
た第４図柄、保留数表示領域に表示された保留数表示、保留アイコン、および変動アイコ
ン等の画像が用いられる。このため、遊技者にとって重要な情報を報知する画像を回転さ
せないようにしている。
【０２６７】
（実施例４）
　本実施の形態の実施例４の演出例について図２０を用いて説明する。図２０（ａ）～（
ｒ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。図２０（ａ）～（ｉ）は、図１９
（ａ）～（ｉ）と同じ状態を示している。
【０２６８】
　図２０（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、および右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、リーチ演出が開始された状態を示してい
る。また、商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス？」
の文字列の画像が表示され、その後に殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画
像内には「チャンス！」の文字列の画像が表示されている。殿のキャラクタ画像ｈ３のセ
リフを表す「チャンス！」の文字列の画像が表示されることで、回転表示予告演出が実行
されることが示唆される。また、図２０（ｊ）は、装飾枠ｆ２、装飾枠ｆ２内に表示され
た画像（保留アイコン、変動アイコン、商人のキャラクタ画像ｈ１等）、および商人のキ
ャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像が消去されている。
【０２６９】
　図２０（ｋ）は、装飾図柄表示装置２０８に表示された装飾図柄、保留変化画像ｈ２、
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殿のキャラクタ画像ｈ３、および殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画像（
以下、本実施例において、「回転対象画像」と称する場合がある。）が、装飾図柄表示装
置２０８の画像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに４５°回転
した状態を示している。また、本実施例の回転表示予告演出では、本実施の形態の実施例
１で示した回転表示予告演出と異なり、装飾枠ｆ１および装飾枠ｆ１内に表示された画像
（以下、本例において、これらの画像を「非回転対象画像」と称する場合がある。）の回
転表示が実行されず、非回転対象画像の縦横比が変化しない。また、非回転対象画像は回
転対象画像よりも優先して表示される。なお、回転対象画像が非回転対象画像より優先し
て表示される場合があってもよいし、回転対象画像のうちの一部の画像のみが非回転対象
画像より優先して表示される場合があってもよいし、非回転対象画像のうちの一部の画像
のみが回転対象画像よりも優先して表示される場合があってもよい。また、図２０（ｋ）
では、回転対象画像の縦横比を変化して表示されている。回転前の回転対象画像は、縦横
比９：１６（装飾図柄表示装置２０８の画面の縦横比）の画面に合わせた縦横比で表示さ
れているのに対して、図２０（ｋ）に示す回転対象画像の縦横比は、縦横比３：４の画面
の縦横比に合わせて変化している。
【０２７０】
　図２０（ｌ）は、回転対象画像が図２０（ｋ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計９０°回転）した状態
を示している。回転対象画像の縦横比は、縦横比１：１の画面に合わせた縦横比に変化し
ている。次いで、図２０（ｍ）は、回転対象画像が図２０（ｌ）の状態から装飾図柄表示
装置２０８の画像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに９０°回転（合計１８０
°回転）した状態を示している。また、回転対象画像の縦横比は、回転前の回転対象画像
の縦横比に変化している。また、装飾枠ｆ１は装飾図柄よりも前面側に表示されており、
装飾枠ｆ１は装飾図柄よりも優先して表示される。次いで、図２０（ｎ）は、回転対象画
像が図２０（ｍ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中心を回転中心と
して反時計回りに４５°回転（合計２２５°回転）した状態を示している。回転対象画像
の縦横比は、縦横比３：４の画面に合わせた縦横比に変化している。また、図２０（ｎ）
は、回転表示予告演出の実行中に保留変化画像ｈ２が回転対象画像として表示され、保留
変化画像ｈ２ｇは中図柄表示領域２０８ｂ、右図柄表示領域２０８ｃに表示された装飾図
柄、および殿のキャラクタ画像ｈ３にオーバーラップして表示される。図２０（ｎ）に表
示されている保留変化画像ｈ２は、変動アイコンの表示態様を変化させる当該変動の予告
の演出に用いられる画像である。
【０２７１】
　図２０（ｏ）は、回転対象画像が図２０（ｎ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計２７０°回転）した状
態を示している。回転対象画像の縦横比は、縦横比１：１の画面に合わせた縦横比に変化
している。また、図２０（ｏ）は、変動アイコンの表示態様を変化させる演出が実行され
た状態を示している。当該演出は、本実施の形態の上記実施例１、および上記実施例２に
おける回転表示予告演出中の変動アイコンの表示態様を変化させる演出とは異なり、保留
変化画像ｈ２から発生した雷は、変更対象の変動アイコンには落ちないように表示される
。また、非回転対象画像の変動アイコンは、保留変化画像ｈ２から雷が発生してエフェク
ト画像が表示されたタイミングで、回転表示予告演出実行前の変動アイコン表示領域９４
０の位置に円の中に「熱」の文字が描かれた態様の変動アイコン９４２が、一時的に、保
留変化画像ｈ２および「装飾３」とオーバーラップして、保留変化画像ｈ２および「装飾
３」より優先して手前側に表示されている。このため、遊技者は変動アイコンが変化した
ことを一時的に確認することができる。
【０２７２】
　図２０（ｐ）は、回転対象画像が図２０（ｏ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計３１５°回転）した状
態を示している。回転対象画像の縦横比は、縦横比３：４の画面に合わせた縦横比に変化
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している。また、保留変化画像ｈ２、雷画像、エフェクト画像、および変動アイコン９４
１が消去されている。次いで、図２０（ｑ）は、回転対象画像が図１９（ｐ）の状態から
装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転
（合計３６０°回転）し元に戻った状態を示している。回転対象画像の縦横比は、元の縦
横比に戻っている。また、消去されていた装飾枠ｆ２、装飾枠ｆ２内に表示された画像（
保留アイコン、変動アイコン、商人のキャラクタ画像ｈ１等）、および商人のキャラクタ
画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像が表示されている。次いで、図２０（ｒ）は、装飾
図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾２－装飾
３」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知された状態を示し
ている。また、変動アイコン表示領域９４０に表示されていた変動アイコンが下方に移動
することで、変動アイコンを消去する消去アニメーションが実行されている。
【０２７３】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、回転対象画像の回転表示を行う場合にお
いて、遊技者にとって重要な情報である保留アイコン、および変動アイコン等の画像をあ
えて表示しないようにすることで、遊技者に回転対象画像の回転表示に注目させることが
できる場合がある。また、本実施例の回転表示予告演出では、変動アイコンが表示されて
いないにも関わらず、変動アイコンを変化させる演出が行われている。このため、遊技者
に思いがけない驚きを与えることができる場合がある。また、変動アイコンを変化させる
演出中に一時的に変化した変動アイコンのみを表示させることで、遊技者の期待感を満足
させることができる場合がある。また、変動アイコンは、回転対象画像の回転表示が終了
するまでは、一時的であっても表示されない場合があってもよい。この場合は、変動アイ
コンの変化アニメーションが終了してから変動アイコンが表示されるまでに所定の時間を
要するため、遊技者の期待感を増幅させることができる場合がある。また、本実施例の回
転表示予告演出では、保留アイコンが表示されていないにも関わらず、保留アイコンを変
化させる演出が行われる場合があってもよい。
【０２７４】
（実施例５）
　本実施の形態の実施例５の演出例について図２１を用いて説明する。図２１（ａ）～（
ｌ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。また、本実施例および後述する実
施例６～９に用いられるパチンコ機１００は、演出用可動体２２５に搭載されたサブ表示
装置２０９を有している。演出用可動体２２５は、不図示の駆動系により、装飾図柄表示
装置２０８の前方で装飾図柄表示装置２０８の表示画面にほぼ平行な平面内で２次元的に
上下移動および回転動作することができる。なお、演出可動体２２５は、３次元的に動作
できるようになっていてもよい。また、サブ表示装置２０９は、装飾図柄ならびに演出に
用いる様々な表示を行うための表示装置であり、本実施の形態では液晶表示装置（Ｌｉｑ
ｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）によって構成する。なお、サブ表示装置２０
９として液晶表示装置を採用しているが、液晶表示装置でなくとも、種々の演出や種々の
遊技情報を表示可能に構成されていればよく、例えば、ドットマトリクス表示装置、７セ
グメント表示装置、有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リ
ール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示装置、プラズマディスプレイ、プロジェクタを
含む他の表示デバイスを採用してもよい。また、サブ表示装置２０９は、装飾図柄表示装
置２０８と同様に第１副制御部４００によって制御される。なお、サブ表示装置２０９は
第２副制御部５００によって制御されてもよい。
【０２７５】
　図２１（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、当該特図１変動遊技の当否判定結果が
はずれであったことを示す図柄組合せ「装飾２－装飾３－装飾４」が停止表示されている
。特図１第４図柄表示領域９３３および特図２第４図柄表示領域９３４には、はずれを報
知する表示態様の第４図柄が停止表示されている。また、特図１保留数表示領域９３１に
は特図１の保留数が１であることを示す「１」が表示され、特図２保留数表示領域９３２
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には特図２の保留数が０であることを示す「０」が表示されている。特図１保留アイコン
表示領域９５０には白色円形で表示されたデフォルトの特図１保留アイコン９５１が表示
されている。また、図２１（ａ）は、サブ表示装置２０９が、装飾図柄表示装置２０８の
中央上部の前方の位置に位置している状態を示している。図２１（ａ）に示す状態におい
て、サブ表示装置２０９（演出可動体２２５）が初期位置に位置している。
【０２７６】
　図２１（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示し
ている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄
の変動表示が実行されている。特図１第４図柄表示領域９３３では第４図柄の変動表示が
実行されている。また、特図１保留数表示領域９３１では「０」が表示され、特図１の保
留数が１減少して特図１の保留数が０になったことが報知されている。また、特図１の保
留が１個減少し、特図１変動遊技が開始されると、装飾図柄表示装置２０８の変動アイコ
ン表示領域９４０および特図１保留アイコン表示領域９５０では、保留・変動アイコン間
の移動アニメーションが実行される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、
特図１保留アイコン表示領域９５０の第１領域に表示されていた特図１保留アイコン９５
１が、変動アイコン９４１となって、変動アイコン表示領域９４０に移動する。このよう
に、図２１（ｂ）では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが実行されている。
【０２７７】
　図２１（ｃ）は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが終了し、変動アイコン
表示領域９４０に変動アイコン９４１が表示された状態を示している。また、図２１（ｃ
）は、サブ表示装置２０９の演出表示領域２０９ａに殿のキャラクタ画像ｈ３が表示され
た状態を示している。本例において殿のキャラクタ画像ｈ３は、図１６（ｂ）に示した「
回転」の予告の演出（以下、「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いられる
キャラクタ画像である。
【０２７８】
　図２１（ｄ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示している
。本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置２０９において殿のキャラクタ画像ｈ
３の回転表示が実行される。図２１（ｄ）では、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領
域２０８ａ、および右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示し
ている。また、サブ表示装置２０９に表示された殿のキャラクタ画像ｈ３（以下、本例に
おいて、「回転対象画像」と称する場合がある。）が、サブ表示装置２０９の画像表示領
域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転した状態を示している。また、図２１
（ｄ）では、回転対象画像は、画像の縦横比が変化して表示している。回転前の回転対象
画像は、縦横比９：１６（サブ表示装置２０９の画面の縦横比）の画面に合わせた縦横比
で表示されているのに対して、図２１（ｄ）に示す回転対象画像の縦横比は、縦横比７：
５の画面に合わせた縦横比に変化している。次いで、図２１（ｅ）は、回転対象画像が図
２１（ｄ）の状態からサブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中心として反時計
回りに４５°回転（合計９０°回転）した状態を示している。また、回転対象画像の縦横
比は、縦横比１：１の画面に合わせた縦横比に変化している。次いで、図２１（ｆ）は、
回転対象画像が図２１（ｅ）の状態かサブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中
心として反時計回りに４５°回転（合計１３５°回転）した状態を示している。また、回
転対象画像の縦横比は、縦横比７：５の画面に合わせた縦横比に変化している。
【０２７９】
　図２１（ｇ）は、回転対象画像が図２１（ｆ）の状態からサブ表示装置２０９の画像表
示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計１８０°回転）した状態を
示している。また、回転対象画像の縦横比は、回転前の回転対象画像の縦横比に変化して
いる。次いで、図２１（ｈ）は、回転対象画像が図２１（ｇ）の状態からサブ表示装置２
０９の画像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計２２５°回転
）した状態を示している。また、回転対象画像の縦横比は、縦横比７：５の画面に合わせ
た縦横比に変化している。次いで、図２１（ｉ）は、回転対象画像が図２１（ｈ）の状態
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からササブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回
転（合計２７０°回転）した状態を示している。また、回転対象画像の縦横比は、縦横比
１：１の画面に合わせた縦横比に変化している。次いで、図２１（ｊ）は、回転対象画像
が図２１（ｅ）の状態からサブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中心として反
時計回りに４５°回転（合計３１５°回転）した状態を示している。また、回転対象画像
の縦横比は、縦横比７：５の画面に合わせた縦横比に変化している。次いで、図２１（ｋ
）は、回転対象画像が図２１（ｊ）の状態からサブ表示装置２０９の画像表示領域の中心
を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計３６０°回転）し元に戻った状態を示し
ている。また、回転対象画像の縦横比は、回転前の元の縦横比に戻っている。次いで、図
２１（ｌ）は、サブ表示装置２０９の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２
－装飾４－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知さ
れた状態を示している。また、変動アイコン表示領域９４０に表示されていた変動アイコ
ン９４１が下方に移動することで、変動アイコン９４１を消去する消去アニメーションが
実行されている。
【０２８０】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置２０９に表示されている回
転対象画像の回転表示を行う場合において、回転対象画像の縦横比が変化する場合がある
。回転対象画像にはキャラクタ画像が用いられている。キャラクタ画像の縦横比が変化す
ることによってキャラクタ画像の存在感が高められ、遊技者にインパクトを与えることが
できる場合がある。また、本実施例における回転表示予告演出では、回転対象画像は１回
転（３６０°）しているが、１回転以上回転する構成であってもよい。例えば、回転対象
画像の回転数が多いほど、大当り信頼度が高くなる構成であってもよい。
【０２８１】
　また、回転対象画像の縦横比は、回転対象画像の回転角度に関連して変化する場合があ
ってもよい。例えば、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が、回転対象画像の回転角度を
変数とした所定の関数を用いて回転対象画像の縦横比を決定し、当該縦横比に基づいてＲ
ＯＭ４０６に記憶された画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示画
像を生成する場合があってもよい。また、回転対象画像の縦横比はランダムに変化する場
合があってもよい。例えば、第１副制御部４００のＣＰＵ４０４が乱数を用いて回転対象
画像の縦横比を決定し、当該縦横比に基づいてＲＯＭ４０６に記憶された画像データから
ＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示画像を生成する場合があってもよい。また
、回転対象画像の縦横比の変化によっては回転対象画像の表示面積が拡大したり縮小した
りする場合があってもよいし、回転対象画像の表示面積を一定にするように回転対象画像
の縦横比が変化する場合があってもよい。
【０２８２】
　また、本実施例では、回転対象画像は、サブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回
転中心としているが、サブ表示装置２０９の画像表示領域の任意の位置を回転中心とする
場合があってもよい。また、回転対象画像は、サブ表示装置２０９の画像表示領域の中心
を通る直線を回転軸として回転する場合があってもよいし、サブ表示装置２０９の画像表
示領域の任意の位置を通る直線を回転軸として回転する場合があってもよい。
【０２８３】
　また、本実施例では、回転対象画像の回転する角速度は一定であるが、回転中心からの
距離に応じて回転対象画像の回転の角速度を異ならせる構成であってもよい。例えば、回
転中心からの距離が遠いほど、回転対象画像の回転の角速度を遅くさせてもよい。この場
合は、遊技者に回転対象画像が見た目以上に速く回転しているような錯覚を与えることが
できる場合がある。
【０２８４】
（実施例６）
　本実施の形態の実施例６の演出例について図２２を用いて説明する。図２２（ａ）～（
ｌ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。
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【０２８５】
　図２２（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、当該特図１変動遊技の当否判定結果が
はずれであったことを示す図柄組合せ「装飾２－装飾３－装飾４」が停止表示されている
。特図１第４図柄表示領域９３３および特図２第４図柄表示領域９３４には、はずれを報
知する表示態様の第４図柄が停止表示されている。また、特図１保留数表示領域９３１に
は特図１の保留数が１であることを示す「１」が表示され、特図２保留数表示領域９３２
には特図２の保留数が０であることを示す「０」が表示されている。特図１保留アイコン
表示領域９５０には白色円形で表示されたデフォルトの特図１保留アイコン９５１が表示
されている。また、図２２（ａ）は、サブ表示装置２０９が、装飾図柄表示装置２０８の
中央上部の前方の位置に位置している状態を示している。また、サブ表示装置２０９は、
左下部に保留数表示画像を表示する保留表示領域２０９ｂを有している。図２２（ａ）で
は、サブ表示装置２０９の保留表示領域２０９ｂには、保留数表示画像として特図１の保
留数が１であることを示す「１」が表示されている。
【０２８６】
　図２２（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示し
ている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄
の変動表示が実行されている。特図１第４図柄表示領域９３３では第４図柄の変動表示が
実行されている。また、特図１保留数表示領域９３１では「０」が表示され、特図１の保
留数が１減少して特図１の保留数が０になったことが報知されている。また、特図１の保
留が１個減少し、特図１変動遊技が開始されると、装飾図柄表示装置２０８の変動アイコ
ン表示領域９４０および特図１保留アイコン表示領域９５０では、保留・変動アイコン間
の移動アニメーションが実行される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、
特図１保留アイコン表示領域９５０の第１領域に表示されていた特図１保留アイコン９５
１が、変動アイコン９４１となって、変動アイコン表示領域９４０に移動する。このよう
に、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが実行されている。また、サブ表示装置
２０９の左下部にある保留表示領域２０９ｂには、保留数表示画像として特図１の保留数
が０であることを示す「０」が表示されている。
【０２８７】
　図２２（ｃ）は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが終了し、変動アイコン
表示領域９４０に変動アイコン９４１が表示された状態を示している。また、図２２（ｃ
）は、サブ表示装置２０９の演出表示領域２０９ａに殿のキャラクタ画像ｈ３が表示され
た状態を示している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、図１６（ｂ）に示した「回転」の予告
の演出（以下、「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いられるキャラクタ画
像である。
【０２８８】
　図２２（ｄ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示している
。本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置２０９が装飾図柄表示装置２０８の前
方で装飾図柄表示装置２０８の表示画面に平行な平面内で遊技者から見て反時計回りに３
６０°回転することで、殿のキャラクタ画像ｈ３を反時計回りに３６０°回転させている
。図２２（ｄ）では、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、および右図柄
表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。また、サブ表示装
置２０９は、装飾図柄表示装置２０８の中央上部の前方の位置から下方の位置に移動して
、サブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中心に反時計回りに４５°回転した状
態を示している。また、サブ表示装置２０９の左下部にある保留表示領域２０９ｂがサブ
表示装置２０９の左上部に移動している。また、保留表示領域２０９ｂに表示されている
保留数表示画像としての「０」の画像は、サブ表示装置２０９の回転角度に併せて、「０
」の画像の中心を回転中心に時計回りに４５°回転して表示されている。
【０２８９】
　図２２（ｅ）は、サブ表示装置２０９が図２２（ｄ）の状態からサブ表示装置２０９の
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画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計９０°回転）した状
態を示している。また、保留表示領域２０９ｂに表示されている保留数表示画像としての
「０」の画像は、サブ表示装置２０９の回転角度に併せて、「０」の画像の中心を回転中
心に時計回りに４５°回転（合計９０°回転）して表示されている。次いで、図２２（ｆ
）では、サブ表示装置２０９が図２２（ｅ）の状態からサブ表示装置２０９の画像表示領
域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計１３５°回転）した状態を示し
ている。また、サブ表示装置２０９の左上部にある保留表示領域２０９ｂがサブ表示装置
２０９の右上部に移動している。また、保留表示領域２０９ｂに表示されている保留数表
示画像としての「０」の画像は、サブ表示装置２０９の回転角度に併せて「０」の画像の
中心を回転中心に時計回りに４５°回転（合計１３５°回転）して表示されている。次い
で、図２２（ｇ）は、サブ表示装置２０９が図２２（ｆ）の状態からサブ表示装置２０９
の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計１８０°回転）し
た状態を示している。また、保留表示領域２０９ｂに表示されている保留数表示画像とし
ての「０」の画像は、サブ表示装置２０９の回転角度に併せて「０」の画像の中心を回転
中心に時計回りに４５°回転（合計１８０°回転）して表示されている。
【０２９０】
　図２２（ｈ）は、サブ表示装置２０９が図２２（ｇ）の状態からサブ表示装置２０９の
画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計２２５°回転）した
状態を示している。また、サブ表示装置２０９の右上部にある保留表示領域２０９ｂがサ
ブ表示装置２０９の右下部に移動している。また、保留表示領域２０９ｂに表示されてい
る保留数表示画像の「０」の画像は、サブ表示装置２０９の回転角度に併せて「０」の画
像の中心を回転中心に時計回りに４５°回転（合計２２５°回転）して表示されている。
次いで、図２２（ｉ）では、サブ表示装置２０９が図２２（ｈ）の状態からサブ表示装置
２０９の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計２７０°回
転）した状態を示している。また、保留表示領域２０９ｂに表示されている保留数表示画
像の「０」の画像は、サブ表示装置２０９の回転角度に併せて「０」の画像の中心を回転
中心に時計回りに４５°回転（合計２７０°回転）して表示されている。
【０２９１】
　図２２（ｊ）は、サブ表示装置２０９が図２２（ｉ）の状態からサブ表示装置２０９の
画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計３１５°回転）した
状態を示している。また、サブ表示装置２０９の右下部にある保留表示領域２０９ｂがサ
ブ表示装置２０９の左下部の元の位置に移動している。また、保留表示領域２０９ｂに表
示されている保留数表示画像としての「０」の画像は、サブ表示装置２０９の回転角度に
併せて「０」の画像の中心を回転中心に時計回りに４５°回転（合計３１５°回転）して
表示されている。次いで、図２２（ｋ）では、サブ表示装置２０９が図２２（ｊ）の状態
からサブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転
（合計３６０°回転）した状態を示している。また、保留表示領域２０９ｂに表示されて
いる保留数表示画像としての「０」の画像は、サブ表示装置２０９の回転角度に併せて「
０」の画像の中心を回転中心に時計回りに４５°回転（合計３６０°回転）して表示され
ている。次いで、図２２（ｌ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾４－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がは
ずれであることが報知された状態を示している。また、サブ表示装置２０９では殿のキャ
ラクタ画像ｈ３が消去され、装飾図柄表示装置２０８では変動アイコン表示領域９４０に
表示されていた変動アイコン９４１が下方に移動することで、変動アイコン９４１を消去
する消去アニメーションが実行されている。
【０２９２】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置２０９を回転させることで
回転対象画像の回転表示を行っている。また、サブ表示装置２０９を回転させる場合にお
いて、サブ表示装置２０９に表示されている保留数表示画像は遊技者から見て回転しない
態様で表示している。また、サブ表示装置２０９の保留表示領域２０９ｂは、サブ表示装
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置２０９の回転に併せて、遊技者から見てサブ表示装置２０９の左の角に表示されるよう
に移動させている。このため、サブ表示装置２０９の回転中において、遊技者にとって重
要な情報である保留数表示画像を遊技者が視認しやすい位置に表示されている。また、サ
ブ表示装置２０９の回転に代えて、装飾図柄表示装置２０８を回転させることで、装飾図
柄表示装置２０８に表示された画像を回転させる演出が行われる場合があってもよいし、
装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置２０９とを同時にあるいは連続して回転させるこ
とで、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置２０９に表示された画像を回転させる演出
が行われる場合があってもよい。なお、装飾図柄表示装置２０８が回転可能となっており
、サブ表示装置２０９が移動不可能に遊技盤２００に固定されていてもよい。
【０２９３】
（実施例７）
　本実施の形態の実施例７の演出例について図２３を用いて説明する。図２３（ａ）～（
ｌ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。
【０２９４】
　図２３（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示し、図２１（ａ）と同じ状態を示
している。次いで、図２３（ｂ）は、特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始さ
れた状態を示し、図２１（ｂ）と同じ状態を示している。次いで、図２３（ｃ）は、装飾
図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が
実行され、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが終了し、変動アイコン表示領域
９４０に変動アイコン９４１が表示された状態を示している。また、図２３（ｃ）は、サ
ブ表示装置２０９が下方に移動して、サブ表示装置２０９の演出表示領域２０９ａに殿の
キャラクタ画像ｈ３が表示された状態を示している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、図１６
（ｂ）に示した「回転」の予告の演出（以下、「回転表示予告演出」と称する場合がある
。）に用いられるキャラクタ画像である。
【０２９５】
　図２３（ｄ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示している
。図２３（ｄ）は、サブ表示装置２０９が、サブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を
回転中心に反時計回りに４５°回転した状態を示している。また、サブ表示装置２０９の
演出表示領域２０９ａの中央部に表示されている殿のキャラクタ画像ｈ３は、サブ表示装
置２０９の反時計回りの回転に併せて、サブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転
中心に時計回りに４５°回転して表示されている。このため、遊技者からは殿のキャラク
タ画像ｈ３は回転していないように視認される。次いで、図２３（ｅ）～（ｋ）は、サブ
表示装置２０９が４５°ずつ回転した状態を示している。また、図２３（ｅ）～（ｋ）で
は、サブ表示装置２０９の回転速度と同じ速さの回転速度で殿のキャラクタ画ｈ３を時計
回りに回転して表示している。このため、サブ表示装置２０９の回転中において、常に遊
技者からは殿のキャラクタ画像ｈ３は回転していないように視認される。次いで、図２３
（ｌ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２
－装飾４－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知さ
れた状態を示している。また、サブ表示装置２０９では殿のキャラクタ画像ｈ３が消去さ
れ、装飾図柄表示装置２０８では変動アイコン表示領域９４０に表示されていた変動アイ
コン９４１が下方に移動することで、変動アイコン９４１を消去する消去アニメーション
が実行されている。
【０２９６】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置２０９を回転させつつも、
サブ表示装置２０９に表示されたキャラクタ画像をサブ表示装置２０９と反対方向に同じ
速さで回転させることで、当該キャラクタ画像が遊技者から見て回転していない態様で表
示されている。このため、サブ表示装置２０９が回転しているにも関わらず、サブ表示装
置に表示された画像が回転しないため、遊技者に意外性を与えることができる場合がある
。また、本実施例では、サブ表示装置２０９の回転方向の反対方向に、サブ表示装置２０
９の回転速度と同じ速さでキャラクタ画像を回転させているが、サブ表示装置２０９の回
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転方向の反対方向にサブ表示装置２０９の回転速度と異なる速さでキャラクタ画像を回転
させる場合があってもよいし、サブ表示装置２０９の回転方向と同じ方向に、サブ表示装
置２０９の回転速度と同じ速さまたは異なる速さでキャラクタ画像を回転させる場合があ
ってもよい。
【０２９７】
（実施例８）
　本実施の形態の実施例８の演出例について図２４を用いて説明する。図２４（ａ）～（
ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。
【０２９８】
　図２４（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示し、図２１（ａ）と同じ状態を示
している。次いで、図２４（ｂ）は、サブ表示装置２０９が下方に移動して、サブ表示装
置２０９に殿のキャラクタ画像ｈ３が表示された状態を示し、図２３（ｃ）と同じ状態を
示している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、図１６（ｂ）に示した「回転」の予告の演出（
以下、「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いられるキャラクタ画像である
。また、図２４（ｂ－１）は、図２４（ｂ）の状態において、サブ表示装置２０９に画像
を表示するために、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示し
ている。図２４（ｂ－１）に示す画像データは、殿のキャラクタ画像ｈ３と殿のキャラク
タ画像ｈ３の左下に姫のキャラクタ画像ｈ４とを有し、殿のキャラクタ画像ｈ３と姫のキ
ャラクタ画像ｈ４とは回転していない態様の画像データである。また、本例においては、
姫のキャラクタ画像ｈ４は、大当り信頼度が高い予告に用いられる画像である。図２４（
ｂ－２）は、図２４（ｂ）の状態において、サブ表示装置２０９に画像を表示するために
、図２４（ｂ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成
した表示データを示している。図２４（ｂ－１）に示す画像データから、当該画像データ
の中心を中心として縦横比が９：１６となる所定の長方形の領域を切り取って表示データ
としている。図２４（ｂ－３）は、図２４（ｂ－２）に示す表示データに基づいてサブ表
示装置２０９に画像を表示した状態を示している。
【０２９９】
　図２４（ｃ）～（ｅ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示
している。本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置２０９が装飾図柄表示装置２
０８の前方で装飾図柄表示装置２０８の表示画面に平行な平面内で反時計回りに４５°回
転し、その後に時計回りに４５°回転させている。また、図２４（ｃ）～（ｅ）の図中の
２点鎖線で示す長方形は、回転前のサブ表示装置２０９の位置を示している。また、図２
４（ｃ）～（ｅ）の図中に示す矢印は、サブ表示装置２０９の回転方向を示している。
【０３００】
　図２４（ｃ）は、サブ表示装置２０９が、図２４（ｂ）に示す状態からサブ表示装置２
０９の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに３０°回転した状態を示してい
る。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像ｈ３は、遊
技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置２０９では、
左下部に、サブ表示装置２０９から見切れていた姫のキャラクタ画像ｈ４の一部が遊技者
から見て回転していな態様で表示されている。また、図２４（ｃ－１）は、図２４（ｃ）
の状態において、サブ表示装置２０９に画像を表示するために第１副制御部４００のＲＯ
Ｍ４０６から読みだした画像データを示している。図２４（ｃ－１）に示す画像データは
、図２４（ｂ－１）に示す画像データを画像データの中心を回転中心として時計回りに３
０°回転した態様の画像データである。図２４（ｃ－２）は、図２４（ｃ）の状態におい
て、サブ表示装置２０９に画像を表示するために、図２４（ｃ－１）に示す画像データか
らＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示データを示している。当該表示
データは、図２４（ｃ－１）に示す画像データから、当該画像データの中心を中心として
縦横比９：１６の所定の長方形の領域を切り取って表示データとしている。図２４（ｃ－
３）は、図２４（ｃ－２）に示す表示データに基づいてサブ表示装置２０９に画像を表示
してサブ表示装置２０９を図２４（ｂ）に示す状態から反時計回りに３０°回転させた状
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態を示し、図２４（ｃ）におけるサブ表示装置２０９の状態を示している。
【０３０１】
　図２４（ｄ）は、サブ表示装置２０９が、図２４（ｃ）に示す状態からサブ表示装置２
０９の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに１５°回転した状態を示してい
る。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像ｈ３は、遊
技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置２０９では、
左下部に、姫のキャラクタ画像ｈ４の全部が遊技者から見て回転していな態様で表示され
ている。また、図２４（ｄ－１）は、図２４（ｄ）の状態において、サブ表示装置２０９
に画像を表示するために第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを
示している。図２４（ｄ－１）に示す画像データは、図２４（ｃ－１）に示す画像データ
を画像データの中心を回転中心として時計回りに１５°回転した態様の画像データである
。図２４（ｄ－２）は、図２４（ｄ）の状態において、サブ表示装置２０９に画像を表示
するために、図２４（ｄ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使
用して生成した表示データを示している。当該表示データは、図２４（ｄ－１）に示す画
像データから、当該画像データの中心を中心として縦横比９：１６の所定の長方形の領域
を切り取って表示データとしている。図２４（ｄ－３）は、図２４（ｄ－２）に示す表示
データに基づいてサブ表示装置２０９に画像を表示してサブ表示装置２０９を図２４（ｅ
）に示す状態から反時計回りに１５°回転させた状態を示し、図２４（ｄ）におけるサブ
表示装置２０９の状態を示している。
【０３０２】
　図２４（ｅ）は、サブ表示装置２０９が、図２４（ｄ）に示す状態からサブ表示装置２
０９の画像表示領域の中心を回転中心にして時計回りに１５°回転した状態を示している
。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像ｈ３は、遊技
者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置２０９では、左
下部に、姫のキャラクタ画像ｈ４の一部が遊技者から見て回転していな態様で表示され、
他の一部がサブ表示装置２０９から見切れている。また、図２４（ｅ）は、リーチ演出と
しての回転表示予告演出が終了する直前の状態を示している。図２４（ｅ－１）は、図２
４（ｅ）の状態において、サブ表示装置２０９に画像を表示するために第１副制御部４０
０のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示している。図２４（ｅ－１）に示す画像
データは、図２４（ｄ－１）に示す画像データを画像データの中心を回転中心として反時
計回りに１５°回転した態様の画像データであり、図２４（ｃ－１）に示す画像データと
同じである。図２４（ｅ－２）は、図２４（ｅ）の状態において、サブ表示装置２０９に
画像を表示するために、図２４（ｅ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワーク
エリアを使用して生成した表示データを示している。当該表示データは、図２４（ｃ－２
）に示す表示データと同じである。図２４（ｅ－３）は、図２４（ｃ－２）に示す表示デ
ータに基づいてサブ表示装置２０９に画像を表示し、サブ表示装置２０９を図２４（ｄ）
に示す状態から時計回りに１５°回転させた状態を示し、図２４（ｄ）におけるサブ表示
装置２０９の状態を示している。図２４（ｅ－３）は、図２４（ｃ－３）と同じ状態を示
している。
【０３０３】
　図２４（ｆ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果が大当りであること
が報知された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の特図１第４図柄表示領域９３
３では、特図１変動遊技の結果が大当りであることを報知する「○」の画像が表示されて
いる。また、図２４（ｆ）は、サブ表示装置２０９が、図２４（ｅ）に示す状態からサブ
表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中心にして時計回りに３０°回転して元に戻
った状態を示している。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示されている殿のキャラ
クタ画像ｈ３は、遊技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表
示装置２０９では、姫のキャラクタ画像ｈ４が表示されていない。図２４（ｆ－１）は、
図２４（ｆ）の状態において、サブ表示装置２０９に画像を表示するために第１副制御部
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４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示している。図２４（ｆ－１）に示す
画像データは、図２４（ｅ－１）に示す画像データを画像データの中心を回転中心として
反時計回りに３０°回転した態様の画像データであり、図２４（ｂ－１）に示す画像デー
タと同じである。図２４（ｆ－２）は、図２４（ｆ）の状態において、サブ表示装置２０
９に画像を表示するために、図２４（ｆ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワ
ークエリアを使用して生成した表示データを示している。当該表示データは、図２４（ｂ
－２）に示す表示データと同じである。図２４（ｆ－３）は、図２４（ｆ－２）に示す表
示データに基づいてサブ表示装置２０９に画像を表示し、サブ表示装置２０９を図２４（
ｅ）に示す状態から時計回りに３０°回転させた状態を示し、図２４（ｆ）におけるサブ
表示装置２０９の状態を示している。図２４（ｆ－３）は、図２４（ｂ－３）と同じ状態
を示している。
【０３０４】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置２０９を回転させつつも、
サブ表示装置２０９に表示される画像をサブ表示装置２０９と反対方向に同じ速さで回転
させることで、殿のキャラクタ画像ｈ３が遊技者から見て回転していない態様で表示され
ている。また、本実施例の回転表示予告演出では、回転表示予告演出が実行される前に、
サブ表示装置２０９において見切れていた姫のキャラクタ画像ｈ４が、サブ表示装置２０
９に表示される画像の回転表示が行われることによって、サブ表示装置２０９に表示され
る。また、姫のキャラクタ画像ｈ４は、サブ表示装置２０９が所定の角度以上に回転する
ことでサブ表示装置２０９に表示される。このため、遊技者は、サブ表示装置２０９の回
転する角度に注目することになり、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。ま
た、本実施の回転表示予告演出では、サブ表示装置２０９が回転することで姫のキャラク
タ画像ｈ４が表示されることになるが、実行中の図柄変動表示の大当り信頼度に併せたキ
ャラクタを表示するようにしてもよい。例えば、大当り信頼度が比較的に低い場合には、
殿の敵キャラクタが表示される場合があってもよい。また、サブ表示装置２０９が反時計
回りに所定の角度回転することで姫のキャラクタ画像ｈ４が表示されるのに対して、サブ
表示装置２０９が時計回りに所定の角度回転することで殿の敵キャラクタが表示される場
合があってもよい。また、本実施例における回転表示予告演出に用いられる殿のキャラク
タ画像ｈ３や姫のキャラクタ画像ｈ４は、回転表示予告演出中に縦横比が変化する場合が
あってもよい。
【０３０５】
（実施例９）
　本実施の形態の実施例９の演出例について図２５を用いて説明する。図２５（ａ）～（
ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。
【０３０６】
　図２５（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示し、図２１（ａ）と同じ状態を示
している。次いで、図２５（ｂ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が実行され、保留・変動アイコン間の移動アニメ
ーションが終了し、変動アイコン表示領域９４０に変動アイコン９４１が表示された状態
を示している。また、図２５（ｂ）は、サブ表示装置２０９が下方に移動して、サブ表示
装置２０９の中央部に殿のキャラクタ画像ｈ３とサブ表示装置２０９の左下部に商人のキ
ャラクタ画像ｈ１’が表示された状態を示している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、図１６
（ｂ）に示した「回転」の予告の演出（以下、「回転表示予告演出」と称する場合がある
。）に用いられるキャラクタ画像である。また、商人のキャラクタ画像ｈ１’は、ナビゲ
ーションキャラクタ表示領域９７０に表示されている商人のキャラクタ画像ｈ１と同じキ
ャラクタ画像である。また、図２５（ｂ－１）は、図２５（ｂ）の状態において、サブ表
示装置２０９に画像を表示するために、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだし
た画像データを示している。図２５（ｂ－１）に示す画像データは、殿のキャラクタ画像
ｈ３と殿のキャラクタ画像ｈ３の左下に姫のキャラクタ画像ｈ４とを有し、殿のキャラク
タ画像ｈ３と姫のキャラクタ画像ｈ４とは回転していない態様の画像データである。また
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、本例においては、姫のキャラクタ画像ｈ４は、大当り信頼度が高い予告に用いられる画
像である。図２５（ｂ－２）は、図２５（ｂ）の状態において、サブ表示装置２０９に画
像を表示するために、図２５（ｂ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエ
リアを使用して生成した表示データを示している。図２５（ｂ－１）に示す画像データか
ら、当該画像データの中心を中心として縦横比が９：１６となる所定の長方形の領域を切
り取って表示データとしている。また、図２５（ｂ－２）に示す表示データは、図２５（
ｂ－１）に示す画像データから生成した表示データの所定の位置（表示データの左下部）
に第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした商人のキャラクタ画像ｈ１’を重ね
合わせた表示データである。図２５（ｂ－３）は、図２５（ｂ－２）に示す表示データに
基づいてサブ表示装置２０９に画像を表示した状態を示している。また、商人のキャラク
タ画像ｈ１’は、図２５（ｂ－１）に示す画像データより優先して表示されているが、図
２５（ｂ－１）に示す画像データを商人のキャラクタ画像ｈ１’より優先させて表示する
場合があってもよい。
【０３０７】
　図２５（ｃ）～（ｅ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示
している。本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置２０９が装飾図柄表示装置２
０８の前方で装飾図柄表示装置２０８の表示画面に平行な平面内で反時計回りに４５°回
転し、その後に時計回りに４５°回転させている。また、図２５（ｃ）～（ｅ）の図中の
２点鎖線で示す長方形は、回転前のサブ表示装置２０９の位置を示している。また、図２
５（ｃ）～（ｅ）の図中に示す矢印は、サブ表示装置２０９の回転方向を示している。
【０３０８】
　図２５（ｃ）は、サブ表示装置２０９が、図２５（ｂ）に示す状態からサブ表示装置２
０９の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに３０°回転した状態を示してい
る。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像ｈ３は、遊
技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置２０９の左下
部に表示されている商人のキャラクタ画像ｈ１’は、サブ表示装置２０９が回転すること
で、図２５（ｂ）に示す状態からサブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中心に
して反時計回りに３０°回転している態様で表示されている。また、サブ表示装置２０９
では、キャラクタ画像ｈ１’の右下方に、サブ表示装置２０９から見切れていた姫のキャ
ラクタ画像ｈ４の一部が遊技者から見て回転していな態様で表示されている。また、図２
５（ｃ－１）は、図２５（ｃ）の状態において、サブ表示装置２０９に画像を表示するた
めに第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示している。図２５
（ｃ－１）に示す画像データは、図２５（ｂ－１）に示す画像データを当該画像データの
中心を回転中心として時計回りに３０°回転した態様の画像データである。図２５（ｃ－
２）は、図２５（ｃ）の状態において、サブ表示装置２０９に画像を表示するために、図
２５（ｃ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した
表示データを示している。当該表示データは、図２５（ｃ－１）に示す画像データから、
当該画像データの中心を中心として縦横比９：１６の所定の長方形の領域を切り取って表
示データとしている。また、図２５（ｃ－２）に示す表示データは、図２５（ｃ－１）に
示す画像データから生成した表示データの所定の位置（図２５（ｂ－２）に示す位置）に
第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした商人のキャラクタ画像ｈ１’を重ね合
わせた表示データである。図２５（ｃ－３）は、図２５（ｃ－２）に示す表示データに基
づいてサブ表示装置２０９に画像を表示してサブ表示装置２０９を図２５（ｂ）に示す状
態から反時計回りに３０°回転させた状態を示し、図２５（ｃ）におけるサブ表示装置２
０９の状態を示している。
【０３０９】
　図２５（ｄ）は、サブ表示装置２０９が、図２５（ｃ）に示す状態からサブ表示装置２
０９の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに１５°回転した状態を示してい
る。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像ｈ３は、遊
技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置２０９の左下
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部に表示されている商人のキャラクタ画像ｈ１’は、サブ表示装置２０９が回転すること
で、図２５（ｃ）に示す状態からサブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中心に
して反時計回りに１５°回転している態様で表示されている。また、サブ表示装置２０９
では、商人のキャラクタ画像ｈ１’の右隣りに、姫のキャラクタ画像ｈ４の全部が遊技者
から見て回転していな態様で表示されている。また、図２５（ｄ－１）は、図２５（ｄ）
の状態において、サブ表示装置２０９に画像を表示するために第１副制御部４００のＲＯ
Ｍ４０６から読みだした画像データを示している。図２５（ｄ－１）に示す画像データは
、図２５（ｃ－１）に示す画像データを画像データの中心を回転中心として時計回りに１
５°回転した態様の画像データである。図２５（ｄ－２）は、図２５（ｄ）の状態におい
て、サブ表示装置２０９に画像を表示するために、図２５（ｄ－１）に示す画像データか
らＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示データを示している。当該表示
データは、図２５（ｄ－１）に示す画像データから、当該画像データの中心を中心として
縦横比９：１６の所定の長方形の領域を切り取って表示データとしている。また、図２５
（ｄ－２）に示す表示データは、図２５（ｄ－１）に示す画像データから生成した表示デ
ータの所定の位置（図２５（ｂ－２）に示す位置）に第１副制御部４００のＲＯＭ４０６
から読みだした商人のキャラクタ画像ｈ１’を重ね合わせた表示データである。図２５（
ｄ－３）は、図２５（ｄ－２）に示す表示データに基づいてサブ表示装置２０９に画像を
表示してサブ表示装置２０９を図２５（ｃ）に示す状態から反時計回りに１５°回転させ
た状態を示し、図２５（ｄ）におけるサブ表示装置２０９の状態を示している。
【０３１０】
　図２５（ｅ）は、サブ表示装置２０９が、図２５（ｄ）に示す状態からサブ表示装置２
０９の画像表示領域の中心を回転中心にして時計回りに１５°回転した状態を示している
。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像ｈ３は、遊技
者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置２０９の左下部
に表示されている商人のキャラクタ画像ｈ１’は、サブ表示装置２０９が回転することで
、図２５（ｄ）に示す状態からサブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中心にし
て時計回りに１５°回転している態様で表示されている。また、サブ表示装置２０９では
、キャラクタ画像ｈ１’の右下方に、姫のキャラクタ画像ｈ４の一部が遊技者から見て回
転していな態様で表示され、他の一部がサブ表示装置２０９から見切れている。また、図
２５（ｅ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が終了する直前の状態を示している
。また、図２５（ｅ－１）は、図２５（ｅ）の状態において、サブ表示装置２０９に画像
を表示するために第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示して
いる。図２５（ｅ－１）に示す画像データは、図２５（ｄ－１）に示す画像データを画像
データの中心を回転中心として反時計回りに１５°回転した態様の画像データである。図
２５（ｅ－２）は、図２５（ｅ）の状態において、サブ表示装置２０９に画像を表示する
ために、図２５（ｅ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用し
て生成した表示データを示している。当該表示データは、図２５（ｅ－１）に示す画像デ
ータから、当該画像データの中心を中心として縦横比９：１６の所定の長方形の領域を切
り取って表示データとしている。また、図２５（ｅ－２）に示す表示データは、図２５（
ｅ－１）に示す画像データから生成した表示データの所定の位置（図２５（ｂ－２）に示
す位置）に第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした商人のキャラクタ画像ｈ１
’を重ね合わせた表示データである。図２５（ｅ－３）は、図２５（ｅ－２）に示す表示
データに基づいてサブ表示装置２０９に画像を表示してサブ表示装置２０９を図２５（ｄ
）に示す状態から時計回りに１５°回転させた状態を示し、図２５（ｄ）におけるサブ表
示装置２０９の状態を示している。
【０３１１】
　図２５（ｆ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果が大当りであること
が報知された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の特図１第４図柄表示領域９３
３では、特図１変動遊技の結果が大当りであることを報知する「○」の画像が表示されて
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いる。また、図２５（ｆ）は、サブ表示装置２０９が、図２５（ｅ）に示す状態からサブ
表示装置２０９の画像表示領域の中心を回転中心にして時計回りに３０°回転して元に戻
った状態を示している。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示されている殿のキャラ
クタ画像ｈ３は、遊技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表
示装置２０９の左下部に表示されている商人のキャラクタ画像ｈ１’は、サブ表示装置２
０９が回転することで、図２５（ｅ）に示す状態からサブ表示装置２０９の画像表示領域
の中心を回転中心にして時計回りに３０°回転し元に戻った態様で表示されている。また
、サブ表示装置２０９では、姫のキャラクタ画像ｈ４が表示されていない。図２５（ｆ－
１）は、図２５（ｆ）の状態において、サブ表示装置２０９に画像を表示するために第１
副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示している。図２５（ｆ－１
）に示す画像データは、図２５（ｅ－１）に示す画像データを画像データの中心を回転中
心として反時計回りに３０°回転した態様の画像データであり、図２５（ｂ－１）に示す
画像データと同じである。図２５（ｆ－２）は、図２５（ｆ）の状態において、サブ表示
装置２０９に画像を表示するために、図２５（ｆ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４
３６のワークエリアを使用して生成した表示データを示している。また、図２５（ｆ－２
）に示す表示データは、図２５（ｂ－１）に示す画像データから生成した表示データの所
定の位置（表示データの左下部）に第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした商
人のキャラクタ画像ｈ１’を重ね合わせた表示データであり、当該表示データは、図２５
（ｂ－２）に示す表示データと同じである。図２５（ｆ－３）は、図２５（ｆ－２）に示
す表示データに基づいてサブ表示装置２０９に画像を表示し、サブ表示装置２０９を図２
５（ｅ）に示す状態から時計回りに３０°回転させた状態を示し、図２５（ｆ）における
サブ表示装置２０９の状態を示している。図２５（ｆ－３）は、図２５（ｂ－３）と同じ
状態を示している。
【０３１２】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置２０９を回転させつつも、
サブ表示装置２０９には、遊技者から見て回転しない態様で表示されるキャラクタ画像（
殿のキャラクタ画像ｈ３と姫のキャラクタ画像ｈ４）と遊技者から見て回転している態様
で表示されるキャラクタ画像（商人のキャラクタ画像ｈ１’）が表示される。回転してい
るサブ表示装置２０９には、遊技者から見て回転しない態様で表示されるキャラクタ画像
と遊技者から見て回転している態様で表示されるキャラクタ画像が同時に表示されること
で、遊技者に思いもよらない驚きを与えることができる場合がある。
【０３１３】
（実施例１０）
　本実施の形態の実施例１０の演出例について図２６を用いて説明する。図２６（ａ）～
（ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。
【０３１４】
　図２６（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示し、図２４（ａ）と同じ状態を示
している。次いで、図２６（ｂ）は、特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始さ
れた状態を示し、図２４（ｂ）と同じ状態を示している。また、図２６（ｂ）では、サブ
表示装置２０９が下方に移動して、サブ表示装置２０９に殿のキャラクタ画像ｈ３が表示
された状態を示している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、リーチ演出としての横移動表示予
告演出に用いられる画像である。
【０３１５】
　図２６（ｃ）～（ｅ）は、リーチ演出としての横移動表示予告演出が実行された状態を
示している。本実施例の横移動表示予告演出では、サブ表示装置２０９が装飾図柄表示装
置２０８の前方で装飾図柄表示装置２０８の表示画面に平行な平面内で左右方向に移動す
る。また、図２６（ｃ）～（ｅ）の図中の２点鎖線で示す長方形は、左右方向への移動前
のサブ表示装置２０９の位置を示している。
【０３１６】
　図２６（ｃ）は、サブ表示装置２０９が、図２６（ｂ）に示す状態から左方向に移動し
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た状態を示している。また、サブ表示装置２０９の演出表示領域２０９ａの中央部に表示
されている殿のキャラクタ画像ｈ３は、サブ表示装置２０９の左方向の移動距離と同じ距
離だけ右方向に移動する態様で表示されている。このため、殿のキャラクタ画像ｈ３は、
遊技者から見て、移動していないように表示されている。また、サブ表示装置２０９では
、左上部に、サブ表示装置２０９において見切れていた姫のキャラクタ画像ｈ４の一部が
表示されている。また、本例においては、姫のキャラクタ画像ｈ４は、大当り信頼度が高
い予告に用いられる画像である。
【０３１７】
　図２６（ｄ）は、サブ表示装置２０９が、図２６（ｃ）に示す状態から左横方向に移動
した状態を示している。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示されている殿のキャラ
クタ画像ｈ３は、サブ表示装置２０９の左方向の移動距離と同じ距離だけ右方向に移動す
る態様で表示されている。このため、殿のキャラクタ画像ｈ３は、遊技者から見て、移動
していないように視認されるように表示されている。また、サブ表示装置２０９では、左
上部に姫のキャラクタ画像ｈ４の全部が表示されている。
【０３１８】
　図２６（ｅ）は、サブ表示装置２０９が、図２６（ｄ）に示す状態から右方向に移動し
た状態を示している。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示されている殿のキャラク
タ画像ｈ３は、サブ表示装置２０９の右方向の移動距離と同じ距離だけ左方向に移動する
態様で表示されている。このため、殿のキャラクタ画像ｈ３は、遊技者から見て、移動し
ていないように表示されている。また、サブ表示装置２０９では、左上部に姫のキャラク
タ画像ｈ４の一部が表示され、姫のキャラクタダ画像ｈ４の一部が見切れている。また、
図２６（ｅ）は、リーチ演出としての横移動表示予告演出が終了する直前の状態を示して
いる。
【０３１９】
　図２６（ｆ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果が大当りであること
が報知された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の特図１第４図柄表示領域９３
３では、特図１変動遊技の結果が大当りであることを報知する「○」の画像が表示されて
いる。また、図２６（ｆ）は、サブ表示装置２０９が、図２６（ｅ）に示す状態から右方
向に移動して元に戻った状態を示している。また、サブ表示装置２０９の中央部に表示さ
れている殿のキャラクタ画像ｈ３は、サブ表示装置２０９の右方向の移動距離と同じ距離
だけ左方向に移動する態様で表示されている。このため、殿のキャラクタ画像ｈ３は、遊
技者から見て、移動していない態様で表示されている。また、サブ表示装置２０９では、
姫のキャラクタ画像ｈ４が表示されていない。
【０３２０】
　このように本実施例の横移動表示予告演出では、サブ表示装置２０９を横移動させつつ
、サブ表示装置２０９に表示される画像をサブ表示装置２０９と反対方向に同じ速さで移
動させることで、殿のキャラクタ画像ｈ３が遊技者から見て移動していない態様で表示さ
れている。また、本実施例の横移動表示予告演出では、横移動表示予告演出が実行される
前に、サブ表示装置２０９において見切れていた姫のキャラクタ画像ｈ４が、サブ表示装
置２０９に表示される画像の横移動表示が行われることによって、サブ表示装置２０９に
表示される。また、姫のキャラクタ画像ｈ４は、サブ表示装置２０９が所定の距離以上に
移動することでサブ表示装置２０９に表示される。このため、遊技者は、サブ表示装置２
０９の移動する距離に注目することになり、遊技の興趣を向上させることができる場合が
ある。また、本実施の横移動表示予告演出では、実行中の図柄変動表示の大当り信頼度に
併せたキャラクタを表示するようにしてもよい。例えば、大当り信頼度が比較的に低い場
合には、殿の敵キャラクタが表示される場合があってもよい。また、サブ表示装置２０９
が左方向に所定の距離移動することで姫のキャラクタ画像ｈ４が表示されるのに対して、
サブ表示装置２０９が右方向に所定の距離移動することで殿の敵キャラクタが表示される
場合があってもよい。また、本実施例における横移動表示予告演出に用いられる殿のキャ
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ラクタ画像ｈ３や姫のキャラクタ画像ｈ４は、横移動表示予告演出中に縦横比が変化する
場合があってもよい。
【０３２１】
（実施例１１）
　本実施の形態の実施例１１の演出例について図２７を用いて説明する。図２７（ａ）～
（ｎ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。また、本実施例および後述する
実施例１１に用いられるパチンコ機１００は、演出用可動体９９０を有している。演出用
可動体９９０は、不図示の駆動系により、装飾図柄表示装置２０８の前方で装飾図柄表示
装置２０８の表示画面にほぼ平行な平面内で２次元的に移動および回転できるようになっ
ている。なお、演出可動体９９０は、３次元的に移動および回転できるようになっていて
もよい。また、演出用可動体９９０は、横長の長方形の形状を有し、表面には「ＣＲ大都
マシーン」の文字列画像が表示されている。
【０３２２】
　図２７（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、当該特図１変動遊技の当否判定結果が
はずれであったことを示す図柄組合せ「装飾２－装飾３－装飾４」が停止表示されている
。特図１第４図柄表示領域９３３および特図２第４図柄表示領域９３４には、はずれを報
知する表示態様の第４図柄が停止表示されている。また、特図１保留数表示領域９３１に
は特図１の保留数が１であることを示す「１」が表示され、特図２保留数表示領域９３２
には特図２の保留数が０であることを示す「０」が表示されている。特図１保留アイコン
表示領域９５０には白色円形で表示されたデフォルトの特図１保留アイコン９５１が表示
されている。また、図２７（ａ）は、演出用可動体９９０が、装飾図柄表示装置２０８の
中央上部の位置に位置している状態を示している。図２７（ａ）に示す状態において、演
出用可動体９９０は初期位置に位置している。
【０３２３】
　図２７（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示し
ている。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄
の変動表示が実行されている。特図１第４図柄表示領域９３３では第４図柄の変動表示が
実行されている。また、特図１保留数表示領域９３１では「０」が表示され、特図１の保
留数が１減少して特図１の保留数が０になったことが報知されている。また、特図１の保
留が１個減少し、特図１変動遊技が開始されると、特図１保留アイコン９５１の移動アニ
メーションが実行されている状態を示している。また、サブ表示装置２０９の左下部にあ
る保留表示領域２０９ｂには、特図１の保留数が０であることを示す「０」が表示されて
いる。
【０３２４】
　図２７（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮
停止表示され、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが終了し、変動アイコン表示
領域９４０に変動アイコン９４１が表示された状態を示している。また、遊技球が特図１
始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域９３１では「１」が表示
され、特図１保留アイコン表示領域９５０の第１領域に白色円形で表示されたデフォルト
の特図１保留アイコン９５２が保留アイコンの増加アニメーションによって出現した状態
を示している。また、図２７（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８のナビゲーションキャラ
クタ表示領域９７０に表示されている商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し
画像が演出表示領域２０８ｄの左下部に表示された直後の状態を示している。
【０３２５】
　図２７（ｄ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、および右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。また、遊技球が特図
１始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域９３１では「２」が表
示され、特図１保留アイコン表示領域９５０の第２領域に黒色円形で表示された特図１保
留アイコン９５３が保留アイコンの増加アニメーションによって出現した状態を示してい
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る。また、商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス？」
の文字列の画像が表示されている。
【０３２６】
　図２７（ｅ）は、演出用可動体９９０が下方に移動する演出（以下、「ロゴ落下演出」
と称する場合がある。）が実行された状態を示している。ロゴ落下演出は、図１６（ｂ）
の図中に示す「ロゴ落下」の予告に用いられる演出である。また、装飾図柄表示装置２０
８の演出表示領域２０８ｄには、演出用可動体９９０の背後の位置と演出用可動体９９０
の背後の周辺の位置に跨ってエフェクト画像ｈ５が表示されている。エフェクト画像ｈ５
は、ロゴ落下演出に用いられる画像である。また、図２７（ｅ）は、装飾図柄表示装置２
０８にエフェクト画像ｈ５が表示された後に、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
「装飾２－装飾４－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであること
が報知された状態を示している。また、変動アイコン表示領域９４０に表示されていた変
動アイコン９４１が下方に移動することで、変動アイコン９４１を消去する消去アニメー
ションが実行されている。また、図２７（ｅ）は、保留アイコン９５２の表示態様が白色
円形から黒色円形に変化する変化アニメーションが実行された状態を示している。なお、
図２７（ｅ）に示すロゴ落下演出は、保留アイコン９５２の表示態様が白色円形から黒色
円形に変化する変化アニメーションに併せた演出として用いられる場合があってもよいし
、黒色円形で表示された特図１保留アイコン９５３が表示されることに併せた演出として
用いられる場合があってもよいし、先読み予告の演出として単独で用いられる場合があっ
てもよい。次いで、図２７（ｆ）は、演出用可動体９９０が図２７（ｅ）に示す位置から
上方に移動し、図２７（ａ）に示す元の位置に戻った状態を示している。また、装飾図柄
表示装置２０８では、演出用可動体９９０の上方への移動に伴い、エフェクト画像ｈ５が
消去されている。
【０３２７】
　図２７（ｇ）は、最先の特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が実行されている。特図１第４図柄表示領域９３３では第４図柄の変動
表示が実行されている。また、特図１保留数表示領域９３１では「１」が表示され、保留
・変動アイコン間の移動アニメーションおよび特図１保留アイコン９５２の移動アニメー
ションが開始された直後の状態を示している。また、図２７（ｇ）は、装飾図柄表示装置
２０８のナビゲーションキャラクタ表示領域９７０に表示されている商人のキャラクタ画
像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像が演出表示領域２０８ｄの左下部に表示された直後の
状態を示している。
【０３２８】
　図２７（ｈ）は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび特図１保留アイコ
ン９５３の移動アニメーションが終了した状態を示している。また、図２７（ｈ）では、
商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「殿～」の文字列の画像が
表示され、後述する殿のキャラクタ画像ｈ３が出現することを示唆する演出が実行されて
いる。殿のキャラクタ画像ｈ３は、図１６（ｂ）に示した「回転」の予告の演出（以下、
「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いられるキャラクタ画像である。
【０３２９】
　図２７（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮
停止表示された状態を示している。また、演出表示領域２０８ｄの右下部に殿のキャラク
タ画像ｈ３が表示され、殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画像内には「呼
んだ？」の文字列の画像が表示されている。また、商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを
表す吹き出し画像には「殿！」の文字列の画像が表示されている。
【０３３０】
　図２７（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、および右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、リーチ演出が開始された状態を示してい
る。また、商人のキャラクタ画像ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス？」
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の文字列の画像が表示され、その後に殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し画
像内には「チャンス！」の文字列の画像が表示されている。殿のキャラクタ画像ｈ３のセ
リフを表す「チャンス！」の文字列の画像が表示されることで、回転表示予告演出が実行
されることが示唆される。
【０３３１】
　図２７（ｋ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示している
。また、図２７（ｋ）では、装飾図柄表示装置２０８に表示された全ての画像（以下、本
例において、「回転対象画像」と称する場合がある。）が、装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに４５°回転した状態を示
している。また、図２７（ｋ）では、回転対象画像の縦横比が変化して表示している。回
転前の回転対象画像は、縦横比９：１６（装飾図柄表示装置２０８の画面の縦横比）の画
面に合わせた縦横比で表示されているのに対して、図２７（ｋ）に示す回転対象画像の縦
横比は、縦横比４：５の画面に合わせた縦横比に変化している。また、右図柄表示領域２
０８ｃに表示されていた「装飾３」の一部やナビゲーションキャラクタ表示領域９７０の
一部が、装飾図柄表示装置２０８から見切れている。また、図２７（ｋ）では、回転表示
予告演出を目立たせるために、演出用可動体９９０は、装飾図柄表示装置２０８の上方の
遊技者から視認できない位置に移動する。
【０３３２】
　図２７（ｌ）は、回転対象画像が図２７（ｋ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計９０°回転）した状態
を示している。また、回転対象画像は、縦横比１：１の画面に合わせた縦横比で表示され
ている。また、装飾図柄表示装置２０９において、回転対象画像は見切れていない。また
、図２７（ｌ）は、回転表示予告演出中に、演出用可動体９９０が図２７（ｋ）の位置（
不図示）から下方へ移動するロゴ落下演出が実行された状態を示している。また、装飾図
柄表示装置２０８には、エフェクト画像ｈ５が回転対象画像として表示されている。また
、図２７（ｌ）では、エフェクト画像ｈ５は、図２７（ｅ）に示す状態と異なり、演出表
示領域２０８ｄの左部に遊技者から見て反時計回りに９０°回転した態様で表示されてい
る。また、図２７（ｌ）の状態における装飾図柄表示装置に表示されている装飾図柄の大
きさは、図２７（ｅ）の状態における装飾図柄表示装置に表示されている装飾図柄の大き
さよりも小さい大きさである。また、保留アイコン、変動アイコン、商人のキャラクタ画
像ｈ１、およびエフェクト画像ｈ５においても同様である。
【０３３３】
　図２７（ｍ）は、回転対象画像が図２７（ｊ）の状態から装飾図柄表示装置２０８の画
像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに２７０°回転（合計３６０°回転）し元
に戻った状態を示している。回転対象画像の縦横比は、元の縦横比および元の大きさに戻
っている。また、図２７（ｍ）では、演出用可動体９９０が図２７（ｌ）の位置から上方
へ移動して元の状態の位置（図２７（ａ）に示す状態の位置）に位置している。また、装
飾図柄表示装置２０８では、エフェクト画像ｈ５が消去されている。次いで、図２７（ｎ
）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装
飾２－装飾３」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知された
状態を示している。また、変動アイコン表示領域９４０に表示されていた変動アイコン９
４１が下方に移動することで、変動アイコン９４１を消去する消去アニメーションが実行
されている。
【０３３４】
　このように本実施例のロゴ落下演出には、装飾図柄表示装置２０８の前方で演出用可動
体９９０を動作させる際に、装飾図柄表示装置２０８において演出用可動体９９０の背後
の位置にエフェクト画像が表示される演出と、装飾図柄表示装置２０８の前方で演出用可
動体９９０を動作させる際に、装飾図柄表示装置２０８において演出用可動体９９０の背
後の位置とは別の位置にエフェクト画像が表示される演出とがある。演出用可動体２９９
０の背後の位置に表示されるエフェクト画像は、遊技者に演出用可動体９９０の動作を強
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調させる場合があり、演出用可動体９９０の背後の位置とは別の位置に表示されるエフェ
クト画像は、意外な位置にエフェクト画像が表示されるため、遊技者に思いがけない驚き
を与えることができる場合がある。また、エフェクト画像の大きさや表示色や表示する位
置によって、大当り信頼度が異なる場合があってもよい。
【０３３５】
（実施例１２）
　本実施の形態の実施例１２の演出例について図２８を用いて説明する。図２８（ａ）～
（ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。
【０３３６】
　図２８（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示し、図２７（ａ）と同じ状態を示
している。次いで、図２８（ｂ）は、特図１変動遊技が開始された状態を示し、図２７（
ｂ）と同じ状態を示している。次いで、図２８（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図
柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、図２７（ｃ）と同じ状態を示してい
る。
【０３３７】
　図２８（ｄ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａ、および右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。また、図２８（ｄ）
は、演出用可動体９９０が図２８（ｃ）に示す位置から下方に移動する演出（以下、「ロ
ゴ落下演出」と称する場合がある。）が実行された状態を示している。ロゴ落下演出は、
図１６（ｂ）の図中に示す「ロゴ落下」の予告に用いられる演出である。また、装飾図柄
表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには、演出用可動体９９０の背後の位置と演出用
可動体９９０の背後の周辺の位置に跨ってエフェクト画像ｈ５が表示されている。エフェ
クト画像ｈ５は、ロゴ落下演出に用いられる画像である。
【０３３８】
　図２８（ｅ）は、ロゴ落下演出の実行中に島一斉演出が開始された状態を示している。
島一斉演出は、同一の島設備に設置された同一機種のパチンコ機が同じタイミング同じ演
出を実行する演出である。本実施例の島一斉演出では、装飾図柄表示装置２０８の演出表
示領域２０８ｄの左部に姫のキャラクタ画像ｈ６が歌を歌っている態様の表示がされ、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに表示された装飾図柄が装飾図柄表示装置２０８の
右下部に縮小して表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８
ｄの右方に「島一斉演出開始！」の文字列画像が表示されている。また、図２８（ｅ）は
、図２８（ｄ）で表示されたエフェクト画像ｈ５が、図２８（ｄ）で表示された位置とは
異なる位置となる装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの右下部に縮小して表
示された状態を示している。また、図２８（ｅ）では、保留アイコン９５２の表示態様が
白色円形から黒色円形に変化する変化アニメーションが実行された状態を示している。ま
た、遊技球が特図１始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域９３
１では「２」が表示され、特図１保留アイコン表示領域９５０の第２領域に黒色円形で表
示された特図１保留アイコン９５３が表示されている。なお、本実施例のロゴ落下演出は
、保留アイコン９５２の表示態様が白色円形から黒色円形に変化する変化アニメーション
が行われることを示唆する演出として用いられる場合があってもよいし、先読み予告の演
出として単独で用いられる場合があってもよい。
【０３３９】
　図２８（ｆ）では、島一斉演出中に、演出用可動体９９０が図２８（ｄ）に示す位置か
ら上方に移動して元の位置（図２８（ａ）に示す位置）に戻った状態を示している。また
、装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域２０８ｄの右方に「島一斉演中」の文字列画像
が表示され、島一斉演出中であることが報知されている。また、装飾図柄表示装置２０８
の右下部に縮小して表示されていたエフェクト画像ｈ５は消去され、装飾図柄表示装置２
０８の右下部に縮小した左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾４－
装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。
また、変動アイコン表示領域９４０に表示されていた変動アイコン９４１が下方に移動す
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ることで、変動アイコン９４１を消去する消去アニメーションが実行されている。
【０３４０】
　このように本実施例のロゴ落下演出では、装飾図柄表示装置２０８の前方で演出用可動
体９９０を動作させる際に、装飾図柄表示装置２０８において演出用可動体９９０の背後
の位置にエフェクト画像が表示される状態と、装飾図柄表示装置２０８の前方で演出用可
動体９９０を動作させる際に、装飾図柄表示装置２０８において演出用可動体９９０の背
後とは別の位置にエフェクト画像が表示される状態とがある。装飾図柄表示装置２０８に
おいて演出用可動体９９０の背後の位置とは別の位置にエフェクト画像が表示される状態
は、遊技者に意外性を付与することができる場合があり、また、遊技者に話題を提供する
ことができる場合がある。また、エフェクト画像の大きさや表示色や表示する位置によっ
て、大当り信頼度が異なる場合があってもよい。
【０３４１】
　次に、以上説明した第１の実施の形態による遊技台の特徴的構成について再度図１乃至
図２８を参照しつつ説明する。
【０３４２】
（Ａ１）
　画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８、またはサブ表示装置２０９）を備え
た遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の画像（例えば、殿のキャラクタ画像ｈ３）の回転表示を行
う場合があり、
　前記回転表示が行われる際に、前記第一の画像の縦横比が変化する場合がある（例えば
、図１７（ｊ）～（ｑ）、または図２１（ｃ）～（ｋ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０３４３】
　当該構成を備えた遊技台によれば、第一の画像の回転表示が行われる際に、第一の画像
の縦横比が変化する場合があるため、第一の画像の存在感が増幅される場合があり、遊技
者に強い印象を与えることができる場合がある。また、キャラクタ画像、装飾図柄、保留
アイコン、変動アイコン、および背景絵柄等の画像のうちのいずれかの画像、あるいはこ
れら全てを第一の画像とする場合があってもよいし、これらの画像以外の画像を第一の画
像とする場合があってもよい。
【０３４４】
（Ａ２）
　上記（Ａ１）に記載の遊技台であって、
　前記回転表示が行われる際に、第二の画像（例えば、保留アイコンや保留数表示）は回
転しない場合がある（例えば、図１９（ｊ）～（ｑ）、または図２２（ｃ）～（ｋ）参照
）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ａ３）
　上記（Ａ２）に記載の遊技台であって、
　前記回転表示が行われる際に、前記第二の画像（例えば、第４図柄）は回転しない（例
えば、図１８（ｊ）～（ｑ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０３４５】
　当該構成を備えた遊技台によれば、第一の画像の回転表示が行われる際に、第二の画像
の回転表示が行われない場合があるため、第一の画像の回転表示を強調しつつ、第二の画
像をしっかり遊技者に視認させることができる。また、キャラクタ画像、装飾図柄、保留
アイコン、変動アイコン、および背景絵柄等の画像のうちのいずれかの画像、あるいはこ
れら全てを第二の画像とする場合があってもよいし、これらの画像とは異なる画像を第二
の画像とする場合があってもよい。
【０３４６】
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（Ａ４）
　上記（Ａ１）乃至（Ａ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記回転表示が行われる際に、該回転表示が行われる前に前記画像表示手段において見
切れていた画像（例えば、姫のキャラクタ画像ｈ４）が該回転表示が行われることによっ
て該画像表示手段に表示される場合がある（例えば、図２４（ｂ）～（ｄ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０３４７】
　当該構成を備えた遊技台によれば、第一の画像の回転表示が行われる前に画像表示手段
において見切れていた画像が、第一の回転表示が行われることによって画像表示手段に表
示される場合があるため、遊技者に思いもよらない驚きを与えることができる場合がある
。
【０３４８】
（Ａ５）
　上記（Ａ１）乃至（Ａ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記回転表示が行われる際に、該回転表示が行われる前に前記画像表示手段に表示され
ていた画像（例えば、装飾図柄）が該回転表示が行われることによって該画像表示手段に
おいて見切れる場合がある（例えば、図１７（ｉ）～（ｋ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０３４９】
　当該構成を備えた遊技台によれば、第一の画像の回転表示が行われる前に画像表示手段
において表示されていた画像が、第一の回転表示が行われることによって画像表示手段に
おいて見切れる場合があるため、遊技者に思いもよらない驚きを与えることができる場合
がある。
【０３５０】
（Ａ６）
　上記（Ａ１）乃至（Ａ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
（Ａ７）
　上記（Ａ１）乃至（Ａ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシン（例えば、スロットマシン２０００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【０３５１】
（Ｂ１）
　演出用可動体（例えば、演出用可動体９９０）と、
　画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記演出用可動体を前記画像表示手段の前で動作させる際に、第一の位置に第一の画像
（例えば、エフェクト画像ｈ５）を表示する第一の状態（例えば、図２７（ｅ）に示すエ
フェクト画像ｈ５の表示状態、または図２８（ｄ）に示すエフェクト画像ｈ５の表示状態
）となる場合があり、
　前記第一の位置とは、前記画像表示手段における前記演出用可動体の背後の位置のこと
であり（例えば、図２７（ｅ）、または図２８（ｄ）参照）、
　前記第一の画像は、エフェクト画像であり、
　前記演出用可動体を前記画像表示手段の前で動作させる際に、第二の位置に前記第一の
画像を表示する第二の状態（例えば、図２７（ｌ）に示すエフェクト画像ｈ５の表示状態
、または図２８（ｅ）に示すエフェクト画像ｈ５の表示状態）となる場合があり、
　前記第二の位置とは、前記画像表示手段における前記演出用可動体の背後とは別の位置
のことである（例えば、図２７（ｌ）、または図２８（ｅ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
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【０３５２】
　当該構成を備えた遊技台によれば、演出用可動体を画像表示手段の前で動作させる際に
、演出用可動体の背後の位置とは別の位置の第二の位置に第一の画像のエフェクト画像を
表示する第二の状態となる場合があるため、遊技者が思いもよらない位置に第一の画像の
エフェクト画像が表示されることになり、遊技者に意外性を付与することができる場合が
ある。
【０３５３】
（Ｂ２）
　上記（Ｂ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態において、前記第一の画像は、前記第一の位置と第三の位置に跨がって
表示される場合があり、
　前記第三の位置とは、前記画像表示手段における前記演出用可動体の背後とは別の位置
のことである（例えば、図２７（ｅ）、または図２８（ｄ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｂ３）
　上記（Ｂ１）または（Ｂ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態における前記第一の画像の大きさは、第一の大きさであり、
　前記第二の状態における前記第一の画像の大きさは、第三の大きさであり、
　前記第三の大きさは、前記第一の大きさよりも小さい大きさである（例えば、図２７（
ｅ）、（ｆ）、または図２８（ｄ）、（ｅ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０３５４】
　当該構成を備えた遊技台によれば、第一の状態における第一の画像の大きさと第二の状
態における第一の画像の大きさが異なるため、第一の画像のバリエーションを遊技者に楽
しませることができる場合がある。
【０３５５】
（Ｂ４）
　上記（Ｂ１）乃至（Ｂ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態において、第二の画像（例えば、装飾図柄）を第一の向きに表示する場
合があり（例えば、図２７（ｅ）参照）、
　前記第二の状態において、前記第二の画像を第二の向き（第一の向きから反時計回りに
９０°回転した向き）に表示する場合があり（例えば、図２７（ｌ）参照）、
　前記第一の画像は、前記第二の画像とは異なる画像であり、
　前記第二の向きとは、前記第一の向きとは異なる向きのことである、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｂ５）
　上記（Ｂ４）に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態における前記第二の画像の大きさは、第二の大きさであり、
　前記第二の状態における前記第二の画像の大きさは、第四の大きさであり、
　前記第四の大きさは、前記第二の大きさよりも小さい大きさである（例えば、図２７（
ｅ）、（ｌ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０３５６】
　当該構成を備えた遊技台によれば、第一の状態における第二の画像の大きさと第二の状
態における第二の画像の大きさが異なるため、第二の画像のバリエーションを遊技者に楽
しませることができる場合がある。また、キャラクタ画像、装飾図柄、保留アイコン、変
動アイコン、および背景絵柄等の画像のうちのいずれかの画像、あるいはこれら全てを第
二の画像とする場合があってもよいし、これらの画像とは異なる画像を第二の画像とする
場合があってもよい。
【０３５７】
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（Ｂ６）
　上記（Ｂ１）乃至（Ｂ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｂ７）
　上記（Ｂ１）乃至（Ｂ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシン（例えば、スロットマシン２０００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【０３５８】
（Ｃ１）
　遊技を演出する演出画像を表示可能な画像表示ユニット（例えば、サブ表示装置２０９
）と、
　画像表示ユニットを駆動する駆動手段（例えば、演出用可動体２２５）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示ユニットは、前記駆動手段の駆動によって動く場合があり、
　前記画像表示ユニットが第一の方向（前記画像表示ユニットの回転軸を中心とする回転
方向、または直線方向）に動いている期間（以下、「第一の期間」という。）において、
該画像表示ユニットに第一の動画（例えば、殿のキャラクタ画像ｈ３の動画や姫のキャラ
クタ画像ｈ４の動画）が表示される場合があり、
　前記第一の動画は、第一の画像（例えば、殿のキャラクタ画像ｈ３や姫のキャラクタ画
像ｈ４）が前記第一の方向に動く態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
【０３５９】
　当該構成を備えた遊技台によれば、画像表示ユニットの動きによってインパクトを与え
、当該動きの期間中に画像表示ユニットに表示される画像の表示角度、表示位置を変化さ
せることで、報知手段としては非日常的には見かけない動作をさせることが可能になり、
遊技者に日常を忘れ、より遊技に集中させることができる場合がある。また、画像表示ユ
ニットが第一の方向に動いている期間の全ての期間を第一の期間としてもよいし、前記画
像表示ユニットが第一の方向に動いている期間のうちの一部の期間を第一の期間としても
よい。また、ある演出を契機として、画像表示ユニットが第一の方向に動き始めてから停
止するまでの期間の全ての期間を第一の期間としてもよいし、ある演出とは別の演出を契
機として、画像表示ユニットが第一の方向に動き始めてから停止するまでの期間の一部の
期間を第一の期間としてもよい。
【０３６０】
（Ｃ２）
　上記（Ｃ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、前記第一の画像によるアニメーション表示態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
【０３６１】
　本実施の形態による実施例では、第一の画像（殿のキャラクタ画像ｈ３や姫のキャラク
タ画像ｈ４）の表情、外形等が固定的に表示される例を示したが、第一の画像の表情、外
形等が変形的に表示される場合があってもよい。例えば、図２４を例示して説明すると、
図２４（ａ）では表示されていなかった殿の顔が、図２４（ｂ）では真顔で表示され、図
２４（ｃ）では少し笑顔になり、図２４（ｄ）では満面の笑顔になり、図２４（ｅ）では
少し笑顔に戻り、図２４（ｆ）では真顔に戻るようなアニメーションを行うようにしても
よい。また、第一の画像（例えば、殿のキャラクタ画像ｈ３）が第一の方向に動く態様と
は、殿のキャラクタ画像ｈ３を含むアニメーションの表示位置が動くことを示すものとし
てもよい。アニメーションは、キャラクタの表示の可変表示に限定されず、キャラクタ等
の外形の変化、セリフの可変表示（セリフを示す部分的な文字列から全体的な文字列への
変化表示等）、キャラクタやアイコンの色変化、キャラクタやアイコンの移動表示等のい
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ずれかとしてもよいし、これらを組み合わせて含むようにしてもよい。
【０３６２】
（Ｃ３）
　上記（Ｃ１）または（Ｃ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記画像表示ユニットは第一の向きに動くように構成されて
おり、
　前記第一の期間において、前記第一の画像は第二の向きに動くように構成されており、
　前記第一の向きと前記第二の向きは、逆の向きである、
ことを特徴とする遊技台。
【０３６３】
　当該構成を備えた遊技台では、ある一の演出を契機（例えばスーパーリーチ中の画像表
示ユニット動作演出を開始するタイミングの到来等）として、画像表示ユニットが動作す
る場合の第一の向きは一の向き（例えば左向き）とし、他の演出を契機（例えば、大当り
終了時の確変が始まるかどうかを遊技者に知らせるための画像表示ユニットの動作による
演出を開始するタイミングの到来等）で、画像表示ユニットが動作する場合の第一の向き
は、別の向き（例えば右向き）とする場合があってもよい。また、第一の向きと第二の向
きは、逆の向きではなく同じ向きでもよく、この場合、画像表示ユニットの移動や回転よ
りも第一の画像が速く移動や回転するように遊技者には視認される。このため、固定的な
画像表示ユニット内で画像が回転する態様では得られない非日常的な感覚を遊技者に与え
ることができ、さらに当該画像表示ユニット内の第一の画像が、さらなる速さで回転や移
動することからより日常的な感覚を忘れさせ、遊技に集中させることが可能になる場合が
ある。
【０３６４】
（Ｃ４）
　上記（Ｃ３）に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記画像表示ユニットは前記第一の向きに第一の速さで動く
ように構成されており、
　前記第一の期間において、前記第一の画像は前記第二の向きに第二の速さで動くように
構成されており、
　前記第一の速さと前記第二の速さは、同じ速さである、
ことを特徴とする遊技台。
【０３６５】
　当該構成を備えた遊技台によれば、遊技者には画像表示ユニットは動いて見えるが、第
一の画像の表示位置・表示角度等は動いていないように見えるため、報知手段としては非
日常的な動作を行わせることが可能であると伴に、画像表示ユニット表示による報知自体
は動いていない場合と同様に役目を果たすことができ、インパクトのある動作と報知の両
立が可能になる場合がある。また、第一の向きと第二の向きが逆の向きで、第一の速さと
第二の速さの速さを異ならせてもよく、その場合、画像表示ユニットの移動や回転よりも
第一の画像が遅く移動や回転するように遊技者には視認される。このため、固定的な画像
表示ユニット内で画像が回転する態様では得られない非日常的な感覚を遊技者に与えるこ
とができ、さらに当該画像表示ユニット内の第一の画像は当該画像表示ユニットの移動や
回転にゆっくりと追いかけるように移動や回転を行うことからより日常的な感覚を忘れさ
せ、遊技に集中させることが可能になる場合がある。また、画像表示ユニットがインパク
ト重視で速く移動や回転を行う場合に、第一の画像をゆるやかに移動や回転を行わせるこ
とで、画像表示ユニット表示による報知自体は動いていない場合に近くなり、報知の役目
を果たすことが可能になる場合がある。
【０３６６】
（Ｃ５）
　上記（Ｃ１）乃至（Ｃ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、第二の画像（例えば、商人のキャラクタ画像ｈ１’）が表示される



(81) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｃ６）
　上記（Ｃ５）に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記第二の画像は前記第一の方向に動かないように構成され
ている、
ことを特徴とする遊技台。
【０３６７】
　当該構成を備えた遊技台では、第一の期間において、第一の方向に動かないような第二
の画像が表示されないように構成されていてもよい。すなわち、第一の期間において、画
像表示ユニットに表示されている画像は全て第一の方向に動くように構成されるため、画
像表示ユニットおよび画像の動きに統一感が与えられ、よりインパクトのある演出動作が
実行可能となる場合がある。
【０３６８】
（Ｃ７）
　上記（Ｃ５）または（Ｃ６）に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、前記第二の画像によるアニメーション表示態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
【０３６９】
　本実施の形態による実施例では、第二の画像（商人のキャラクタ画像ｈ１’）の表情、
外形等が固定的に表示される例を示したが、当該構成を備えた遊技台によれば、第二の画
像の表情、外形等が変形的に表示される場合があってもよい。例えば、図２５を例示して
説明すると、図２５（ａ）ではサブ表示装置２０９に表示されていなかった商人の顔が、
図２５（ｂ）では真顔で表示され、図２５（ｃ）では少し険しい顔になり、図２５（ｄ）
では、険悪な顔になり、図２５（ｅ）では少し険しい顔に戻り、図２５（ｆ）では真顔に
戻るようなアニメーションを行うようにしてもよい。また、第二の画像が第一の方向に動
かない態様とは、アニメーションの表示位置が動かないことを示すものとしてもよい。ア
ニメーションは、キャラクタの表示の可変表示に限定されず、キャラクタ等の外形の変化
、セリフの可変表示（セリフを示す部分的な文字列から全体的な文字列への変化表示等）
、キャラクタやアイコンの色変化、キャラクタやアイコンの移動表示等のいずれかとして
もよいし、これらを組み合わせて含むようにしてもよい。
【０３７０】
（Ｃ８）
　上記（Ｃ３）または（Ｃ４）に記載の遊技台であって、
　上記（Ｃ１）に記載の「前記駆動手段の駆動によって動く」とは、「前記駆動手段の駆
動によって回転する」のことであり、
　上記（Ｃ１）に記載の「第一の画像が前記第一の方向に動く」とは、「第一の画像が前
記第一の方向に回転する」のことであり、
　前記第一の方向とは、前記画像表示ユニットの回転軸を中心とする回転方向（例えば、
円周方向）のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｃ９）
　上記（Ｃ８）に記載の遊技台であって、
　前記第一の向きとは、時計回りおよび反時計回りのうちの一方のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【０３７１】
（Ｃ１０）
　上記（Ｃ１）乃至（Ｃ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　上記（Ｃ１）に記載の「前記駆動手段の駆動によって動く」とは、「前記駆動手段の駆
動によって直線移動する」のことであり、
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　上記（Ｃ１）に記載の「第一の画像が前記第一の方向に動く」とは、「第一の画像が前
記第一の方向に直線移動する」のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【０３７２】
　上記の「第一の画像が前記第一の方向に直線移動する」とは、「第一の画像が上下方向
に直線移動する」ことであってもよい。この場合における上記の第一の向きとは、上向き
および下向きのうちの一方のことである。また、上記の「第一の画像が前記第一の方向に
直線移動する」とは、「第一の画像が左右方向に直線移動する」ことであってもよい。こ
の場合における上記の第一の向きとは、左向きおよび右向きのうちの一方のことである。
上記の「第一の画像が前記第一の方向に直線移動する」とは、「第一の画像が斜め方向に
直線移動する」ことであってもよい。この場合における上記の第一の向きとは、左上向き
、右下向き、右上向き、および左下向きのうちの一の向きのことである。
【０３７３】
　本実施の形態による実施例で説明した構成の変形例について図を参照しつつ説明する。
例えば、図２１～図２６に示す駆動手段（演出用可動体２２５）は、回転移動および直線
移動（上下方向、左右方向、斜め方向、遊技者からみて前後方向）が複合された動きをす
る場合があってもよい。また、パチンコ機１００には、複数の画像表示ユニットが搭載さ
れるように構成されていてもよい。また、一の画像表示ユニットに複数の画像表示装置が
搭載されるように構成されていてもよい。画像表示ユニットには、ＬＥＤが搭載されてい
てもよいし、演出用可動体が搭載されていてもよい。また、画像表示ユニットが回転動作
や移動動作する前に演出用可動体が初期状態から可動状態まで可動し、演出用可動体が可
動状態にある画像表示ユニットが回転動作や移動動作を行った後に停止し、その後、当該
演出用可動体が初期状態に可動するように構成されていてもよい。また、図柄変動表示中
において、図２２に示す演出動作が行われた場合よりも、図２３に示す演出動作が行われ
た場合の方が、当該図柄変動表示における最終的に停止表示される図柄態様が大当り態様
になりやすいように構成されていてもよいし、図柄変動表示中において、図２３の演出動
作が行われた場合よりも、図２２の演出動作が行われた場合の方が、当該図柄変動表示に
おける最終的に停止表示される図柄態様が大当り態様になりやすいように構成されていて
もよい。また、図柄変動表示中において、図２２の演出動作が行われた場合は、必ず当該
図柄変動表示における最終的に停止表示される図柄態様が大当り態様になるように構成さ
れていてもよいし、図柄変動表示中において、図２３の演出動作が行われた場合は、必ず
当該図柄変動表示における最終的に停止表示される図柄態様が大当り態様になるように構
成されていてもよい。また、図２２および図２３は、両方とも同じ演出表示が行われる例
を示したが、図２２に示すサブ表示装置が回転する場合に当該サブ表示装置に表示される
画像も一緒に回転するように遊技者に視認される演出と、図２３に示すサブ表示装置が回
転する場合に当該サブ表示装置に表示される画像は一緒に回転していないように遊技者に
視認される演出は、別の演出となるように構成してもよい。例えば、「別の演出のうちの
一方の演出」とは、殿が曲者と闘う演出であり、「別の演出のうちの他方の演出」とは、
姫が踊る演出といったように構成してもよい。「別の演出のうちの一方の演出」を一種類
搭載してもよいし、複数種類搭載してもよいし、「別の演出のうちの他方の演出」を一種
類搭載してもよいし、複数種類搭載してもよい。また、図２２に示すようサブ表示装置が
回転する場合に、当該サブ表示装置に表示される画像の少なくとも一部（または全部でも
よい。）が一緒に回転する演出の種類の数よりも、図２３に示すようにサブ表示装置が回
転する場合に当該サブ表示装置に表示される画像の少なくとも一部（または全部でもよい
。）が一緒に回転していないように遊技者に視認される演出の種類の数の方が多くなるよ
うに構成されていてもよい。逆に、図２３のようにサブ表示装置が回転する場合に当該サ
ブ表示装置に表示される画像の少なくとも一部（または全部でもよい。）が一緒に回転し
ていないように遊技者に視認される演出の種類の数よりも、図２２に示すようにサブ表示
装置が回転する場合に当該サブ表示装置に表示される画像の少なくとも一部（または全部
でもよい。）が一緒に回転する演出の種類の数の方が多くなるように構成されていてもよ
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い。
【０３７４】
　また、図２２に示す演出例および図２３に示す演出例を複合させてもよい。例えば、サ
ブ表示装置が回転し始めの期間（期間Ａ）では、サブ表示装置を一の向き（例えば反時計
回り）に速さＡ（例えば、２０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示される画像は、
サブ表示装置と一緒に回転するように遊技者に視認されるようにサブ表示装置に表示され
る画像の回転を行わないようにする。次の期間（期間Ｂ）では、サブ表示装置を一の向き
（例えば反時計回り）に速さＢ（例えば、４０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示
される画像は、サブ表示装置よりも遅く回転しているように遊技者に視認されるように、
該画像の少なくとも一部、または全部を他の向き（例えば時計回り）に速さＢ’（例えば
、２０ｒｐｍ）で回転させる。次の期間（期間Ｃ）では、サブ表示装置を一の向き（例え
ば反時計回り）に速さＣ（例えば、５０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示される
画像は、サブ表示装置よりも遅く回転しているように遊技者に視認されるように、該画像
の少なくとも一部、または全部を他の向き（例えば時計回り）に速さＣ’（例えば、４０
ｒｐｍ）で回転させる。また、次の期間（期間Ｄ）では、サブ表示装置を一の向き（例え
ば反時計回り）に速さＤ（例えば、６０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示される
画像は回転しておらずサブ表示装置だけが回転しているように遊技者に視認されるように
、該画像の少なくとも一部、または全部を他の向き（例えば時計回り）に速さＤ（例えば
、６０ｒｐｍ）で回転させる。次の期間（期間Ｅ）では、サブ表示装置を一の向き（例え
ば反時計回り）に速さＥ（例えば、５０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示される
画像は、サブ表示装置よりも遅く回転しているように遊技者に視認されるように、該画像
の少なくとも一部、または全部を他の向き（例えば時計回り）に速さＥ’（例えば、４０
ｒｐｍ）で回転させる。次の期間（期間Ｆ）では、サブ表示装置を一の向き（例えば反時
計回り）に速さＦ（例えば、４０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示される画像は
、サブ表示装置よりも遅く回転しているように遊技者に視認されるように、該画像の少な
くとも一部、または全部を他の向き（例えば時計回り）に速さＦ’（例えば、２０ｒｐｍ
）で回転させる。次の期間のサブ表示装置が回転終了前の期間（期間Ｇ）は、サブ表示装
置を一の向き（例えば反時計回り）に速さＧ（例えば、２０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表
示装置に表示される画像は、サブ表示装置と一緒に回転するように遊技者に視認されるよ
うに画像の回転を行わないようにしてもよい。このように、期間Ａ～期間Ｄまでの例示の
ように、サブ表示装置が回転する期間が進むにつれて、サブ表示装置に表示されている画
像の回転が、徐々にサブ表示装置の回転とずれて、サブ表示装置は回転し、サブ表示装置
の表示の一部または全部は停止しているように遊技者に視認されるような状態に移行させ
ることで、サブ表示装置と画像による新たな一体感のある演出を行うことが可能になる場
合がある。また、期間Ｄ～期間Ｇまでの例示のように、サブ表示装置が回転する期間が進
むにつれて、サブ表示装置に表示されている画像の回転が、徐々にサブ表示装置と一緒に
回転しているように変化するように遊技者に視認させることで、サブ表示装置と画像によ
る新たな一体感のある演出を行うことが可能になる場合がある。これらの例では、期間Ａ
～Ｄでは、サブ表示装置の回転の速さとサブ表示装置に表示される画像の回転の速さの差
を徐々に小さくしていき、期間Ｄ～Ｇでは、サブ表示装置の回転の速さとサブ表示装置に
表示される画像の回転の速さの差を徐々に大きくしていくように構成したが、逆に、期間
Ａ～Ｄまでは、サブ表示装置の回転の速さとサブ表示装置に表示される画像の回転の速さ
の差を徐々に大きくしていき、期間Ｄ～Ｇでは、サブ表示装置の回転の速さとサブ表示装
置に表示される画像の回転の速さの差を徐々に小さくしていくように構成してもよい。ま
た、ここでは、回転するサブ表示装置および回転するサブ表示装置に表示される画像につ
いて例示したが、直線移動するサブ表示装置および、直線移動するサブ表示装置に表示さ
れる画像についても適用することも可能である。
【０３７５】
［第２の実施の形態］
　次に、本発明の第２の実施の形態によるパチンコ機１００について図２９～図５７を用
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いて説明する。本実施の形態によるパチンコ機１００は、上記第１の実施の形態によるパ
チンコ機１００と同様の構成および制御系を有している。上記第１の実施の形態によるパ
チンコ機１００と同一の構成要素には同一の符号を付してその説明は省略する。図３９お
よび図４０を除くこれ以降の説明において、パチンコ機１００を遊技店の島設備等に設置
した状態で遊技者に近くなる側を「前」（前方、前側、前面側、前端等）とし、またその
逆を「後」（後方、後側、後面側、後端等）とし、遊技者から見て鉛直上方を「上」（上
方、上側、上端等）とし、またその逆を「下」（下方、下側、下端等）とし、遊技者から
見て水平左方を「左」（左方、左側、左端等）とし、またその逆を「右」（右方、右側、
右端等）とする。
【０３７６】
　図２９は、本実施の形態によるパチンコ機１００が備える遊技盤１０００を正面から見
た略示正面図である。外レール２０２と内レール２０４とで区画形成された遊技領域１２
４の略中央のセンターケース内には、メイン液晶ユニット１００１が配置されている。メ
イン液晶ユニット１００１の略中央には装飾図柄表示装置２０８が配置されている。メイ
ン液晶ユニット１００１は、装飾図柄表示装置２０８やランプを駆動して演出を行うもの
であり、詳細については後述する。
【０３７７】
　本例の遊技盤１０００はいわゆる右打ち機用の遊技盤である。普図始動口２２８および
特図２始動口２３２については、これらの普図始動口２２８および特図２始動口２３２が
右側経路上に配置されているため、右側経路を落下する遊技球の入球は相対的に容易であ
り、左側経路を落下する遊技球の入球は相対的に困難または不可能である。可変入賞口２
３４については、遊技釘の配列パターンによって、右側経路を落下する遊技球の入球は相
対的に容易であり、左側経路を落下する遊技球の入球は相対的に困難である。なお、図２
９では、遊技釘の図示は省略している。これに対し、特図１始動口２３０については、遊
技釘の配列パターンやワープ装置２４２等の存在の影響によって、左側経路を落下する遊
技球の入球は相対的に容易であり、右側経路を落下する遊技球の入球は相対的に困難であ
る。なお、本実施の形態では右打ち機を例に挙げているが、右打ち機以外であってもよい
。また、右側経路および左側経路には、一般入賞口（不図示）が設けられている。
【０３７８】
　メイン液晶ユニット１００１の前側には、遊技球の転動可能な領域にワープ装置２４２
（２４２ａ、２４２ｂ）および前面ステージ２４４が配置され、遊技球の転動不可能な領
域に複数の可動体が配置されている。本実施の形態によるパチンコ機１００は、可動体１
００２、可動体１００４、可動体１００６、可動体１００８、可動体１０１０、および可
動体１０１２の６つの可動体を有している。これらの可動体は、前方側から、可動体１０
１０、可動体１００４、可動体１００２、可動体１００６、１００８、可動体１０１２の
順に配置されている。可動体１００６と可動体１００８とは、前後方向の位置が同じにな
るように配置されている。また、可動体１００４は可動体１００２の前面側に配置されて
いる。可動体１００２、可動体１００４、可動体１００６、可動体１００８、可動体１０
１０および可動体１０１２の駆動制御は、第２副制御部５００が実行する。なお、当該駆
動制御は、第１副制御部４００が実行してもよい。
【０３７９】
　可動体１００２は、前方側から見て横長長方形状の外観形状を有している。可動体１０
０２は、前面ステージ２４４の後方を上下方向に移動可能である。図２９に示す状態にお
いて、可動体１００２は初期位置に位置している。また、可動体１００２は、前面側にサ
ブ表示装置１０３０を有している。
【０３８０】
　サブ表示装置１０３０には液晶表示装置が用いられている。サブ表示装置１０３０は、
装飾図柄表示装置２０８よりも小さい横長長方形状の表示領域を備え、一または複数の画
像を表示して演出を行う。本例では、サブ表示装置１０３０はヨットが浮かぶ海の景色の
画像を表示している。なお、サブ表示装置１０３０には液晶表示装置を採用しているが、
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液晶表示装置でなくとも、種々の演出や種々の遊技情報を表示可能に構成されていればよ
く、例えば、ドットマトリクス表示装置、７セグメント表示装置、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏＬｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）表示装置、リール（ドラム）式表示装置、リーフ式表示
装置、プラズマディスプレイ、プロジェクタを含む他の表示デバイスを採用してもよい。
また、サブ表示装置１０３０の表示制御は第１副制御部４００が実行する。なお、サブ表
示装置１０３０の表示制御は第２副制御部５００が実行してもよいし、当該表示制御を実
行する表示制御部を新たに設けてもよい。なお、当該表示制御部が装飾図柄表示装置２０
８の表示制御を実行してもよい。
【０３８１】
　また、可動体１００２は、サブ表示装置１０３０を囲むように配置された細長状の照明
部１０１４ａ、照明部１０１４ｂ、照明部１０１４ｃおよび照明部１０１４ｄを備えてい
る。照明部１０１４ａは、上下方向が長手方向となるようにサブ表示装置１０３０の左方
に配置されている。照明部１０１４ｂは、水平方向が長手方向となるようにサブ表示装置
１０３０の下方に配置されている。照明部１０１４ｃは、上下方向が長手方向となるよう
にサブ表示装置１０３０の右方に配置されている。照明部１０１４ｄは、水平方向が長手
方向となるようにサブ表示装置１０３０の上方に配置されている。照明部１０１４ａ～１
０１４ｄの光源には複数色のＬＥＤが用いられており、照明部１０１４ａ～１０１４ｄは
複数色に発光可能である。
【０３８２】
　また、可動体１００２の左上部には、可動体１００４が配置されている。可動体１００
４は、稲妻を模した外観形状を有している。可動体１００４は、サブ表示装置１０３０の
表示領域外方であって可動体１００２の左上部で一点が固定されている。可動体１００４
は、不図示のステッピングモータで駆動されることにより、当該一点を回転中心としてサ
ブ表示装置１０３０の前方を表示画面に略平行な面内で回転動作可能である。図２９に示
す状態において、可動体１００４は動作完了位置に位置している。可動体１００４は、動
作完了位置に位置する状態において、サブ表示装置１０３０の表示領域とオーバーラップ
している。これにより、可動体１００４によりサブ表示装置１０３０に表示されている画
像の一部が隠される。可動体１００４の初期位置は、図２９に示す状態から可動体１００
４が反時計回りに６０°回転した状態の位置である。可動体１００４は、初期位置に位置
する場合にサブ表示装置１０３０の表示領域とオーバーラップしない。
【０３８３】
　装飾図柄表示装置２０８の左方には、可動体１００６が配置されている。可動体１００
６は、可動体１００２とメイン液晶ユニット１００１との間に配置され、左右方向に移動
可能である。可動体１００２は、板状形状を有し、上部には透過部１００６ａが設けられ
、下部には透過部１００６ｂが設けられている。透過部１００６ａ、１００６ｂは横長長
方形状を備え、透過部１００６ａ、１００６ｂを介して可動体１００６の後方側が視認可
能である。なお、透過部１００６ａ、１００６ｂは後方側が視認可能であればよく、透過
部１００６ａ、１００６ｂにはアクリル板等の透明板が配置されていてもよいし、透過部
１００６ａ、１００６ｂは開口部になっていてもよい。また、可動体１００６の前面側右
端部には、細長状の照明部１０１６が配置されている。照明部１０１６は、上下方向が長
手方向となるように配置されている。照明部１０１６の光源には複数色のＬＥＤが用いら
れており、照明部１０１６は複数色に発光可能である。
【０３８４】
　可動体１００６の上部には不図示の２つのプーリに巻き回したベルトが固定されている
。可動体１００６は、モータによりプーリを介して駆動するベルトの動作に伴って左右に
移動する。可動体１００６の右端部が装飾図柄表示装置２０８の表示領域左端部よりも左
方に位置する位置から装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に位置する位置までが可
動体１００６の動作範囲である。可動体１００６は、動作範囲の左端に位置している状態
において遊技者から視認不可能となる。また、図２９に示す状態において、可動体１００
６は初期位置に位置している。可動体１００６は、初期位置に位置する場合に、装飾図柄
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表示装置２０８の表示領域の一部とオーバーラップしている。これにより、可動体１００
６により装飾図柄表示装置２０８に表示されている画像の一部が隠される。また、可動体
１００６の透過部１００６ａ、１００６ｂを介して、装飾図柄表示装置２０８に表示され
ている画像の一部が視認可能である。
【０３８５】
　装飾図柄表示装置２０８の右方には、可動体１００８が配置されている。可動体１００
８は、可動体１００２とメイン液晶ユニット１００１との間に配置され、左右方向に移動
可能である。可動体１００８は、板状形状を有し、上部には透過部１００８ａが設けられ
、下部には透過部１００８ｂが設けられている。透過部１００８ａ、１００８ｂは横長長
方形状を備え、透過部１００８ａ、１００８ｂを介して可動体１００８の後方側が視認可
能である。なお、透過部１００８ａ、１００８ｂは後方側が視認可能であればよく、透過
部１００８ａ、１００８ｂにはアクリル板等の透明板が配置されていてもよいし、透過部
１００８ａ、１００８ｂは開口部になっていてもよい。また、可動体１００８の前面側左
端部には、細長状の照明部１０１８が配置されている。照明部１０１８は、上下方向が長
手方向となるように配置されている。照明部１０１８の光源には複数色のＬＥＤが用いら
れており、照明部１０１６は複数色に発光可能である。
【０３８６】
　可動体１００８の上部には不図示の２つのプーリに巻き回したベルトが固定されている
。可動体１００８は、モータによりプーリを介して駆動するベルトの動作に伴って左右に
移動する。可動体１００８の左端部が装飾図柄表示装置２０８の表示領域右端部よりも右
方に位置する位置から装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に位置する位置までが可
動体１００８の動作範囲である。可動体１００８は、動作範囲の右端に位置している状態
において遊技者から視認不可能となる。また、図２９に示す状態において、可動体１００
８は初期位置に位置している。可動体１００８は、初期位置に位置する場合に、装飾図柄
表示装置２０８の表示領域の一部とオーバーラップしている。これにより、可動体１００
８により装飾図柄表示装置２０８に表示されている画像の一部が隠される。また、可動体
１００８の透過部１００８ａ、１００８ｂを介して、装飾図柄表示装置２０８に表示され
ている画像の一部が視認可能である。
【０３８７】
　可動体１００６は左シャッタとして機能し、可動体１００８は右シャッタとして機能す
る。可動体１００６が移動範囲の右端まで移動し、可動体１００８が移動範囲の左端まで
移動した状態では、可動体１００６の右端部と可動体１００８の左端部とが接する状態と
なる。可動体１００６、１００８によりシャッタが開閉する演出が実行される。
【０３８８】
　装飾図柄表示装置２０８の上方には可動体１０１０が配置されている。可動体１０１０
は、横長平板形状を備えており、前面側に「チャンス」の文字列が付されている。また、
可動体１０１０は、不図示のステッピングモータで駆動されることにより、装飾図柄表示
装置２０８の前方を表示画面に略平行な面内で上下方向に移動可能になっている。また、
可動体１００６、１００８が閉じた状態では、可動体１０１０は、可動体１００６、１０
０８の前方を上下方向に移動可能である。図２９に示す状態では、可動体１０１０は初期
位置に位置している。
【０３８９】
　可動体１０１２は、メイン液晶ユニット１００１の左上部に配置されている。可動体１
０１２は、可動体１００４と同様の稲妻を模した外観形状を有している。また、可動体１
０１２は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域外方であって、メイン液晶ユニット１００
１の左上方で一点が固定されている。可動体１０１２は、不図示のステッピングモータで
駆動されることにより、当該一点を回転中心として装飾図柄表示装置２０８の前方を表示
画面に略平行な面内で回転動作可能である。可動体１０１２は、初期位置から時計回りに
６０°回転可能である。なお、可動体１０１２は、３６０°以上回転可能あってもよい。
【０３９０】
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　また、遊技盤１０００には、可動体１００２～１０１２が初期位置に位置しているかを
検出するセンサが一つの可動体につき一つ配置されている。当該センサは、図４に示す演
出可動体センサ４２４に含まれている。また、当該センサには例えばフォトセンサが用い
られる。
【０３９１】
　可動体１００６、１００８の後方側にはメイン液晶ユニット１００１が配置されている
。メイン液晶ユニット１００１の中央には装飾図柄表示装置２０８が配置されている。図
２９に示す状態では、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
には「装飾２－装飾３－装飾４」が停止表示されている。左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃの下方の演出表示領域２０８ｄには、白色円形の変動アイコンａ１、白色円形の
保留アイコンｂ１、白色円形の保留アイコンｂ２、白色円形の中に「熱」の文字が描かれ
た保留アイコンｂ３、黒色円形の保留アイコンｂ４が左方からこの順に並んで表示されて
いる。保留アイコンｂ１は保留順位が１番目の特図１変動遊技の保留を示し、保留アイコ
ンｂ２は保留順位が２番目の特図１変動遊技の保留を示し、保留アイコンｂ３は保留順位
が３番目の特図１変動遊技の保留を示し、保留アイコンｂ４は保留順位が４番目の特図１
変動遊技の保留を示している。また、演出表示領域２０８ｄには、太陽、雲、気球の画像
を含む背景画像が表示されている。太陽の画像の一部は可動体１００６により隠されてお
り、太陽の画像の他の一部は可動体１００６の透過部１００６ａを介して遊技者から視認
可能となっている。また、雲の画像の一部は可動体１００６により隠されており、雲の画
像の他の一部は可動体１００６の透過部１００６ｂを介して遊技者から視認可能となって
いる。また、雲の画像の一部は可動体１００２により隠されている。
【０３９２】
　また、メイン液晶ユニット１００１は、装飾図柄表示装置２０８を囲むように配置され
た細長状の照明部１０２０、照明部１０２２、照明部１０２４および照明部１０２６を備
えている。照明部１０２０は、上下方向が長手方向となるように装飾図柄表示装置２０８
の左方に配置されている。照明部１０２２は、上下方向が長手方向となるように装飾図柄
表示装置２０８の右方に配置されている。照明部１０２４は、水平方向が長手方向となる
ように装飾図柄表示装置２０８の下方に配置されている。照明部１０２６は、水平方向が
長手方向となるように装飾図柄表示装置２０８の上方に配置されている。照明部１０２０
～１０２６の光源には複数色のＬＥＤが用いられており、照明部１０２０～１０２６は複
数色に発光可能である。図２９に示す状態において、照明部１０２４、１０２６は全体が
遊技者から視認可能であり、照明部１０２０は上方の一部のみが透過部１００６ａを介し
て遊技者から視認可能であり、照明部１０２２は上方の一部のみが透過部１００８ａを介
して遊技者から視認可能である。
【０３９３】
　次に、図３０を用いて、可動体１００２についてさらに詳細に説明する。図３０（ａ）
は、可動体１００２を正面から見た状態を示している。可動体１００２の下方には、可動
体１００２の駆動源であるモータ１０４０が配置されている。モータ１０４０は、回転軸
が上下方向となるように、遊技盤１０００のセンターケースに固定されている。モータ１
０４０の回転軸には延伸方向が上下方向となるようにスクリュシャフト１０４２の一端が
固定されている。
【０３９４】
　可動体１００２とモータ１０４０の間には、下側ベース１０４４が配置されている。下
側ベース１０４４は遊技盤１０００に固定されている。モータ１０４０および下側ベース
１０４４は、前面ステージ２４４の後側下方に配置されており、遊技者から視認不可能で
ある。また、下側ベース１０４４は、右側に可動体１００２を受ける平面を備えた受け部
１０４４ａを有し、左側にガイドシャフト１０４６が固定されたシャフト固定部１０４４
ｂを有している。受け部１０４４ａとシャフト固定部１０４４ｂとは段違いになっており
、受け部１０４４ａは、シャフト固定部１０４４ｂよりも高い位置に位置している。この
ため、可動体１００２が移動範囲の最下方に移動した場合に、可動体１００２は受け部１



(88) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

０４４ａとは接触するが、シャフト固定部１０４４ｂとは接触しない。
【０３９５】
　また、受け部１０４４ａには、下側ベース１０４４を上下方向に貫通する貫通孔が設け
られており、当該貫通孔にはすべり軸受が配置されている。スクリュシャフト１０４２は
、当該すべり軸受けを通り、当該すべり軸受により支持されている。
【０３９６】
　また、図３０（ａ）に示す状態では、可動体１００４が初期位置に位置している。可動
体１００４は、初期位置から時計回りに約６０°回転可能である。なお、可動体１００４
は６０°以上（例えば、３６０°）回転可能であってもよい。
【０３９７】
　図３０（ｂ）、（ｃ）は、可動体１００２を後方右側から見た状態を示している。図３
０（ｂ）に示す状態では、可動体１００２が移動範囲の最上方に位置している。図３０（
ｃ）に示す状態では、可動体１００２が移動範囲の最下方に位置している。図３０（ｂ）
、（ｃ）に示すように、可動体１００２は、サブ液晶ユニット１０３２と、移動ユニット
１０３６とを備えている。サブ液晶ユニット１０３２は、横長の直方体形状を有し、可動
体１００２の前側に配置され、図２９に示すように、可動体１００４、照明部１０１４ａ
～１０１４ｄおよびサブ表示装置１０３０を備えている。
【０３９８】
　サブ液晶ユニット１０３２は、サブ表示装置１０３０用のドライバ、照明部１０１４ａ
～１０１４ｄのＬＥＤ、ＬＥＤ用ドライバ、可動体１００４駆動用のモータおよび歯車を
有している。また、サブ液晶ユニット１０３２は、後側に長方形状の窓部１０３４ａ、窓
部１０３４ｂ、窓部１０３４ｃ、窓部１０３４ｄ（図３０（ｂ）では不図示）、および窓
部１０３４ｅを備えている。窓部１０３４ａは照明部１０１４ａの後方に配置され、窓部
１０３４ｂは照明部１０１４ｂの後方に配置され、窓部１０３４ｃは照明部１０１４ｃの
後方に配置され、窓部１０３４ｄは照明部１０１４ｄの後方に配置されている。窓部１０
３４ａ～１０３４ｅには透明板が配置されており、窓部１０３４ａ～１０３４ｅの前方側
が視認可能である。窓部１０３４ａ～１０３４ｄの前方側には、ＬＥＤ、ＬＥＤドライバ
搭載基板、および装飾用のレンズ等が配置されている。窓部１０３４ａ～１０３４ｄは照
明部の点検用に用いられる。また、窓部１０３４ｅは可動体１００４の後方に配置されて
いる。窓部１０３４ｅの前方側には可動体１００４駆動用のモータおよび、当該モータの
回転軸に固定され、可動体１００４に動力を伝達する歯車が配置されている。窓部１０３
４ｅは、可動体１００４の駆動機構の点検用に用いられる。
【０３９９】
　移動ユニット１０３６は、サブ液晶ユニット１０３２よりも小さい横長の直方体形状を
有し、サブ液晶ユニット１０３２の後面側に配置されている。移動ユニット１０３６は、
サブ液晶ユニット１０３２を回転駆動させるモータ、当該モータの回転軸に固定されて、
サブ液晶ユニット１０３２に当該モータの動力を伝達する歯車を内部に有している。サブ
液晶ユニット１０３２と移動ユニット１０３６とがハーネスを介して接続されている。ま
た、サブ液晶ユニット１０３２は、初期姿勢である場合にサブ液晶ユニット１０３２を含
む同一面内をサブ表示装置１０３０の表示領域を回転中心として回転動作可能に移動ユニ
ット１０３６に設置されている。サブ液晶ユニット１０３２は、図３０（ｂ）に示す初期
姿勢から時計回りに１８０°回転可能であり、当該初期姿勢から反時計回り１８０°回転
可能である。このように、サブ液晶ユニット１０３２は、可動体としても機能する。
【０４００】
　なお、後述する図３９および図４０に示す接続ユニット（スリップリング等）を用いて
サブ液晶ユニット１０３２と可動ユニット１０３６とを接続した場合は、サブ液晶ユニッ
ト１０３２は、時計回りの向きおよび反時計回りの向きに、１８０度を超える所定の角度
まで回転可能であってもよいし、３６０度を超える所定の角度まで回転可能であってもよ
いし、回転角度の制限がなくてもよい。
【０４０１】
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　また、移動ユニット１０３６には、上下方向に貫通する貫通孔が２つ設けられている。
右側の貫通孔にはナットが固定されており、当該ナットにスクリュシャフト１０４２がは
まっている。スクリュシャフト１０４２の回転により当該ナットを上下に移動させて、可
動体１００２を上下に移動させることができる。また、左側の貫通孔には、ガイドシャフ
ト１０４６が通っている。可動体１００４は、ガイドシャフト１０４６に案内されて安定
して上下に移動可能となる。
【０４０２】
　移動ユニット１０３６の上方には、上側ベース１０４８が配置されている。上側ベース
１０４８は、前後方向の位置が可動体１００２と可動体１００６、１００８の間となる位
置に配置されている不図示の透明板に固定され、遊技者から見え難い位置に配置されてい
る。上側ベース１０４８は、右側に移動ユニット１０３６を受ける平面を備えた受け部１
０４８ａを有し、左側にガイドシャフト１０４６が固定されたシャフト固定部１０４８ｂ
を有している。受け部１０４８ｂにはすべり軸受が配置されており、スクリュシャフト１
０４２の他端は当該すべり軸受により支持されている。また、受け部１０４８ａとシャフ
ト固定部１０４８ｂとが段違いになっており、受け部１０４８ａは、シャフト固定部１０
４８ｂよりも低い位置に位置している。また、移動ユニット１０３６は、最上方の位置に
移動した場合に、受け部１０４８ａと接触する平面を備えた上面部１０３６ａを有してい
る。図３０（ｂ）に示すように、可動体１００２が最上方に位置する場合に移動ユニット
１０３６の上面部１０３６ａは、受け部１０４８ａと接触するが、シャフト固定部１０４
８ｂとは接触しない。
【０４０３】
　また、移動ユニット１０３６は、最下方の位置に移動した場合に、下側ベース１０４４
の受け部１０４４ａと接触する平面を備えた下面部１０３６ｂを有している。図３０（ｃ
）に示すように、可動体１００２が最下方に位置する場合に移動ユニット１０３６の下面
部１０３６ｂは、受け部１０４８ａと接触するが、シャフト固定部１０４８ｂとは接触し
ない。
【０４０４】
　また、移動ユニット１０３６は、内部に可動体１００２の移動動作やサブ液晶ユニット
１０３２の回転動作を制御する制御手段を備えている。移動ユニット１０３６に配置され
る移動制御手段として、マイクロプロセッサ、プログラマブルＩＣ、ＡＳＩＣ、ＤＳＰ、
ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＬＳＩ、通信制御回路等が挙げられる。移動ユニット１０３６は、これ
らの移動制御手段のうちの一つのみを備えていてもよいし、複数備えていてもよい。また
、サブ表示装置１０３０に一端が接続されたハーネス（不図示）が移動ユニット１０３６
の後方側から延びており、当該ハーネスの他端が遊技盤１０００の裏面側に配置された制
御基板（例えば、第１副基板１６０）に接続されている。なお、当該ハーネスの他端が中
継基板に接続されており、サブ表示装置１０３０と当該制御基板とが当該ハーネスおよび
当該中継基板を介して接続されていてもよい。
【０４０５】
　次に、可動体１００２の動作について、図３０（ｂ）、（ｃ）を用いて説明する。図３
０（ｂ）は、可動体１００２が移動範囲のうちの最上方の位置に位置している状態を示し
ている。移動ユニット１０３６の上面部１０３６ａが上側ベース１０４８の受け部１０４
８ａと接触している。受け部１０４８ａは、可動体１００２のメカエンドとして機能して
いる。
【０４０６】
　図３０（ｂ）に示す状態から、モータ１０４０を駆動させてスクリュシャフト１０４２
を下方から上方に見て時計回りに回転させると、移動ユニット１０３６に固定され、スク
リュシャフト１０４２にはまっているナットがスクリュシャフト１０４２の下方に移動す
る。これにより、可動体１００２が下方に移動する。
【０４０７】
　図３０（ｃ）は、可動体１００２が移動範囲のうちの最下方の位置に位置している状態
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を示している。移動ユニット１０３６の下面部１０３６ｂが下側ベース１０４４の受け部
１０４４ａと接触している。受け部１０４４ａは、可動体１００２のメカエンドとして機
能している。また、図３０（ｃ）に示す状態から、モータ１０４０によりスクリュシャフ
ト１０４２を下方から上方に見て反時計回りに回転させると、移動ユニット１０３６に固
定され、スクリュシャフト１０４２にはまっているナットがスクリュシャフト１０４２の
上方に移動する。これにより、可動体１００２が上方に移動する。
【０４０８】
　また、可動体１００２を最下方より高い位置で静止させる場合には、可動体１００２の
自重によりスクリュシャフト１０４２に負荷がかかるため、当該負荷と釣り合う大きさの
トルクをモータ１０４０によりスクリュシャフト１０４２にかける。これにより、スクリ
ュシャフト１０４２が可動体１００２の自重の負荷により回転するのを防ぎ、可動体１０
０２を静止させることができる。
【０４０９】
　また、可動体１００２が最下方より高い位置で静止している状態でパチンコ機１００の
電源が何らかの理由でオフ状態になった場合には、モータ１０４０を駆動させる電力が得
られなくなる。このため、可動体１００２の自重の負荷によりスクリュシャフト１０４２
が下方から上方に見て時計回りに回転し、可動体１００２が下側ベース１０４４の受け部
１０４４ｂと接触するまで移動する。可動体１００２が自重で下方に移動する場合にも、
可動体１００２を受け部１０４４ｂで受けることができるので、可動体１００２の破損を
防ぐことができる。
【０４１０】
（実施例１）
　図３１および図３２は、本実施の形態の実施例１における演出例を示している。図３１
および図３２は、演出状態を時系列で示している。図３１（ａ）～（ｑ）、（ｔ）、（ｕ
）、（ｘ）～（ｚ）、（イ）～（ニ）および図３２の各図は、図２９に示すパチンコ機１
００の遊技盤１０００の略示正面を示し、図３１（ｒ）、（ｓ）はメイン液晶ユニット１
００１のみを抜き出して示し、図３１（ｖ）、（ｗ）は可動体１００２のみを抜き出して
示している。なお、図３１以降において、普図表示装置２１０、特図１表示装置２１２、
特図２表示装置２１４、特図１保留ランプ２１８、特図２保留ランプ２２０および高確中
ランプ２２２の図示は省略し、遊技球の図示も省略する。
【０４１１】
　図３１（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図３１（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図３
１（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１
０、１０１２は初期位置に位置している。可動体１００２の初期位置は、図３０（ｃ）に
示す最下方の位置よりも高い位置であり、図３０（ｂ）に示す最上方の位置よりも最下方
の位置に近い位置である。可動体１００２は、初期位置に位置する場合に全体が遊技者か
ら視認可能となる。また、可動体１００６により装飾図柄表示装置２０８の演出表示領域
２０８ｄに表示されている太陽の画像の一部が隠され、当該太陽の画像の他の一部が透過
部１００６ａを介して視認可能となっている。また、可動体１００６により演出表示領域
２０８ｄに表示されている雲の画像の一部が隠され、当該雲の画像の他の一部が透過部１
００６ｂを介して視認可能となっている。
【０４１２】
　図３１（ａ）から引き続く図３１（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。装飾図柄表
示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには、黒色円形の保留アイコンが表示されて、特図
１の保留数が１であることが報知されている。また、黒色円形の保留アイコンは、図１６
（ａ）に示すように先読み予告態様の保留アイコンである。
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【０４１３】
　図３１（ｂ）から引き続く図３１（ｃ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動
アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示され
る。
【０４１４】
　図３１（ｃ）から引き続く図３１（ｄ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示
している。図３１以降において、装飾図柄の変動表示は下向きの白抜き太矢印で表してい
る。本実施の形態において、保留・変動アイコンの移動アニメーションの開始後に装飾図
柄の変動表示が開始される。
【０４１５】
　図３１（ｄ）から引き続く図３１（ｅ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図３１（ｅ）以降でリーチ演出が開始される。
【０４１６】
　図３１（ｅ）から引き続く図３１（ｆ）は、可動体１０１０が初期位置から動作範囲の
うちの最下方に移動した状態を示している。可動体１０１０は、装飾図柄表示装置２０８
の前側の位置で停止している。これにより、可動体１０１０と装飾図柄表示装置２０８に
表示される画像の一部とがオーバーラップし、当該画像の一部が遊技者から視認不可能と
なる。パチンコ機１００は、装飾図柄や予告画像（例えば、太陽、雲、気球、保留アイコ
ン、変動アイコン等の画像）の少なくとも一部が可動体とオ―バーラップして遊技者から
視認不可能となる場合には、装飾図柄や予告画像の少なくとも一部が可動体とオ―バーラ
ップしない場合と比較して、実行中の特図変動遊技や保留中の特図変動遊技において大当
りとなる可能性が高くなるように構成されていてもよい。
【０４１７】
　図３１（ｆ）から引き続く図３１（ｇ）は、可動体１０１０が上方に移動して初期位置
に復帰した状態を示している。可動体１０１０の初期位置は、可動体１０１０の移動範囲
の最上方の位置である。可動体１０１０が初期位置に復帰すると、当該リーチ演出におけ
る可動体１０１０の演出動作は終了する。
【０４１８】
　図３１（ｇ）から引き続く図３１（ｈ）は、可動体１００６が初期位置から右方に移動
した状態を示している。透過部１００６ａを介して太陽の画像の一部および「装飾２」の
一部が視認され、透過部１００６ｂを介して雲の画像の一部が視認されている。図３１（
ｇ）に示すように可動体１００６が初期位置に位置する場合と、図３１（ｈ）に示すよう
に可動体１００６が初期位置から右方に移動した場合とで、太陽の画像および雲の画像の
視認可能となる部分が異なっている。太陽の画像や雲の画像が予告画像として表示されて
いる場合において、可動体の移動前後で当該予告画像の視認可能な部分が異なる。可動体
の移動前後で予告画像の視認可能な部分が異なる場合がある図柄変動表示は、予告画像の
視認可能な部分が異なる場合がない図柄変動表示よりも大当り図柄態様が確定表示されや
すいように構成されていてもよい。
【０４１９】
　図３１（ｈ）から引き続く図３１（ｉ）は、可動体１００６が左方に移動して初期位置
に復帰した状態を示している。これにより、当該リーチ演出における可動体１００６の演
出動作は終了する。
【０４２０】
　図３１（ｉ）から引き続く図３１（ｊ）は、可動体１００８が初期位置から左方に移動
した状態を示している。透過部１００８ａを介して雲の画像の一部および「装飾２」の一
部が視認され、透過部１００８ｂを介して雲の画像の一部が視認されている。これにより
、図３１（ｉ）に示すように可動体１００８が初期位置に位置する場合と、図３１（ｊ）
に示すように可動体１００８が初期位置から左方に移動した場合とで、太陽の画像および
雲の画像の視認可能となる部分が異なっている。可動体の移動前後で予告画像の視認可能
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な部分が異なる場合がある図柄変動表示は、予告画像の視認可能な部分が異なる場合がな
い図柄変動表示よりも大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい
。可動体の移動前後で予告画像の視認可能な部分が異なる場合がある先読み予告が実行さ
れた場合には、可動体の移動前後で予告画像の視認可能な部分が異なる場合がない先読み
予告が実行された場合よりも、先読み対象となる図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表
示されやすいように構成されていてもよい。
【０４２１】
　図３１（ｊ）から引き続く図３１（ｋ）は、可動体１００８が右方に移動して初期位置
に復帰した状態を示している。これにより、当該リーチ演出における可動体１００８の演
出動作は終了する。
【０４２２】
　図３１（ｋ）から引き続く図３１（ｌ）は、可動体１００２が初期位置から最上方の位
置に位置している状態を示している。本例において、可動体１００２は、初期位置から上
方に移動して、演出動作を開始する。
【０４２３】
　図３１（ｌ）から引き続く図３１（ｍ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３
２が回転動作を開始した状態を示している。サブ液晶ユニット１０３２は、図３１（ｌ）
に示す、上下端辺が水平方向と平行であり、左右端辺が上下方向と平行である初期姿勢か
ら、時計回りおよび反時計回りに１８０°回転可能である。図３１（ｍ）において、サブ
液晶ユニット１０３２は、反時計回りに４５°回転している。
【０４２４】
　図３１（ｍ）から引き続く図３１（ｎ）は、サブ液晶ユニット１０３２が図３１（ｍ）
に示す状態から時計周りに９０°回転した状態を示している。図３１（ｌ）～（ｎ）に示
すように、サブ液晶ユニット１０３２の回転前後で、気球の画像および雲の画像の視認可
能となる部分が異なっている。気球の画像や雲の画像が予告画像として表示されている場
合において、可動体の動作前後で当該予告画像の視認可能な部分が異なる。可動体の移動
前後で予告画像の視認可能な部分が異なる場合がある図柄変動表示は、予告画像の視認可
能な部分が異なる場合がない図柄変動表示よりも大当り図柄態様が確定表示されやすいよ
うに構成されていてもよい。可動体の移動前後で予告画像の視認可能な部分が異なる場合
がある先読み予告が実行された場合には、可動体の移動前後で予告画像の視認可能な部分
が異なる場合がない先読み予告が実行された場合よりも、先読み対象となる図柄変動表示
で大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０４２５】
　図３１（ｎ）から引き続く図３１（ｏ）は、サブ液晶ユニット１０３２が図３１（ｎ）
に示す状態から反時計周りに４５°回転して初期姿勢に復帰した状態を示している。
【０４２６】
　図３１（ｏ）から引き続く図３１（ｐ）は、可動体１００２が下方に移動して初期位置
に復帰した状態を示している。これにより、当該リーチ演出における可動体１００２の演
出動作は終了する。
【０４２７】
　図３１（ｐ）から引き続く図３１（ｑ）は、可動体１０１２が初期位置から時計回りに
６０°回転した状態を示している。図３１（ｒ）は、図３１（ｑ）と同じタイミングのメ
イン液晶ユニット１００１だけを抜き出して示して、可動体１０１２が初期位置から時計
回りに６０°回転した状態を示している。可動体１０１２の回転動作により、可動体１０
１２と装飾図柄表示装置２０８に表示されている画像とがオーバーラップしている。この
ため、可動体１０１２により太陽の画像および「装飾２」の一部が遊技者から視認不可能
となる。可動体の移動前後で予告画像の視認可能な部分が異なる場合がある図柄変動表示
は、予告画像の視認可能な部分が異なる場合がない図柄変動表示よりも大当り図柄態様が
確定表示されやすいように構成されていてもよい。可動体の移動前後で予告画像の視認可
能な部分が異なる場合がある先読み予告が実行された場合には、可動体の移動前後で予告
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画像の視認可能な部分が異なる場合がない先読み予告が実行された場合よりも、先読み対
象となる図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよ
い。
【０４２８】
　図３１（ｑ）、（ｒ）から引き続く図３１（ｓ）は、メイン液晶ユニット１００１だけ
を抜き出して示して、可動体１０１２が図３１（ｑ）、（ｒ）に示す状態から反時計回り
に９０°回転して初期位置に復帰した状態を示している。図３１（ｔ）は、図３１（ｓ）
と同じタイミングの遊技盤１０００を示している。可動体１０１２が初期位置に復帰する
と当該リーチ演出における可動体１０１２の演出動作は終了する。
【０４２９】
　図３１（ｓ）、（ｔ）から引き続く図３１（ｕ）は、可動体１００４が初期位置から時
計回りに６０°回転した状態を示している。図３１（ｖ）は、図３１（ｕ）と同じタイミ
ングの可動体１００２だけを抜き出して示して、可動体１００４が初期位置から時計回り
に６０°回転した状態を示している。可動体１００４の回転動作により、可動体１００４
とサブ表示装置１０３０に表示されている海の景色の画像とがオーバーラップしている。
このため、可動体１００４により海の景色の画像の一部が遊技者から視認不可能となる。
海の景色の画像は、予告画像として表示される場合がある。可動体の移動前後で予告画像
の視認可能な部分が異なる場合がある図柄変動表示は、予告画像の視認可能な部分が異な
る場合がない図柄変動表示よりも大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されて
いてもよい。可動体の移動前後で予告画像の視認可能な部分が異なる場合がある先読み予
告が実行された場合には、可動体の移動前後で予告画像の視認可能な部分が異なる場合が
ない先読み予告が実行された場合よりも、先読み対象となる図柄変動表示で大当り図柄態
様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０４３０】
　また、図３１（ｕ）に示すように、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに
基づいて特図１の保留数が０から１に増加し、演出表示領域２０８ｄに白色円形の保留ア
イコンが表示されている。
【０４３１】
　図３１（ｕ）、（ｖ）から引き続く図３１（ｗ）は、可動体１００２だけを抜き出して
示して、可動体１００４が図３１（ｕ）、（ｖ）に示す状態から反時計回りに６０°回転
して初期位置に復帰した状態を示している。図３１（ｘ）は、図３１（ｗ）と同じタイミ
ングの遊技盤１０００を示している。可動体１００４が初期位置に復帰すると当該リーチ
演出における可動体１００４の演出動作は終了する。
【０４３２】
　図３１（ｗ）、（ｘ）から引き続く図３１（ｙ）は、特図１変動遊技が終了した状態を
示している。本例において、当該特図１変動遊技の結果ははずれである。左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、当該特図１
変動表示の結果がはずれであることが報知されている。
【０４３３】
　図３１（ｙ）から引き続く図３１（ｚ）は、特図変動遊技の非実行中に変動アイコンの
消去アニメーションが実行された状態を示している。演出表示領域２０８ｄにおいて、終
了した特図１変動遊技に対応する黒色円形の変動アイコンが消去されている。
【０４３４】
　図３１（ｚ）から引き続く図３１（イ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動
アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示され
ている。
【０４３５】
　図３１（イ）から引き続く図３１（ロ）は、主制御部３００から送信された図柄変動開
始コマンドを第１副制御部４００が受信したことに基づいて、装飾図柄の変動表示が開始
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された状態を示している。図柄変動開始コマンドには変動時間の情報が含まれている。本
例の変動時間は、図７に示す主制御部タイマ割込処理の特図１関連抽選処理（ステップＳ
２３１）において、例えば、３０秒に決定されている。
【０４３６】
　図３１（ロ）から引き続く図３１（ハ）は、変動開始から１５秒経過時に電断が生じ、
パチンコ機１００の電源がオフになった状態を示している。装飾図柄表示装置２０８およ
びサブ表示装置１０３０の表示が消去され、全てのランプが消灯される。また、本例では
、可動体１００２以外の全ての可動体が電断が生じたタイミングの位置で静止する。
【０４３７】
　図３１（ハ）から引き続く図３１（ニ）は、可動体１００２が初期位置から最下方の位
置に移動した状態を示している。上述したように、パチンコ機１００の電源がオフになっ
た場合には、可動体１００２は自重により移動範囲の最下方の位置まで移動する。可動体
１００２は、パチンコ機１００が電源オフの非稼働状態である場合に最下方の位置に位置
する。可動体１００２の最下方の位置は、可動体１００２の非稼働位置である。可動体１
００２が非稼働位置に位置する場合に、サブ表示装置１０３０の表示領域上端部のみが遊
技者から視認可能である。
【０４３８】
　図３１（ニ）から引き続く図３２（ａ）は、パチンコ機１００の電源がオフである状態
を示している。
【０４３９】
　図３２（ａ）から引き続く図３２（ｂ）は、パチンコ機１００の電源がオン状態になっ
た状態を示している。パチンコ機１００は、電源がオフからオンになった場合に、主制御
部３００、第１副制御部４００、第２副制御部５００の順に起動する。図３２（ｂ）では
、主制御部３００の起動が完了して特図１表示装置２１２における特図１変動遊技が再開
されており、第１副制御部４００が起動中であり、第１副制御部４００が制御する装飾図
柄表示装置２０８には、「起動中。。。」の文字列画像が表示されている。
【０４４０】
　図３２（ｂ）から引き続く図３２（ｃ）は、第２副制御部５００が起動した状態を示し
ている。第２副制御部５００の起動後に第２副制御部５００が制御する可動体の初期動作
が実行される。装飾図柄表示装置２０８には、「初期動作中」の文字列画像が表示されて
、可動体の初期動作が実行されることが報知されている。
【０４４１】
　図３２（ｃ）から引き続く図３２（ｄ）は、可動体の初期動作が開始された状態を示し
ている。本例において、まず可動体１００２の初期動作が実行される。図３２（ｄ）に示
すように、可動体１００２が最上方の位置に移動している。また、可動体１００２に設け
られたサブ表示装置１０３０には、装飾図柄表示装置２０８と同様に「初期動作中」の文
字列画像が表示されている。
【０４４２】
　図３２（ｄ）から引き続く図３２（ｅ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３
２が初期姿勢から反時計回りに４５°回転した状態を示している。図３２（ｅ）から引き
続く図３２（ｆ）は、サブ液晶ユニット１０３２が図３２（ｅ）に示す状態から反時計回
りに９０°回転した状態を示している。図３２（ｆ）から引き続く図３２（ｇ）は、サブ
液晶ユニット１０３２が図３２（ｆ）に示す状態から反時計回りに４５°回転して初期姿
勢に復帰した後に可動体１００２が初期位置に移動した状態を示している。本例の可動体
１００２の初期動作において、まず、可動体１００２が最下方の位置から最上方の位置に
移動し、次いで、サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢から反時計回りに４５°回転し、
次いで、サブ液晶ユニット１０３２が時計回りに９０°回転し、次いで、サブ液晶ユニッ
ト１０３２が反時計回りに４５°回転して初期姿勢に復帰し、最後に、可動体１００２が
初期位置に移動する。これらの動作が終了すると、可動体１００２の初期動作は完了する
。可動体１００２の初期位置は、可動体１００２の演出動作の開始位置である。
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【０４４３】
　図３２（ｇ）から引き続く図３２（ｈ）は、可動体１０１０が初期動作を開始した状態
を示している。可動体１０１０は、初期位置から移動範囲のうちの最下方の位置に移動し
ている。図３２（ｈ）から引き続く図３２（ｉ）は、可動体１０１０が初期動作を完了し
た状態を示している。可動体１０１０は、上方に移動して初期位置に復帰している。本例
の可動体１０１０の初期動作において、まず、可動体１０１０が初期位置（最上方の位置
）から最下方の位置に移動し、次いで、可動体１０１０が最下方の位置から初期位置に復
帰する。これらの動作が終了すると、可動体１０１０の初期動作は完了する。
【０４４４】
　図３２（ｉ）から引き続く図３２（ｊ）は、可動体１００６が初期動作を開始した状態
を示している。可動体１００６は、初期位置から移動範囲のうちの最右端に移動している
。図３２（ｊ）から引き続く図３２（ｋ）は、可動体１００６が初期動作を完了した状態
を示している。可動体１００６は、左方に移動して初期位置に復帰している。本例の可動
体１００６の初期動作において、まず、可動体１００６が初期位置から最右端の位置に移
動し、次いで、可動体１００６が最右端の位置から初期位置に復帰する。これらの動作が
終了すると、可動体１００６の初期動作は完了する。
【０４４５】
　図３２（ｋ）から引き続く図３２（ｌ）は、可動体１００８が初期動作を開始した状態
を示している。可動体１００８は、初期位置から移動範囲のうちの最左端に移動している
。図３２（ｌ）から引き続く図３２（ｍ）は、可動体１００８が初期動作を完了した状態
を示している。可動体１００８は、右方に移動して初期位置に復帰している。本例の可動
体１００８の初期動作において、まず、可動体１００８が初期位置から最左端の位置に移
動し、次いで、可動体１００８が最左端の位置から初期位置に復帰する。これらの動作が
終了すると、可動体１００８の初期動作は完了する。
【０４４６】
　図３２（ｍ）から引き続く図３２（ｎ）は、可動体１０１２が初期動作を開始した状態
を示している。可動体１０１２は、初期位置から時計回りに６０°回転している。図３２
（ｎ）から引き続く図３２（ｏ）は、可動体１０１２が初期動作を完了した状態を示して
いる。可動体１０１２は、反時計回りに６０°回転して初期位置に復帰している。本例の
可動体１０１２の初期動作において、まず、可動体１０１２が初期位置から時計回りに６
０°回転し、次いで、可動体１０１２が反時計回りに６０°回転して初期位置に復帰する
。これらの動作が終了すると、可動体１０１２の初期動作は完了する。
【０４４７】
　図３２（ｏ）から引き続く図３２（ｐ）は、可動体１００４が初期動作を開始した状態
を示している。可動体１００４は、初期位置から時計回りに６０°回転している。図３２
（ｐ）から引き続く図３２（ｑ）は、可動体１００４が初期動作を完了した状態を示して
いる。可動体１００４は、反時計回りに６０°回転して初期位置に復帰している。本例の
可動体１００４の初期動作において、まず、可動体１００４が初期位置から時計回りに６
０°回転し、次いで、可動体１００４が反時計回りに６０°回転して初期位置に復帰する
。これらの動作が終了すると、可動体１００４の初期動作は完了する。また、本例におい
て、可動体１００４の初期動作が完了すると、全ての可動体の初期動作が完了する。
【０４４８】
　本例において、可動体１００２、可動体１０１０、可動体１００６、可動体１００８、
可動体１０１２、可動体１００４の順に可動体の初期動作が実行される。なお、可動体の
初期動作の実行順は任意に設定可能である。
【０４４９】
　図３２（ｑ）から引き続く図３２（ｒ）は、特図１表示装置２１２での特図１変動遊技
が実行中である状態を示している。特図変動遊技の実行中に電断が生じた場合には、第１
副制御部４００は、可動体の初期動作の完了後から、主制御部３００から図柄変動停止コ
マンドを受信するまで、装飾図柄表示装置２０８およびサブ表示装置１０３０が準備画面
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となるように制御する。これにより、装飾図柄表示装置２０８およびサブ表示装置１０３
０には「準備中」の文字列画像が表示される。また、図３２（ｒ）に示すタイミングで特
図１始動口２３０に遊技球が１個入球しているが、装飾図柄表示装置２０８は準備中画面
のため増加した保留を示す保留アイコンを表示していない。なお、特図１保留ランプ２１
８の最左端のＬＥＤが点灯され特図１の保留数が１であることが特図１保留ランプ２１８
により報知される。
【０４５０】
　また、主制御部３００は、電断時に実行した電断処理（ステップＳ２４３）により、Ｒ
ＡＭ３０８に記憶されている実行中の特図１変動遊技の当否判定結果、停止図柄、変動時
間、特図１表示図柄更新タイマ等を復帰データとしてＲＡＭ３０８の所定の領域に退避し
ておく。主制御部３００は、電源オン後の復電処理（ステップＳ１１１）により、当該復
帰データに基づいて、電断前の遊技状態に復帰する。これにより、主制御部３００は、電
断時に実行されていた特図１変動遊技の変動時間が３０秒経過すると当該特図１変動遊技
を終了する制御を実行する。
【０４５１】
　図３２（ｒ）から引き続く図３２（ｓ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。本例の特図１変動遊技の結果ははずれである。第１副制御部４００は、当否判定結果
がはずれであることの情報を含む図柄変動停止コマンドを主制御部３００から受信したこ
とに基づいて、装飾図柄表示装置２０８およびサブ表示装置１０３０の演出表示を再開さ
せる。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図
柄組み合わせである「装飾２－装飾２－装飾３」が停止表示され、演出表示領域２０８ｄ
には、太陽の画像、雲の画像および気球の画像を含む背景画像が表示される。また、特図
１の保留が１であるので、演出表示領域２０８ｄには白色円形の保留アイコンが１つ表示
されている。また、電断前に実行されていた特図変動遊技に対応する変動アイコンは、復
電後における装飾図柄表示装置２０８の演出表示において表示されない。また、サブ表示
装置１０３０には、海の景色の画像が表示される。
【０４５２】
　図３２（ｓ）から引き続く図３２（ｔ）は、特図１の保留が１つ消化されて特図１変動
遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動アイ
コンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示され、次
いで、装飾図柄の変動表示が開始される。また、可動体１００２は、第２副制御部５００
が演出動作開始命令を受信するまで初期位置で待機する。また、可動体１００８が初期位
置から最右端の位置に移動している。可動体１００８が最右端の位置に移動すると、装飾
図柄表示装置２０８の表示領域の右端部が視認可能となる。このため、可動体１００８が
最右端の位置に移動することにより、可動体１００８が初期位置に位置していた場合に可
動体１００８にオーバーラップしていた予告画像が視認可能となる場合がある。当該予告
画像が視認可能となる場合がある図柄変動表示は、当該予告画像が視認不可能のままであ
る図柄変動表示よりも、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよ
い。
【０４５３】
　図３２（ｔ）から引き続く図３２（ｕ）は、可動体１００２が演出動作を開始した状態
を示している。第２副制御部５００は、可動体１００２の演出動作の開始命令を含むコマ
ンドを第１副制御部４００から受信したことに基づいて、可動体１００２の駆動制御を開
始する。可動体１００２は、初期位置から最上方の位置に移動している。
【０４５４】
　図３２（ｕ）から引き続く図３２（ｖ）は、可動体１００２が初期位置に復帰した状態
を示している。可動体１００２は、第２副制御部５００が演出動作開始命令を受信するま
で初期位置で待機する。また、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づい
て特図１の保留数が０から１に増加し、演出表示領域２０８ｄに黒色円形の保留アイコン
が表示されている。
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【０４５５】
　図３２（ｖ）から引き続く図３２（ｗ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。本例において、当該特図１変動遊技の結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されて、当該特図１変動表示
の結果がはずれであることが報知されている。また、可動体１００８が初期位置に復帰し
ている。また、装飾図柄の停止表示中に変動アイコンの消去アニメーションが実行されて
、白色円形の変動アイコンが消去される。
【０４５６】
　図３２（ｗ）から引き続く図３２（ｘ）は、特図１の保留が１つ消化されて特図１変動
遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動アイ
コンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示され、次
いで、装飾図柄の変動表示が開始される。また、可動体１００２は、初期位置において演
出動作の開始命令を受信するのを待機している。
【０４５７】
　図３２（ｘ）から引き続く図３２（ｙ）は、可動体１００２が演出動作を開始した状態
を示している。第２副制御部５００は、可動体１００２の演出動作の開始命令を含むコマ
ンドを第１副制御部４００から受信したことに基づいて、可動体１００２の駆動制御を開
始する。本例において、可動体１００２が初期位置から最上方の位置に移動した後、サブ
液晶ユニット１０３２が反時計回りに６０°回転している。
【０４５８】
　図３２（ｙ）から引き続く図３２（ｚ）は、可動体１００２が初期位置に復帰した状態
を示している。サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢に復帰した後、可動体１００２が下
方に移動して初期位置に復帰する。なお、サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢に復帰す
る回転動作の実行中に可動体１００２が下方に移動してもよい。
【０４５９】
　図３２（ｚ）から引き続く図３２（イ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。本例において、当該特図１変動遊技の結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されて、当該特図１変動表示
の結果がはずれであることが報知されている。
【０４６０】
　図３２（イ）から引き続く図３２（ロ）は、装飾図柄の停止表示中に変動アイコンの消
去アニメーションが実行された状態を示している。これにより、黒色円形の変動アイコン
が消去されている。
【０４６１】
　本実施例において、可動体１００２は、初期位置から演出動作を開始し、初期位置で演
出動作を終了する。なお、可動体１００２は、初期位置および最下方の位置以外の位置か
ら演出動作を開始してもよい。可動体１００２は、最下方の位置から演出動作を開始して
もよい。可動体１００２は、最下方の位置で演出動作を終了してもよい。可動体１００２
は、初期位置および最下方の位置以外の位置で演出動作を終了してもよい。可動体１００
２は、初期位置および最下方の位置以外の位置で演出動作を開始し、初期位置および最下
方の位置以外の位置で演出動作を終了してもよい。可動体１００２の演出動作の開始位置
と演出動作の終了位置とが同じであってもよいし、異なっていてもよい。
ことを特徴とする遊技台。
【０４６２】
　また、可動体１００２が初期位置および最下方の位置以外の位置（例えば、第四の位置
）にある状態で電源がオフにされた際も、可動体１００２が第四の位置から最下方の位置
に移動するように構成されていてもよい。
【０４６３】
　また、可動体１００２が第四の位置、初期位置および最下方の位置以外の位置である第
三の位置にある状態で電源がオフにされた際も、可動体１００２が当該第三の位置から最
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下方の位置に移動するように構成されている。
【０４６４】
　また、可動体１００２を制御する第四の制御手段（例えば、第２副制御部５００）と、
可動体１００２を駆動する駆動手段と、を備えている。
【０４６５】
　また、可動体１００２が初期位置に位置するか否かを検知するセンサを備え、電源オフ
になった場合に、可動体１００２が初期位置に位置していないことを当該センサが検知し
た場合には、可動体１００２が最下方の位置に移動するように構成されている。なお、可
動体が初期姿勢であるか否かを検知するセンサを備え、電源オフになった場合に、可動体
が初期姿勢にでないことを当該センサが検知した場合には、可動体を初期姿勢に復帰させ
るように構成されていてもよい。なお、可動体１００２の本実施例における駆動制御を別
の可動体に適用してもよい。
【０４６６】
（実施例２）
　図３３は、本実施の形態の実施例２における演出例を示している。図３３は、演出状態
を時系列で示している。図３３の各図は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１００
０の略示正面を示している。
【０４６７】
　図３３（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図３３（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図３
３（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１
０、１０１２は初期位置に位置している。
【０４６８】
　図３３（ａ）から引き続く図３３（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加し、増加した特図１の保留が消化さ
れて特図１変動遊技が開始された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃでは装飾図柄の変動表示が実行され、演出表示領域２０８ｄには黒色円形の変動アイ
コンが表示されている。
【０４６９】
　図３３（ｂ）から引き続く図３３（ｃ）は、可動体１００２および可動体１０１０が演
出動作の実行を開始した状態を示している。可動体１００２は初期位置から最上方の位置
に移動し、可動体１０１０は初期位置から最下方の位置に移動している。可動体１００２
と可動体１０１０の移動開始のタイミングは同時であってもよいし、いずれか一方が先で
あってもよい。ほぼ同様のタイミングで装飾図柄表示装置２０８の前方に移動する可動体
の数が多い図柄変動表示は、同様のタイミングで装飾図柄表示装置２０８の前方に移動す
る可動体の数が少ない図柄変動表示よりも大当り図柄態様が確定表示されやすいように構
成されていてもよい。
【０４７０】
　図３３（ｃ）から引き続く図３３（ｄ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３
２および可動体１０１０が回転動作を実行し、可動体１００６が演出動作を実行した状態
を示している。本実施例において、可動体１０１０は、図３３（ｃ）に示す初期姿勢から
時計回りに１８０°回転可能であり、当該初期姿勢から反時計回りに１８０°回転可能で
ある。可動体１０１０の初期姿勢は、可動体１０１０上下端辺が水平方向と平行となる姿
勢である。また、可動体１０１０を回転動作させる駆動機構には、サブ液晶ユニット１０
３２を回転動作させる駆動機構と同様のものを採用することができる。図３３（ｄ）に示
す状態では、可動体１０１０は時計回りに３０°回転し、サブ液晶ユニット１０３２は時
計回りに３０°回転し、可動体１００６は初期位置から右方に移動している。可動体１０
１０とサブ液晶ユニット１０３２と可動体１００６の動作開始のタイミングは同時であっ



(99) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

てもよいし、２つの可動体の動作開始タイミングが同時であってもよいし、３つの可動体
の動作開始タイミングは別々であってもよい。ほぼ同様のタイミングで装飾図柄表示装置
２０８の前方で回転動作する可動体の数が多い図柄変動表示は、同様のタイミングで装飾
図柄表示装置２０８の前方で回転動作する可動体の数が少ない図柄変動表示よりも大当り
図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０４７１】
　図３３（ｄ）から引き続く図３３（ｅ）は、特図１変動遊技の実行中に電断が生じ、パ
チンコ機１００の電源がオフになった状態を示している。装飾図柄表示装置２０８および
サブ表示装置１０３０の表示が消去され、全てのランプが消灯される。
【０４７２】
　図３３（ｅ）から引き続く図３３（ｆ）は、パチンコ機１００が電源オフの状態でサブ
液晶ユニット１０３２が初期姿勢に復帰した状態を示している。本実施例によるパチンコ
機１００は、外部からの電源が断たれた後も可動体を初期位置や初期姿勢に復帰させるた
めの電源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を電源制御部６６０に備えて
いる。第２副制御部５００は、電断が生じた場合、蓄電回路から供給される電源により可
動体を駆動して初期位置や初期姿勢に復帰させる。本実施例では、電断が生じた場合には
、サブ液晶ユニット１０３２および可動体１０１０を初期姿勢に復帰させる制御が実行さ
れ、可動体１００６を初期位置に復帰させる制御が実行されない。可動体１００６は電断
が生じた際の位置で静止したままとなる。なお、可動体１００６が回転動作可能であり、
可動体１００６が回転動作を実行した後に電断が生じた場合には、可動体１００６は初期
姿勢から回転した状態のままで静止する。
【０４７３】
　図３３（ｆ）から引き続く図３３（ｇ）は、可動体１００２が最下方の位置に移動した
状態を示している。第２副制御部５００は、サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢に復帰
した後、可動体１００２の駆動制御を終了する。このため、パチンコ機１００の電源オフ
状態では、可動体１００２は初期位置より下方の最下方の位置まで自重により移動する。
なお、第２副制御部５００は、サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢に復帰した後も可動
体１００２の駆動制御を継続し、可動体１００２を最下方の位置まで移動させる駆動制御
を実行してもよい。
【０４７４】
　図３３（ｆ）から引き続く図３３（ｈ）は、可動体１０１０が初期姿勢に復帰した状態
を示している。図３３（ｈ）から引き続く図３３（ｉ）は、可動体１０１０が初期位置に
復帰した状態を示している。
【０４７５】
　図３３（ｉ）から引き続く図３３（ｊ）は、パチンコ機１００の電源がオフのままであ
る状態を示している。パチンコ機１００は、電源投入待ちの状態である。
【０４７６】
　図３３（ｊ）から引き続く図３３（ｋ）は、パチンコ機１００の電源がオン状態になっ
た状態を示している。図３３（ｋ）では、主制御部３００の起動が完了して特図１表示装
置２１２における特図１変動遊技が再開されており、第１副制御部４００が起動中であり
、第１副制御部４００が制御する装飾図柄表示装置２０８には、「起動中。。。」の文字
列画像が表示されている。また、当該文字列画像のうちの「起」の文字画像が可動体１０
０６により隠れている。
【０４７７】
　図３３（ｋ）から引き続く図３３（ｌ）は、第２副制御部５００が起動した状態を示し
ている。第２副制御部５００の起動後に第２副制御部５００が制御する可動体の初期動作
が実行される。装飾図柄表示装置２０８には、「初期動作中」の文字列画像が表示されて
、可動体の初期動作が実行されることが報知されている。
【０４７８】
　図３３（ｌ）から引き続く図３３（ｍ）は、可動体の初期動作が開始された状態を示し
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ている。本例において、まず可動体１００２の初期動作が実行される。図３３（ｍ）に示
すように、可動体１００２が最下方の位置から最上方の位置に移動している。また、可動
体１００２に設けられたサブ表示装置１０３０には、装飾図柄表示装置２０８と同様に「
初期動作中」の文字列画像が表示されている。
【０４７９】
　図３３（ｍ）から引き続く図３３（ｎ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３
２が初期姿勢から反時計回りに４５°回転した状態を示している。図３３（ｎ）から引き
続く図３３（ｏ）は、サブ液晶ユニット１０３２が図３３（ｎ）に示す状態から反時計回
りに９０°回転した状態を示している。図３３（ｏ）から引き続く図３３（ｐ）は、サブ
液晶ユニット１０３２が図３３（ｏ）に示す状態から反時計回りに４５°回転して初期姿
勢に復帰した後に可動体１００２が初期位置に移動した状態を示している。これらの動作
が終了すると、可動体１００２の初期動作は完了する。
【０４８０】
　図３３（ｐ）から引き続く図３３（ｑ）は、可動体１０１０が初期動作を開始した状態
を示している。本例の可動体１０１０の初期動作において、まず、可動体１０１０が初期
位置から最下方の位置に移動する。図３３（ｑ）から引き続く図３３（ｒ）は、可動体１
０１０が初期姿勢から時計回りに４５°回転した状態を示している。図３３（ｒ）から引
き続く図３３（ｓ）は、可動体１０１０が図３３（ｒ）に示す状態から反時計回りに４５
°回転して初期位置に復帰した状態を示している。図３３（ｓ）から引き続く図３３（ｔ
）は、可動体１０１０が上方に移動して初期位置に復帰した状態を示している。本例の可
動体１０１０の初期動作において、まず、可動体１０１０が初期位置から最下方の位置に
移動し、次いで、可動体１０１０が初期姿勢から時計回りに４５°回転し、次いで、可動
体１０１０が反時計回りに４５°回転して初期姿勢に復帰し、最後に、可動体１０１０が
初期位置に移動する。これらの動作が終了すると、可動体１０１０の初期動作は完了する
。
【０４８１】
　図３３（ｔ）から引き続く図３３（ｕ）は、可動体１００６が初期動作を開始した状態
を示している。可動体１００６は初期動作開始時に初期位置以外の位置で停止している場
合には、まず、可動体１００６は初期位置に復帰する。図３３（ｕ）から引き続く図３３
（ｖ）は、可動体１００６が初期位置から移動範囲のうちの最右端に移動した状態を示し
ている。図３３（ｖ）から引き続く図３３（ｗ）は、可動体１００６が初期動作を完了し
た状態を示している。可動体１００６は、左方に移動して初期位置に復帰している。本例
の可動体１００６の初期動作において、まず、可動体１００６は初期位置に復帰し、次い
で、可動体１００６が初期位置から最右端の位置に移動し、次いで、可動体１００６が最
右端の位置から初期位置に復帰する。これらの動作が終了すると、可動体１００６の初期
動作は完了する。
【０４８２】
　図３３（ｗ）から引き続く図３３（ｘ）は、可動体１００８が初期動作を開始した状態
を示している。可動体１００８は、初期位置から移動範囲のうちの最左端に移動している
。図３３（ｘ）から引き続く図３３（ｙ）は、可動体１００８が初期動作を完了した状態
を示している。可動体１００８は、右方に移動して初期位置に復帰している。
【０４８３】
　図３３（ｙ）から引き続く図３３（ｚ）は、可動体１０１２が初期動作を開始した状態
を示している。可動体１０１２は、初期位置から時計回りに６０°回転している。図３３
（ｚ）から引き続く図３３（イ）は、可動体１０１２が初期動作を完了した状態を示して
いる。可動体１０１２は、反時計回りに６０°回転して初期位置に復帰している。
【０４８４】
　また、図３３（イ）では、可動体１００４が初期動作を開始している。可動体１００４
は、初期位置から時計回りに６０°回転している。図３３（イ）から引き続く図３３（ロ
）は、可動体１００４が反時計回りに６０°回転して初期位置に復帰した状態を示してい
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る。図３３（ロ）から引き続く図３３（ハ）は、可動体１００４が時計回りに６０°回転
した状態を示している。図３３（ハ）から引き続く図３３（二）は、可動体１００４が時
計回りに６０°回転して初期位置に復帰した状態を示している。本例の可動体１００４の
初期動作において、まず、可動体１００４が初期位置から時計回りに６０°回転し、次い
で、可動体１００４が反時計回りに６０°回転して初期位置に復帰し、次いで、可動体１
００４が初期位置から時計回りに６０°回転し、次いで、可動体１００４が反時計回りに
６０°回転して初期位置に復帰する。これらの動作が終了すると、可動体１００４の初期
動作は完了する。このように、可動体の初期動作において同じ動作が複数回実行されても
よい。また、本例において、可動体１００４の初期動作が完了すると、全ての可動体の初
期動作が完了する。
【０４８５】
（実施例３）
　図３４は、本実施の形態の実施例３における演出例を示している。図３３は、演出状態
を時系列で示している。図３４の各図は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１００
０の略示正面を示している。
【０４８６】
　図３４（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図３４（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図３
４（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１
０、１０１２は初期位置に位置している。
【０４８７】
　図３４（ａ）から引き続く図３４（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加し、増加した特図１の保留が消化さ
れて特図１変動遊技が開始された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃでは装飾図柄の変動表示が実行され、演出表示領域２０８ｄには黒色円形の変動アイ
コンが表示されている。
【０４８８】
　図３４（ｂ）から引き続く図３４（ｃ）は、可動体１００２および可動体１０１０が演
出動作の実行を開始した状態を示している。可動体１００２は初期位置から最上方の位置
に移動し、可動体１０１０は初期位置から最下方の位置に移動している。
【０４８９】
　図３４（ｃ）から引き続く図３４（ｄ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３
２、可動体１００４および可動体１０１０が回転動作を実行し、可動体１００６が演出動
作を実行した状態を示している。本実施例において、可動体１０１０は、図３４（ｃ）に
示す初期姿勢から時計回りに１８０°回転可能であり、当該初期姿勢から反時計回りに１
８０°回転可能である。図３４（ｄ）に示す状態では、可動体１０１０は時計回りに３０
°回転し、可動体１００４は時計回りに６０°回転し、サブ液晶ユニット１０３２は時計
回りに３０°回転し、可動体１００６は初期位置から右方に移動している。サブ液晶ユニ
ット１０３２と可動体１００４の動作開始のタイミングは同時であってもよい、異なって
いてもよい。
【０４９０】
　図３４（ｄ）から引き続く図３４（ｅ）は、特図１変動遊技の実行中に電断が生じ、パ
チンコ機１００の電源がオフになった状態を示している。装飾図柄表示装置２０８および
サブ表示装置１０３０の表示が消去され、全てのランプが消灯される。
【０４９１】
　図３４（ｅ）から引き続く図３４（ｆ）は、パチンコ機１００が電源オフの状態でサブ
液晶ユニット１０３２が初期姿勢に復帰した状態を示している。本実施例によるパチンコ
機１００は、外部からの電源が断たれた後も可動体を初期位置や初期姿勢に復帰させるた
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めの電源を供給するための蓄電回路（例えば、コンデンサ）を電源制御部６６０に備えて
いる。第２副制御部５００は、電断が生じた場合、蓄電回路から供給される電源により可
動体を駆動して初期位置や初期姿勢に復帰させる。本実施例では、電断が生じた場合には
、サブ液晶ユニット１０３２および可動体１０１０を初期姿勢に復帰させる制御が実行さ
れ、可動体１００４、１００６を初期位置に復帰させる制御が実行されない。可動体１０
０４、１００６は電断が生じた際の位置で静止したままとなる。なお、可動体１００６が
回転動作可能であり、可動体１００６が回転動作を実行した後に電断が生じた場合には、
可動体１００６は初期姿勢から回転した状態のままで静止する。また、可動体１００４、
１００６を初期位置に復帰させる制御が実行されてもよい。
【０４９２】
　図３４（ｆ）から引き続く図３４（ｇ）は、可動体１００２が最下方の位置に移動した
状態を示している。第２副制御部５００は、サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢に復帰
した後、可動体１００２の駆動制御を終了する。このため、パチンコ機１００の電源オフ
状態では、可動体１００２は初期位置より下方の最下方の位置まで自重により移動する。
なお、第２副制御部５００は、サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢に復帰した後も可動
体１００２の駆動制御を継続し、可動体１００２を最下方の位置まで移動させる駆動制御
を実行してもよい。
【０４９３】
　図３４（ｇ）から引き続く図３４（ｈ）は、可動体１０１０が初期姿勢に復帰した状態
を示している。図３４（ｈ）から引き続く図３４（ｉ）は、可動体１０１０が初期位置に
復帰した状態を示している。
【０４９４】
　図３４（ｉ）から引き続く図３４（ｊ）は、パチンコ機１００の電源がオフのままであ
る状態を示している。パチンコ機１００は、電源投入待ちの状態である。
【０４９５】
　図３４（ｊ）から引き続く図３４（ｋ）は、パチンコ機１００の電源がオン状態になっ
た状態を示している。図３４（ｋ）では、主制御部３００の起動が完了して特図１表示装
置２１２における特図１変動遊技が再開されており、第１副制御部４００が起動中であり
、第１副制御部４００が制御する装飾図柄表示装置２０８には、「起動中。。。」の文字
列画像が表示されている。また、当該文字列画像のうちの「起」の文字画像が可動体１０
０６により隠れている。
【０４９６】
　図３４（ｋ）から引き続く図３４（ｌ）は、第２副制御部５００が起動した状態を示し
ている。第２副制御部５００の起動後に第２副制御部５００が制御する可動体の初期動作
が実行される。装飾図柄表示装置２０８には、「初期動作中」の文字列画像が表示されて
、可動体の初期動作が実行されることが報知されている。
【０４９７】
　図３４（ｌ）から引き続く図３４（ｍ）は、可動体の初期動作が開始された状態を示し
ている。本例において、可動体の初期動作開始時に初期位置と異なる位置で停止している
可動体が存在する場合は、当該可動体を初期位置に復帰させる制御が実行される。図３４
（ｍ）では、まず、可動体１００６が初期位置に復帰している。
【０４９８】
　図３４（ｍ）から引き続く図３４（ｎ）は、可動体１００４が初期位置に復帰した状態
を示している。可動体１００４は反時計回りに６０°回転して初期位置に復帰している。
【０４９９】
　図３４（ｎ）から引き続く図３４（ｏ）は、可動体１００２が最下方の位置から初期値
に復帰した状態を示している。図３４（ｏ）から引き続く図３４（ｐ）は、可動体１００
２が初期動作を開始して最上方の位置に移動した状態を示している。可動体１００２は、
初期位置に復帰した後に初期動作を開始する。
【０５００】
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（実施例４）
　図３５は、本実施の形態の実施例４における演出例を示している。図３５は、演出状態
を時系列で示している。図３５（ａ）～（ｎ）の各図は、図２９に示すパチンコ機１００
の遊技盤１０００の略示正面を示している。
【０５０１】
　図３５（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図３５（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図３
５（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１
０、１０１２は初期位置に位置している。
【０５０２】
　図３５（ａ）から引き続く図３５（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加し、増加した特図１の保留が消化さ
れて特図１変動遊技が開始された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃでは装飾図柄の変動表示が実行され、演出表示領域２０８ｄには黒色円形の変動アイ
コンが表示されている。
【０５０３】
　図３５（ｂ）から引き続く図３５（ｃ）は、可動体１００２が演出動作の実行を開始し
た状態を示している。可動体１００２は初期位置から最上方の位置に移動している。
【０５０４】
　図３５（ｃ）から引き続く図３５（ｄ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３
２が回転動作を実行した状態を示している。サブ液晶ユニット１０３２は反時計回りに１
８０°回転している。
【０５０５】
　図３５（ｄ）から引き続く図３５（ｅ）は、特図１変動遊技の実行中に電断が生じ、パ
チンコ機１００の電源がオフになった状態を示している。装飾図柄表示装置２０８および
サブ表示装置１０３０の表示が消去され、全てのランプが消灯される。
【０５０６】
　図３５（ｅ）から引き続く図３５（ｆ）は、サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢に復
帰しないまま可動体１００２が最下方の位置に自重で移動した状態を示している。本例で
は、電断時に可動体を初期姿勢や初期位置に復帰させる制御が実行されない。
【０５０７】
　図３５（ｇ）から引き続く図３５（ｇ）は、パチンコ機１００の電源がオフのままであ
る状態を示している。パチンコ機１００は、電源投入待ちの状態である。
【０５０８】
　図３５（ｇ）から引き続く図３５（ｈ）は、パチンコ機１００の電源がオン状態になっ
た状態を示している。図３５（ｈ）では、主制御部３００の起動が完了して特図１表示装
置２１２における特図１変動遊技が再開されており、第１副制御部４００が起動中であり
、第１副制御部４００が制御する装飾図柄表示装置２０８には「起動中。。。」の文字列
画像が表示され、サブ表示装置１０３０には「起動中」の文字列画像が表示されている。
【０５０９】
　図３５（ｈ）から引き続く図３５（ｉ）は、第２副制御部５００が起動した状態を示し
ている。第２副制御部５００の起動後に第２副制御部５００が制御する可動体の初期動作
が実行される。装飾図柄表示装置２０８には、「初期動作中」の文字列画像が表示されて
、可動体の初期動作が実行されることが報知されている。
【０５１０】
　図３５（ｉ）から引き続く図３５（ｊ）は、可動体１００２の初期動作が開始された状
態を示している。可動体１００２が最上方の位置に移動した後、サブ液晶ユニット１０３
２が時計回りに回転する動作を実行している。初期動作において、サブ液晶ユニット１０
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３２は初期姿勢から時計回りに１８０°回転する動作を実行する。本例において、サブ液
晶ユニット１０３２は初期動作開始時に初期姿勢から反時計回りに１８０°回転したまま
静止していたので、サブ液晶ユニット１０３２は初期動作開始後に時計回りに３６０°回
転動作する。
【０５１１】
　図３５（ｊ）から引き続く図３５（ｋ）は、サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢から
時計回りに１８０°回転して静止した状態を示している。図３５（ｋ）から引き続く図３
５（ｌ）は、サブ液晶ユニット１０３２が反時計回りに回転動作している状態を示してい
る。サブ液晶ユニット１０３２は図３５（ｋ）に示す状態から反時計回りに３６０°回転
した後、時計回りに１８０°回転して初期姿勢に復帰する。図３５（ｌ）から引き続く図
３５（ｍ）は、サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢に復帰した状態を示している。図３
５（ｍ）から引き続く図３５（ｎ）は可動体１００２が初期位置に移動した状態を示して
いる。可動体１００２は、初期位置に移動したら初期動作を終了する。
【０５１２】
　図３５（ｏ）は、図３５（ｆ）～（ｉ）に示す状態の可動体１００２を後方右側から見
た状態を示している。本例では、サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢から反時計回りに
１８０°回転した状態で可動体１００２が最下方に移動している。図３５（ｏ）に示すよ
うに、下側ベース１０４４の前側下方には、可動体１００２を逃がす空間を備えた下側逃
げ部１０５０が設けられている。下側逃げ部１０５０は、遊技盤１０００の前面ステージ
２４４の後側下方であって遊技盤１０００のセンターケースに設けられている。下側逃げ
部１０５０の最下端には、サブ液晶ユニット１０３２を受ける平面を備えた受け部１０５
２が配置されている。受け部１０５２の上面には緩衝部１０５４が設けられている。緩衝
部１０５４にはシート状の緩衝部材が用いられている。
【０５１３】
　サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢から例えば４５°以上回転した状態でパチンコ機
１００の電源がオフになるとサブ液晶ユニット１０３２の移動ユニット１０３６を下側ベ
ース１０４４で受けられないが、下側逃げ部１０５０の受け部１０５２で受けることがで
きる。これにより、初期姿勢とは異なる姿勢の可動体１００２が下限位置まで移動したと
しても可動体１００２が周辺装置や周辺部材に衝突するのを防ぐことができる。
【０５１４】
　なお、図示が省略するが、可動体１００２が可動体１０１０の初期位置よりも上方に移
動可能である場合には、上側逃げ部が設けられていてもよい。上側逃げ部は、下側逃げ部
１０５０と同様に、可動体１００２が周辺装置や周辺部材に衝突するのを防ぐために設け
られている。上側逃げ部には、サブ液晶ユニット１０３２を受ける平面を備えた受け部と
、当該受け部の下面に緩衝部が設けられていればよい。
【０５１５】
（実施例５）
　図３６は、本実施の形態の実施例５における演出例を示している。図３６は、演出状態
を時系列で示している。図３６の各図は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１００
０の略示正面を示している。
【０５１６】
　図３６（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図３６（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図３
６（ａ）に示す状態において、可動体１００４、１００６、１００８、１０１０、１０１
２は初期位置に位置している。
【０５１７】
　図３６（ａ）から引き続く図３６（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。装飾図柄表
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示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには、黒色円形の保留アイコンが表示されて、特図
１の保留数が１であることが報知されている。
【０５１８】
　図３６（ｂ）から引き続く図３６（ｃ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動
アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示され
る。
【０５１９】
　図３６（ｃ）から引き続く図３６（ｄ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示
している。
【０５２０】
　図３６（ｄ）から引き続く図３６（ｅ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図３６（ｅ）以降でリーチ演出が開始される。
【０５２１】
　本実施例によるパチンコ機１００は、メイン液晶ユニット１００１が回転動作可能にな
っている。メイン液晶ユニット１００１の回転動作を実行する駆動機構は、上記実施例に
おけるサブ液晶ユニット１０３２の回転動作を実行する駆動機構と同様の機構が用いられ
ている。このように、メイン液晶ユニット１００１は可動体としても機能する。また、メ
イン液晶ユニット１００１は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の上下端辺が水平方向
と平行になる初期姿勢から、当該表示領域の中心を回転中心として時計回りおよび反時計
回りに４５°回転可能である。また、メイン液晶ユニット１００１が回転動作可能である
場合には、サブ液晶ユニット１０３２が回転動作不可能であってもよいし、両方のユニッ
トが回転動作可能であってもよい。本実施例では、サブ液晶ユニット１０３２は、遊技盤
１０００に固定されており、回転動作不可能である。また、上記実施の形態のようにメイ
ン液晶ユニット１００１が回転動作不可能である場合には、サブ液晶ユニット１０３２が
、回転動作可能であってもよいし、回転動作不可能であってもよい。
【０５２２】
　図３６（ｅ）から引き続く図３６（ｆ）は、メイン液晶ユニット１００１の回転動作の
前段階の演出が開始された状態を示している。本例では、メイン液晶ユニット１００１が
回転動作を開始する前に、サブ表示装置１０３０に変動アイコン、保留アイコン、および
装飾図柄が表示された後、装飾図柄表示装置２０８からこれらの表示が消去される。本例
では、まず、サブ表示装置１０３０に黒色円形の変動アイコンが表示された後、装飾図柄
表示装置２０８から変動アイコンが消去される。なお、装飾図柄表示装置２０８に保留ア
イコンが表示されている場合には、サブ表示装置１０３０に保留アイコンが表示された後
、装飾図柄表示装置２０８から保留アイコンが消去される。サブ表示装置１０３０に表示
される変動アイコンおよび保留アイコンの表示態様は、装飾図柄表示装置２０８に表示さ
れていた変動アイコンおよび保留アイコンの表示態様と同じである。
【０５２３】
　図３６（ｆ）から引き続く図３６（ｇ）は、サブ表示装置１０３０に装飾図柄が表示さ
れた状態を示している。サブ表示装置１０３０が、左右図柄として「装飾２」を仮停止表
示し、中図柄を変動表示させた後、装飾図柄表示装置２０８から装飾図柄の表示が消去さ
れる。
【０５２４】
　装飾図柄表示装置２０８において、変動アイコンや保留アイコンや装飾図柄等の表示が
消去されると、これらの表示にオーバーラップされていた別の表示が遊技者に視認可能に
なる場合がある。当該別の表示は予告画像として表示される場合がある。当該別の表示が
遊技者に視認可能となる場合がある図柄変動表示は、当該別の表示が遊技者に視認不可能
なままである図柄変動表示よりも大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されて
いてもよい。
【０５２５】
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　図３６（ｇ）から引き続く図３６（ｈ）は、メイン液晶ユニット１００１が演出動作を
開始した状態を示している。メイン液晶ユニット１００１は初期姿勢から反時計回りに４
５°回転している。
【０５２６】
　図３６（ｈ）から引き続く図３６（ｉ）は、メイン液晶ユニット１００１が図３６（ｈ
）に示す状態から時計回りに９０°回転した状態を示している。また、特図１始動口２３
０に遊技球が１個入球したことに基づいて特図１の保留数が０から１に増加し、サブ表示
装置１０３０に白色円形の保留アイコンが表示されている。
【０５２７】
　図３６（ｉ）から引き続く図３６（ｊ）は、メイン液晶ユニット１００１が図３６（ｉ
）に示す状態から反時計回りに４５°回転して初期姿勢に復帰した状態を示している。ま
た、サブ表示装置１０３０には中図柄として「装飾３」が仮停止表示され、第１副制御部
４００が主制御部３００から送信された図柄変動停止コマンドを受信したことに基づいて
、サブ表示装置１０３０には確定図柄として「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
る。
【０５２８】
　図３６（ｊ）から引き続く図３６（ｋ）は、変動アイコンの消去アニメーションが実行
された状態を示している。サブ表示装置１０３０では、変動アイコンの消去アニメーショ
ンが実行され、黒色円形の変動アイコンが消去されている。
【０５２９】
　図３６（ｋ）から引き続く図３６（ｌ）は、特図変動遊技の非実行状態を示している。
不図示の特図１表示装置２１２にははずれ図柄の特図１が停止表示され、サブ表示装置１
０３０には「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されている。
【０５３０】
　図３６（ｌ）から引き続く図３６（ｍ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動
アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションがサブ表示
装置１０３０に表示される。また、特図１変動遊技の開始後に、可動体１００６が最左端
に移動している。このため、可動体１００６は遊技者から視認不可能となる。
【０５３１】
　図３６（ｍ）から引き続く図３６（ｎ）は、サブ表示装置１０３０において装飾図柄の
変動表示が開始された状態を示している。
【０５３２】
　図３６（ｎ）から引き続く図３６（ｏ）は、装飾図柄の変動表示が装飾図柄表示装置２
０８において再開された状態を示している。本例では、メイン液晶ユニット１００１が回
転演出動作を実行した特図変動遊技の次の特図変動遊技の実行中において装飾図柄表示装
置２０８での装飾図柄の変動表示が再開される。装飾図柄表示装置２０８において装飾図
柄の変動表示が開始された後、サブ表示装置１０３０において装飾図柄の変動表示が消去
される。
【０５３３】
　図３６（ｏ）から引き続く図３６（ｎ）は、変動アイコンの表示が装飾図柄表示装置２
０８において再開された状態を示している。本例では、メイン液晶ユニット１００１が回
転演出動作を実行した特図変動遊技の次の特図変動遊技の実行中において装飾図柄表示装
置２０８での変動アイコンおよび保留アイコンの表示が再開される。装飾図柄表示装置２
０８において変動アイコンの表示が開始された後、サブ表示装置１０３０において変動ア
イコンが消去される。なお、サブ表示装置１０３０に保留アイコンが表示されていた場合
には、装飾図柄表示装置２０８において保留アイコンの表示が開始された後、サブ表示装
置１０３０において保留アイコンが消去される。
【０５３４】
　図３６（ｐ）から引き続く図３６（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
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る。本例において、当該特図１変動遊技の結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾３－装飾４」が停止表示されて、当該特図１変動表示
の結果がはずれであることが報知されている。なお、特図１変動遊技の終了後に可動体１
００６が初期位置に復帰してもよい。
【０５３５】
　図３６（ｑ）から引き続く図３６（ｒ）は、特図変動遊技の非実行中に変動アイコンの
消去アニメーションが実行された状態を示している。演出表示領域２０８ｄにおいて、終
了した特図１変動遊技に対応する白色円形の変動アイコンが消去されている。
【０５３６】
（実施例６）
　図３７は、本実施の形態の実施例６における演出例を示している。図３７は、演出状態
を時系列で示している。図３７の各図は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１００
０の略示正面を示している。
【０５３７】
　図３７（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図３７（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、本実
施例では、サブ液晶ユニット１０３２が遊技盤１０００に固定されて移動および回転動作
不可能であり、メイン液晶ユニット１００１が図３０に示す可動体１００２と同様の駆動
機構により上下方向に移動可能になっている。また、上記実施例５と同様にメイン液晶ユ
ニット１００１は回転動作可能である。図３７（ａ）に示す状態において、メイン液晶ユ
ニット１００１は初期姿勢で初期位置に位置している。なお、メイン液晶ユニット１００
１およびサブ液晶ユニット１０３２の両方のユニットが上下に移動可能であってもよい。
【０５３８】
　図３７（ａ）から引き続く図３７（ｂ）は、特図変動遊技の非実行中に電断が生じ、パ
チンコ機１００の電源がオフになった状態を示している。装飾図柄表示装置２０８および
サブ表示装置１０３０の表示が消去され、全てのランプが消灯される。
【０５３９】
　図３７（ｂ）から引き続く図３７（ｃ）は、メイン液晶ユニット１００１が初期位置か
ら最下方の位置に移動した状態を示している。可動体１００２と同様に、パチンコ機１０
０の電源がオフになった場合には、メイン液晶ユニット１００１は自重により移動範囲の
最下方の位置まで移動する。メイン液晶ユニット１００１は、パチンコ機１００が電源オ
フの非稼働状態である場合に最下方の位置に位置する。また、第２副制御部５００は、電
源制御部６６０に備えられた蓄電回路から供給される電源によりメイン液晶ユニット１０
０１を最下方の位置まで移動させる駆動制御を実行してもよい。
【０５４０】
　図３７（ｃ）から引き続く図３７（ｄ）は、パチンコ機１００の電源がオフである状態
を示している。
【０５４１】
　図３７（ｄ）から引き続く図３７（ｅ）は、パチンコ機１００の電源がオン状態になっ
た状態を示している。図３７（ｅ）では、第１副制御部４００が起動中であり、第１副制
御部４００が制御する装飾図柄表示装置２０８およびサブ表示装置１０３０には「起動中
」の文字列画像が表示されている。
【０５４２】
　図３７（ｅ）から引き続く図３７（ｆ）は、第２副制御部５００が起動した状態を示し
ている。第２副制御部５００の起動後に第２副制御部５００が制御する可動体の初期動作
が実行される。装飾図柄表示装置２０８には、「初期動作中」の文字列画像が表示されて
、可動体の初期動作が実行されることが報知されている。なお、サブ表示装置１０３０に
は「起動中」の文字列画像が引き続き表示されている。
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【０５４３】
　図３７（ｆ）から引き続く図３７（ｇ）は、可動体の初期動作が開始された状態を示し
ている。本例では、メイン液晶ユニット１００１の初期動作のみが実行される。図３７（
ｇ）に示すように、メイン液晶ユニット１００１が上方に移動して初期位置に位置してい
る。
【０５４４】
　図３７（ｇ）から引き続く図３７（ｈ）は、メイン液晶ユニット１００１が初期姿勢か
ら反時計回りに４５°回転した状態を示している。図３７（ｈ）から引き続く図３７（ｉ
）は、メイン液晶ユニット１００１が図３７（ｈ）に示す状態から反時計回りに９０°回
転した状態を示している。図３７（ｉ）から引き続く図３７（ｊ）は、メイン液晶ユニッ
ト１００１が図３７（ｉ）に示す状態から反時計回りに４５°回転して初期姿勢に復帰し
た状態を示している。本例のメイン液晶ユニット１００１の初期動作において、まず、メ
イン液晶ユニット１００１が最下方の位置（非稼働動作位置）から初期位置に移動し、次
いで、メイン液晶ユニット１００１が初期姿勢から反時計回りに４５°回転し、次いで、
メイン液晶ユニット１００１が時計回りに９０°回転し、次いで、メイン液晶ユニット１
００１が反時計回りに４５°回転して初期姿勢に復帰する。これらの動作が終了すると、
メイン液晶ユニット１００１の初期動作は完了する。
【０５４５】
　図３７（ｊ）から引き続く図３７（ｋ）は、可動体の初期動作が完了して、装飾図柄表
示装置２０８およびサブ表示装置１０３０での演出表示が再開された状態を示している。
装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾
３－装飾４」が停止表示されている。「装飾２－装飾３－装飾４」の停止図柄はデフォル
トの停止図柄である。また、図３７（ｋ）に示す状態において、特図１および特図２の保
留数が０である。
【０５４６】
　図３１（ハ）、（ニ）における可動体１００２の初期位置から最下方の位置への移動や
、図３７（ｂ）、（ｃ）におけるメイン液晶ユニット１００１が初期位置から最下方の位
置への移動のような電源がオフにされた際の第一の可動体が前記第一の位置に移動する動
作を、電源がオフにされた際だけでなく、大当り予告として行うようにしてもよい。当該
大当り予告が行われなかった図柄変動表示よりも当該大当り予告が行われた図柄変動表示
の方が最終的に大当り図柄態様が停止表示されやすいように構成されていてもよいし、当
該大当り予告が行われた図柄変動表示は必ず最終的に大当り図柄態様が停止表示されるよ
うにしてもよい。逆に当該大当り予告が行われた図柄変動表示であっても最終的に外れ図
柄態様が停止表示されるようにしてもよい。もちろん当該大当り予告が行われなかった図
柄変動表示でも最終的に大当り図柄態様が停止表示される場合があってもよい。
【０５４７】
（実施例７）
　図３８は、本実施の形態の実施例７における演出例を示している。図３８は、演出状態
を時系列で示している。図３８の各図は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１００
０の略示正面を示している。
【０５４８】
　図３８（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図３８（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、本実
施例では、メイン液晶ユニット１００１が上下への移動および回転動作を実行可能であり
、サブ液晶ユニット１０３２が上下への移動および回転動作を実行可能である。図３８（
ａ）に示す状態では、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１０、１０
１２が初期位置に位置し、メイン液晶ユニット１００１が初期姿勢で初期位置に位置し、
サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢で静止している。
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【０５４９】
　図３８（ａ）から引き続く図３８（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。装飾図柄表
示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには、黒色円形の保留アイコンが表示されて、特図
１の保留数が１であることが報知されている。
【０５５０】
　図３８（ｂ）から引き続く図３８（ｃ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動
アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示され
る。
【０５５１】
　図３８（ｃ）から引き続く図３８（ｄ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示
している。
【０５５２】
　図３８（ｄ）から引き続く図３８（ｅ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図３８（ｅ）以降でリーチ演出が開始される。
【０５５３】
　図３８（ｅ）から引き続く図３８（ｆ）は、サブ液晶ユニット１０３２の演出動作が開
始された状態を示している。サブ液晶ユニット１０３２が初期姿勢から反時計回りに３０
°回転している。
【０５５４】
　図３８（ｆ）から引き続く図３８（ｇ）は、サブ液晶ユニット１０３２が図３８（ｇ）
に示す状態から時計回りに６０°回転した状態を示している。
【０５５５】
　図３８（ｇ）から引き続く図３８（ｈ）は、メイン液晶ユニット１００１の演出動作が
開始された状態を示している。メイン液晶ユニット１００１が初期姿勢から時計回りに３
０°回転している。
【０５５６】
　図３８（ｈ）から引き続く図３８（ｉ）は、メイン液晶ユニット１００１およびサブ液
晶ユニット１０３２が図３８（ｈ）に示す状態から反時計回りに６０°回転した状態を示
している。メイン液晶ユニット１００１およびサブ液晶ユニット１０３２の回転開始のタ
イミングは同時であってもよいし、いずれか一方が先であってもよい。なお、当該回転動
作において、メイン液晶ユニット１００１とサブ液晶ユニット１０３２の回転速度は同じ
である。
【０５５７】
　図３８（ｉ）から引き続く図３８（ｊ）は、メイン液晶ユニット１００１およびサブ液
晶ユニット１０３２が図３８（ｈ）に示す状態から時計回りに回転した状態を示している
。当該回転動作において、メイン液晶ユニット１００１の方がサブ液晶ユニット１０３２
よりも回転速度が大きく、図３８（ｊ）に示す時点では、メイン液晶ユニット１００１は
図３８（ｉ）に示す状態から時計回りに６０°回転しており、サブ液晶ユニット１０３２
は図３８（ｉ）に示す状態から時計回りに３０°回転している。
【０５５８】
　図３８（ｊ）から引き続く図３８（ｋ）は、メイン液晶ユニット１００１が図３８（ｊ
）に示す状態から反時計回りに６０°回転し、サブ液晶ユニット１０３２が図３８（ｊ）
に示す状態から時計回りに３０°回転した状態を示している。当該回転動作において、メ
イン液晶ユニット１００１の方がサブ液晶ユニット１０３２よりも回転速度が大きい。
【０５５９】
　図３８（ｋ）から引き続く図３８（ｌ）は、メイン液晶ユニット１００１が図３８（ｋ
）に示す状態から時計回りに３０°回転し、サブ液晶ユニット１０３２が図３８（ｋ）に
示す状態から反時計回りに３０°回転した状態を示している。これにより、メイン液晶ユ
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ニット１００１およびサブ液晶ユニット１０３２は初期姿勢に復帰する。
【０５６０】
　図３８（ｌ）から引き続く図３８（ｍ）は、メイン液晶ユニット１００１とサブ液晶ユ
ニット１０３２を備える可動体１００２とが上下方向に移動する演出動作が実行された状
態を示している。メイン液晶ユニット１００１は下方に移動し、サブ液晶ユニット１０３
２を備える可動体１００２は上方に移動する。このように、本例の演出動作では、メイン
液晶ユニット１００１とサブ液晶ユニット１０３２とが相反する方向に移動する。
【０５６１】
　図３８（ｍ）から引き続く図３８（ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。また、当該特図１変動遊技の終了に先立って、メイン液晶ユニット１００１および可
動体１００２が初期位置に復帰している。また、当該特図１変動遊技の結果ははずれであ
る。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾４－装飾２」が停止表示
されて、当該特図１変動表示の結果がはずれであることが報知されている。
【０５６２】
　図３８（ｎ）から引き続く図３８（ｏ）は、特図変動遊技の非実行中に変動アイコンの
消去アニメーションが実行された状態を示している。演出表示領域２０８ｄにおいて、終
了した特図１変動遊技に対応する白色円形の変動アイコンが消去されている。
【０５６３】
（実施例８）
　次に、図３９を用いて、本実施の形態によるパチンコ機１００が備える、サブ液晶ユニ
ット１０３２と移動ユニット１０３６の接続ユニット１０６０について説明する。本実施
例の接続ユニット１０６０にはスリップリングが用いられている。
【０５６４】
　図３９（ａ）～（ｄ）は、本実施例によるパチンコ機１００が備える接続ユニット１０
６０を正面から見た外観斜視図である。まず、図３９（ａ）を用いて、接続ユニット１０
６０の外観構成について説明する。接続ユニット１０６０は、上部ケース１０６２と下部
ケース１０６４とを備えている。上部ケース１０６２は、接続ユニット１０６０を正面か
ら見て上下面が正方形状の直方体形状を有している。また、上部ケース１０６２は、接続
ユニット１０６０を正面から見て、上下方向よりも水平方向に長い形状を有している。な
お、図３９（ａ）～（ｄ）、（ｆ）では、構成の区別をつきやすくするために上部ケース
１０６２にクロスハッチングを付している。
【０５６５】
　上部ケース１０６２の下方には、下部ケース１０６４が配置されている。下部ケース１
０６４は、接続ユニット１０６０を正面から見て上下面が正方形状の直方体形状を有して
いる。下部ケース１０６４の上面の全体は開口されている。また、上部ケース１０６２の
下面の全体が開口されている。下部ケース１０６４の上下面と上部ケース１０６２の上下
面とは同じ大きさであり、下部ケース１０６４は上面が上部ケース１０６２の下面と合致
するように配置される。また、下部ケース１０６４は、接続ユニット１０６０を正面から
見て、上部ケース１０６２よりも上下方向の長さが短くなっている。なお、図３９（ａ）
～（ｅ）では、構成の区別をつきやすくするために下部ケース１０６４に右上がりのハッ
チングを付している。また、上部ケース１０６２および下部ケース１０６４は移動ユニッ
ト１０３６側に配置されている。
【０５６６】
　上部ケース１０６２の正面側の側面中央下部には、固定側コネクタ１０６６が設けられ
ている。本実施例では、固定側コネクタ１０６６に一端が接続されるハーネスの他端は第
１副制御部４００を構成する第１副基板１６０と接続されている。なお、当該ハーネスと
第１副基板１６０とが中継基板を介して接続されていてもよい。
【０５６７】
　また、上部ケース１０６２の上面中央部には、円形の開口部１０６８が設けられている
。開口部１０６８には、円形状の回転側ケース１０７０が配置されている。回転側ケース
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１０７０はサブ液晶ユニット１０３２に側に配置されている。回転側ケース１０７０の中
央には、回転軸用固定孔１０７２が設けられている。回転軸用固定孔１０７２には、一端
が移動ユニット１０３６内に配置されたモータの回転軸に固定され、他端がサブ液晶ユニ
ット１０３２に固定されるシャフトが回転側ケース１０７０の上面と直行する方向に延伸
するように配置される。また、回転側ケース１０７０には、回転側コネクタ１０７４が設
けられている。本実施例では、回転側コネクタ１０７４に一端が接続されるハーネスの他
端はサブ液晶ユニット１０３２と接続されている。
【０５６８】
　回転側ケース１０７０は、当該シャフトと伴に回転するようになっている。図３９（ｂ
）～（ｄ）は、回転側ケース１０７０が回転した状態を示している。図３９（ｂ）は、接
続ユニット１０６０を上方から見て回転側ケース１０７０が図３９（ａ）に示す状態から
時計回りに９０°回転した状態を示している。図３９（ｃ）は、接続ユニット１０６０を
上方から見て回転側ケース１０７０が図３９（ａ）に示す状態から時計回りに１８０°回
転した状態を示している。図３９（ｄ）は、接続ユニット１０６０を上方から見て回転側
ケース１０７０が図３９（ａ）に示す状態から時計回りに２７０°回転した状態を示して
いる。
【０５６９】
　図３９（ｅ）は、接続ユニット１０６０の下部ケース１０６４内部を上部ケース１０６
２側から見た状態を示している。下側ケース１０６４の中央には、円形状の回転軸用孔１
０７６が設けられている。回転軸用孔１０７６には、サブ液晶ユニット１０３２を回転駆
動させるためのシャフトが通る。
【０５７０】
　また、固定側コネクタ１０６６には６ピン設けられており、下部ケース１０６４内部に
は固定側コネクタ１０６６の各ピンにそれぞれ接続された導電部１０７８、１０８０、１
０８２、１０８４、１０８６、１０８８が設けられている。導電部１０７８を例に挙げる
と、導電部１０７８は、細長状の導電板１０７８ａと、導電板１０７８ａの一端を下部ケ
ース１０６４に固定する固定具１０７８ｂとを有している。固定具１０７８ｂは導電板１
０７８ｂが回転しないように導電板１０７８ａを下部ケース１０６４に固定している。固
定部１０７８ｂには、絶縁体が用いられている。導電部１０８０～１０８８は、導電部１
０７８と同様の構成を有している。
【０５７１】
　図３９（ｆ）は、接続ユニット１０６０の回転側ケース１０７０の下面側を下部ケース
１０６４側から見た状態を示している。回転側ケース１０７０の下面側には、回転側基板
１０９０が配置されている。回転側基板１０９０はスリップリングである。回転側基板１
０９０は、円形状を有し、円周状の絶縁部１０９２を有している。また、回転側基板１０
９０の絶縁部１０９２の内周側には、円周状の配線１０９４、１０９６、１０９８、１１
００、１１０２、１１０４が設けられている。配線１０９４、１０９６、１０９８、１１
００、１１０２、１１０４は、この順に外周側から同心円状に配置されている。また、絶
縁部１０９２と配線１０９４～１１０４は同心円状に配置されており、当該同心円の中心
に回転軸用固定孔１０７２が設けられている。なお、図３９（ｆ）では、構成の区別をつ
きやすくするために絶縁部１０９２、および配線部１０９４～１１０４に右上がりのハッ
チングを付している。
【０５７２】
　回転側ケース１０７０の回転側コネクタ１０７４には６ピン設けられており、各ピンと
配線１０９４～１１０４とがそれぞれ接続されている。また、配線１０９４は図３９（ｅ
）に示す導電部１０７８と接続され、配線１０９６は図３９（ｅ）に示す導電部１０８０
と接続され、配線１０９８は図３９（ｅ）に示す導電部１０８２と接続され、配線１１０
０は図３９（ｅ）に示す導電部１０８４と接続され、配線１１０２は図３９（ｅ）に示す
導電部１０８６と接続され、配線１１０４は図３９（ｅ）に示す導電部１０８８と接続さ
れる。
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【０５７３】
　次に、図３９（ｇ）、（ｈ）を用いて各導電部と各配線との接続状態を導電部１０７８
と配線１０９４との接続状態を例に挙げて説明する。図３９（ｇ）、（ｈ）は、図３９（
ｅ）のＡ－Ａ線で切断した導電部１０７８を抜き出して示している。導電板１０７８ａは
、下部ケース１０６４から斜め上方に延伸する形状を有している。下部ケース１０６４の
上面と上部ケース１０６２の下面とを合わせて上部ケース１０６２に下部ケース１０６４
を乗せた場合に、図３９（ｈ）に示すように、配線１０９４が導電板１０７８ａの他端を
下方に押し込むように導電板１０７８ａと接触する。このように、導電部１０７８と配線
１０９４とが接続される。導電部１０８０～１０８８と配線１０９６～１１０４との接続
状態も同様である。
【０５７４】
　導電部１０７８および配線１０９４はサブ液晶ユニット１０３２に設けられた回路に電
源を供給するために用いられている。導電部１０８０および配線１０９６はサブ液晶ユニ
ット１０３２に設けられた回路に電源を供給するために用いられている。導電部１０８２
および配線１０９８はサブ液晶ユニット１０３２に設けられた回路のＧＮＤと第１副基板
１６０のＧＮＤとを接続するために用いられている。導電部１０８４および配線１１００
はサブ液晶ユニット１０３２に設けられた回路のＧＮＤと第１副基板１６０のＧＮＤとを
接続するために用いられている。導電部１０８６および配線１１０２はサブ液晶ユニット
１０３２に設けられた回路に第１副基板１６０からの各種信号を送信するために用いられ
ている。導電部１０８８および配線１１０４はサブ液晶ユニット１０３２に設けられた回
路に第１副基板１６０からの各種信号を送信するために用いられている。
【０５７５】
　各種信号の例としては、サブ液晶ユニット１０３２に画像制御手段（例えば、ＶＤＰ、
ＧＰＵ、ＶＲＡＭ等）をコントロールするマイクロコンピュータが搭載されている場合に
は、第１副制御部４００から当該マイクロコンピュータに対する演出コマンド（演出、演
出の進行、静止画像、動画像、画像表示シナリオの進行等を指定するコマンド）が挙げら
れる。
　また、サブ液晶ユニット１０３２に画像制御手段（ＶＤＰ、ＧＰＵ、ＶＲＡＭ等）がサ
ブ液晶ユニット１０３２に搭載されているものとしてもよく、この場合は、マイクロコン
ピュータからサブ液晶ユニット１０３２に設けられた画像制御手段に対する画像コマンド
（静止画像、動画像、画像表示シナリオの進行等を指定するコマンド）が挙げられる。
　また、サブ液晶ユニット１０３２に画像制御手段（ＶＤＰ、ＧＰＵ、ＶＲＡＭ等）をコ
ントロールするマイクロコンピュータや画像制御手段を搭載せず、それらを第１副基板１
６０や移動ユニット１０３６に搭載し、サブ液晶ユニット１０３２には画像駆動制御手段
（液晶駆動手段等）が搭載されているものとしてもよく、この場合は、第１副制御部４０
０や移動ユニット１０３６に設けられた画像制御手段から画像駆動制御手段（液晶駆動手
段等）に対して画像データ（例えば、１秒間に３０回、６０回等の予め定められた回数送
信される画像データ、各ドットのＲＧＢ情報等）が挙げられる。
【０５７６】
（実施例９）
　次に、図４０を用いて、本実施の形態によるパチンコ機１００が備える、サブ液晶ユニ
ット１０３２と移動ユニット１０３６の接続ユニットについて説明する。本実施例では、
当該接続ユニットとして接続ユニット１１１０が用いられている。
【０５７７】
　図４０（ａ）は、本実施例によるパチンコ機１００が備える接続ユニット１１１０を正
面から見た外観斜視図である。接続ユニット１１１０は、図３０に示す移動ユニット１０
３６内に配置され、サブ液晶ユニット１０３２と電気的に接続されている。
【０５７８】
　まず、図４０（ａ）を用いて、接続ユニット１１１０の外観構成について説明する。接
続ユニット１１１０は、上部ケース１１１２と下部ケース１１１４とを備えている。上部
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ケース１１１２は、接続ユニット１１１０を正面から見て上下面が正方形状の直方体形状
を有している。また、上部ケース１１１２は、接続ユニット１１１０を正面から見て、上
下方向よりも水平方向に長い形状を有している。なお、図４０（ａ）、（ｃ）では、構成
の区別をつきやすくするために上部ケース１０６２にクロスハッチングを付している。
【０５７９】
　上部ケース１１１２の下方には、下部ケース１１１４が配置されている。下部ケース１
１１４は、接続ユニット１１１０を正面から見て上下面が正方形状の直方体形状を有して
いる。下部ケース１１１４の上面の全体は開口されている。また、上部ケース１１１２の
下面の全体が開口されている。下部ケース１１１４の上下面と上部ケース１１１２の上下
面とは同じ大きさであり、下部ケース１１１４は上面が上部ケース１１１２の下面と合致
するように配置される。また、下部ケース１１１４は、接続ユニット１１１０を正面から
見て、上部ケース１１１２よりも上下方向の長さが短くなっている。なお、図４０（ａ）
～（ｂ）では、構成の区別をつきやすくするために下部ケース１１１４に右上がりのハッ
チングを付している。また、上部ケース１１１２および下部ケース１１１４は移動ユニッ
ト１０３６側に配置されている。
【０５８０】
　上部ケース１１１２の正面側の側面中央下部には、固定側コネクタ１１１６が設けられ
ている。本実施例では、固定側コネクタ１１１６に一端が接続されるハーネスの他端は第
１副制御部４００を構成する第１副基板１６０と接続されている。なお、当該ハーネスと
第１副基板１６０とが中継基板を介して接続されていてもよい。
【０５８１】
　また、上部ケース１１１２の上底面中央部には、円形の開口部１１１８が設けられてい
る。開口部１１１８には、円形状の回転側ケース１１２０が配置されている。回転側ケー
ス１１２０はサブ液晶ユニット１０３２に側に配置されている。回転側ケース１１２０に
は、回転側コネクタ１０２２が設けられている。本実施例では、回転側コネクタ１１２２
に一端が接続されるハーネスの他端はサブ液晶ユニット１０３２と接続されている。
【０５８２】
　回転側ケース１１１２の上面には、当該上面に直行し、上方に延伸する円柱状の回転体
接続軸１１２４、１１２６、１１２８が固定されている。回転体接続軸１１２４、１１２
６、１１２８は同じ長さである。また、回転体接続軸１１２４～１１２８は、回転側ケー
ス１１１２に等間隔で配置されている。回転体接続軸１１２４～１１２８の先端に軸受を
取り付け、当該軸受にサブ液晶ユニット１０３２が取りつけられる。また、回転体接続軸
１１２４～１１２８の先端を結ぶと正三角形となり、当該正三角形の重心に後述するデー
タ送受信部１１３８、１１４４が配置される。
【０５８３】
　図４０（ｂ）は、接続ユニット１１１０の下部ケース１１１４内部を上部ケース１１１
２側から見た状態を示している。固定側コネクタ１１１６には６ピン設けられており、下
部ケース１１６４内部には固定側コネクタ１１６４の６ピンのうちの４ピンにそれぞれ接
続された導電部１１３０、１１３２、１１３４、１１３６が設けられている。導電部１１
３０を例に挙げると、導電部１１３０は、細長状の導電板１１３０ａと、導電板１１３０
ａの一端を下部ケース１１１４に固定する固定具１１３０ｂとを有している。固定具１１
３０ｂは導電板１１３０ｂが回転しないように導電板１１３０ａを下部ケース１１１４に
固定している。固定部１１３０ｂには、絶縁体が用いられている。導電部１１３２～１１
３６は、導電部１１３０と同様の構成を有している。
【０５８４】
　また、本実施例では、導電部１１３０～１１３６が電源供給およびＧＮＤ接続に用いら
れ、信号通信は光通信（無線通信）により行われる。下部ケース１１１４の中央には、光
通信用のデータ送受信部１１３８が配置されている。データ送受信部１１３８は、固定側
コネクタ１１１４の６ピンのうちの２ピンに接続されている。なお、本実施例では、デー
タ送受信部１１３８は、信号送信用に用いられているが、信号受信も可能である。
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【０５８５】
　図４０（ｃ）は、接続ユニット１１１０の回転側ケース１１２０の下面側を下部ケース
１１１４側から見た状態を示している。回転側ケース１１２０の下面側には、回転側基板
１１４０が配置されている。回転側基板１１４０はスリップリングである。回転側基板１
１４０は、円形状を有し、円周状の絶縁部１１４２を有している。また、回転側基板１１
４０の中心には、データ送受信部１１４４が配置されている。データ送受信部１１４４は
、接続ユニット１１１０を上方から見てデータ送受信部１１３８と重なるようにデータ送
受信部１１３８と対向配置される。データ送受信部１１３８とデータ送受信部１１４４と
の間で信号の送受信が光通信により行われる。また、データ送受信部１１４４は、回転側
コネクタ１１２２の６ピンのうちの２ピンに接続されている。なお、本実施例では、デー
タ送受信部１１４４は、信号受信用に用いられているが、信号送信も可能である。
【０５８６】
　また、回転側基板１１４０の絶縁部１１４２の内周側には、円周状の配線１１４６、１
１４８、１１５０、１１５２が設けられている。配線１１４６、１１４８、１１５０、１
１５２は、この順に外周側から同心円状に配置されている。また、絶縁部１１４２と配線
１１４８～１１５２は同心円状に配置されており、当該同心円の中心にデータ送受信部１
１４４が設けられている。なお、図４０（ｃ）では、構成の区別をつきやすくするために
絶縁部１１４２、および配線部１１４６～１１５２に右上がりのハッチングを付している
。
【０５８７】
　回転側ケース１１２０の回転側コネクタ１１２２には６ピンのうちの４ピンと配線１１
４６～１１５２とがそれぞれ接続されている。また、配線１１４６は図４０（ｂ）に示す
導電部１１３０と接続され、配線１１４８は図４０（ｂ）に示す導電部１１３２と接続さ
れ、配線１１５０は図４０（ｂ）に示す導電部１１３４と接続され、配線１１５２は図４
０（ｂ）に示す導電部１１３６と接続される。
【０５８８】
　図４０（ｄ）、（ｅ）は、導電部１１３０と配線１１４６との接続状態を示している。
図４０（ｄ）、（ｅ）は、図４０（ｂ）のＡ－Ａ線で切断した導電部１１３０を抜き出し
て示している。導電部１１３０と配線１１４６の接続状態は図３９（ｅ）、（ｆ）に示す
導電部１０７８と配線１０９４の接続状態と同様である。なお、導電部１１３２～１１３
６と配線１１４８～１１５２との接続状態も同様である。
【０５８９】
　導電部１１３０および配線１１４６はサブ液晶ユニット１０３２に設けられた回路に電
源を供給するために用いられている。導電部１１３２および配線１１４８はサブ液晶ユニ
ット１０３２に設けられた回路に電源を供給するために用いられている。導電部１１３４
および配線１１５０はサブ液晶ユニット１０３２に設けられた回路のＧＮＤと第１副基板
１６０のＧＮＤとを接続するために用いられている。導電部１１３６および配線１１５２
はサブ液晶ユニット１０３２に設けられた回路のＧＮＤと第１副基板１６０のＧＮＤとを
接続するために用いられている。
【０５９０】
　また、データ送受信部１１３８、１１４４間で送受信される各種信号の例としては、サ
ブ液晶ユニット１０３２に画像制御手段（例えば、ＶＤＰ、ＧＰＵ、ＶＲＡＭ等）をコン
トロールするマイクロコンピュータが搭載されている場合には、第１副制御部４００から
当該マイクロコンピュータに対する演出コマンド（演出、演出の進行、静止画像、動画像
、画像表示シナリオの進行等を指定するコマンド）が挙げられる。
　また、サブ液晶ユニット１０３２に画像制御手段（ＶＤＰ、ＧＰＵ、ＶＲＡＭ等）がサ
ブ液晶ユニット１０３２に搭載されているものとしてもよく、この場合は、マイクロコン
ピュータからサブ液晶ユニット１０３２に設けられた画像制御手段に対する画像コマンド
（静止画像、動画像、画像表示シナリオの進行等を指定するコマンド）が挙げられる。
　また、サブ液晶ユニット１０３２に画像制御手段（ＶＤＰ、ＧＰＵ、ＶＲＡＭ等）をコ
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ントロールするマイクロコンピュータや画像制御手段を搭載せず、それらを第１副基板１
６０や移動ユニット１０３６に搭載し、サブ液晶ユニット１０３２には画像駆動制御手段
（液晶駆動手段等）が搭載されているものとしてもよく、この場合は、第１副制御部４０
０や移動ユニット１０３６に設けられた画像制御手段から画像駆動制御手段（液晶駆動手
段等）に対して画像データ（例えば１秒間に３０回、６０回等の予め定められた回数送信
される画像データ、各ドットのＲＧＢ情報等）が挙げられる。
【０５９１】
　本実施例では、データ送受信部１１３８、１１４４間のデータ通信は、光無線通信であ
る。光無線通信には、レーザ光が用いられている。なお、データ送受信部１１３８、１１
４４間のデータ通信は、光無線通信に代えて電波通信でもよい。また、光無線通信には、
レーザ光に代えてＬＥＤ光を用いてもよい。
　また、データ送受信部１１３８およびデータ送受信部１１４４の両方を信号の送受信に
用いる場合は、データ送受信部１１３８からデータ送受信部１１４４に送信するデータは
上述のとおりであるが、データ送受信部１１４４からデータ送受信部１３８に対しては、
サブ液晶ユニット１０３２に設けられた制御手段等（例えば、画像制御手段、画像制御手
段をコントロールするマイクロコンピュータ、画像駆動手段（液晶駆動手段）等からのＡ
ＣＫ信号、状態信号、回転体の回転角度を示す情報（例えば、回転側に設けられたセンサ
が固定側に設けられた検知片を検知した場合に出力される検知信号、回転側に設けられた
エンコーダの出力信号等）を送信するようにしてもよい。
【０５９２】
　図４０（ｆ）は、本実施例の変形例１によるパチンコ機１００が備える接続ユニット１
１１０を正面から見た外観斜視図である。本変形例の接続ユニット１１１０は、回転体接
続軸として回転体接続軸１１２４のみを有している。回転体接続軸１１２４は、回転側ケ
ース１１２０の中心（回転中心）に配置されている。
【０５９３】
　図４０（ｇ）は、本実施例の変形例２によるパチンコ機１００が備える接続ユニット１
１１０を正面から見た外観斜視図である。本変形例の接続ユニット１１１０は、回転体接
続軸として回転体接続軸１１２４、１１２６を有している。回転体接続軸１１２４と回転
体接続軸１１２６の先端を結ぶ直線は、回転側ケース１１２０の中心（回転中心）を通る
。また、回転体接続軸１１２４と回転体接続軸１１２６とは当該中心から等距離に配置さ
れている。
【０５９４】
（実施例１０）
　図４１は、本実施の形態の実施例１０における演出例１を示している。図４１は、演出
状態を時系列で示している。図４１は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０００
の略示正面図または可動体１００２を示している。また、本実施の形態の実施例１０およ
び後述する実施例１１～１６のパチンコ機１００の可動体１００６および可動体１００８
は、図２９に示すパチンコ機１００の構成と異なり、可動体１００２の前方側に配置され
ており、可動体１００２の前方側で左右方向に移動可能である。
【０５９５】
　図４１（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図４１（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図４
１（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１
０、１０１２は初期位置に位置している。可動体１００２は、初期位置に位置する場合に
全体が遊技者から視認可能となる。また、可動体１００６により装飾図柄表示装置２０８
の演出表示領域２０８ｄに表示されている太陽の画像の一部が隠され、当該太陽の画像の
他の一部が透過部１００６ａを介して視認可能となっている。また、可動体１００６によ
り演出表示領域２０８ｄに表示されている雲の画像の一部が隠され、当該雲の画像の他の
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一部が透過部１００６ｂを介して視認可能となっている。
【０５９６】
　図４１（ａ）から引き続く図４１（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。装飾図柄表
示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには、黒色円形の保留アイコンが表示されて、特図
１の保留数が１であることが報知されている。また、黒色円形の保留アイコンは、図１６
（ａ）に示すように先読み予告態様の保留アイコンである。
【０５９７】
　図４１（ｂ）から引き続く図４１（ｃ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動
アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示され
る。
【０５９８】
　図４１（ｃ）から引き続く図４１（ｄ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示
している。図４１以降において、装飾図柄の変動表示は下向きの白抜き太矢印で表してい
る。本実施の形態において、保留・変動アイコンの移動アニメーションの開始後に装飾図
柄の変動表示が開始される。
【０５９９】
　図４１（ｄ）から引き続く図４１（ｅ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図４１（ｄ）以降でリーチ演出が開始される。
【０６００】
　図４１（ｅ）から引き続く図４１（ｆ）は、可動体１００８が初期位置から演出動作を
開始し、可動体１００８の左端が装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に位置する位
置に移動した状態を示している。図４１（ｆ）は、可動体１００８によって、遊技者が装
飾図柄表示装置２０８およびサブ表示装置１０３０の画面の右半分の領域を視認し難いよ
うに遮蔽した状態を示している。透過部１００８ａを介して装飾図柄表示装置２０８の画
面に表示されている雲の画像と装飾図柄２０８ｃの一部が視認されている。また、透過部
１００８ｂを介してサブ液晶ユニット１０３２の右側の一部の領域が視認されている。な
お、サブ表示装置１０３０の画面の左半分の領域に表示されているヨットの画像や雲の画
像が、可動体１００８によって遮蔽される場合があってもよい。ヨットの画像や雲の画像
が可動体１００８によって遮蔽される場合がある図柄変動表示は、可動体１００８によっ
てこれらの画像が遮蔽される場合のない図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定
表示されやすいように構成されていてもよい。
【０６０１】
　図４１（ｇ）は、図４１（ｆ）と同じタイミングの可動体１００２、可動体１００８の
一部、および透過部１００８ｂを抜き出して示し、可動体１００８は、他の構成と区別を
つきやすくするためにハッチングを付している。また、図４１（ｇ）から引き続く図４１
（ｈ）～（ｋ）において可動体１００２、可動体１００８の一部、および透過部１００８
ｂを抜き出して示し、可動体１００８は、可動体１００８は、他の構成と区別をつきやす
くするためにハッチングを付している。図４１（ｇ）では、透過部１００８ｂを介して、
サブ表示装置１０３０の画面に表示された海の景色の画像が視認されている。なお、透過
部１００８ｂの下方の可動体１００８の背後の位置には雲の画像が表示されているが、当
該雲の画像は、可動体１００８とオーバーラップすることで視認されない。また、本実施
例では、当該雲の画像は予告画像として表示される画像である。
【０６０２】
　図４１（ｆ）、（ｇ）に引き続く図４１（ｈ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット
１０３２が回転動作を開始した状態を示している。図４１（ｈ）において、サブ液晶ユニ
ット１０３２は、反時計回りに約１０°回転している。
【０６０３】
　図４１（ｈ）に引き続く図４１（ｉ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
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が図４１（ｈ）に示す状態から反時計回りに約２０°回転した状態を示している。また、
図４１（ｉ）は、図４１（ｇ）、（ｈ）の状態では、可動体１００８とオーバーラップす
ることで視認不可能であった雲の画像が、サブ液晶ユニット１０３２の回転によって、１
００８ｂを介して視認可能となった状態を示している。サブ液晶ユニット１０３２が回転
することで雲の画像が１００８ｂを介して視認される場合のある図柄変動表示は、サブ液
晶ユニット１０３２が回転しないことで雲の画像が１００８ｂを介して視認される場合の
ない図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されてい
てもよい。また、本実施例では、サブ液晶ユニット１０３２が図４１（ｈ）に示す状態か
ら反時計回りに約２０°回転することで、雲の画像の全部が１００８ｂを介して視認可能
となっているが、雲の画像の一部のみが１００８ｂを介して視認可能となる場合があって
もよい。
【０６０４】
　図４１（ｉ）に引き続く図４１（ｊ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
が図４１（ｉ）に示す状態から時計回りに約２０°回転した状態を示している。図４１（
ｊ）では、１００８ｂを介して、雲の画像の一部が視認される。図４１（ｊ）でのサブ液
晶ユニット１０３２の回転角度と図４１（ｈ）でのサブ液晶ユニット１０３２の回転角度
は同じであるが、図４１（ｈ）に示す状態では１００８ｂを介して視認されなかった雲の
画像をサブ液晶ユニット１０３２の回転に伴って上方に移動させる表示が行われたため、
図４１（ｊ）においては、１００８ｂを介して当該雲の画像の一部が視認されている。ま
た、本実施例では、図４１（ｊ）に示す状態においては雲の画像の一部が１００８ｂを介
して視認されるが、雲の画像の全部が１００８ｂを介して視認されるように、雲の画像の
移動表示が行われる場合があってもよい。
【０６０５】
　図４１（ｊ）に引き続く図４１（ｋ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
が図４１（ｊ）に示す状態から時計回りに約１０°回転して初期姿勢に復帰した状態を示
している。図４１（ｋ）は、図４１（ｇ）に示す状態では１００８ｂを介して視認されな
かった雲の画像が、１００８ｂを介して視認されている。図４１（ｋ）でのサブ液晶ユニ
ット１０３２の回転角度と図４１（ｇ）でのサブ液晶ユニット１０３２の回転角度は同じ
であるが、図４１（ｊ）に示す状態の後に、当該雲の画像をサブ液晶ユニット１０３２の
回転に伴って上方に移動させる表示が行われたため、図４１（ｋ）においては、１００８
ｂを介して視認されている。また、当該雲の画像を上方に移動させる表示が行われたこと
で、図４１（ｋ）において１００８ｂを介して視認可能な雲の画像の領域は、図４１（ｊ
）において１００８ｂを介して視認可能な雲の画像の領域よりも広くなっている。また、
本実施例では、図４１（ｋ）に示す状態においては、雲の画像の一部が１００８ｂを介し
て視認されるが、雲の画像の全部が１００８ｂを介して視認されるように、雲の画像の移
動表示が行われる場合があってもよい。
【０６０６】
　図４１（ｋ）から引き続く図４１（ｌ）は、可動体１００８が初期位置に移動した後に
、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示して
、特図１変動表示の結果が大当りであることを報知した状態を示している。
【０６０７】
　図４２は、本実施の形態の実施例１０における演出例２を示している。図４２は、演出
状態を時系列で示している。図４２は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０００
の略示正面図または可動体１００２を示している。
【０６０８】
　図４２（ａ）～（ｆ）は、図４１（ａ）～（ｆ）と同じ状態を示している。図４２（ｇ
）は、図４２（ｆ）と同じタイミングの可動体１００２、可動体１００８の一部、および
透過部１００８ｂを抜き出して示し、可動体１００８は、他の構成と区別をつきやすくす
るためにハッチングを付している。また、図４２（ｇ）から引き続く図４２（ｈ）～（ｋ
）において可動体１００２、可動体１００８の一部、および透過部１００８ｂを抜き出し
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て示し、可動体１００８は、可動体１００８は、他の構成と区別をつきやすくするために
ハッチングを付している。また、図４２（ｇ）は、図４１（ｇ）と同じ状態を示している
。図４２（ｆ）、（ｇ）に引き続く図４２（ｈ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット
１０３２が回転動作を開始した状態を示し、図４１（ｈ）と同じ状態を示している。
【０６０９】
　図４２（ｈ）に引き続く図４２（ｉ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
が図４２（ｉ）に示す状態から時計回りに約２０°回転した状態を示している。図４２（
ｉ）では、図４１（ｉ）に示す状態と異なり、可動体１００８の背後に表示されていた雲
の画像がサブ液晶ユニット１０３２の回転に伴って左方に移動表示されることで、１００
８ｂを介して視認されていない状態を示している。また、雲の画像がサブ液晶ユニット１
０３２の回転に伴って消去される場合があってもよいし、初めから表示されていない場合
があってもよい。
【０６１０】
　図４２（ｉ）に引き続く図４２（ｊ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
が図４２（ｉ）に示す状態から時計回りに約２０°回転した状態を示している。図４２（
ｊ）では、図４１（ｊ）に示す状態と異なり、雲の画像が視認されていない状態を示して
いる。
【０６１１】
　図４２（ｊ）に引き続く図４２（ｋ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
が図４２（ｊ）に示す状態から時計回りに約１０°回転して初期姿勢に復帰した状態を示
している。図４２（ｋ）では、図４１（ｋ）に示す状態と異なり、雲の画像が視認されて
いない状態を示している。
【０６１２】
　図４２（ｋ）から引き続く図４２（ｌ）は、可動体１００８が初期位置に移動した後に
、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾４－装飾２」が停止表示して
、特図１変動表示の結果がはずれであることを報知した状態を示している。
【０６１３】
　このように本実施例の演出において、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２は、
可動体１００６や可動体１００８の背後で回転動作を実行する場合がある。また、可動体
１００６や可動体１００８の透過部を介して、遊技者は、装飾図柄表示装置２０８に表示
されている画像やサブ表示装置１０３０に表示されている画像を視認することができる場
合がある。また、本実施例では、可動体１００８が左方に移動した際に可動体１００８に
よって視認不可能となるサブ表示装置１０３０に表示された雲の画像は、予告画像として
表示されている。本実施例では、可動体１００８の移動動作によって、透過部１００８ｂ
を介して当該予告画像の少なくとも一部の画像を遊技者に視認させる場合の演出と、透過
部１００８ｂを介して当該予告画像の少なくとも一部の画像を遊技者に視認させない場合
の演出がある。また、可動体１００８の移動動作によって、可動体１００８の透過部１０
０８ｂを介して当該予告画像の一部が遊技者に視認される場合は、可動体１００８の透過
部１００８ｂを介して当該予告画像の少なくとも一部の画像が遊技者に視認されない場合
と比較して、図柄の変動表示の最終結果として大当り図柄態様が確定表示されやすくなっ
ている。
【０６１４】
　装飾図柄表示装置２０８の画面に表示されている雲、気球、および太陽の画像は、可動
体１００６や可動体１００８の移動に伴って、移動表示が可能となる場合があってもよい
。例えば、装飾図柄表示装置２０６の画面中央上部に表示されている雲の画像は、可動体
１００８が初期位置から左方に移動した際に透過部１００８ａを介して視認不可能となる
ように、移動表示を行う場合があってもよいし、気球や太陽の画像は、可動体１００８が
初期位置から左方に移動する際に透過部１００８ａや透過部１００８ｂを介して視認可能
となるように、移動表示を行う場合があってもよい。可動体１００８が初期位置から左方
に移動した際に透過部１００８ａや透過部１００８ｂを介して雲や気球や太陽の画像が視
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認可能となる図柄変動表示は、透過部１００８ａや透過部１００８ｂを介して雲や気球や
太陽の画像が視認不可能となる図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示され
やすいように構成されていてもよい。可動体１００８が初期位置から左方に移動した際に
雲や気球や太陽の画像の移動表示を行うことで透過部１００８ａや透過部１００８ｂを介
して雲や気球や太陽の画像が視認不可能となる場合のある図柄変動表示は、可動体１００
８が初期位置から左方に移動した際に雲や気球や太陽の画像の移動表示を行わないことで
透過部１００８ａや透過部１００８ｂを介して雲や気球や太陽の画像が視認可能のままで
ある図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されてい
てもよい。また、可動体１００８が初期位置から左方に移動した際に透過部１００８ａや
透過部１００８ｂを介して視認される場合の雲や気球や太陽の画像は、通常時とは異なる
色で表示される場合があってもよい。例えば、雲の画像が、通常時には白色で表示され、
可動体１００８が初期位置から左方に移動した際に透過部１００８ａや透過部１００８ｂ
を介して視認される場合には、青色、緑色、または赤色で表示される場合があってもよい
。雲の画像が通常時と異なる色で表示される場合のある図柄変動表示は、雲の画像が通常
時の色で表示される図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいよう
に構成されていてもよい。また、メイン液晶ユニット１００１が可動体１００６や可動体
１００８の背後で回転動作を実行する場合があってもよい。この場合においては、本実施
例の図４１（ｇ）～（ｋ）、または図４２（ｇ）～（ｋ）に示す演出をサブ表示装置１０
３０に代えて装飾図柄表示装置２０８で実行する場合があってもよい。
【０６１５】
（実施例１１）
　図４３は、本実施の形態の実施例１１における演出例１を示している。図４３は、演出
状態を時系列で示している。図４３は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０００
の略示正面図または可動体１００２を示している。
【０６１６】
　図４３（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図４３（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図４
３（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１
０、１０１２は初期位置に位置している。可動体１００２は、初期位置に位置する場合に
全体が遊技者から視認可能となる。また、可動体１００６により装飾図柄表示装置２０８
の演出表示領域２０８ｄに表示されている太陽の画像の一部が隠され、当該太陽の画像の
他の一部が透過部１００６ａを介して視認可能となっている。また、可動体１００６によ
り演出表示領域２０８ｄに表示されている雲の画像の一部が隠され、当該雲の画像の他の
一部が透過部１００６ｂを介して視認可能となっている。
【０６１７】
　図４３（ａ）から引き続く図４３（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。装飾図柄表
示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには、黒色円形の保留アイコンが表示されて、特図
１の保留数が１であることが報知されている。また、黒色円形の保留アイコンは、図１６
（ａ）に示すように先読み予告態様の保留アイコンである。
【０６１８】
　図４３（ｂ）から引き続く図４３（ｃ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動
アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示され
る。
【０６１９】
　図４３（ｃ）から引き続く図４３（ｄ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示
している。図４１以降において、装飾図柄の変動表示は下向きの白抜き太矢印で表してい
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る。本実施の形態において、保留・変動アイコンの移動アニメーションの開始後に装飾図
柄の変動表示が開始される。
【０６２０】
　図４３（ｄ）から引き続く図４３（ｅ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図４３（ｄ）以降でリーチ演出が開始される。
【０６２１】
　図４３（ｅ）から引き続く図４３（ｆ）は、可動体１００８が初期位置から演出動作を
開始し、可動体１００８の左端が装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央に位置する位
置に移動した状態を示している。図４３（ｆ）は、可動体１００８によって、遊技者が装
飾図柄表示装置２０８およびサブ表示装置１０３０の画面の右半分の領域を視認し難いよ
うに遮蔽した状態を示している。透過部１００８ａを介して装飾図柄表示装置２０８の画
面に表示されている雲の画像と装飾図柄２０８ｃの一部が視認されている。また、透過部
１００８ｂを介してサブ液晶ユニット１０３２の右側の一部の領域が視認されている。な
お、サブ表示装置１０３０の画面の左半分の領域に表示されているヨットの画像や雲の画
像が、可動体１００８によって遮蔽される場合があってもよい。ヨットの画像や雲の画像
が可動体１００８によって遮蔽される場合のある図柄変動表示は、これらの画像が可動体
１００８によって遮蔽される場合がない図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定
表示されやすいように構成されていてもよい。
【０６２２】
　図４３（ｇ）は、図４３（ｆ）と同じタイミングの可動体１００２、可動体１００８の
一部、および透過部１００８ｂを抜き出して示し、可動体１００８は、他の構成と区別を
つきやすくするためにハッチングを付している。また、図４３（ｇ）から引き続く図４３
（ｈ）～（ｋ）において可動体１００２、可動体１００８の一部、および透過部１００８
ｂを抜き出して示し、可動体１００８は、可動体１００８は、他の構成と区別をつきやす
くするためにハッチングを付している。図４３（ｇ）では、可動体１００８によって、照
明部１０１４ｂの右部分、照明部１０１４ｃの下端部、および照明部１０１４ｄの右端部
を除いた一部が遮蔽され、透過部１００８ｂを介して、照明部１０１４ｃの遮蔽された部
分を除いた部分、および照明部１０１４ｄの右端部が視認されている。また、図４３（ｇ
）は、遊技者から視認可能な照明部１０１４ａ～１０１４ｄの部分は、青色で発光した状
態を示している。また、図４３（ｇ）では、透過部１００８ｂを介して、サブ表示装置１
０３０の画面に表示された海の景色の画像が視認されている。
【０６２３】
　図４３（ｆ）、（ｇ）に引き続く図４３（ｈ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット
１０３２が回転動作を開始した状態を示している。図４３（ｈ）において、サブ液晶ユニ
ット１０３２は、反時計回りに約１０°回転している。また、図４３（ｈ）では、図４３
（ｇ）に示す状態に比べると、透過部１００８ｂを介して、照明部１０１４ｄの視認可能
な部分の面積が減っている。また、可動体１００８において遮蔽されていない領域におい
ては、照明部１０１４ｄの視認可能な部分の面積が増えている。
【０６２４】
　図４３（ｈ）に引き続く図４３（ｉ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
が図４３（ｈ）に示す状態から反時計回りに約３５°回転した状態を示している。図４３
（ｉ）において、照明部１０１４ｄの黒塗りで表した部分は青色で発光している部分を示
し、白塗りで表した部分は赤色で発光している部分を示している。図４３（ｉ）では、可
動体１００８において遮蔽されていない領域において、可動体１００８とオーバーラップ
することで遊技者から視認されなかった照明部１０１４ｄの赤色で発光した部分が、遊技
者から視認可能となった状態を示している。サブ液晶ユニット１０３２の回転によって赤
色で発光した部分が視認可能となる場合のある図柄変動表示は、サブ液晶ユニット１０３
２が回転しないために赤色で発光した部分が視認可能となる場合のない図柄変動表示と比
較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０６２５】
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　図４３（ｉ）に引き続く図４３（ｊ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
が図４３（ｉ）に示す状態から時計回りに約３５°回転した状態を示している。また、図
４３（ｊ）では、照明部１０１４ｄの赤色で発光した部分の面積が大きくなり、青色で発
光した部分の面積が小さくなっている状態を示している。図４３（ｊ）では、１００８ｂ
を介して、予告画像としての雲の画像の一部が視認される。また、本実施例では、図４１
（ｊ）に示す状態においては雲の画像の一部が１００８ｂを介して視認されるが、雲の画
像の全部が１００８ｂを介して視認されるように、雲の画像の表示が行われる場合があっ
てもよい。サブ液晶ユニット１０３２の回転によって、透過部１００８ｂを介して予告画
像としての雲の画像の少なくとも一部が視認される場合のある図柄変動表示は、透過部１
００８ｂを介して予告画像としての雲の画像の少なくとも一部が視認される場合のない図
柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよ
い。
【０６２６】
　図４３（ｊ）に引き続く図４３（ｋ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
が図４３（ｊ）に示す状態から時計回りに約１０°回転して初期姿勢に復帰した状態を示
している。また、図４３（ｋ）は、照明部１０１４ｄの赤色で発光した部分の面積がさら
に大きくなり、照明部１０１４ｄは、全て赤色で発光した状態を示している。図４３（ｋ
）では、１００８ｂを介して、予告画像としての雲の画像の一部が視認される。また、当
該雲の画像を上方に移動させる表示が行われたことで、図４３（ｋ）において１００８ｂ
を介して視認可能な雲の画像の領域は、図４３（ｊ）において１００８ｂを介して視認可
能な雲の画像の領域よりも広くなっている。また、本実施例では、図４３（ｋ）に示す状
態においては、雲の画像の一部が１００８ｂを介して視認されるが、雲の画像の全部が１
００８ｂを介して視認されるように、雲の画像の移動表示が行われる場合があってもよい
。
【０６２７】
　図４３（ｋ）から引き続く図４３（ｌ）は、可動体１００８が初期位置に移動した後に
、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示して
、特図１変動表示の結果が大当りであることを報知した状態を示している。
【０６２８】
　図４４は、本実施の形態の実施例１１における演出例２を示している。図４４は、演出
状態を時系列で示している。図４４は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０００
の略示正面図または可動体１００２を示している。
【０６２９】
　図４４（ａ）～（ｆ）は、図４３（ａ）～（ｆ）と同じ状態を示している。図４４（ｇ
）は、図４４（ｆ）と同じタイミングの可動体１００２、可動体１００８の一部、および
透過部１００８ｂを抜き出して示し、可動体１００８は、他の構成と区別をつきやすくす
るためにハッチングを付している。また、図４４（ｇ）から引き続く図４４（ｈ）～（ｋ
）において可動体１００２、可動体１００８の一部、および透過部１００８ｂを抜き出し
て示し、可動体１００８は、可動体１００８は、他の構成と区別をつきやすくするために
ハッチングを付している。また、図４４（ｇ）は、図４３（ｇ）と同じ状態を示している
。図４４（ｆ）、（ｇ）に引き続く図４４（ｈ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット
１０３２が回転動作を開始した状態を示し、図４３（ｈ）と同じ状態を示している。
【０６３０】
　図４４（ｈ）に引き続く図４４（ｉ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
が図４４（ｉ）に示す状態から時計回りに約２０°回転した状態を示している。また、図
４４（ｉ）は、図４３（ｉ）に示す状態と異なりサブ液晶ユニット１０３２の回転が小さ
いために、可動体１００８とオーバーラップすることで遊技者から視認されない照明部１
０１４ｄの赤色で発光した部分が視認されていない状態を示している。
【０６３１】
　図４４（ｉ）に引き続く図４４（ｊ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
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が図４４（ｉ）に示す状態から時計回りに約２０°回転した状態を示している。また、図
４４（ｊ）では、図４３（ｊ）に示す状態と異なり、照明部１０１４ｄの赤色で発光した
部分の面積が大きくなっていないため、照明部１０１４ｄの赤色で発光した部分は視認さ
れていない状態を示している。また、図４４（ｊ）では、図４３（ｊ）に示す状態と異な
り、１００８ｂを介して予告画像としての雲の画像が視認されていない状態を示している
。
【０６３２】
　図４４（ｊ）に引き続く図４４（ｋ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２
が図４４（ｊ）に示す状態から時計回りに約１０°回転して初期姿勢に復帰した状態を示
している。図４４（ｋ）では、図４３（ｊ）に示す状態と異なり、照明部１０１４ｄの赤
色で発光した部分の面積が大きくなっていないため、照明部１０１４ｄの赤色で発光した
部分は視認されていない状態を示している。また、図４４（ｋ）では、図４３（ｊ）に示
す状態と異なり、１００８ｂを介して予告画像としての雲の画像が視認されていない状態
を示している。
【０６３３】
　図４４（ｋ）から引き続く図４４（ｌ）は、可動体１００８が初期位置に復帰した後に
、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾４－装飾２」が停止表示して
、特図１変動表示の結果がはずれであることを報知した状態を示している。
【０６３４】
　このように本実施例の演出において、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２は、
可動体１００６や可動体１００８の背後で回転動作を実行する場合があり、サブ液晶ユニ
ット１０３２の回転動作によって、照明部１０１４ｄの発光態様が変化する場合がある。
本実施例においては、可動体１００８の背後でサブ液晶ユニット１０３２が時計回りに最
大４５°回転した場合は、照明部１０１４ｄの発光態様が変化する演出が行われ、可動体
１００８の背後でサブ液晶ユニット１０３２が時計回りに最大３０°回転した場合は、照
明部１０１４ｄの発光態様は変化しない演出が行われる。可動体１００８の背後における
サブ液晶ユニット１０３２の回転動作によって、照明部１０１４ｄの発光態様が変化する
場合のある図柄変動表示は、照明部１０１４ｄの発光態様が変化する場合のない図柄変動
表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０６３５】
（実施例１２）
　図４５は、本実施の形態の実施例１２における演出例を示している。図４５は、演出状
態を時系列で示している。図４５は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０００の
略示正面を示している。
【０６３６】
　図４５（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図４５（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図４
５（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１０１０、１０１
２は初期位置に位置している。可動体１００２は、初期位置に位置する場合に全体が遊技
者から視認可能となる。また、可動体１００６により装飾図柄表示装置２０８の演出表示
領域２０８ｄに表示されている太陽の画像の一部が隠され、当該太陽の画像の他の一部が
透過部１００６ａを介して視認可能となっている。また、可動体１００６により演出表示
領域２０８ｄに表示されている雲の画像の一部が隠され、当該雲の画像の他の一部が透過
部１００６ｂを介して視認可能となっている。
【０６３７】
　図４５（ａ）から引き続く図４５（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。装飾図柄表
示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには、黒色円形の保留アイコンが表示されて、特図



(123) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

１の保留数が１であることが報知されている。また、黒色円形の保留アイコンは、図１６
（ａ）に示すように先読み予告態様の保留アイコンである。
【０６３８】
　図４５（ｂ）から引き続く図４５（ｃ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動
アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示され
る。
【０６３９】
　図４５（ｃ）から引き続く図４５（ｄ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示
している。
【０６４０】
　図４５（ｄ）から引き続く図４５（ｅ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図４５（ｄ）以降でリーチ演出が開始される。
【０６４１】
　図４５（ｅ）から引き続く図４５（ｆ）は、可動体１００８が図４５（ｅ）に示す状態
から演出動作を開始し、可動体１００８の透過部１００８ｂの左端がサブ表示装置１０３
０の画面の左端に位置する位置に移動した状態を示している。図４５（ｆ）は、可動体１
００８によって、遊技者が装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央を視認し難いように
遮蔽した状態を示している。また、透過部１００８ａを介して装飾図柄表示装置２０８の
画面に表示されている雲の画像と装飾図柄２０８ｂの一部が視認されている。また、透過
部１００８ｂを介してサブ表示装置１０３０の表示領域および照明部１０１４ｄが視認さ
れている。また、サブ表示装置１０３０の画面の左半分の領域に表示されているヨットの
画像や雲の画像は、透過部１００８ｂを介して視認されている。
【０６４２】
　図４５（ｆ）から引き続く図４５（ｇ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が初期位置から上方に移動して、可動体１００８によ
って隠された状態を示している。また、図４５（ｇ）では、可動体１００８の背後にある
サブ液晶ユニット１０３２には、予告画像としての雲の画像が表示されている。サブ液晶
ユニット１０３２の一部が、可動体１００６や可動体１００８の背後に隠れる演出が行わ
れた図柄変動表示は、可動体１００６や可動体１００８の背後に隠れる演出が行われない
図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていても
よい。
【０６４３】
　図４５（ｇ）から引き続く図４５（ｈ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が図４５（ｇ）の状態から下方に移動して、透過部１
００８ｂを介して、サブ表示装置１０３０の画面が視認される状態を示している。図４５
（ｈ）では、透過部１００８ｂを介して、サブ表示装置１０３０の右側に表示している予
告画像としての雲の画像が視認された状態を示している。
【０６４４】
　図４５（ｈ）から引き続く図４５（ｉ）は、可動体１００８が図４５（ｈ）の状態から
右方に移動した状態を示している。図４５（ｉ）では、透過部１００８ｂを介して、サブ
表示装置１０３０の画面の右側に表示している予告画像としての雲の画像が視認された状
態を示している。
【０６４５】
　図４５（ｉ）から引き続く図４５（ｊ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が図４５（ｉ）の状態から上方に移動した状態を示し
ている。図４５（ｊ）では、透過部１００８ｂを介して視認されていたサブ表示装置１０
３０の右側に表示している予告画像としての雲の画像が視認できない状態を示している。
【０６４６】
　図４５（ｊ）から引き続く図４５（ｋ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
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００２のサブ液晶ユニット１０３２が、初期姿勢から時計回りに４５°回転した状態を示
している。図４５（ｋ）では、透過部１００８ｂを介して、サブ表示装置１０３０の右側
に表示している予告画像としての雲の画像が視認された状態を示している。また、図４５
（ｋ）では、サブ表示装置１０３０に表示された画像が可動体１００８の背後において隠
された状態で、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２が回転することによって、透
過部１００８ｂを介して視認されるサブ表示装置１０３０に表示された画像の量が変化し
ている。また、当該雲の画像は、図４５（ｉ）に示す状態から上方に移動表示されている
。
【０６４７】
　図４５（ｋ）から引き続く図４５（ｌ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が、図４５（ｋ）に示す状態から時計回りに４５°回
転（合計９０°回転）した状態を示している。図４５（ｌ）では、透過部１００８ｂを介
して、サブ表示装置１０３０の右側に表示している予告画像としての雲の画像が視認され
た状態を示している。また、図４５（ｌ）では、サブ表示装置１０３０に表示された画像
が可動体１００８の背後において隠された状態で、可動体１００２のサブ液晶ユニット１
０３２が回転することによって、透過部１００８ｂを介して視認されるサブ表示装置１０
３０に表示された画像の量が変化している。
【０６４８】
　図４５（ｌ）から引き続く図４５（ｍ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が、図４５（ｌ）に示す状態から時計回りに１１０°
回転（合計２００°回転）した状態を示している。図４５（ｍ）では、透過部１００８ｂ
を介して、サブ表示装置１０３０の右側に表示している予告画像としての雲の画像が視認
できない状態を示している。
【０６４９】
　図４５（ｍ）から引き続く図４５（ｎ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が、図４５（ｌ）に示す状態から時計回りに１６０°
回転（合計３６０°回転）して初期姿勢に復帰した状態を示している。図４５（ｍ）では
、透過部１００８ｂを介して、サブ表示装置１０３０の右側に表示している予告画像とし
ての雲の画像が視認できない状態を示している。
【０６５０】
　図４５（ｎ）から引き続く図４５（ｏ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が、図４５（ｏ）に示す状態から下方に移動して、初
期位置に復帰した状態を示している。図４５（ｏ）では、透過部１００８ｂを介して、サ
ブ表示装置１０３０の右側に表示している予告画像としての雲の画像が視認された状態を
示している。
【０６５１】
　図４５（ｏ）から引き続く図４５（ｐ）は、可動体１００８が、図４５（ｏ）に示す状
態から右方に移動して、初期位置に復帰した状態を示している。図４５（ｐ）では、各可
動体（可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１０、１０１２）の演出動
作が終了した状態を示している。
【０６５２】
　図４５（ｐ）から引き続く図４５（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。本例において、当該特図１変動遊技の結果は大当りである。左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、当該特図１変動表示
の結果が大当りであることが報知されている。
【０６５３】
　このように、本実施例におけるパチンコ機１００は、可動体１００８の背後でサブ液晶
ユニット１０３２が回転することで、可動体１００８の透過部１００８ｂを介して遊技者
に視認されるサブ液晶ユニット１０３２における画像（例えば、予告画像としての雲の画
像）の面積が変化するように構成される場合がある。当該面積が変化する場合がある図柄
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変動表示は、当該面積が変化する場合がない図柄変動表示よりも大当り図柄態様が確定表
示されやすいように構成されていてもよい。また、メイン液晶ユニット１００１が可動体
１００６や可動体１００８の背後で移動および回転動作を実行する場合があってもよい。
この場合においては、本実施例のサブ表示装置１０３０における演出を装飾図柄表示装置
２０８で実行する場合があってもよい。
【０６５４】
（実施例１３）
　図４６は、本実施の形態の実施例１３における演出例を示している。図４６は、演出状
態を時系列で示している。図４６は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０００の
略示正面を示している。
【０６５５】
　図４６（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図４６（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図４
６（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１
０、１０１２は初期位置に位置している。可動体１００２は、初期位置に位置する場合に
全体が遊技者から視認可能となる。また、可動体１００６により装飾図柄表示装置２０８
の演出表示領域２０８ｄに表示されている太陽の画像の一部が隠され、当該太陽の画像の
他の一部が透過部１００６ａを介して視認可能となっている。また、可動体１００６によ
り演出表示領域２０８ｄに表示されている雲の画像の一部が隠され、当該雲の画像の他の
一部が透過部１００６ｂを介して視認可能となっている。また、可動体１００２により演
出表示領域２０８ｄに表示されている気球の画像の一部が隠され、当該気球の画像の他の
一部が視認可能となっている。また、サブ表示装置１０３０には、ヨットの画像、雲の画
像、および海の景色の画像が表示されている。
【０６５６】
　図４６（ａ）から引き続く図４６（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。装飾図柄表
示装置２０８の演出表示領域２０８ｄには、黒色円形の保留アイコンが表示されて、特図
１の保留数が１であることが報知されている。また、黒色円形の保留アイコンは、図１６
（ａ）に示すように先読み予告態様の保留アイコンである。また、サブ表示装置１０３０
には、装飾図柄表示装置２０８で表示されている気球の画像と同じ画像が表示されている
。装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０において同時に同じキャラクタ画像が
表示される場合のある図柄変動表示は、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０
において同時に同じキャラクタ画像が表示される場合のない図柄変動表示と比較して、大
当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０６５７】
　図４６（ｂ）から引き続く図４６（ｃ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始後に保留アイコンが変動
アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示され
る。
【０６５８】
　図４６（ｃ）から引き続く図４６（ｄ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示
している。
【０６５９】
　図４６（ｄ）から引き続く図４６（ｅ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図４６（ｄ）以降でリーチ演出が開始される。
【０６６０】
　図４６（ｅ）から引き続く図４６（ｆ）は、可動体１００８が初期位置から演出動作を
開始し、可動体１００８の左部がサブ表示装置１０３０の画面の左部を隠す位置に移動し
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た状態を示している。図４６（ｆ）は、可動体１００８によって、遊技者が装飾図柄表示
装置２０８の表示領域の中央を視認し難いように遮蔽した状態を示している。また、透過
部１００８ａを介して装飾図柄表示装置２０８の画面に表示されている雲の画像と装飾図
柄２０８ｂの一部が視認されている。また、透過部１００８ｂを介してサブ表示装置１０
３０の画面が視認されている。図４６（ｆ）は、サブ表示装置１０３０の画面の左部に表
示されている気球の画像は可動体１００８によって隠され、視認できない状態を示してい
る。また、１００８ｂを介して、サブ表示装置１０３０に表示されているヨットの画像が
視認されている。
【０６６１】
　図４６（ｆ）から引き続く図４６（ｇ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が初期位置から上方に移動して、可動体１００８によ
って隠され、サブ表示装置１０３０に表示されている気球の画像、およびヨットの画像が
視認できない状態を示している。サブ液晶ユニット１０３２の一部が、可動体１００６や
可動体１００８の背後に隠れる演出が行われた図柄変動表示は、可動体１００６や可動体
１００８の背後に隠れる演出が行われない図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確
定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０６６２】
　図４６（ｇ）から引き続く図４６（ｈ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が図４６（ｇ）の状態から反時計回りに６０°回転し
た状態を示している。図４６（ｈ）では、透過部１００８ｂを介してサブ表示装置１０３
０に表示している気球の画像が視認でき、ヨットの画像は可動体１００８とオーバーラッ
プすることで視認できない状態を示している。
【０６６３】
　図４６（ｈ）から引き続く図４６（ｉ）は、可動体１００８が図４６（ｈ）の状態から
右方に移動した状態を示している。また、図４６（ｉ）は、可動体１００８の背後におい
て、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２が図４６（ｈ）の状態から反時計回りに
２４０°回転（合計３００°回転）した状態を示している。また、図４６（ｉ）では、可
動体１００８によって遮蔽されていない領域においてサブ表示装置１０３０に表示してい
る気球の一部の画像が視認でき、サブ表示装置１０３０に表示しているヨットの画像は可
動体１００８とオーバーラップすることで視認できない状態を示している。
【０６６４】
　図４６（ｉ）から引き続く図４６（ｊ）は、可動体１００８が図４６（ｉ）の状態から
左方に移動した状態を示している。また、図４６（ｊ）は、可動体１００８の背後におい
て、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２が図４６（ｇ）の状態から、反時計回り
に６０°回転（合計３６０°回転）する動作と下方の初期位置に移動する動作の両方が並
列して行われ、初期姿勢および初期位置に復帰した状態を示している。また、図４６（ｊ
）では、サブ表示装置１０３０に表示されていた気球の画像とヨットの画像の両方が消去
された状態を示している。
【０６６５】
　図４６（ｊ）から引き続く図４６（ｋ）は、可動体１００８が、図４６（ｊ）に示す状
態から右方に移動して、初期位置に復帰した状態を示している。
【０６６６】
　図４６（ｋ）から引き続く図４６（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。本例において、当該特図１変動遊技の結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、当該特図１変動表示
の結果がはずれであることが報知されている。
【０６６７】
　このように本実施例のパチンコ機１００の演出において、サブ表示装置１０３０には複
数のキャラクタ画像が表示される場合がある。本実施例のパチンコ機１００は、サブ液晶
ユニット１０３２が可動体１００６や可動体１００８の背後の位置で上下方向の移動およ
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び回転動作が可能となるように構成されている。また、本実施例のパチンコ機１００は、
サブ液晶ユニット１０３２が可動体１００８の背後のある位置に移動することで、サブ表
示装置１０３０に表示されている当該複数のキャラクタ画像のうちの全てのキャラクタ画
像が遊技者から視認できないように構成される場合と、サブ液晶ユニット１０３２が可動
体１００８の背後のある位置に移動することで、サブ表示装置１０３０に表示されている
当該複数のキャラクタ画像のうちの一のキャラクタ画像のみが遊技者から視認できるよう
に構成される場合とがある。また、その際に視認可能となった一のキャラクタ画像がある
特定のキャラクタ画像（例えば、予告画像）である場合の図柄変動表示は、その際に視認
可能となった一のキャラクタ画像がある特定のキャラクタ画像ではない場合の図柄変動表
示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。また
、可動体１００６および可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装置１０３０に表示
されているうちの一のキャラクタ画像が、可動体１００６および可動体１００８の両方の
可動体が移動動作を行うことで、視認可能となる場合があってもよい。可動体１００６お
よび可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装置１０３０に表示されているうちの一
のキャラクタ画像が可動体１００６および可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行
うことで視認できる場合の図柄変動表示は、可動体１００６および可動体１００８の両方
の可動体が移動動作を行ったとしても視認できない場合の図柄変動表示と比較して、大当
り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。また、可動体１００６お
よび可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装置１０３０に表示されているうちの一
のキャラクタ画像が可動体１００６および可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行
うことで視認できる場合の図柄変動表示は、可動体１００６および可動体１００８の両方
の可動体が移動動作を行わないことで視認できない場合の図柄変動表示と比較して、大当
り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。また、メイン液晶ユニッ
ト１００１が可動体１００６や可動体１００８の背後で上下方向の移動および回転動作を
実行する場合があってもよい。この場合においては、本実施例のサブ表示装置１０３０に
おける演出を装飾図柄表示装置２０８で実行する場合があってもよい。
【０６６８】
（実施例１４）
　図４７は、本実施の形態の実施例１４における演出例を示している。図４７は、演出状
態を時系列で示している。図４７は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０００の
略示正面を示している。本実施の形態の実施例１４および後述する実施例１５、１６のパ
チンコ機１００は、図２９に示すパチンコ機１００の構成と異なり、変動アイコンおよび
保留アイコンは、サブ液晶表示装置１０３０に表示される。
【０６６９】
　図４７（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図４７（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図４
７（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１
０、１０１２は初期位置に位置している。可動体１００２は、初期位置に位置する場合に
全体が遊技者から視認可能となる。また、可動体１００６により装飾図柄表示装置２０８
の演出表示領域２０８ｄに表示されている太陽の画像の一部が隠され、当該太陽の画像の
他の一部が透過部１００６ａを介して視認可能となっている。また、可動体１００６によ
り演出表示領域２０８ｄに表示されている雲の画像の一部が隠され、当該雲の画像の他の
一部が透過部１００６ｂを介して視認可能となっている。また、可動体１００２により演
出表示領域２０８ｄに表示されている気球の画像の一部が隠され、当該気球の画像の他の
一部が視認可能となっている。また、サブ表示装置１０３０には、ヨットの画像、雲の画
像、および海の景色の画像が表示されている。
【０６７０】
　図４７（ａ）から引き続く図４７（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
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たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。サブ表示装
置１０３０には、白色円形の通常態様の保留アイコンが表示されて、特図１の保留数が１
であることが報知されている。また、サブ表示装置１０３０には、装飾図柄表示装置２０
８で表示されている気球の画像と同じ画像が表示されている。装飾図柄表示装置２０８と
サブ表示装置１０３０において同時に同じキャラクタ画像が表示される場合のある図柄変
動表示は、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０において同時に同じキャラク
タ画像が表示される場合のない図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示され
やすいように構成されていてもよい。
【０６７１】
　図４７（ｂ）から引き続く図４７（ｃ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。また、サブ表示装置１０３０において、特図１
変動遊技の開始後に保留アイコンが変動アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションが開始されている。また、サブ表示装置１０３０において、
気球の画像が消去された状態を示している。
【０６７２】
　図４７（ｃ）から引き続く図４７（ｄ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示
している。また、図４７（ｄ）は、サブ表示装置１０３０において、特図１変動遊技の開
始後に保留アイコンが変動アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動
アニメーションが終了した状態を示している。
【０６７３】
　図４７（ｄ）から引き続く図４７（ｅ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図４７（ｄ）以降でリーチ演出が開始される。
【０６７４】
　図４７（ｅ）から引き続く図４７（ｆ）は、可動体１００８が初期位置から演出動作を
開始し、可動体１００８の左部がサブ表示装置１０３０の画面の左部の変動アイコンを隠
す位置に移動した状態を示している。図４７（ｆ）は、可動体１００８によって、遊技者
が装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央を視認し難いように遮蔽した状態を示してい
る。また、透過部１００８ａを介して装飾図柄表示装置２０８の画面に表示されている雲
の画像と装飾図柄２０８ｂの一部が視認されている。また、透過部１００８ｂを介してサ
ブ表示装置１０３０の画面が視認されている。図４７（ｆ）は、サブ表示装置１０３０の
画面の左部に表示されている変動アイコンと可動体１００８とがオーバーラップすること
で、変動アイコンが視認できない状態を示している。また、１００８ｂを介して、サブ表
示装置１０３０に表示されているヨットの画像が視認されている。
【０６７５】
　図４７（ｆ）から引き続く図４７（ｇ）は、可動体１００８が図４７（ｆ）の状態から
左方に移動した状態を示している。また、図４７（ｇ）は、可動体１００８の背後におい
て、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２が初期位置から上方に移動して、可動体
１００８によって隠され、サブ表示装置１０３０に表示されている変動アイコンおよびヨ
ットの画像が視認できない状態を示している。サブ液晶ユニット１０３２の一部が、可動
体１００６や可動体１００８の背後に隠れる演出が行われた図柄変動表示は、可動体１０
０６や可動体１００８の背後に隠れる演出が行われない図柄変動表示と比較して、大当り
図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０６７６】
　図４７（ｇ）から引き続く図４７（ｈ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が図４７（ｇ）の状態から反時計回りに６０°回転し
た状態を示している。また、図４７（ｈ）では、サブ表示装置１０３０に気球の画像が表
示され、透過部１００８ｂを介して当該気球の画像が視認された状態を示している。また
、サブ表示装置１０３０に表示されているヨットの画像は、可動体１００８とオーバーラ
ップすることで視認できない。また、図４７（ｈ）では、サブ液晶ユニット１０３２の回
転動作が行われることで、サブ表示装置１０３０に表示されている変動アイコンが通常態
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様（白色円形）から予告態様（白色ひし形）に変化し、透過部１００８ｂを介して予告態
様の変動アイコンが視認された状態を示している。本実施例の演出では、サブ液晶ユニッ
ト１０３２の回転動作が行われることで、透過部１００８ｂを介して、通常の態様の変動
アイコンが予告態様に変化する様を遊技者に視認させる場合があるし、通常の態様の変動
アイコンが予告態様に変化した後に遊技者に視認させる場合がある。
【０６７７】
　図４７（ｈ）から引き続く図４７（ｉ）は、可動体１００８が図４７（ｈ）の状態から
反時計回りに２００°回転（合計３６０°回転）し、初期姿勢に復帰した状態を示してい
る。また、図４７（ｉ）では、サブ表示装置１０３０に表示されている気球の画像、ヨッ
トの画像、および予告態様の変動アイコンが可動体１００８とオーバーラップすることで
視認できない状態を示している。
【０６７８】
　図４７（ｉ）から引き続く図４７（ｊ）は、可動体１００８が図４７（ｉ）の状態から
下方に移動し、初期位置に復帰した状態を示している。また、図４７（ｊ）では、サブ表
示装置１０３０に表示されている予告態様の変動アイコンが、透過部１００８ｂを介して
視認された状態を示している。また、図４７（ｊ）では、サブ表示装置１０３０において
、ヨットの画像および気球の画像は、視認できない状態を示している。
【０６７９】
　図４７（ｊ）から引き続く図４７（ｋ）は、可動体１００８が、図４７（ｊ）に示す状
態から右方に移動して、初期位置に復帰した状態を示している。
【０６８０】
　図４７（ｋ）から引き続く図４７（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。本例において、当該特図１変動遊技の結果は大当りである。左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、当該特図１変動表示
の結果が大当りであることが報知されている。
【０６８１】
　このように本実施例のパチンコ機１００の演出において、サブ表示装置１０３０には複
数のキャラクタ画像、変動アイコン、および保留アイコンが表示される場合がある。本実
施例のパチンコ機１００は、サブ液晶ユニット１０３２が可動体１００６や可動体１００
８の背後の位置で上下方向の移動および回転動作が可能となるように構成されている。ま
た、本実施例のパチンコ機１００は、サブ液晶ユニット１０３２が可動体１００８の背後
のある位置に移動することで、サブ表示装置１０３０に表示されている当該複数のキャラ
クタ画像のうちの全てのキャラクタ画像、変動アイコン、および保留アイコンが遊技者か
ら視認できないように構成される場合と、サブ液晶ユニット１０３２が可動体１００８の
背後のある位置に位置することで、サブ表示装置１０３０に表示されている当該複数のキ
ャラクタ画像のうちの一のキャラクタ画像、および変動アイコンの両方のみが遊技者から
視認できるように構成される場合とがある。また、その際に視認可能となった一のキャラ
クタ画像がある特定のキャラクタ画像（例えば、予告画像）である場合、または変動アイ
コンが予告態様である場合のいずれかの場合がある図柄変動表示は、その際に視認可能と
なった一のキャラクタ画像がある特定のキャラクタ画像でなく、変動アイコンが予告態様
でない場合の図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成
されていてもよい。また、本実施例のパチンコ機１００は、サブ液晶ユニット１０３２が
可動体１００６や可動体１００８の背後のある位置に移動することで、当該複数のキャラ
クタ画像のうちの全てのキャラクタ画像、変動アイコン、および保留アイコンを遊技者が
視認できるように構成される場合があってもよいし、変動アイコン、および保留アイコン
のみを遊技者が視認できるように構成される場合があってもよいし、変動アイコンのみを
遊技者が視認できるように構成される場合があってもよいし、保留アイコンのみを遊技者
が視認できるように構成される場合があってもよい。
【０６８２】
　また、可動体１００６および可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装置１０３０
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に表示されているうちの一のキャラクタ画像や変動アイコンが、可動体１００６および可
動体１００８の両方の可動体が移動動作を行うことで、視認可能となる場合があってもよ
い。可動体１００６および可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装置１０３０に表
示されているうちの一のキャラクタ画像や変動アイコンが可動体１００６および可動体１
００８の両方の可動体が移動動作を行うことで視認できる場合の図柄変動表示は、可動体
１００６および可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行ったとしても視認できない
場合の図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されて
いてもよい。また、可動体１００６および可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装
置１０３０に表示されているうちの一のキャラクタ画像や変動アイコンが可動体１００６
および可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行うことで視認できる場合のある図柄
変動表示は、可動体１００６および可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行わない
ことで視認できない場合の図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやす
いように構成されていてもよい。また、メイン液晶ユニット１００１が可動体１００６や
可動体１００８の背後で上下方向の移動および回転動作を実行する場合があってもよい。
この場合においては、本実施例のサブ表示装置１０３０における演出を装飾図柄表示装置
２０８で実行する場合があってもよい。
【０６８３】
（実施例１５）
　図４８は、本実施の形態の実施例１５における演出例を示している。図４８は、演出状
態を時系列で示している。図４８は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０００の
略示正面を示している。
【０６８４】
　図４８（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図４８（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図４
８（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１
０、１０１２は初期位置に位置している。可動体１００２は、初期位置に位置する場合に
全体が遊技者から視認可能となる。また、可動体１００６により装飾図柄表示装置２０８
の演出表示領域２０８ｄに表示されている太陽の画像の一部が隠され、当該太陽の画像の
他の一部が透過部１００６ａを介して視認可能となっている。また、可動体１００６によ
り演出表示領域２０８ｄに表示されている雲の画像の一部が隠され、当該雲の画像の他の
一部が透過部１００６ｂを介して視認可能となっている。また、可動体１００２により演
出表示領域２０８ｄに表示されている気球の画像の一部が隠され、当該気球の画像の他の
一部が視認可能となっている。また、サブ表示装置１０３０には、ヨットの画像、雲の画
像、および海の景色の画像が表示されている。
【０６８５】
　図４８（ａ）から引き続く図４８（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。サブ表示装
置１０３０には、白色円形の通常態様の保留アイコンが表示されて、特図１の保留数が１
であることが報知されている。また、サブ表示装置１０３０には、装飾図柄表示装置２０
８で表示されている気球の画像と同じ画像が表示されている。装飾図柄表示装置２０８と
サブ表示装置１０３０において同時に同じキャラクタ画像が表示される場合のある図柄変
動表示は、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０において同時に同じキャラク
タ画像が表示される場合のない図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示され
やすいように構成されていてもよい。
【０６８６】
　図４８（ｂ）から引き続く図４８（ｃ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。また、サブ表示装置１０３０において、特図１
変動遊技の開始後に保留アイコンが変動アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイ
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コン間の移動アニメーションが開始されている。また、サブ表示装置１０３０において、
気球の画像が消去された状態を示している。
【０６８７】
　図４８（ｃ）から引き続く図４８（ｄ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示
している。また、図４８（ｄ）は、サブ表示装置１０３０において、特図１変動遊技の開
始後に保留アイコンが変動アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動
アニメーションが終了した状態を示している。また、図４８（ｄ）は、特図１始動口２３
０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を
示している。サブ表示装置１０３０には、白色円形の通常態様の保留アイコンが表示され
て、特図１の保留数が１であることが報知されている。
【０６８８】
　図４８（ｄ）から引き続く図４８（ｅ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図４８（ｄ）以降でリーチ演出が開始される。
【０６８９】
　図４８（ｅ）から引き続く図４８（ｆ）は、可動体１００８が初期位置から演出動作を
開始し、可動体１００８の左部がサブ表示装置１０３０に表示されている保留アイコンを
隠す位置に移動した状態を示している。図４８（ｆ）は、可動体１００８によって、遊技
者が装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央を視認し難いように遮蔽した状態を示して
いる。また、透過部１００８ａを介して装飾図柄表示装置２０８の画面に表示されている
雲の画像と装飾図柄２０８ｂ、２０８ｃの一部が視認されている。また、透過部１００８
ｂを介してサブ表示装置１０３０の画面が視認されている。図４８（ｆ）は、サブ表示装
置１０３０の画面の左部に表示されている保留アイコンと可動体１００８とがオーバーラ
ップすることで、保留アイコンが視認できない状態を示している。また、可動体１００８
によって遮蔽されていない領域で、サブ表示装置に表示されている変動アイコンが視認さ
れている。
【０６９０】
　図４８（ｆ）から引き続く図４８（ｇ）は、可動体１００８が図４８（ｆ）の状態から
左方に移動した状態を示している。また、図４８（ｇ）は、可動体１００８の背後におい
て、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２が初期位置から上方に移動して、可動体
１００８によって隠され、サブ表示装置１０３０に表示されている変動アイコン、保留ア
イコンおよびヨットの画像が視認できない状態を示している。サブ液晶ユニット１０３２
の一部が可動体１００６や可動体１００８の背後に隠れる演出が行われた図柄変動表示は
、可動体１００６や可動体１００８の背後に隠れる演出が行われない図柄変動表示と比較
して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０６９１】
　図４８（ｇ）から引き続く図４８（ｈ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が図４７（ｇ）の状態から反時計回りに６０°回転し
た状態を示している。また、図４８（ｈ）では、サブ液晶ユニット１０３２の回転動作が
行われることで、サブ表示装置１０３０に表示されている保留アイコンが通常態様（白色
円形）から先読み予告態様（白色ひし形）に変化し、透過部１００８ｂを介して、通常態
様の変動アイコンおよび先読み予告態様の保留アイコンが視認された状態を示している。
本実施例の演出では、サブ液晶ユニット１０３２の回転動作が行われることで、透過部１
００８ｂを介して、通常の態様の保留アイコンが先読み予告態様に変化する様を遊技者に
視認させる場合があるし、通常の態様の保留アイコンが先読み予告態様に変化した後に遊
技者に視認させる場合がある。
【０６９２】
　図４８（ｈ）から引き続く図４８（ｉ）は、可動体１００８が図４８（ｈ）の状態から
反時計回りに３００°回転（合計３６０°回転）し、初期姿勢に復帰した状態を示してい
る。また、図４８（ｉ）では、サブ表示装置１０３０に表示されている気球の画像、ヨッ
トの画像、通常態様の変動アイコン、および先読み予告態様の保留アイコンが可動体１０
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０８とオーバーラップすることで視認できない状態を示している。
【０６９３】
　図４８（ｉ）から引き続く図４８（ｊ）は、可動体１００８が図４８（ｉ）の状態から
下方に移動し、初期位置に復帰した状態を示している。また、図４８（ｊ）では、サブ表
示装置１０３０に表示されている通常態様の変動アイコン、および予告態様の変動アイコ
ンが、透過部１００８ｂを介して視認された状態を示している。また、図４８（ｊ）では
、サブ表示装置１０３０において、ヨットの画像は、視認できない状態を示している。
【０６９４】
　図４８（ｊ）から引き続く図４８（ｋ）は、可動体１００８が、図４８（ｊ）に示す状
態から右方に移動して、初期位置に復帰した状態を示している。
【０６９５】
　図４８（ｋ）から引き続く図４８（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。本例において、当該特図１変動遊技の結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、当該特図１変動表示
の結果がはずれであることが報知されている。
【０６９６】
　図４８（ｌ）から引き続く図４８（ｍ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。また、サブ表示装置１０３０において、特図１
変動遊技の開始後に保留アイコンが変動アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションが開始されている。
【０６９７】
　図４８（ｍ）から引き続く図４８（ｎ）は、サブ表示装置１０３０において、特図１変
動遊技の開始後に保留アイコンが変動アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコ
ン間の移動アニメーションが終了した状態を示している。また、図４８（ｎ）は、左右図
柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾２」が仮停止した状態を示している。図４８（ｎ
）以降で所定のリーチ演出が開始される。
【０６９８】
　図４８（ｎ）から引き続く図４８（ｏ）は、所定のリーチ演出が終了後に、特図１変動
遊技が終了した状態を示している。本例において、当該特図１変動遊技の結果は大当りで
ある。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表
示されて、当該特図１変動表示の結果が大当りであることが報知されている。このように
、先読み予告態様をした保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動は
、通常態様をした保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動よりも最
終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０６９９】
　このように本実施例のパチンコ機１００の演出において、サブ表示装置１０３０には複
数のキャラクタ画像、変動アイコン、および保留アイコンが表示される場合がある。本実
施例のパチンコ機１００は、サブ液晶ユニット１０３２が可動体１００６や可動体１００
８の背後の位置で上下方向の移動および回転動作が可能となるように構成されている。ま
た、本実施例のパチンコ機１００は、サブ液晶ユニット１０３２が可動体１００８の背後
のある位置に移動することで、サブ表示装置１０３０に表示されている当該複数のキャラ
クタ画像のうちの全てのキャラクタ画像、変動アイコン、および保留アイコンが遊技者か
ら視認できないように構成される場合と、サブ液晶ユニット１０３２が可動体１００８の
背後のある位置に位置することで、サブ表示装置１０３０に表示されている変動アイコン
、および保留アイコンの両方のみが遊技者から視認できるように構成される場合がある。
また、その際に視認可能となった保留アイコンが先読み予告態様である場合は、その際に
視認可能となった保留アイコンが先読み予告態様でない場合と比較して、当該保留アイコ
ンに対応する保留が消化されて開始される特図変動遊技において大当り図柄態様が確定表
示されやすい場合があってもよい。また、本実施例のパチンコ機１００は、サブ液晶ユニ
ット１０３２が可動体１００６や可動体１００８の背後のある位置に移動することで、当
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該複数のキャラクタ画像のうちの全てのキャラクタ画像、変動アイコン、および保留アイ
コンを遊技者が視認できるように構成される場合があってもよいし、変動アイコン、およ
び保留アイコンのみを遊技者が視認できるように構成される場合があってもよいし、変動
アイコンのみを遊技者が視認できるように構成される場合があってもよいし、保留アイコ
ンのみを遊技者が視認できるように構成される場合があってもよい。
【０７００】
　また、可動体１００６および可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装置１０３０
に表示されているうちの変動アイコンや保留アイコンが、可動体１００６および可動体１
００８の両方の可動体が移動動作を行うことで、視認可能となる場合があってもよい。可
動体１００６および可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装置１０３０に表示され
ているうちの変動アイコンや保留アイコンが可動体１００６および可動体１００８の両方
の可動体が移動動作を行うことで視認できる場合のある図柄変動表示は、可動体１００６
および可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行ったとしても視認できる場合のない
図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていても
よい。可動体の移動前後で変動アイコンや保留アイコンの視認可能な部分が異なる場合が
ある先読み予告が実行された場合には、可動体の移動前後で変動アイコンや保留アイコン
の視認可能な部分が異なる場合がない先読み予告が実行された場合よりも、先読み対象と
なる図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
また、可動体１００６および可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装置１０３０に
表示されているうちの変動アイコンや保留アイコンが、可動体１００６および可動体１０
０８の両方の可動体が移動動作を行うことで、視認できる場合のある図柄変動表示は、可
動体１００６および可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行わないことで視認でき
ない場合の図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成さ
れていてもよい。また、メイン液晶ユニット１００１が可動体１００６や可動体１００８
の背後で上下方向の移動および回転動作を実行する場合があってもよい。この場合におい
ては、本実施例のサブ表示装置１０３０における演出を装飾図柄表示装置２０８で実行す
る場合があってもよい。
【０７０１】
（実施例１６）
　図４９は、本実施の形態の実施例１６における演出例を示している。図４９は、演出状
態を時系列で示している。図４９は、図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０００の
略示正面を示している。
【０７０２】
　図４９（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。また、
図４９（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。また、図４
９（ａ）に示す状態において、可動体１００２、１００４、１００６、１００８、１０１
０、１０１２は初期位置に位置している。可動体１００２は、初期位置に位置する場合に
全体が遊技者から視認可能となる。また、可動体１００６により装飾図柄表示装置２０８
の演出表示領域２０８ｄに表示されている太陽の画像の一部が隠され、当該太陽の画像の
他の一部が透過部１００６ａを介して視認可能となっている。また、可動体１００６によ
り演出表示領域２０８ｄに表示されている雲の画像の一部が隠され、当該雲の画像の他の
一部が透過部１００６ｂを介して視認可能となっている。また、可動体１００２により演
出表示領域２０８ｄに表示されている気球の画像の一部が隠され、当該気球の画像の他の
一部が視認可能となっている。また、サブ表示装置１０３０には、ヨットの画像、雲の画
像、および海の景色の画像が表示されている。
【０７０３】
　図４９（ａ）から引き続く図４９（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。サブ表示装
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置１０３０には、白色円形の通常態様の保留アイコンが表示されて、特図１の保留数が１
であることが報知されている。また、サブ表示装置１０３０には、装飾図柄表示装置２０
８で表示されている気球の画像と同じ画像が表示されている。装飾図柄表示装置２０８と
サブ表示装置１０３０において同時に同じキャラクタ画像が表示される場合のある図柄変
動表示は、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０において同時に同じキャラク
タ画像が表示されない場合の図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されや
すいように構成されていてもよい。
【０７０４】
　図４９（ｂ）から引き続く図４９（ｃ）は、不図示の特図１表示装置２１２での特図１
変動遊技が開始された状態を示している。また、サブ表示装置１０３０において、特図１
変動遊技の開始後に保留アイコンが変動アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションが開始されている。また、サブ表示装置１０３０において、
気球の画像が消去された状態を示している。
【０７０５】
　図４９（ｃ）から引き続く図４９（ｄ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示
している。また、図４９（ｄ）は、サブ表示装置１０３０において、特図１変動遊技の開
始後に保留アイコンが変動アイコンとなって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動
アニメーションが終了した状態を示している。
【０７０６】
　図４９（ｄ）から引き続く図４９（ｅ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図４９（ｄ）以降でリーチ演出が開始される。
【０７０７】
　図４９（ｅ）から引き続く図４９（ｆ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１の保留数が０から１に増加した状態を示している。サブ表示装
置１０３０には、白色円形の通常態様の保留アイコンが表示されて、特図１の保留数が１
であることが報知されている。また、図４９（ｆ）は、可動体１００８が初期位置から演
出動作を開始し、可動体１００８の透過部１００８ｂを介して、サブ表示装置１０３０に
表示された変動アイコン、および保留アイコンが視認可能となる位置に移動した状態を示
している。また、図４９（ｆ）は、可動体１００８によって、遊技者が装飾図柄表示装置
２０８の表示領域の中央を視認し難いように遮蔽した状態を示している。また、透過部１
００８ａを介して装飾図柄表示装置２０８の画面に表示されている雲の画像と装飾図柄２
０８ｂ、２０８ｃの一部が視認されている。また、透過部１００８ｂを介してサブ表示装
置１０３０の画面が視認されている。
【０７０８】
　図４９（ｆ）から引き続く図４９（ｇ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が初期位置から上方に移動して、可動体１００８によ
って隠され、サブ表示装置１０３０に表示されている変動アイコン、保留アイコンおよび
ヨットの画像が視認できない状態を示している。サブ液晶ユニット１０３２の一部が、可
動体１００６や可動体１００８の背後に隠れる演出が行われた図柄変動表示は、可動体１
００６や可動体１００８の背後に隠れる演出が行われない図柄変動表示と比較して、大当
り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０７０９】
　図４９（ｇ）から引き続く図４９（ｈ）は、可動体１００８の背後において、可動体１
００２のサブ液晶ユニット１０３２が図４７（ｇ）の状態から反時計回りに６０°回転し
た状態を示している。また、図４８（ｈ）では、サブ液晶ユニット１０３２の回転動作が
行われることで、サブ表示装置１０３０に表示されている保留アイコンが通常態様（白色
円形）から先読み予告態様（白色ひし形）に変化し、透過部１００８ｂを介して、通常態
様の変動アイコンおよび先読み予告態様の保留アイコンが視認された状態を示している。
本実施例の演出では、サブ液晶ユニット１０３２の回転動作が行われることで、透過部１
００８ｂを介して、通常の態様の保留アイコンが先読み予告態様に変化する様を遊技者に
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視認させる場合があるし、通常の態様の保留アイコンが先読み予告態様に変化した後に遊
技者に視認させる場合がある。
【０７１０】
　図４９（ｈ）から引き続く図４９（ｉ）は、可動体１００８が図４９（ｈ）の状態から
反時計回りに３００°回転（合計３６０°回転）し、初期姿勢に復帰した状態を示してい
る。また、図４９（ｉ）では、サブ表示装置１０３０に表示されているヨットの画像、通
常態様の変動アイコン、および先読み予告態様の保留アイコンが可動体１００８とオーバ
ーラップすることで視認できない状態を示している。
【０７１１】
　図４９（ｉ）から引き続く図４９（ｊ）は、可動体１００８が図４９（ｉ）の状態から
下方に移動し、初期位置に復帰した状態を示している。また、サブ表示装置１０３０には
、ボタンを模した画像とその上方に「プッシュ」の文字列画像、およびボタンを押下の有
効期間を表示するメータ画像が、保留アイコンにオーバーラップして表示されている。ま
た、先読み予告態様をした保留アイコンが、ボタンを模した画像等に変化する場合があっ
てもよい。また、図４９（ｊ）は、変動アイコン、およびボタンを模した画像とその上方
に「プッシュ」の文字列画像が、透過部１００８ｂを介して視認された状態を示し、メー
タ画像は可動体１００８によって隠されることで視認できない状態を示している。また、
図４９（ｊ）では、サブ表示装置１０３０において、ヨットの画像は、視認できない状態
を示している。
【０７１２】
　図４９（ｊ）から引き続く図４９（ｋ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３
２が図４９（ｊ）の状態から上方に移動し、透過部１００８ａを介してサブ表示装置１０
３０の画面が視認可能となる状態を示している。また、図４９（ｋ）では、透過部１００
８ａを介して、サブ表示装置１０３０に表示されている「プッシュ」の文字列画像が視認
できる状態を示している。また、サブ表示装置１０３０に表示されている変動アイコン、
ボタンを模した画像、およびメータ画像は、可動体１００８によって隠されることで視認
できない状態を示している。透過部１００８ａを介して、サブ表示装置１０３０の画面が
視認される場合のある図柄変動表示は、サブ表示装置１０３０の画面が視認される場合の
ない図柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されてい
てもよい。
【０７１３】
　図４９（ｋ）から引き続く図４９（ｌ）は、遊技者がチャンスボタン１３６の操作有効
期間においてチャンスボタン１３６の押下した状態を示している。また、サブ表示装置１
０３０において、遊技者のチャンスボタン１３６の押下に基づいて、「プッシュ」の文字
列画像が消去して、ボタンを模した画像およびその周辺にエフェクト画像が表示されてい
る。また、図４９（ｌ）では、当該エフェクト画像が透過部１００８ｂを介して視認され
た状態を示している。
【０７１４】
　図４９（ｌ）から引き続く図４９（ｍ）は、遊技者がチャンスボタン１３６の操作有効
期間においてチャンスボタン１３６の押下したことに基づいて、可動体１００２のサブ液
晶ユニット１０３２が図４９（ｌ）の状態から最上方の位置に移動した状態を示している
。また、図４９（ｍ）では、サブ表示装置１０３０に表示されているボタン画像の一部と
エフェクト画像が、透過部１００８ａを介して、視認された状態を示している。
【０７１５】
　図４９（ｍ）から引き続く図４９（ｎ）は、可動体１００８が図４９（ｍ）の状態から
右方に移動して、初期位置に復帰した状態を示している。また、サブ表示装置１０３０に
は、変動アイコン、ボタン画像、およびエフェクト画像が表示されている。
【０７１６】
　図４９（ｎ）から引き続く図４９（ｏ）は、遊技者がチャンスボタン１３６の操作有効
期間においてチャンスボタン１３６の押下したことに応じて、可動体１００２のサブ液晶
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ユニット１０３２の回転動作が実行された状態を示している。図４９（ｏ）では、サブ液
晶ユニット１０３２が図４９（ｎ）の状態から反時計回りに６０°回転した状態を示して
いる。
【０７１７】
　図４９（ｏ）から引き続く図４９（ｐ）は、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３
２が図４９（ｏ）の状態から反時計回りに３００°回転（合計３６０°回転）して初期姿
勢に復帰した後に、下方の初期位置に復帰した状態を示している。また、チャンスボタン
１３６の押下したことに応じて実行される可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２の
動作は、反時計回りに回転する動作と下方の初期位置に移動する動作の両方が並列して行
われ、初期姿勢および初期位置に復帰する場合があってもよい。
【０７１８】
　図４９（ｐ）から引き続く図４９（ｑ）は、サブ表示装置１０３０において、ボタン画
像およびエフェクト画像が消去され、通状態様の変動アイコンが予告態様の変動アイコン
に変化した状態を示している。また、図４９（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を
示している。本例において、当該特図１変動遊技の結果は大当りである。左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、当該特図１
変動表示の結果が大当りであることが報知されている。チャンスボタン１３６の押下に基
づくサブ液晶ユニット１０３２の回転動作が行われた図柄変動表示は、チャンスボタン１
３６の押下に基づくサブ液晶ユニット１０３２の回転動作が行われない図柄変動表示より
も、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【０７１９】
　このように本実施例のパチンコ機１００の演出において、サブ表示装置１０３０には複
数のキャラクタ画像、変動アイコン、保留アイコン、およびチャンスボタン１３６の押下
を促す画像が表示される場合がある。本実施例のパチンコ機１００は、サブ液晶ユニット
１０３２が可動体１００６や可動体１００８の背後の位置で上下方向の移動および回転動
作が可能となるように構成されている。また、本実施例のパチンコ機１００は、サブ液晶
ユニット１０３２が可動体１００８の背後のある位置に移動することで、サブ表示装置１
０３０に表示されている複数のキャラクタ画像のうちの全てのキャラクタ画像、変動アイ
コン、保留アイコン、およびチャンスボタン１３６の押下を促す画像が遊技者から視認で
きないように構成される場合と、サブ液晶ユニット１０３２が可動体１００８の背後のあ
る位置に位置することで、サブ表示装置１０３０に表示されている変動アイコン、および
チャンスボタン１３６の押下を促す画像の両方のみが遊技者から視認できるように構成さ
れる場合がある。また、本実施例のパチンコ機１００は、サブ液晶ユニット１０３２が可
動体１００６や可動体１００８の背後のある位置に移動することで、当該複数のキャラク
タ画像のうちの全てのキャラクタ画像、変動アイコン、保留アイコン、およびチャンスボ
タン１３６の押下を促す画像を遊技者が視認できるように構成される場合があってもよい
し、保留アイコン、およびチャンスボタン１３６の押下を促す画像のみを遊技者が視認で
きるように構成される場合があってもよいし、変動アイコンのみを遊技者が視認できるよ
うに構成される場合があってもよいし、保留アイコンのみを遊技者が視認できるように構
成される場合があってもよいし、チャンスボタン１３６の押下を促す画像のみを遊技者が
視認できるように構成される場合があってもよい。
【０７２０】
　また、可動体１００６および可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装置１０３０
に表示されているうちの変動アイコンや保留アイコンやチャンスボタン１３６の押下を促
す画像が、可動体１００６および可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行うことで
、視認可能となる場合があってもよい。可動体１００６および可動体１００８の背後の位
置にあるサブ表示装置１０３０に表示されているうちの変動アイコンや保留アイコンやチ
ャンスボタン１３６の押下を促す画像が、可動体１００６および可動体１００８の両方の
可動体が移動動作を行うことで視認できる場合のある図柄変動表示は、可動体１００６お
よび可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行ったとしても視認できる場合のない図
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柄変動表示と比較して、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよ
い。可動体の移動前後で変動アイコンや保留アイコンやチャンスボタン１３６の押下を促
す画像の視認可能な部分が異なる場合がある先読み予告が実行された場合には、可動体の
移動前後で変動アイコンや保留アイコンやチャンスボタン１３６の押下を促す画像の視認
可能な部分が異なる場合がない先読み予告が実行された場合よりも、先読み対象となる図
柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。可動体
１００６および可動体１００８の背後の位置にあるサブ表示装置１０３０に表示されてい
るうちの変動アイコンや保留アイコンやチャンスボタン１３６の押下を促す画像が、可動
体１００６および可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行うことで視認できる場合
は、可動体１００６および可動体１００８の両方の可動体が移動動作を行わないことで視
認できない場合と比較して、先読み対象となる図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示
されやすいように構成されていてもよい。また、メイン液晶ユニット１００１が可動体１
００６や可動体１００８の背後で上下方向の移動および回転動作を実行する場合があって
もよい。この場合においては、本実施例のサブ表示装置１０３０における演出を装飾図柄
表示装置２０８で実行する場合があってもよい。
【０７２１】
（実施例１７）
　本実施の形態の実施例１７のサブ表示装置１０３０における演出例について図５０を用
いて説明する。また、図５０および後述する各図では、各実施例における特図１変動遊技
の演出例が時系列で示されている。また、サブ表示装置１０３０の図柄表示領域１０３０
ａ～１０３０ｃにおける装飾図柄の変動を白抜き太矢印で表している。なお、図５０およ
び後述する図５１に示すサブ表示装置１０３０の演出が表示されている期間においては、
装飾図柄表示装置２０８では、サブ表示装置１０３０の演出とは別の演出が表示されてい
る。当該別の演出としては、例えば、装飾図柄を表示しないで所定の背景やキャラクタを
表示する演出であってもよいし、装飾図柄を表示して所定の背景やキャラクタを表示する
演出であってもよい。また、図５０および図５１に示すサブ表示装置１０３０の演出が実
行されている期間においては、装飾図柄表示装置２０８では、サブ表示装置１０３０の演
出と同じ演出が実行されてもよい。
【０７２２】
　まず、図５０（ａ）を参照しつつ、図５０および後述する図５１の共通点について説明
する。図５０（ａ）に示すように、サブ表示装置１０３０の表示領域内の左上部には、「
Ｌ」の字を上下反転させた形状の装飾枠Ｆ１が表示されている。装飾枠Ｆ１内の左上部に
は正方形状の特図１保留数表示領域１９３１が設けられ、その右方には正方形の特図２保
留数表示領域１９３２が設けられ、特図１保留数表示領域１９３１の下方には特図１第４
図柄表示領域１９３３が設けられ、その下方には特図２第４図柄表示領域１９３４が設け
られている。特図１保留数表示領域１９３１では特図１の保留数が数字で表示され、例え
ば、特図１の保留が無い場合は「０」が表示される。特図２保留数表示領域１９３２では
特図２の保留数が数字で表示され、例えば、特図２の保留が無い場合は「０」が表示され
る。また、特図１第４図柄表示領域１９３３には、特図１変動遊技が実行中の場合は、第
４図柄の変動表示として特図１変動遊技が実行中であることを報知する「／」、「＼」の
画像が交互に表示され、特図１変動遊技が非実行中である場合（特図１が停止表示中の場
合）は、第４図柄表示として「－」または「○」の画像が表示される。「－」は特図１変
動遊技の結果がはずれである場合に表示される第４図柄であり、「○」は特図１変動遊技
の結果が大当りである場合に表示される第４図柄である。なお、特図１変動遊技の結果に
関係なく特図１変動遊技の非実行中には第４図柄として「－」が表示されるようにしても
よい。また、特図２第４図柄表示領域１９３４には、特図２変動遊技が実行中の場合は、
第４図柄の変動表示として特図２変動遊技が実行中であることを報知する「／」、「＼」
の画像が交互に表示され、特図２変動遊技が非実行中である場合（特図２が停止表示中の
場合）は、第４図柄表示として「－」または「○」の画像が表示される。「－」は特図２
変動遊技の結果がはずれである場合に表示される第４図柄であり、「○」は特図２変動遊
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技の結果が大当りである場合に表示される第４図柄である。なお、特図２変動遊技の結果
に関係なく特図２変動遊技の非実行中には第４図柄として「－」が表示されるようにして
もよい。
【０７２３】
　サブ表示装置１０３０の表示領域内の下方には、横長の長方形状の装飾枠Ｆ２が表示さ
れている。装飾枠Ｆ２の中央には、左右の枠の一部が開口している正方形状の変動アイコ
ン表示領域１９４０が設けられている。なお、変動アイコンは、後述する保留アイコン表
示領域１９３０に表示される保留アイコンとは異なる表示サイズ（例えば、保留アイコン
よりも大きい表示サイズ）で表示されるようにしてもよい。これにより、変動アイコンと
保留アイコンとの識別が容易になる場合がある。
【０７２４】
　変動アイコン表示領域１９４０の左方には特図１保留アイコン表示領域１９５０が設け
られており、変動アイコン表示領域１９４０の右方には特図２保留アイコン表示領域１９
６０が設けられている。特図１保留アイコン表示領域１９５０は、左から右に向かって、
第１領域、第２領域、第３領域、第４領域の４つの領域に大まかに分かれている。第１～
第４の各領域は、それぞれ１番目～４番目の特図１の保留順位に対応している。すなわち
、第１領域には最先（最も過去に記憶された）の特図１の保留に対応する特図１保留アイ
コンが表示可能となっており、同様に第２～第４領域には２～４個目の特図１の保留に対
応する特図１保留アイコンがそれぞれ表示可能となっている。同様に、特図２保留アイコ
ン表示領域１９６０は、左から右に向かって、第１領域、第２領域、第３領域、第４領域
の４つの領域に大まかに分かれている。第１～第４の各領域は、それぞれ１番目～４番目
の特図２の保留順位に対応している。すなわち、第１領域には最先（最も過去に記憶され
た）の特図２の保留に対応する特図２保留アイコンが表示可能となっており、同様に第２
～第４領域には２～４個目の特図２の保留に対応する特図２保留アイコンがそれぞれ表示
可能となっている。また、特図１保留アイコン表示領域１９５０および特図２保留アイコ
ン表示領域１９６０では、保留アイコンの移動を表す各種アニメーションが実行される。
【０７２５】
　特図１保留表示領域１９５０の左方には、正方形状のナビゲーションキャラクタ表示領
域１９７０が設けられている。ナビゲーションキャラクタ表示領域１９７０には、商人の
キャラクタ画像Ｈ１が表示されている。商人のキャラクタ画像Ｈ１は、チュートリアル演
出等の説明演出や予告（当該変動の予告や先読み予告）演出等に用いられる。
【０７２６】
　特図２保留表示領域１９６０の右方には、正方形状の演出カスタム状態表示領域１９８
０が設けられている。演出カスタム状態表示領域１９８０には、パチンコ機１０００の演
出カスタム状態に応じて「レベル１～９９」までの表示がされる。演出カスタム状態のレ
ベルは、例えば、出現率の低い演出が行われることによって上昇するように設定されてい
る。なお、演出カスタム状態のレベルは、遊技球が所定数打たれた場合や、所定の演出が
実行された場合や、大当りに当選した場合にも上昇するように設定されていてもよい。
【０７２７】
　図５０（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。サブ表示装置１０３０
の左中右図柄表示領域１０３０ａ～１０３０ｃでは、当該特図１変動遊技の当否判定結果
がはずれであったことを示す図柄組合せ「装飾２－装飾３－装飾４」が停止表示されてい
る。特図１第４図柄表示領域１９３３には、はずれを報知する「－」の表示態様の第４図
柄が停止表示されている。なお、特図２第４図柄表示領域１９３４には、直近の特図２変
動遊技の結果がはずれであったことを報知する「－」の表示態様の第４図柄が停止表示さ
れている。また、特図１保留数表示領域１９３１には特図１の保留数が１であることを示
す「１」が表示され、特図２保留数表示領域１９３２には特図２の保留数が０であること
を示す「０」が表示されている。特図１保留アイコン表示領域１９５０には白色円形で表
示されたデフォルトの特図１保留アイコン１９５１が表示されている。
【０７２８】
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　図５０（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示し
ている。サブ表示装置１０３０の左中右図柄表示領域１０３０ａ～１０３０ｃでは装飾図
柄の変動表示が実行されている。特図１第４図柄表示領域１９３３では第４図柄の変動表
示が実行されている。また、特図１保留数表示領域１９３１では「０」が表示され、特図
１の保留数が１減少して特図１の保留数が０になったことが報知されている。
【０７２９】
　また、特図１の保留が１個減少し、特図１変動遊技が開始されると、サブ表示装置１０
３０の変動アイコン表示領域１９４０および特図１保留アイコン表示領域１９５０では、
保留・変動アイコン間の移動アニメーションが実行される。保留・変動アイコン間の移動
アニメーションでは、特図１保留アイコン表示領域１９５０の第１領域に表示されていた
特図１保留アイコン１９５１が、変動アイコン１９４１となって、変動アイコン表示領域
１９４０に移動する。図５０（ｂ）中の変動アイコン１９４１の左上方に示す右向き矢印
は、変動アイコン１９４１の移動方向を表している。
【０７３０】
　図５０（ｃ）は、サブ表示装置１０３０の左図柄表示領域１０３０ａに「装飾２」が仮
停止表示され、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが終了し、変動アイコン表示
領域１９４０に変動アイコン１９４１が表示された状態を示している。また、遊技球が特
図１始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域１９３１では「１」
が表示され、特図１保留アイコン表示領域１９５０の第１領域に白色円形で表示されたデ
フォルトの特図１保留アイコン１９５２が保留アイコンの増加アニメーションによって出
現した状態を示している。図５０（ｂ）中の特図１保留アイコン１９５２の左方に示す上
向き矢印は、特図１保留アイコン１９５２の移動方向を表している。また、図５０（ｃ）
では、サブ表示装置１０３０のナビゲーションキャラクタ表示領域１９７０に表示されて
いる商人のキャラクタ画像Ｈ１のセリフを表す吹き出し画像が演出表示領域１０３０ｄの
左下部に表示開始されている。当該吹き出し画像は、商人のキャラクタ画像Ｈ１による予
告に用いられる画像である。
【０７３１】
　図５０（ｄ）は、サブ表示装置１０３０の左図柄表示領域１０３０ａ、および右図柄表
示領域１０３０ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。また、遊技球が特
図１始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域１９３１では「２」
が表示され、特図１保留アイコン表示領域１９５０の第２領域に黒色円形で表示された特
図１保留アイコン１９５３が保留アイコンの増加アニメーションによって出現した状態を
示している。図５０（ｄ）中の特図１保留アイコン１９５３の左方に示す上向き矢印は、
特図１保留アイコン１９５３の移動方向を表している。また、商人のキャラクタ画像Ｈ１
のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス？」の文字列の画像が表示されリーチ演出
に発展することを期待させる演出が実行されている。また、「保留変化」の文字列の画像
を含む略四角形の形状の保留変化画像Ｈ２が、中図柄表示領域１０３０ｂ、および右図柄
表示領域１０３０ｃに表示された装飾図柄とオーバーラップして表示される。保留変化画
像Ｈ２は、表示中の保留アイコンや変動アイコンの表示態様を変化させる先読み予告や当
該変動の予告の演出が実行されることを報知するために表示される画像である。本例では
、保留変化画像Ｈ２により表示中の保留アイコンの表示態様が変化する変化アニメーショ
ンが実行されることが報知される。なお、保留変化画像Ｈ２は、特図１の保留アイコンを
変化させる場合にのみ表示される表示であってもよいし、特図２の保留アイコンを変化さ
せる場合にのみ表示される表示であってもよいし、変動アイコンを変化させる場合にのみ
表示される表示であってもよいし、特図１および特図２の保留アイコンを変化させる場合
にのみ表示される表示であってもよいし、特図２の保留アイコンおよび変動アイコンを変
化させる場合にのみ出現する表示であってもよいし、特図１の保留アイコン、特図２の保
留アイコン、および変動アイコンを変化させる場合にのみ出現する表示であってもよい。
【０７３２】
　図５０（ｅ）は、サブ表示装置１０３０の左中右図柄表示領域１０３０ａ～１０３０ｃ
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に「装飾２－装飾４－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであるこ
とが報知された状態を示している。また、変動アイコン表示領域１９４０に表示されてい
た変動アイコン１９４１が下方に移動する消去アニメーションが表示され、変動アイコン
１９４１が徐々に消去される。また、図５０（ｅ）では、特図１保留アイコン１９５２の
表示態様が「白→黒」に変化する変化アニメーションが実行された状態を示している。当
該変化アニメーションでは、保留変化画像Ｈ２から特図１保留アイコン１９５２に落雷す
る画像が表示され、特図１保留アイコン１９５１にオーバーラップしてエフェクト画像が
表示される。当該エフェクト画像は特図１保留アイコン１９５２、１９５３よりも前面側
に表示され、当該エフェクト画像によって、特図１保留アイコン１９５２の全体と特図１
保留アイコン１９５３の一部が隠される。
【０７３３】
　図５０（ｆ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。サブ表示装置１０３０
の左中右図柄表示領域１０３０ａ～１０３０ｃでは、当該特図１変動遊技の当否判定結果
がはずれであったことを示す図柄組合せ「装飾２－装飾４－装飾２」が停止表示されてい
る。また、図５０（ｆ）では、変化アニメーションが終了し、図５０（ｅ）で示した保留
変化画像Ｈ２、エフェクト画像が消去され、特図１保留アイコン１９５２の表示態様が白
色円形から黒色円形に変化している。
【０７３４】
　図５０（ｇ）は、最先の特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態
を示している。サブ表示装置１０３０の左中右図柄表示領域１０３０ａ～１０３０ｃでは
装飾図柄の変動表示が実行されている。特図１第４図柄表示領域１９３３では第４図柄の
変動表示が実行されている。また、特図１保留数表示領域１９３１では「１」が表示され
、特図１保留アイコン１９５２が変動アイコンとなり、保留・変動アイコン間の移動アニ
メーション、特図１保留アイコン１９５３の移動アニメーションが開始されている。また
、図５０（ｇ）では、サブ表示装置１０３０のナビゲーションキャラクタ表示領域１９７
０に表示されている商人のキャラクタ画像Ｈ１のセリフを表す吹き出し画像が演出表示領
域１０３０ｄの左下部に表示開始されている。
【０７３５】
　図５０（ｈ）は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび特図１保留アイコ
ン１９５３の移動アニメーションが終了した状態を示している。また、図５０（ｈ）では
、商人のキャラクタ画像Ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「殿～」の文字列の画像
が表示され、後述する殿のキャラクタ画像Ｈ３が出現することを示唆する演出が実行され
ている。殿のキャラクタ画像Ｈ３は、図１６（ｂ）に示した「回転」の予告の演出（以下
、「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いられるキャラクタ画像である。
【０７３６】
　図５０（ｉ）は、サブ表示装置１０３０の左図柄表示領域１０３０ａに「装飾３」が仮
停止表示された状態を示している。また、演出表示領域１０３０ｄの右上部に殿のキャラ
クタ画像Ｈ３が表示され、殿のキャラクタ画像Ｈ３のセリフを表す吹き出し画像内には「
呼んだ？」の文字列の画像が表示されている。また、商人のキャラクタ画像Ｈ１のセリフ
を表す吹き出し画像には「殿！」の文字列の画像が表示されている。
【０７３７】
　図５０（ｊ）は、サブ表示装置１０３０の左図柄表示領域１０３０ａ、および右図柄表
示領域１０３０ｃに「装飾３」が仮停止表示され、リーチ演出が開始された状態を示して
いる。また、商人のキャラクタ画像Ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス？
」の文字列の画像が表示され、その後に殿のキャラクタ画像Ｈ３のセリフを表す吹き出し
画像内には「チャンス！」の文字列の画像が表示されている。殿のキャラクタ画像Ｈ３の
セリフを表す「チャンス！」の文字列の画像が表示されることで、回転表示予告演出が実
行されることが示唆される。
【０７３８】
　図５０（ｋ）は、サブ表示装置１０３０がサブ表示装置１０３０の中心を回転中心とし
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て遊技者から見て反時計回りに４５°回転したサブ表示装置１０３０の画面を示している
。また、特図１第４図柄表示領域１９３３に表示された第４図柄、および中図柄表示領域
１０３０ｂの装飾図柄の変動表示は、回転表示予告演出の実行中においても実行されてい
る。また、特図１第４図柄表示領域１９３３に表示された第４図柄、および中図柄表示領
域１０３０ｂの装飾図柄の変動表示は、回転表示予告演出の実行中においても実行されて
いる。なお、図５０（ｋ）は、紙面のスペースの問題でサブ表示装置１０３０の画面を長
手方向に圧縮して図示している。
【０７３９】
　図５０（ｌ）は、サブ表示装置１０３０が図５０（ｋ）の状態からサブ表示装置１０３
０の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに４５°回転（合計９０°回転）し
たサブ表示装置１０３０の画面を示している。また、図５０（ｊ）、および（ｋ）に示す
サブ表示装置１０３０の回転前のサブ表示装置１０３０に表示されている画像は、縦横比
９：１６（装飾図柄表示装置２０８の画面の縦横比）の画面に合わせた縦横比で表示され
ているのに対して、図５０（ｌ）に示すサブ表示装置１０３０に表示されている画像は、
縦横比１：１の画面に合わせた縦横比で表示されている。ここで、反時計回りに９０°回
転したサブ表示装置１０３０に表示されている画像の縦横比は、水平方向から反時計回り
に９０°回転した方向に横軸を取り、当該横軸に直交する方向に縦軸を取った場合の縦横
比である。以下同様に、回転後のサブ表示装置１０３０に表示されている画像の縦横比は
、水平方向から反時計回りに回転した方向に横軸を取り、当該横軸に直交する方向に縦軸
を取った場合の縦横比である。
【０７４０】
　図５０（ｍ）は、サブ表示装置１０３０が図５０（ｋ）の状態からサブ表示装置１０３
０の中心を回転中心として遊技者から見て反時計回りに９０°回転（合計１８０°回転）
したサブ表示装置１０３０の画面を示している。また、サブ表示装置１０３０に表示され
ている画像の縦横比は、回転前の縦横比に変化している。
【０７４１】
　図５０（ｎ）は、サブ表示装置１０３０が図５０（ｍ）の状態からサブ表示装置１０３
０の画像表示領域の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計２２５°回転）
した状態を示している。また、図５０（ｎ）では、回転表示予告演出の実行中に保留変化
画像Ｈ２が、中図柄表示領域１０３０ｂ、右図柄表示領域１０３０ｃに表示された装飾図
柄、および殿のキャラクタ画像Ｈ３にオーバーラップして表示される。図５０（ｎ）に表
示されている保留変化画像Ｈ２は、変動アイコンの表示態様を変化させる当該変動の予告
の演出に用いられる画像である。なお、図５０（ｎ）は、紙面のスペースの問題でサブ表
示装置１０３０の画面を圧縮して図示しているが、サブ表示装置１０３０に表示されてい
る画像の縦横比は変化していない。
【０７４２】
　図５０（ｏ）は、サブ表示装置１０３０が図５０（ｎ）の状態からサブ表示装置１０３
０の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計２７０°回転）した状態を示し
ている。また、図５０（ｏ）は、変動アイコンの表示態様を変化させる演出が実行された
状態を示している。当該演出では、保留変化画像Ｈ２から雷が発生する表示がされ、黒色
円形で表示された変動アイコンに落雷するアニメーションが実行されている。落雷した変
動アイコンは、エフェクト画像とオーバーラップすることで、当該エフェクト画像によっ
て変動アイコンの全体が隠されている。また、図５０（ｏ）は、遊技球が特図１始動口２
３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域１９３１では「２」が表示され、
特図１保留アイコン表示領域１９５０の第２領域に黒色円形で表示された特図１保留アイ
コン９５４が保留アイコンの増加アニメーションによって出現した状態を示している。ま
た、特図１保留アイコン９５４は、他の保留アイコンに比べて拡大して表示されている。
このため、回転表示予告演出の実行中に遊技者に拡大して表示された保留アイコンを注目
させることができる場合がある。なお、図５０（ｎ）は、紙面のスペースの問題でサブ表
示装置１０３０の画面を圧縮して図示しているが、サブ表示装置１０３０に表示されてい
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る画像の縦横比は変化していない。
【０７４３】
　図５０（ｐ）は、サブ表示装置１０３０が図５０（ｏ）の状態からサブ表示装置１０３
０の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計３１５°回転）した状態を示し
ている。また、図５０（ｏ）で示した保留変化画像Ｈ２、および変動アイコン１９４１の
全体とオーバーラップして表示されたエフェクト画像が消去され、円の中に「熱」の文字
が描かれた態様の変動アイコンが拡大して表示されている。このため、回転表示予告演出
の実行中に遊技者に拡大して表示された変動アイコンを注目させることができる場合があ
る。なお、図５０（ｎ）は、紙面のスペースの問題でサブ表示装置１０３０の画面を圧縮
して図示しているが、サブ表示装置１０３０に表示されている画像の縦横比は変化してい
ない。次いで、図５０（ｑ）は、サブ表示装置１０３０が図５０（ｐ）の状態からサブ表
示装置１０３０の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計３６０°回転）し
、サブ表示装置１０３０が一回転して元に戻った状態を示している。また、拡大して表示
されていた保留アイコンおよび変動アイコンは、通常の大きさに戻っている。次いで、図
５０（ｒ）は、サブ表示装置１０３０の左中右図柄表示領域１０３０ａ～１０３０ｃに「
装飾３－装飾２－装飾３」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであることが
報知された状態を示している。また、変動アイコン表示領域１９４０に表示されていた変
動アイコンが下方に移動することで、変動アイコンを消去する消去アニメーションが実行
されている。図５０（ｒ）中の変動アイコンの左上方に示す下向き矢印は、変動アイコン
の移動方向を表している。
【０７４４】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０の回転を行う場合
において、サブ表示装置１０３０に表示されている画像の縦横比が変化する場合がある。
サブ表示装置１０３０に表示されている画像にはキャラクタ画像や装飾図柄が用いられる
場合があり、キャラクタ画像や装飾図柄の縦横比が変化することによって、キャラクタ画
像や装飾図柄の存在感が高められ、遊技者に強い印象を与えることができる場合がある。
また、本実施例における回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０は１回転（３６０
°回転）しているが、サブ表示装置１０３０に上述のスリップリングを用いることで１回
転以上回転するように構成されていてもよい。例えば、サブ表示装置１０３０の回転数が
多いほど、大当り信頼度が高くなるように設定されていてもよい。
【０７４５】
　サブ表示装置１０３０に表示されている画像の縦横比は、サブ表示装置１０３０の回転
角度に関連して変化する場合があってもよい。例えば、第１副制御部のＣＰＵ４０４が、
サブ表示装置１０３０の回転角度を変数とした所定の関数を用いて画像の縦横比を決定し
、当該縦横比に基づいてＲＯＭ４０６に記憶された画像データからＶＲＡＭ４３６のワー
クエリアを使用して表示画像を生成する場合があってもよい。また、サブ表示装置１０３
０に表示されている画像の縦横比はランダムに変化する場合があってもよい。例えば、第
１副制御部のＣＰＵ４０４が乱数を用いて画像の縦横比を決定し、当該縦横比に基づいて
ＲＯＭ４０６に記憶された画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して表示
画像を生成する場合があってもよい。また、サブ表示装置１０３０に表示されている画像
の縦横比の変化によっては画像の表示面積が拡大したり縮小したりする場合があってもよ
いし、サブ表示装置１０３０に表示されている画像の表示面積を一定にするように画像の
縦横比が変化する場合があってもよい。
【０７４６】
　また、本実施例の回転表示予告演出が行われる図柄変動表示は、当該回転表示予告演出
が行われない図柄変動表示に比べて、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成さ
れていてもよい。また、サブ表示装置１０３０に表示されている画像の縦横比が変化する
場合のある図柄変動表示は、サブ表示装置１０３０に表示されている画像の縦横比が変化
する場合のない図柄変動表示に比べて、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成
されていてもよい。また、サブ表示装置１０３０に表示されている画像の縦横比が変化す
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る頻度や度合によって、大当りの信頼度が異なる場合があってもよい。例えば、サブ表示
装置１０３０に表示されている画像の縦横比が変化する頻度が多いほど、大当りの信頼度
が高くなるように構成されていてもよいし、サブ表示装置１０３０に表示されている画像
の縦横比が変化する度合が大きいほど、大当りの信頼度が高くなるように構成されていて
もよい。
【０７４７】
　また、本実施例では、回転表示予告演出の最中に保留アイコンや変動アイコンを拡大し
て表示する演出が行われている。保留アイコンや変動アイコンを拡大して表示する演出が
行われた場合は、保留アイコンや変動アイコンを拡大して表示する演出が行われない場合
よりも、最終的に大当り図柄態様を確定停止表示されやすいように構成されていてもよい
。なお、本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０が回転する演出が行わ
れるが、サブ表示装置１０３０の回転に代えて、装飾図柄表示装置２０８を回転させるこ
とで、装飾図柄表示装置２０８に表示された画像を回転させる演出が行われる場合があっ
てもよいし、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０とを同時にあるいは別々に
回転させることで、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０に表示された画像を
回転させる演出が行われる場合があってもよい。また、装飾図柄表示装置２０８が回転可
能となっており、サブ表示装置１０３０が回転および移動が不可能となるように、遊技盤
２００に固定されていてもよい。
【０７４８】
（実施例１８）
　本実施の形態の実施例１８のサブ表示装置１０３０演出例について図５１を用いて説明
する。図５１（ａ）～（ｒ）は特図１変動遊技の演出を時系列で表示している。図５１（
ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示し、図５０（ａ）に示す状態と同じ状態を示
している。次いで、図５１（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始
された状態を示し、図５０（ｂ）と同じ状態を示している。次いで、図５１（ｃ）は、装
飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域１０３０ａに「装飾２」が仮停止表示され、特図
１保留アイコン１９５１の移動アニメーションが終了し、変動アイコン表示領域１９４０
に変動アイコン１９４１が表示された状態を示している。また、遊技球が特図１始動口２
３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域１９３１では「１」が表示され、
特図１保留アイコン表示領域１９５０の第１領域に黒色円形で表示された特図１保留アイ
コン９５２が保留アイコンの増加アニメーションによって出現した状態を示している。ま
た、図５１（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８のナビゲーションキャラクタ表示領域１９
７０に表示されている商人のキャラクタ画像Ｈ１のセリフを表す吹き出し画像が演出表示
領域１０３０ｄの左下部に表示された直後の状態を示している。
【０７４９】
　図５１（ｄ）は、サブ表示装置１０３０の左図柄表示領域１０３０ａ、および右図柄表
示領域１０３０ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。また、遊技球が特
図１始動口２３０に入球したことに基づいて、特図１保留数表示領域１９３１では「２」
が表示され、特図１保留アイコン表示領域１９５０の第２領域に黒色円形で表示された特
図１保留アイコン９５３が保留アイコンの増加アニメーションによって出現した状態を示
している。また、商人のキャラクタ画像Ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「チャン
ス？」の文字列の画像が表示されている。
【０７５０】
　図５１（ｅ）は、サブ表示装置１０３０の左中右図柄表示領域１０３０ａ～１０３０ｃ
に「装飾２－装飾４－装飾２」が停止表示され、特図１変動遊技の結果がはずれであるこ
とが報知された状態を示している。次いで、図５１（ｆ）は、特図１変動遊技が終了した
状態を示し、図５０（ｆ）と同じ状態を示している。次いで、図５１（ｇ）は、最先の特
図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示し図５０（ｇ）と同じ状
態を示している。次いで、図５１（ｈ）は、保留・変動アイコン間の移動アニメーション
および特図１保留アイコン９５３の移動アニメーションが終了した状態を示し、図５０（
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ｈ）と同じ状態を示している。次いで、図５１（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図
柄表示領域１０３０ａに「装飾３」が仮停止表示され殿のキャラクタ画像ｈ３が表示され
た状態を示し、図５０（ｉ）と同じ状態を示している。
【０７５１】
　図５１（ｊ）は、サブ表示装置１０３０の左図柄表示領域１０３０ａ、および右図柄表
示領域１０３０ｃに「装飾３」が仮停止表示され、リーチ演出が開始された状態を示して
いる。また、商人のキャラクタ画像Ｈ１のセリフを表す吹き出し画像内には「チャンス？
」の文字列の画像が表示され、その後に殿のキャラクタ画像ｈ３のセリフを表す吹き出し
画像内には「チャンス！」の文字列の画像が表示されている。殿のキャラクタ画像ｈ３の
セリフを表す「チャンス！」の文字列の画像が表示されることで、回転表示予告演出が実
行されることが示唆される。
【０７５２】
　図５１（ｋ）は、サブ表示装置１０３０がサブ表示装置１０３０の中心を回転中心とし
て遊技者から見て反時計回りに４５°回転したサブ表示装置１０３０の画面を示している
。サブ表示装置１０３０に表示されている装飾枠Ｆ１、および装飾枠Ｆ１内に表示された
画像（保留数表示、第４図柄の画像）（以下、これらの画像を「非回転対象画像」と称す
る場合がある。）は、遊技者から見て回転していない態様で非回転対象画像以外の画像（
以下、「回転対象画像」と称する場合がある。）よりも優先して、サブ表示装置１０３０
の左上部に表示されている。また、特図１第４図柄表示領域１９３３に表示された第４図
柄、および中図柄表示領域１０３０ｂの装飾図柄の変動表示は、回転表示予告演出の実行
中においても実行されている。また、回転対象画像が非回転対象画像より優先して表示さ
れる場合があってもよいし、回転対象画像のうちの一部の画像のみが非回転対象画像より
優先して表示される場合があってもよいし、非回転対象画像のうちの一部の画像のみが回
転対象画像よりも優先して表示される場合があってもよい。なお、図５１（ｋ）は、紙面
のスペースの問題でサブ表示装置１０３０の画面を圧縮して図示している。
【０７５３】
　図５１（ｌ）は、サブ表示装置１０３０が図５１（ｋ）の状態からサブ表示装置１０３
０の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計９０°回転）した状態を示して
いる。また、非回転対象画像は、吉宗のキャラクタ画像Ｈ３の一部、および右図柄表示領
域に表示された「装飾３」の一部よりも優先して、サブ表示装置１０３０の右上部に、遊
技者から見て回転していない態様で移動表示されている。なお、図５１（ｌ）は、紙面の
スペースの問題でサブ表示装置１０３０の画面を圧縮して図示している。
【０７５４】
　図５１（ｍ）は、サブ表示装置１０３０が図５１（ｌ）の状態から装飾図柄表示装置２
０８の中心を回転中心として反時計回りに９０°回転（合計１８０°回転）した状態を示
している。また、非回転対象画像が装飾枠Ｆ２に優先して、サブ表示装置１０３０の右下
部に、遊技者から見て回転していない態様で移動表示されている。
【０７５５】
　図５１（ｎ）は、サブ表示装置１０３０が図５１（ｍ）の状態から装飾図柄表示装置２
０８の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計２２５°回転）した状態を示
している。また、図５１（ｎ）では、回転表示予告演出の実行中に保留変化画像Ｈ２が、
中図柄表示領域１０３０ｂ、右図柄表示領域１０３０ｃに表示された装飾図柄、および殿
のキャラクタ画像Ｈ３にオーバーラップして表示されている。図５１（ｎ）に表示されて
いる保留変化画像Ｈ２は、変動アイコンの表示態様を変化させる当該変動の予告の演出に
用いられる画像である。また、非回転対象画像が装飾枠Ｆ２の一部および商人のキャラク
タ画像Ｈ１のセリフを表す吹き出し画像の一部に優先して、サブ表示装置１０３０の左下
部に、遊技者から見て回転していない態様で移動表示されている。なお、図５１（ｎ）は
、紙面のスペースの問題でサブ表示装置１０３０の画面を圧縮して図示している。
【０７５６】
　図５１（ｏ）は、サブ表示装置１０３０が図５１（ｎ）の状態から装飾図柄表示装置２
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０８の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計２７０°回転）した状態を示
している。また、図５１（ｏ）は、変動アイコンの表示態様を変化させる演出が実行され
た状態を示している。当該演出では、保留変化画像Ｈ２から雷が発生し、黒色円形で表示
された変動アイコンに落雷するアニメーションが実行されている。落雷した変動アイコン
は、エフェクト画像とオーバーラップすることで、当該エフェクト画像によって変動アイ
コンの全体が隠されている。また、図５１（ｏ）は、遊技球が特図１始動口２３０に入球
したことに基づいて、特図１保留数表示領域１９３１では「２」が表示され、特図１保留
アイコン表示領域１９５０の第２領域に黒色円形で表示された特図１保留アイコン１９５
４が保留アイコンの増加アニメーションによって出現した状態を示している。また、非回
転対象画像は、左図柄表示領域に表示された「装飾３」の一部および商人のキャラクタ画
像Ｈ１のセリフを表す吹き出し画像の一部に優先して、サブ表示装置１０３０の左中部に
、遊技者から見て回転していない態様で移動表示されている。なお、図５１（ｏ）は、紙
面のスペースの問題でサブ表示装置１０３０の画面を圧縮して図示している。
【０７５７】
　図５１（ｐ）は、サブ表示装置１０３０が図５１（ｏ）の状態からサブ表示装置１０３
０の中心を回転中心として反時計回りに４５°回転（合計３１５°回転）した状態を示し
ている。また、図５１（ｏ）で示した保留変化画像Ｈ２、および変動アイコンの全体とオ
ーバーラップして表示されたエフェクト画像が消去され、円の中に「熱」の文字が描かれ
た態様の変動アイコンが表示されている。また、特図１保留アイコン１９５４は、他の保
留アイコンよりも縮小して表示されている。また、非回転対象画像は、左図柄表示領域に
表示された「装飾３」の一部に優先して、サブ表示装置１０３０の左上部に、遊技者から
見て回転していない態様で移動表示されている。なお、図５１（ｐ）は、紙面のスペース
の問題でサブ表示装置１０３０の画面を圧縮して図示している。次いで、図５１（ｑ）は
、サブ表示装置１０３０が図５１（ｐ）の状態からサブ表示装置１０３０の中心を回転中
心として反時計回りに４５°回転（合計３６０°回転）し、サブ表示装置１０３０が一回
転して元に戻った状態を示している。また、非回転対象画像は、サブ表示装置１０３０の
左上部に、遊技者から見て回転していない態様で表示され、回転表示予告演出が実行され
る前の状態に戻っている。また、特図１保留アイコン１９５４は、他の保留アイコンと同
じ大きさで表示されている。次いで、図５１（ｒ）は、サブ表示装置１０３０の左中右図
柄表示領域１０３０ａ～１０３０ｃに「装飾３－装飾２－装飾３」が停止表示され、特図
１変動遊技の結果がはずれであることが報知された状態を示している。また、変動アイコ
ン表示領域１９４０に表示されていた変動アイコンが下方に移動することで、変動アイコ
ン１９４１を消去する消去アニメーションが実行されている。
【０７５８】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０を回転させること
で回転対象画像の回転表示を行っている。また、サブ表示装置１０３０を回転させる場合
において、サブ表示装置１０３０に表示されている装飾枠Ｆ１、および装飾枠Ｆ１内に表
示された画像（保留数表示、第４図柄の画像）の非回転対象画像は、遊技者から見て回転
しない態様で表示されている。本実施例の回転表示予告演出が行われる図柄変動表示は、
当該回転表示予告演出が行われない図柄変動表示に比べて、大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されていてもよい。また、サブ表示装置１０３０の非回転対象画像は
、サブ表示装置１０３０の回転に併せて、遊技者から見てサブ表示装置１０３０の目立つ
位置に表示されるように移動表示させている。また、装飾図柄や吉宗のキャラクタ画像Ｈ
３や爺のキャラクタ画像Ｈ１や保留アイコンや変動アイコンや装飾枠Ｆ２等のうちのいず
れか、若しくはサブ表示装置１０３０に表示されている全ての画像を非回転対象画像とし
て、遊技者から見て回転していない態様で表示する場合があってもよい。また、この場合
において、非回転対象画像の数が多いほど、大当り信頼度が高くなるように構成されてい
てもよい。また、サブ表示装置１０３０の回転に代えて、装飾図柄表示装置２０８を回転
させることで、装飾図柄表示装置２０８に表示された画像を回転させる演出が行われる場
合があってもよいし、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０とを同時にあるい
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は別々に回転させることで、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０に表示され
た画像を回転させる演出が行われる場合があってもよい。また、装飾図柄表示装置２０８
が回転可能となっており、サブ表示装置１０３０が回転および移動が不可能となるように
遊技盤２００に固定されていてもよい。
【０７５９】
（実施例１９）
　本実施の形態の実施例１９のサブ表示装置１０３０の演出例について図５２を用いて説
明する。図５２（ａ）～（ｌ）は、特図１変動遊技を時系列で示している。なお、図５２
および後述する図５３～図５７に示すサブ表示装置１０３０の演出が表示されている期間
においては、装飾図柄表示装置２０８では、サブ表示装置１０３０の演出とは別の演出が
表示されている。当該別の演出としては、例えば、装飾図柄を表示して所定の背景やキャ
ラクタを表示する演出であってもよい。
【０７６０】
　図５２（ａ）は、サブ表示装置１０３０の左下部にある保留表示領域１０３０ｅに保留
数表示画像として特図１の保留数が１であることを示す「１」が表示された状態を示して
いる。次いで、図５２（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、サブ表示装置１０３０の左
下部にある保留表示領域１０３０ｅに保留数表示画像として特図１の保留数が０であるこ
とを示す「０」が表示された状態を示している。
【０７６１】
　図５２（ｃ）は、サブ表示装置１０３０の演出表示領域１０３０ｄに殿のキャラクタ画
像Ｈ３が表示された状態を示している。殿のキャラクタ画像Ｈ３は、図１６（ｂ）に示し
た「回転」の予告の演出（以下、「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いら
れるキャラクタ画像である。
【０７６２】
　図５２（ｄ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示している
。サブ表示装置１０３０は、サブ表示装置１０３０の画像表示領域の中心を回転中心に反
時計回りに４５°回転した状態を示している。また、サブ表示装置１０３０の左下部にあ
る保留表示領域１０３０ｅがサブ表示装置１０３０の左上部に移動している。また、保留
表示領域１０３０ｅに表示されている保留数表示画像としての「０」の画像は、サブ表示
装置１０３０の回転角度に併せて、「０」の画像の中心を回転中心に時計回りに４５°回
転して表示されている。
【０７６３】
　図５２（ｅ）は、サブ表示装置１０３０が図５２（ｄ）の状態からサブ表示装置１０３
０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計９０°回転）し
た状態を示している。また、保留表示領域１０３０ｅに表示されている保留数表示画像と
しての「０」の画像は、サブ表示装置１０３０の回転角度に併せて、「０」の画像の中心
を回転中心に時計回りに４５°回転（合計９０°回転）して表示されている。次いで、図
５２（ｆ）では、サブ表示装置１０３０が図５２（ｅ）の状態からサブ表示装置１０３０
の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計１３５°回転）し
た状態を示している。また、サブ表示装置１０３０の左上部にある保留表示領域１０３０
ｅがサブ表示装置１０３０の右上部に移動している。また、保留表示領域１０３０ｅに表
示されている保留数表示画像としての「０」の画像は、サブ表示装置１０３０の回転角度
に併せて「０」の画像の中心を回転中心に時計回りに４５°回転（合計１３５°回転）し
て表示されている。次いで、図５２（ｇ）は、サブ表示装置１０３０が図５２（ｆ）の状
態からサブ表示装置１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°
回転（合計１８０°回転）した状態を示している。また、保留表示領域１０３０ｅに表示
されている保留数表示画像としての「０」の画像は、サブ表示装置１０３０の回転角度に
併せて「０」の画像の中心を回転中心に時計回りに４５°回転（合計１８０°回転）して
表示されている。
【０７６４】
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　図５２（Ｈ）は、サブ表示装置１０３０が図５２（ｇ）の状態からサブ表示装置１０３
０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計２２５°回転）
した状態を示している。また、サブ表示装置１０３０の右上部にある保留表示領域１０３
０ｅがサブ表示装置１０３０の右下部に移動している。また、保留表示領域１０３０ｅに
表示されている保留数表示画像の「０」の画像は、サブ表示装置１０３０の回転角度に併
せて「０」の画像の中心を回転中心に時計回りに４５°回転（合計２２５°回転）して表
示されている。次いで、図５２（ｉ）では、サブ表示装置１０３０が図５２（Ｈ）の状態
からサブ表示装置１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回
転（合計２７０°回転）した状態を示している。また、保留表示領域１０３０ｅに表示さ
れている保留数表示画像の「０」の画像は、サブ表示装置１０３０の回転角度に併せて「
０」の画像の中心を回転中心に時計回りに４５°回転（合計２７０°回転）して表示され
ている。次いで、図５２（ｊ）は、サブ表示装置１０３０が図５２（ｉ）の状態からサブ
表示装置１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計
３１５°回転）した状態を示している。また、サブ表示装置１０３０の右下部にある保留
表示領域１０３０ｅがサブ表示装置１０３０の左下部の元の位置に移動している。また、
保留表示領域１０３０ｅに表示されている保留数表示画像としての「０」の画像は、サブ
表示装置１０３０の回転角度に併せて「０」の画像の中心を回転中心に時計回りに４５°
回転（合計３１５°回転）して表示されている。次いで、図５２（ｋ）では、サブ表示装
置１０３０が図５２（ｊ）の状態からサブ表示装置１０３０の画像表示領域の中心を回転
中心にして反時計回りに４５°回転（合計３６０°回転）した状態を示している。また、
保留表示領域１０３０ｅに表示されている保留数表示画像としての「０」の画像は、サブ
表示装置１０３０の回転角度に併せて「０」の画像の中心を回転中心に時計回りに４５°
回転（合計３６０°回転）して表示されている。次いで、図５２（ｌ）は、回転表示予告
演出が終了した状態を示し、サブ表示装置１０３０では殿のキャラクタ画像Ｈ３が消去さ
れている。
【０７６５】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０を回転させること
で殿のキャラクタ画像の回転表示を行っている。また、サブ表示装置１０３０を回転させ
る場合において、サブ表示装置１０３０に表示されている保留数表示画像は遊技者から見
て回転しない態様で表示している。また、サブ表示装置１０３０の保留表示領域１０３０
ｅは、サブ表示装置１０３０の回転に併せて、遊技者から見てサブ表示装置１０３０の左
の角に表示されるように移動させている。このため、サブ表示装置１０３０の回転中にお
いて、遊技者にとって重要な情報である保留数表示画像を遊技者が視認しやすい位置に表
示されている。本実施例の回転表示予告演出が行われる図柄変動表示は、当該回転表示予
告演出が行われない図柄変動表示に比べて、大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されていてもよい。また、本実施例における回転表示予告演出では、サブ表示装置１
０３０は１回転（３６０°回転）するように構成されているが、サブ表示装置１０３０に
上述のスリップリングを用いることで１回転以上回転するように構成されていてもよい。
例えば、サブ表示装置１０３０の回転数が多いほど、大当り信頼度が高くなるように設定
されていてもよい。また、サブ表示装置１０３０に代えて、装飾図柄表示装置２０８にお
いて本実施例の演出が行われる場合があってもよいし、装飾図柄表示装置２０８とサブ表
示装置１０３０とを同時にあるいは別々に回転させることで、装飾図柄表示装置２０８と
サブ表示装置１０３０の両方において本実施例の演出が行われる場合があってもよい。な
お、装飾図柄表示装置２０８において本実施例の演出を行う場合においては、サブ表示装
置１０３０が回転および移動が不可能となるように遊技盤２００に固定されていてもよい
。
【０７６６】
（実施例２０）
　本実施の形態の実施例２０の演出例について図５３を用いて説明する。図５３（ａ）～
（ｋ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。
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【０７６７】
　図５３（ａ）は、特図１変動遊技が開始したサブ液晶表示装置の状態を示している。サ
ブ表示装置１０３０には何も表示されていない状態を示している。次いで、図５３（ｂ）
は、サブ表示装置１０３０の演出表示領域１０３０ｄに殿のキャラクタ画像Ｈ３が表示さ
れた状態を示している。殿のキャラクタ画像Ｈ３は、図１６（ｂ）に示した「回転」の予
告の演出（以下、「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いられるキャラクタ
画像である。
【０７６８】
　図５３（ｃ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示している
。図５３（ｃ）は、サブ表示装置１０３０が、サブ表示装置１０３０の画像表示領域の中
心を回転中心に反時計回りに４５°回転した状態を示している。また、サブ表示装置１０
３０の演出表示領域１０３０ａの中央部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３は、サ
ブ表示装置１０３０の反時計回りの回転に併せて、サブ表示装置１０３０の画像表示領域
の中心を回転中心に時計回りに４５°回転して表示されている。このため、遊技者からは
殿のキャラクタ画像Ｈ３は回転していないように視認される。次いで、図５３（ｄ）～（
ｊ）は、サブ表示装置１０３０が４５°ずつ回転した状態を示している。また、図５３（
ｄ）～（ｊ）では、サブ表示装置１０３０の回転速度と同じ速さの回転速度で殿のキャラ
クタ画Ｈ３を時計回りに回転して表示している。このため、サブ表示装置１０３０の回転
中において、常に遊技者からは殿のキャラクタ画像Ｈ３は回転していないように視認され
る。次いで、図５３（ｋ）は、回転表示予告演出が終了した状態を示し、サブ表示装置１
０３０では殿のキャラクタ画像Ｈ３が消去されている。
【０７６９】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０を回転させつつも
、サブ表示装置１０３０に表示された殿のキャラクタ画像Ｈ３をサブ表示装置１０３０と
反対方向に同じ速さで回転表示することで、当該キャラクタ画像が遊技者から見て回転し
ていない態様で表示されている。このため、サブ表示装置１０３０が回転しているにも関
わらず、サブ表示装置１０３０に表示されたキャラクタ画像が回転しないため、遊技者に
意外性を与えることができる場合がある。本実施例の回転表示予告演出が行われる図柄変
動表示は、当該回転表示予告演出が行われない図柄変動表示に比べて、大当り図柄態様が
確定表示されやすいように構成されていてもよい。また、本実施例では、サブ表示装置１
０３０の回転方向の反対方向に、サブ表示装置１０３０の回転速度と同じ速さでキャラク
タ画像を回転表示しているが、サブ表示装置１０３０の回転方向の反対方向にサブ表示装
置１０３０の回転速度と異なる速さでキャラクタ画像を回転表示する場合があってもよい
し、サブ表示装置１０３０の回転方向と同じ方向に、サブ表示装置１０３０の回転速度と
同じ速さまたは異なる速さでキャラクタ画像を回転表示する場合があってもよい。また、
サブ表示装置１０３０の回転に代えて、装飾図柄表示装置２０８を回転させる演出が行わ
れる場合があってもよいし、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０とを同時に
あるいは別々に回転させる演出が行われる場合があってもよい。
【０７７０】
（実施例２１）
　本実施の形態の実施例２１の演出例について図５４を用いて説明する。図５４（ａ）～
（ｌ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。
【０７７１】
　図５４（ａ）は、特図１変動遊技が開始したサブ液晶表示装置の状態を示している。サ
ブ表示装置１０３０には何も表示されていない状態を示している。次いで、図５４（ｂ）
は、サブ表示装置１０３０の演出表示領域１０３０ｄに殿のキャラクタ画像Ｈ３が表示さ
れた状態を示している。殿のキャラクタ画像Ｈ３は、図１６（ｂ）に示した「回転」の予
告の演出（以下、「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いられるキャラクタ
画像である。
【０７７２】
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　図５４（ｃ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示している
。図５４（ｃ）は、サブ表示装置１０３０が、サブ表示装置１０３０の画像表示領域の中
心を回転中心に反時計回りに４５°回転した状態を示している。また、サブ表示装置１０
３０の演出表示領域１０３０ａの中央部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３は、サ
ブ表示装置１０３０の反時計回りの回転に併せて、サブ表示装置１０３０の画像表示領域
の中心を回転中心に時計回りに４５°回転して表示されている。このため、遊技者からは
殿のキャラクタ画像Ｈ３は回転していないように視認される。また、殿のキャラクタ画像
Ｈ３は、図５４（ｂ）に表示された状態から、少し、横方向に圧縮し、縦方向に拡大して
表示している。次いで、図５４（ｄ）は、サブ表示装置１０３０が図５４（ｃ）の状態か
らサブ表示装置１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転
（合計９０°回転）した状態を示している。また、サブ表示装置１０３０の演出表示領域
１０３０ａの中央部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３は、サブ表示装置１０３０
の反時計回りの回転に併せて、サブ表示装置１０３０の画像表示領域の中心を回転中心に
時計回りに４５°回転して表示されている。このため、遊技者からは殿のキャラクタ画像
Ｈ３は回転していないように視認される。また、殿のキャラクタ画像Ｈ３は、図５４（ｃ
）に表示された状態から、少し、横方向に圧縮し、縦方向に拡大して表示している。次い
で、図５４（ｅ）は、サブ表示装置１０３０が図５４（ｄ）の状態からサブ表示装置１０
３０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計１３５°回転
）した状態を示している。また、サブ表示装置１０３０の演出表示領域１０３０ａの中央
部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３は、サブ表示装置１０３０の反時計回りの回
転に併せて、サブ表示装置１０３０の画像表示領域の中心を回転中心に時計回りに４５°
回転して表示されている。このため、遊技者からは殿のキャラクタ画像Ｈ３は回転してい
ないように視認される。また、殿のキャラクタ画像Ｈ３は、図５４（ｄ）に表示された状
態から、少し、横方向に拡大し、縦方向に圧縮して表示している。次いで、図５４（ｆ）
は、サブ表示装置１０３０が図５４（ｅ）の状態からサブ表示装置１０３０の画像表示領
域の中心を回転中心にして反時計回りに４５°回転（合計１８０°回転）した状態を示し
ている。また、サブ表示装置１０３０の演出表示領域１０３０ａの中央部に表示されてい
る殿のキャラクタ画像Ｈ３は、サブ表示装置１０３０の反時計回りの回転に併せて、サブ
表示装置１０３０の画像表示領域の中心を回転中心に時計回りに４５°回転して表示され
ている。このため、遊技者からは殿のキャラクタ画像Ｈ３は回転していないように視認さ
れる。また、殿のキャラクタ画像Ｈ３は、図５４（ｅ）に表示された状態から、少し、横
方向に圧縮し、縦方向に拡大して表示し、殿のキャラクタ画像Ｈ３の縦横比は、図５４（
ｂ）の状態に戻っている。次いで、図５４（ｇ）～（ｊ）は、サブ表示装置１０３０が４
５°ずつ回転した状態を示している。また、図５４（ｇ）～（ｊ）では、サブ表示装置１
０３０の回転速度と同じ速さの回転速度で殿のキャラクタ画Ｈ３を時計回りに回転して表
示している。このため、サブ表示装置１０３０の回転中において、常に遊技者からは殿の
キャラクタ画像Ｈ３は回転していないように視認される。また、図５４（ｇ）～（ｊ）に
おいては、殿のキャラクタ画像Ｈ３の縦横比は変化していない。次いで、図５３（ｌ）は
、回転表示予告演出が終了した状態を示し、サブ表示装置１０３０では殿のキャラクタ画
像Ｈ３が消去されている。
【０７７３】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０を回転させつつも
、サブ表示装置１０３０に表示された殿のキャラクタ画像Ｈ３をサブ表示装置１０３０と
反対方向に同じ速さで回転表示することで、当該キャラクタ画像が遊技者から見て回転し
ていない態様で表示されている。また、本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置
１０３０に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３の縦横比が変化する。このため、サブ
表示装置１０３０が回転しているにも関わらず、サブ表示装置１０３０に表示されたキャ
ラクタ画像が回転しないため、遊技者に意外性を与えることができる場合があるとともに
、キャラクタ画像の縦横比が変化することによって、キャラクタ画像の存在感が高められ
、遊技者に強い印象を与えることができる場合がある。本実施例の回転表示予告演出が行
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われる図柄変動表示は、当該回転表示予告演出が行われない図柄変動表示に比べて、大当
り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。また、本実施例では、サ
ブ表示装置１０３０の回転方向の反対方向に、サブ表示装置１０３０の回転速度と同じ速
さでキャラクタ画像を回転表示しているが、サブ表示装置１０３０の回転方向の反対方向
にサブ表示装置１０３０の回転速度と異なる速さでキャラクタ画像を回転表示する場合が
あってもよいし、サブ表示装置１０３０の回転方向と同じ方向に、サブ表示装置１０３０
の回転速度と同じ速さまたは異なる速さでキャラクタ画像を回転表示する場合があっても
よい。また、サブ表示装置１０３０に表示されているキャラクタ画像の縦横比が変化する
頻度や度合によって、大当りの信頼度が異なる場合があってもよい。例えば、サブ表示装
置１０３０に表示されているキャラクタ画像の縦横比が変化する頻度が多いほど、大当り
の信頼度が高くなるように構成されていてもよいし、サブ表示装置１０３０に表示されて
いるキャラクタ画像の縦横比が変化する度合が大きいほど、大当りの信頼度が高くなるよ
うに構成されていてもよい。また、サブ表示装置１０３０に代えて、装飾図柄表示装置２
０８において本実施例の演出が行われる場合があってもよいし、装飾図柄表示装置２０８
とサブ表示装置１０３０の両方において本実施例の演出が行われる場合があってもよい。
なお、装飾図柄表示装置２０８において本実施例の演出を行う場合においては、サブ表示
装置１０３０が回転および移動が不可能となるように遊技盤２００に固定されていてもよ
い。
【０７７４】
（実施例２２）
　本実施の形態の実施例２２の演出例について図５５を用いて説明する。図５５（ａ）～
（ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。
【０７７５】
　図５５（ａ）は、特図１変動遊技が開始したサブ液晶表示装置の状態を示している。サ
ブ表示装置１０３０には何も表示されていない状態を示している。次いで、図５５（ｂ）
は、サブ表示装置１０３０の演出表示領域１０３０ｄに殿のキャラクタ画像Ｈ３が表示さ
れた状態を示している。殿のキャラクタ画像Ｈ３は、リーチ演出としての横移動表示予告
演出に用いられる画像である。
【０７７６】
　図５５（ｃ）～（ｅ）は、リーチ演出としての横移動表示予告演出が実行された状態を
示している。本実施例の横移動表示予告演出では、サブ表示装置１０３０が装飾図柄表示
装置２０８の前方で装飾図柄表示装置２０８の表示画面に平行な平面内で左右方向に移動
する。また、図５５（ｃ）～（ｅ）の図中の２点鎖線で示す長方形は、左右方向への移動
前のサブ表示装置１０３０の位置を示している。
【０７７７】
　図５５（ｃ）は、サブ表示装置１０３０が、図５５（ｂ）に示す状態から左方向に移動
した状態を示している。また、サブ表示装置１０３０の演出表示領域１０３０ａの中央部
に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３は、サブ表示装置１０３０の左方向の移動距離
と同じ距離だけ右方向に移動する態様で表示されている。このため、殿のキャラクタ画像
Ｈ３は、遊技者から見て、移動していないように表示されている。また、サブ表示装置１
０３０では、左上部に、サブ表示装置１０３０において見切れていた姫のキャラクタ画像
Ｈ４の一部が表示されている。また、本例においては、姫のキャラクタ画像Ｈ４は、大当
り信頼度が高い予告に用いられる画像である。
【０７７８】
　図５５（ｄ）は、サブ表示装置１０３０が、図５５（ｃ）に示す状態から左方向に移動
した状態を示している。また、サブ表示装置１０３０の中央部に表示されている殿のキャ
ラクタ画像Ｈ３は、サブ表示装置１０３０の左方向の移動距離と同じ距離だけ右方向に移
動する態様で表示されている。このため、殿のキャラクタ画像Ｈ３は、遊技者から見て、
移動していないように視認されるように表示されている。また、サブ表示装置１０３０で
は、左上部に姫のキャラクタ画像Ｈ４の全部が表示されている。
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【０７７９】
　図５５（ｅ）は、サブ表示装置１０３０が、図５５（ｄ）に示す状態から右方向に移動
した状態を示している。また、サブ表示装置１０３０の中央部に表示されている殿のキャ
ラクタ画像Ｈ３は、サブ表示装置１０３０の右方向の移動距離と同じ距離だけ左方向に移
動する態様で表示されている。このため、殿のキャラクタ画像Ｈ３は、遊技者から見て、
移動していないように表示されている。また、サブ表示装置１０３０では、左上部に姫の
キャラクタ画像Ｈ４の一部が表示され、姫のキャラクタダ画像Ｈ４の一部が見切れている
。
【０７８０】
　図５５（ｆ）は、サブ表示装置１０３０が、図５５（ｅ）に示す状態から右方向に移動
し、リーチ演出としての横移動表示予告演出が終了した状態を示している。サブ表示装置
１０３０の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３は、サブ表示装置１０３０の
右方向の移動距離と同じ距離だけ左方向に移動する態様で表示されている。このため、殿
のキャラクタ画像Ｈ３は、遊技者から見て、移動していない態様で表示されている。また
、サブ表示装置１０３０では、姫のキャラクタ画像Ｈ４が表示されていない。
【０７８１】
　このように本実施例の横移動表示予告演出では、サブ表示装置１０３０を横移動させつ
つ、サブ表示装置１０３０に表示される画像をサブ表示装置１０３０と反対方向に同じ速
さで移動表示することで、殿のキャラクタ画像Ｈ３が遊技者から見て移動していない態様
で表示されている。また、本実施例の横移動表示予告演出では、横移動表示予告演出が実
行される前にサブ表示装置１０３０において見切れていた姫のキャラクタ画像Ｈ４が、サ
ブ表示装置１０３０に表示される画像の横移動表示が行われることによって、サブ表示装
置１０３０に表示される。また、姫のキャラクタ画像Ｈ４は、サブ表示装置１０３０が所
定の距離移動することでサブ表示装置１０３０に表示される。このため、遊技者は、サブ
表示装置１０３０の移動する距離に注目することになり、遊技の興趣を向上させることが
できる場合がある。また、図柄変動中の演出において、本実施例の横移動表示予告演出が
行われる場合は、当該横移動表示予告演出が行われない場合に比べて、当該図柄変動表示
が最終的に大当り図柄態様を確定停止表示されやすいように構成されていてもよい。また
、本実施の横移動表示予告演出では、実行中の図柄変動表示の大当り信頼度に併せたキャ
ラクタを表示するようにしてもよい。例えば、大当り信頼度が比較的に低い場合には、殿
の敵キャラクタが表示される場合があってもよい。また、サブ表示装置１０３０が左方向
に所定の距離移動することで姫のキャラクタ画像Ｈ４が表示されるのに対して、サブ表示
装置１０３０が右方向に所定の距離移動することで殿の敵キャラクタが表示される場合が
あってもよい。また、本実施例における横移動表示予告演出に用いられる殿のキャラクタ
画像Ｈ３や姫のキャラクタ画像Ｈ４は、横移動表示予告演出中に縦横比が変化する場合が
あってもよい。また、サブ表示装置１０３０に代えて、装飾図柄表示装置２０８において
本実施例の演出が行われる場合があってもよいし、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装
置１０３０の両方において本実施例の演出が行われる場合があってもよい。なお、装飾図
柄表示装置２０８において本実施例の演出を行う場合においては、サブ表示装置１０３０
が回転および移動が不可能となるように遊技盤２００に固定されていてもよい。
【０７８２】
（実施例２３）
　本実施の形態の実施例２３の演出例について図５６を用いて説明する。図５６（ａ）～
（ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。
【０７８３】
　図５６（ａ）は、特図１変動遊技が開始したサブ液晶表示装置の状態を示している。サ
ブ表示装置１０３０には何も表示されていない状態を示している。次いで、図５６（ｂ）
は、サブ表示装置１０３０の演出表示領域１０３０ｄに殿のキャラクタ画像Ｈ３が表示さ
れた状態を示している。殿のキャラクタ画像Ｈ３は、図１６（ｂ）に示した「回転」の予
告の演出（以下、「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いられるキャラクタ



(152) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

画像である。また、図５６（ｂ－１）は、図５６（ｂ）の状態において、サブ表示装置１
０３０に画像を表示するために、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像
データを示している。図５６（ｂ－１）に示す画像データは、殿のキャラクタ画像Ｈ３と
殿のキャラクタ画像Ｈ３の左下に姫のキャラクタ画像Ｈ４とを有し、殿のキャラクタ画像
Ｈ３と姫のキャラクタ画像Ｈ４とは回転していない態様の画像データである。また、本例
においては、姫のキャラクタ画像Ｈ４は、大当り信頼度が高い予告に用いられる画像であ
る。図５６（ｂ－２）は、図５６（ｂ）の状態において、サブ表示装置１０３０に画像を
表示するために、図５６（ｂ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリア
を使用して生成した表示データを示している。図５６（ｂ－１）に示す画像データから、
当該画像データの中心を中心として縦横比が９：１６となる所定の長方形の領域を切り取
って表示データとしている。図５６（ｂ－３）は、図５６（ｂ－２）に示す表示データに
基づいてサブ表示装置１０３０に画像を表示した状態を示している。
【０７８４】
　図５６（ｃ）～（ｅ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示
している。本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０が装飾図柄表示装置
２０８の前方で装飾図柄表示装置２０８の表示画面に平行な平面内で反時計回りに４５°
回転し、その後に時計回りに４５°回転させている。また、図５６（ｃ）～（ｅ）の図中
の２点鎖線で示す長方形は、回転前のサブ表示装置１０３０の位置を示している。また、
図５６（ｃ）～（ｅ）の図中に示す矢印は、サブ表示装置１０３０の回転方向を示してい
る。
【０７８５】
　図５６（ｃ）は、サブ表示装置１０３０が、図５６（ｂ）に示す状態からサブ表示装置
１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに３０°回転した状態を示し
ている。また、サブ表示装置１０３０の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３
は、遊技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置１０３
０では、左下部に、サブ表示装置１０３０から見切れていた姫のキャラクタ画像Ｈ４の一
部が遊技者から見て回転していな態様で表示されている。また、図５６（ｃ－１）は、図
５６（ｃ）の状態において、サブ表示装置１０３０に画像を表示するために第１副制御部
４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示している。図５６（ｃ－１）に示す
画像データは、図５６（ｂ－１）に示す画像データを画像データの中心を回転中心として
時計回りに３０°回転した態様の画像データである。図５６（ｃ－２）は、図５６（ｃ）
の状態において、サブ表示装置１０３０に画像を表示するために、図５６（ｃ－１）に示
す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示データを示して
いる。当該表示データは、図５６（ｃ－１）に示す画像データから、当該画像データの中
心を中心として縦横比９：１６の所定の長方形の領域を切り取って表示データとしている
。図５６（ｃ－３）は、図５６（ｃ－２）に示す表示データに基づいてサブ表示装置１０
３０に画像を表示してサブ表示装置１０３０を図５６（ｂ）に示す状態から反時計回りに
３０°回転させた状態を示し、図５６（ｃ）におけるサブ表示装置１０３０の状態を示し
ている。
【０７８６】
　図５６（ｄ）は、サブ表示装置１０３０が、図５６（ｃ）に示す状態からサブ表示装置
１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに１５°回転した状態を示し
ている。また、サブ表示装置１０３０の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３
は、遊技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置１０３
０では、左下部に、姫のキャラクタ画像Ｈ４の全部が遊技者から見て回転していな態様で
表示されている。また、図５６（ｄ－１）は、図５６（ｄ）の状態において、サブ表示装
置１０３０に画像を表示するために第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画
像データを示している。図５６（ｄ－１）に示す画像データは、図５６（ｃ－１）に示す
画像データを画像データの中心を回転中心として時計回りに１５°回転した態様の画像デ
ータである。図５６（ｄ－２）は、図５６（ｄ）の状態において、サブ表示装置１０３０
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に画像を表示するために、図５６（ｄ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワー
クエリアを使用して生成した表示データを示している。当該表示データは、図５６（ｄ－
１）に示す画像データから、当該画像データの中心を中心として縦横比９：１６の所定の
長方形の領域を切り取って表示データとしている。図５６（ｄ－３）は、図５６（ｄ－２
）に示す表示データに基づいてサブ表示装置１０３０に画像を表示してサブ表示装置１０
３０を図５６（ｅ）に示す状態から反時計回りに１５°回転させた状態を示し、図５６（
ｄ）におけるサブ表示装置１０３０の状態を示している。
【０７８７】
　図５６（ｅ）は、サブ表示装置１０３０が、図５６（ｄ）に示す状態からサブ表示装置
１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして時計回りに１５°回転した状態を示して
いる。また、サブ表示装置１０３０の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３は
、遊技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置１０３０
では、左下部に、姫のキャラクタ画像Ｈ４の一部が遊技者から見て回転していな態様で表
示され、他の一部がサブ表示装置１０３０から見切れている。また、図５６（ｅ）は、リ
ーチ演出としての回転表示予告演出が終了する直前の状態を示している。図５６（ｅ－１
）は、図５６（ｅ）の状態において、サブ表示装置１０３０に画像を表示するために第１
副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示している。図５６（ｅ－１
）に示す画像データは、図５６（ｄ－１）に示す画像データを画像データの中心を回転中
心として反時計回りに１５°回転した態様の画像データであり、図５６（ｃ－１）に示す
画像データと同じである。図５６（ｅ－２）は、図５６（ｅ）の状態において、サブ表示
装置１０３０に画像を表示するために、図５６（ｅ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ
４３６のワークエリアを使用して生成した表示データを示している。当該表示データは、
図５６（ｃ－２）に示す表示データと同じである。図５６（ｅ－３）は、図５６（ｃ－２
）に示す表示データに基づいてサブ表示装置１０３０に画像を表示し、サブ表示装置１０
３０を図５６（ｄ）に示す状態から時計回りに１５°回転させた状態を示し、図５６（ｄ
）におけるサブ表示装置１０３０の状態を示している。図５６（ｅ－３）は、図５６（ｃ
－３）と同じ状態を示している。
【０７８８】
　図５６（ｆ）は、サブ表示装置１０３０が、図５６（ｅ）に示す状態からサブ表示装置
１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして時計回りに３０°回転して元に戻った状
態を示している。また、サブ表示装置１０３０の中央部に表示されている殿のキャラクタ
画像Ｈ３は、遊技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装
置１０３０では、姫のキャラクタ画像Ｈ４が表示されていない。図５６（ｆ－１）は、図
５６（ｆ）の状態において、サブ表示装置１０３０に画像を表示するために第１副制御部
４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示している。図５６（ｆ－１）に示す
画像データは、図５６（ｅ－１）に示す画像データを画像データの中心を回転中心として
反時計回りに３０°回転した態様の画像データであり、図５６（ｂ－１）に示す画像デー
タと同じである。図５６（ｆ－２）は、図５６（ｆ）の状態において、サブ表示装置１０
３０に画像を表示するために、図５６（ｆ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６の
ワークエリアを使用して生成した表示データを示している。当該表示データは、図５６（
ｂ－２）に示す表示データと同じである。図５６（ｆ－３）は、図５６（ｆ－２）に示す
表示データに基づいてサブ表示装置１０３０に画像を表示し、サブ表示装置１０３０を図
５６（ｅ）に示す状態から時計回りに３０°回転させた状態を示し、図５６（ｆ）におけ
るサブ表示装置１０３０の状態を示している。図５６（ｆ－３）は、図５６（ｂ－３）と
同じ状態を示している。
【０７８９】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０を回転させつつも
、サブ表示装置１０３０に表示される画像をサブ表示装置１０３０と反対方向に同じ速さ
で回転表示することで、殿のキャラクタ画像Ｈ３が遊技者から見て回転していない態様で
表示されている。また、本実施例の回転表示予告演出では、回転表示予告演出が実行され
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る前に、サブ表示装置１０３０において見切れていた姫のキャラクタ画像Ｈ４が、サブ表
示装置１０３０に表示される画像の回転表示が行われることによって、サブ表示装置１０
３０に表示される。また、姫のキャラクタ画像Ｈ４は、サブ表示装置１０３０が所定の角
度以上に回転することでサブ表示装置１０３０に表示される。このため、遊技者は、サブ
表示装置１０３０の回転する角度に注目することになり、遊技の興趣を向上させることが
できる場合がある。
【０７９０】
　また、姫のキャラクタ画像Ｈ４は、殿のキャラクタ画像の左上部に表示される場合があ
ってもよい。この場合では、回転前に表示されていた姫のキャラクタ画像Ｈ４が、サブ表
示装置１０３０が反時計回りに回転することで、サブ表示装置１０３０において見切れる
ことになる。また、姫のキャラクタ画像Ｈ４の表示位置を調整することで、サブ表示装置
１０３０が所定の角度以上に回転することでサブ表示装置１０３０から見切れるようにす
ることができる。このため、遊技者は、サブ表示装置１０３０の回転する角度に注目する
ことになり、遊技の興趣を向上させることができる場合がある。
【０７９１】
　本実施の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０が回転することで姫のキャラク
タ画像Ｈ４が表示されることになるが、実行中の図柄変動表示の大当り信頼度に併せたキ
ャラクタを表示するようにしてもよい。例えば、大当り信頼度が比較的に低い場合には、
殿の敵キャラクタが表示される場合があってもよい。また、サブ表示装置１０３０が反時
計回りに所定の角度回転することで姫のキャラクタ画像Ｈ４が表示されるのに対して、サ
ブ表示装置１０３０が時計回りに所定の角度回転することで殿の敵キャラクタが表示され
る場合があってもよい。また、本実施例における回転表示予告演出に用いられる殿のキャ
ラクタ画像Ｈ３や姫のキャラクタ画像Ｈ４は、回転表示予告演出中に縦横比が変化する場
合があってもよい。また、図柄変動中の演出において、本実施例の回転表示予告演出が行
われる場合は、当該回転表示予告演出が行われない場合に比べて、当該図柄変動表示が最
終的に大当り図柄態様を確定停止表示されやすいように構成されていてもよい。また、サ
ブ表示装置１０３０に代えて、装飾図柄表示装置２０８において本実施例の演出が行われ
る場合があってもよいし、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０の両方におい
て本実施例の演出が行われる場合があってもよい。なお、装飾図柄表示装置２０８におい
て本実施例の演出を行う場合においては、サブ表示装置１０３０が回転および移動が不可
能となるように遊技盤２００に固定されていてもよい。
【０７９２】
（実施例２４）
　本実施の形態の実施例２４の演出例について図５７を用いて説明する。図５７（ａ）～
（ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。
【０７９３】
　図５７（ａ）は、特図１変動遊技が開始したサブ液晶表示装置の状態を示している。サ
ブ表示装置１０３０には何も表示されていない状態を示している。次いで、図５７（ｂ）
は、サブ表示装置１０３０が下方に移動して、サブ表示装置１０３０の中央部に殿のキャ
ラクタ画像Ｈ３とサブ表示装置１０３０の左下部に商人のキャラクタ画像Ｈ１が表示され
た状態を示している。殿のキャラクタ画像Ｈ３は、図１６（ｂ）に示した「回転」の予告
の演出（以下、「回転表示予告演出」と称する場合がある。）に用いられるキャラクタ画
像である。図５７（ｂ－１）は、図５７（ｂ）の状態において、サブ表示装置１０３０に
画像を表示するために、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを
示している。図５７（ｂ－１）に示す画像データは、殿のキャラクタ画像Ｈ３と殿のキャ
ラクタ画像Ｈ３の左下に姫のキャラクタ画像Ｈ４とを有し、殿のキャラクタ画像Ｈ３と姫
のキャラクタ画像Ｈ４とは回転していない態様の画像データである。また、本例において
は、姫のキャラクタ画像Ｈ４は、大当り信頼度が高い予告に用いられる画像である。図５
７（ｂ－２）は、図５７（ｂ）の状態において、サブ表示装置１０３０に画像を表示する
ために、図５７（ｂ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用し
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て生成した表示データを示している。図５７（ｂ－１）に示す画像データから、当該画像
データの中心を中心として縦横比が９：１６となる所定の長方形の領域を切り取って表示
データとしている。また、図５７（ｂ－２）に示す表示データは、図５７（ｂ－１）に示
す画像データから生成した表示データの所定の位置（表示データの左下部）に第１副制御
部４００のＲＯＭ４０６から読みだした商人のキャラクタ画像Ｈ１を重ね合わせた表示デ
ータである。図５７（ｂ－３）は、図５７（ｂ－２）に示す表示データに基づいてサブ表
示装置１０３０に画像を表示した状態を示している。また、商人のキャラクタ画像Ｈ１は
、図５７（ｂ－１）に示す画像データより優先して表示されているが、図５７（ｂ－１）
に示す画像データを商人のキャラクタ画像Ｈ１より優先させて表示する場合があってもよ
い。
【０７９４】
　図５７（ｃ）～（ｅ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が実行された状態を示
している。本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０が装飾図柄表示装置
２０８の前方で装飾図柄表示装置２０８の表示画面に平行な平面内で反時計回りに４５°
回転し、その後に時計回りに４５°回転させている。また、図５７（ｃ）～（ｅ）の図中
の２点鎖線で示す長方形は、回転前のサブ表示装置１０３０の位置を示している。また、
図５７（ｃ）～（ｅ）の図中に示す矢印は、サブ表示装置１０３０の回転方向を示してい
る。
【０７９５】
　図５７（ｃ）は、サブ表示装置１０３０が、図５７（ｂ）に示す状態からサブ表示装置
１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに３０°回転した状態を示し
ている。また、サブ表示装置１０３０の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３
は、遊技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置１０３
０の左下部に表示されている商人のキャラクタ画像Ｈ１は、サブ表示装置１０３０が回転
することで、図５７（ｂ）に示す状態からサブ表示装置１０３０の画像表示領域の中心を
回転中心にして反時計回りに３０°回転している態様で表示されている。また、サブ表示
装置１０３０では、キャラクタ画像Ｈ１の右下方に、サブ表示装置１０３０から見切れて
いた姫のキャラクタ画像Ｈ４の一部が遊技者から見て回転していな態様で表示されている
。また、図５７（ｃ－１）は、図５７（ｃ）の状態において、サブ表示装置１０３０に画
像を表示するために第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示し
ている。図５７（ｃ－１）に示す画像データは、図５７（ｂ－１）に示す画像データを当
該画像データの中心を回転中心として時計回りに３０°回転した態様の画像データである
。図５７（ｃ－２）は、図５７（ｃ）の状態において、サブ表示装置１０３０に画像を表
示するために、図５７（ｃ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを
使用して生成した表示データを示している。当該表示データは、図５７（ｃ－１）に示す
画像データから、当該画像データの中心を中心として縦横比９：１６の所定の長方形の領
域を切り取って表示データとしている。また、図５７（ｃ－２）に示す表示データは、図
５７（ｃ－１）に示す画像データから生成した表示データの所定の位置（図５７（ｂ－２
）に示す位置）に第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした商人のキャラクタ画
像Ｈ１を重ね合わせた表示データである。図５７（ｃ－３）は、図５７（ｃ－２）に示す
表示データに基づいてサブ表示装置１０３０に画像を表示してサブ表示装置１０３０を図
５７（ｂ）に示す状態から反時計回りに３０°回転させた状態を示し、図５７（ｃ）にお
けるサブ表示装置１０３０の状態を示している。
【０７９６】
　図５７（ｄ）は、サブ表示装置１０３０が、図５７（ｃ）に示す状態からサブ表示装置
１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして反時計回りに１５°回転した状態を示し
ている。また、サブ表示装置１０３０の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３
は、遊技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置１０３
０の左下部に表示されている商人のキャラクタ画像Ｈ１は、サブ表示装置１０３０が回転
することで、図５７（ｃ）に示す状態からサブ表示装置１０３０の画像表示領域の中心を
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回転中心にして反時計回りに１５°回転している態様で表示されている。また、サブ表示
装置１０３０では、商人のキャラクタ画像Ｈ１の右隣りに、姫のキャラクタ画像Ｈ４の全
部が遊技者から見て回転していな態様で表示されている。また、図５７（ｄ－１）は、図
５７（ｄ）の状態において、サブ表示装置１０３０に画像を表示するために第１副制御部
４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示している。図５７（ｄ－１）に示す
画像データは、図５７（ｃ－１）に示す画像データを画像データの中心を回転中心として
時計回りに１５°回転した態様の画像データである。図５７（ｄ－２）は、図５７（ｄ）
の状態において、サブ表示装置１０３０に画像を表示するために、図５７（ｄ－１）に示
す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示データを示して
いる。当該表示データは、図５７（ｄ－１）に示す画像データから、当該画像データの中
心を中心として縦横比９：１６の所定の長方形の領域を切り取って表示データとしている
。また、図５７（ｄ－２）に示す表示データは、図５７（ｄ－１）に示す画像データから
生成した表示データの所定の位置（図５７（ｂ－２）に示す位置）に第１副制御部４００
のＲＯＭ４０６から読みだした商人のキャラクタ画像Ｈ１を重ね合わせた表示データであ
る。図５７（ｄ－３）は、図５７（ｄ－２）に示す表示データに基づいてサブ表示装置１
０３０に画像を表示してサブ表示装置１０３０を図５７（ｃ）に示す状態から反時計回り
に１５°回転させた状態を示し、図５７（ｄ）におけるサブ表示装置１０３０の状態を示
している。
【０７９７】
　図５７（ｅ）は、サブ表示装置１０３０が、図５７（ｄ）に示す状態からサブ表示装置
１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして時計回りに１５°回転した状態を示して
いる。また、サブ表示装置１０３０の中央部に表示されている殿のキャラクタ画像Ｈ３は
、遊技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装置１０３０
の左下部に表示されている商人のキャラクタ画像Ｈ１は、サブ表示装置１０３０が回転す
ることで、図５７（ｄ）に示す状態からサブ表示装置１０３０の画像表示領域の中心を回
転中心にして時計回りに１５°回転している態様で表示されている。また、サブ表示装置
１０３０では、キャラクタ画像Ｈ１の右下方に、姫のキャラクタ画像Ｈ４の一部が遊技者
から見て回転していな態様で表示され、他の一部がサブ表示装置１０３０から見切れてい
る。また、図５７（ｅ）は、リーチ演出としての回転表示予告演出が終了する直前の状態
を示している。また、図５７（ｅ－１）は、図５７（ｅ）の状態において、サブ表示装置
１０３０に画像を表示するために第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像
データを示している。図５７（ｅ－１）に示す画像データは、図５７（ｄ－１）に示す画
像データを画像データの中心を回転中心として反時計回りに１５°回転した態様の画像デ
ータである。図５７（ｅ－２）は、図５７（ｅ）の状態において、サブ表示装置１０３０
に画像を表示するために、図５７（ｅ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワー
クエリアを使用して生成した表示データを示している。当該表示データは、図５７（ｅ－
１）に示す画像データから、当該画像データの中心を中心として縦横比９：１６の所定の
長方形の領域を切り取って表示データとしている。また、図５７（ｅ－２）に示す表示デ
ータは、図５７（ｅ－１）に示す画像データから生成した表示データの所定の位置（図５
７（ｂ－２）に示す位置）に第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした商人のキ
ャラクタ画像Ｈ１を重ね合わせた表示データである。図５７（ｅ－３）は、図５７（ｅ－
２）に示す表示データに基づいてサブ表示装置１０３０に画像を表示してサブ表示装置１
０３０を図５７（ｄ）に示す状態から時計回りに１５°回転させた状態を示し、図５７（
ｄ）におけるサブ表示装置１０３０の状態を示している。
【０７９８】
　図５７（ｆ）は、サブ表示装置１０３０が、図５７（ｅ）に示す状態からサブ表示装置
１０３０の画像表示領域の中心を回転中心にして時計回りに３０°回転して元に戻った状
態を示している。また、サブ表示装置１０３０の中央部に表示されている殿のキャラクタ
画像Ｈ３は、遊技者から見て、回転していない態様で表示されている。また、サブ表示装
置１０３０の左下部に表示されている商人のキャラクタ画像Ｈ１は、サブ表示装置１０３
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０が回転することで、図５７（ｅ）に示す状態からサブ表示装置１０３０の画像表示領域
の中心を回転中心にして時計回りに３０°回転し元に戻った態様で表示されている。また
、サブ表示装置１０３０では、姫のキャラクタ画像Ｈ４が表示されていない。図５７（ｆ
－１）は、図５７（ｆ）の状態において、サブ表示装置１０３０に画像を表示するために
第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだした画像データを示している。図５７（ｆ
－１）に示す画像データは、図５７（ｅ－１）に示す画像データを画像データの中心を回
転中心として反時計回りに３０°回転した態様の画像データであり、図５７（ｂ－１）に
示す画像データと同じである。図５７（ｆ－２）は、図５７（ｆ）の状態において、サブ
表示装置１０３０に画像を表示するために、図５７（ｆ－１）に示す画像データからＶＲ
ＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示データを示している。また、図５７（
ｆ－２）に示す表示データは、図５７（ｂ－１）に示す画像データから生成した表示デー
タの所定の位置（表示データの左下部）に第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読みだ
した商人のキャラクタ画像Ｈ１を重ね合わせた表示データであり、当該表示データは、図
５７（ｂ－２）に示す表示データと同じである。図５７（ｆ－３）は、図５７（ｆ－２）
に示す表示データに基づいてサブ表示装置１０３０に画像を表示し、サブ表示装置１０３
０を図５７（ｅ）に示す状態から時計回りに３０°回転させた状態を示し、図５７（ｆ）
におけるサブ表示装置１０３０の状態を示している。図５７（ｆ－３）は、図５７（ｂ－
３）と同じ状態を示している。
【０７９９】
　このように本実施例の回転表示予告演出では、サブ表示装置１０３０を回転させつつも
、サブ表示装置１０３０には、遊技者から見て回転しない態様で表示されるキャラクタ画
像（殿のキャラクタ画像Ｈ３と姫のキャラクタ画像Ｈ４）と遊技者から見て回転している
態様で表示されるキャラクタ画像（商人のキャラクタ画像Ｈ１）が表示される。回転して
いるサブ表示装置１０３０には、遊技者から見て回転しない態様で表示されるキャラクタ
画像と遊技者から見て回転している態様で表示されるキャラクタ画像が同時に表示される
ことで、遊技者に思いもよらない驚きを与えることができる場合がある。また、図柄変動
中の演出において、本実施例の回転表示予告演出が行われる場合は、当該回転表示予告演
出が行われない場合に比べて、当該図柄変動表示が最終的に大当り図柄態様を確定停止表
示されやすいように構成されていてもよい。また、サブ表示装置１０３０に代えて、装飾
図柄表示装置２０８において本実施例の演出が行われる場合があってもよいし、装飾図柄
表示装置２０８とサブ表示装置１０３０の両方において本実施例の演出が行われる場合が
あってもよい。なお、装飾図柄表示装置２０８において本実施例の演出を行う場合におい
ては、サブ表示装置１０３０が回転および移動が不可能となるように遊技盤２００に固定
されていてもよい。
【０８００】
　次に、以上説明した第１の実施の形態による遊技台の特徴的構成について再度図１乃至
図５７を参照しつつ説明する。
【０８０１】
（Ｄ１）
　遊技を演出する演出動作を実行可能な第一の可動体（例えば、可動体１００２）を備え
た遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）またはスロットマシン（例え
ば、スロットマシン２０００）であり、
　電源がオフにされた際に、前記第一の可動体が第二の位置（例えば、初期位置）から第
一の位置（例えば、最下方の位置）に移動するように構成されており、
　電源がオンにされた際に、前記第一の可動体が前記第一の位置（例えば、最下方の位置
）から前記第二の位置（例えば、初期位置）に移動するように構成されており、
　前記第二の位置と前記第一の位置とは異なる位置であり、
　前記演出動作は、前記第二の位置（例えば、初期位置）から開始され、該第二の位置で
終了するように構成されている、
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ことを特徴とする遊技台。
【０８０２】
　上記構成を備えた遊技台によれば、第一の可動体を駆動する駆動手段の耐久性を向上さ
せることができる場合がある。
【０８０３】
（Ｄ２）
　上記（Ｄ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一の可動体（例えば、可動体１００２）が前記第二の位置（例えば、初期位置）
とは異なる位置に位置する状態で電源がオフにされた際も、該第一の可動体が前記第一の
位置に移動するように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【０８０４】
（Ｄ３）
　上記（Ｄ１）または（Ｄ２）に記載の遊技台であって、
　前記演出動作は、第三の位置（例えば、最上方の位置）に移動する動作を含み、
　前記第三の位置と前記第一の位置とは異なる位置であり、
　前記第三の位置と前記第二の位置とは異なる位置である、
ことを特徴とする遊技台。
【０８０５】
（Ｄ４）
　上記（Ｄ３）に記載の遊技台であって、
　画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え、
　前記第一の可動体（例えば、可動体１００２）は、前記画像表示手段よりも前側に設け
られた可動体であり、
　前記第三の位置は、前記画像表示手段よりも前側の位置である、
ことを特徴とする遊技台。
【０８０６】
（Ｄ５）
　上記（Ｄ４）に記載の遊技台であって、
　大当りの動作（例えば、大当り遊技の演出）を実行可能であり、
　前記第一の可動体（例えば、可動体１００２）は、前記画像表示手段（例えば、装飾図
柄表示装置２０８）よりも前側に設けられた可動体であり、
　前記第一の可動体が前記第三の位置（例えば、最上方の位置）に位置する場合に、前記
画像表示手段に表示されている予告画像（例えば、雲の画像や気球の画像）の少なくとも
一部に前記第一の可動体がオーバーラップする場合があり、
　前記予告画像とは、前記大当りの予告画像のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【０８０７】
（Ｄ６）
　上記（Ｄ１）乃至（Ｄ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の可動体（例えば、可動体１００２）は、電源がオンにされたことを条件に、
初期動作を実行可能であり、
　上記（Ｄ１）に記載の「前記第一の可動体が前記第一の位置から前記第二の位置に移動
する」とは、「前記第一の可動体が前記第一の位置から前記初期動作を開始し、該初期動
作の終了で前記第二の位置に移動する」ことである（例えば、図３２（ｃ）～（ｇ）参照
）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８０８】
（Ｄ７）
　上記（Ｄ１）乃至（Ｄ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
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　前記第一の可動体（例えば、可動体１００２）は、電源がオンにされたことを条件に、
初期動作を実行可能であり、
　上記（Ｄ１）に記載の「前記第一の可動体が前記第一の位置から前記第二の位置に移動
する」とは、「前記第一の可動体が前記第一の位置から前記第二の位置に移動した後で、
前記初期動作を開始し、該初期動作の終了で再度、前記第二の位置に移動する」ことであ
る（例えば、図３４（ｎ）～（ｐ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８０９】
（Ｄ８）
　上記（Ｄ１）乃至（Ｄ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　上記（Ｄ１）に記載の「電源がオフにされた際」とは、「遊技台の主電源がオフにされ
た際」のことであり、
　上記（Ｄ１）に記載の「電源がオンにされた際」とは、「遊技台の主電源がオンにされ
た際」のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【０８１０】
（Ｄ９）
　上記（Ｄ１）乃至（Ｄ８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の可動体（例えば、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２）は、姿勢を
変化させることが可能な可動体である、
ことを特徴とする遊技台。
【０８１１】
（Ｄ１０）
　上記（Ｄ１）乃至（Ｄ９）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技を演出する演出動作を実行可能な第二の可動体（例えば、可動体１００６）を備え
、
　前記第二の可動体は、電源がオンにされた際に、電源がオフにされた際の位置から動作
を開始する可動体である、
ことを特徴とする遊技台。
【０８１２】
（Ｄ１１）
　上記（Ｄ１）乃至（Ｄ１０）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【０８１３】
（Ｄ１２）
　上記（Ｄ１）乃至（Ｄ１０）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシン（例えば、スロットマシン２０００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【０８１４】
　前記第一の演出可動体の全ての前記演出動作は、前記第二の位置から開始され、前記第
二の位置で終了するように構成されている。
【０８１５】
（Ｄ１３）
　上記（Ｄ１）乃至（１２）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出動作は、前記第二の位置から開始され、第四の位置で終了する場合があり、
　前記演出動作は、前記第四の位置から開始され、第二の位置で終了する場合があり、
　前記第四の位置は、前記第一の位置とは異なる位置であり、
　前記第四の位置は、前記第二の位置とは異なる位置であり、
　前記第四の位置は、前記第三の位置とは異なる位置である、
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ことを特徴とする遊技台。
【０８１６】
（Ｄ１４）
　上記（Ｄ１３）に記載の遊技台であって、
　前記演出動作は、前記第四の位置から開始され、前記第四の位置で終了する場合がある
、
ことを特徴とする遊技台。
【０８１７】
（Ｄ１５）
　上記（Ｄ１３）または（１４）に記載の遊技台であって、
　前記第一の可動体が前記第四の位置にある状態で電源がオフにされた際も、該第一の可
動体が該第四の位置から前記第一の位置に移動するように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【０８１８】
（Ｄ１６）
　上記（Ｄ１）乃至（Ｄ１５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の可動体が前記第三の位置にある状態で電源がオフにされた際も、該第一の可
動体が該第三の位置から前記第一の位置に移動するように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【０８１９】
（Ｄ１７）
　上記（Ｄ１）乃至（Ｄ１６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記可動体を制御する第四の制御手段と、
　前記可動体を駆動する駆動手段と、を備えた
ことを特徴とする遊技台。
【０８２０】
　第一の制御手段は、遊技者に有利な抽選（例えば、大当り抽選等）を行う主制御部３０
０である。第一の制御手段は、１または複数の制御回路から構成されていてもよいし、１
または複数の制御基板から構成されていてもよい。
【０８２１】
　第二の制御手段は、第一の制御手段からのコマンド信号に応じて、遊技を演出する演出
手段（例えば、照明部（ＬＥＤ等）、音出力手段（スピーカ等）、画像表示手段（液晶表
示装置、ドットマトリックス等）の演出制御を行うサブ制御手段（例えば、第１副制御部
４００）である。第二の制御手段は、１または複数の制御回路から構成されていてもよい
し、１または複数の制御基板から構成されていてもよい。第二の制御手段は、例えば、演
出手段の駆動制御や第一の制御手段からのコマンド信号に応じて、演出手段に行わせる演
出を抽選で選択する等を行う。
【０８２２】
　第三の制御手段は、第二の制御手段と通信を行い、演出手段の演出制御（例えば、駆動
制御）等を行う演出制御手段である。演出制御手段は、１または複数の制御回路から構成
されていてもよいし、１または複数の制御基板から構成されていてもよい。第三の制御手
段は、第二の制御手段からの演出コマンドに応じて演出手段を制御するようにしてもよい
し、第二の制御手段からの演出コマンドに応じて実行する演出を決定し、決定した結果に
基づく情報を第二の制御手段に返送したり、演出手段を駆動するようにしてもよい。
【０８２３】
　第四の制御手段は、第三の制御手段と通信を行い、演出手段（サブ液晶ユニット１０３
０、可動体１００２～１０１２のうちの１または複数または全部の演出制御等を行う演出
制御手段である。第四の制御手段は、１または複数の制御回路から構成されていてもよい
し、１または複数の制御基板から構成されていてもよい。第四の制御手段は、第三の制御
手段からの演出コマンドに応じて演出手段を制御するようにしてもよいし、第三の制御手
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段からの演出コマンドに応じて実行する演出を決定し、決定した結果に基づく情報を第三
の制御手段に返送したり、演出手段を駆動するようにしてもよい。また、第四の制御手段
は、移動ユニット１０３６に搭載されていてもよい。
【０８２４】
（Ｄ１８）
　上記（Ｄ１７）に記載の遊技台であって、
　前記第四の制御手段は、駆動ユニット（例えば、移動ユニット１０３６）に搭載されて
おり、
　前記可動体による複数の動作のうちの少なくとも一の動作（例えば、上下移動）の際に
、前記駆動ユニットも同じ動作を行う、
ことを特徴とする遊技台。
【０８２５】
　上記実施例では、移動ユニット１０３６が可動体１００２に設けられているので、可動
体１００２の上下移動の際は、移動ユニット１０３６も可動体１００２と一緒に動作する
が、サブ液晶ユニット１０３２の回転動作の際は、移動ユニット１０３６は回転しないよ
うに構成している。なお、可動体１００２の上下動作の際も、移動ユニット１０３６は一
緒に動作しないように移動ユニット１０３６を可動体１００２とは別に配置してもよいし
、サブ液晶ユニット１０３２の回転動作の際も、移動ユニット１０３６が一緒に動作する
ように構成してもよいし、可動体１００２の全ての動作の際に、移動ユニット１０３６が
一緒に動作するように構成してもよい。
【０８２６】
　可動体１００２は上下動作（位置変化、移動）と回転動作（姿勢変化）を実行可能な例
を示したが、上下以外の動作（例えば、左右方向の位置変化・移動）を実行可能としても
よいし、チルト動作（例えば、鉛直方向の回転軸を中心としてサブ液晶ユニット１０３２
の左側や右側が前方や後方に傾く動作や水平方向の回転軸を中心としてサブ液晶ユニット
１０３２の上側や下側が前方や後方に傾く動作）を実行可能としてもよい。
【０８２７】
（Ｄ１９）
　上記（Ｄ１）乃至（Ｄ１８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記可動体を制御する第四の制御手段と、
　前記可動体を駆動する駆動手段と、
　前記第一の可動体の位置を検知する検知手段と、を備え、
　確認条件の成立があった場合に、前記第一の可動体の位置を確認するように構成されて
おり、
　前記第一の可動体の位置が前記第一の位置でない場合には、前記第一の可動体が前記第
一の位置に移動するように構成されており、
　前記確認条件は、電源がオフにされた際に成立する条件である、
ことを特徴とする遊技台
【０８２８】
（Ｅ１）
　遊技を演出する演出画像を表示可能な画像表示ユニット（例えば、メイン液晶ユニット
１００１またはサブ液晶ユニット１０３２）と、
　画像表示ユニットを駆動する駆動手段（例えば、モータ）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示ユニットは、前記駆動手段の駆動によって動く場合があり、
　前記画像表示ユニットが第一の方向（前記画像表示ユニットの回転軸を中心とする回転
方向、または直線方向）に動いている期間（以下、「第一の期間」という。）において、
該画像表示ユニットに第一の動画（例えば、殿のキャラクタ画像Ｈ３や姫のキャラクタ画
像Ｈ４の動画）が表示される場合があり、
　前記第一の動画は、第一の画像が前記第一の方向に動く態様を含む動画である（例えば
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、図５７（ｂ）～（ｄ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８２９】
　当該構成を備えた遊技台によれば、画像表示ユニットの動きによってインパクトを与え
、当該動きの期間中に画像表示ユニットに表示される画像の表示角度、表示位置を変化さ
せることで、報知手段としては日常的には見かけない動作をさせることが可能になり、遊
技者に日常を忘れ、より遊技に集中させることができる場合がある。また、画像表示ユニ
ットが第一の方向に動いている期間の全ての期間を第一の期間としてもよいし、前記画像
表示ユニットが第一の方向に動いている期間のうちの一部の期間を第一の期間としてもよ
い。また、ある演出を契機として、画像表示ユニットが第一の方向に動き始めてから停止
するまでの期間の全ての期間を第一の期間としてもよいし、ある演出とは別の演出を契機
として、画像表示ユニットが第一の方向に動き始めてから停止するまでの期間の一部の期
間を第一の期間としてもよい。
【０８３０】
（Ｅ２）
　上記（Ｅ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、前記第一の画像によるアニメーション表示態様を含む動画である（
例えば、図５７（ｂ）～（ｄ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８３１】
　本実施の形態による実施例では、第一の画像（殿のキャラクタ画像Ｈ３や姫のキャラク
タ画像Ｈ４）の表情、外形等が固定的に表示される例を示したが、第一の画像の表情、外
形等が変形的に表示される場合があってもよい。例えば、図５７を例示して説明すると、
図５７（ａ）では表示されていなかった殿の顔が、図５７（ｂ）では真顔で表示され、図
５７（ｃ）では少し笑顔になり、図５７（ｄ）では満面の笑顔になり、図５７（ｅ）では
少し笑顔に戻り、図５７（ｆ）では真顔に戻るようなアニメーションを行うようにしても
よい。また、第一の画像（例えば、殿のキャラクタ画像Ｈ３）が第一の方向に動く態様と
は、殿のキャラクタ画像Ｈ３を含むアニメーションの表示位置が動くことを示すものとし
てもよい。アニメーションは、キャラクタの表示の可変表示に限定されず、キャラクタ等
の外形の変化、セリフの可変表示（セリフを示す部分的な文字列から全体的な文字列への
変化表示等）、キャラクタやアイコンの色変化、キャラクタやアイコンの移動表示等のい
ずれかとしてもよいし、これらを組み合わせて含むようにしてもよい。
【０８３２】
（Ｅ３）
　上記（Ｅ１）または（Ｅ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記画像表示ユニットは第一の向き（例えば、反時計回りの
向き）に動くように構成されており（例えば、図５７（ｂ）～（ｄ）参照）、
　前記第一の期間において、前記第一の画像は第二の向き（例えば、時計回りの向き）に
動くように構成されており（例えば、図５７（ｂ－１）、（ｃ－１）、（ｄ－１）参照）
、
　前記第一の向きと前記第二の向きは、逆の向きである、
ことを特徴とする遊技台。
【０８３３】
　当該構成を備えた遊技台では、ある一の演出を契機（例えばスーパーリーチ中の画像表
示ユニット動作演出を開始するタイミングの到来等）として、画像表示ユニットが動作す
る場合の第一の向きは一の向き（例えば左向き）とし、他の演出を契機（例えば、大当り
終了時の確変が始まるかどうかを遊技者に知らせるための画像表示ユニットの動作による
演出を開始するタイミングの到来等）で、画像表示ユニットが動作する場合の第一の向き
は、別の向き（例えば右向き）とする場合があってもよい。また、第一の向きと第二の向
きは、逆の向きではなく同じ向きでもよく、この場合、画像表示ユニットの移動や回転よ
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りも第一の画像が速く移動や回転するように遊技者には視認される。このため、固定的な
画像表示ユニット内で画像が回転する態様では得られない非日常的な感覚を遊技者に与え
ることができ、さらに当該画像表示ユニット内の第一の画像が、さらなる速さで回転や移
動することからより日常的な感覚を忘れさせ、遊技に集中させることが可能になる場合が
ある。
【０８３４】
（Ｅ４）
　上記（Ｅ３）に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記画像表示ユニットは前記第一の向きに第一の速さで動く
ように構成されており、
　前記第一の期間において、前記第一の画像は前記第二の向きに第二の速さで動くように
構成されており、
　前記第一の速さと前記第二の速さは、同じ速さである（例えば、図５７（ｂ）～（ｄ）
および図５７（ｂ－１）、（ｃ－１）、（ｄ－１）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８３５】
　当該構成を備えた遊技台によれば、遊技者には画像表示ユニットは動いて見えるが、第
一の画像の表示位置・表示角度等は動いていないように見えるため、報知手段としては非
日常的な動作を行わせることが可能であると伴に、画像表示ユニット表示による報知自体
は動いていない場合と同様に役目を果たすことができ、インパクトのある動作と報知の両
立が可能になる場合がある。また、第一の向きと第二の向きが逆の向きで、第一の速さと
第二の速さの速さを異ならせてもよく、その場合、画像表示ユニットの移動や回転よりも
第一の画像が遅く移動や回転するように遊技者には視認される。このため、固定的な画像
表示ユニット内で画像が回転する態様はＴＶやネット等で日常的にみられるが、画像表示
ユニットが回転することから、固定的な画像表示ユニットでは得られない非日常的な感覚
を遊技者に与えることができ、さらに当該画像表示ユニット内の第一の画像は当該画像表
示ユニットの移動や回転にゆっくりと追いかけるように移動や回転を行うことからより日
常的な感覚を忘れさせ、遊技に集中させることが可能になる場合がある。また、画像表示
ユニットがインパクト重視で速く移動や回転を行う場合に、第一の画像をゆるやかに移動
や回転を行わせることで、画像表示ユニット表示による報知自体は動いていない場合に近
くなり、報知の役目を果たすことが可能になる場合がある。
【０８３６】
（Ｅ５）
　上記（Ｅ１）乃至（Ｅ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、第二の画像（例えば、商人のキャラクタ画像Ｈ１）が表示される態
様を含む動画である（例えば、図５７参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｅ６）
　上記（Ｅ５）に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記第二の画像は前記第一の方向に動かないように構成され
ている（例えば、図５７（ｂ－２）、（ｃ－２）、（ｄ－２）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８３７】
　当該構成を備えた遊技台では、第一の期間において、第一の方向に動かないような第二
の画像が表示されないように構成されていてもよい。すなわち、第一の期間において、画
像表示ユニットに表示されている画像は全て第一の方向に動くように構成されるため、画
像表示ユニットおよび画像の動きに統一感が与えられ、よりインパクトのある演出動作が
実行可能となる場合がある。
【０８３８】
（Ｅ７）
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　上記（Ｅ５）または（Ｅ６）に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、前記第二の画像によるアニメーション表示態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
【０８３９】
　本実施の形態による実施例では、第二の画像（商人のキャラクタ画像ｈ１’）の表情、
外形等が固定的に表示される例を示したが、当該構成を備えた遊技台によれば、第二の画
像の表情、外形等が変形的に表示される場合があってもよい。例えば、図２５を例示して
説明すると、図２５（ａ）ではサブ表示装置２０９に表示されていなかった商人の顔が、
図２５（ｂ）では真顔で表示され、図２５（ｃ）では少し険しい顔になり、図２５（ｄ）
では、険悪な顔になり、図２５（ｅ）では少し険しい顔に戻り、図２５（ｆ）では真顔に
戻るようなアニメーションを行うようにしてもよい。また、第二の画像が第一の方向に動
かない態様とは、アニメーションの表示位置が動かないことを示すものとしてもよい。ア
ニメーションは、キャラクタの表示の可変表示に限定されず、キャラクタ等の外形の変化
、セリフの可変表示（セリフを示す部分的な文字列から全体的な文字列への変化表示等）
、キャラクタやアイコンの色変化、キャラクタやアイコンの移動表示等のいずれかとして
もよいし、これらを組み合わせて含むようにしてもよい。
【０８４０】
（Ｅ８）
　上記（Ｅ１）乃至（Ｅ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　上記（Ｅ１）に記載の「前記駆動手段の駆動によって動く」とは、「前記駆動手段の駆
動によって回転する」のことであり、
　上記（Ｅ１）に記載の「第一の画像が前記第一の方向に動く」とは、「第一の画像が前
記第一の方向に回転する」のことであり、
　前記第一の方向とは、前記画像表示ユニットの回転軸を中心とする回転方向のことであ
る（例えば、図５７参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｅ９）
　上記（Ｅ３）または（Ｅ４）に記載の遊技台であって、
　前記第一の向きとは、時計回りおよび反時計回りのうちの一方のことである（例えば、
図５７参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｅ１０）
　上記（Ｅ１）乃至（Ｅ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　上記（Ｅ１）に記載の「前記駆動手段の駆動によって動く」とは、「前記駆動手段の駆
動によって直線移動する」のことであり、
　上記（Ｅ１）に記載の「第一の画像が前記第一の方向に動く」とは、「第一の画像が前
記第一の方向に直線移動する」のことである（例えば、図５５参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８４１】
　上記の「第一の画像が前記第一の方向に直線移動する」とは、「第一の画像が上下方向
に直線移動する」ことであってもよい。この場合における上記の第一の向きとは、上向き
および下向きのうちの一方のことである。また、上記の「第一の画像が前記第一の方向に
直線移動する」とは、「第一の画像が左右方向に直線移動する」ことであってもよい。こ
の場合における上記の第一の向きとは、左向きおよび右向きのうちの一方のことである。
上記の「第一の画像が前記第一の方向に直線移動する」とは、「第一の画像が斜め方向に
直線移動する」ことであってもよい。この場合における上記の第一の向きとは、左上向き
、右下向き、右上向き、および左下向きのうちの一の向きのことである。
【０８４２】
　本実施の形態による実施例で説明した構成の変形例について図を参照しつつ説明する。
例えば、駆動手段の駆動による動きは、回転移動および直線移動（上下方向、左右方向、
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斜め方向、遊技者からみて前後方向）が複合された動きをする場合があってもよい。また
、パチンコ機１００には、複数の画像表示ユニットが搭載されるように構成されていても
よい。また、一の画像表示ユニットに複数の画像表示装置が搭載されるように構成されて
いてもよい。画像表示ユニットには、ＬＥＤが搭載されていてもよいし、演出用可動体が
搭載されていてもよい。また、画像表示ユニットが回転動作や移動動作する前に演出用可
動体が初期状態から可動状態まで可動し、演出用可動体が可動状態にある画像表示ユニッ
トが回転動作や移動動作を行った後に停止し、その後、当該演出用可動体が初期状態に可
動するように構成されていてもよい。また、図柄変動表示中において、図５２に示す演出
動作が行われた場合よりも、図５３に示す演出動作が行われた場合の方が、当該図柄変動
表示における最終的に停止表示される図柄態様が大当り態様になりやすいように構成され
ていてもよいし、図柄変動表示中において、図５３の演出動作が行われた場合よりも、図
５２の演出動作が行われた場合の方が、当該図柄変動表示における最終的に停止表示され
る図柄態様が大当り態様になりやすいように構成されていてもよい。また、図柄変動表示
中において、図５２の演出動作が行われた場合は、必ず当該図柄変動表示における最終的
に停止表示される図柄態様が大当り態様になるように構成されていてもよいし、図柄変動
表示中において、図５３の演出動作が行われた場合は、必ず当該図柄変動表示における最
終的に停止表示される図柄態様が大当り態様になるように構成されていてもよい。また、
図５２および図５３は、両方とも同じ演出表示が行われる例を示したが、図５２に示すサ
ブ表示装置が回転する場合に当該サブ表示装置に表示される画像も一緒に回転するように
遊技者に視認される演出と、図５３に示すサブ表示装置が回転する場合に当該サブ表示装
置に表示される画像は一緒に回転していないように遊技者に視認される演出は、別の演出
となるように構成してもよい。例えば、「別の演出のうちの一方の演出」とは、殿が曲者
と闘う演出であり、「別の演出のうちの他方の演出」とは、姫が踊る演出といったように
構成してもよい。「別の演出のうちの一方の演出」を一種類搭載してもよいし、複数種類
搭載してもよいし、「別の演出のうちの他方の演出」を一種類搭載してもよいし、複数種
類搭載してもよい。また、図２２に示すようサブ表示装置が回転する場合に、当該サブ表
示装置に表示される画像の少なくとも一部（または全部でもよい。）が一緒に回転する演
出の種類の数よりも、図５３に示すようにサブ表示装置が回転する場合に当該サブ表示装
置に表示される画像の少なくとも一部（または全部でもよい。）が一緒に回転していない
ように遊技者に視認される演出の種類の数の方が多くなるように構成されていてもよい。
逆に、図５３のようにサブ表示装置が回転する場合に当該サブ表示装置に表示される画像
の少なくとも一部（または全部でもよい。）が一緒に回転していないように遊技者に視認
される演出の種類の数よりも、図５２に示すようにサブ表示装置が回転する場合に当該サ
ブ表示装置に表示される画像の少なくとも一部（または全部でもよい。）が一緒に回転す
る演出の種類の数の方が多くなるように構成されていてもよい。
【０８４３】
　また、図５２に示す演出例および図５３に示す演出例を複合させてもよい。例えば、サ
ブ表示装置が回転し始めの期間（期間Ａ）では、サブ表示装置を一の向き（例えば反時計
回り）に速さＡ（例えば、２０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示される画像は、
サブ表示装置と一緒に回転するように遊技者に視認されるようにサブ表示装置に表示され
る画像の回転を行わないようにする。次の期間（期間Ｂ）では、サブ表示装置を一の向き
（例えば反時計回り）に速さＢ（例えば、４０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示
される画像は、サブ表示装置よりも遅く回転しているように遊技者に視認されるように、
該画像の少なくとも一部、または全部を他の向き（例えば時計回り）に速さＢ’（例えば
、２０ｒｐｍ）で回転させる。次の期間（期間Ｃ）では、サブ表示装置を一の向き（例え
ば反時計回り）に速さＣ（例えば、５０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示される
画像は、サブ表示装置よりも遅く回転しているように遊技者に視認されるように、該画像
の少なくとも一部、または全部を他の向き（例えば時計回り）に速さＣ’（例えば、４０
ｒｐｍ）で回転させる。また、次の期間（期間Ｄ）では、サブ表示装置を一の向き（例え
ば反時計回り）に速さＤ（例えば、６０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示される
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画像は回転しておらずサブ表示装置だけが回転しているように遊技者に視認されるように
、該画像の少なくとも一部、または全部を他の向き（例えば時計回り）に速さＤ（例えば
、６０ｒｐｍ）で回転させる。次の期間（期間Ｅ）では、サブ表示装置を一の向き（例え
ば反時計回り）に速さＥ（例えば、５０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示される
画像は、サブ表示装置よりも遅く回転しているように遊技者に視認されるように、該画像
の少なくとも一部、または全部を他の向き（例えば時計回り）に速さＥ’（例えば、４０
ｒｐｍ）で回転させる。次の期間（期間Ｆ）では、サブ表示装置を一の向き（例えば反時
計回り）に速さＦ（例えば、４０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表示装置に表示される画像は
、サブ表示装置よりも遅く回転しているように遊技者に視認されるように、該画像の少な
くとも一部、または全部を他の向き（例えば時計回り）に速さＦ’（例えば、２０ｒｐｍ
）で回転させる。次の期間のサブ表示装置が回転終了前の期間（期間Ｇ）は、サブ表示装
置を一の向き（例えば反時計回り）に速さＧ（例えば、２０ｒｐｍ）で回転させ、サブ表
示装置に表示される画像は、サブ表示装置と一緒に回転するように遊技者に視認されるよ
うに画像の回転を行わないようにしてもよい。このように、期間Ａ～期間Ｄまでの例示の
ように、サブ表示装置が回転する期間が進むにつれて、サブ表示装置に表示されている画
像の回転が、徐々にサブ表示装置の回転とずれて、サブ表示装置は回転し、サブ表示装置
の表示の一部または全部は停止しているように遊技者に視認されるような状態に移行させ
ることで、サブ表示装置と画像による新たな一体感のある演出を行うことが可能になる場
合がある。また、期間Ｄ～期間Ｇまでの例示のように、サブ表示装置が回転する期間が進
むにつれて、サブ表示装置に表示されている画像の回転が、徐々にサブ表示装置と一緒に
回転しているように変化するように遊技者に視認させることで、サブ表示装置と画像によ
る新たな一体感のある演出を行うことが可能になる場合がある。これらの例では、期間Ａ
～Ｄでは、サブ表示装置の回転の速さとサブ表示装置に表示される画像の回転の速さの差
を徐々に小さくしていき、期間Ｄ～Ｇでは、サブ表示装置の回転の速さとサブ表示装置に
表示される画像の回転の速さの差を徐々に大きくしていくように構成したが、逆に、期間
Ａ～Ｄまでは、サブ表示装置の回転の速さとサブ表示装置に表示される画像の回転の速さ
の差を徐々に大きくしていき、期間Ｄ～Ｇでは、サブ表示装置の回転の速さとサブ表示装
置に表示される画像の回転の速さの差を徐々に小さくしていくように構成してもよい。ま
た、ここでは、回転するサブ表示装置および回転するサブ表示装置に表示される画像につ
いて例示したが、直線移動するサブ表示装置および、直線移動するサブ表示装置に表示さ
れる画像についても適用することも可能である。
【０８４４】
（Ｆ１）
　遊技を演出する可動動作を実行可能な演出可動体（例えば、可動体１００１、または可
動体１００２）と、
　窓部（例えば、透過部１００８ａ、１００８ｂ）が設けられた装飾体（可動体１００８
）と、
を備えた遊技台であって、
　前記装飾体の背後で、前記演出可動体が動作を実行する場合がある（例えば、図４１（
ｆ）～（ｋ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８４５】
　当該構成を備えた遊技台によれば、装飾体で隠された演出可動体が、装飾体の窓部を介
して、遊技者に演出可動体の動作を視認させることができ、演出手段としては日常的には
見かけない動作をさせることが可能になり、遊技者に日常を忘れ、より遊技に集中させる
ことができる場合がある。
【０８４６】
（Ｆ２）
　上記（Ｆ１）に記載の遊技台であって、
　前記演出可動体は、画像を表示可能な可動体であり、
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　前記窓部を介して前記演出可動体の画像を遊技者に視認させることが可能に構成されて
いる（例えば、図４１（ｆ）～（ｋ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８４７】
　当該構成を備えた遊技台によれば、装飾体で隠された演出可動体は画像を表示可能に構
成されるため、装飾体の窓部を介して、遊技者に演出可動体の動作と画像を視認させるこ
とができ、報知手段としては日常的には見かけない動作をさせることが可能になり、遊技
者に日常を忘れ、より遊技に集中させることができる場合がある。また、画像を表示可能
な演出可動体は、複数個備えられる場合があってもよいし、一個のみ備えられる場合があ
ってもよい。また、装飾体の背後で動作が可能となる画像を表示可能な演出可動体は、メ
イン液晶ユニットを有する場合があってもよいし、またはサブ液晶ユニットを有する場合
があってもよい。また、装飾体の背後で動作が可能となる画像を表示可能な演出可動体は
、メイン液晶ユニットとサブ液晶ユニットの両方を有する場合があってもよいし、サブ液
晶ユニットを２個以上有する場合があってもよい。
【０８４８】
（Ｆ３）
　上記（Ｆ２）に記載の遊技台であって、
　前記演出可動体の動作によって、前記窓部を介して遊技者に視認される前記演出可動体
の画像が変化する場合がある（例えば、図４１（ｆ）～（ｋ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８４９】
　当該構成を備えた遊技台によれば、装飾体の背後で動作を行うことで、装飾体の窓部を
介して視認される演出可動体に表示される画像が変化するため、遊技者に思いもよらない
驚きを与えることができる場合がある。また、上記の「前記演出可動体の画像が変化する
」とは、演出可動体に表示されている画像を変化（例えば、雲の画像の形状や表示色が変
化）させた表示が行われる場合や演出可動体に表示されている画像の見え方が変化する場
合も含む。
【０８５０】
（Ｆ４）
　上記（Ｆ１）乃至（Ｆ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記装飾体は、動作可能である（例えば、図４１（ｅ）、（ｆ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８５１】
　当該構成を備えた遊技台によれば、装飾体が動作可能となるため、装飾体の動作と演出
可動体の動作を連動させた演出を行うことが可能となる場合がある。
【０８５２】
（Ｆ５）
　上記（Ｆ１）乃至（Ｆ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄の変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、特図１表示装置２１２、特図２表
示装置２１４）を備えた、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｆ６）
　上記（Ｆ５）に記載の遊技台であって、
　前記図柄表示手段による前記図柄の変動表示において、前記装飾体の動作によって、該
装飾体の前記窓部を介して前記演出可動体における画像（例えば、雲の画像）の一部を遊
技者が視認可能となった場合は、該装飾体の該窓部を介して該演出可動体における画像の
一部を遊技者が視認可能とならなかった場合よりも、該図柄の変動表示の最終結果として
大当り図柄態様が確定表示されやすくなるように構成されており（例えば、図４１、およ
び図４２参照）、
　前記演出可動体における画像の一部は、予告画像の少なくとも一部の画像である、
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ことを特徴とする遊技台。
（Ｆ７）
　上記（Ｆ５）または（Ｆ６）に記載の遊技台であって、
　前記装飾体の動作によって、該装飾体の前記窓部（例えば、透過部１００８ｂ）を介し
て前記演出可動体における先読み態様（例えば、白色ひし形の態様）をした保留アイコン
の画像の一部を遊技者が視認可能となった場合は、該装飾体の該窓部を介して該演出可動
体における先読み態様をした保留アイコンの画像の一部を遊技者が視認可能とならなかっ
た場合よりも、該保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された前記図柄の変動表
示の最終結果として大当り図柄態様が確定表示されやすくなるように構成されている（例
えば、図４８参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｆ８）
　上記Ｆ１乃至Ｆ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【０８５３】
（Ｇ１）
　画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８、またはサブ表示装置１０３０）
は、回転動作を実行可能であり（例えば、図５０参照）、
　前記回転動作が行われている前記画像表示手段は、第一の画像（例えば、殿のキャラク
タ画像Ｈ１や装飾図柄や保留アイコンや変動アイコン等）の表示を行う場合があり、
　前記回転動作が行われる際に、前記第一の画像の縦横比が変化する場合がある（例えば
、図５０（ｌ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８５４】
　当該構成を備えた遊技台によれば、画像表示手段の回転動作が行われる際に、第一の画
像の縦横比が変化する場合があるため、第一の画像の存在感が増幅される場合があり、遊
技者に強い印象を与えることができる場合がある。また、キャラクタ画像、装飾図柄、保
留アイコン、変動アイコン、および背景絵柄等の画像のうちのいずれかの画像、あるいは
これら全てを第一の画像とする場合があってもよいし、これらの画像とは異なる画像を第
一の画像とする場合があってもよい。また、回転動作を実行可能な画像表示手段は、メイ
ン液晶ユニットであってもよいし、サブ液晶ユニットであってもよい。また、その両方に
おいて、第一の画像の縦横比が変化するように表示される場合があってもよい。例えば、
メイン液晶ユニットとサブ液晶ユニットで第一の画像を表示して、メイン液晶ユニットと
サブ液晶ユニットを同時にあるいは別々に回転させて、同時にあるいは別々に第一の画像
の縦横比を変化させる場合があってもよい。また、サブ液晶ユニットを２個並べることで
、２個のサブ液晶ユニットで第一の画像を表示する場合があってもよい。この場合におい
ては、２個のサブ液晶ユニットが並んだ状態で回転動作をさせて、第一の画像の縦横比を
変化させる場合があってもよい。
【０８５５】
（Ｇ２）
　上記（Ｇ１）に記載の遊技台であって、
　前記回転動作が行われている前記画像表示手段は、第二の画像（例えば、装飾枠Ｆ１、
保留数表示、第４図柄の画像）の表示を行う場合があり、
　前記回転動作が行われる際に、前記第二の画像は回転しない場合がある（例えば、図５
１（ｋ）～（ｐ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｇ３）
　上記（Ｇ２）に記載の遊技台であって、
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　前記回転動作が行われる際に、前記第二の画像は回転しない（例えば、図５１（ｋ）～
（ｐ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８５６】
　当該構成を備えた遊技台によれば、第一の画像が回転する際に、第二の画像は回転しな
い場合があるため、第一の画像の回転を強調しつつ、第二の画像をしっかり遊技者に視認
させることができる。また、キャラクタ画像、装飾図柄、保留アイコン、変動アイコン、
および背景絵柄等の画像のうちのいずれかの画像、あるいはこれら全てを第二の画像とす
る場合があってもよいし、これらの画像とは異なる画像を第二の画像とする場合があって
もよい。
【０８５７】
（Ｇ４）
　上記（Ｇ１）乃至（Ｇ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記回転動作が行われる際に、該回転動作が行われる前に前記画像表示手段において見
切れていた画像（例えば、姫のキャラクタ画像Ｈ４）が該回転動作が行われることによっ
て該画像表示手段に表示される場合がある（例えば、図５６（ｂ）、（ｃ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【０８５８】
　当該構成を備えた遊技台によれば、画像表示手段の回転動作が行われる前に画像表示手
段において見切れていた画像が、画像表示手段の回転動作が行われることによって画像表
示手段に表示される場合があるため、遊技者に思いもよらない驚きを与えることができる
場合がある。
【０８５９】
（Ｇ５）
　上記（Ｇ１）乃至（Ｇ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記回転動作が行われる際に、該回転動作が行われる前に前記画像表示手段に表示され
ていた画像（例えば、姫のキャラクタ画像Ｈ４）が該回転動作が行われることによって該
画像表示手段において見切れる場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【０８６０】
　当該構成を備えた遊技台によれば、画像表示手段の回転動作が行われる前に画像表示手
段において表示されていた画像が、画像表示手段の回転動作が行われることによって画像
表示手段において見切れる場合があるため、遊技者に思いもよらない驚きを与えることが
できる場合がある。
【０８６１】
（Ｇ６）
　上記（Ｇ１）乃至（Ｇ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｇ７）
　上記（Ｇ１）乃至（Ｇ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシン（例えば、スロットマシン２０００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【０８６２】
（Ｈ１）
　遊技を演出する演出動作を実行可能な演出可動体（例えば、可動体１００２のサブ液晶
ユニット１０３２）と、
　前記演出可動体を支持可能なベース体（例えば、移動ユニット１０３６）と、
を備えた遊技台であって、
　前記演出可動体（例えば、可動体１００２のサブ液晶ユニット１０３２）は、回転動作
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を実行可能なものであり、
　前記演出可動体および前記ベース体の一方にはスリップリング（例えば、回転側基板１
０９０，１１４０）が設けられており、
　前記演出可動体および前記ベース体の他方には導電部（例えば、導電部１０７８～１０
８８、１１３０～１１３６）が設けられており、
　前記スリップリングおよび前記導電部が接触することにより、前記ベース体の側から前
記演出可動体の側に電源が供給される、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｈ２）
　上記（Ｈ１）に記載の遊技台であって、
　前記ベース体は、第一の通信手段（例えば、データ送受信部１１３８）が設けられてお
り、
　前記演出可動体は、第二の通信手段（例えば、データ送受信部１１４４）が設けられて
おり、
　前記第二の通信手段は、前記第一の通信手段から送信される信号を受信可能な手段であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｈ３）
　上記（Ｈ１）または（Ｈ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一の通信手段および前記第二の通信手段の両方は、光無線通信が可能な手段であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｈ４）
　上記（Ｈ１）乃至（Ｈ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の通信手段および前記第二の通信手段の両方は、レーザ通信が可能な手段であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｈ５）
　上記（Ｈ１）乃至（Ｈ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記スリップリング（例えば、回転側基板１０９０、１１４０）は、前記演出可動体に
設けられており、
　前記導電部（例えば、導電部１０７８～１０８８、１１３０～１１３６）は、前記ベー
ス体に設けられている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｈ６）
　上記（Ｈ１）乃至（Ｈ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出可動体は、画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）が設けられてお
り、
　前記第二の通信手段は、前記第一の通信手段から送信される画像情報信号を受信可能な
手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【０８６３】
［第３の実施の形態］
　次に、本発明の第３の実施の形態によるパチンコ機１００について図５８～図８６を用
いて説明する。本実施の形態によるパチンコ機１００は、上記第１の実施の形態によるパ
チンコ機１００と同様の構成および制御系を有している。上記第１の実施の形態によるパ
チンコ機１００と同一の構成要素には同一の符号を付してその説明は省略する。本実施の
形態のパチンコ機１００は、チャンスボタン１３６の他に好機ボタン１３９がチャンスボ
タン１３６と並んで配置されている。好機ボタン１３９は、チャンスボタン１３６と同様
の機能を備えている。
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【０８６４】
　図５８は、本実施の形態の各実施例で示す演出パターンの概要を示す図である。図５８
は、本実施の形態の各実施例においてチャンスボタン１３６や好機ボタン１３９に関する
演出が実行される演出パターンを示している。これらのボタンに関する演出は、大別する
と５つの演出パターン（演出パターン１～５）に分類できる。当該ボタンに関する演出は
、チャンスボタン１３６および／または好機ボタン１３９の操作に関する演出である。図
５８（ａ）～（ｄ）においては、左から右に時間が経過している。
【０８６５】
＜演出パターン１＞
　図５８（ａ）を用いて演出パターン１を説明する。演出パターン１は、チャンスボタン
１３６に関する演出であり、好機ボタン１３９を用いない演出である。演出パターン１は
、チャンスボタン１３６の押下待ちの際に行われる表示のボタン操作待ち表示１から始ま
る演出パターンであり、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち表示１を表示している
最中のチャンスボタン１３６の操作有効期間中に遊技者がチャンスボタン１３６を操作す
ると、装飾図柄表示装置２０８にチャンスボタン１３６の操作に応じて行われる表示のボ
タン応答表示１が表示される。ボタン応答表示１は、好機ボタン１３９の押下待ちの際に
行われる表示を含まない表示である。このように、遊技者がボタン操作待ち表示１に促さ
れてボタンを操作した場合に表示されるボタン応答表示には好機ボタン押下待ち表示が含
まれない。
【０８６６】
＜演出パターン２＞
　図５８（ｂ）の上段を用いて演出パターン２を説明する。演出パターン２は、チャンス
ボタン１３６に関する演出である。演出パターン２は、チャンスボタン１３６の押下待ち
の際に行われる表示のボタン操作待ち表示３から始まり、装飾図柄表示装置２０８にボタ
ン操作待ち表示３を表示している最中のチャンスボタン１３６の操作有効期間中に遊技者
がチャンスボタン１３６を操作すると、装飾図柄表示装置２０８にチャンスボタン１３６
の操作に応じて行われる表示のボタン応答表示３が表示される。ボタン応答表示３は、好
機ボタン１３９の押下待ちの際に行われる表示の一部を含まない表示である。
【０８６７】
＜演出パターン３＞
　図５８（ｂ）の下段を用いて演出パターン３を説明する。演出パターン３は、チャンス
ボタン１３６と好機ボタン１３９に関する演出である。演出パターン３は、チャンスボタ
ン１３６の押下待ちの際に行われる表示のボタン操作待ち表示３から始まる演出パターン
であり、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち表示３を表示している最中のチャンス
ボタン１３６の操作有効期間中に遊技者がチャンスボタン１３６を操作すると、装飾図柄
表示装置２０８に、チャンスボタン１３６の操作に応じて行われる表示であり、好機ボタ
ン１３９の押下待ちの際に行われる表示を含むボタン応答表示４が表示され、次いで、ボ
タン応答表示４の表示中の好機ボタン１３９の操作有効期間中に遊技者が好機ボタン１３
９を操作すると、装飾図柄表示装置２０８に好機ボタン１３９の押下に応じて行われるボ
タン応答表示５が表示される。
【０８６８】
　ボタン操作待ち表示３が表示され、遊技者が当該ボタン操作待ち表示３に促されてチャ
ンスボタン１３６を操作した場合には、演出パターン２（チャンスボタンに関する演出）
か演出パターン３（チャンスボタンと好機ボタンに関する演出）のいずれか一方の演出パ
ターンが決定される。ボタン操作待ち表示３が表示される前において、予め演出パターン
が決定される場合があってもよいし、遊技者がチャンスボタン１３６を押下するタイミン
グや押下する回数等によって、演出パターンが決定される場合があってもよい。このよう
に、遊技者がボタン操作待ち表示３に促されてボタンを操作した場合に表示されるボタン
応答表示には好機ボタン押下待ち表示（または、好機ボタン押下待ち表示の一部の表示）
が含まれる場合と含まれない場合がある。
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【０８６９】
＜演出パターン４＞
　図５８（ｃ）を用いて演出パターン４を説明する。演出パターン４は、チャンスボタン
１３６と好機ボタン１３９に関する演出である。演出パターン４は、チャンスボタン１３
６の押下待ちの際に行われる表示のボタン操作待ち表示４から始まり、装飾図柄表示装置
２０８にボタン操作待ち表示４を表示している最中のチャンスボタン１３６の操作有効期
間中に遊技者がチャンスボタン１３６を操作すると、装飾図柄表示装置２０８に、チャン
スボタン１３６の操作に応じて行われる表示であり、好機ボタン１３９の押下待ちの際に
行われる表示を含むボタン応答表示４が表示され、次いで、装飾図柄表示装置２０８にボ
タン応答表示４を表示している最中の好機ボタン１３９の操作有効期間中に遊技者が好機
ボタン１３９を操作すると、装飾図柄表示装置２０８に好機ボタン１３９の押下に応じて
行われるボタン応答表示５が表示される。このように、遊技者がボタン操作待ち表示４に
促されてボタンを操作した場合に表示されるボタン応答表示には、好機ボタン押下待ち表
示が含まれることになる。
【０８７０】
＜演出パターン５＞
　図５８（ｄ）を用いて演出パターン５を説明する。演出パターン５は、好機ボタン１３
９に関する演出である。演出パターン５は、好機ボタン１３９の押下待ちの際に行われる
表示のボタン操作待ち表示５から始まり、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち表示
５を表示している最中の好機ボタン１３９の操作有効期間中に遊技者が好機ボタン１３９
を操作すると、装飾図柄表示装置２０８に好機ボタン１３９の操作に応じて行われる表示
のボタン応答表示２が表示される。このように、演出パターン５では、ボタンに関する演
出が開始される際に好機ボタン１３９の操作を促すボタン操作待ち表示５を表示すること
になる。
【０８７１】
　本実施の形態では、図柄変動表示中に行われる演出パターン１～５において、演出パタ
ーンによって、大当り図柄態様の確定表示のされやすさを異ならせている。本実施の形態
では、演出パターン１～５のうち、演出パターン４が行われた図柄変動表示は、最も大当
り図柄態様が確定表示されやすいように構成されるに対して、演出パターン２のみが行わ
れた図柄変動表示は、最も大当り図柄態様が確定表示され難いように構成されている。演
出パターン３が行われずに演出パターン１が行われた図柄変動表示よりも演出パターン３
が行われた図柄変動表示が、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている
。演出パターン３が行われずに演出パターン５が行われた図柄変動表示よりも演出パター
ン３が行われた図柄変動表示が、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されて
いる。演出パターン５が行われずに演出パターン１が行われた図柄変動表示よりも演出パ
ターン５が行われた図柄変動表示が、大当り図柄が確定表示されやすいように構成される
場合や、演出パターン５が行われずに演出パターン１が行われた図柄変動表示と演出パタ
ーン１が行われずに演出パターン５が行われた図柄変動表示では、同じ確率で大当り図柄
態様が確定表示されるように構成される場合もある。最も大当り態様を停止表示しやすい
演出パターン４では、好機ボタン１３９を押下するためにはチャンスボタン１３６を押下
しなければならないため、遊技者の好機ボタン１３９の操作意欲を高めさせるのと同時に
、チャンスボタン１３６の操作意欲も高めさせることができ、遊技者の興趣を向上させる
ことができる場合がある。なお、本実施の形態におけるパチンコ機１００においては、上
記にあげた例以外も採用可能である。本実施の形態では、図柄変動表示中に行われる演出
パターン１～５において、演出パターンによって、大当り図柄態様の確定表示のされやす
さを同じにするように構成する場合があってもよい。
【０８７２】
　図５８で示すように、演出パターン１～５においては、チャンスボタン１３６が押下さ
れた場合に、チャンスボタン１３６が操作されたと判定されるが、演出パターン１～５に
おいて押下以外の操作方法でも操作されたと判定される場合があってもよい。例えば、チ
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ャンスボタン１３６が回転可能となるように構成されている場合は、遊技者がチャンスボ
タン１３６を通常状態から所定の角度以上に回転させると、チャンスボタン１３６が操作
されたと判定されるように構成されてもよい。
【０８７３】
　図５８で示すように、演出パターン１～５においては、好機ボタン１３９が押下された
場合に、好機ボタン１３９が操作されたと判定されるが、演出パターン１～５においてそ
れ以外の操作方法でも操作されたと判定される場合があってもよい。例えば、好機ボタン
１３９が回転可能となるように構成されている場合は、遊技者が好機ボタン１３９を通常
状態から所定の角度以上に回転させると、好機ボタン１３９が操作されたと判定されるよ
うに構成されてもよい。チャンスボタン１３６における所定の角度と好機ボタン１３９に
おける所定の角度は、同じであってもよいし、異なっていてもよい。
【０８７４】
　図５８で示すように、演出パターン１～５においては、チャンスボタン１３６と好機ボ
タン１３９を用いているが、これら以外の操作手段を用いる場合があってもよい。例えば
、チャンスボタン１３６や好機ボタン１３９に代えて、設定操作部１３７や透明部材１１
８をボタンとする操作手段が用いられる場合や、ハンドルの操作手段が用いられる場合が
あってもよい。なお、演出パターン１～５におけるチャンスボタン１３６の操作有効期間
の開始時期と終了時期は、ボタン操作待ち表示１、またはボタン操作待ち表示３が表示さ
れる前に決定され、好機ボタン１３９の操作有効期間の開始時期と終了時期は、ボタン操
作待ち表示２、またはボタン応答表示４が表示される前に決定される。なお、図５８に示
す演出パターン１～５の演出は、装飾図柄表示装置２０８に代えてサブ表示装置１０３０
で実行される場合があってもよいし、装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０の
両方で実行される場合があってもよい。
【０８７５】
（実施例１－１）
　本実施の形態の実施例１－１の演出例について図５９を用いて説明する。図５９は、図
５８（ａ）に示す演出パターン１における演出例を示し、演出状態を時系列で示している
。図５９（ａ）は、図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０
００の略示正面を示し、図５９（ｂ）～（ｆ）は、遊技盤１０００からメイン液晶ユニッ
ト１００１および可動体１００２を抜き出して示している。図５９～図８６では、チャン
スボタン１３６および好機ボタン１３９を摸式的に示している。チャンスボタン１３６の
押下面には、「プッシュ」の文字列が表記され、好機ボタン１３９の押下面には、「押せ
」の文字列が表記されている。なお、図５９以降において、可動体１００６、１００８、
１０１２の図示を省略している。
【０８７６】
　図５９（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。図５９
（ａ）に示す状態において、特図１および特図２の保留数が０である。
【０８７７】
　図５９（ａ）から引き続く図５９（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球し
たことに基づいて、特図１変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２
０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されてい
る。図５９以降において、装飾図柄の変動表示は下向きの白抜き太矢印で表している。図
５９（ｂ）は、チャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることを示して
いる。チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８は、光源にＬ
ＥＤが用いられる。好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１は、光源
にＬＥＤが用いられる。チャンスボタン１３６が通常状態の場合には、チャンスボタンラ
ンプ１３８が発光していない状態であるか、またはチャンスボタンランプ１３８が所定の
態様で発光している状態であってもよい。好機ボタン１３９が通常状態の場合には、好機
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ボタンランプ１４１が発光していない状態であるか、または好機ボタンランプ１４１が所
定の態様で発光している状態であってもよい。なお、チャンスボタンランプ１３８や好機
ボタンランプ１４１の光源には、ＬＥＤ以外の発光手段を用いる場合があってもよい。
【０８７８】
　図５９（ｂ）から引き続く図５９（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図５９（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０８７９】
　図５９（ｃ）から引き続く図５９（ｄ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示１（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示１には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央
部に表示されている、チャンスボタン１３６を摸した画像（以下、「チャンスボタン画像
」と称する場合がある。）と逆三角形が３つ重なった態様の画像（以下、「ボタン押下指
示画像」と称する場合がある。）が対応する。ボタン操作待ち表示１が表示される際に、
左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領域
の右上角部に縮小表示されるように配置される。なお、ボタン操作待ち表示１が表示され
る前に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の
表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される場合があってもよい。図５９（ｄ
）では、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に、チャンスボタン１３６に内蔵されて
いるチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様
で発光）している状態を表している。チャンスボタン１３６の上方に図示されている複数
本の線は、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の
態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技
者は、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様
で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を
操作することを知ることができる場合がある。なお、チャンスボタン画像やボタン押下指
示画像は、チャンスボタン１３６の操作有効期間中においては動く態様（例えば、上下方
向や左右方向の移動表示を繰り返すような動き）で表示して、チャンスボタン１３６の操
作有効期間外においては停止表示する場合があってもよい。
【０８８０】
　図５９（ｄ）から引き続く図５９（ｅ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に
遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、ボタン応答表示１（チャンスボタン１
３６の押下に応じて行われる表示）として、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央
部に「チャンス」の文字列画像が表示された状態を示している。なお、チャンスボタン１
３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合には、本例のボタン
応答表示１を表示しないように構成される場合があってもよいし、チャンスボタン１３６
の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合でも本例のボタン応答表
示１を表示するように構成される場合があってもよい。
【０８８１】
　図５９（ｅ）から引き続く図５９（ｆ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、はずれ図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
はずれであることが報知されている。なお、本例の演出が行われる図柄変動表示において
、大当り図柄態様の確定表示がされる場合があってもよい。
【０８８２】
（実施例１－２）
　本実施の形態の実施例１－２の演出例について図６０を用いて説明する。図６０は、図
５８で示した演出パターン１における演出例を示し、演出状態を時系列で示している。
【０８８３】
　図６０（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
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変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図６０（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【０８８４】
　図６０（ａ）から引き続く図６０（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図６０（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０８８５】
　図６０（ｂ）から引き続く図６０（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示１（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示１は、実施例１－１で示したボタン操作待ち表示１と
同じとなる、チャンスボタン画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像が
対応する。図６０（ｃ）では、チャンスボタン１３６の操作有効期間中にチャンスボタン
１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常
状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１３
６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態
とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ることが
できる場合がある。なお、装飾図柄表示装置２０８に表示されているチャンスボタン画像
の色とチャンスボタン１３６の発光色は同じとなるように構成される場合があってもよい
し、異なるように構成される場合があってもよい。なお、チャンスボタン画像やボタン押
下指示画像は、チャンスボタン１３６の操作有効期間中においては動く態様（例えば、上
下方向や左右方向の移動表示を繰り返すような動き）で表示して、チャンスボタン１３６
の操作有効期間外においては停止表示する場合があってもよい。
【０８８６】
　図６０（ｃ）から引き続く図６０（ｄ）は、図６０（ｃ）に示すボタン操作待ち表示１
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、ボタン応答表示
１（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる表示）が装飾図柄表示装置２０８の表
示領域の略中央部に表示された状態を示している。本例のボタン応答表示１は、実施例１
－１で示したボタン応答表示１と異なる表示の「チャンス！！」の文字列画像が対応する
。なお、チャンスボタン１３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされな
い場合には、本例のボタン応答表示１を表示しないように構成する場合があってもよいし
、チャンスボタン１３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合
でも本例のボタン応答表示１を表示するように構成する場合があってもよい。
【０８８７】
　図６０（ｄ）から引き続く図６０（ｅ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、はずれ図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
はずれであることが報知されている。
【０８８８】
　本実施の形態の実施例１－２の演出例について図６１を用いて説明する。図６１は、図
６０で示した演出例を実行する特図変動遊技が大当りとなる一例を示し、演出状態を時系
列で示している。図６１（ａ）～（ｄ）は、図６０（ａ）～（ｄ）と同じ演出状態を示し
ている。
【０８８９】
　図６１（ｄ）から引き続く図６１（ｅ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、大当り図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
大当りであることが報知されている。
【０８９０】
　このように、図５９～図６１において、図５８（ａ）に示す演出パターン１の一例を示
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した。実施例１－１で示す演出では、ボタン応答表示１として「チャンス」の文字列画像
が表示され、実施例１－２で示す演出では、ボタン応答表示１として「チャンス！！」の
文字列画像が表示される。演出パターン１が行われる図柄変動表示において、ボタン応答
表示１として「チャンス！！」の文字列画像が表示されずに「チャンス」の文字列画像が
表示される図柄変動表示よりも、ボタン応答表示１として「チャンス！！」の文字列画像
が表示される図柄変動表示の方が、大当り図柄態様の確定表示がされやすいように構成し
てもよい。同じ種類となる演出パターン１の演出であっても、ボタン応答表示１の表示に
よって大当り図柄態様の確定表示のされやすさを異ならせることで、遊技者の興趣を向上
させることができる場合がある。なお、演出パターン１が行われる図柄変動表示において
、ボタン応答表示１として「チャンス」の文字列画像が表示されずに「チャンス！！」の
文字列画像が表示される図柄変動表示よりも、ボタン応答表示１として「チャンス」の文
字列画像が表示される図柄変動表示の方が、大当り図柄態様の確定表示がされやすいよう
に構成してもよいし、ボタン応答表示１として、「チャンス」の文字列画像が表示されず
に「チャンス！！」の文字列画像が表示される図柄変動表示とボタン応答表示１として「
チャンス！！」の文字列画像が表示される図柄変動表示とでは、大当り図柄態様の確定表
示のされやすさが同じとなるように構成してもよい。
【０８９１】
（実施例１－３）
　本実施の形態の実施例１－３の演出例について図６２を用いて説明する。図６２は、図
５８（ａ）に示す演出パターン１の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。
【０８９２】
　図６２（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図６２（ａ）は、チャ
ンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることを示している。
【０８９３】
　図６２（ａ）から引き続く図６２（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図６２（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０８９４】
　図６２（ｂ）から引き続く図６２（ｃ）は、ボタン操作待ち表示１（チャンスボタン１
３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示している。本例のボタン操作
待ち表示１は、実施例１－１で示したボタン操作待ち表示１と同じ表示となるチャンスボ
タン画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像が対応する。図６２（ｃ）
では、ボタン操作待ち表示１の表示に関連して、チャンスボタン１３６が通常状態とは異
なる状態になり、チャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態と
は異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１３６に内
蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異
なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ることができる
場合がある。なお、チャンスボタン画像やボタン押下指示画像は、チャンスボタン１３６
の操作有効期間中においては動く態様（例えば、上下方向や左右方向の移動表示を繰り返
すような動き）で表示して、チャンスボタン１３６の操作有効期間外においては停止表示
する場合があってもよい。
【０８９５】
　図６２（ｃ）から引き続く図６２（ｄ）は、図６２（ｃ）に示すボタン操作待ち表示１
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することなくチャンスボタン
１３６の操作有効期間が終了し、その後、ボタン応答表示が表示されないで予告アニメー
ションによる演出が終了するとともに、はずれ図柄態様の確定表示がされた状態を示して
いる。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示
されて、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。なお、本例の演出
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が行われる図柄変動表示は、大当り図柄態様の確定表示がされる場合があってもよい。
【０８９６】
（実施例１－４）
　本実施の形態の実施例１－４の演出例について図６３を用いて説明する。図６３は、上
記の演出パターン１における演出例を示し、演出状態を時系列で示している。
【０８９７】
　図６３（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図６３（ａ）は、チャ
ンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることを示している。
【０８９８】
　図６３（ａ）から引き続く図６３（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図６３（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０８９９】
　図６３（ｂ）から引き続く図６３（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示１（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示１は、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央部
に表示されている、チャンスボタン画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示
画像と「押せ！」の文字列画像が対応する。ボタン操作待ち表示１が表示される際に、左
中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領域の
右上角部に縮小表示されるように配置される。なお、ボタン操作待ち表示１が表示される
前に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表
示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される場合があってもよい。図６３（ｃ）
では、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に、チャンスボタンランプ１３８が所定の
態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技
者は、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様
で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を
操作することを知ることができる場合がある。なお、チャンスボタン画像やボタン押下指
示画像は、チャンスボタン１３６の操作有効期間中においては動く態様（例えば、上下方
向や左右方向の移動表示を繰り返すような動き）で表示して、チャンスボタン１３６の操
作有効期間外においては停止表示する場合があってもよい。
【０９００】
　図６３（ｃ）から引き続く図６３（ｄ）は、図６３（ｃ）に示すボタン操作待ち表示１
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、ボタン応答表示
１（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる表示）として「大チャンス」の文字列
画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央部に表示された状態を示している。な
お、チャンスボタン１３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場
合には、本例のボタン応答表示１を表示しないように構成される場合があってもよいし、
チャンスボタン１３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合で
も本例のボタン応答表示１を表示するように構成される場合があってもよい。ボタン応答
表示１として「大チャンス」の文字列画像を表示しないで「チャンス」または「チャンス
！！」の文字列画像を表示する図柄変動表示よりも、ボタン応答表示１として「大チャン
ス」の文字列画像を表示する図柄変動表示の方が、大当り図柄態様が確定表示されやすい
ように構成される場合があってもよい。
【０９０１】
　図６３（ｄ）から引き続く図６３（ｅ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、はずれ図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
はずれであることが報知されている。
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【０９０２】
（実施例１－５）
　本実施の形態の実施例１－５の演出例について図６４を用いて説明する。図６４は、上
記の演出パターン１における演出例を示し、演出状態を時系列で示している。
【０９０３】
　図６４（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図６４（ａ）は、チャ
ンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることを示している。
【０９０４】
　図６４（ａ）から引き続く図６４（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図６４（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０９０５】
　図６４（ｂ）から引き続く図６４（ｃ）は、ボタン操作待ち表示１（チャンスボタン１
３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示している。本例のボタン操作
待ち表示１は、実施例１－４で示したボタン操作待ち表示１と同じとなるチャンスボタン
画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像と「押せ！」の文字列画像が対
応する。ボタン操作待ち表示１が表示される際に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８
ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配
置される。なお、ボタン操作待ち表示１が表示される前に、左中右図柄表示領域２０８ａ
、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示される
ように配置される場合があってもよい。図６４（ｃ）では、チャンスボタン１３６の操作
有効期間中に、チャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは
異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１３６に内蔵
されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異な
る態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ることができる場
合がある。なお、チャンスボタン画像やボタン押下指示画像は、チャンスボタン１３６の
操作有効期間中においては動く態様（例えば、上下方向や左右方向の移動表示を繰り返す
ような動き）で表示して、チャンスボタン１３６の操作有効期間外においては停止表示す
る場合があってもよい。
【０９０６】
　図６４（ｃ）から引き続く図６４（ｄ）は、図６４（ｃ）に示すボタン操作待ち表示１
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、ボタン応答表示
１（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる表示）として、実施例１－４で示した
ボタン応答表示１と異なる「大チャンス！」の文字列画像が装飾図柄表示装置２０８の表
示領域の略中央部に表示された状態を示している。なお、チャンスボタン１３６の操作有
効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合には、本例のボタン応答表示１を
表示しないように構成される場合があってもよいし、チャンスボタン１３６の操作有効期
間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合でも本例のボタン応答表示１を表示す
るように構成される場合があってもよい。ボタン応答表示１として「大チャンス！」の文
字列画像を表示しないで「大チャンス」の文字列画像を表示する図柄変動表示よりも、ボ
タン応答表示１として「大チャンス！」の文字列画像を表示する図柄変動表示の方が、大
当り図柄態様が確定表示されやすいように構成される場合があってもよいし、その逆の場
合があってもよい。
【０９０７】
　図６４（ｄ）から引き続く図６４（ｅ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、はずれ図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
はずれであることが報知されている。なお、本例の演出が行われる図柄変動表示において
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、大当り図柄態様の確定表示がされる場合があってもよい。
【０９０８】
（実施例１－６）
　本実施の形態の実施例１－６の演出例について図６５を用いて説明する。図６５は、図
５８（ａ）に示す演出パターン１の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。
【０９０９】
　図６５（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図６５（ａ）は、チャ
ンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることを示している。
【０９１０】
　図６５（ａ）から引き続く図６５（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図６５（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０９１１】
　図６５（ｂ）から引き続く図６５（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示１（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示１は、実施例１－３で示したボタン操作待ち表示１と
同じ表示となるチャンスボタン画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像
と「押せ！」の文字列画像が対応する。図６５（ｃ）では、チャンスボタン１３６の操作
有効期間中に、チャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは
異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１３６に内蔵
されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異な
る態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ることができる場
合がある。なお、チャンスボタン画像やボタン押下指示画像は、チャンスボタン１３６の
操作有効期間中においては動く態様（例えば、上下方向や左右方向の移動表示を繰り返す
ような動き）で表示して、チャンスボタン１３６の操作有効期間外においては停止表示す
る場合があってもよい。
【０９１２】
　図６５（ｃ）から引き続く図６５（ｄ）は、図６５（ｃ）に示すボタン操作待ち表示１
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することなくチャンスボタン
１３６の操作有効期間が終了する直前の状態を示している。
【０９１３】
　図６５（ｄ）から引き続く図６５（ｅ）は、図６５（ｃ）に示すボタン操作待ち表示１
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することなくチャンスボタン
１３６の操作有効期間が終了した場合でも、ボタン応答表示１（チャンスボタン１３６の
押下に応じて行われる表示）として、実施例１－３で示したボタン応答表示１と同じ「大
チャンス」の文字列画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央部に表示された状
態を示している。なお、ボタン応答表示１と同じ「大チャンス」の文字列画像を表示する
演出であっても、チャンスボタン１３６の押下することで「大チャンス」の文字列画像を
表示する実施例１－３で示した演出が実行された図柄変動表示よりも、本例の演出が実行
された図柄変動表示の方が、大当り図柄態様を確定表示されやすいように構成される場合
があってもよいし、その逆の場合があってもよい。そうすることで遊技者の興趣を向上さ
せることができる場合がある。一方、実施例１－３で示した演出が実行された図柄変動表
示と本例の演出が実行された図柄変動表示とでは、大当り図柄態様の確定表示されやすを
同じになるように構成する場合があってもよい。そうすることで遊技者の興趣を向上させ
ることができる場合がある。
【０９１４】
　図６５（ｅ）から引き続く図６５（ｆ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、はずれ図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
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ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
はずれであることが報知されている。なお、本例の演出が行われる図柄変動表示において
、大当り図柄態様の確定表示がされる場合があってもよい。
【０９１５】
（実施例１－７）
　本実施の形態の実施例１－７の演出例について図６６を用いて説明する。図６６は、図
５８（ａ）に示す演出パターン１の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。
【０９１６】
　図６６（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図６６（ａ）は、チャ
ンスボタン１３６と好機ボタンが通常状態であることを示している。
【０９１７】
　図６６（ａ）から引き続く図６６（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図６５（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０９１８】
　図６６（ｂ）から引き続く図６６（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示１（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示１は、実施例１－３で示したボタン操作待ち表示１と
同じ表示となるチャンスボタン画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像
と「押せ！」の文字列画像が対応する。図６６（ｃ）では、チャンスボタン１３６の操作
有効期間中に、チャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは
異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１３６に内蔵
されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異な
る態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ることができる場
合がある。なお、チャンスボタン画像やボタン押下指示画像は、チャンスボタン１３６の
操作有効期間中においては動く態様（例えば、上下方向や左右方向の移動表示を繰り返す
ような動き）で表示して、チャンスボタン１３６の操作有効期間外においては停止表示す
る場合があってもよい。
【０９１９】
　図６６（ｃ）から引き続く図６６（ｄ）は、図６６（ｃ）に示すボタン操作待ち表示１
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することなくチャンスボタン
１３６の操作有効期間が終了する直前の状態を示している。
【０９２０】
　図６６（ｄ）から引き続く図６６（ｅ）は、図６６（ｃ）に示すボタン操作待ち表示１
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することなくチャンスボタン
１３６の操作有効期間が終了した場合でも、ボタン応答表示１（チャンスボタン１３６の
押下に応じて行われる表示）として、「大チャンス？」の文字列画像が装飾図柄表示装置
２０８の表示領域の略中央部に表示された状態を示している。本例で示す「大チャンス？
」の文字列画像のボタン応答表示１は、ボタン操作待ち表示１の表示の際に遊技者がチャ
ンスボタン１３６を操作した場合には表示されないボタン応答表示である。なお、ボタン
操作待ち表示１の表示の際に遊技者がチャンスボタン１３６を操作しない場合に「大チャ
ンス」の文字列画像を表示する実施例１－６で示した演出が実行された図柄変動表示より
も、本例の演出が実行された図柄変動表示の方が、大当り図柄態様が確定表示されやすい
ように構成される場合があってもよいし、その逆の場合があってもよい。そうすることで
遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。一方、実施例１－６で示した演出が
実行された図柄変動表示と本例の演出が実行された図柄変動表示とでは、大当り図柄態様
の確定表示されやすさを同じになるように構成する場合があってもよい。そうすることで
遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。
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【０９２１】
　図６６（ｅ）から引き続く図６６（ｆ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、はずれ図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
はずれであることが報知されている。なお、本例の演出が行われる図柄変動表示において
、大当り図柄態様の確定表示がされる場合があってもよい。
【０９２２】
　このように、実施例１－１～１－７で示した演出例では、ボタン操作待ち表示１を示し
ている最中のチャンスボタン１３６の操作有効期間中において、チャンスボタン１３６が
操作された場合に表示されるボタン応答表示１とチャンスボタン１３６が操作されない場
合でも表示されるボタン応答表示１がある。チャンスボタン１３６が操作された場合に表
示されるボタン応答表示１とチャンスボタン１３６が操作されない場合でも表示されるボ
タン応答表示１とでは、同一の表示を行う場合や異なる表示を行う場合がある。ボタン操
作待ち表示１を示している最中のチャンスボタン１３６の操作有効期間中において、チャ
ンスボタン１３６が操作されない場合には、ボタン応答表示１が表示されない場合もある
。
【０９２３】
　実施例１－１～１－７で示した演出例では、ボタン応答表示１は、ボタン操作待ち表示
１を表示している際の遊技者のチャンスボタン１３６の押下をするタイミングや押下の有
無によって、異なるように構成される場合がある。同じ演出パターン１の演出であっても
、ボタン応答表示１の表示によって、大当り信頼度が異なるように構成される場合があっ
てもよい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。一方、
どのようなボタン応答表示１が表示されても同じ演出パターン１の演出であれば、大当り
信頼度が同じとなるように構成される場合があってもよい。そうすることで、遊技者の興
趣を向上させることができる場合がある。
【０９２４】
（実施例２－１）
　本実施の形態の実施例２－１の演出例について図６７を用いて説明する。図６７は、図
５８（ｂ）に示す演出パターン２における演出例を示し、演出状態を時系列で示している
。
【０９２５】
　図６７（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図６７（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【０９２６】
　図６７（ａ）から引き続く図６７（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図６７（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０９２７】
　図６７（ｂ）から引き続く図６７（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示３（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示３には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央
部に表示されている、チャンスボタン１３６が発光した態様を摸した画像（以下、「チャ
ンスボタン発光画像」と称する場合がある。）と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押
下指示画像が対応する。チャンスボタン発光画像は、演出パターン１においては表示され
ない画像である。ボタン操作待ち表示３が表示される際に、左中右図柄表示領域２０８ａ
、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示される
ように配置される。なお、ボタン操作待ち表示３が表示される前に、左中右図柄表示領域
２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表
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示されるように配置される場合があってもよい。図６７（ｃ）では、チャンスボタン１３
６の操作有効期間中に、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１
３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表し
ている。遊技者は、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８
が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボ
タン１３６を操作することを知ることができる場合がある。なお、チャンスボタン画像や
ボタン押下指示画像は、チャンスボタン１３６の操作有効期間中においては動く態様（例
えば、上下方向や左右方向の移動表示を繰り返すような動き）で表示して、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間外においては停止表示する場合があってもよい。
【０９２８】
　ボタン操作待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像の表示色とチャンスボタン１３
６の発光色を、同じ色となるように構成する場合があってもよいし、異なる色となるよう
に構成する場合があってもよい。ボタン操作待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像
の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が同じとなる図柄変動表示よりも、ボタン操作
待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が
異なる図柄変動表示の方が、大当り図柄を確定表示しやすいように構成される場合があっ
てもよいし、その逆の場合があってもよい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させる
ことができる場合がある。一方、ボタン操作待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像
の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が同じとなる図柄変動表示とボタン操作待ち表
示３としてのチャンスボタン発光画像の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が異なる
図柄変動表示とでは、大当り図柄態様の確定表示のされやすさが同じとなる場合があって
もよい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。
【０９２９】
　図６７（ｃ）から引き続く図６７（ｄ）は、図６７（ｃ）に示すボタン操作待ち表示３
が表示されている最中のチャンスボタン１３６の操作有効期間中に遊技者がチャンスボタ
ン１３６を押下することで、ボタン応答表示３（チャンスボタン１３６の押下に応じて行
われる表示）の序盤が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示された状態を示している
。本例のボタン応答表示３の表示は、「さらにチャンス」の文字列画像と移動表示する好
機ボタン１３９を摸した画像（以下、「好機ボタン画像」と称する場合がある。）が対応
する。ボタン応答表示３の表示開始の際には、好機ボタン画像が装飾図柄表示装置２０８
の表示領域の右端からフレームインするように表示される。
【０９３０】
　図６７（ｄ）から引き続く図６７（ｅ）は、ボタン応答表示３の中盤が表示された状態
を示している。図６７（ｅ）では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフレー
ムインするように表示された好機ボタン画像が、表示領域の中央部を通りすぎて、左端に
移動表示しフレームアウトするように表示することで消去される。図６７（ｅ）で示して
いる矢印は、好機ボタン画像が移動した方向とその軌跡を表しているが、ボタン応答表示
３として装飾図柄表示装置２０８に実際に表示される場合があってもよい。
【０９３１】
　図６７（ｅ）から引き続く図６７（ｆ）は、ボタン応答表示３の終盤が表示された状態
を示している。ボタン応答表示３として、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央部
に「残念」の文字列画像が表示された状態を示している。
【０９３２】
　図６７（ｆ）から引き続く図６７（ｇ）は、ボタン応答表示３の表示を終了して、はず
れ図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８
ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであ
ることが報知されている。
【０９３３】
　このように、本例のボタン応答表示３は、好機ボタン１３９の操作待ちの際には表示さ
れないように構成されている。
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【０９３４】
　本実施の形態の実施例２－１の演出例について図６８を用いて説明する。図６８は、図
６７で示した演出例を実行する特図変動遊技が大当りとなる一例を示し、演出状態を時系
列で示している。図６８（ａ）～（ｆ）は、図６７（ａ）～（ｆ）と同じ演出状態を示し
ている。
【０９３５】
　図６８（ｆ）から引き続く図６８（ｇ）は、ボタン応答表示３の表示を終了して、左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにはずれ図柄態様の「装飾２－装飾３－装飾２」が仮
停止表示された状態を示している。
【０９３６】
　図６８（ｇ）から引き続く図６８（ｈ）は、再度、装飾図柄の変動表示が行われて、大
当り図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が大当りで
あることが報知されている。なお、図６８（ｇ）以降において復活演出が行われた後で、
装飾図柄の変動表示が行われるように構成されていてもよい。
【０９３７】
（実施例２－２）
　本実施の形態の実施例２－２の演出例について図６９を用いて説明する。図６９は、図
５８（ａ）に示す演出パターン２の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。本例
の演出は、実施例２－１で示した演出の変形例である。
【０９３８】
　図６９（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図６９（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタンが通常状態であることを示している。
【０９３９】
　図６９（ａ）から引き続く図６９（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図６９（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０９４０】
　図６９（ｂ）から引き続く図６９（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示３（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示３には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央
部に表示されているチャンスボタン発光画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下
指示画像が対応する。チャンスボタン１３６が発光した態様を摸した画像は、演出パター
ン１において表示されない画像である。ボタン操作待ち表示３が表示される際に、左中右
図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上
角部に縮小表示されるように配置される。なお、ボタン操作待ち表示３が表示される前に
、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領
域の右上角部に縮小表示されるように配置される場合があってもよい。図６９（ｃ）では
、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に、チャンスボタン１３６に内蔵されているチ
ャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光
）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャン
スボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）す
ることで、チャンスボタン１３６を操作することを知ることができる場合がある。なお、
チャンスボタン画像やボタン押下指示画像は、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に
おいては動く態様（例えば、上下方向や左右方向の移動表示を繰り返すような動き）で表
示して、チャンスボタン１３６の操作有効期間外においては停止表示する場合があっても
よい。
【０９４１】
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　ボタン操作待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像の表示色とチャンスボタン１３
６の発光色を、同じ色となるように構成する場合があってもよいし、異なる色となるよう
に構成する場合があってもよい。ボタン操作待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像
の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が同じとなる図柄変動表示よりも、ボタン操作
待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が
異なる図柄変動表示の方が、大当り図柄を確定表示しやすいように構成される場合があっ
てもよいし、その逆の場合があってもよい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させる
ことができる場合がある。一方、ボタン操作待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像
の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が同じとなる図柄変動表示とボタン操作待ち表
示３としてのチャンスボタン発光画像の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が異なる
図柄変動表示とでは、大当り図柄態様の確定表示のされやすさが同じとなる場合があって
もよい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。
【０９４２】
　図６９（ｃ）から引き続く図６９（ｄ）は、ボタン操作待ち表示３が継続して表示され
ている状態を示している。
【０９４３】
　図６９（ｄ）から引き続く図６９（ｅ）は、ボタン操作待ち表示３が表示されている際
に遊技者がチャンスボタン１３６の押下をすることなく、チャンスボタン１３６の操作有
効期間が終了する直前の状態を示している。
【０９４４】
　図６９（ｅ）から引き続く図６９（ｆ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が終
了の際にボタン操作待ち表示３を消去して、ボタン応答表示３として「残念」の文字列画
像を表示した状態を示している。本例では、実施例２－１と比較すると、図柄変動表示を
開始してからボタン応答表示３を表示するまでの時間を要したため、実施例２－２で示し
たボタン応答表示３の序盤と中盤の表示の「さらにチャンス」の文字列画像と好機ボタン
画像を表示しないように構成されている。なお、チャンスボタン１３６の操作有効期間中
にチャンスボタン１３６が操作されない場合には、「残念」の文字列画像のボタン応答表
示３が表示されないように構成されてもよい。
【０９４５】
　図６９（ｆ）から引き続く図６９（ｇ）は、ボタン応答表示３の表示を終了して、はず
れ図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８
ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであ
ることが報知されている。
【０９４６】
　本実施の形態の実施例２－２の演出例について図７０を用いて説明する。図７０は、図
６９で示した演出例を実行する特図変動遊技が大当りとなる一例を示し、演出状態を時系
列で示している。図７０（ａ）～（ｆ）は、図６９（ａ）～（ｆ）と同じ演出状態を示し
ている。
【０９４７】
　図７０（ｆ）から引き続く図７０（ｇ）は、ボタン応答表示３の表示を終了して、左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにはずれ図柄態様の「装飾２－装飾３－装飾２」が仮
停止表示された状態を示している。
【０９４８】
　図７０（ｇ）から引き続く図７０（ｈ）は、再度、装飾図柄の変動表示が行われて、大
当り図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が大当りで
あることが報知されている。なお、図７０（ｇ）以降において復活演出が行われた後で、
装飾図柄の変動表示が行われるように構成されていてもよい。
【０９４９】
　実施例２－１および２－２で示した演出では、ボタン応答表示３は、ボタン操作待ち表
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示３を表示している際の遊技者のチャンスボタン１３６の押下をするタイミングや押下の
有無によって、異なるように構成される場合がある。同じ演出パターン２の演出であって
も、ボタン応答表示３の表示によって、大当り信頼度が異なるように構成される場合があ
ってもよい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。一方
、どのようなボタン応答表示３が表示されても同じ演出パターン２の演出であれば、大当
り信頼度が同じとなるように構成される場合があってもよい。そうすることで、遊技者の
興趣を向上させることができる場合がある。
【０９５０】
（実施例３－１）
　本実施の形態の実施例３－１の演出例について図７１を用いて説明する。図７１は、図
５８（ｂ）に示す演出パターン３における演出例を示し、演出状態を時系列で示している
。
【０９５１】
　図７１（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図７１（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【０９５２】
　図７１（ａ）から引き続く図７１（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図７１（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０９５３】
　図７１（ｂ）から引き続く図７１（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示３（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示３には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央
部に表示されている、チャンスボタン１３６が発光した態様を摸したチャンスボタン発光
画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像が対応する。チャンスボタン発
光画像は、演出パターン１においては表示されない画像である。ボタン操作待ち表示３が
表示される際に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置
２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される。なお、ボタン操作待ち
表示３が表示される前に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄
表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される場合があっても
よい。図７１（ｃ）では、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に、チャンスボタン１
３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状
態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１３６
に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態と
は異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ることがで
きる場合がある。なお、チャンスボタン画像やボタン押下指示画像は、チャンスボタン１
３６の操作有効期間中においては動く態様（例えば、上下方向や左右方向の移動表示を繰
り返すような動き）で表示して、チャンスボタン１３６の操作有効期間外においては停止
表示する場合があってもよい。
【０９５４】
　ボタン操作待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像の表示色とチャンスボタン１３
６の発光色を、同じ色となるように構成する場合があってもよいし、異なる色となるよう
に構成する場合があってもよい。ボタン操作待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像
の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が同じとなる図柄変動表示よりも、ボタン操作
待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が
異なる図柄変動表示の方が、大当り図柄を確定表示しやすいように構成される場合があっ
てもよいし、その逆の場合があってもよい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させる
ことができる場合がある。一方、ボタン操作待ち表示３としてのチャンスボタン発光画像
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の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が同じとなる図柄変動表示とボタン操作待ち表
示３としてのチャンスボタン発光画像の表示色とチャンスボタン１３６の発光色が異なる
図柄変動表示とでは、大当り図柄態様の確定表示のされやすさが同じとなる場合があって
もよい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。
【０９５５】
　図７１（ｃ）から引き続く図７１（ｄ）は、図７１（ｃ）に示すチャンスボタン１３６
の操作有効期間中に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、ボタン応答表示４
（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる表示）の序盤が装飾図柄表示装置２０８
の表示領域に表示された状態を示している。本例のボタン応答表示４は、「さらにチャン
ス！！」の文字列画像が対応している。「さらにチャンス！！」の文字列画像は、演出パ
ターン２で表示されるボタン応答表示３において表示されない画像である。なお、本例で
は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始された直後に遊技者がチャンスボタン１
３６の押下を行っている。
【０９５６】
　図７１（ｄ）から引き続く図７１（ｅ）は、ボタン応答表示４の中盤が装飾図柄表示装
置２０８の表示領域に表示された状態を示している。本例のボタン応答表示４では、「さ
らにチャンス！！」の文字列画像を表示してから、好機ボタン１３９を摸した好機ボタン
画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフレームインするように表示され
た状態を示している。
【０９５７】
　図７１（ｅ）から引き続く図７１（ｆ）は、ボタン応答表示４の終盤が表示された状態
を示している。図７１（ｆ）では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフレー
ムインするように表示された好機ボタン画像を表示領域の中央部で停止し、「さらにチャ
ンス！！」の画像を消去して、逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像を表示
した状態が示されている。ボタン押下指示画像は、演出パターン２において表示されるボ
タン応答表示３では表示されない画像である。好機ボタン画像が装飾図柄表示装置２０８
の表示領域で停止表示され、ボタン押下指示画像が表示することで、好機ボタン１３９の
操作有効期間が開始されることが報知される。好機ボタン画像の停止表示とボタン押下指
示画像は、好機ボタン１３９押下待ちの際に表示される。図７１（ｆ）では、好機ボタン
１３９の操作有効期間中に好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１が
所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している
。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１が所定の態様で
発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、好機ボタン１３９を操作す
ることを知ることができる場合がある。なお、好機ボタン画像やボタン押下指示画像は、
好機ボタン１３９の操作有効期間中において動いて（例えば、上下方向や左右方向の移動
表示を繰り返すような動き）表示され、好機ボタン１３９の操作有効期間外においては停
止表示される場合があってもよい。
【０９５８】
　ボタン応答表示４としての好機ボタン画像の表示色と好機ボタン１３９の発光色を、同
じ色となるように構成する場合があってもよいし、異なる色となるように構成する場合が
あってもよい。ボタン応答表示４としての好機ボタン画像の表示色と好機ボタン１３９の
発光色が同じとなる図柄変動表示よりも、ボタンと応答表示４としての好機ボタン画像の
表示色と好機ボタン１３９の発光色が異なる図柄変動表示の方が、大当り図柄を確定表示
しやすいように構成される場合があってもよいし、その逆の場合があってもよい。
【０９５９】
　図７１（ｆ）から引き続く図７１（ｇ）は、図７１（ｆ）に示すボタン応答表示４が表
示されている際に遊技者が好機ボタン１３９を押下することで、ボタン応答表示５（好機
ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、「残念」の文字列画像が装飾図柄表
示装置２０８の表示領域に表示された状態を示している。
【０９６０】
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　図７１（ｇ）から引き続く図７１（ｈ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、はずれ図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
はずれであることが報知されている。なお、ボタン応答表示５として、「残念」の文字列
画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示された場合でも、大当り図柄態様の確定
表示がされる場合があってもよい。
【０９６１】
（実施例３－２）
　本実施の形態の実施例３－２の演出例について図７２を用いて説明する。図７２は、図
７１で示した演出例を実行する特図変動遊技が大当りとなる一例を示し、演出状態を時系
列で示している。図７２（ａ）～（ｆ）は、図７１（ａ）～（ｆ）と同じ演出状態を示し
ている。
【０９６２】
　図７２（ｆ）から引き続く図７２（ｇ）は、図７２（ｆ）に示すボタン応答表示４が表
示されている際に遊技者が好機ボタン１３９を押下することで、ボタン応答表示５（好機
ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、「大当り！？」の文字列画像が装飾
図柄表示装置２０８の表示領域に表示された状態を示している。
【０９６３】
　図７２（ｇ）から引き続く図７２（ｈ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、大当り図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
大当りであることが報知されている。なお、ボタン応答表示５として、「大当り！？」の
文字列画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示された場合でも、はずれ図柄態様
の確定表示がされる場合があってもよい。
【０９６４】
　本実施例の演出が行われる図柄変動表示において、ボタン応答表示５として「大当り！
？」の文字列画像が表示されずに「残念」の文字列画像が表示される図柄変動表示よりも
、ボタン応答表示５として「大当り！？」の文字列画像が表示される図柄変動表示の方が
、大当り図柄態様の確定表示がされやすいように構成されている。なお、ボタン応答表示
５として、「残念」の文字列画像が表示される場合と「大当り！？」の文字列画像が表示
される場合とで、大当り図柄態様の確定表示のされやすさを同じにするように構成する場
合があってもよい。
【０９６５】
（実施例３－３）
　本実施の形態の実施例３－３の演出例について図７３を用いて説明する。図７３は、図
５８（ｂ）に示す演出パターン３における演出例を示し、演出状態を時系列で示している
。本例の演出は、実施例３－１で示した演出の変形例である。
【０９６６】
　図７３（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図７３（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【０９６７】
　図７３（ａ）から引き続く図７３（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図７３（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０９６８】
　図７３（ｂ）から引き続く図７３（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示３（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示３には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央
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部に表示されている、チャンスボタン１３６が発光した態様を摸したチャンスボタン発光
画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像が対応する。ボタン操作待ち表
示３が表示される際に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表
示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される。なお、ボタン操
作待ち表示３が表示される前に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装
飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される場合があ
ってもよい。図７３（ｃ）では、ボタン操作待ち表示３の表示に関連して、チャンスボタ
ン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通
常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１
３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状
態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ること
ができる場合がある。
【０９６９】
　図７３（ｃ）から引き続く図７３（ｄ）は、図７３（ｃ）で示したボタン操作待ち表示
３が継続して表示している状態を示している。
【０９７０】
　図７３（ｄ）から引き続く図７３（ｅ）は、図７３（ｃ）、（ｄ）に示すボタン操作待
ち表示３が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、図７１
（ｅ）に示すボタン応答表示４を表示した状態を示している。本例では、実施例３－１で
示した場合よりも、ボタン操作待ち表示３が表示開始されてから遊技者がチャンスボタン
１３６の押下をするまでの時間を要したため、図７１（ｄ）に示すボタン応答表示４の序
盤を表示しないで、図７１（ｅ）に示すボタン応答表示４の中盤を表示している。なお、
ボタン操作待ち表示３が表示開始されてからボタン応答表示４が表示されるまでに要した
時間に応じて、実施例３－１で示したボタン応答表示４の序盤から終盤までの全ての表示
を倍速再生するように表示する場合があってもよい。
【０９７１】
　図７３（ｅ）から引き続く図７３（ｆ）は、図７１（ｆ）で示すボタン応答表示４が表
示された状態を示している。図７３（ｆ）では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右
端からフレームインするように表示された好機ボタン画像を表示領域の中央部で停止し、
「さらにチャンス！！」の画像を消去して、逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指
示画像を表示した状態が示されている。好機ボタン画像が装飾図柄表示装置２０８の表示
領域で停止表示され、ボタン押下指示画像が表示することで、好機ボタン１３９の操作有
効期間であることが報知される。好機ボタン画像の停止表示とボタン押下指示画像は、好
機ボタン１３９押下待ちの際に表示される。図７３（ｆ）では、好機ボタン１３９の操作
有効期間中に好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１が所定の態様で
発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、
好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または
、通常状態とは異なる態様で発光）することで、好機ボタン１３９を操作することを知る
ことができる場合がある。
【０９７２】
　図７３（ｆ）から引き続く図７３（ｇ）は、図７３（ｆ）に示すボタン応答表示４が表
示されている際に遊技者が好機ボタン１３９を押下することで、ボタン応答表示５（好機
ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、「残念」の文字列画像が装飾図柄表
示装置２０８の表示領域に表示された状態を示している。
【０９７３】
　図７３（ｇ）から引き続く図７３（ｈ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、はずれ図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
はずれであることが報知されている。なお、ボタン応答表示５として、「残念」の文字列
画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示された場合でも、大当り図柄態様の確定
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表示がされる場合があってもよい。
【０９７４】
（実施例３－４）
　本実施の形態の実施例３－４の演出例について図７４を用いて説明する。図７４は、図
５８（ｂ）に示す演出パターン３における演出例を示し、演出状態を時系列で示している
。本例の演出は、実施例３－１で示した演出の変形例である。
【０９７５】
　図７４（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図７４（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【０９７６】
　図７４（ａ）から引き続く図７４（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図７４（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０９７７】
　図７４（ｂ）から引き続く図７４（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示３（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示３には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央
部に表示されている、チャンスボタン１３６が発光した態様を摸したチャンスボタン発光
画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像が対応する。ボタン操作待ち表
示３が表示される際に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表
示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される。なお、ボタン操
作待ち表示３が表示される前に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装
飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される場合があ
ってもよい。図７４（ｃ）では、ボタン操作待ち表示３の表示に関連して、チャンスボタ
ン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通
常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１
３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状
態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ること
ができる場合がある。
【０９７８】
　図７４（ｃ）から引き続く図７４（ｄ）は、図７４（ｃ）で示したボタン操作待ち表示
３が継続して表示している状態を示している。
【０９７９】
　図７４（ｄ）から引き続く図７４（ｅ）は、図７４（ｃ）、（ｄ）に示すボタン操作待
ち表示３が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、図７１
（ｄ）に示すボタン応答表示４の序盤を装飾図柄表示装置２０８に表示した状態を示して
いる。なお、本例では、チャンスボタン１３６の操作有効期間が終了する直前に遊技者が
チャンスボタン１３６の押下を行っている。
【０９８０】
　図７４（ｅ）から引き続く図７４（ｆ）は、図７１（ｆ）で示すボタン応答表示４の終
盤が表示され、好機ボタン１３９が操作有効期間であることを報知している状態を示して
いる。本例では、実施例３－１で示した場合よりも、ボタン操作待ち表示３が表示開始さ
れてから遊技者がチャンスボタン１３６の押下をするまでの時間を要したため、図７１（
ｅ）に示すボタン応答表示４の中盤を表示しないで、図７１（ｆ）に示すボタン応答表示
４の終盤を表示している。なお、ボタン操作待ち表示３が表示開始されてからボタン応答
表示４が表示されるまでに要した時間に応じて、実施例３－１で示したボタン応答表示４
の序盤から終盤までの全ての表示を倍速再生するように表示する場合があってもよい。図
７４（ｆ）では、好機ボタン１３９の操作有効期間中に好機ボタン１３９に内蔵されてい
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る好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光
）している状態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタン
ランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで
、好機ボタン１３９を操作することを知ることができる場合がある。
【０９８１】
　図７４（ｆ）から引き続く図７４（ｇ）は、図７４（ｆ）に示すボタン応答表示４が表
示されている際に遊技者が好機ボタン１３９を押下することで、ボタン応答表示５（好機
ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、「大当り！？」の文字列画像が装飾
図柄表示装置２０８の表示領域に表示された状態を示している。
【０９８２】
　図７４（ｇ）から引き続く図７４（ｈ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、大当り図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
大当りであることが報知されている。なお、ボタン応答表示５として、「大当り！？」の
文字列画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示された場合でも、はずれ図柄態様
の確定表示がされる場合があってもよい。
【０９８３】
（実施例３－５）
　本実施の形態の実施例３－５の演出例について図７５を用いて説明する。図７５は、図
５８（ｂ）に示す演出パターン３の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。本例
の演出は、実施例３－１で示した演出の変形例である。
【０９８４】
　図７５（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図７５（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【０９８５】
　図７５（ａ）から引き続く図７５（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図７１（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０９８６】
　図７５（ｂ）から引き続く図７５（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示３（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示３には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央
部に表示されている、チャンスボタン１３６が発光した態様を摸したチャンスボタン発光
画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像が対応する。ボタン操作待ち表
示３が表示される際に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表
示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される。なお、ボタン操
作待ち表示３が表示される前に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装
飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される場合があ
ってもよい。図７５（ｃ）では、ボタン操作待ち表示３の表示に関連して、チャンスボタ
ン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通
常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１
３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状
態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ること
ができる場合がある。
【０９８７】
　図７５（ｃ）から引き続く図７５（ｄ）は、図７５（ｃ）で示したボタン操作待ち表示
３を継続して表示している状態を示している。
【０９８８】



(191) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

　図７５（ｄ）から引き続く図７５（ｅ）は、図７５（ｆ）に示すボタン操作待ち表示３
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することなく、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間が終了する直前の状態を示している。
【０９８９】
　図７５（ｅ）から引き続く図７５（ｆ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間が終
了の際にボタン操作待ち表示３を消去して、図７１（ｆ）で示したボタン応答表示４の終
盤を表示した状態を示している。本例では、チャンスボタン１３６の操作有効期間中にチ
ャンスボタン１３６が操作されなかったため、実施例３－１で示した図７１（ｄ）に示す
ボタン応答表示４の序盤と図７１（ｅ）に示すボタン応答表示４の中盤を表示しないで、
図７１（ｆ）に示すボタン応答表示４の終盤を表示するように構成されている。図７１（
ｆ）に示すボタン応答表示４を表示することで、好機ボタン１３９が操作有効期間中であ
ることを報知している。図７５（ｆ）では、好機ボタン１３９の操作有効期間中に好機ボ
タン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常
状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に
内蔵されている好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異な
る態様で発光）することで、好機ボタン１３９を操作することを知ることができる場合が
ある。なお、チャンスボタン１３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６が操作され
ない場合では、図７１（ｄ）～（ｆ）に示す全てのボタン応答表示５が表示されないよう
に構成されていてもよい。
【０９９０】
　図７５（ｆ）から引き続く図７５（ｇ）は、図７５（ｆ）に示すボタン応答表示４が表
示されている際に遊技者が好機ボタン１３９を押下することで、ボタン応答表示５（好機
ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、「大当り！？」の文字列画像が装飾
図柄表示装置２０８の表示領域に表示された状態を示している。
【０９９１】
　図７５（ｇ）から引き続く図７５（ｈ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、大当り図柄態様の確定表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
大当りであることが報知されている。なお、ボタン応答表示５として、「大当り！？」の
文字列画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示された場合でも、はずれ図柄態様
の確定表示がされる場合があってもよい。
【０９９２】
（実施例３－６）
　本実施の形態の実施例３－６の演出例について図７６を用いて説明する。図７６は、図
５８（ｂ）に示す演出パターン３の演出例を示し、演出状態を時系列で示している。
【０９９３】
　図７６（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図７６（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【０９９４】
　図７６（ａ）から引き続く図７６（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図７１（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【０９９５】
　図７６（ｂ）から引き続く図７６（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示３（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示３には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央
部に表示されている、チャンスボタン１３６が発光した態様を摸したチャンスボタン発光
画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像が対応する。ボタン操作待ち表
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示３が表示される際に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表
示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される。なお、ボタン操
作待ち表示３が表示される前に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装
飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される場合があ
ってもよい。図７６（ｃ）では、ボタン操作待ち表示３の表示に関連して、チャンスボタ
ン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通
常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１
３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状
態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ること
ができる場合がある。
【０９９６】
　図７６（ｃ）から引き続く図７６（ｄ）は、図７６（ｃ）に示すボタン操作待ち表示３
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、ボタン応答表示
４（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる表示）の序盤として、装飾図柄表示装
置２０８の表示領域の中央部に「さらにチャンス！！」の文字列画像を表示している。
【０９９７】
　図７６（ｄ）から引き続く図７６（ｅ）は、ボタン応答表示４の終盤が表示された状態
を示し、好機ボタン１３９の操作有効期間であることが報知されている状態を示している
。図７６（ｅ）では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央部に表示している「さら
にチャンス！！」の画像を消去して、逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像
を装飾図柄表示装置２０８に表示し、好機ボタン１３９が突出した状態を摸した画像（以
下、「好機ボタン突出画像」と称する場合がある。）を装飾図柄表示装置２０８とサブ表
示装置１０３０の両方で表示している。装飾図柄表示装置２０８では、好機ボタン突出画
像の中部から上の画像を表示し、サブ表示装置１０３０では、好機ボタン突出画像の中部
より下の画像を表示することで、好機ボタン突出画像の全体を表示している。図７６（ｅ
）では、好機ボタン１３９の操作有効期間中に好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボ
タンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）し、通
常状態よりも突出した状態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵されている
好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）
し通常状態よりも突出することで、好機ボタン１３９を操作することを知ることができる
場合がある。なお、ボタン応答表示４の表示中に好機ボタン１３９が突出しない図柄変動
表示よりもボタン応答表示４の表示中に好機ボタン１３９が突出する図柄変動表示の方が
大当り図柄態様を停止表示しやすいように構成される場合があってもよいし、その逆場合
があってもよい。そうすることで遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。一
方、ボタン応答表示４の表示中に好機ボタン１３９が突出しない図柄変動表示とボタン応
答表示４の表示中に好機ボタン１３９が突出する図柄変動表示とでは、大当り図柄態様の
停止表示のされやすさを同じとするように構成される場合があってもよい。そうすること
で遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。
【０９９８】
　図７６（ｅ）から引き続く図７６（ｆ）は、図７６（ｆ）に示すボタン応答表示４が表
示されている際に遊技者が好機ボタン１３９を押下することで、ボタン応答表示５（好機
ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、「超激アツ！！！」の文字列画像が
装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示された状態を示している。なお、ボタン応答表
示５として、「超激アツ！！！」の文字列画像が表示されずに「残念」や「大当り！？」
の文字列画像が表示された図柄変動表示よりも、「超激アツ！！！」の文字列画像が表示
された図柄変動表示の方が、大当り図柄態様を停止表示されやすいように構成されている
。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。
【０９９９】
　図７６（ｆ）から引き続く図７６（ｇ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、大当り図柄態様の停止表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
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ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果大
当りであることが報知されている。なお、ボタン応答表示５として、「超激アツ！！！」
の文字列画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示された場合でも、はずれ図柄態
様の停止表示がされる場合があってもよい。
【１０００】
（実施例３－７）
　本実施の形態の実施例３－７の演出例について図７７を用いて説明する。図７７は、図
５８（ｂ）に示す演出パターン３の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。
【１００１】
　図７７（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図７７（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【１００２】
　図７７（ａ）から引き続く図７７（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図７１（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【１００３】
　図７７（ｂ）から引き続く図７７（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示３（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。本例のボタン操作待ち表示３には、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央
部に表示されている、チャンスボタン１３６が発光した態様を摸したチャンスボタン発光
画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像が対応する。ボタン操作待ち表
示３が表示される際に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表
示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される。なお、ボタン操
作待ち表示３が表示される前に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装
飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される場合があ
ってもよい。図７７（ｃ）では、ボタン操作待ち表示３の表示に関連して、チャンスボタ
ン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通
常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１
３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状
態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ること
ができる場合がある。
【１００４】
　図７７（ｃ）から引き続く図７７（ｄ）は、図７７（ｃ）に示すボタン操作待ち表示３
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、ボタン応答表示
４（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる表示）の序盤として、装飾図柄表示装
置２０８の表示領域の中央部に「さらにチャンス！！」の文字列画像を表示している。
【１００５】
　図７７（ｄ）から引き続く図７７（ｅ）は、ボタン応答表示４の中盤が表示された状態
を示している。図７７（ｅ）では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央部に表示し
ている「さらにチャンス！！」の画像を消去して、逆三角形が３つ重なった態様のボタン
押下指示画像を装飾図柄表示装置２０８に表示し、好機ボタン１３９が突出した状態を摸
した好機ボタン突出画像を装飾図柄表示装置２０８とサブ表示装置１０３０の両方で表示
している。装飾図柄表示装置２０８では、好機ボタン突出画像の中部から上の画像を表示
し、サブ表示装置１０３０では、好機ボタン突出画像の中部より下の画像を表示すること
で、好機ボタン突出画像の全体を表示している。図７７（ｅ）では、好機ボタン１３９が
通常状態よりも突出した状態であるが好機ボタンランプ１４１が通常状態であるため、好
機ボタン１３９の操作有効期間ではない。
【１００６】
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　図７７（ｅ）から引き続く図７７（ｆ）は、ボタン応答表示４の終盤が表示された状態
を示している。図７７（ｆ）では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央部に通常状
態に戻った好機ボタン１３９を摸した好機ボタン画像が表示され、好機ボタン１３９が突
出状態から通常状態に戻っている。
【１００７】
　図７７（ｆ）から引き続く図７７（ｇ）は、好機ボタン１３９の操作有効期間が開始さ
れることなくボタン応答表示４を消去して、ボタン応答表示５として「残念」の文字列画
像を表示した状態を示している。
【１００８】
　図７７（ｇ）から引き続く図７７（ｈ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、はずれ図柄態様の停止表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
はずれであることが報知されている。なお、ボタン応答表示５として、「残念」の文字列
画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示された場合でも、大当り図柄態様の停止
表示がされる場合があってもよい。
【１００９】
　実施例３－１～３－７で示した演出例では、ボタン応答表示４は、ボタン操作待ち表示
３を表示している際の遊技者のチャンスボタン１３６の押下をするタイミングや押下の有
無によって、異なるように構成される場合があり、ボタン応答表示５は、ボタン応答表示
４を表示している際の遊技者の好機ボタン１３９の押下をするタイミングや押下の有無に
よって、異なるように構成される場合がある。同じ演出パターン３の演出であっても、ボ
タン応答表示４やボタン応答表示５の表示によって、大当り信頼度が異なるように構成さ
れる場合があってもよい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合
がある。一方、どのようなボタン応答表示４やボタン応答表示５が表示されても同じ演出
パターン３の演出であれば、大当り信頼度が同じとなるように構成される場合があっても
よい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。
【１０１０】
（実施例４－１）
　本実施の形態の実施例４－１の演出例について図７８を用いて説明する。図７８は、図
５８（ｃ）に示す演出パターン４の演出例を示し、演出状態を時系列で示している。
【１０１１】
　図７８（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図７８（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【１０１２】
　図７８（ａ）から引き続く図７８（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図７８（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【１０１３】
　図７８（ｂ）から引き続く図７８（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示４（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。ボタン操作待ち表示４が表示されることで、チャンスボタン１３６の操作有効期
間であることが報知される。本例のボタン操作待ち表示４には、装飾図柄表示装置２０８
の表示領域の略中央部に表示されている特別な態様で発光しているチャンスボタン１３６
を摸した画像（以下、「チャンスボタン特別発光画像」と称する場合がある。）と特別な
色で表示された逆三角形が３つ重なった態様の画像（以下、「ボタン押下特別指示画像」
と称する場合がある。）が対応している。チャンスボタン特別発光画像とボタン押下特別
指示画像は、ボタン操作待ち表示１～３においては表示されない画像であり、これらの画
像が表示されることで、ボタン操作待ち表示４の後に必ず、ボタン応答表示４を表示する
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ことになる。ボタン操作待ち表示４が表示される際に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２
０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示されるよう
に配置される。なお、ボタン操作待ち表示４が表示される前に、左中右図柄表示領域２０
８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右上角部に縮小表示さ
れるように配置される場合があってもよい。図７８（ｃ）では、ボタン操作待ち表示４の
表示に関連して、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が
所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している
。遊技者は、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定
の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１
３６を操作することを知ることができる場合がある。なお、チャンスボタン１３６の発光
色は、ボタン操作待ち表示４で表示されるチャンスボタン特別発光画像と同じであっても
よいし、異なっていてもよい。
【１０１４】
　図７８（ｃ）から引き続く図７８（ｄ）は、図７８（ｃ）に示すボタン操作待ち表示４
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、ボタン応答表示
４の序盤（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる表示）として、装飾図柄表示装
置２０８の表示領域の中央部に「さらにチャンス！！」の文字列画像を表示している。
【１０１５】
　図７８（ｄ）から引き続く図７８（ｅ）は、ボタン応答表示４の中盤として、好機ボタ
ン１３９を摸した好機ボタン画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフレ
ームインするように表示された状態を示している。
【１０１６】
　図７８（ｅ）から引き続く図７８（ｆ）は、ボタン応答表示４の終盤が表示された状態
を示している。図７８（ｆ）では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフレー
ムインするように表示された好機ボタン画像を表示領域の中央部で停止し、「さらにチャ
ンス！！」の画像を消去して、逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像を表示
した状態が示されている。好機ボタン画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域で停止表
示され、ボタン押下指示画像を表示することで、好機ボタン１３９の操作有効期間である
ことが報知される。図７８（ｆ）では、好機ボタン１３９の操作有効期間中に好機ボタン
１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態
とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵
されている好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態
様で発光）することで、好機ボタン１３９を操作することを知ることができる場合がある
。なお、ボタン応答表示４として、特別な態様で発光している好機ボタン１３９を摸した
画像（以下、「好機ボタン特別発光画像」と称する場合がある。）と図７８（ｃ）で示す
ボタン押下特別指示画像が表示される場合があってもよい。
【１０１７】
　図７８（ｆ）から引き続く図７８（ｇ）は、図７８（ｆ）に示すボタン応答表示４が表
示されている際に遊技者が好機ボタン１３９を押下することで、ボタン応答表示５（好機
ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、「残念」の文字列画像が装飾図柄表
示装置２０８の表示領域に表示された状態を示している。
　図７８（ｇ）から引き続く図７８（ｈ）は、ボタン応答表示４の表示を終了して、左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにはずれ図柄態様の「装飾２－装飾３－装飾２」が仮
停止表示された状態を示している。
【１０１８】
　図７８（ｈ）から引き続く図７８（ｕ）は、再度、装飾図柄の変動表示が行われて、大
当り図柄態様の停止表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が大当りで
あることが報知されている。なお、図７８（ｈ）以降において復活演出が行われた後で、
装飾図柄の変動表示が行われるように構成されていてもよい。
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【１０１９】
（実施例４－２）
　本実施の形態の実施例４－２の演出例について図７９を用いて説明する。図７９は、図
５８（ｃ）に示す演出パターン４の演出例を示し、演出状態を時系列で示している。本例
の演出は、実施例４－１で示した演出の変形例である。
【１０２０】
　図７９（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図７９（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【１０２１】
　図７９（ａ）から引き続く図７９（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図７９（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【１０２２】
　図７９（ｂ）から引き続く図７９（ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待ち
表示４（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示し
ている。ボタン操作待ち表示４が表示されることで、チャンスボタン１３６の操作有効期
間であることが報知される。本例のボタン操作待ち表示４には、装飾図柄表示装置２０８
の表示領域の略中央部に表示されている特別な態様で発光しているチャンスボタン１３６
を摸したチャンスボタン特別発光画像と特別な色で表示された逆三角形が３つ重なった態
様のボタン押下特別指示画像が対応している。ボタン操作待ち表示４が表示される際に、
左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の表示領域
の右上角部に縮小表示されるように配置される。なお、ボタン操作待ち表示４が表示され
る前に、左中右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｂ、２０８ｃが装飾図柄表示装置２０８の
表示領域の右上角部に縮小表示されるように配置される場合があってもよい。図７８（ｃ
）では、ボタン操作待ち表示３の表示に関連して、チャンスボタン１３６に内蔵されてい
るチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で
発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボタン１３６に内蔵されているチ
ャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光
）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知ることができる場合がある。な
お、チャンスボタン１３６の発光態様は、ボタン操作待ち表示４で表示されるチャンスボ
タン特別発光画像と同じ発光態様であってもよいし、異なっていてもよい。
【１０２３】
　図７９（ｃ）から引き続く図７９（ｄ）は、図７９（ｃ）に示すボタン操作待ち表示４
が表示されている際に遊技者がチャンスボタン１３６を押下することで、ボタン応答表示
４（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる表示）として、装飾図柄表示装置２０
８の表示領域の中央部に「さらにチャンス！！」の文字列画像を表示している。本例では
、実施例４－１と比較すると、ボタン操作待ち表示４が表示されてから遊技者がチャンス
ボタン１３６を押下するまでの時間が長くなっている。
【１０２４】
　図７９（ｄ）から引き続く図７９（ｅ）は、図７９（ｄ）に示すボタン応答表示４の「
さらにチャンス！！」の文字列画像を表示してから、新たにボタン応答表示４として、移
動表示する好機ボタン１３９を摸した好機ボタン画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示
領域の右端からフレームインするように表示された状態を示している。
【１０２５】
　図７９（ｅ）から引き続く図７９（ｆ）は、ボタン応答表示４を継続して表示した状態
を示している。図７９（ｆ）では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフレー
ムインするように表示された好機ボタン画像を表示領域の中央部で停止し、「さらにチャ
ンス！！」の画像を消去して、逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像を表示



(197) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

した状態が示されている。ボタン押下指示画像は、演出パターン２において表示されるボ
タン応答表示３では表示されない画像である。好機ボタン画像が装飾図柄表示装置２０８
の表示領域で停止表示され、ボタン押下指示画像を表示することで、好機ボタン１３９の
操作有効期間であることを報知している。好機ボタン画像の停止表示とボタン押下指示画
像は、好機ボタン１３９押下待ちの際に表示される。図７９（ｆ）では、好機ボタン１３
９の操作有効期間中に好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１が所定
の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊
技者は、好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光
（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、好機ボタン１３９を操作するこ
とを知ることができる場合がある。なお、ボタン応答表示４として、特別な態様で発光し
ている好機ボタン１３９を摸した画像（以下、「好機ボタン特別発光画像」と称する場合
がある。）と図７８（ｃ）で示すボタン押下特別指示画像が表示される場合があってもよ
い。
【１０２６】
　図７９（ｆ）から引き続く図７９（ｇ）は、図７９（ｆ）に示すボタン応答表示４が表
示されている際に遊技者が好機ボタン１３９を押下することで、ボタン応答表示５（好機
ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、「大当り！？」の文字列画像が装飾
図柄表示装置２０８の表示領域に表示された状態を示している。本例では、実施例４－１
と比較すると、ボタン応答表示４が表示されてから遊技者が好機ボタン１３９を押下する
までに掛った時間が長いため、図柄変動表示を開始してからボタン応答表示５を表示する
までの時間が長くなっている。
【１０２７】
　図７９（ｇ）から引き続く図７９（ｈ）は、再度、装飾図柄の変動表示が行われて、大
当り図柄態様の停止表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が大当りで
あることが報知されている。
【１０２８】
　本例では、実施例４－１よりも、ボタン応答表示５を表示してから図柄変動表示を終了
するまでの時間が短いため、図７８（ｈ）で示すはずれ図柄を仮停止する演出を行わない
ように構成されている。なお、ボタン操作待ち表示４が表示されてからチャンスボタン１
３６の操作有効期間の終了直前に遊技者がチャンスボタン１３６を押下する場合には、ボ
タン応答表示４の表示のうちの序盤や中盤の表示を間引き、図７８（ｈ）に示すはずれ図
柄を仮停止する演出を行うようにしてもよい。
【１０２９】
　実施例４－１、４－２で示した演出例では、ボタン応答表示４は、ボタン操作待ち表示
４を表示している際の遊技者のチャンスボタン１３６の押下をするタイミングや押下の有
無によって、異なるように構成される場合や、ボタン応答表示５は、ボタン応答表示４を
表示している際の遊技者の好機ボタン１３９の押下をするタイミングや押下の有無によっ
て、異なるように構成される場合がある。同じ演出パターン４の演出であっても、ボタン
応答表示４やボタン応答表示５の表示によって、大当り信頼度が異なるように構成される
場合があってもよい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合があ
る。一方、どのようなボタン応答表示４やボタン応答表示５が表示されても同じ演出パタ
ーン４である場合には、大当り信頼度が同じとなるように構成される場合があってもよい
。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。
【１０３０】
（実施例５－１）
　本実施の形態の実施例５－１の演出例について図８０を用いて説明する。図８０は、図
５８（ｄ）に示す演出パターン５の演出例を示し、演出状態を時系列で示している。
【１０３１】
　図８０（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
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変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図８０（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【１０３２】
　図８０（ａ）から引き続く図８０（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図８０（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【１０３３】
　図８０（ｂ）から引き続く図８０（ｃ）は、ボタン操作待ち表示２の序盤として、装飾
図柄表示装置２０８に、実施例３－１等で示すボタン操作待ち表示３で表示されるチャン
スボタン発光画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像を表示した状態が
示されている。本例では、チャンスボタン１３６の操作有効期間ではないため、チャンス
ボタン発光画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像はチャンスボタン１
３６が操作有効期間であることを示さない偽表示であり、チャンスボタン１３６は通常状
態のままである。
【１０３４】
　図８０（ｃ）から引き続く図８０（ｄ）は、ボタン操作待ち表示２の中盤として、装飾
図柄表示装置２０８において、ボタン押下指示画像を消去し、チャンスボタン発光画像を
装飾図柄表示装置２０８の表示領域の左端に移動表示させてフレームアウトするように消
去するのと並行して、好機ボタン画像を装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフ
レームインするように表示した状態を示している。なお、図示されている左側の矢印は、
チャンスボタン発光画像の移動表示した方向とその軌跡を表し、図示されている右側の矢
印は、チャンスボタン発光画像の移動表示する方向とその軌跡を表しているが、ボタン待
ち表示２として装飾図柄表示装置２０８に実際に表示される場合があってもよい。
【１０３５】
　図８０（ｄ）から引き続く図８０（ｅ）は、ボタン操作待ち表示２の終盤として、装飾
図柄表示装置２０８の表示領域の中央部に好機ボタン画像と逆三角形が３つ重なった態様
のボタン押下指示画像を表示した状態を示している。好機ボタン画像は、好機ボタン画像
の一部と可動体１００２とがオーバーラップする位置に表示されている。図８０（ｅ）で
は、好機ボタン１３９の操作有効期間中に好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタン
ランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状
態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１
が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、好機ボタン
１３９を操作することを知ることができる場合がある。なお、ボタン操作待ち表示２とし
て、特別な態様で発光している好機ボタン１３９を摸した画像（以下、「好機ボタン特別
発光画像」と称する場合がある。）と図７８（ｃ）で示すボタン押下特別指示画像が表示
される場合があってもよい。
【１０３６】
　図８０（ｅ）から引き続く図８０（ｆ）は、好機ボタン画像と逆三角形が３つ重なった
態様のボタン押下指示画像が、図８０（ｅ）で表示されていた位置から、上方に移動表示
した状態を示している。好機ボタン画像をより目立つ位置に移動表示させて、好機ボタン
の操作をより促している。
【１０３７】
　図８０（ｆ）から引き続く図８０（ｇ）は、図８０（ｆ）に示すボタン操作待ち表示２
が表示されている際に遊技者が好機ボタン１３９を押下することで、ボタン応答表示２（
好機ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、装飾図柄表示装置２０８の表示
領域の中央部に「残念」の文字列画像を表示している。
【１０３８】
　図８０（ｆ）から引き続く図８０（ｇ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、はずれ図柄態様の停止表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
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ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
はずれであることが報知されている。なお、ボタン応答表示２として、「残念」の文字列
画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表示された場合でも、大当り図柄態様の停止
表示がされる場合があってもよい。
【１０３９】
（実施例５－２）
　本実施の形態の実施例５－２の演出例について図８１を用いて説明する。図８１は、図
５８（ｄ）に示す演出パターン５の演出例を示し、演出状態を時系列で示している。
【１０４０】
　図８１（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図８１（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【１０４１】
　図８１（ａ）から引き続く図８１（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図８０（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【１０４２】
　図８１（ｂ）から引き続く図８１（ｃ）は、ボタン操作待ち表示２の序盤として、装飾
図柄表示装置２０８に、実施例３－１等で示すボタン操作待ち表示３で表示されるチャン
スボタン発光画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像を表示した状態が
示されている。本例では、チャンスボタン１３６の操作有効期間ではないため、チャンス
ボタン発光画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像はチャンスボタン１
３６が操作有効期間であることを示さない偽表示であり、チャンスボタン１３６は通常状
態のままである。
【１０４３】
　図８１（ｃ）から引き続く図８１（ｄ）は、ボタン操作待ち表示２の中盤として、装飾
図柄表示装置２０８において、ボタン押下指示画像を消去し、チャンスボタン発光画像を
装飾図柄表示装置２０８の表示領域の左端に移動表示させてフレームアウトするように消
去するのと並行して、好機ボタン画像を装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフ
レームインするように表示した状態を示している。なお、図示されている左側の矢印は、
チャンスボタン発光画像の移動表示した方向とその軌跡を表し、図示されている右側の矢
印は、チャンスボタン発光画像の移動表示する方向とその軌跡を表しているが、ボタン操
作待ち表示２として装飾図柄表示装置２０８に実際に表示される場合があってもよい。
【１０４４】
　図８１（ｄ）から引き続く図８１（ｅ）は、ボタン操作待ち表示２の終盤として、装飾
図柄表示装置２０８の表示領域の中央部に好機ボタン画像と逆三角形が３つ重なった態様
のボタン押下指示画像を表示した状態を示している。好機ボタン画像は、好機ボタン画像
の一部と可動体１００２とがオーバーラップする位置に表示されている。図８１（ｅ）で
は、好機ボタン１３９の操作有効期間中に好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタン
ランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状
態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１
が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、好機ボタン
１３９を操作することを知ることができる場合がある。なお、ボタン操作待ち表示２とし
て、特別な態様で発光している好機ボタン１３９を摸した好機ボタン特別発光画像と図７
８（ｃ）で示すボタン押下特別指示画像が表示される場合があってもよい。
【１０４５】
　図８１（ｅ）から引き続く図８１（ｆ）は、好機ボタン画像と逆三角形が３つ重なった
態様のボタン押下指示画像が、図８１（ｅ）で表示されていた位置から、上方に移動表示
した状態を示している。好機ボタン画像をより目立つ位置に移動表示させて、好機ボタン
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の操作をより促している。
【１０４６】
　図８１（ｆ）から引き続く図８１（ｇ）は、図８１（ｆ）に示すボタン操作待ち表示２
が表示されている際に遊技者が好機ボタン１３９を押下することで、ボタン応答表示２（
好機ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）の序盤として、装飾図柄表示装置２０８
の表示領域の中央部に「大当り？」の文字列画像を表示している。
【１０４７】
　図８１（ｇ）から引き続く図８１（ｈ）はボタン応答表示２（好機ボタン１３９の押下
に応じて行われる表示）の中盤として、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央部に「
大当り？！」の文字列画像を表示している。
【１０４８】
　図８１（ｈ）から引き続く図８１（ｉ）はボタン応答表示２（好機ボタン１３９の押下
に応じて行われる表示）の終盤として、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の中央部に「
大当り？！！」の文字列画像を表示している。なお、ボタン応答表示２の中盤と終盤に表
示される「大当り？！」や「大当り？！！」の文字列画像は、好機ボタン１３９を所定の
時間以上に長押しした場合、または所定の時間内に所定の回数以上押下した場合に表示さ
れるように構成されていてもよい。
【１０４９】
　図８１（ｉ）から引き続く図８１（ｊ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、大当り図柄態様の停止表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
大当りであることが報知されている。なお、ボタン応答表示２として、「大当り？」や「
大当り？！」や「大当り？！！」の文字列画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表
示された場合でも、はずれ図柄態様の停止表示がされる場合があってもよい。
【１０５０】
　本例のボタン応答表示２は、「大当り？」、「大当り？！」、「大当り？！！」をこの
順序で表示することで、遊技者の大当りの期待感を段階的に高めさせることができる場合
がある。なお、大当り信頼度を「！」の数で表示する場合があってもよい。例えば、ボタ
ン応答表示２として、「大当り？」、「大当り？！」をこの順序で表示する場合（「大当
り？！！」は表示されない）や、「大当り？」、「大当り？！」、「大当り？！！」、「
大当り？！！！」をこの順序で表示する場合があってもよい。
【１０５１】
（実施例５－３）
　本実施の形態の実施例５－３の演出例について図８２を用いて説明する。図８２は、図
５８（ｄ）に示す演出パターン５の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。本例
の演出は、実施例５－２で示した演出の変形例である。
【１０５２】
　図８２（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図８２（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【１０５３】
　図８２（ａ）から引き続く図８２（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図８０（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【１０５４】
　図８２（ｂ）から引き続く図８２（ｃ）は、ボタン操作待ち表示２の序盤として、装飾
図柄表示装置２０８に、実施例３－１等で示すボタン操作待ち表示３で表示されるチャン
スボタン発光画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像を表示した状態が
示されている。本例では、チャンスボタン１３６の操作有効期間ではないため、チャンス
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ボタン発光画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像はチャンスボタン１
３６が操作有効期間であることを示さない偽表示であり、チャンスボタン１３６は通常状
態のままである。
【１０５５】
　図８２（ｃ）から引き続く図８２（ｄ）は、ボタン操作待ち表示２の中盤として、装飾
図柄表示装置２０８において、ボタン押下指示画像を消去し、チャンスボタン発光画像を
装飾図柄表示装置２０８の表示領域の左端に移動表示させてフレームアウトするように消
去するのと並行して、好機ボタン画像を装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフ
レームインするように表示した状態を示している。なお、図示されている左側の矢印は、
チャンスボタン発光画像の移動表示した方向とその軌跡を表し、図示されている右側の矢
印は、チャンスボタン発光画像の移動表示する方向とその軌跡を表しているが、ボタン操
作待ち表示２として装飾図柄表示装置２０８に実際に表示される場合があってもよい。
【１０５６】
　図８２（ｄ）から引き続く図８２（ｅ）は、ボタン操作待ち表示２の終盤として、装飾
図柄表示装置２０８の表示領域の中央部に好機ボタン画像と逆三角形が３つ重なった態様
のボタン押下指示画像を表示した状態を示している。好機ボタン画像は、好機ボタン画像
の一部と可動体１００２とがオーバーラップする位置に表示されている。図８２（ｅ）で
は、好機ボタン１３９の操作有効期間中に好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタン
ランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状
態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１
が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、好機ボタン
１３９を操作することを知ることができる場合がある。なお、ボタン操作待ち表示２とし
て、特別な態様で発光している好機ボタン１３９を摸した好機ボタン特別発光画像と図７
８（ｃ）で示すボタン押下特別指示画像が表示される場合があってもよい。
【１０５７】
　図８２（ｅ）から引き続く図８２（ｆ）は、好機ボタン画像と逆三角形が３つ重なった
態様のボタン押下指示画像が、図８２（ｅ）で表示されていた位置から、上方に移動表示
した状態を示している。好機ボタン画像をより目立つ位置に移動表示させて、好機ボタン
の操作をより促している。
【１０５８】
　図８２（ｆ）から引き続く図８２（ｇ）は、図８２（ｆ）で示したボタン操作待ち表示
２が継続して表示された状態を示している。
【１０５９】
　図８２（ｇ）から引き続く図８２（ｈ）は、図８２（ｆ）で示したボタン操作待ち表示
２が継続して表示され、好機ボタン１３９の操作有効期間が終了する直前の状態を示して
いる。
【１０６０】
　図８２（ｈ）から引き続く図８２（ｉ）は、好機ボタン１３９の操作有効期間の終了と
ともに、ボタン応答表示２（好機ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、実
施例５－１で示したボタン応答表示２の終盤の「大当り？！！」の文字列画像を装飾図柄
表示装置２０８の表示領域の中央部に表示した状態を示している。本例では、実施例５－
１よりも、図柄変動表示が開始されてからボタン応答表示２が表示されるまでの時間を要
したため、実施例５－２で示したボタン応答表示２の序盤と中盤を表示しないように構成
されている。
【１０６１】
　図８２（ｉ）から引き続く図８１（ｊ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、大当り図柄態様の停止表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
大当りであることが報知されている。なお、ボタン応答表示２として、「大当り？」、「
大当り？！」、または「大当り？！！」の文字列画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領
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域に表示された場合でも、はずれ図柄態様の停止表示がされる場合があってもよい。
【１０６２】
（実施例５－４）
　本実施の形態の実施例５－４の演出例について図８３を用いて説明する。図８３は、図
５８（ｄ）に示す演出パターン５の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。本例
の演出は、実施例５－２で示した演出の変形例である。
【１０６３】
　図８３（ａ）は、特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、特図１
変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が開始されている。図８３（ａ）では、チ
ャンスボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることが示されている。
【１０６４】
　図８３（ａ）から引き続く図８３（ｂ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図８０（ｂ）以降で予告アニメーションによる
演出（リーチ演出）が開始される。
【１０６５】
　図８３（ｂ）から引き続く図８３（ｃ）は、ボタン操作待ち表示２の序盤として、装飾
図柄表示装置２０８に、実施例３－１等で示すボタン操作待ち表示３で表示されるチャン
スボタン発光画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像を表示した状態が
示されている。本例では、チャンスボタン１３６の操作有効期間ではないため、チャンス
ボタン発光画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像はチャンスボタン１
３６が操作有効期間であることを示さない偽表示であり、チャンスボタン１３６は通常状
態のままである。
【１０６６】
　図８３（ｃ）から引き続く図８３（ｄ）は、ボタン操作待ち表示２の中盤として、装飾
図柄表示装置２０８において、ボタン押下指示画像を消去し、チャンスボタン発光画像を
装飾図柄表示装置２０８の表示領域の左端に移動表示させてフレームアウトするように消
去するのと並行して、好機ボタン画像を装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフ
レームインするように表示した状態を示している。なお、図示されている左側の矢印は、
チャンスボタン発光画像の移動表示した方向とその軌跡を表し、図示されている右側の矢
印は、チャンスボタン発光画像の移動表示する方向とその軌跡を表しているが、ボタン操
作待ち表示２として装飾図柄表示装置２０８に実際に表示される場合があってもよい。
【１０６７】
　図８３（ｄ）から引き続く図８３（ｅ）は、ボタン操作待ち表示２の終盤として、装飾
図柄表示装置２０８の表示領域の中央部に好機ボタン画像と逆三角形が３つ重なった態様
のボタン押下指示画像を表示した状態を示している。好機ボタン画像は、好機ボタン画像
の一部と可動体１００２とがオーバーラップする位置に表示されている。図８３（ｅ）で
は、好機ボタン１３９の操作有効期間中に好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタン
ランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状
態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１４１
が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、好機ボタン
１３９を操作することを知ることができる場合がある。なお、ボタン操作待ち表示２とし
て、特別な態様で発光している好機ボタン１３９を摸した好機ボタン特別発光画像と図７
８（ｃ）で示すボタン押下特別指示画像が表示される場合があってもよい。
【１０６８】
　図８３（ｅ）から引き続く図８３（ｆ）は、好機ボタン画像と逆三角形が３つ重なった
態様のボタン押下指示画像が、図８３（ｅ）で表示されていた位置から、上方に移動表示
した状態を示している。好機ボタン画像をより目立つ位置に移動表示させて、好機ボタン
の操作をより促している。
【１０６９】
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　図８３（ｆ）から引き続く図８３（ｇ）は、図８３（ｆ）で示したボタン操作待ち表示
２が継続して表示され、好機ボタン１３９の操作有効期間が終了する直前の状態を示して
いる。
【１０７０】
　図８３（ｇ）から引き続く図８３（ｈ）は、好機ボタン１３９の操作有効期間の終了と
ともに、ボタン応答表示２（好機ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、実
施例５－１で示したボタン応答表示２の序盤の「大当り？！」の文字列画像を装飾図柄表
示装置２０８の表示領域の中央部に表示した状態を示している。
【１０７１】
　図８３（ｈ）から引き続く図８３（ｉ）は、好機ボタン１３９の操作有効期間の終了と
ともに、ボタン応答表示２（好機ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として、実
施例５－１で示したボタン応答表示２の終盤の「大当り？！！」の文字列画像を装飾図柄
表示装置２０８の表示領域の中央部に表示した状態を示している。本例では、実施例５－
１よりも、図柄変動表示が開始されてからボタン応答表示２が表示されるまでの時間を要
したため、実施例５－２で示したボタン応答表示２の中盤を表示しないように間引いてい
る。なお、図柄変動表示が開始されてからボタン応答表示２が表示されるまでに要した時
間に応じて、実施例５－１で示したボタン応答表示２の序盤から終盤までの全ての表示を
倍速再生するように表示する場合があってもよい。
【１０７２】
　図８３（ｉ）から引き続く図８３（ｊ）は、予告アニメーションによる演出の終了とと
もに、大当り図柄態様の停止表示がされた状態を示している。左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果が
大当りであることが報知されている。なお、ボタン応答表示２として、「大当り？」や「
大当り？！」や「大当り？！！」の文字列画像が装飾図柄表示装置２０８の表示領域に表
示された場合でも、はずれ図柄態様の停止表示がされる場合があってもよい。
【１０７３】
　実施例５－１～５－４で示した演出例では、ボタン応答表示２は、ボタン操作待ち表示
２を表示している際の遊技者の好機ボタン１３９の押下をするタイミングや押下の有無に
よって、異なるように構成される場合がある。同じ演出パターン２の演出であっても、ボ
タン応答表示２の表示によって、大当り信頼度が異なるように構成される場合があっても
よい。そうすることで、遊技者の興趣を向上させることができる場合がある。一方、どの
ようなボタン応答表示２が表示されても同じ演出パターン２の演出であれば、大当り信頼
度が同じとなるように構成される場合があってもよい。そうすることで、遊技者の興趣を
向上させることができる場合がある。
【１０７４】
（実施例６－１）
　本実施の形態の実施例６－１の演出例について図８４を用いて説明する。図８４は、図
５８（ｂ）に示す演出パターン２の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。本例
は、図５８（ｂ）に示すボタン操作待ち表示３とボタン応答表示３を保留アイコンに対応
させた演出例である。なお、図８４以降においては、可動体１００２は、遊技者から見て
メイン液晶ユニット１００１とは重ならない位置に位置している。
【１０７５】
　図８４（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの下方の演出表示領域２０８ｄには、白色円形の保留ア
イコンｂ１、白色円形の保留アイコンｂ２が表示されている。図８４（ａ）では、チャン
スボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることを示している。
【１０７６】
　図８４（ａ）から引き続く図８４（ｂ）は、特図１の保留が１つ消化されて図柄変動表
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示が開始された状態を示している。保留アイコンｂ１が変動アイコンａ１となって左方に
移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションと保留アイコンｂ２が左方に移動す
る保留アイコンの移動アニメーションが表示される際に装飾図柄の変動表示が開始される
。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変
動表示が開始されている。
【１０７７】
　図８４（ｂ）から引き続く図８４（ｃ）は、図柄変動表示の実行中に特図１始動口２３
０に遊技球が１個入球したことに基づいて、デフォルトの白色円形の保留アイコンｂ３を
増加表示した状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａに「
装飾２」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止した状態を示してい
る。
【１０７８】
　図８４（ｃ）から引き続く図８４（ｄ）は、図８４（ｃ）で示した装飾図柄の変動表示
が実行されている状態を示している。
【１０７９】
　図８４（ｄ）から引き続く図８４（ｅ）は、図８４（ｄ）で示した装飾図柄の変動表示
を実行している最中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、保留
アイコンｂ４を増加表示した状態を示している。本例では、ボタン操作待ち表示３にチャ
ンスボタン１３６を摸した画像の保留アイコン（以下、「チャンスボタン保留アイコン」
と称する場合がある。）が対応している。図８４（ｅ）では、チャンスボタン１３６の操
作有効期間ではないため、チャンスボタン１３６は通常状態のままである。
【１０８０】
　図８４（ｅ）から引き続く図８４（ｆ）は、はずれ図柄態様の停止表示し、変動アイコ
ンａ１を消去した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２
－装飾２－装飾３」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知
されている。図８４（ｆ）では、引き続き、ボタン操作待ち表示３として、チャンスボタ
ン保留アイコンを表示しているが、チャンスボタン１３６の操作有効期間ではないため、
チャンスボタン１３６は通常状態のままである。
【１０８１】
　図８４（ｆ）から引き続く図８４（ｇ）は、特図１の保留が１つ消化されて次の図柄変
動表示が開始され、引き続き、ボタン操作待ち表示３として、チャンスボタン保留アイコ
ンを表示している状態を示している。保留アイコンｂ２が変動アイコンａ２となって左方
に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションと保留アイコンｂ３、およびｂ４
が左方に移動する保留アイコンの移動アニメーションが表示され、装飾図柄の変動表示と
チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始される。図８４（ｇ）では、チャンスボタン
１３６が通常状態とは異なる状態になり、チャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発
光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チ
ャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（
または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作する
ことを知ることができる場合がある。
【１０８２】
　図８４（ｇ）から引き続く図８４（ｈ）は、図８４（ｇ）で示した装飾図柄変動表示を
継続して表示している最中で、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に遊技者がチャン
スボタン１３６の押下をすることで、ボタン操作待ち表示３として表示されている保留ア
イコンｂ４をボタン応答表示３に変更した状態を示している。本例のボタン応答表示３は
、通常状態とは異なる態様で発光しているチャンスボタン１３６を摸した画像の保留アイ
コン（以下、「チャンスボタン発光保留アイコン」と称する場合がある。）が対応してい
る。
【１０８３】
　図８４（ｈ）から引き続く図８４（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
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２０８ａに「装飾２」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止した状
態を示している。図８４（ｉ）では、引き続き、図８４（ｈ）で示したボタン応答表示３
として、チャンスボタン発光保留アイコンｂ４を表示している状態を示している。
【１０８４】
　図８４（ｉ）から引き続く図８４（ｊ）は、はずれ図柄態様の停止表示し、変動アイコ
ンａ１を消去した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２
－装飾３－装飾３」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知
されている。図８４（ｊ）では、引き続き、ボタン応答表示３として、チャンスボタン発
光保留アイコンｂ４を表示している。
【１０８５】
　図８４（ｊ）から引き続く図８４（ｋ）は、特図１の保留が１つ消化されて次の図柄変
動表示が開始され、引き続き、ボタン応答表示３として、チャンスボタン発光保留アイコ
ンｂ４を表示している状態を示している。保留アイコンｂ３が変動アイコンａ３となって
左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションと保留アイコンｂ４が左方に
移動する保留アイコンの移動アニメーションが表示され、装飾図柄の変動表示とチャンス
ボタン１３６の操作有効期間が開始される。図８４（ｋ）では、チャンスボタン１３６が
通常状態とは異なる状態になり、チャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（また
は、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チャンスボ
タン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、
通常状態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作することを知
ることができる場合がある。このように、本例では、ボタン応答表示３は、チャンスボタ
ン１３６の押下待ちの際に行われる表示を含む表示である。
【１０８６】
　図８４（ｋ）から引き続く図８４（ｌ）は、図８４（ｋ）で示したボタン応答表示３を
継続して表示している最中で、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に遊技者がチャン
スボタン１３６の押下をすることで、ボタン応答表示３として表示されているチャンスボ
タン発光保留アイコンｂ４を先読み予告態様の黒色円形の保留アイコンｂ４に変更した状
態を示している。本例では、白色円形の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始さ
れる図柄変動表示よりも、黒色円形の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始され
る図柄変動表示の方が、大当り図柄態様が停止表示されやすいように構成されている。な
お、ボタン応答表示３として表示されているチャンスボタン発光保留アイコンｂ４を、白
色円形の保留アイコン、白色ひし形の保留アイコン、またはこれら以外の保留アイコンに
変更する場合があってもよい。
【１０８７】
　図８４（ｌ）から引き続く図８４（ｍ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａに「装飾３」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止した状
態を示している。
【１０８８】
　図８４（ｍ）から引き続く図８４（ｎ）は、はずれ図柄態様の停止表示し、変動アイコ
ンａ１を消去した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３
－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知
されている。
【１０８９】
　図８４（ｎ）から引き続く図８４（ｏ）は、特図１の保留が１つ消化されて次の図柄変
動表示が開始され、装飾図柄の変動表示が開始され、黒色円形の保留アイコンｂ４が黒色
円形の変動アイコンａ４となって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーシ
ョンが終了した状態を示している。
【１０９０】
　図８４（ｏ）から引き続く図８４（ｐ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾３」が仮停止した状態を示している。図８４（ｐ）以降で所定の予告アニメーション
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による演出（リーチ演出）が開始される。
【１０９１】
　図８４（ｐ）から引き続く図８４（ｑ）は、はずれ図柄態様の仮停止表示がされた状態
を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾４－装飾３」が
仮停止表示されている。
【１０９２】
　図８４（ｑ）から引き続く図８４（ｒ）は、はずれ図柄態様の停止表示がされた状態を
示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾４－装飾３」を停
止表示して、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。
【１０９３】
　本例では、ボタン操作待ち表示３として表示された保留アイコンは、遊技者がチャンス
ボタン１３６を操作することで、ボタン応答表示３として表示された保留アイコンに変更
され、次いで、遊技者がチャンボタン１３６を操作することで、先読み予告態様となる黒
色円形の保留アイコンに変更される。このように、本例のボタン操作待ち表示３とボタン
応答表示３は、保留アイコンが対応することになり、チャンスボタン１３６の操作待ちの
際に行われる表示を含んで構成されている。
【１０９４】
　本例では、保留アイコンをボタン操作待ち表示３として増加表示する場合に、保留アイ
コンが左方に移動する保留アイコンの移動アニメーションを表示した後で、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間を開始するように構成しているがこれ以外の場合があってもよい
。例えば、ボタン操作待ち表示３として表示される保留アイコンを増加表示した際の保留
順位と当該保留アイコンの保留が消化されて開始される図柄変動表示を開始するまでに要
する時間から、チャンスボタン１３６の操作有効期間の開始タイミングとチャンスボタン
１３６の操作有効期間を決定する場合があってもよい。
【１０９５】
　本例では、保留アイコンを増加表示する際に、当該保留アイコンをボタン操作待ち表示
３として表示するように構成されているが、保留アイコンを減少表示する際に、特定の保
留アイコンをボタン操作待ち表示３としての保留アイコンに変更するように構成される場
合があってもよいし、保留増加表示および保留減少表示の際ではないタイミングで、特定
の保留アイコンをボタン操作待ち表示３としての保留アイコンに変更するように構成され
る場合があってもよい。
【１０９６】
　本例では、複数の保留アイコンのうちの一の保留アイコンをボタン操作待ち表示３とし
て表示しているが、複数の保留アイコンのうちの一以上の保留アイコンをボタン操作待ち
表示３として同時に表示する場合があってもよい。
【１０９７】
　本例では、複数の保留アイコンのうちの一の保留アイコンをボタン操作応答表示３とし
て表示しているが、複数の保留アイコンのうちの一以上の保留アイコンをボタン応答表示
３として同時に表示する場合があってもよい。
【１０９８】
　本例では、ボタン操作待ち表示３に対応する保留アイコンとボタン応答表示３に対応す
る保留アイコンは、同一の保留アイコンで構成されているが、ボタン操作待ち表示３に対
応する保留アイコンとボタン応答表示３に対応する保留アイコンは、異なる保留アイコン
で構成される場合があってもよい。この場合、ボタン操作待ち表示３に対応する保留アイ
コンは、ボタン応答表示３に対応する保留アイコンを表示したタイミングで、デフォルト
態様の白色円形の保留アイコンに変更される場合や白色円形以外の先読み予告態様をした
保留アイコンに変更される場合があってもよい。
【１０９９】
（実施例６－２）
　本実施の形態の実施例６－２の演出例について図８５を用いて説明する。図８５は、図
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５８（ｂ）に示す演出パターン３の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。本例
は、図５８（ｂ）に示すボタン操作待ち表示３とボタン応答表示４とボタン応答表示５を
保留アイコンに対応させた演出例である。
【１１００】
　図８５（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの下方の演出表示領域２０８ｄには、白色円形の保留ア
イコンｂ１、白色円形の保留アイコンｂ２が表示されている。図８５（ａ）では、チャン
スボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることを示している。
【１１０１】
　図８５（ａ）から引き続く図８５（ｂ）は、特図１の保留が１つ消化されて図柄変動表
示が開始された状態を示している。保留アイコンｂ１が変動アイコンａ１となって左方に
移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションと保留アイコンｂ２が左方に移動す
る保留アイコンの移動アニメーションが表示される際に装飾図柄の変動表示が開始される
。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変
動表示が開始されている。
【１１０２】
　図８５（ｂ）から引き続く図８５（ｃ）は、図柄変動表示の実行中に特図１始動口２３
０に遊技球が１個入球したことに基づいて、デフォルトの白色円形の保留アイコンｂ３を
増加表示した状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａに「
装飾２」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止した状態を示してい
る。
【１１０３】
　図８５（ｃ）から引き続く図８５（ｄ）は、図８５（ｃ）で示した装飾図柄の変動表示
が実行されている状態を示している。
【１１０４】
　図８５（ｄ）から引き続く図８５（ｅ）は、図８５（ｄ）で示した装飾図柄の変動表示
を実行している最中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、保留
アイコンｂ４を増加表示した状態を示している。本例では、ボタン操作待ち表示３にチャ
ンスボタン１３６を摸した画像のチャンスボタン保留アイコンが対応している。図８５（
ｅ）では、チャンスボタン１３６の操作有効期間ではないため、チャンスボタン１３６は
通常状態のままである。
【１１０５】
　図８５（ｅ）から引き続く図８５（ｆ）は、はずれ図柄態様の停止表示し、変動アイコ
ンａ１を消去した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２
－装飾２－装飾３」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知
されている。図８５（ｆ）では、引き続き、ボタン操作待ち表示３として、チャンスボタ
ン保留アイコンを表示しているが、チャンスボタン１３６の操作有効期間ではないため、
チャンスボタン１３６は通常状態のままである。
【１１０６】
　図８５（ｆ）から引き続く図８５（ｇ）は、特図１の保留が１つ消化されて次の図柄変
動表示が開始され、引き続き、ボタン操作待ち表示３として、チャンスボタン保留アイコ
ンを表示している状態を示している。保留アイコンｂ２が変動アイコンａ２となって左方
に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションと保留アイコンｂ３、およびｂ４
が左方に移動する保留アイコンの移動アニメーションが表示され、装飾図柄の変動表示と
チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始される。図８５（ｇ）では、チャンスボタン
１３６が通常状態とは異なる状態になり、チャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発
光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チ
ャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（
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または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作する
ことを知ることができる場合がある。本例では、保留アイコンが左方に移動する保留アイ
コンの移動アニメーションを表示した後に、チャンスボタン１３６の操作有効期間を開始
するように構成されている。
【１１０７】
　図８５（ｇ）から引き続く図８５（ｈ）は、図８５（ｇ）で示した装飾図柄変動表示を
継続して表示している最中で、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に遊技者がチャン
スボタン１３６の押下をすることで、ボタン操作待ち表示３として表示されている保留ア
イコンｂ４をボタン応答表示４に変更した状態を示している。本例のボタン応答表示４は
、好機ボタン１３９を摸した画像の保留アイコン（以下、「好機ボタン保留アイコン」と
称する場合がある。）が対応している。
【１１０８】
　図８５（ｈ）から引き続く図８５（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａに「装飾２」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止した状
態を示している。図８５（ｉ）では、引き続き、図８５（ｈ）で示したボタン応答表示４
として、好機ボタン保留アイコンｂ４を表示している状態を示している。
【１１０９】
　図８５（ｉ）から引き続く図８５（ｊ）は、はずれ図柄態様の停止表示し、変動アイコ
ンａ１を消去した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２
－装飾３－装飾３」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知
されている。図８５（ｊ）では、引き続き、ボタン応答表示４として、好機ボタン保留ア
イコンｂ４を表示している。
【１１１０】
　図８５（ｊ）から引き続く図８５（ｋ）は、特図１の保留が１つ消化されて次の図柄変
動表示が開始され、引き続き、ボタン応答表示４として、好機ボタン保留アイコンｂ４を
表示している状態を示している。保留アイコンｂ３が変動アイコンａ３となって左方に移
動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションと保留アイコンｂ４が左方に移動する
保留アイコンの移動アニメーションが表示され、装飾図柄の変動表示と好機ボタン１３９
の操作有効期間が開始される。図８５（ｋ）では、好機ボタン１３９が通常状態とは異な
る状態になり、好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異な
る態様で発光）している状態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵されてい
る好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光
）することで、好機ボタン１３９を操作することを知ることができる場合がある。このよ
うに、本例では、ボタン応答表示４は、好機ボタン１３９の押下待ちの際に行われる表示
を含む表示である。
【１１１１】
　図８５（ｋ）から引き続く図８５（ｌ）は、図８５（ｋ）で示した装飾図柄変動表示を
継続して表示している最中で、好機ボタン１３９の操作有効期間中に遊技者が好機ボタン
１３９の押下をすることで、ボタン応答表示４として表示されている好機ボタン保留アイ
コンｂ４をボタン応答表示５として白色ひし形の保留アイコンｂ４に変更した状態を示し
ている。本例では、白色円形の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄
変動表示よりも、白色ひし形の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄
変動表示の方が、大当り図柄態様が停止表示されやすいように構成されている。黒色円形
の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示よりも、白色ひし形
の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示の方が、大当り図柄
態様が停止表示されやすいように構成されている。なお、ボタン応答表示５として、白色
円形の保留アイコン、黒色円形の保留アイコン、またはこれら以外の保留アイコンが表示
される場合があってもよい。
【１１１２】
　図８５（ｌ）から引き続く図８５（ｍ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
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２０８ａに「装飾３」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止した状
態を示している。
【１１１３】
　図８５（ｍ）から引き続く図８５（ｎ）は、はずれ図柄態様の停止表示し、変動アイコ
ンａ１を消去した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３
－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知
されている。
【１１１４】
　図８５（ｎ）から引き続く図８５（ｏ）は、特図１の保留が１つ消化されて次の図柄変
動表示が開始され、装飾図柄の変動表示が開始され、黒色円形の保留アイコンｂ４が黒色
円形の変動アイコンａ４となって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーシ
ョンが終了した状態を示している。
【１１１５】
　図８５（ｏ）から引き続く図８５（ｐ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾３」が仮停止した状態を示している。図８５（ｐ）以降で所定の予告アニメーション
による演出（リーチ演出）が開始される。
【１１１６】
　図８５（ｐ）から引き続く図８５（ｑ）は、はずれ図柄態様の仮停止表示がされた状態
を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾４－装飾３」が
仮停止表示されている。
【１１１７】
　図８５（ｑ）から引き続く図８５（ｒ）は、はずれ図柄態様の停止表示がされた状態を
示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾４－装飾３」を停
止表示して、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。
【１１１８】
　本例では、ボタン操作待ち表示３として表示された保留アイコンは、遊技者がチャンス
ボタン１３６を操作することで、ボタン応答表示４として表示された保留アイコンに変更
され、次いで、遊技者が好機ボタン１３９を操作することで、ボタン応答表示５として表
示された先読み予告態様となる黒色円形の保留アイコンに変更される。このように本例で
は、ボタン操作待ち表示３とボタン応答表示４とボタン応答表示５には、保留アイコンが
対応することになる。ボタン操作待ち表示３は、チャンスボタン１３６の操作待ちの際に
行われる表示を含み、ボタン応答表示４は、好機ボタン１３９の操作待ちの際に行われる
表示を含んで構成される。
【１１１９】
　本例では、保留アイコンをボタン操作待ち表示３として増加表示する場合に、保留アイ
コンが左方に移動する保留アイコンの移動アニメーションを表示した後で、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間を開始するように構成しているがこれ以外の場合があってもよい
。例えば、ボタン操作待ち表示３に対応する保留アイコンを増加表示した際の保留順位と
当該保留アイコンの保留が消化されて開始される図柄変動表示を開始するまでに要する時
間から、チャンスボタン１３６の操作有効期間の開始タイミングとチャンスボタン１３６
の操作有効期間を決定する場合があってもよい。
【１１２０】
　本例では、ボタン操作待ち表示３として表示された保留アイコンが左方に移動する保留
アイコンの移動アニメーションを表示した後で、好機ボタン１３９の操作有効期間を開始
するように構成しているがこれ以外の場合があってもよい。例えば、ボタン操作待ち表示
３として表示される保留アイコンを増加表示した際の保留順位と当該保留アイコンの保留
が消化されて開始される図柄変動表示を開始するまでに要する時間と遊技者がチャンスボ
タン１３６を操作するタイミングから、好機ボタン１３９の操作有効期間の開始タイミン
グと好機ボタン１３９の操作有効期間を決定する場合があってもよい。
【１１２１】
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　本例では、保留アイコンを増加表示する際に、当該保留アイコンをボタン操作待ち表示
３として表示するように構成されているが、保留アイコンを減少表示する際に、特定の保
留アイコンをボタン操作待ち表示３としての保留アイコンに変更するように構成される場
合があってもよいし、保留増加表示および保留減少表示の際ではないタイミングで、特定
の保留アイコンをボタン操作待ち表示３としての保留アイコンに変更するように構成され
る場合があってもよい。
【１１２２】
　本例では、複数の保留アイコンのうちの一の保留アイコンをボタン操作待ち表示３とし
て表示しているが、複数の保留アイコンのうちの二以上の保留アイコンをボタン操作待ち
表示３として同時に表示する場合があってもよい。
【１１２３】
　本例では、複数の保留アイコンのうちの一の保留アイコンをボタン操作応答表示４とし
て表示しているが、複数の保留アイコンのうちの二以上の保留アイコンをボタン応答表示
４として同時に表示する場合があってもよい。
【１１２４】
　本例では、複数の保留アイコンのうちの一の保留アイコンをボタン操作応答表示５とし
て表示しているが、複数の保留アイコンのうちの二以上の保留アイコンをボタン応答表示
５として同時に表示する場合があってもよい。
【１１２５】
　本例では、ボタン操作待ち表示３に対応する保留アイコンとボタン応答表示４に対応す
る保留アイコンは、同一の保留アイコンで構成されているが、ボタン操作待ち表示３に対
応する保留アイコンとボタン応答表示４に対応する保留アイコンは、異なる保留アイコン
で構成される場合があってもよい。この場合、ボタン操作待ち表示３に対応する保留アイ
コンは、ボタン応答表示４に対応する保留アイコンを表示したタイミングで、デフォルト
態様の白色円形の保留アイコンに変更される場合や白色円形以外の先読み予告態様をした
保留アイコンに変更される場合があってもよい。
【１１２６】
　本例では、ボタン応答表示４に対応する保留アイコンとボタン応答表示５に対応する保
留アイコンは、同一の保留アイコンで構成されているが、ボタン応答表示４に対応する保
留アイコンとボタン応答表示５に対応する保留アイコンは、異なる保留アイコンで構成さ
れる場合があってもよい。
【１１２７】
（実施例６－３）
　本実施の形態の実施例６－３の演出例について図８６を用いて説明する。図８６は、図
５８（ｂ）に示す演出パターン３の変形例を示し、演出状態を時系列で示している。本例
は、図５８（ｂ）に示すボタン操作待ち表示３とボタン応答表示４とボタン応答表示５を
保留アイコンに対応させた演出例である。
【１１２８】
　図８６（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの下方の演出表示領域２０８ｄには、白色円形の保留ア
イコンｂ１、白色円形の保留アイコンｂ２が表示されている。図８６（ａ）では、チャン
スボタン１３６と好機ボタン１３９が通常状態であることを示している。
【１１２９】
　図８６（ａ）から引き続く図８６（ｂ）は、特図１の保留が１つ消化されて図柄変動表
示が開始された状態を示している。保留アイコンｂ１が変動アイコンａ１となって左方に
移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションと保留アイコンｂ２が左方に移動す
る保留アイコンの移動アニメーションが表示される際に装飾図柄の変動表示が開始される
。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変
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動表示が開始されている。
【１１３０】
　図８６（ｂ）から引き続く図８６（ｃ）は、図柄変動表示の実行中に特図１始動口２３
０に遊技球が１個入球したことに基づいて、デフォルトの白色円形の保留アイコンｂ３を
増加表示した状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域２０８ａに「
装飾２」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止した状態を示してい
る。
【１１３１】
　図８６（ｃ）から引き続く図８６（ｄ）は、図８６（ｃ）で示した装飾図柄の変動表示
が実行されている状態を示している。
【１１３２】
　図８６（ｄ）から引き続く図８６（ｅ）は、図８６（ｄ）で示した装飾図柄の変動表示
を実行している最中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入球したことに基づいて、保留
アイコンｂ４を増加表示した状態を示している。本例では、ボタン操作待ち表示３にチャ
ンスボタン１３６を摸した画像のチャンスボタン保留アイコンが対応している。図８６（
ｅ）では、チャンスボタン１３６の操作有効期間ではないため、チャンスボタン１３６は
通常状態のままである。
【１１３３】
　図８６（ｅ）から引き続く図８６（ｆ）は、はずれ図柄態様の停止表示し、変動アイコ
ンａ１を消去した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２
－装飾２－装飾３」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知
されている。図８６（ｆ）では、引き続き、ボタン操作待ち表示３として、チャンスボタ
ン保留アイコンを表示しているが、チャンスボタン１３６の操作有効期間ではないため、
チャンスボタン１３６は通常状態のままである。
【１１３４】
　図８６（ｆ）から引き続く図８６（ｇ）は、特図１の保留が１つ消化されて次の図柄変
動表示が開始され、引き続き、ボタン操作待ち表示３として、チャンスボタン保留アイコ
ンを表示している状態を示している。保留アイコンｂ２が変動アイコンａ２となって左方
に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションと保留アイコンｂ３、およびｂ４
が左方に移動する保留アイコンの移動アニメーションが表示され、装飾図柄の変動表示と
チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始される。図８６（ｇ）では、チャンスボタン
１３６が通常状態とは異なる状態になり、チャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発
光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。遊技者は、チ
ャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（
または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６を操作する
ことを知ることができる場合がある。本例では、保留アイコンが左方に移動する保留アイ
コンの移動アニメーションを表示した後に、チャンスボタン１３６の操作有効期間を開始
するように構成されている。
【１１３５】
　図８６（ｇ）から引き続く図８６（ｈ）は、図８６（ｇ）で示した装飾図柄変動表示を
継続して表示している最中で、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に遊技者がチャン
スボタン１３６の押下をすることで、ボタン操作待ち表示３として表示されている保留ア
イコンｂ４をボタン応答表示４に変更した状態を示している。本例のボタン応答表示４は
、好機ボタン１３９を摸した画像の好機ボタン保留アイコンが対応している。
【１１３６】
　図８６（ｈ）から引き続く図８６（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａに「装飾２」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止した状
態を示している。図８６（ｉ）では、引き続き、図８６（ｈ）で示したボタン応答表示４
として、好機ボタン保留アイコンｂ４を表示している状態を示している。
【１１３７】
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　図８６（ｉ）から引き続く図８６（ｊ）は、はずれ図柄態様の停止表示し、変動アイコ
ンａ１を消去した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２
－装飾３－装飾３」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知
されている。図８６（ｊ）では、引き続き、ボタン応答表示４として、好機ボタン保留ア
イコンｂ４を表示している。
【１１３８】
　図８６（ｊ）から引き続く図８６（ｋ）は、特図１の保留が１つ消化されて次の図柄変
動表示が開始され、引き続き、ボタン応答表示４として、好機ボタン保留アイコンｂ４を
表示している状態を示している。保留アイコンｂ３が変動アイコンａ３となって左方に移
動する保留・変動アイコン間の移動アニメーションと保留アイコンｂ４が左方に移動する
保留アイコンの移動アニメーションが表示され、装飾図柄の変動表示と好機ボタン１３９
の操作有効期間が開始される。図８６（ｋ）では、好機ボタン１３９が通常状態とは異な
る状態になり、好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異な
る態様で発光）している状態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵されてい
る好機ボタンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光
）することで、好機ボタン１３９を操作することを知ることができる場合がある。このよ
うに、本例では、ボタン応答表示４は、好機ボタン１３９の押下待ちの際に行われる表示
を含む表示である。
【１１３９】
　図８６（ｋ）から引き続く図８６（ｌ）は、図８６（ｋ）で示した装飾図柄変動表示を
継続して表示している最中で、好機ボタン１３９の操作有効期間中に遊技者が好機ボタン
１３９の押下をすることで、好機ボタン保留アイコンｂ４が表示されている領域に好機ボ
タン保留アイコンｂ４が変化している最中の状態を表すアニメーション（以下、「保留ア
イコン変化中アニメーション」と称する場合がある。）を表示した状態を示している。
【１１４０】
　図８６（ｌ）から引き続く図８６（ｍ）は、装飾図柄表示装置２０８の左図柄表示領域
２０８ａに「装飾３」が仮停止し、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止し、保
留アイコン変化中アニメーションの表示の終了の際に、ボタン応答表示４として表示され
ていた好機ボタン保留アイコンｂ４を突出した状態の好機ボタン１３９を摸した画像の保
留アイコン（以下、「好機ボタン突出保留アイコン」と称する場合がある。）ｂ５に変更
した状態を示している。図８６（ｍ）では、ボタン応答表示５を表示するのに関連して、
好機ボタン１３９が突出しているが、好機ボタン１３９の操作有効期間ではないため、好
機ボタン１３９は発光していない状態、または通常の発光状態のままである。本例では、
白色円形の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示よりも、好
機ボタン突出保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示の方が、
大当り図柄態様が停止表示されやすいように構成され、黒色円形の保留アイコンに対応す
る保留が消化されて開始される図柄変動表示よりも、好機ボタン突出保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始される図柄変動表示の方が、大当り図柄態様が停止表示されや
すいように構成され、白色ひし形の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される
図柄変動表示より、好機ボタン突出保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される
図柄変動表示の方が、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
【１１４１】
　図８６（ｍ）から引き続く図８６（ｎ）は、はずれ図柄態様の確定表示し、変動アイコ
ンａ１を消去した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３
－装飾３－装飾２」が停止表示されて、特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知
されている。
【１１４２】
　図８６（ｎ）から引き続く図８６（ｏ）は、特図１の保留が１つ消化されて次の図柄変
動表示が開始され、次いで、好機ボタン突出保留アイコンｂ４が、突出した状態の好機ボ
タン１３９を摸した画像の変動アイコン（以下、「好機ボタン突出変動アイコン」と称す
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る場合がある。）ａ４となって左方に移動する保留・変動アイコン間の移動アニメーショ
ンが表示され、装飾図柄の変動表示と好機ボタン１３９の操作有効期間が開始される。図
８６（ｏ）では、突出した状態の好機ボタン１３９が所定の態様で発光（または、通常状
態とは異なる態様で発光）している状態を表している。
【１１４３】
　図８６（ｏ）から引き続く図８６（ｐ）は、図８６（ｏ）で示した装飾図柄変動表示を
継続して表示している最中で、好機ボタン１３９の操作有効期間中に遊技者が突出した状
態の好機ボタン１３９を押下することで、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに大当
り図柄態様の「装飾３－装飾３－装飾３」が仮停止表示された状態を示している。好機ボ
タン１３９の操作有効期間中に遊技者が突出した状態の好機ボタン１３９を押下しない場
合には、好機ボタン１３９の操作有効期間の終了の際に、左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃに大当り図柄態様の「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示される。
【１１４４】
　図８６（ｑ）から引き続く図８６（ｒ）は、大当り図柄態様の停止表示がされた状態を
示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾３」を停
止表示して、特図１変動遊技の結果が大当りであることが報知されている。
【１１４５】
　本例では、ボタン操作待ち表示３として表示された保留アイコンは、遊技者がチャンス
ボタン１３６を操作することで、ボタン応答表示４として表示された保留アイコンに変更
され、次いで、遊技者が好機ボタン１３９を操作することで、ボタン応答表示５として表
示された先読み予告態様となる好機ボタン突出保留アイコンに変更され、次いで、遊技者
が通常状態より突出した状態の好機ボタン１３９を操作することで、装飾図柄の仮停止表
示が行われる。このように本例では、ボタン操作待ち表示３とボタン応答表示４とボタン
応答表示５には、保留アイコンが対応することになる。ボタン操作待ち表示３は、チャン
スボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示を含み、ボタン応答表示４とボタン応答表
示５は、好機ボタン１３９の操作待ちの際に行われる表示を含んで構成される。
【１１４６】
　本例では、保留アイコンをボタン操作待ち表示３として増加表示する場合に、保留アイ
コンが左方に移動する保留アイコンの移動アニメーションを表示した後で、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間を開始するように構成しているがこれ以外の場合があってもよい
。例えば、ボタン操作待ち表示３に対応する保留アイコンを増加表示した際の保留順位と
当該保留アイコンの保留が消化されて開始される図柄変動表示を開始するまでに要する時
間から、チャンスボタン１３６の操作有効期間の開始タイミングとチャンスボタン１３６
の操作有効期間を決定する場合があってもよい。
【１１４７】
　本例では、ボタン操作待ち表示３として表示された保留アイコンが左方に移動する保留
アイコンの移動アニメーションを表示した後で、好機ボタン１３９の操作有効期間を開始
するように構成しているがこれ以外の場合があってもよい。例えば、ボタン操作待ち表示
３として表示される保留アイコンを増加表示した際の保留順位と当該保留アイコンの保留
が消化されて開始される図柄変動表示を開始するまでに要する時間と遊技者がチャンスボ
タン１３６を操作するタイミングから、好機ボタン１３９の操作有効期間の開始タイミン
グと好機ボタン１３９の操作有効期間を決定する場合があってもよい。
【１１４８】
　本例では、保留アイコンを増加表示する際に、当該保留アイコンをボタン操作待ち表示
３として表示するように構成されているが、保留アイコンを減少表示する際に、特定の保
留アイコンをボタン操作待ち表示３としての保留アイコンに変更するように構成される場
合があってもよいし、保留増加表示および保留減少表示の際ではないタイミングで、特定
の保留アイコンをボタン操作待ち表示３としての保留アイコンに変更するように構成され
る場合があってもよい。
【１１４９】
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　本例では、複数の保留アイコンのうちの一の保留アイコンをボタン操作待ち表示３とし
て表示しているが、複数の保留アイコンのうちの二以上の保留アイコンをボタン操作待ち
表示３として同時に表示する場合があってもよい。
【１１５０】
　本例では、複数の保留アイコンのうちの一の保留アイコンをボタン操作応答表示４とし
て表示しているが、複数の保留アイコンのうちの二以上の保留アイコンをボタン応答表示
４として同時に表示する場合があってもよい。
【１１５１】
　本例では、複数の保留アイコンのうちの一の保留アイコンをボタン操作応答表示５とし
て表示しているが、複数の保留アイコンのうちの二以上の保留アイコンをボタン応答表示
５として同時に表示する場合があってもよい。
【１１５２】
　本例では、ボタン操作待ち表示３に対応する保留アイコンとボタン応答表示４に対応す
る保留アイコンは、同一の保留アイコンで構成されているが、ボタン操作待ち表示３に対
応する保留アイコンとボタン応答表示４に対応する保留アイコンは、異なる保留アイコン
で構成される場合があってもよい。
【１１５３】
　本例では、ボタン応答表示４に対応する保留アイコンとボタン応答表示５に対応する保
留アイコンは、同一の保留アイコンで構成されているが、ボタン応答表示４に対応する保
留アイコンとボタン応答表示５に対応する保留アイコンは、異なる保留アイコンで構成さ
れる場合があってもよい。
【１１５４】
　このように実施例６－１～６－３において、図５８に示した演出パターン２や演出パタ
ーン３で表示される操作待ち表示と操作応答表示に保留アイコンを対応させた演出例を示
しているが、図５８に示した演出パターン１や演出パターン４や演出パターン５で表示さ
れる操作待ち表示と操作応答表示に保留アイコンを対応させる場合があってもよい。
【１１５５】
　次に、以上説明した第３の実施の形態による遊技台の特徴的構成について再度図５８乃
至図８６を参照しつつ説明する。
【１１５６】
（Ｉ１）
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、特図１表示装置２１２、特図２表示
装置２１４）と、
　画像を表示可能な画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８、サブ表示装置２０
９）と、
　遊技者が操作可能な位置に設けられた第一の操作手段（例えば、チャンスボタン１３６
）と、
　遊技者が操作可能な位置に設けられた第二の操作手段（例えば、好機ボタン１３９）と
、
を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）であり、
　前記画像表示手段は、第三の種類の操作待ち表示（例えば、図５８（ｂ）に示すボタン
操作待ち表示３）を表示可能な表示手段であり、
　前記第三の種類の操作待ち表示は、前記第一の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
であり（例えば、図６７（ｃ）～（ｄ）、図７１（ｃ）～（ｄ）等参照）、
　前記画像表示手段は、第三の種類の操作応答表示（例えば、図５８（ｂ）に示すボタン
応答表示３）を表示可能な表示手段であり、
　前記画像表示手段は、第四の種類の操作応答表示（例えば、図５８（ｂ）に示すボタン
応答表示４）を表示可能な表示手段であり、
　前記画像表示手段は、第五の種類の操作応答表示（例えば、図５８（ｃ）に示すボタン
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応答表示５）を表示可能な表示手段であり、
　前記第三の種類の操作応答表示は、前記第一の操作手段が操作されたことに応答して行
われる表示であり（例えば、図５８（ｂ）、図６７（ｃ）～（ｆ）参照）、
　前記第三の種類の操作応答表示は、前記第二の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
の一部（例えば、逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像）を含まずに構成さ
れた表示であり（例えば、図５８（ｂ）、図６７（ｃ）～（ｆ）参照）、
　前記第四の種類の操作応答表示は、前記第一の操作手段が操作されたことに応答して行
われる表示であり（例えば、図５８（ｃ）、図７１（ｃ）～（ｆ）参照）、
　前記第四の種類の操作応答表示は、前記第二の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
の前記一部を含んで構成された表示であり（例えば、図５８（ｃ）、図７１（ｆ）参照）
、
　前記第五の種類の操作応答表示は、前記第二の操作手段が操作されたことに応答して行
われる表示であり（例えば、図５８（ｄ）、図７１（ｇ）参照）、
　前記第五の種類の操作応答表示が行われずに前記第三の種類の操作応答表示が行われた
図柄変動表示よりも、前記第五の種類の操作応答表示が行われた図柄変動表示の方が、大
当り図柄が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【１１５７】
　当該構成を備えた遊技台によれば、遊技者に第一の操作手段と第二の操作手段を段階的
に操作させることで表示される第五の種類の操作応答表示が行われた図柄変動表示は、第
五の種類の操作応答表示が行われずに遊技者に第一の操作手段のみを操作させることで表
示される第三の種類の操作応答表示が行われた図柄変動表示よりも、大当り図柄が確定表
示されやすいため、遊技者の大当りへの期待感を段階的に高めることができ、遊技の興趣
を向上させることができる場合がある。
【１１５８】
（Ｉ２）
　上記（Ｉ１）に記載の遊技台であって、
　第三の操作待ち表示（例えば、チャンスボタン発光画像）の表示中に前記第一の操作手
段が操作されたことに応答して前記第三の種類の操作応答表示および前記第四の種類の操
作応答表示のうちのいずれの種類の表示が表示されるかは、前記画像表示手段に該第三の
操作待ち表示が表示される前に決められており、
　前記第三の操作待ち表示とは、前記第三の種類の操作待ち表示のうちの一の操作待ち表
示である（例えば、図６７（ｃ）、図７１（ｃ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ３）
　上記（Ｉ１）または（Ｉ２）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第四の種類の操作待ち表示（例えば、図５８（ｃ）に示すボタン
操作待ち表示４）を表示可能であり、
　前記第四の種類の操作待ち表示は、前記第一の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
であり（例えば、図５８（ｃ）、図７８（ｃ）～（ｄ）参照）、
　前記第四の種類の操作待ち表示の表示中に前記第一の操作手段の操作された場合に、前
記第四の種類の操作応答表示が前記画像表示手段に表示されるように構成されており（例
えば、図５８（ｃ）、図７８（ｄ）～（ｆ）参照）、
　前記第四の種類の操作待ち表示が行われずに前記第三の種類の操作待ち表示が行われた
図柄変動表示よりも、前記第四の種類の操作待ち表示が行われた図柄変動表示の方が、大
当り図柄が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ４）
　上記（Ｉ３）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の種類の操作待ち表示（例えば、図５８（ａ）に示す操作待
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ち表示１）を表示可能な表示手段であり、
　前記画像表示手段は、第一の種類の操作応答表示（例えば、図５８（ａ）に示す操作応
答表示１）を表示可能な表示手段であり、
　前記第一の種類の操作待ち表示は、前記第一の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
であり（例えば、図５８（ａ）、図５９（ｄ）参照）、
　前記第一の種類の操作応答表示は、前記第二の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
を含まずに構成された表示であり（例えば、図５８（ａ）、図５９（ｅ）参照）、
　前記第一の種類の操作待ち表示の表示中に前記第一の操作手段が操作された場合に、前
記第一の種類の操作応答表示が前記画像表示手段に表示されるように構成されており（例
えば、図５８（ａ）、図５９（ｄ）～（ｅ）参照）、
　第一の操作応答表示（例えば、「チャンス！！」の文字列画像）は、第一の操作待ち表
示の表示中に前記第一の操作手段が操作された場合にのみ表示されるように構成されてお
り（例えば、図６０（ｃ）～（ｄ）参照）、
　第四の操作応答表示（例えば、好機ボタン画像およびボタン押下指示画像）は、第四の
操作待ち表示の表示中に前記第一の操作手段が操作された場合に表示されるように構成さ
れており（例えば、図７１（ｃ）～（ｆ）参照）、
　前記第四の操作応答表示は、前記第四の操作待ち表示の表示中に前記第一の操作手段が
操作されなくても表示されるように構成されており（例えば、図７４（ｃ）～（ｆ）参照
）、
　前記第一の操作待ち表示とは、前記第一の種類の操作待ち表示のうちの一の操作待ち表
示のことであり、
　前記第一の操作応答表示とは、前記第一の種類の操作応答表示のうちの一の操作応答表
示のことであり、
　前記第四の操作待ち表示とは、前記第四の種類の操作待ち表示のうちの一の操作待ち表
示のことであり、
　前記第四の操作応答表示とは、前記第四の種類の操作応答表示のうちの一の操作応答表
示のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ５）
　上記（Ｉ４）に記載の遊技台であって、
　前記第五の種類の操作応答表示が行われずに前記第一の種類の操作応答表示が行われた
図柄変動表示よりも、前記第五の種類の操作応答表示が行われた図柄変動表示の方が、大
当り図柄が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ６）
　上記（Ｉ４）または（Ｉ５）に記載の遊技台であって、
　前記第一の種類の操作応答表示が行われずに前記第三の種類の操作応答表示が行われた
図柄変動表示よりも、前記第一の種類の操作応答表示が行われた図柄変動表示の方が、大
当り図柄が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ７）
　上記（Ｉ１）乃至（Ｉ６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第三の種類の操作待ち表示が表示されてから前記第一の操作手段が操作されるまで
の時間が第一の時間であった場合の前記第四の種類の操作応答表示は第一の表示（例えば
、図７１（ｄ）～（ｆ）に示すボタン応答表示４）であり（例えば、図７１（ｃ）～（ｆ
）参照）、
　前記第三の種類の操作待ち表示が表示されてから前記第一の操作手段が操作されるまで
の時間が第二の時間であった場合の前記第四の種類の操作応答表示は第二の表示（例えば
、図７４（ｅ）～（ｆ）に示すボタン応答表示４）であり（例えば、図７４（ｃ）～（ｆ
）参照）、
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　前記第二の時間は、前記第一の時間よりも長い時間であり、
　前記第一の表示の序盤の表示と前記第二の表示の序盤の表示は同一であり（例えば、図
７１（ｄ）および図７４（ｅ）参照）、
　前記第一の表示の終盤の表示と前記第二の表示の終盤の表示は同一であり（例えば、図
７１（ｆ）および図７４（ｆ）参照）、
　前記第一の表示の中盤の少なくとも一部の表示（例えば、図７１（ｅ）に示すボタン応
答表示４の中盤の表示）が前記第二の表示では表示されない（例えば、図７４（ｅ）～（
ｆ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ８）
　上記（Ｉ７）に記載の遊技台であって、
　前記第三の種類の操作待ち表示が表示されてから該第三の種類の操作待ち表示の開始前
に定められている操作有効期間が終了するまでに前記第一の操作手段が操作されると該第
一の操作手段が操作されたことに応じた表示が行われるように構成されており（例えば、
図７１（ｄ）～（ｆ）参照）、
　前記第一の時間とは、前記第三の種類の操作待ち表示が開始されてから最短のタイミン
グで前記第一の操作手段が操作されるまでの時間のことであり（例えば、図７１（ｃ）～
（ｄ）参照）、
　前記第二の時間とは、前記第三の種類の操作待ち表示が開始されてから前記操作有効期
間の終了直前のタイミングで前記第一の操作手段が操作された場合の時間のことである（
例えば、図７４（ｃ）～（ｄ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ９）
　上記（Ｉ１）乃至（Ｉ８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の種類の操作待ち表示（例えば、ボタン操作待ち表示２）を
表示可能であり、
　前記第二の種類の操作待ち表示は、前記第二の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
であり（例えば、図５８（ｄ）参照）、
　前記第二の種類の操作待ち表示の表示中に前記第二の操作手段の操作された場合に、前
記第二の種類の操作応答表示が前記画像表示手段に表示されるように構成されており（例
えば、図５８（ｄ）参照）、
　前記第五の種類の操作応答表示が行われずに前記第二の種類の操作応答表示が行われた
図柄変動表示よりも、前記第五の種類の操作応答表示が行われた図柄変動表示の方が、大
当り図柄が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ１０）
　上記（Ｉ１）乃至（Ｉ９）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第四の種類の操作応答表示に表示されるキャラクタの表示（例えば、図７８（ｆ）
に示す逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像）は、前記第四の種類の操作待
ち表示にも表示されるように構成されている（例えば、図７８（ｃ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ１１）
　上記（Ｉ１）乃至（Ｉ１０）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第四の種類の操作応答表示に表示されるキャラクタの表示（例えば、図７１（ｆ）
に示す逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指示画像）は、前記第三の種類の操作待
ち表示にも表示されるように構成されている（例えば、図７１（ｃ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ１２）
　上記（Ｉ１）乃至（Ｉ１１）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の操作手段は、遊技者によって押された場合に、操作されたと判定されるよう



(218) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

に構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｉ１３）
　上記（Ｉ１）乃至（Ｉ１２）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の操作手段は、遊技者によって回転させられた場合に、操作されたと判定され
るように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【１１５９】
［第４の実施の形態］
　次に、本発明の第４の実施の形態によるパチンコ機１００について図８７～図９４を用
いて説明する。本実施の形態によるパチンコ機１００は、上記第１の実施の形態によるパ
チンコ機１００と同様の構成および制御系を有している。上記第１の実施の形態によるパ
チンコ機１００と同一の構成要素には同一の符号を付してその説明は省略する。
【１１６０】
（実施例１）
　本実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００について図８７を用いて説明する。図
８７は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図８７（ａ）
には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００の略示正面
を示し、図８７（ｂ）以降では遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および可
動体１００２を抜き出して示している。
【１１６１】
　図８７（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。図８７
（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば２であり、特図２の保留数は０であ
る。図８７では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表示の図示は省略する。
【１１６２】
　図８７（ａ）から引き続く図８７（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されたことに基
づいて特図１変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では装飾
図柄の変動表示が実行されている。
【１１６３】
　図８７（ｂ）から引き続く図８７（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮
停止した状態を示している。
【１１６４】
　図８７（ｃ）から引き続く図８７（ｄ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮
停止した状態を示している。図８７（ｄ）以降でノーマルリーチ演出が開始される。
【１１６５】
　図８７（ｄ）から引き続く図８７（ｅ）は、可動体１０１０が初期位置から動作範囲の
うちの最下方に移動した状態を示している。可動体１０１０は、装飾図柄表示装置２０８
の前側の位置で停止している。これにより、可動体１０１０と装飾図柄表示装置２０８に
表示される画像の一部とがオーバーラップし、当該画像の一部が遊技者から視認不可能と
なる。図柄変動表示の実行中において、装飾図柄や予告画像（例えば、太陽、雲、気球、
保留アイコン、変動アイコン等の画像）が可動体１０１０とオ―バーラップしない場合よ
りも、装飾図柄や予告画像の少なくとも一部が可動体１０１０とオーバーラップする場合
の方が当該図柄変動表示において大当り図柄態様が確定表示されやすくてもよい。なお、
可動体１０１０の移動前後で先読み予告画像の視認可能な部分が異なる場合がないよりも
、可動体１０１０の移動前後で先読み予告画像の視認可能な部分が異なる場合がある方が
、先読み予告の対象となる図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示されやすいように構
成されていてもよい。
【１１６６】
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　図８７（ｅ）から引き続く図８７（ｆ）は、可動体１０１０が上方に移動して初期位置
に復帰した状態を示している。可動体１０１０の初期位置は、可動体１０１０の移動範囲
の最上方の位置である。
【１１６７】
　図８７（ｆ）から引き続く図８７（ｇ）は、ノーマルリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾３」が仮停止された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２
０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態
様で揺れ変動表示が表示されている。本実施例においてノーマルリーチ演出中には後述す
るワイプ演出表示は実行されない。
【１１６８】
　図８７（ｇ）から引き続く図８７（ｈ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。本例において、当該特図１変動遊技の結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、当該特図１変動表示
の結果がはずれであることが報知されている。
【１１６９】
　図８７（ｈ）から引き続く図８７（ｉ）は、最先の特図１の保留が消化されたことに基
づいて特図１変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では装飾
図柄の変動表示が実行されている。
【１１７０】
　図８７（ｉ）から引き続く図８７（ｊ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮
停止した状態を示している。
【１１７１】
　図８７（ｊ）から引き続く図８７（ｋ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮
停止した状態を示している。図８７（ｋ）以降でスーパーリーチ演出が開始される。本実
例において、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スーパーリーチ演出が
行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている
。
【１１７２】
　図８７（ｋ）から引き続く図８７（ｌ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化した状態を示している。背景画像は、
太陽の画像や雲の画像や気球の画像を含む空の背景画像から山道の背景画像に変化してい
る。本実施例では、空の背景画像は通常の演出実行中やノーマルリーチ演出実行中等で表
示され、山道の背景画像はスーパーリーチ演出実行中に表示される。
【１１７３】
　図８７（ｌ）から引き続く図８７（ｍ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、サブ表
示装置１０３０に表示されている背景画像が変化した状態を示している。背景画像は、ヨ
ットの画像や雲の画像を含む海の背景画像から装飾図柄表示装置２０８に表示されている
山道の背景の一部の画像に変化している。サブ表示装置１０３０には、サブ表示装置１０
３０が装飾図柄表示装置２０８に重なって隠している部分の画像が表示される。
【１１７４】
　図８７（ｍ）から引き続く図８７（ｎ）は、サブ表示装置１０３０を備えた可動体１０
０２が図８７（ｍ）に示す初期位置から右上方に移動した状態を示している。サブ表示装
置１０３０には、サブ表示装置１０３０が装飾図柄表示装置２０８に重なって隠している
部分の画像が表示される。本実施例において、可動体１００２は、不図示の駆動系により
、装飾図柄表示装置２０８の前方で装飾図柄表示装置２０８の表示画面にほぼ平行な平面
（以下、表示画面前方平面と称する場合がある）内で２次元的に移動できるようになって
いる。可動体１００２の駆動系としては種々の構成を取り得る。例えば、回動可能に連結
された２本の連接棒の一端を装飾図柄表示装置２０８の外側のメイン液晶ユニット１００
１の所定位置に回転可能に固定して、表示画面前方平面内で２次元的に移動できるリンク
機構を構成する。可動体１００２は連結された２本の連接棒の他端に上記平面内で回転可
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能に固定する。連結された２本の連接棒の一端部と連結節部とに連接棒駆動用のモータを
それぞれ配置する。これにより、表示画面前方平面内で可動体１００２を２次元的に移動
できるようになる。なお、２本の連接棒の他端部に演出可動体回転用のモータを配置し、
表示画面前方平面内で可動体１００２を回転可能に構成してもよい。
【１１７５】
　装飾図柄表示装置２０８では、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右
上方に縮小されている。スーパーリーチ演出の実行中の一部の期間では装飾図柄の変動表
示が縮小の表示態様で表示される。
【１１７６】
　図８７（ｎ）から引き続く図８７（ｏ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央（
演出表示領域２０８ｄの中央）にはずれを示唆する表示として「残念」の文字列画像が表
示された状態を示している。サブ表示装置１０３０は装飾図柄表示装置２０８に表示され
ている「念」の文字画像の一部に重なる位置に位置しており、サブ表示装置１０３０には
「念」の文字の下半分の部分が表示されている。
【１１７７】
　図８７（ｏ）から引き続く図８７（ｐ）は、スーパーリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾３」が仮停止された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２
０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態
様で揺れ変動表示が表示されている。
【１１７８】
　図８７（ｐ）から引き続く図８７（ｑ）は、スーパーリーチ演出中にはずれを示唆する
「装飾２－装飾３－装飾２」が表示された後にワイプ演出表示が開始された状態を示して
いる。ワイプ演出表示は、表示装置の表示画面の端から画像をぬぐい消すように消去して
いく演出である。本実施例によるパチンコ機１００は装飾図柄表示装置２０８とサブ表示
装置１０３０の２つの表示装置を備えており、本実施例においてワイプ演出表示は、まず
装飾図柄表示装置２０８において開始され、次いで、サブ表示装置１０３０において開始
される。以降では、装飾図柄表示装置２０８で実行されるワイプ演出表示を第一のワイプ
演出表示と称し、装飾図柄表示装置２０８に表示されるワイプ表示を第一のワイプ表示と
称し、サブ表示装置１０３０で実行されるワイプ演出表示を第二のワイプ演出表示と称し
、サブ表示装置１０３０に表示されるワイプ表示を第二のワイプ表示と称する。
【１１７９】
　図８７（ｑ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表
示ｗ１ａが出現を開始し、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ
１ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせ
て第一のワイプ表示の出現表示の開始とし、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイ
プ演出表示の開始とする。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂは、装飾図柄表示装置２０８におい
て最前面に表示され、第一のワイプ演出表示開始前から表示されていた装飾図柄や背景画
像等の表示をぬぐい消すように表示される。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂの絵柄は同一であ
り、図８７では当該絵柄を右上がりのハッチングで示している。
【１１８０】
　可動体１００２は初期位置に向かって移動中であり、サブ表示装置１０３０は装飾図柄
表示装置２０８に表示されている「残念」の文字列画像の一部に重なる位置に位置してお
り、サブ表示装置１０３０には「念」の文字の下半分の部分が表示されている。
【１１８１】
　図８７（ｑ）から引き続く図８７（ｒ）は、ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂが表示画面を徐
々に覆うように広がっている状態を示している。ワイプ表示ｗ１ａは表示画面の左上隅か
ら表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂは表示画面の
右下隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示される。
【１１８２】
　図８７（ｒ）から引き続く図８７（ｓ）は、サブ表示装置１０３０（可動体１００２）
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が移動中にサブ表示装置１０３０において第二のワイプ演出表示が開始された状態を示し
ている。サブ表示１０３０の表示画面の右上隅からワイプ表示ｗ２ａが出現を開始し、サ
ブ表示装置１０３０の表示画面の左下隅からワイプ表示ｗ２ｂが出現を開始する。ワイプ
表示ｗ２ａの出現と、ワイプ表示ｗ２ｂの出現とを合わせて第二のワイプ表示の出現表示
の開始とし、第二のワイプ表示の出現をもって第二のワイプ演出表示の開始とする。ワイ
プ表示ｗ２ａ、ｗ２ｂは、サブ表示装置１０３０において最前面に表示され、第二のワイ
プ演出表示開始前から表示されていた背景画像等の表示をぬぐい消すように表示される。
ワイプ表示ｗ２ａ、ｗ２ｂの絵柄は同一であり、図８７では当該絵柄を黒地に白色ドット
で示している。
【１１８３】
　第一のワイプ表示の絵柄と第二のワイプ表示の絵柄とは異なっている。第一のワイプ表
示は画面の左上隅および右下隅から出現し、第二のワイプ表示は画面の右上隅および左下
隅から出現する。
【１１８４】
　本実施例では、サブ表示装置１０３０が初期位置に移動する演出動作の実行中に第二の
ワイプ演出表示が開始されているが、サブ表示装置１０３０が初期位置に停止した後に第
二のワイプ演出表示が開始されてもよいし、第二のワイプ演出表示が終了した後でサブ表
示装置１０３０が初期位置に移動開始してもよいし、サブ表示装置１０３０が初期位置に
移動開始するタイミングと第二のワイプ演出表示の開始タイミングとを同じにしてもよい
。
【１１８５】
　図８７（ｓ）から引き続く図８７（ｔ）は、サブ表示装置１０３０が初期位置で停止し
た状態を示している。第一のワイプ表示および第二のワイプ表示は出現中である。ワイプ
表示ｗ１ａは表示画面の左上隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示され
、ワイプ表示ｗ１ｂは表示画面の右下隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように
表示される。ワイプ表示ｗ２ａは表示画面の右上隅から表示画面の中央に徐々に広がって
いくように表示され、ワイプ表示ｗ２ｂは表示画面の左下隅から表示画面の中央に徐々に
広がっていくように表示される。
【１１８６】
　図８７（ｔ）から引き続く図８７（ｕ）は、第二のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。ワイプ表示ｗ２ａの端部とワイプ表示ｗ２ｂの端部とが接しており、サ
ブ表示装置１０３０の表示画面全体がワイプ表示ｗ２ａ、ｗ２ｂで覆われている。サブ表
示装置１０３０の表示画面全体がワイプ表示ｗ２ａ、ｗ２ｂで覆われている状態になると
、ワイプ表示ｗ２ａ、ｗ２ｂが移動表示されない待機表示の状態となる。第二のワイプ表
示の出現表示が完了すると第二のワイプ表示の待機表示が開始される。第一のワイプ表示
は出現表示中であり、ワイプ表示ｗ１ａは表示画面の左上隅から表示画面の中央に徐々に
広がっていくように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂは表示画面の右下隅から表示画面の中央
に徐々に広がっていくように表示されている。
【１１８７】
　図８７（ｕ）から引き続く図８７（ｖ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。ワイプ表示ｗ１ａの端部とワイプ表示ｗ１ｂの端部とが接しており、装
飾図柄表示装置２０８の表示画面全体がワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂで覆われている。装飾
図柄表示装置２０８の表示画面全体がワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂで覆われている状態にな
ると、ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂが移動表示されない待機表示の状態となる。第一のワイ
プ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示が開始される。
【１１８８】
　図８７（ｖ）から引き続く図８７（ｗ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が開始された
状態を示している。ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に向かって縮まるように表示さ
れ、ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように表示される。第二のワ
イプ表示は待機表示中である。
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【１１８９】
　図８７（ｗ）から引き続く図８７（ｘ）は、第二のワイプ表示の撤退表示が開始された
状態を示している。ワイプ表示ｗ２ａが表示画面の右上隅に向かって縮まるように表示さ
れ、ワイプ表示ｗ２ｂが表示画面の左下隅に向かって縮まるように表示される。
【１１９０】
　図８７（ｘ）から引き続く図８７（ｙ）は、第一のワイプ表示および第二のワイプ表示
の撤退表示中の状態を示している。ワイプ表示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、仮
停止中の装飾図柄の一部が表示されている。
【１１９１】
　図８７（ｙ）から引き続く図８７（ｚ）は、第二のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。ワイプ表示ｗ２ａがサブ表示装置１０３０の表示画面の右上隅に向かっ
て縮まり当該表示画面からワイプ表示ｗ２ａが消去され、ワイプ表示ｗ２ｂがサブ表示装
置１０３０の表示画面の左下隅に向かって縮まり、当該表示画面からワイプ表示ｗ２ｂが
消去されると、第二のワイプ表示の撤退が完了する。第二のワイプ表示の撤退完了をもっ
て第二のワイプ演出表示の終了とする。第一のワイプ演出表示は撤退表示中である。
【１１９２】
　図８７（ｒ）に示すように第二のワイプ演出表示開始前においてサブ表示装置１０３０
には山道の背景画像が表示されているが、図８７（ｚ）に示すように第二のワイプ演出表
示終了後においてサブ表示装置１０３０には海の背景画像が表示されている。このように
、第二のワイプ演出表示前後でサブ表示装置１０３０に表示される背景画像が変化する。
【１１９３】
　本実施例では、第二のワイプ表示の出現開始位置および撤退完了位置を同じにしている
。すなわち、ワイプ表示ｗ２ａは、表示画面の右上隅から出現開始し、当該表示画面の右
上隅に撤退完了し、ワイプ表示ｗ２ｂは、表示画面の左下隅から出現開始し、当該表示画
面の左下隅に撤退完了する。なお、第二のワイプ表示の出現開始位置および撤退完了位置
は異なっていてもよい。例えば、ワイプ表示ｗ２ａは、表示画面の右上隅から出現開始し
、当該表示画面の右下隅に撤退完了し、ワイプ表示ｗ２ｂは、表示画面の左下隅から出現
開始し、当該表示画面の左上隅に撤退完了してもよい。
【１１９４】
　図８７（ｚ）から引き続く図８７（イ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。ワイプ表示ｗ１ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向か
って縮まり当該表示画面からワイプ表示ｗ１ａが消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の右下隅に向かって縮まり、当該表示画面からワイプ表示ｗ１
ｂが消去されると、第一のワイプ表示の撤退が完了する。第一のワイプ表示の撤退完了を
もって第一のワイプ演出表示の終了とする。装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が
表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２
－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１１９５】
　図８７（ｐ）に示すように第一のワイプ演出表示開始前において装飾図柄表示装置２０
８には縮小の表示態様で装飾図柄が表示されているが、図８７（イ）に示すように第一の
ワイプ演出表示終了後において装飾図柄表示装置２０８には通常の大きさの表示態様で装
飾図柄が表示されている。このように、第一のワイプ演出表示前後で装飾図柄表示装置２
０８に表示される装飾図柄の表示態様が変化する。本実施例では、第一のワイプ演出表示
前後で装飾図柄表示装置２０８に表示される装飾図柄の大きさが変化する。
【１１９６】
　図８７（ｐ）に示すように第一のワイプ演出表示開始前において装飾図柄表示装置２０
８には山道の背景画像が表示されているが、図８７（イ）に示すように第一のワイプ演出
表示終了後において装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている。このよ
うに、第一のワイプ演出表示前後で装飾図柄表示装置２０８に表示される背景画像が変化
する。
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【１１９７】
　本実施例では、第一のワイプ表示の出現開始位置および撤退完了位置を同じにしている
。すなわち、ワイプ表示ｗ１ａは、表示画面の左上隅から出現開始し、当該表示画面の左
上隅に撤退完了し、ワイプ表示ｗ１ｂは、表示画面の右下隅から出現開始し、当該表示画
面の右下隅に撤退完了する。なお、第一のワイプ表示の出現開始位置および撤退完了位置
は異なっていてもよい。例えば、ワイプ表示ｗ１ａは、表示画面の左上隅から出現開始し
、当該表示画面の左下隅に撤退完了し、ワイプ表示ｗ１ｂは、表示画面の右下隅から出現
開始し、当該表示画面の右上隅に撤退完了してもよい。
【１１９８】
　図８７（イ）から引き続く図８７（ロ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変
動表示が表示されている状態を示している。
【１１９９】
　図８７（ロ）から引き続く図８７（ハ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
３－装飾２」が停止表示されて、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであること
が報知されている。
【１２００】
　本実施例によるパチンコ機１００は、演出表示を実行可能な演出表示手段を備えている
。演出表示手段は、複数の画像表示手段から構成された表示手段であり、複数の画像表示
手段のうちの一の画像表示手段は、装飾図柄表示装置２０８であり、複数の画像表示手段
のうちの一の画像表示手段は、サブ表示装置１０３０である。本実施例によるパチンコ機
１００は、スーパーリーチ演出ではずれを示唆する表示が行われた後で、装飾図柄表示装
置２０８において第一のワイプ演出表示を行うことが可能であり、スーパーリーチ演出で
はずれを示唆する表示が行われた後で、サブ表示装置１０３０において第二のワイプ演出
表示を行うことが可能である。第一のワイプ演出表示や第二のワイプ演出表示により背景
画像等が変化する演出のシーンチェンジが行われる。本実施例によるパチンコ機１００に
よれば、演出のシーンチェンジを華やかにすることで遊技者の気分を一新させることがで
きる場合がある。
【１２０１】
　本実施例では、図８７（ｓ）～（ｔ）に示すように、移動動作を行っているサブ表示装
置１０３０において、第二のワイプ演出表示の一部が行われる。サブ表示装置１０３０が
移動動作中に第二のワイプ演出表示の全体が行われてもよい。なお、装飾図柄表示装置２
０８は、移動動作を実行可能であり、移動動作を行っている装飾図柄表示装置２０８にお
いて、第一のワイプ演出表示の少なくとも一部が行われてもよい。
【１２０２】
（実施例２）
　本実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００について図８８を用いて説明する。図
８８は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図８８の各図
には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイン
液晶ユニット１００１を抜き出して示し、可動体１００２の図示は省略する。
【１２０３】
　図８８（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。図８８
（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば３であり、特図２の保留数は０であ
る。装飾図柄表示装置２０８には特図１の保留数を示す３つの保留アイコンが表示されて
いる。３つの保留アイコンの表示態様はいずれも黒色円形である。
【１２０４】
　図８８（ａ）から引き続く図８８（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されたことに基
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づいて特図１変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では装飾
図柄の変動表示が実行されており、消化された保留に対応する最左方の保留アイコンが消
去され、２つの保留アイコンが左方に移動する保留アイコン移動アニメーションが実行さ
れる。
【１２０５】
　図８８（ｂ）から引き続く図８８（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図８８（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。本実施例において、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スーパ
ーリーチ演出が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されている。
【１２０６】
　図８８（ｃ）から引き続く図８８（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化した状態を示している。背景画像は、
太陽の画像や雲の画像や気球の画像を含む空の背景画像から山道の背景画像に変化してい
る。本実施例では、空の背景画像は通常の演出実行中やノーマルリーチ演出実行中等で表
示され、山道の背景画像はスーパーリーチ演出実行中に表示される。保留アイコンは、背
景画像の変化に伴い全て消去される。保留アイコンが消去されるタイミングは、背景画像
の変化と同時であってもよいし、当該変化より前であってもよいし、当該変化よりも後で
あってもよい。
【１２０７】
　図８８（ｄ）から引き続く図８８（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。スーパーリーチ演出の実行中の一部の
期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。
【１２０８】
　本例では、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小表示され
た後に、特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞したとする。これにより、特図１始動情
報が取得され、新たに取得した始動情報を先読みして、当否判定処理よりも前に停止図柄
を事前判定する特図先読み処理が主制御部３００により実行される。主制御部３００は、
特図先読み処理を実行した後、事前判定結果を含む先読み結果情報コマンドを第１副制御
部４００に送信する。第１副制御部４００は、事前判定結果に基づいて先読み予告を実行
するか否かを抽選で決定する。本例では、先読み予告は実行されないと決定される。
【１２０９】
　図８８（ｅ）から引き続く図８８（ｆ）は、はずれを示唆する表示が装飾図柄表示装置
２０８に表示された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央にはずれ
を示唆する表示として「残念」の文字列画像が表示され、中図柄表示領域２０８ｂに「装
飾３」が仮停止されて、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれの図柄態様
である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されて
いる。
【１２１０】
　図８８（ｆ）から引き続く図８８（ｇ）は、スーパーリーチ演出中にはずれを示唆する
表示が表示された後に第一のワイプ演出表示が開始された状態を示している。装飾図柄表
示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１ａが出現を開始し、装飾図柄表示装
置２０８の表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１ａ
の出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開始とし
、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。ワイプ表示ｗ１
ａ、ｗ１ｂは、装飾図柄表示装置２０８において最前面に表示され、第一のワイプ演出表
示開始前から表示されていた装飾図柄や背景画像等の表示をぬぐい消すように表示される
。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂの絵柄は同一であり、図８８では当該絵柄を右上がりのハッ
チングで示している。
【１２１１】
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　図８８（ｇ）から引き続く図８８（ｈ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。ワイプ表示ｗ１ａの端部とワイプ表示ｗ１ｂの端部とが接しており、装
飾図柄表示装置２０８の表示画面全体がワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂで覆われている。第一
のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示が開始される。
【１２１２】
　図８８（ｈ）から引き続く図８８（ｉ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が開始された
状態を示している。ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に向かって縮まるように表示さ
れ、ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように表示される。ワイプ表
示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄と保留アイコンとが徐々に再表示され
ていく。
【１２１３】
　第一のワイプ表示の撤退表示では、保留順位が若い保留に対応する保留アイコンの少な
くとも一部が表示された後に最後に増加した保留順位が後の保留に対応する保留アイコン
が表示されるようになっており、遊技者は、リーチ演出中に増加した保留に対応して新た
に表示される保留アイコンの表示態様が先読み予告態様であるか否かを期待しながらワイ
プ表示の撤退表示の完了を待つことができる場合がある。
【１２１４】
　図８８（ｉ）から引き続く図８８（ｊ）は、第一のワイプ表示の撤退表示中の状態を示
している。ワイプ表示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄と保留アイコンと
が徐々に再表示されていく。図８８（ｊ）に示す時点では、左図柄の一部と、中図柄、右
図柄および全ての保留アイコンの全体とが表示されている。本例では、図８８（ｃ）に示
すように消去前の保留アイコンの数は２つであったが、保留アイコンの消去中に特図１の
保留数が１個増加しているため、図８８（ｊ）に示すように再表示後の保留アイコンの数
は３つである。３つの保留アイコンの表示態様はいずれも黒色円形である。
【１２１５】
　図８８（ｊ）から引き続く図８８（ｋ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。ワイプ表示ｗ１ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向か
って縮まり当該表示画面からワイプ表示ｗ１ａが消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の右下隅に向かって縮まり、当該表示画面からワイプ表示ｗ１
ｂが消去されると、第一のワイプ表示の撤退が完了する。第一のワイプ表示の撤退完了を
もって第一のワイプ演出表示の終了とする。装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が
表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２
－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１２１６】
　図８８（ｋ）から引き続く図８８（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
３－装飾２」が停止表示されて、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであること
が報知されている。
【１２１７】
　本実施例によるパチンコ機１００は、ワイプ演出表示が実行される前に特図の保留が増
加した場合には、ワイプ演出表示を用いた先読み予告を実行するか否かの抽選が可能であ
る。本例では、ワイプ演出表示を用いた先読み予告を実行しないと決定されたので、先読
み予告は実行されていない。
【１２１８】
（実施例３）
　本実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００について図８９を用いて説明する。図
８９は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図８９の各図
には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイン
液晶ユニット１００１を抜き出して示し、可動体１００２の図示は省略する。
【１２１９】
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　図８９（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。図８９
（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば３であり、特図２の保留数は０であ
る。装飾図柄表示装置２０８には特図１の保留数を示す３つの保留アイコンが表示されて
いる。３つの保留アイコンの表示態様はいずれも黒色円形である。
【１２２０】
　図８９（ａ）から引き続く図８９（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されたことに基
づいて特図１変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では装飾
図柄の変動表示が実行されており、消化された保留に対応する最左方の保留アイコンが消
去され、２つの保留アイコンが左方に移動する保留アイコン移動アニメーションが実行さ
れる。
【１２２１】
　図８９（ｂ）から引き続く図８９（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図８９（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。本実施例において、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スーパ
ーリーチ演出が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されている。
【１２２２】
　図８９（ｃ）から引き続く図８９（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化した状態を示している。背景画像は、
太陽の画像や雲の画像や気球の画像を含む空の背景画像から山道の背景画像に変化してい
る。本実施例では、空の背景画像は通常の演出実行中やノーマルリーチ演出実行中等で表
示され、山道の背景画像はスーパーリーチ演出実行中に表示される。保留アイコンは、背
景画像の変化に伴い全て消去される。
【１２２３】
　図８９（ｄ）から引き続く図８９（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。スーパーリーチ演出の実行中の一部の
期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。
【１２２４】
　本例では、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小表示され
た後に、特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞したとする。これにより、特図１始動情
報が取得され、新たに取得した始動情報を先読みして、当否判定処理よりも前に停止図柄
を事前判定する特図先読み処理が主制御部３００により実行される。主制御部３００は、
特図先読み処理を実行した後、事前判定結果を含む先読み結果情報コマンドを第１副制御
部４００に送信する。第１副制御部４００は、事前判定結果に基づいて先読み予告を実行
するか否かを抽選で決定する。本例では、先読み予告は実行されると決定され、当該先読
み予告は第一のワイプ演出表示と保留アイコンの表示とにより実行される。
【１２２５】
　図８９（ｅ）から引き続く図８９（ｆ）は、はずれを示唆する表示が装飾図柄表示装置
２０８に表示された後、第一のワイプ演出表示が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の右上隅からワイプ表示ｗ１ａが出現を開始し、装飾図柄表示
装置２０８の表示画面の左下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１
ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開始と
し、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。ワイプ表示ｗ
１ａ、ｗ１ｂは、装飾図柄表示装置２０８において最前面に表示され、第一のワイプ演出
表示開始前から表示されていた装飾図柄や背景画像等の表示をぬぐい消すように表示され
る。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂの絵柄は同一であり、図８９では当該絵柄は黒色無地であ
る。
【１２２６】
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　本実施例において、黒色無地のワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂは先読み予告としての第一の
ワイプ演出表示で表示される。先読み予告として第一のワイプ演出表示が表示される場合
には、第一のワイプ演出表示の開始タイミングは、先読み予告ではない第一のワイプ演出
表示が表示される場合の第一のワイプ演出表示の開始タイミングよりも早くなっている。
先読み予告が実行される場合には、図８９（ｆ）に示すようにはずれを示唆する表示が装
飾図柄表示装置２０８に表示された直後に第一のワイプ演出表示が開始されおり、先読み
予告が実行されない場合には、図８８（ｆ）に示すようにはずれを示唆する表示が装飾図
柄表示装置２０８に表示されて所定期間経過後に図８８（ｇ）に示すように第一のワイプ
演出表示が開始されている。
【１２２７】
　先読み予告である第一のワイプ演出表示が表示される場合のワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂ
の出現位置は、先読み予告でなはない第一のワイプ演出表示が表示される場合のワイプ表
示ｗ１ａ、ｗ１ｂの出現位置と異なっている。先読み予告である第一のワイプ演出表示の
場合、図８９（ｆ）に示すようにワイプ表示ｗ１ａの出現位置は表示画面の右上隅であり
、ワイプ表示ｗ１ｂの出現位置は表示画面の左下隅である。一方、先読み予告ではない第
一のワイプ演出表示の場合、図８８（ｇ）に示すようにワイプ表示ｗ１ａの出現位置は表
示画面の左上隅であり、ワイプ表示ｗ１ｂの出現位置は表示画面の右下隅である。
【１２２８】
　先読み予告である第一のワイプ演出表示が表示される場合のワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂ
の出現表示の速度は、先読み予告でなはない第一のワイプ演出表示が表示される場合のワ
イプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂの出現表示の速度より速くなっている。
【１２２９】
　このように、先読み予告として第一のワイプ演出表示が実行される場合には、第一のワ
イプ表示の絵柄、出現位置、および出現表示の速度が先読み予告ではない第一のワイプ演
出表示が実行される場合と異なっている。先読み予告として第一のワイプ演出表示が実行
される場合には、第一のワイプ表示の絵柄、出現位置、または出現表示の速度の少なくと
も一つが先読み予告ではない第一のワイプ演出表示が実行される場合と異なっていればよ
い。
【１２３０】
　本例では、リーチ演出実行中に先読み処理が実行され、当該リーチ演出の実行中におい
て当該先読み処理の結果に基づく先読み予告が実行されている。この場合、先読み予告と
してのワイプ演出表示の態様を先読み予告ではない通常のワイプ演出表示の態様と異なら
せている。なお、リーチ演出開始前の先読み処理や当該リーチ演出が実行される特図変動
遊技よりも前の先読み処理の結果に基づく先読み予告が実行される場合や、先読み予告態
様の保留アイコンが表示される場合に、ワイプ演出表示の態様を通常のワイプ演出表示の
態様と異ならせてもよい。
【１２３１】
　図８９（ｆ）から引き続く図８９（ｇ）は、ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂが表示画面を徐
々に覆うように広がっている状態を示している。ワイプ表示ｗ１ａは表示画面の右上隅か
ら表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂは表示画面の
左下隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示される。
【１２３２】
　図８９（ｇ）から引き続く図８９（ｈ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。ワイプ表示ｗ１ａの端部とワイプ表示ｗ１ｂの端部とが接しており、装
飾図柄表示装置２０８の表示画面全体がワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂで覆われている。第一
のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示が開始される。
【１２３３】
　図８９（ｈ）から引き続く図８９（ｉ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が開始された
状態を示している。ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の右上隅に向かって縮まるように表示さ
れ、ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面の左下隅に向かって縮まるように表示される。ワイプ表



(228) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄と保留アイコンとが徐々に再表示され
ていく。先読み予告である第一のワイプ演出表示が表示される場合のワイプ表示ｗ１ａ、
ｗ１ｂの撤退表示の速度は、先読み予告でなはない第一のワイプ演出表示が表示される場
合のワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂの撤退表示の速度より速くなってもよいし、同じでもよい
し、遅くてもよい。
【１２３４】
　第一のワイプ表示の撤退表示では、保留順位が若い保留に対応する保留アイコンの少な
くとも一部が表示された後に最後に増加した保留順位が後の保留に対応する保留アイコン
が表示されるようになっており、遊技者は、リーチ演出中に増加した保留に対応して新た
に表示される保留アイコンの表示態様が先読み予告態様であるか否かを期待しながらワイ
プ表示の撤退表示の完了を待つことができる場合がある。
【１２３５】
　図８９（ｉ）から引き続く図８９（ｊ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。ワイプ表示ｗ１ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右上隅に向か
って縮まり当該表示画面からワイプ表示ｗ１ａが消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の左下隅に向かって縮まり、当該表示画面からワイプ表示ｗ１
ｂが消去されると、第一のワイプ表示の撤退が完了する。第一のワイプ表示の撤退完了を
もって第一のワイプ演出表示の終了とする。装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が
表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２
－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。保留アイ
コンも再表示され、左方から３つ目の保留アイコンは、白色正方形の表示態様で表示され
る。当該保留アイコンは、先読み予告の表示態様で表示される。
【１２３６】
　図８９（ｊ）から引き続く図８９（ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
３－装飾２」が停止表示されて、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであること
が報知されている。
【１２３７】
　このように、本実施例によるパチンコ機１００は、第一のワイプ演出表示によって先読
み予告を実行可能である。先読み予告として第一のワイプ演出表示が実行された場合には
、保留中の特図変動遊技が全て消化されるまでの間に必ず大当りに当選するようになって
いてもよい。
【１２３８】
　なお、パチンコ機１００は、第二のワイプ演出表示によって先読み予告を実行可能であ
ってもよい。第一のワイプ演出表示と同様に、先読み予告としての第二のワイプ演出表示
は、第二のワイプ表示の絵柄、出現位置、または出現表示の速度の少なくとも一つが先読
み予告ではない第二のワイプ演出表示が実行される場合と異なっていればよい。
【１２３９】
（実施例４）
　本実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００について図９０を用いて説明する。図
９０は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図９０の各図
には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイン
液晶ユニット１００１と可動体１００２を抜き出して示している。
【１２４０】
　図９０（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停
止表示され、直近の特図２変動遊技の結果がはずれであることが報知されている。図９０
（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば２であり、特図２の保留数は例えば
４である。図９０の各図において、装飾図柄表示装置２０８に表示されている保留アイコ
ンの図示は省略する。
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【１２４１】
　本実施例において、遊技状態は電サポ状態である。図９０（ａ）に示す時点において、
電サポ状態での残りの特図変動遊技の回数は９回である。サブ表示装置１０３０には、電
サポ状態での残りの特図変動遊技の回数を示す「９回」の文字列画像が表示されている。
【１２４２】
　図９０（ａ）から引き続く図９０（ｂ）は、最先の特図２の保留が消化されたことに基
づいて特図２変動遊技が開始された状態を示している。サブ表示装置１０３０には、電サ
ポ状態での残りの特図変動遊技の回数を示す「８回」の文字列画像が表示されている。
【１２４３】
　図９０（ｂ）から引き続く図９０（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図９０（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。本実施例において、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スーパ
ーリーチ演出が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されている。
【１２４４】
　図９０（ｃ）から引き続く図９０（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８およびサブ表示装置１０３０に表示されている背景画像が変化し、主人
公キャラクタと敵キャラクタとが対決するシーンの動画像が表示される演出が開始された
状態を示している。実行中の特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、当該
演出において主人公キャラクタが敵キャラクタに勝利するシーンの動画像が表示される。
装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には主人公キャラクタの画像（以下、「主人公
」と称する）が表示され、当該表示画面の右方には敵キャラクタの画像（以下、「敵」と
称する）が表示され、当該表示画面の左上方には「決闘」の文字列画像が表示されている
。当該文字列画像の前面側には左図柄としての「装飾２」が表示されており、当該文字列
画像の一部が視認不能となっている。
【１２４５】
　図９０（ｄ）から引き続く図９０（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。スーパーリーチ演出の実行中の一部の
期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。
【１２４６】
　図９０（ｅ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の横長長方形の画
像内に白抜きで「球を抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知
画像が表示されている。下皿満タンエラー報知画像は、演出表示にオーバーラップして表
示される。図９０（ｄ）では、「決闘」の文字列画像にオーバーラップして下皿満タンエ
ラー報知画像が表示されている。下皿満タンエラー報知画像は、下皿満タンエラーの情報
を含むコマンドを主制御部３００から受信したことに基づく第１副制御部４００の制御に
よって表示される。
【１２４７】
　図９０（ｅ）から引き続く図９０（ｆ）は、スーパーリーチ演出中にはずれを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆
する表示として主人公が敵に敗れるシーンの動画像が表示される。下皿満タンエラー報知
画像は、継続して表示されている。
【１２４８】
　図９０（ｆ）から引き続く図９０（ｇ）は、スーパーリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表
示態様で揺れ変動表示が表示されている。下皿満タンエラー報知画像は、文字色が黒色の
表示態様に変化している。
【１２４９】
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　図９０（ｇ）から引き続く図９０（ｈ）は、第一のワイプ演出表示および第二のワイプ
演出表示が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅か
らワイプ表示ｗ１ａが出現を開始し、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現
を開始し、サブ表示装置１０３０の表示画面の右上隅からワイプ表示ｗ２ａが出現を開始
し、当該表示画面の左下隅からワイプ表示ｗ２ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１ａの
出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開始とし、
第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とし、ワイプ表示ｗ２ａの
出現と、ワイプ表示ｗ２ｂの出現とを合わせて第二のワイプ表示の出現表示の開始とし、
第二のワイプ表示の出現をもって第二のワイプ演出表示の開始とする。
【１２５０】
　第一のワイプ表示は、エラー報知画像以外の表示をぬぐい消すように出現する。本実施
例では、エラー報知画像として下皿満タンエラー報知画像が表示されており、下皿満タン
エラー報知画像はワイプ表示ｗ１ａにオーバーラップして表示される。下皿満タンエラー
報知画像は、図９０（ｆ）に示すようにワイプ演出開始前では黒色の横長長方形の画像内
に白抜きで「球を抜いてくれ」という文字列画像が表示される表示態様で表示され、図９
０（ｈ）に示すようにワイプ演出開始後では黒色で「球を抜いてくれ」という文字列画像
が表示される表示態様で表示される。本実施例では、ワイプ演出表示の実行中とワイプ演
出表示の非実行中とでエラー報知画像の表示態様を変化させている。本実施例では、エラ
ー報知画像の表示態様の変化タイミングは図９０（ｇ）に示すようにワイプ演出表示の開
始直前であるが、エラー報知画像の表示態様の変化タイミングは、ワイプ演出表示の開始
と同時であってもよいし、ワイプ演出表示の開始後であってもよい。
【１２５１】
　第一のワイプ表示は、チュートリアル表示にもオーバーラップして表示される。本実施
例では、メッセージ表示の一つであるチュートリアル表示は第一のワイプ表示により消去
され、メッセージ表示の一つであるエラー表示は第一のワイプ表示にオーバーラップして
表示される。本実施例では、エラー表示として下皿満タンエラー報知画像を例に挙げたが
、その他のエラー表示であっても同様であり、例えば、扉解放エラーを報知する扉解放エ
ラー報知画像や、異常入賞や不正入賞を報知するエラー報知画像や、磁気検出を報知する
エラー報知画像等も第一のワイプ表示にオーバーラップして表示される。
【１２５２】
　図９０（ｈ）から引き続く図９０（ｉ）は、第一のワイプ表示の出現表示および第二の
ワイプ表示の出現表示が完了した状態を示している。第一のワイプ表示の出現表示の完了
は、第二のワイプ表示の出現表示の完了と同時であってもよいし、いずれかの出現表示の
完了が先であってもよい。第一のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の
待機表示が開始され、第二のワイプ表示の出現表示が完了すると第二のワイプ表示の待機
表示が開始される。第二のワイプ表示の絵柄は、黒色無地である。第一のワイプ表示によ
り、装飾図柄表示装置２０８にスーパーリーチ演出中に表示されていたエラー報知画像以
外の表示が消去され、サブ表示装置１０３０にスーパーリーチ演出中に表示されていた全
ての表示が消去される。
【１２５３】
　主人公と敵との対決演出が実行された特図変動遊技で表示される第一のワイプ表示の絵
柄は、主人公の顔の画像を含む絵柄である。図９０（ｉ）に示すように、ワイプ表示ｗ１
ａの絵柄は主人公の顔の画像を２つ含む絵柄であり、ワイプ表示ｗ１ｂの絵柄は主人公の
顔の画像を４つ含む絵柄である。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂに含まれる主人公の顔の表示
態様は、図９０（ｇ）に示す敵との決闘に敗れた主人公の顔の表示態様と異なっている。
これにより、本実施例によるパチンコ機１００は、決闘に敗れた演出を遊技者から忘れさ
せることに寄与することができる場合がある。
【１２５４】
　図９０（ｉ）から引き続く図９０（ｊ）は、第一のワイプ表示および第二のワイプ表示
の撤退表示が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ
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１ａが表示画面の左上隅に向かって縮まるように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面
の右下隅に向かって縮まるように表示される。ワイプ表示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの
間には、装飾図柄等が徐々に再表示されていく。サブ表示装置１０３０では、ワイプ表示
ｗ２ａが表示画面の右上隅に向かって縮まるように表示され、ワイプ表示ｗ２ｂが表示画
面の左下隅に向かって縮まるように表示される。第一のワイプ表示の撤退表示の開始は、
第二のワイプ表示の撤退表示の開始と同時であってもよいし、いずれかの撤退表示の開始
が先であってもよい。
【１２５５】
　図９０（ｊ）から引き続く図９０（ｋ）は、第一のワイプ表示および第二のワイプ表示
の撤退表示が完了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１
ａが表示画面の左上隅に向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが
当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該表示画面から消去される。第一のワイプ表示
の撤退完了をもって第一のワイプ演出表示の終了とする。装飾図柄表示装置２０８には空
の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様で
ある「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されてい
る。下皿満タンエラー報知画像は、黒色の横長長方形の画像内に白抜きで「球を抜いてく
れ」という文字列画像が表示される表示態様で表示される。サブ表示装置１０３０では、
ワイプ表示ｗ２ａが表示画面の右上隅に向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイ
プ表示ｗ２ｂが当該表示画面の左下隅に向かって縮まり当該表示画面から消去される。
【１２５６】
　図９０（ｋ）から引き続く図９０（ｌ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
３－装飾２」が停止表示されて、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであること
が報知されている。
【１２５７】
　本実施例によるパチンコ機１００は、特図変動遊技の当否判定結果がはずれである場合
にはワイプ演出を実行する。本実施例によるパチンコ機１００は、はずれを示唆する演出
を遊技者から忘れさせることに寄与することができる場合がある。
【１２５８】
　本実施例によるパチンコ機１００は、スーパーリーチ演出において複数のキャラクタの
表示を装飾図柄表示装置２０８に表示可能である。複数のキャラクタの表示うちの一のキ
ャラクタは、主人公のキャラクタの表示であり、複数のキャラクタの表示うちの一のキャ
ラクタは、敵のキャラクタの表示である。主人公や敵のキャラクタの表示は、第一のワイ
プ演出表示が表示されたことによって消去される。なお、スーパーリーチ演出において、
主人公や敵のキャラクタの表示は、サブ表示装置１０３０に表示されてもよく、主人公や
敵のキャラクタの表示は、第二のワイプ演出表示が表示されたことによって消去されても
よい。
【１２５９】
（実施例５）
　本実施の形態の実施例５によるパチンコ機１００について図９１を用いて説明する。図
９１は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図９１の各図
には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイン
液晶ユニット１００１と可動体１００２を抜き出して示している。
【１２６０】
　図９１（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。本実施例において
、遊技状態は電サポ状態である。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、直近の特図２変動遊技の
結果がはずれであることが報知されている。図９１（ａ）に示す状態において、特図１の
保留数は例えば２であり、特図２の保留数は例えば４である。図９１の各図において、装
飾図柄表示装置２０８に表示されている保留アイコンの図示は省略する。なお、電サポ状
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態で実行される特図変動遊技の残り回数は、装飾図柄表示装置２０８やサブ表示装置１０
３０のいずれにも表示されなくてもよいし、表示されてもよい。
【１２６１】
　図９１（ａ）から引き続く図９１（ｂ）は、最先の特図２の保留が消化されたことに基
づいて特図２変動遊技が開始された状態を示している。
【１２６２】
　図９１（ｂ）から引き続く図９１（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図９１（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。本実施例において、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スーパ
ーリーチ演出が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されている。
【１２６３】
　図９１（ｃ）から引き続く図９１（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８およびサブ表示装置１０３０に表示されている背景画像が変化し、主人
公キャラクタと敵キャラクタとが対決するシーンの動画像が表示される演出が開始された
状態を示している。実行中の特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、当該
演出において主人公キャラクタが敵キャラクタに勝利するシーンの動画像が表示される。
装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には主人公が表示され、当該表示画面の右方に
は敵が表示され、当該表示画面の左上方には「決闘」の文字列画像が表示されている。当
該文字列画像の前面側には左図柄としての「装飾２」が表示されており、当該文字列画像
の一部が視認不能となっている。
【１２６４】
　図９１（ｄ）から引き続く図９１（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。これにより、当該表示画面の左上方に
表示されている「決闘」の文字列画像の全体が視認可能になる。スーパーリーチ演出の実
行中の一部の期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。
【１２６５】
　図９１（ｅ）から引き続く図９１（ｆ）は、スーパーリーチ演出中に大当りを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、大当りを示唆
する表示として主人公が敵に勝利するシーンの動画像が表示される。
【１２６６】
　図９１（ｆ）から引き続く図９１（ｇ）は、スーパーリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が上下に揺れる表示
態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１２６７】
　図９１（ｇ）から引き続く図９１（ｈ）は、スーパーリーチ演出が終了した状態を示し
ている。スーパーリーチ演出の終了に伴い、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄが表
示画面の中央に通常の大きさとなり、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」
が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１２６８】
　図９１（ｈ）から引き続く図９１（ｉ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
２－装飾２」が停止表示されて、当該特図２変動遊技の当否判定結果が大当りであること
が報知されている。
【１２６９】
　本実施例によるパチンコ機１００は、特図変動遊技の結果が大当りである場合には第一
のワイプ演出表示および第二のワイプ演出表示を表示しない。なお、特図変動遊技の結果
が大当りである場合にも、第一のワイプ演出表示が表示され第二のワイプ演出表示が表示
されなくてもよいし、第一のワイプ演出表示が表示されずに第二のワイプ演出表示が表示
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されてもよいし、第一のワイプ演出表示および第二のワイプ演出表示が表示されてもよい
。なお、第一のワイプ演出表示が行われた後に大当りを示唆する表示（例えば、大当り図
柄態様の装飾図柄の仮停止表示）が行われ、その後に大当り図柄態様が確定表示される場
合や、大当りを示唆する表示が行われた後に第一のワイプ演出表示が行われ、その後に大
当り図柄態様が確定表示される場合や、はずれを示唆する表示（例えば、はずれ図柄態様
の装飾図柄の仮停止表示）が行われた後に第一のワイプ演出表示が行われ、その後にさら
に大当りを示唆する表示が行われた後に大当り図柄態様が確定表示される場合があっても
よい。
【１２７０】
（実施例６）
　本実施の形態の実施例６によるパチンコ機１００について図９２を用いて説明する。図
９２は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図９２の各図
には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイン
液晶ユニット１００１を抜き出して示し、可動体１００２の図示は省略する。
【１２７１】
　図９２（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。本実施例において
、遊技状態は電サポ状態である。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、直近の特図２変動遊技の
結果がはずれであることが報知されている。図９２（ａ）に示す状態において、特図１の
保留数は例えば２であり、特図２の保留数は例えば４である。
【１２７２】
　図９２（ａ）から引き続く図９２（ｂ）は、最先の特図２の保留が消化されたことに基
づいて特図２変動遊技が開始された状態を示している。
【１２７３】
　図９２（ｂ）から引き続く図９２（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図９２（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。本実施例において、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スーパ
ーリーチ演出が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されている。
【１２７４】
　図９２（ｃ）から引き続く図９２（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化し、主人公キャラクタと敵キャラクタ
とが対決するシーンの動画像が表示される演出が開始された状態を示している。実行中の
特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、当該演出において主人公キャラク
タが敵キャラクタに勝利するシーンの動画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面の左方には主人公が表示され、当該表示画面の右方には敵が表示され、当該表示画
面の左上方には「決闘」の文字列画像が表示され、当該表示画面の下方には「対決開始！
」の文字列画像が表示されている。「決闘」の文字列画像の前面側には左図柄としての「
装飾２」が表示されており、当該文字列画像の一部が視認不能となっている。「対決開始
！」の文字列画像は、メッセージ表示の一つであり、演出等を説明するチュートリアル表
示である。本実施例において、スーパーリーチ演出の実行中にはスーパーリーチ演出の演
出内容を説明するチュートリアル表示が表示される。
【１２７５】
　図９２（ｄ）から引き続く図９２（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。スーパーリーチ演出の実行中の一部の
期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。表示画面の下方には「殿が
勝てば大当り」という文字列画像のチュートリアル表示が表示され、大当りの場合には殿
である主人公キャラクタが勝利する演出が実行されることが説明されている。
【１２７６】
　図９２（ｅ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
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ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の横長長方形の画
像内に白抜きで「球を抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知
画像が表示されている。下皿満タンエラー報知画像は、メッセージ表示の一つであり、演
出表示にオーバーラップして表示される。図９２（ｅ）では、「決闘」の文字列画像にオ
ーバーラップして下皿満タンエラー報知画像が表示されている。下皿満タンエラー報知画
像は、下皿満タンエラーの情報を含むコマンドを主制御部３００から受信したことに基づ
く第１副制御部４００の制御によって表示される。
【１２７７】
　図９２（ｅ）から引き続く図９２（ｆ）は、スーパーリーチ演出中にはずれを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆
する表示として主人公が敵に敗れるシーンの動画像が表示される。表示画面の下方には「
残念！剣豪の勝ち！」という文字列画像のチュートリアル表示が表示され、剣豪である敵
キャラクタが勝利したことが説明されている。当該チュートリアル表示もはずれを示唆す
る表示である。下皿満タンエラー報知画像は、継続して表示されている。
【１２７８】
　図９２（ｆ）から引き続く図９２（ｇ）は、スーパーリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表
示態様で揺れ変動表示が表示されている。表示画面の下方には「殿が立ち上がれば・・・
」という文字列画像のチュートリアル表示が表示され、殿である主人公キャラクタが立ち
上がれば復活演出が実行されることが説明されている。下皿満タンエラー報知画像は、文
字色が黒色の表示態様に変化している。
【１２７９】
　図９２（ｇ）から引き続く図９２（ｈ）は、第一のワイプ演出表示が開始された状態を
示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１ａが出現を
開始し、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１
ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開始と
し、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。
【１２８０】
　第一のワイプ表示は、エラー報知画像以外の表示をぬぐい消すように出現する。本実施
例では、エラー報知画像として下皿満タンエラー報知画像が表示されており、下皿満タン
エラー報知画像はワイプ表示ｗ１ａにオーバーラップして表示される。下皿満タンエラー
報知画像は、図９２（ｆ）に示すようにワイプ演出開始前では黒色の横長長方形の画像内
に白抜きで「球を抜いてくれ」という文字列画像が表示される表示態様で表示され、図９
２（ｈ）に示すようにワイプ演出開始後では黒色で「球を抜いてくれ」という文字列画像
が表示される表示態様で表示される。本実施例では、ワイプ演出表示の実行中とワイプ演
出表示の非実行中とでエラー報知画像の表示態様を変化させている。本実施例では、エラ
ー報知画像の表示態様の変化タイミングは図９２（ｇ）に示すようにワイプ演出表示の開
始直前であるが、エラー報知画像の表示態様の変化タイミングは、ワイプ演出表示の開始
と同時であってもよいし、ワイプ演出表示の開始後であってもよい。
【１２８１】
　第一のワイプ表示は、チュートリアル表示にもオーバーラップして表示される。本実施
例では、メッセージ表示の一つであるチュートリアル表示は第一のワイプ表示により消去
され、メッセージ表示の一つであるエラー表示は第一のワイプ表示にオーバーラップして
表示される。本実施例では、エラー表示として下皿満タンエラー報知画像を例に挙げたが
、その他のエラー表示であっても同様であり、例えば、扉解放エラーを報知する扉解放エ
ラー報知画像や、異常入賞や不正入賞を報知するエラー報知画像や、磁気検出を報知する
エラー報知画像等も第一のワイプ表示にオーバーラップして表示される。
【１２８２】
　図９２（ｈ）から引き続く図９２（ｉ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
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態を示している。第一のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示
が開始される。第一のワイプ表示により、装飾図柄表示装置２０８にスーパーリーチ演出
中に表示されていたエラー報知画像以外の表示が消去される。
【１２８３】
　主人公と敵との対決演出が実行された特図変動遊技で表示される第一のワイプ表示の絵
柄は、主人公の顔の画像を含む絵柄である。図９２（ｉ）に示すように、ワイプ表示ｗ１
ａの絵柄は主人公の顔の画像を２つ含む絵柄であり、ワイプ表示ｗ１ｂの絵柄は主人公の
顔の画像を４つ含む絵柄である。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂに含まれる主人公の表示態様
は、図９２（ｇ）に示す敵との決闘に敗れた主人公の表示態様と異なっている。これによ
り、本実施例によるパチンコ機１００は、決闘に敗れた演出を遊技者から忘れさせること
に寄与することができる場合がある。
【１２８４】
　図９２（ｉ）から引き続く図９２（ｊ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が開始された
状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅
に向かって縮まるように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮ま
るように表示される。ワイプ表示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄とチュ
ートリアル表示とが徐々に再表示されていく。図９２（ｊ）では、チュートリアル表示の
一部である「空ステ」の文字列画像が表示されている。
【１２８５】
　図９２（ｊ）から引き続く図９２（ｋ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが当該表示画面の右下隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去される。第一のワイプ表示の撤退完了をもって第一
のワイプ演出表示の終了とする。当該表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が
左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。下皿満タンエラー報知画像は、
黒色の横長長方形の画像内に白抜きで「球を抜いてくれ」という文字列画像が表示される
表示態様で表示される。当該表示画面の下方には、「空ステージは潜伏の可能性」の文字
列画像のチュートリアル表示が表示されている。スーパーリーチ演出は図９２（ｉ）に示
す時点で終了しており、スーパーリーチ演出の終了後には、例えば、ステージ演出につい
て説明するチュートリアル表示が表示される。当該チュートリアル表示は、文字画像が左
方に移動するスクロールの表示態様で表示される。
【１２８６】
　図９２（ｋ）から引き続く図９２（ｌ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
３－装飾２」が停止表示されて、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであること
が報知されている。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には下皿満タンエラー報
知画像が表示され、当該表示画面の下方には、「の可能性。海ステージは・・・」の文字
列画像のチュートリアル表示が表示されている。当該チュートリアル表示は、文字画像が
左方に移動するスクロールの表示態様で表示される。
【１２８７】
　本実施例では、メッセージ表示の一つであるチュートリアル表示はワイプ演出表示によ
って消去され、メッセージ表示の一つであるエラー表示はワイプ演出表示によっては消去
されずワイプ演出表示の表示中にも継続して表示される。ワイプ演出表示の開始前に表示
されていたスーパーリーチ演出のチュートリアル表示はワイプ演出表示の終了後には表示
されず、ワイプ演出表示の開始前に表示されていなかったチュートリアル表示（例えば、
ステージを説明するチュートリアル表示）がワイプ演出表示の終了後にスクロールの表示
態様で表示される。ワイプ演出表示の開始前に表示されていたスーパーリーチ演出のチュ
ートリアル表示もスクロールの表示態様で表示してもよい。なお、ワイプ演出表示の開始
前に表示されていたチュートリアル表示をワイプ演出表示の終了後に表示してもよい。な
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お、エラー表示およびチュートリアル表示の少なくとも一方の表示をサブ表示装置１０３
０に表示してもよい。
【１２８８】
（実施例７）
　本実施の形態の実施例７によるパチンコ機１００について図９３を用いて説明する。図
９３は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図９３の各図
には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイン
液晶ユニット１００１を抜き出して示し、可動体１００２の図示は省略する。
【１２８９】
　図９３（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。本実施例において
、遊技状態は電サポ状態である。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、直近の特図２変動遊技の
結果がはずれであることが報知されている。図９３（ａ）に示す状態において、特図１の
保留数は例えば２であり、特図２の保留数は例えば４である。図９３の各図において、装
飾図柄表示装置２０８に表示されている保留アイコンの図示は省略する。
【１２９０】
　図９３（ａ）から引き続く図９３（ｂ）は、最先の特図２の保留が消化されたことに基
づいて特図２変動遊技が開始された状態を示している。
【１２９１】
　図９３（ｂ）から引き続く図９３（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図９３（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。本実施例において、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スーパ
ーリーチ演出が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されている。
【１２９２】
　図９３（ｃ）から引き続く図９３（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化し、主人公キャラクタと敵キャラクタ
とが対決するシーンの動画像が表示される演出が開始された状態を示している。実行中の
特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、当該演出において主人公キャラク
タが敵キャラクタに勝利するシーンの動画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面の左方には主人公が表示され、当該表示画面の右方には敵が表示され、当該表示画
面の左上方には「決闘」の文字列画像が表示されている。当該文字列画像の前面側には左
図柄としての「装飾２」が表示されており、当該文字列画像の一部が視認不能となってい
る。
【１２９３】
　図９３（ｄ）から引き続く図９３（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。これにより、当該表示画面の左上方に
表示されている「決闘」の文字列画像の全体が視認可能になる。スーパーリーチ演出の実
行中の一部の期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。
【１２９４】
　図９３（ｅ）から引き続く図９３（ｆ）は、スーパーリーチ演出中にはずれを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆
する表示として主人公が敵に敗れるシーンの動画像が表示される。表示画面の下方には「
残念！剣豪の勝ち！」という文字列画像のチュートリアル表示が表示され、剣豪である敵
キャラクタが勝利したことが説明されている。当該チュートリアル表示もはずれを示唆す
る表示である。
【１２９５】
　図９３（ｆ）から引き続く図９３（ｇ）は、スーパーリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表



(237) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１２９６】
　図９３（ｇ）から引き続く図９３（ｈ）は、第一のワイプ演出表示が開始された状態を
示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１ａが出現を
開始し、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１
ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開始と
し、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。
【１２９７】
　図９３（ｈ）から引き続く図９３（ｉ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。第一のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示
が開始される。
【１２９８】
　図９３（ｉ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の文字色で「球を
抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知画像が表示されている
。下皿満タンエラー報知画像は、ワイプ画像ｗ１ａにオーバーラップして表示される。
【１２９９】
　主人公と敵との対決演出が実行された特図変動遊技で表示される第一のワイプ表示の絵
柄は、主人公の顔の画像を含む絵柄である。図９３（ｉ）に示すように、ワイプ表示ｗ１
ａの絵柄は主人公の顔の画像を２つ含む絵柄であり、ワイプ表示ｗ１ｂの絵柄は主人公の
顔の画像を４つ含む絵柄である。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂに含まれる主人公の表示態様
は、図９３（ｇ）に示す敵との決闘に敗れた主人公の表示態様と異なっている。これによ
り、本実施例によるパチンコ機１００は、決闘に敗れた演出を遊技者から忘れさせること
に寄与することができる場合がある。
【１３００】
　図９３（ｉ）から引き続く図９３（ｊ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が開始された
状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅
に向かって縮まるように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮ま
るように表示される。ワイプ表示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄が徐々
に再表示されている。下皿満タンエラー報知画像は、継続して表示されている。
【１３０１】
　図９３（ｊ）から引き続く図９３（ｋ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが当該表示画面の右下隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去される。第一のワイプ表示の撤退完了をもって第一
のワイプ演出表示の終了とする。当該表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当りの図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。この時点で遊技者により球排出
レバー１３２が操作され、下皿１２８に貯まっていた遊技球が排出されたので、下皿満タ
ンエラーが解消し、下皿満タンエラー報知画像は消去されている。
【１３０２】
　図９３（ｋ）から引き続く図９３（ｌ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
２－装飾２」が停止表示されて、当該特図２変動遊技の当否判定結果が大当りであること
が報知されている。
【１３０３】
　本実施例では、ワイプ演出表示の開始前にはずれを示唆する図柄態様である「装飾２－
装飾３－装飾２」が表示され、ワイプ演出表示の終了後には大当りを示唆する図柄態様で
ある「装飾２－装飾２－装飾２」が表示される。大当りに当選している場合にもはずれを
示唆する図柄態様が表示された後にワイプ演出表示が実行され、ワイプ演出表示後に大当
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りを示唆する図柄態様が表示される演出パターンを設けることで、ワイプ演出表示が実行
される前のはずれを示唆する演出を遊技者から忘れさせる手伝いに寄与することができる
場合がある。
【１３０４】
（実施例８）
　本実施の形態の実施例８によるパチンコ機１００について図９４を用いて説明する。図
９４は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図９４の各図
には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイン
液晶ユニット１００１を抜き出して示し、可動体１００２の図示は省略する。
【１３０５】
　図９４（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。本実施例において
、遊技状態は電サポ状態である。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、直近の特図２変動遊技の
結果がはずれであることが報知されている。図９４（ａ）に示す状態において、特図１の
保留数は例えば２であり、特図２の保留数は例えば４である。図９４の各図において、装
飾図柄表示装置２０８に表示されている保留アイコンの図示は省略する。
【１３０６】
　図９４（ａ）から引き続く図９４（ｂ）は、最先の特図２の保留が消化されたことに基
づいて特図２変動遊技が開始された状態を示している。
【１３０７】
　図９４（ｂ）から引き続く図９４（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図９４（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。本実施例において、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スーパ
ーリーチ演出が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されている。
【１３０８】
　図９４（ｃ）から引き続く図９４（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化し、主人公キャラクタと敵キャラクタ
とが対決するシーンの動画像が表示される演出が開始された状態を示している。実行中の
特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、当該演出において主人公キャラク
タが敵キャラクタに勝利するシーンの動画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面の左方には主人公が表示され、当該表示画面の右方には敵が表示され、当該表示画
面の左上方には「決闘」の文字列画像が表示されている。当該文字列画像の前面側には左
図柄としての「装飾２」が表示されており、当該文字列画像の一部が視認不能となってい
る。
【１３０９】
　図９４（ｄ）から引き続く図９４（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。これにより、当該表示画面の左上方に
表示されている「決闘」の文字列画像の全体が視認可能になる。スーパーリーチ演出の実
行中の一部の期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。
【１３１０】
　図９４（ｅ）から引き続く図９４（ｆ）は、スーパーリーチ演出中にはずれを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆
する表示として主人公が敵に敗れるシーンの動画像が表示される。表示画面の下方には「
残念！剣豪の勝ち！」という文字列画像のチュートリアル表示が表示され、剣豪である敵
キャラクタが勝利したことが説明されている。当該チュートリアル表示もはずれを示唆す
る表示である。
【１３１１】
　図９４（ｆ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の横長長方形の画
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像内に白抜きで「球を抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知
画像が表示されている。下皿満タンエラー報知画像は、メッセージ表示の一つであり、演
出表示にオーバーラップして表示される。図９４（ｆ）では、「決闘」の文字列画像にオ
ーバーラップして下皿満タンエラー報知画像が表示されている。下皿満タンエラー報知画
像は、下皿満タンエラーの情報を含むコマンドを主制御部３００から受信したことに基づ
く第１副制御部４００の制御によって表示される。
【１３１２】
　図９４（ｆ）から引き続く図９４（ｇ）は、スーパーリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表
示態様で揺れ変動表示が表示されている。この時点で遊技者により球排出レバー１３２が
操作され、下皿１２８に貯まっていた遊技球が排出されたので、下皿満タンエラーが解消
し、下皿満タンエラー報知画像は消去されている。
【１３１３】
　図９４（ｇ）から引き続く図９４（ｈ）は、第一のワイプ演出表示が開始された状態を
示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１ａが出現を
開始し、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１
ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開始と
し、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。
【１３１４】
　図９４（ｈ）から引き続く図９４（ｉ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。第一のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示
が開始される。
【１３１５】
　図９４（ｉ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の文字色で「球を
抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知画像が表示されている
。下皿満タンエラー報知画像は、ワイプ画像ｗ１ａにオーバーラップして表示される。
【１３１６】
　主人公と敵との対決演出が実行された特図変動遊技で表示される第一のワイプ表示の絵
柄は、主人公の顔の画像を含む絵柄である。図９４（ｉ）に示すように、ワイプ表示ｗ１
ａの絵柄は主人公の顔の画像を２つ含む絵柄であり、ワイプ表示ｗ１ｂの絵柄は主人公の
顔の画像を４つ含む絵柄である。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂに含まれる主人公の表示態様
は、図９４（ｇ）に示す敵との決闘に敗れた主人公の表示態様と異なっている。これによ
り、本実施例によるパチンコ機１００は、決闘に敗れた演出を遊技者から忘れさせる手伝
いに寄与することができる場合がある。
【１３１７】
　図９４（ｉ）から引き続く図９４（ｊ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が開始された
状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅
に向かって縮まるように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮ま
るように表示される。ワイプ表示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄が徐々
に再表示されている。この時点で遊技者により球排出レバー１３２が操作され、下皿１２
８に貯まっていた遊技球が排出されたので、下皿満タンエラーが解消し、下皿満タンエラ
ー報知画像は消去されている。
【１３１８】
　図９４（ｊ）から引き続く図９４（ｋ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが当該表示画面の右下隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去される。第一のワイプ表示の撤退完了をもって第一
のワイプ演出表示の終了とする。当該表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄
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表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が
左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１３１９】
　図９４（ｋ）から引き続く図９４（ｌ）は、第一のワイプ演出表示が再度開始された状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１ａが出
現を開始し、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示
ｗ１ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開
始とし、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。
【１３２０】
　図９４（ｌ）から引き続く図９４（ｍ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。第一のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示
が開始される。
【１３２１】
　図９４（ｍ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の文字色で「球を
抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知画像が表示されている
。下皿満タンエラー報知画像は、ワイプ画像ｗ１ａにオーバーラップして表示される。
【１３２２】
　図９４（ｍ）から引き続く図９４（ｎ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が開始された
状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅
に向かって縮まるように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮ま
るように表示される。ワイプ表示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄が徐々
に再表示されている。中図柄表示領域２０８ｄでは、装飾図柄が切り替わる変動表示が再
開されている。この時点で遊技者により球排出レバー１３２が操作され、下皿１２８に貯
まっていた遊技球が排出されたので、下皿満タンエラーが解消し、下皿満タンエラー報知
画像は消去されている。
【１３２３】
　図９４（ｎ）から引き続く図９４（ｏ）は、主人公と敵との対決シーンの動画像の表示
が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には「決闘
」の文字列画像が表示されている。
【１３２４】
　図９４（ｏ）から引き続く図９４（ｐ）は、スーパーリーチ演出中に大当りを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、大当りを示唆
する表示として主人公が敵に勝利するシーンの動画像が表示される。中図柄表示領域２０
８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、大当
り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表示が
表示される。
【１３２５】
　図９４（ｐ）から引き続く図９４（ｑ）は、スーパーリーチ演出が終了した状態を示し
ている。スーパーリーチ演出の終了に伴い、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄが表
示画面の中央に通常の大きさとなり、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」
が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１３２６】
　図９４（ｑ）から引き続く図９４（ｒ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
２－装飾２」が停止表示されて、当該特図２変動遊技の当否判定結果が大当りであること
が報知されている。
【１３２７】
　本実施例では、１回の特図変動遊技の実行中に第一のワイプ演出表示が２回実行される
。本実施例では、２回目の第一のワイプ演出表示におけるワイプ表示ｗ１ａ、ｗ２ａの絵
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柄は、１回目の第一のワイプ演出表示におけるワイプ表示ｗ１ａ、ｗ２ａの絵柄と同じで
あるが異なっていてもよい。なお、１回の特図変動遊技の実行中に第二のワイプ演出表示
が２回実行されてもよい。
【１３２８】
　第一のワイプ演出表示は、図９４（ｃ）～（ｄ）のように背景画像が変化する前後で表
示されてもよい。この際、シーンチェンジ用のワイプ表示を表示してもよい。シーンチェ
ンジ用のワイプ表示は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面全体を覆ってもよいし、当該
表示画面の一部のみを覆ってもよい。図９４（ｌ）～（ｎ）では、シーンチェンジ用のワ
イプ表示を表示してもよい。第二のワイプ演出表示についても同様である。
【１３２９】
（実施例９）
　本実施の形態の実施例９によるパチンコ機１００について図９５を用いて説明する。図
９５は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図９５の各図
には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイン
液晶ユニット１００１を抜き出して示し、可動体１００２の図示は省略する。
【１３３０】
　図９５（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。本実施例において
、遊技状態は電サポ状態である。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、直近の特図２変動遊技の
結果がはずれであることが報知されている。図９５（ａ）に示す状態において、特図１の
保留数は例えば２であり、特図２の保留数は例えば４である。図９５の各図において、装
飾図柄表示装置２０８に表示されている保留アイコンの図示は省略する。
【１３３１】
　図９５（ａ）から引き続く図９５（ｂ）は、最先の特図２の保留が消化されたことに基
づいて特図２変動遊技が開始された状態を示している。
【１３３２】
　図９５（ｂ）から引き続く図９５（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図９５（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。本実施例によるパチンコ機１００は、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表
示よりも、スーパーリーチ演出が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示
されやすいように構成されている。
【１３３３】
　図９５（ｃ）から引き続く図９５（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化し、主人公キャラクタと敵キャラクタ
とが対決するシーンの動画像が表示される演出が開始された状態を示している。実行中の
特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、当該演出において主人公キャラク
タが敵キャラクタに勝利するシーンの動画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面の左方には主人公が表示され、当該表示画面の右方には敵が表示され、当該表示画
面の左上方には「決闘」の文字列画像が表示されている。当該文字列画像の前面側には左
図柄としての「装飾２」が表示されており、当該文字列画像の一部が視認不能となってい
る。
【１３３４】
　図９５（ｄ）から引き続く図９５（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。これにより、当該表示画面の左上方に
表示されている「決闘」の文字列画像の全体が視認可能になる。スーパーリーチ演出の実
行中の一部の期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。
【１３３５】
　図９５（ｅ）から引き続く図９５（ｆ）は、スーパーリーチ演出中にはずれを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆
する表示として主人公が敵に敗れるシーンの動画像が表示される。表示画面の下方には「
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残念！剣豪の勝ち！」という文字列画像のチュートリアル表示が表示され、剣豪である敵
キャラクタが勝利したことが説明されている。当該チュートリアル表示もはずれを示唆す
る表示である。
【１３３６】
　図９５（ｆ）から引き続く図９５（ｇ）は、スーパーリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表
示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１３３７】
　図９５（ｇ）から引き続く図９５（ｈ）は、第一のワイプ演出表示が開始された状態を
示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１ａが出現を
開始し、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１
ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開始と
し、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。
【１３３８】
　図９５（ｈ）から引き続く図９５（ｉ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。第一のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示
が開始される。
【１３３９】
　図９５（ｉ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の文字色で「球を
抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知画像が表示されている
。下皿満タンエラー報知画像は、ワイプ画像ｗ１ａにオーバーラップして表示される。
【１３４０】
　第一のワイプ表示の絵柄は、主人公の顔の画像を含む絵柄である。図９５（ｉ）に示す
ように、ワイプ表示ｗ１ａの絵柄は主人公の顔の画像を２つ含む絵柄であり、ワイプ表示
ｗ１ｂの絵柄は主人公の顔の画像を４つ含む絵柄である。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂに含
まれる主人公の表示態様は、図９５（ｇ）に示す敵との決闘に敗れた主人公の表示態様と
異なっている。これにより、本実施例によるパチンコ機１００は、決闘に敗れた演出を遊
技者から忘れさせることに寄与することができる場合がある。
【１３４１】
　本実施例によるパチンコ機１００は、好機ボタン１３９を備えており、図５８に示す演
出パターン１～５の演出を実行可能である。例えば、パチンコ機１００は、第一のワイプ
演出表示中に演出パターン１～５の演出を装飾図柄表示装置２０８を用いて実行可能であ
る。なお、パチンコ機１００は、第二のワイプ演出表示中に演出パターン１～５の演出を
サブ表示装置１０３０を用いて実行可能であってもよい。
【１３４２】
　図９５（ｉ）から引き続く図９５（ｉ’）は、第一のワイプ表示の待機表示中に装飾図
柄表示装置２０８にボタン操作待ち表示１が表示された状態を示している。図９５（ｉ’
）の装飾図柄表示装置２０８の下方には、チャンスボタン１３６と好機ボタン１３９とを
模式的に示している。図９５（ｉ’）に示す時点では、チャンスボタン１３６の操作有効
期間が開始されている。チャンスボタン１３６の操作有効期間の開始タイミングとボタン
操作待ち表示１の表示開始タイミングとは、同時であってもよいし、いずれか一方が先で
あってもよい。
【１３４３】
　図９５（ｉ’）では、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に、チャンスボタン１３
６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態
とは異なる態様で発光）している。チャンスボタン１３６の上方に図示されている複数本
の線は、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態
様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。チャン
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スボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光、また
は通常状態とは異なる態様で発光することで、遊技者はチャンスボタン１３６の操作有効
期間が開始されたことを知ることができる場合がある。なお、チャンスボタン画像やボタ
ン押下指示画像は、チャンスボタン１３６の操作有効期間中においては動く態様（例えば
、上下方向や左右方向の移動表示を繰り返すような動き）で表示され、チャンスボタン１
３６の操作有効期間外においては停止して表示される場合があってもよい。
【１３４４】
　図９５（ｉ’）から引き続く図９５（ｊ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間中
にチャンスボタン１３６が遊技者により押下されたことに応じて、第一のワイプ表示の撤
退表示が開始された状態を示している。図９５（ｊ）の装飾図柄表示装置２０８の下方に
は、チャンスボタン１３６と好機ボタン１３９とを模式的に示している。ボタン操作待ち
表示１はチャンスボタン１３６が押下されたことに基づいて消去される。装飾図柄表示装
置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に向かって縮まるように表示され、
ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように表示される。ワイプ表示ｗ
１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄が徐々に再表示されている。下皿満タンエ
ラー報知画像は、継続して表示されている。
【１３４５】
　本例において、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に遊技者がチャンスボタン１３
６を押下することで、ボタン応答表示１（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる
表示）として、第一のワイプ表示の撤退表示が表示されている。なお、チャンスボタン１
３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合には、第一のワイプ
表示の撤退表示が表示されないように構成されている場合があってもよいし、チャンスボ
タン１３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合でも第一のワ
イプ表示の撤退表示が表示されるするように構成される場合があってもよい。例えば、チ
ャンスボタン１３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合には
、当該操作有効期間終了後に第一のワイプ表示の撤退表示が表示されるするように構成さ
れてもよい。
【１３４６】
　図９５（ｊ）から引き続く図９５（ｋ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが当該表示画面の右下隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去される。第一のワイプ表示の撤退完了をもって第一
のワイプ演出表示の終了とする。当該表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当りの図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。この時点で遊技者により球排出レバー
１３２が操作され、下皿１２８に貯まっていた遊技球が排出されたので、下皿満タンエラ
ーが解消し、下皿満タンエラー報知画像は消去されている。
【１３４７】
　図９５（ｈ）、（ｉ）に示すように、ワイプ演出表示によって演出画像がぬぐい消され
た際に、ワイプ演出表示よりも優先的にボタン操作待ち表示を行い、チャンスボタン１３
６が操作されたことに応じてワイプ演出表示が表示終了されるとともに、遊技者に大当り
を期待させる表示が表示される。本例では、大当り図柄態様（「装飾２－装飾２－装飾２
」）の揺れ変動表示が遊技者に大当りを期待させる表示である。遊技者に期待させる表示
は、大当り予告表示等でもよい。本例のようにワイプ演出表示よりも優先的にボタン操作
待ち表示が行われた図柄変動表示は、ワイプ演出表示よりも優先的にボタン操作待ち表示
が行われなかった図柄変動表示よりも、最終的に大当り図柄が確定表示されやすいように
構成されていてもよいし、ワイプ演出表示よりも優先的にボタン操作待ち表示が行われた
図柄変動表示は大当り確定としてもよいし、ワイプ演出表示よりも優先的にボタン操作待
ち表示が行われた図柄変動表示がはずれることがあるように構成してもよい。ワイプ演出
表示よりも優先的にボタン操作待ち表示が行われなかった図柄変動表示は、ハズレ確定と
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してもよい。ボタン操作待ち表示とともに行われるワイプ演出表示は、第一のワイプ演出
表示であってもよいし、第二のワイプ演出表示であってもよい。
【１３４８】
　図９５（ｋ）から引き続く図９５（ｌ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
２－装飾２」が停止表示されて、当該特図２変動遊技の当否判定結果が大当りであること
が報知されている。
【１３４９】
　本実施例では、ワイプ演出表示の開始前にはずれを示唆する図柄態様である「装飾２－
装飾３－装飾２」が表示され、ワイプ演出表示中にボタン操作待ち表示が表示され、チャ
ンスボタン１３６の操作に応じてワイプ演出表示が終了される。ワイプ演出表示の終了後
には大当りを示唆する図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が表示される。大当り
に当選している場合にもはずれを示唆する図柄態様が表示された後にワイプ演出表示やボ
タン操作待ち表示が実行され、ワイプ演出表示後に大当りを示唆する図柄態様が表示され
る演出パターンを設けることで、ワイプ演出表示が実行される前のはずれを示唆する演出
を遊技者から忘れさせる手伝いに寄与することができる場合がある。
【１３５０】
（実施例１０）
　本実施の形態の実施例１０によるパチンコ機１００について図９６を用いて説明する。
図９６は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図９６の各
図には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイ
ン液晶ユニット１００１を抜き出して示し、可動体１００２の図示は省略する。
【１３５１】
　図９６（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。本実施例において
、遊技状態は電サポ状態である。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、直近の特図２変動遊技の
結果がはずれであることが報知されている。図９６（ａ）に示す状態において、特図１の
保留数は例えば２であり、特図２の保留数は例えば４である。図９６の各図において、装
飾図柄表示装置２０８に表示されている保留アイコンの図示は省略する。
【１３５２】
　図９６（ａ）から引き続く図９６（ｂ）は、最先の特図２の保留が消化されたことに基
づいて特図２変動遊技が開始された状態を示している。
【１３５３】
　図９６（ｂ）から引き続く図９６（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図９６（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。パチンコ機１００は、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スー
パーリーチ演出が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいよう
に構成されている。
【１３５４】
　図９６（ｃ）から引き続く図９６（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化し、主人公キャラクタと敵キャラクタ
とが対決するシーンの動画像が表示される演出が開始された状態を示している。実行中の
特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、当該演出において主人公キャラク
タが敵キャラクタに勝利するシーンの動画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面の左方には主人公が表示され、当該表示画面の右方には敵が表示され、当該表示画
面の左上方には「決闘」の文字列画像が表示されている。当該文字列画像の前面側には左
図柄としての「装飾２」が表示されており、当該文字列画像の一部が視認不能となってい
る。
【１３５５】
　図９６（ｄ）から引き続く図９６（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
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表示画面の右上方に縮小された状態を示している。これにより、当該表示画面の左上方に
表示されている「決闘」の文字列画像の全体が視認可能になる。スーパーリーチ演出の実
行中の一部の期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。
【１３５６】
　図９６（ｅ）から引き続く図９６（ｆ）は、スーパーリーチ演出中にはずれを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆
する表示として主人公が敵に敗れるシーンの動画像が表示される。表示画面の下方には「
残念！剣豪の勝ち！」という文字列画像のチュートリアル表示が表示され、剣豪である敵
キャラクタが勝利したことが説明されている。当該チュートリアル表示もはずれを示唆す
る表示である。
【１３５７】
　図９６（ｆ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の横長長方形の画
像内に白抜きで「球を抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知
画像が表示されている。下皿満タンエラー報知画像は、メッセージ表示の一つであり、演
出表示にオーバーラップして表示される。図９６（ｆ）では、「決闘」の文字列画像にオ
ーバーラップして下皿満タンエラー報知画像が表示されている。下皿満タンエラー報知画
像は、下皿満タンエラーの情報を含むコマンドを主制御部３００から受信したことに基づ
く第１副制御部４００の制御によって表示される。
【１３５８】
　図９６（ｆ）から引き続く図９６（ｇ）は、スーパーリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表
示態様で揺れ変動表示が表示されている。この時点で遊技者により球排出レバー１３２が
操作され、下皿１２８に貯まっていた遊技球が排出されたので、下皿満タンエラーが解消
し、下皿満タンエラー報知画像は消去されている。
【１３５９】
　図９６（ｇ）から引き続く図９６（ｈ）は、第一のワイプ演出表示が開始された状態を
示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１ａが出現を
開始し、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１
ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開始と
し、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。
【１３６０】
　図９６（ｈ）から引き続く図９６（ｉ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。第一のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示
が開始される。
【１３６１】
　図９６（ｉ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の文字色で「球を
抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知画像が表示されている
。下皿満タンエラー報知画像は、ワイプ画像ｗ１ａにオーバーラップして表示される。
【１３６２】
　主人公と敵との対決演出が実行された特図変動遊技で表示される第一のワイプ表示の絵
柄は、主人公の顔の画像を含む絵柄である。図９６（ｉ）に示すように、ワイプ表示ｗ１
ａの絵柄は主人公の顔の画像を２つ含む絵柄であり、ワイプ表示ｗ１ｂの絵柄は主人公の
顔の画像を４つ含む絵柄である。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂに含まれる主人公の表示態様
は、図９６（ｇ）に示す敵との決闘に敗れた主人公の表示態様と異なっている。これによ
り、本実施例によるパチンコ機１００は、決闘に敗れた演出を遊技者から忘れさせる手伝
いに寄与することができる場合がある。
【１３６３】
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　図９６（ｉ）から引き続く図９６（ｊ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が開始された
状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅
に向かって縮まるように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮ま
るように表示される。ワイプ表示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄が徐々
に再表示されている。この時点で遊技者により球排出レバー１３２が操作され、下皿１２
８に貯まっていた遊技球が排出されたので、下皿満タンエラーが解消し、下皿満タンエラ
ー報知画像は消去されている。
【１３６４】
　図９６（ｊ）から引き続く図９６（ｋ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが当該表示画面の右下隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去される。第一のワイプ表示の撤退完了をもって第一
のワイプ演出表示の終了とする。当該表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が
左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１３６５】
　図９６（ｋ）から引き続く図９６（ｌ）は、第一のワイプ演出表示が再度開始された状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１ａが出
現を開始し、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示
ｗ１ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開
始とし、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。
【１３６６】
　図９６（ｌ）から引き続く図９６（ｍ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。第一のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示
が開始される。
【１３６７】
　図９６（ｍ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の文字色で「球を
抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知画像が表示されている
。下皿満タンエラー報知画像は、ワイプ画像ｗ１ａにオーバーラップして表示される。
【１３６８】
　本実施例によるパチンコ機１００は、好機ボタン１３９を備えており、図５８に示す演
出パターン１～５の演出を実行可能である。例えば、パチンコ機１００は、第一のワイプ
演出表示中に演出パターン１～５の演出を装飾図柄表示装置２０８を用いて実行可能であ
る。なお、パチンコ機１００は、第二のワイプ演出表示中に演出パターン１～５の演出を
サブ表示装置１０３０を用いて実行可能であってもよい。
【１３６９】
　図９６（ｍ）から引き続く図９６（ｍ’）は、第一のワイプ表示の待機表示中に装飾図
柄表示装置２０８にボタン操作待ち表示１が表示された状態を示している。図９６（ｍ’
）の装飾図柄表示装置２０８の下方には、チャンスボタン１３６と好機ボタン１３９とを
模式的に示している。図９６（ｍ’）に示す時点では、チャンスボタン１３６の操作有効
期間が開始されている。チャンスボタン１３６の操作有効期間の開始タイミングとボタン
操作待ち表示１の表示開始タイミングとは、同時であってもよいし、いずれか一方が先で
あってもよい。
【１３７０】
　図９６（ｍ’）では、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に、チャンスボタン１３
６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態
とは異なる態様で発光）している。図９６（ｍ’）の装飾図柄表示装置２０８の下方には
、チャンスボタン１３６と好機ボタン１３９とを模式的に示している。チャンスボタン１
３６の上方に図示されている複数本の線は、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャ
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ンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）
している状態を表している。チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンラン
プ１３８が所定の態様で発光、または通常状態とは異なる態様で発光することで、遊技者
はチャンスボタン１３６の操作有効期間が開始されたことを知ることができる場合がある
。なお、チャンスボタン画像やボタン押下指示画像は、チャンスボタン１３６の操作有効
期間中においては動く態様（例えば、上下方向や左右方向の移動表示を繰り返すような動
き）で表示され、チャンスボタン１３６の操作有効期間外においては停止して表示される
場合があってもよい。
【１３７１】
　図９６（ｍ’）から引き続く図９６（ｎ）は、チャンスボタン１３６の操作有効期間中
にチャンスボタン１３６が遊技者により押下されたことに応じて、第一のワイプ表示の撤
退表示が開始された状態を示している。図９６（ｎ）の装飾図柄表示装置２０８の下方に
は、チャンスボタン１３６と好機ボタン１３９とを模式的に示している。なお、ボタン操
作待ち表示１はチャンスボタン１３６が押下されたことに基づいて消去される。装飾図柄
表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に向かって縮まるように表示
され、ワイプ表示ｗ１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように表示される。ワイプ
表示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄が徐々に再表示されている。中図柄
表示領域２０８ｄでは、装飾図柄が切り替わる変動表示が再開されている。この時点で遊
技者により球排出レバー１３２が操作され、下皿１２８に貯まっていた遊技球が排出され
たので、下皿満タンエラーが解消し、下皿満タンエラー報知画像は消去されている。
【１３７２】
　本例において、チャンスボタン１３６の操作有効期間中に遊技者がチャンスボタン１３
６を押下することで、ボタン応答表示１（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる
表示）として、第一のワイプ表示の撤退表示が表示されている。なお、チャンスボタン１
３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合には、第一のワイプ
表示の撤退表示が表示されないように構成されている場合があってもよいし、チャンスボ
タン１３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合でも第一のワ
イプ表示の撤退表示が表示されるするように構成される場合があってもよい。例えば、チ
ャンスボタン１３６の操作有効期間中にチャンスボタン１３６の操作がされない場合には
、当該操作有効期間終了後に第一のワイプ表示の撤退表示が表示されるするように構成さ
れてもよい。
【１３７３】
　図９６（ｌ）～（ｍ’）に示すように、ワイプ演出表示によって演出画像がぬぐい消さ
れた際に、ワイプ演出表示よりも優先的にボタン操作待ち表示を行い、チャンスボタン１
３６が操作されたことに応じてワイプ演出表示が表示終了されるとともに、遊技者に大当
りを期待させる表示が表示される。本例では、大当り予告表示であるリーチ演出表示が遊
技者に大当りを期待させる表示である。本例のようにワイプ演出表示よりも優先的にボタ
ン操作待ち表示が行われた図柄変動表示は、ワイプ演出表示よりも優先的にボタン操作待
ち表示が行われなかった図柄変動表示よりも、最終的に大当り図柄が確定表示されやすい
ように構成されていてもよいし、ワイプ演出表示よりも優先的にボタン操作待ち表示が行
われた図柄変動表示は大当り確定としてもよいし、ワイプ演出表示よりも優先的にボタン
操作待ち表示が行われた図柄変動表示がはずれることがあるように構成してもよい。ワイ
プ演出表示よりも優先的にボタン操作待ち表示が行われなかった図柄変動表示は、ハズレ
確定としてもよい。ボタン操作待ち表示とともに行われるワイプ演出表示は、第一のワイ
プ演出表示であってもよいし、第二のワイプ演出表示であってもよい。
【１３７４】
　図９６（ｎ）から引き続く図９６（ｏ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが当該表示画面の右下隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去される。第一のワイプ表示の撤退完了をもって第一
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のワイプ演出表示の終了とする。
【１３７５】
　本例では、図９６（ｏ）に示すように、第一のワイプ演出表示の終了後に、主人公と敵
との対決シーンの動画像の表示が開始される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上
方には「決闘」の文字列画像が表示されている。
【１３７６】
　図９６（ｏ）から引き続く図９６（ｐ）は、スーパーリーチ演出中に大当りを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、大当りを示唆
する表示として主人公が敵に勝利するシーンの動画像が表示される。中図柄表示領域２０
８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、大当
り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表示が
表示される。
【１３７７】
　図９６（ｐ）から引き続く図９６（ｑ）は、スーパーリーチ演出が終了した状態を示し
ている。スーパーリーチ演出の終了に伴い、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄが表
示画面の中央に通常の大きさとなり、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」
が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１３７８】
　図９６（ｑ）から引き続く図９６（ｒ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
２－装飾２」が停止表示されて、当該特図２変動遊技の当否判定結果が大当りであること
が報知されている。
【１３７９】
　本実施例では、１回の特図変動遊技の実行中に第一のワイプ演出表示が２回実行され、
２回目のワイプ演出表示においてボタン操作待ち表示が表示される。なお、１回目のワイ
プ演出表示においてボタン操作待ち表示が表示されてもよいし、１回目および２回目のワ
イプ演出表示においてボタン操作待ち表示が表示されてもよい。ワイプ演出表示の実行中
に図５８に示す演出パターン１～５の演出が実行されてもよい。
【１３８０】
（実施例１１）
　本実施の形態の実施例１１によるパチンコ機１００について図９７を用いて説明する。
図９７は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図９７の各
図には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイ
ン液晶ユニット１００１を抜き出して示し、可動体１００２の図示は省略する。
【１３８１】
　図９７（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。本実施例において
、遊技状態は電サポ状態である。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、直近の特図２変動遊技の
結果がはずれであることが報知されている。図９７（ａ）に示す状態において、特図１の
保留数は例えば２であり、特図２の保留数は例えば４である。図９７の各図において、装
飾図柄表示装置２０８に表示されている保留アイコンの図示は省略する。
【１３８２】
　図９７（ａ）から引き続く図９７（ｂ）は、最先の特図２の保留が消化されたことに基
づいて特図２変動遊技が開始された状態を示している。
【１３８３】
　図９７（ｂ）から引き続く図９７（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図９７（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。本実施例において、ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スーパ
ーリーチ演出が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されている。
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【１３８４】
　図９７（ｃ）から引き続く図９７（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化し、主人公キャラクタと敵キャラクタ
とが対決するシーンの動画像が表示される演出が開始された状態を示している。実行中の
特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、当該演出において主人公キャラク
タが敵キャラクタに勝利するシーンの動画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面の左方には主人公が表示され、当該表示画面の右方には敵が表示され、当該表示画
面の左上方には「決闘」の文字列画像が表示されている。当該文字列画像の前面側には左
図柄としての「装飾２」が表示されており、当該文字列画像の一部が視認不能となってい
る。
【１３８５】
　図９７（ｄ）から引き続く図９７（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。これにより、当該表示画面の左上方に
表示されている「決闘」の文字列画像の全体が視認可能になる。スーパーリーチ演出の実
行中の一部の期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。
【１３８６】
　図９７（ｅ）から引き続く図９７（ｆ）は、スーパーリーチ演出中にはずれを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆
する表示として主人公が敵に敗れるシーンの動画像が表示される。表示画面の下方には「
残念！剣豪の勝ち！」という文字列画像のチュートリアル表示が表示され、剣豪である敵
キャラクタが勝利したことが説明されている。当該チュートリアル表示もはずれを示唆す
る表示である。
【１３８７】
　図９７（ｆ）から引き続く図９７（ｇ）は、スーパーリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表
示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１３８８】
　図９７（ｇ）から引き続く図９７（ｈ）は、第一のワイプ演出表示が開始された状態を
示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１ａが出現を
開始し、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１
ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開始と
し、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。
【１３８９】
　図９７（ｈ）から引き続く図９７（ｉ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。第一のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示
が開始される。
【１３９０】
　主人公と敵との対決演出が実行された特図変動遊技で表示される第一のワイプ表示の絵
柄は、主人公の顔の画像を含む絵柄である。図９７（ｉ）に示すように、ワイプ表示ｗ１
ａの絵柄は主人公の顔の画像を２つ含む絵柄であり、ワイプ表示ｗ１ｂの絵柄は主人公の
顔の画像を４つ含む絵柄である。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂに含まれる主人公の表示態様
は、図９７（ｇ）に示す敵との決闘に敗れた主人公の表示態様と異なっている。これによ
り、本実施例によるパチンコ機１００は、決闘に敗れた演出を遊技者から忘れさせること
に寄与することができる場合がある。
【１３９１】
　図９７（ｉ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の文字色で「球を
抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知画像が表示されている
。下皿満タンエラー報知画像は、ワイプ画像ｗ１ａにオーバーラップして表示される。
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【１３９２】
　本実施例によるパチンコ機１００は、好機ボタン１３９を備えており、図５８に示す演
出パターン１～５の演出を実行可能である。例えば、パチンコ機１００は、第一のワイプ
演出表示中に演出パターン１～５の演出を装飾図柄表示装置２０８を用いて実行可能であ
る。なお、パチンコ機１００は、第二のワイプ演出表示中に演出パターン１～５の演出を
サブ表示装置１０３０を用いて実行可能であってもよい。
【１３９３】
　図９７（ｉ）から引き続く図９７（ｉ’）は、装飾図柄表示装置２０８にボタン操作待
ち表示３（チャンスボタン１３６の操作待ちの際に行われる表示）が表示された状態を示
している。図９７（ｉ’）～（ｊ）の装飾図柄表示装置２０８の下方には、チャンスボタ
ン１３６と好機ボタン１３９とを模式的に示している。本例のボタン操作待ち表示３には
、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の略中央部に表示されている、チャンスボタン１３
６が発光した態様を摸したチャンスボタン発光画像と逆三角形が３つ重なった態様のボタ
ン押下指示画像が対応する。ボタン操作待ち表示３は、ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂにオー
バーラップして表示される。図９７（ｉ’）では、ボタン操作待ち表示３の表示に関連し
て、チャンスボタン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で
発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）している状態を表している。チャンスボ
タン１３６に内蔵されているチャンスボタンランプ１３８が所定の態様で発光（または、
通常状態とは異なる態様で発光）することで、チャンスボタン１３６の操作有効期間が開
始されたことを遊技者が知ることができる場合がある。
【１３９４】
　図９７（ｉ’）から引き続く図９７（ｉ”）は、図９７（ｉ’）に示すボタン操作待ち
表示３の表示中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたことに応じて、ボタン
応答表示４（チャンスボタン１３６の押下に応じて行われる表示）の序盤が装飾図柄表示
装置２０８の表示領域に表示された状態を示している。本例のボタン応答表示４は、「さ
らにチャンス！！」の文字列画像が対応している。ボタン応答表示４は、ワイプ表示ｗ１
ａ、ｗ１ｂにオーバーラップして表示される。なお、本例では、チャンスボタン１３６の
操作有効期間が開始された直後に遊技者がチャンスボタン１３６の押下を行っている。
【１３９５】
　図９７（ｉ”）から引き続く図９７（ｉ’”）は、ボタン応答表示４の中盤が装飾図柄
表示装置２０８の表示領域に表示された状態を示している。本例のボタン応答表示４では
、「さらにチャンス！！」の文字列画像を表示した後、好機ボタン１３９を摸した好機ボ
タン画像が、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右端からフレームインするように表示
された状態を示している。
【１３９６】
　図９７（ｉ’”）から引き続く図９７（ｉ””）は、ボタン応答表示４の終盤が表示さ
れた状態を示している。図９７（ｉ””）では、装飾図柄表示装置２０８の表示領域の右
端からフレームインするように表示された好機ボタン画像を表示領域の中央部で停止し、
「さらにチャンス！！」の画像を消去して、逆三角形が３つ重なった態様のボタン押下指
示画像を表示した状態が示されている。好機ボタン画像が装飾図柄表示装置２０８の表示
領域で停止表示され、ボタン押下指示画像が表示されることで、好機ボタン１３９の操作
有効期間が開始されることが報知される。好機ボタン画像およびボタン押下指示画像は、
ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂにオーバーラップして表示される。好機ボタン画像の停止表示
とボタン押下指示画像は、好機ボタン１３９押下待ちの際に表示される。図９７（ｉ””
）では、好機ボタン１３９の操作有効期間中に好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボ
タンランプ１４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）してい
る状態を表している。遊技者は、好機ボタン１３９に内蔵されている好機ボタンランプ１
４１が所定の態様で発光（または、通常状態とは異なる態様で発光）することで、好機ボ
タン１３９を操作することを知ることができる場合がある。なお、好機ボタン画像やボタ
ン押下指示画像は、好機ボタン１３９の操作有効期間中において動いて（例えば、上下方
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向や左右方向の移動表示を繰り返すような動き）表示され、好機ボタン１３９の操作有効
期間外においては停止表示される場合があってもよい。
【１３９７】
　図９７（ｉ””）から引き続く図９７（ｊ）は、好機ボタン１３９の操作有効期間中に
好機ボタン１３９が遊技者により押下されたことに応じて、第一のワイプ表示の撤退表示
が開始された状態を示している。なお、好機ボタン画像およびボタン押下指示画像は好機
ボタン１３９が押下されたことに基づいて消去される。装飾図柄表示装置２０８では、ワ
イプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に向かって縮まるように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂ
が表示画面の右下隅に向かって縮まるように表示される。ワイプ表示ｗ１ａとワイプ表示
ｗ１ｂとの間には、装飾図柄が徐々に再表示されている。中図柄表示領域２０８ｄでは、
装飾図柄が切り替わる変動表示が再開されている。この時点で遊技者により球排出レバー
１３２が操作され、下皿１２８に貯まっていた遊技球が排出されたので、下皿満タンエラ
ーが解消し、下皿満タンエラー報知画像は消去されている。
【１３９８】
　本例において、好機ボタン１３９の操作有効期間中に遊技者が好機ボタン１３９を押下
することで、ボタン応答表示５（好機ボタン１３９の押下に応じて行われる表示）として
、第一のワイプ表示の撤退表示が表示されている。なお、好機ボタン１３９の操作有効期
間中に好機ボタン１３９の操作がされない場合には、第一のワイプ表示の撤退表示が表示
されないように構成されている場合があってもよいし、好機ボタン１３９の操作有効期間
中に好機ボタン１３９の操作がされない場合でも第一のワイプ表示の撤退表示が表示され
るように構成される場合があってもよい。例えば、好機ボタン１３９の操作有効期間中に
好機ボタン１３９の操作がされない場合には、当該操作有効期間終了後に第一のワイプ表
示の撤退表示が表示されるように構成されてもよい。
【１３９９】
　図９７（ｈ）～（ｉ””）に示すように、ワイプ演出表示によって演出画像がぬぐい消
された際に、ワイプ演出表示よりも優先的にボタン操作待ち表示やボタン応答表示を行い
、チャンスボタン１３６が操作されたことに応じてワイプ演出表示が表示終了されるとと
もに、遊技者に大当りを期待させる表示が表示される。本例では、大当り予告表示である
リーチ演出表示が遊技者に大当りを期待させる表示である。本例のようにワイプ演出表示
よりも優先的にボタン操作待ち表示やボタン応答表示が行われた図柄変動表示は、ワイプ
演出表示よりも優先的にボタン操作待ち表示が行われなかった図柄変動表示よりも、最終
的に大当り図柄が確定表示されやすいように構成されていてもよいし、ワイプ演出表示よ
りも優先的にボタン操作待ち表示やボタン応答表示が行われた図柄変動表示は大当り確定
としてもよいし、ワイプ演出表示よりも優先的にボタン操作待ち表示やボタン応答表示が
行われた図柄変動表示がはずれることがあるように構成してもよい。ワイプ演出表示より
も優先的にボタン操作待ち表示やボタン応答表示が行われなかった図柄変動表示は、ハズ
レ確定としてもよい。ボタン操作待ち表示やボタン応答表示とともに行われるワイプ演出
表示は、第一のワイプ演出表示であってもよいし、第二のワイプ演出表示であってもよい
。
【１４００】
　図９７（ｊ）から引き続く図９７（ｋ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１ａが表示画面の左上隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１ｂが当該表示画面の右下隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去される。第一のワイプ表示の撤退完了をもって第一
のワイプ演出表示の終了とする。
【１４０１】
　本例では、図９７（ｋ）に示すように、第一のワイプ演出表示の終了後に、主人公と敵
との対決シーンの動画像の表示が開始される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上
方には「決闘」の文字列画像が表示されている。
【１４０２】
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　図９７（ｋ）から引き続く図９７（ｌ）は、スーパーリーチ演出中に大当りを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、大当りを示唆
する表示として主人公が敵に勝利するシーンの動画像が表示される。中図柄表示領域２０
８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、大当
り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表示が
表示される。
【１４０３】
　図９７（ｌ）から引き続く図９７（ｍ）は、スーパーリーチ演出が終了した状態を示し
ている。スーパーリーチ演出の終了に伴い、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄが表
示画面の中央に通常の大きさとなり、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」
が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１４０４】
　図９７（ｍ）から引き続く図９７（ｎ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾
２－装飾２」が停止表示されて、当該特図２変動遊技の当否判定結果が大当りであること
が報知されている。
【１４０５】
　本実施例では、このように、ワイプ演出表示の実行中に図７１に示す演出パターン３の
演出が実行されてもよい。なお、ワイプ演出表示の実行中に図５８に示す演出パターン１
～５の演出が実行されても勿論よい。ワイプ演出表示の実行中に図５８～図８６に示すチ
ャンスボタン１３６や好機ボタン１３９に関連する演出が実行されてもよい。この際、第
一のワイプ表示や第二のワイプ表示にオーバーラップしてボタン操作待ち表示やボタン応
答表示が表示される。第一のワイプ表示や第二のワイプ表示にオーバーラップしてボタン
操作待ち表示やボタン応答表示が表示さる演出表示が実行された図柄変動表示は、ボタン
操作待ち表示やボタン応答表示にオーバーラップして第一のワイプ表示や第二のワイプ表
示が表示される演出表示が実行された図柄変動表示よりも大当り最終的に大当り図柄が確
定表示されやすいように構成されていてもよいし、第一のワイプ表示や第二のワイプ表示
にオーバーラップしてボタン操作待ち表示やボタン応答表示が行われた図柄変動表示は大
当り確定としてもよい。なお、ボタン操作待ち表示やボタン応答表示にオーバーラップし
て第一のワイプ表示や第二のワイプ表示が表示されえる演出表示が行われた図柄変動表示
がはずれることがあるように構成してもよいし、はずれ確定としてもよい。なお、ワイプ
演出表示および図５８に示す演出パターン１～５の演出は、電サポ状態および非電サポ状
態であっても実行可能である。
【１４０６】
（実施例１２）
　本実施の形態の実施例１２によるパチンコ機１００について図９８を用いて説明する。
図９８は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図９８の各
図には図２９に示す第２の実施の形態によるパチンコ機１００の遊技盤１０００からメイ
ン液晶ユニット１００１を抜き出して示し、可動体１００２の図示は省略する。
【１４０７】
　図９８（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。本実施例において
、遊技状態は電サポ状態である。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、直近の特図２変動遊技の
結果がはずれであることが報知されている。図９８（ａ）に示す状態において、特図１の
保留数は例えば２であり、特図２の保留数は例えば４である。図９８の各図において、装
飾図柄表示装置２０８に表示されている保留アイコンの図示は省略する。
【１４０８】
　図９８（ａ）から引き続く図９８（ｂ）は、最先の特図２の保留が消化されたことに基
づいて特図２変動遊技が開始された状態を示している。
【１４０９】
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　図９８（ｂ）から引き続く図９８（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「
装飾２」が仮停止した状態を示している。図９８（ｃ）以降でスーパーリーチ演出が開始
される。ノーマルリーチ演出が行われた図柄変動表示よりも、スーパーリーチ演出が行わ
れた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
【１４１０】
　図９８（ｃ）から引き続く図９８（ｄ）は、スーパーリーチ演出の開始に伴い、装飾図
柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化し、主人公キャラクタと敵キャラクタ
とが対決するシーンの動画像が表示される演出が開始された状態を示している。実行中の
特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、当該演出において主人公キャラク
タが敵キャラクタに勝利するシーンの動画像が表示される。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面の左方には主人公が表示され、当該表示画面の右方には敵が表示され、当該表示画
面の左上方には「決闘」の文字列画像が表示されている。当該文字列画像の前面側には左
図柄としての「装飾２」が表示されており、当該文字列画像の一部が視認不能となってい
る。
【１４１１】
　図９８（ｄ）から引き続く図９８（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。これにより、当該表示画面の左上方に
表示されている「決闘」の文字列画像の全体が視認可能になる。スーパーリーチ演出の実
行中の一部の期間では装飾図柄の変動表示が縮小の表示態様で表示される。
【１４１２】
　図９８（ｅ）から引き続く図９８（ｆ）は、スーパーリーチ演出中にはずれを示唆する
表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆
する表示として主人公が敵に敗れるシーンの動画像が表示される。表示画面の下方には「
残念！剣豪の勝ち！」という文字列画像のチュートリアル表示が表示され、剣豪である敵
キャラクタが勝利したことが説明されている。当該チュートリアル表示もはずれを示唆す
る表示である。
【１４１３】
　図９８（ｆ）から引き続く図９８（ｇ）は、スーパーリーチ演出中に中図柄表示領域２
０８ｂに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表
示態様で揺れ変動表示が表示されている。
【１４１４】
　図９８（ｇ）から引き続く図９８（ｈ）は、第一のワイプ演出表示が開始された状態を
示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１ａが出現を
開始し、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１ｂが出現を開始する。ワイプ表示ｗ１
ａの出現と、ワイプ表示ｗ１ｂの出現とを合わせて第一のワイプ表示の出現表示の開始と
し、第一のワイプ表示の出現をもって第一のワイプ演出表示の開始とする。
【１４１５】
　図９８（ｈ）から引き続く図９８（ｉ）は、第一のワイプ表示の出現表示が完了した状
態を示している。第一のワイプ表示の出現表示が完了すると第一のワイプ表示の待機表示
が開始される。
【１４１６】
　図９８（ｉ）に示す時点において、下皿１２８が賞球で満タンとなり、下皿満タンエラ
ーが発生する。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上方には、黒色の文字色で「球を
抜いてくれ」という文字列画像が表示される下皿満タンエラー報知画像が表示されている
。下皿満タンエラー報知画像は、ワイプ画像ｗ１ａにオーバーラップして表示される。
【１４１７】
　主人公と敵との対決演出が実行された特図変動遊技で表示される第一のワイプ表示の絵
柄は、主人公の顔の画像を含む絵柄である。図９８（ｉ）に示すように、ワイプ表示ｗ１
ａの絵柄は主人公の顔の画像を２つ含む絵柄であり、ワイプ表示ｗ１ｂの絵柄は主人公の
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顔の画像を４つ含む絵柄である。ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂに含まれる主人公の表示態様
は、図９８（ｇ）に示す敵との決闘に敗れた主人公の表示態様と異なっている。これによ
り、本実施例によるパチンコ機１００は、決闘に敗れた演出を遊技者から忘れさせること
に寄与することができる場合がある。
【１４１８】
　図９８（ｉ）から引き続く図９８（ｊ）は、島一斉演出が開始された状態を示している
。島一斉演出では、同一機種のパチンコ機１００が同じタイミングで同様の演出を実行す
る。島一斉演出の開始時には、装飾図柄表示装置２０８に「島一斉演出開始！」の文字列
画像が表示される。本例の島一斉演出では、姫様のキャラクタ画像が表示される演出が実
行される。島一斉演出が開始されると、ワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂが装飾図柄表示装置２
０８の右下角部に縮小表示される。なお、下皿満タンエラー報知画像等のエラー表示は、
島一斉演出で表示される姫様のキャラクタ画像にオーバーラップして表示され、島一斉演
出で表示される画像よりも優先して表示される。
【１４１９】
　図９８（ｉ）から引き続く図９８（ｋ）は、島一斉演出の実行中に第一のワイプ表示の
撤退表示が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１
ａが左上方に向かって縮まるように表示され、ワイプ表示ｗ１ｂが右下方に向かって縮ま
るように表示される。ワイプ表示ｗ１ａとワイプ表示ｗ１ｂとの間には、装飾図柄が徐々
に再表示されている。島一斉演出の実行中には、「島一斉演出中」の文字列画像が表示さ
れる。下皿満タンエラー報知画像は継続して表示されている。
【１４２０】
　図９８（ｋ）から引き続く図９８（ｌ）は、第一のワイプ表示の撤退表示が完了した後
に、特図２変動遊技が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示されて、当該特図
２変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１４２１】
　本実施例では、ワイプ演出表示の実行中に島一斉演出が開始される。島一斉演出の実行
中には、ワイプ演出表示やリーチ演出表示や装飾図柄の表示等の島一斉演出が開始される
前に表示されていた演出表示が装飾図柄表示装置２０８の右下角部に縮小表示される。下
皿満タンエラー報知画像等のエラー表示は、島一斉演出の実行中であっても島一斉演出開
始前からの表示位置、表示サイズ、および表示態様が維持されて表示される。
【１４２２】
　本実施例によるパチンコ機１００は、島一斉演出を実行可能である。パチンコ機１００
は、発光手段（例えば、図４に示す各種ランプ４１８、遊技盤用ランプ５３２、遊技台枠
用ランプ５４２）と、透過領域（例えば、透明板部材１１８）と、表示手段（例えば、装
飾図柄表示装置２０８）と、を備え、遊技者による輝度設定操作（以下、「第一の輝度設
定操作」という。）を受付可能に構成されており、第一の演出が行われている際に、前記
第一の輝度設定操作に応じた輝度（例えば、遊技者による輝度設定操作によって設定され
た「中（デューティ比７０％）」の輝度。なお、遊技者による輝度設定操作によって輝度
が設定されていない場合には、遊技台において初期設定された「明（デューティ比１００
％）」の輝度）で前記発光手段が発光可能であり、第二の演出が行われている際に、前記
第一の輝度設定操作に応じていない輝度（例えば、遊技台において初期設定された「明（
デューティ比１００％）」の輝度）で前記発光手段が発光し、前記第一の演出とは、島一
斉演出のことではなく、リーチ演出のことであり、前記第二の演出とは、前記島一斉演出
のことであり、前記発光手段は、前記透過領域よりも上に設けられた手段であり、前記遊
技台は、前記島一斉演出を単独で実行可能なものであり、前記第二の演出が行われていて
も、前記表示手段に前記発光手段の輝度に関する表示（以下、「輝度設定表示」という。
）を表示可能であり、前記輝度設定表示は、前記第一の輝度設定操作に応じた輝度を示す
表示であり、前記第二の演出が行われていても、前記第一の輝度設定操作に応じた前記輝
度設定表示が表示される。前記第二の演出が行われていないときに、前記第一の輝度設定
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操作に応じた輝度で前記発光手段が発光可能である。上記記載の「前記第一の輝度設定操
作に応じていない輝度」とは、前記第一の輝度設定操作によって設定可能な輝度の最大値
のことであり、上記に記載の「前記第一の輝度設定操作に応じていない輝度」とは、初期
設定されている輝度である。前記第二の演出が終了すると、前記第一の輝度設定操作に応
じた輝度で前記発光手段が発光可能となる場合があるように構成されている。前記リーチ
演出とは、前記島一斉演出の実行中ではないときに実行される場合がある演出のことであ
る。本実施例によるパチンコ機１００によれば、島一斉演出の実行中と島一斉演出の非実
行中とで演出のメリハリをつけることができる場合がある。
【１４２３】
　次に、以上説明した第４の実施の形態による遊技台の特徴的構成について再度図８７乃
至図９８を参照しつつ説明する。
【１４２４】
（Ｊ１）
　演出表示を実行可能な演出表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８、サブ表示装置
１０３０）
を備えた遊技台であって、
　前記演出表示手段は、図柄変動表示（例えば、装飾図柄の変動表示）を実行可能な表示
手段であり、
　前記演出表示手段は、複数種類のリーチ演出（例えば、ノーマルリーチ演出やスーパー
リーチ演出）を実行可能な表示手段であり、
　前記演出表示手段は、複数の画像表示手段から構成された表示手段であり、
　前記複数の画像表示手段のうちの一の画像表示手段は、第一の画像表示手段（例えば、
装飾図柄表示装置２０８）であり、
　前記複数の画像表示手段のうちの一の画像表示手段は、第二の画像表示手段（例えば、
サブ表示装置１０３０）であり、
　前記複数種類のリーチ演出のうちの一のリーチ演出は、第一のリーチ演出（例えば、ノ
ーマルリーチ演出）であり、
　前記複数種類のリーチ演出のうちの一のリーチ演出は、第二のリーチ演出（例えば、ス
ーパーリーチ演出）であり、
　前記第一のリーチ演出が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出が行
われた前記図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されてお
り、
　前記第二のリーチ演出ではずれを示唆する表示が行われた後で、前記第一の画像表示手
段において第一のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ１ａ、ワイプ表示ｗ１ｂ）を行
うことが可能であり、
　前記第二のリーチ演出ではずれを示唆する表示が行われた後で、前記第二の画像表示手
段において第二のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ２ａ、ワイプ表示ｗ２ｂ）を行
うことが可能である、
ことを特徴とする遊技台。
【１４２５】
　当該構成を備えた遊技台によれば、第一のワイプ演出表示や第二のワイプ演出表示によ
り図柄変動表示ではずれた遊技者の気分を一新させることができる場合がある。
【１４２６】
（Ｊ２）
　上記（Ｊ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されており、
　前記第二のワイプ演出表示によって、前記第二の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
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【１４２７】
（Ｊ３）
　上記（Ｊ１）または（Ｊ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示および前記第二のワイプ演出表示の少なくとも一方によって
、先読み予告が行われるように構成されている（例えば、図８９参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【１４２８】
（Ｊ４）
　上記（Ｊ１）乃至（Ｊ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段を構成する画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）
と前記第二の画像表示手段を構成する画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）は
異なる、
ことを特徴とする遊技台。
【１４２９】
（Ｊ５）
　上記（Ｊ１）乃至（Ｊ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二のリーチ演出において複数種類の図柄を変動表示可能であり、
　前記複数種類の図柄のうちの少なくとも一の図柄は、前記第一のワイプ演出表示および
前記第二のワイプ演出表示のうちの少なくとも一方のワイプ演出表示が表示されたことに
よって消去され、該ワイプ演出表示の表示終了によって、再表示されるように構成されて
おり、
　前記一の図柄は、第一の表示態様（例えば、縮小の表示態様）から第二の表示態様（例
えば、通常の表示態様）に変化するように構成されており、
　前記第一の表示態様とは、前記一方のワイプ演出表示が行われる前における前記一の図
柄の表示態様のことであり、
　前記第二の表示態様とは、前記一方のワイプ演出表示が行われる後における前記一の図
柄の表示態様のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【１４３０】
（Ｊ６）
　上記（Ｊ１）乃至（Ｊ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二のリーチ演出において複数のキャラクタの表示を実行可能に構成されており、
　複数のキャラクタの表示うちの一のキャラクタは、第一のキャラクタの表示（例えば、
吉宗のキャラクタの表示）であり、
　前記第一のキャラクタの表示は、前記第一のワイプ演出表示および前記第二のワイプ演
出表示のうちの少なくとも一方のワイプ演出表示が表示されたことによって消去される、
ことを特徴とする遊技台。
【１４３１】
（Ｊ７）
　上記（Ｊ１）乃至（Ｊ６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示および前記第二のワイプ演出表示のうちの少なくとも一方の
ワイプ演出表示が行われる前後で背景表示（例えば、図８７参照）が変化する、
ことを特徴とする遊技台。
【１４３２】
（Ｊ８）
　上記（Ｊ１）乃至（Ｊ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段（例えば、下皿１２８）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を抜くことを報知する表示（例
えば、下皿満タンエラー報知画像）（以下、「球抜き表示」という。）を表示可能であり
、
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　前記球抜き表示は、前記第一のワイプ演出表示にオーバーラップして表示される表示で
あり、
　前記球抜き表示は、前記第一のワイプ演出表示の表示中も遊技者から視認可能なように
構成されており、
　前記球抜き表示は、前記第二のワイプ演出表示の表示中も遊技者から視認可能なように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【１４３３】
（Ｊ９）
　上記（Ｊ１）乃至（Ｊ８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示は、第一のワイプ表示の出現表示（例えば、図８７（ｑ）～
（ｖ）参照）を含んで構成されており、
　前記第一のワイプ演出表示は、前記第一のワイプ表示の撤退表示（例えば、図８７（ｗ
）～（イ）参照）を含んで構成されており、
　前記第二のワイプ演出表示は、第二のワイプ表示の出現表示（例えば、図８７（ｓ）～
（ｕ）参照）を含んで構成されており、
　前記第二のワイプ演出表示は、前記第二のワイプ表示の撤退表示（例えば、図８７（ｘ
）～（ｚ）参照）を含んで構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【１４３４】
（Ｊ１０）
　上記（Ｊ９）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ表示の絵柄（例えば、図９０に示すワイプ表示ｗ１ａ、ｗ１ｂの絵柄
）と前記第二のワイプ表示の絵柄（例えば、図９０に示すワイプ表示ｗ２ａ、ｗ２ｂの絵
柄）は異なる、
ことを特徴とする遊技台。
【１４３５】
（Ｊ１１）
　上記（Ｊ９）または（Ｊ１０）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ表示の前記出現表示の開始タイミングと前記第二のワイプ表示の前記
出現表示の開始タイミングは異なる（例えば、図８７（ｑ）、（ｓ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【１４３６】
（Ｊ１２）
　上記（Ｊ１）乃至（Ｊ１１）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の画像表示手段は、移動動作を実行可能な手段であり、
　前記移動動作を行っている前記第二の画像表示手段において、前記第二のワイプ演出表
示の少なくとも一部が行われる（例えば、図８７（ｓ）、（ｔ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【１４３７】
（Ｊ１３）
　上記（Ｊ１）乃至（Ｊ１２）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、移動動作を実行可能な手段であり、
　前記移動動作を行っている前記第一の画像表示手段において、前記第一のワイプ演出表
示の少なくとも一部が行われる、
ことを特徴とする遊技台。
【１４３８】
（Ｊ１４）
　上記（Ｊ１）乃至（Ｊ１３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
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ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ１５）
　遊技球を貯留可能な球貯留手段（例えば、下皿１２８）と、
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（例
えば、下皿満タンエラー報知画像）（以下、「球排出表示」という。）を表示可能な手段
であり、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示（例えば、ノーマルリーチ演出の表示
、スーパーリーチ演出の表示、当該予告の演出表示、先読み予告の演出表示）を表示可能
な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示（例えば、ス
ーパーリーチ演出の表示）であり、
　前記第二のリーチ演出表示（例えば、図８７（ｌ）～（ｚ）や図９０（ｄ）～（ｊ）や
図９２（ｄ）～（ｊ）に示すはずれの場合のスーパーリーチ演出の表示）ではずれを示唆
する表示（例えば、図８７（ｏ）～（ｑ）に示す「残念」の文字列画像、図９０（ｆ）や
図９２（ｆ）に示す主人公が敵に敗れるシーンの動画像）が表示された後で、前記第一の
画像表示手段において第一のワイプ演出表示が表示されるように構成されており（例えば
、図８７（ｑ）～（ｚ）、図９０（ｈ）～（ｊ）、図９２（ｈ）～（ｊ）参照）、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記第一のワイプ演出表示が
、該球排出表示にオーバーラップされるように構成されている（例えば、図９０（ｈ）～
（ｊ）、図９２（ｈ）～（ｊ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ１６）
　上記（Ｊ１５）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示（例えば、ノ
ーマルリーチ演出の表示）であり、
　前記第一の画像表示手段は、図柄変動表示（例えば、装飾図柄の変動表示）を表示可能
な手段であり、
　前記第一のリーチ演出表示（例えば、ノーマルリーチ演出の表示）が行われた前記図柄
変動表示よりも、前記第二のリーチ演出表示（例えば、スーパーリーチ演出の表示）が行
われた前記図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されてい
る、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ１７）
　上記（Ｊ１５）または（Ｊ１６）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示が表示された後で、はずれ図柄態様（例えば、図８７（ハ）
や図９０（ｌ）や図９２（ｌ）に示す「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるよ
うに構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示（例えば、図９１（ｄ）～（ｇ）に示す大当りの場合のスー
パーリーチ演出の表示）で大当りを示唆する表示（例えば、図９１（ｆ）に示す主人公が
敵に勝利するシーンの動画像）が表示された後で、大当り図柄態様（例えば、図９１（ｉ
）に示す「装飾２－装飾２－装飾２」）が確定表示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ１８）
　上記（Ｊ１５）乃至（Ｊ１７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示と前記球排出表示の両方が表示されている状態において、該
球排出表示は遊技者から視認可能である（図９０（ｈ）～（ｊ）、図９２（ｈ）～（ｊ）
参照）、
ことを特徴とする遊技台。
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（Ｊ１９）
　上記（Ｊ１５）乃至（Ｊ１８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ１ａ、ワイプ表示ｗ１ｂ）によって
、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ２０）
　上記（Ｊ１５）乃至（Ｊ１９）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示は、第一のワイプ表示（例えば、ワイプ表示ｗ１ａ、ワイプ
表示ｗ１ｂ）の出現表示を含んで構成されている表示であり、
　前記第一のワイプ演出表示は、前記第一のワイプ表示（例えば、ワイプ表示ｗ１ａ、ワ
イプ表示ｗ１ｂ）の撤退表示を含んで構成されている表示である、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ２１）
　上記（Ｊ１５）乃至（Ｊ２０）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示が表示される前後で背景表示が変化するように構成されてい
る（例えば、図８７（ｐ）、（イ）、図９０（ｇ）、（ｋ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ２２）
　上記（Ｊ１５）乃至（Ｊ２１）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、移動動作を実行可能な手段であり、
　前記移動動作が行われている前記第一の画像表示手段において、前記第一のワイプ演出
表示の少なくとも一部が表示されるように構成されている（例えば、段落「１２０１」参
照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ２３）
　上記（Ｊ１５）乃至（Ｊ２２）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を備え、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、図８７（ｏ）に示す「念
」の文画像の下半分）が表示された後で、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ
演出表示が表示されるように構成されている（例えば、図８７（ｓ）～（ｙ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ２４）
　上記（Ｊ２３）に記載の遊技台であって、
　前記第二のワイプ演出表示の表示態様（例えば、ワイプ表示ｗ２ａ、ワイプ表示ｗ２ｂ
の絵柄）は、前記第一のワイプ演出表示の表示態様（例えば、ワイプ表示ｗ１ａ、ワイプ
表示ｗ１ｂの絵柄）とは異なる表示態様である、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ２５）
　上記（Ｊ２３）または（Ｊ２４）に記載の遊技台であって、
　前記第二のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ２ａ、ワイプ表示ｗ２ｂ）によって
、前記第二の画像表示手段における画像がぬぐい消されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ２６）
　上記（Ｊ２３）乃至（Ｊ２５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二のワイプ演出表示は、第二のワイプ表示の出現表示（例えば、ワイプ表示ｗ２
ａ、ワイプ表示ｗ２ｂ）を含んで構成されている表示であり、
　前記第二のワイプ演出表示は、前記第二のワイプ表示（例えば、ワイプ表示ｗ２ａ、ワ
イプ表示ｗ２ｂ）の撤退表示を含んで構成されている表示である、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ２７）
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　上記（Ｊ２３）乃至（Ｊ２６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）は、移動動作を実行可能な
手段であり、
　前記移動動作が行われている前記第二の画像表示手段において、前記第二のワイプ演出
表示の少なくとも一部が表示されるように構成されている（例えば、図８７（ｓ）参照）
、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ２８）
　上記（Ｊ２３）乃至（Ｊ２７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段を構成する画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）
と前記第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を構成する画像表示手段は
異なる、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ２９）
　上記（Ｊ２３）乃至（Ｊ２８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　演出表示を表示可能な演出表示手段を備え、
　前記第二のリーチ演出表示は、前記演出表示手段で表示されるように構成されており、
　前記演出表示手段は、図柄変動表示を表示可能な手段であり、
　前記演出表示手段は、複数の画像表示手段から構成された手段であり、
　前記複数の画像表示手段のうちの一の画像表示手段は、前記第一の画像表示手段（例え
ば、装飾図柄表示装置２０８）であり、
　前記複数の画像表示手段のうちの一の画像表示手段は、前記第二の画像表示手段（例え
ば、サブ表示装置１０３０）である、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｊ３０）
　上記（Ｊ１５）乃至（Ｊ２９）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【１４３９】
［第５の実施の形態］
　次に、本発明の第５の実施の形態によるパチンコ機１００について図９９～図１４８を
用いて説明する。本実施の形態によるパチンコ機１００は、上記第１の実施の形態および
上記第２の実施の形態によるパチンコ機１００と同様の構成および制御系を有している。
上記第１の実施の形態および上記第２の実施の形態によるパチンコ機１００と同一の構成
要素には同一の符号を付してその説明は省略する。
【１４４０】
（実施例１）
　本実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００について図９９を用いて説明する。図
９９（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ハ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時
系列で示している。図９９（ａ）には図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０００の
略示正面を示し、図９９（ｂ）以降には遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１
、装飾図柄表示装置２０８、可動体１０１０、可動体１００２およびサブ表示装置１０３
０を抜き出して示している。
【１４４１】
　図９９（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が停
止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている
。図９９（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０で
ある。図９９の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表示の図示は省
略する。また、装飾図柄表示装置２０８には太陽の画像や雲の画像や気球の画像を含む空
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の背景画像が表示されており、サブ表示装置１０３０にはヨットの画像や雲の画像を含む
海の背景画像が表示されている。
【１４４２】
　図９９（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態を
示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾
図柄の変動表示が表示されている。
【１４４３】
　図９９（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示し
ている。
【１４４４】
　図９９（ｄ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示し
ている。左図柄表示領域２０８ａに表示されている装飾図柄と同じ装飾図柄が右図柄表示
領域２０８ｃに表示され、装飾図柄の変動表示でリーチとなると、ノーマルリーチ演出表
示やスーパーリーチ演出表示が開始される。本例では、図９９（ｄ）において装飾図柄の
変動表示でリーチとなった後にノーマルリーチ演出表示が開始される。
【１４４５】
　図９９（ｅ）は、ノーマルリーチ演出表示中に可動体１０１０が初期位置から動作範囲
のうちの最下方の位置に移動した状態を示している。可動体１０１０は、装飾図柄表示装
置２０８の表示画面（表示領域）中央部の前側の位置で停止している。これにより、可動
体１０１０と装飾図柄表示装置２０８に表示されている画像の一部とがオーバーラップし
、当該画像の一部が遊技者から視認不可能となる。
【１４４６】
　図９９（ｆ）は、可動体１０１０が上方に移動して初期位置に復帰した状態を示してい
る。可動体１０１０の初期位置は、可動体１０１０の移動範囲の最上方の位置である。
【１４４７】
　図９９（ｇ）は、ノーマルリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」が
仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はず
れの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示
（仮停止表示）されている。「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示は、はずれを示
唆する表示である。本実施例において、ノーマルリーチ演出表示ではずれを示唆する表示
が表示された後にワイプ演出表示は表示されない。ノーマルリーチ演出表示は、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始さ
れると終了する。
【１４４８】
　図９９（ｈ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。本例において、当該特
図１変動遊技の当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
は、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示（確定停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果の結果がはずれであることが報知されている。
【１４４９】
　図９９（ｉ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態を
示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始される。
【１４５０】
　図９９（ｊ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示し
ている。
【１４５１】
　図９９（ｋ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示し
ている。装飾図柄の変動表示でリーチとなると、ノーマルリーチ演出表示やスーパーリー
チ演出表示が開始される。本例では、図９９（ｋ）において装飾図柄の変動表示でリーチ
となった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。
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【１４５２】
　図９９（ｌ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に表
示されている背景画像が変化した状態を示している。背景画像は、空の背景画像から山道
の背景画像に変化している。本実施例では、空の背景画像はスーパーリーチ演出表示以外
の通常の演出表示実行中やノーマルリーチ演出表示実行中等で表示され、山道の背景画像
はスーパーリーチ演出表示実行中に表示される。
【１４５３】
　図９９（ｍ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、サブ表示装置１０３０に表示
されている背景画像が変化した状態を示している。サブ表示装置１０３０に表示される背
景画像は、海の背景画像から装飾図柄表示装置２０８に表示されている山道の背景の一部
の画像に変化している。装飾図柄表示装置２０８に表示されている背景画像のうちサブ表
示装置１０３０により隠されている部分に相当する画像がサブ表示装置１０３０に背景画
像として表示される。
【１４５４】
　図９９（ｎ）は、サブ表示装置１０３０を備えた可動体１００２が初期位置から右上方
に移動した状態を示している。可動体１００２の初期位置は、図９９（ａ）～（ｍ）に示
す状態において可動体１００２が位置している位置である。可動体１００２は、不図示の
駆動系により、装飾図柄表示装置２０８の前方で装飾図柄表示装置２０８の表示画面にほ
ぼ平行な平面（以下、表示画面前方平面と称する場合がある）内で２次元的に移動するこ
とができる。また、サブ表示装置１０３０により装飾図柄表示装置２０８に表示されてい
る背景画像の隠されている部分がサブ表示装置１０３０に表示される。また、図９９（ｎ
）に示すように、装飾図柄表示装置２０８では、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
が表示画面の右上方に縮小されている。スーパーリーチ演出表示の実行中の一部の期間で
は装飾図柄の変動表示が縮小表示される。
【１４５５】
　図９９（ｏ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央にはずれを示唆する表示とし
て「残念」の文字列画像が表示された状態を示している。サブ表示装置１０３０は装飾図
柄表示装置２０８に表示されている「念」の文字画像の一部（本例では、「今」の下方部
分と「心」の全体）に重なる位置に位置しており、サブ表示装置１０３０には「念」の文
字画像の当該一部が表示されている。
【１４５６】
　図９９（ｐ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」が
仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はず
れの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表示
（仮停止表示）されている。「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示は、はずれを示
唆する表示である。
【１４５７】
　図９９（ｑ）は、スーパーリーチ演出表示ではずれを示唆する「装飾２－装飾３－装飾
２」が表示された後にワイプ演出表示が開始された状態を示している。左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始された後に
、ワイプ演出表示の撤退表示（ワイプアウト）の際に背景画像が空の背景画像である通常
の演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。ワイプ演出
表示は、表示装置の表示画面の端からワイプ表示により演出表示等の画像をぬぐい消すよ
うに消去していく演出表示である。図９９（ｑ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８
の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ３ａの出現表示が開始され、装飾図柄表示装置２０
８の表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ３ｂの出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ３ａ
、ｗ３ｂの出現表示（ワイプイン）の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ
３ａ、ｗ３ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄や背
景画像等の表示をぬぐい消すように表示される。ワイプ表示ｗ３ａは、キャラタクタの殿
の顔の画像を複数（本例では、３つ）含む絵柄の表示である。ワイプ表示ｗ３ｂは、キャ
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ラクタの姫の顔の画像を複数（本例では、３つ）と、当該姫の顔の画像の近傍に配置され
た星型のエフェクト画像を複数（本例では、３つ）とを含む絵柄の表示である。ワイプ表
示ｗ３ａに含まれる殿の顔の画像は、向きが正しい態様（以下、「正向きの態様」と称す
る場合がある。）から反時計回りに４５°回転し、次いで、時計回りに４５°回転して正
向きの態様に復帰する動作を繰り返すアニメーションで表示される。図９９（ｑ）に示す
時点の状態では、殿の顔の画像は、正向きの態様から反時計回りに４５°回転した態様で
表示されている。また、ワイプ表示ｗ３ｂに含まれる星型のエフェクト画像は消去と表示
とが交互に繰り返される点滅の表示態様で表示される。
【１４５８】
　図９９（ｒ）は、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂが装飾図柄表示装置２０８の表示画面を徐
々に覆うように広がっている状態を示している。ワイプ表示ｗ３ａは表示画面の左上隅か
ら表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示され、ワイプ表示ｗ３ｂは表示画面の
右下隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示される。図９９（ｒ）に示す
時点の状態において、ワイプ表示ｗ３ａに含まれる殿の顔の画像は、正向きの態様で表示
されている。また、ワイプ演出表示が開始されると、サブ表示装置１０３０を備える可動
体１００２が初期位置に向かって移動を開始する。サブ表示装置１０３０は装飾図柄表示
装置２０８に表示されている「残」の右下部分と「念」の左下部分に重なる位置に位置し
ており、サブ表示装置１０３０には「残」の当該右下部分と「念」の当該左下部分とが表
示されている。なお、可動体１００２が初期位置への移動を開始するタイミングは、ワイ
プ演出表示の開始に先立っていてもよいし、ワイプ演出表示の開始と同時であってもよい
し、ワイプ演出表示の開始後であってもよい。
【１４５９】
　図９９（ｓ）は、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中
央に向かって徐々に広がっている状態を示している。ワイプ表示ｗ３ａに含まれる殿の顔
の画像は、正向きの態様から反時計回りに４５°回転している態様で表示されている。可
動体１００２は初期位置で停止している。サブ表示装置１０３０は、「残」の右下端部と
「念」の左下端部に重なる位置に位置しており、サブ表示装置１０３０には「残」の当該
右下端部と「念」の当該左下端部とが表示されている。
【１４６０】
　図９９（ｔ）は、サブ表示装置１０３０においてワイプ演出表示が開始された状態を示
している。本実施例では、サブ表示装置１０３０の表示画面の右下隅の背後までワイプ表
示ｗ３ｂが到達した際に、サブ表示装置１０３０においてワイプ表示ｗ４ｂが表示開始さ
れる。ワイプ表示ｗ４ｂは、サブ表示装置１０３０の表示画面の右下隅から当該表示画面
の左上隅に向かって徐々に広がっていくように表示される。ワイプ表示ｗ４ｂは、ワイプ
表示ｗ３ｂと同じ絵柄を有しており、装飾図柄表示装置２０８に表示されているワイプ表
示ｗ３ｂのうちサブ表示装置１０３０により隠されている部分に相当する表示である。ワ
イプ表示ｗ３ｂとワイプ表示ｗ４ｂとで遊技者から見て右下方から左上方に向かって徐々
に広がっていくワイプ表示が構成される。また、図９９（ｔ）に示す時点の状態において
、ワイプ表示ｗ３ａに含まれる殿の顔の画像は、正向きの態様で表示されている。
【１４６１】
　図９９（ｕ）は、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中
央に向かって徐々に広がっており、ワイプ表示ｗ４ｂがサブ表示装置１０３０の表示画面
の左上隅に向かって徐々に広がっている状態を示している。ワイプ表示ｗ４ｂは、ワイプ
表示ｗ３ｂと同様に、姫の顔の画像と星型のエフェクト画像とを含んでいる。図９９（ｕ
）に示す時点の状態では、１つの姫の顔の画像の略全体と１つの星型のエフェクト画像と
を含むワイプ表示ｗ４ｂがサブ表示装置１０３０に表示されている。
【１４６２】
　図９９（ｖ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面全体がワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂ
で覆われ、サブ表示装置１０３０の表示画面全体がワイプ表示ｗ４ａ、ｗ４ｂで覆われた
状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面全体およびサブ表示装置１０３０
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の表示画面全体がワイプ表示で覆われた状態が最大ワイプ状態である。最大ワイプ状態が
開始されるのに先立って、サブ表示装置１０３０にワイプ表示ｗ４ａが表示される。ワイ
プ表示ｗ４ａは、サブ表示装置１０３０の表示画面の右上隅の背後までワイプ表示ｗ３ａ
が到達した際に、サブ表示装置１０３０において表示開始される。ワイプ表示ｗ４ａは、
サブ表示装置１０３０の表示画面の左上隅から当該表示画面の中央に向かって徐々に広が
っていくように表示される。ワイプ表示ｗ４ａは、ワイプ表示ｗ３ａと同じ絵柄を有して
おり、装飾図柄表示装置２０８に表示されているワイプ表示ｗ３ａのうちサブ表示装置１
０３０により隠されている部分に相当する表示である。ワイプ表示ｗ３ａとワイプ表示ｗ
４ａとで、遊技者から見て左上方から右下方に徐々に広がっていくワイプ表示が構成され
る。最大ワイプ状態において、ワイプ表示ｗ３ａの右下端部とワイプ表示ｗ３ｂの左上端
部とが接しており、ワイプ表示ｗ４ａの右下端部とワイプ表示ｗ４ｂの左上端部とが接し
ている。本例では、装飾図柄表示装置２０８の表示画面全体がワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂ
により覆われるタイミングとサブ表示装置１０３０の表示画面全体がワイプ表示ｗ４ａ、
ｗ４ｂにより覆われるタイミングとは同時となるように構成されている。なお、装飾図柄
表示装置２０８の表示画面全体がワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂにより覆われるタイミングと
サブ表示装置１０３０の表示画面全体がワイプ表示ｗ４ａ、ｗ４ｂにより覆われるタイミ
ングとは、ほぼ同時となるように構成されていてもよいし、いずれか一方が先であっても
よい。また、本例では、装飾図柄表示装置２０８の表示画面全体がワイプ表示ｗ３ａ、ｗ
３ｂに覆われている状態において、ワイプ表示ｗ３ａに含まれる殿の顔の画像は、正向き
の態様から反時計回りに４５°回転し、次いで、時計回りに４５°回転して正向きの態様
に復帰する動作を繰り返すアニメーションで表示される。図９９（ｖ）に示す時点の状態
においてワイプ表示ｗ３ａに含まれる殿の顔の画像は、正向きの態様で表示されている。
なお、最大ワイプ状態において、ワイプ表示ｗ３ｂ、ｗ４ｂに含まれる姫の顔の画像や星
型のエフェクト画像がアニメーションで表示されてもよい。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面全体またはサブ表示装置１０３０の表示画面全体の一方または両方がワイプ表示で
覆われている状態においてワイプ表示上でアニメーションが表示されてもよい。
【１４６３】
　図９９（ｗ）は、ワイプ表示の撤退（ワイプアウト）表示が開始された状態を示してい
る。ワイプ表示ｗ３ａは装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって徐々に縮
小する態様で撤退表示され、ワイプ表示ｗ３ｂは当該表示画面の右下隅に向かって徐々に
縮小する態様で撤退表示される。ワイプ表示ｗ４ａはサブ表示装置１０３０の表示画面の
左上隅に向かって徐々に縮小する態様で撤退表示され、ワイプ表示ｗ４ｂは当該表示画面
の右下隅に向かって徐々に縮小する態様で撤退表示される。ワイプ表示が完全に消去され
た時点でワイプ表示の撤退表示が完了する。また、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂの撤退表示
が開始されることで装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々
に視認可能となり、ワイプ表示ｗ４ａ、ｗ４ｂの撤退表示が開始されることでサブ表示装
置１０３０における背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。また、ワイプ表示ｗ３ａ
、ｗ３ｂ、ｗ４ａ、ｗ４ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し
、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の
揺れ変動表示が開始される。図９９（ｗ）に示す時点の状態において、ワイプ表示ｗ４ａ
はサブ表示装置１０３０の表示画面から完全に消去されており、ワイプ表示ｗ４ａの撤退
表示は完了している。
【１４６４】
　図９９（ｘ）、（ｙ）は、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂ、ｗ４ｂの撤退表示が表示されて
いる状態を示している。図９９（ｙ）に示す時点の状態で、ワイプ表示ｗ４ｂはサブ表示
装置１０３０の表示画面から完全に消去されており、ワイプ表示ｗ４ｂの撤退表示が完了
している。これにより、サブ表示装置１０３０におけるワイプ撤退表示が完了している。
【１４６５】
　図９９（ｗ）～（ｙ）に示すように、ワイプ表示の撤退表示中において、装飾図柄表示
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装置２０８およびサブ表示装置１０３０には、空の背景画像が表示されている。サブ表示
装置１０３０により装飾図柄表示装置２０８に表示されている空の背景画像の隠されてい
る部分がサブ表示装置１０３０に表示される。
【１４６６】
　図９９（ｚ）は、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂの撤退表示が進んだことで、装飾図柄表示
装置２０８における装飾図柄のほぼ全体が視認可能となった状態を示している。図９９（
ｎ）～（ｔ）に示すように、ワイプ演出表示の開始前およびワイプ表示の出現表示中にお
いて装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右上角部に縮小表示されていた装飾図柄は、図
９９（ｗ）～（ｚ）に示すように、ワイプ表示の撤退表示中に装飾図柄表示装置２０８の
表示画面の中央部にリーチ演出表示開始前と同じ大きさで表示される。本例では、当該特
図１変動遊技の当否判定結果がはずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。「装飾２－装飾３－
装飾２」の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。
【１４６７】
　図９９（ｚ）から引き続く状態を示す図９９（イ）は、ワイプ表示の撤退表示が完了し
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
では、「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示されている。本例では、ワイプ表示の
撤退表示の完了がワイプ演出表示の終了である。サブ表示装置１０３０における背景画像
は、ワイプ演出表示終了後に通常演出用の海の背景画像に変化している。
【１４６８】
　図９９（ロ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示
している。
【１４６９】
　図９９（ハ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技の
当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、
当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１４７０】
　本実施例では、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ４ａと、ワイプ表示ｗ３ｂ、ｗ４ｂとで一対のワ
イプ表示が構成され、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ４ａと、ワイプ表示ｗ３ｂ、ｗ４ｂとの一対
のワイプ表示により装飾図柄表示装置２０８およびサブ表示装置１０３０の表示画面が覆
われてワイプ演出表示が実行される。ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ４ａの絵柄と、ワイプ表示ｗ
３ｂ、ｗ４ｂの絵柄とは異なっている。
【１４７１】
　ワイプ演出表示において、図９９（ｑ）～（ｖ）に示すように、ワイプ表示が出現して
からワイプ表示が表示装置の表示画面を最も覆っている最大ワイプ状態となるまでがワイ
プインである。また、図９９（ｖ）～（イ）に示すように、ワイプ表示が表示装置の表示
画面を最も覆っている最大ワイプ状態から完全に消去さるまでがワイプアウトである。
【１４７２】
　本実施例では、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ４ａに含まれる殿の顔の画像は、正向きの態様か
ら反時計回りに４５°回転し、次いで、時計回りに４５°回転する動作を繰り返すアニメ
ーションで表示されているが、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ４ａは、殿の顔等のワイプの絵柄や
、ワイプ表示自体や、ワイプインの状態や、ワイプアウトの状態等を強調したり目立たせ
たり見やすくしたりするための演出効果としてのエフェクト画像を含んでいてもよい。ワ
イプ表示ｗ３ｂ、ｗ４ｂでは、姫の顔や、ワイプ表示自体や、ワイプインの状態や、ワイ
プアウトの状態等を強調したり目立たせたり見やすくしたりするための演出効果として姫
の顔の画像の周囲に星型のエフェクト画像を表示しているが、姫の顔の画像が回転したり
、姫の顔の画像が動き回ったり、さらに他のキャラクタ画像を表示して姫の顔の画像と当
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該キャラクタ画像とが連動して動作するアニメーションを表示することで、ワイプ表示自
体や、ワイプインの状態や、ワイプアウトの状態等を強調したり目立たせたり見やすくな
るようにしてもよい。なお、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ４ａとワイプ表示ｗ３ｂ、ｗ４ｂとに
、互いに異なるアニメーションや、互いに異なるエフェクト画像や、互いに異なるアニメ
ーションおよびエフェクト画像を表示してもよいし、互いに関連したアニメーションや、
互いに関連したエフェクト画像や、互いに関連したアニメーションおよびエフェクト画像
を表示してもよいし、互い連動したアニメーションや、互いに連動したエフェクト画像や
、互いに連動したアニメーションおよびエフェクト画像を表示してもよいし、同じアニメ
ーションや、同じエフェクト画像や、同じアニメーションおよびエフェクト画像を表示し
てもよい。
【１４７３】
（実施例２）
　本実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００について図１００を用いて説明する。
図１００（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ニ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１００（ａ）には図２９に示すパチンコ機１００の遊技盤１０
００の略示正面を示し、図１００（ｂ）以降には遊技盤１０００からメイン液晶ユニット
１００１、装飾図柄表示装置２０８、可動体１０１０、可動体１００２およびサブ表示装
置１０３０を抜き出して示している。
【１４７４】
　図１００（ａ）に示すように、本実施例によるパチンコ機１００は、左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄に加えて装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右下隅
にも３つの装飾図柄を横方向に一列に並べて表示する。本実施例では、説明の便宜上、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに表示される装飾図柄を「装飾図柄Ａ」と称し、装
飾図柄表示装置２０８の表示画面の右下隅に表示される装飾図柄を「装飾図柄Ｂ」と称す
る。装飾図柄Ｂの絵柄は、図５（ｃ）に示す装飾図柄Ａの絵柄と異なっている。なお、装
飾図柄Ｂの絵柄は、図５（ｃ）に示す装飾図柄Ａの絵柄と同じであってもよい。また、特
図変動遊技の当否判定結果がはずれである場合の装飾図柄Ｂの図柄組み合わせは、装飾図
柄Ａの図柄の組み合わせと異なっている。例えば、図１００（ａ）に示すように、特図１
変動遊技の当否判定結果がはずれである場合には、装飾図柄Ａの図柄組み合わせは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾４」であるのに対し、装飾図柄Ｂの図柄組み合
わせは、はずれ図柄態様である「装飾４－装飾５－装飾６」となっている。なお、特図変
動遊技の当否判定結果がはずれである場合において、装飾図柄Ｂの図柄組み合わせは、装
飾図柄Ａの図柄組み合わせと同じであってもよい。なお、特図変動遊技の当否判定結果が
大当りである場合には、装飾図柄Ａの図柄組み合わせと装飾図柄Ｂの図柄組み合わせとは
同じであってもよい。なお、装飾図柄Ａの図柄組み合わせと装飾図柄Ｂの図柄組み合わせ
とは異なっていてもよく、例えば、装飾図柄Ａの図柄組み合わせが「装飾７－装飾７－装
飾７」であり、装飾図柄Ｂの図柄組み合わせが「装飾３－装飾３－装飾３」であってもよ
い。
【１４７５】
　図１００（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」の
組み合わせの装飾図柄Ａが停止表示され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右下隅に
は「装飾４－装飾６－装飾５」の組み合わせの装飾図柄Ｂが停止表示されて、直近の特図
１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、図１００（ａ）
に示す状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。図１００
の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表示の図示は省略する。また
、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されており、サブ表示装置１０３０に
は海の背景画像が表示されている。
【１４７６】
　図１００（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
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を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄Ａの変動表示が表示されており、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右下隅では
装飾図柄Ｂの変動表示が表示されている。図中、装飾図柄Ａの変動表示は下向きの白抜き
矢印で表し、装飾図柄Ｂの変動表示は下向き矢印で表す。
【１４７７】
　図１００（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。
【１４７８】
　図１００（ｄ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。本例では、図１００（ｄ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後に
ノーマルリーチ演出表示が開始される。
【１４７９】
　図１００（ｅ）は、ノーマルリーチ演出表示中に可動体１０１０が初期位置から動作範
囲のうちの最下方の位置に移動して停止した状態を示している。可動体１０１０は、装飾
図柄表示装置２０８の表示領域中央部の前側の位置で停止している。これにより、可動体
１０１０と装飾図柄表示装置２０８に表示される画像の一部とがオーバーラップし、当該
画像の一部が遊技者から視認不可能となる。
【１４８０】
　図１００（ｆ）は、可動体１０１０が上方に移動して初期位置に復帰した状態を示して
いる。可動体１０１０の初期位置は、可動体１０１０の移動範囲の最上方の位置である。
【１４８１】
　図１００（ｇ）は、ノーマルリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表
示（仮停止表示）されている。ノーマルリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始されると終了する。「
装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。本実施例に
おいて、ノーマルリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後にワイプ演出表
示は表示されない。
【１４８２】
　図１００（ｈ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。本例において、当該
特図１変動遊技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の組み合わせの装飾図柄Ａ
が停止表示（確定停止表示）され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面右下隅には、はず
れ図柄態様である「装飾５－装飾４－装飾１」が停止表示（確定停止表示）されて、当該
特図１変動表示に係る当否判定結果の結果がはずれであることが報知されている。
【１４８３】
　図１００（ｉ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄Ａの変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の
表示画面の右下隅では装飾図柄Ｂの変動表示が開始される。
【１４８４】
　図１００（ｊ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。
【１４８５】
　図１００（ｋ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。本例では、図１００（ｋ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後に
スーパーリーチ演出表示が開始される。なお、スーパーリーチ演出表示の実行中において
も装飾図柄Ｂにおいて装飾図柄は仮停止表示されず、装飾図柄Ｂの変動表示は継続される
。
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【１４８６】
　図１００（ｌ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化した状態を示している。背景画像は、空の背景画像から山
道の背景画像に変化している。本実施例では、装飾図柄表示装置２０８において、空の背
景画像はスーパーリーチ演出表示以外の通常の演出表示実行中やノーマルリーチ演出表示
実行中等で表示され、山道の背景画像はスーパーリーチ演出表示実行中に表示される。な
お、本例では、サブ表示装置２０３０にはスーパーリーチ演出表示実行中も海の背景画像
が引き続き表示される。
【１４８７】
　図１００（ｍ）は、サブ表示装置１０３０を備えた可動体１００２が初期位置から右方
に移動した状態を示している。可動体１００２は、初期位置から右方、左方、上方、下方
、右斜め上方、右斜め下方、左斜め上方、左斜め下方の方向に移動可能であってもよい。
【１４８８】
　図１００（ｎ）は、可動体１００２が図１００（ｍ）に示す状態での位置から右斜め上
方に移動した状態を示している。また、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃは表示画面の右上隅に縮小され、装飾図柄Ａが縮小して表示されている
。
【１４８９】
　図１００（ｏ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央にはずれを示唆する表示と
して「残念」の文字列画像が表示された状態を示している。サブ表示装置１０３０を備え
た可動体１００２は、図１００（ｎ）に示す状態の位置から左斜め上方に移動している。
サブ表示装置１０３０により装飾図柄表示装置２０８に表示されている「残念」の文字列
画像の一部（図１００（ｏ）に示す状態では「残」の左上端部）が隠されるが、本実施例
では、サブ表示装置１０３０により隠されている当該一部に相当する表示はサブ表示装置
１０３０に表示されない。
【１４９０】
　図１００（ｐ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示（仮停止表示）が表示されている。「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示は、は
ずれを示唆する表示である。また、サブ表示装置１０３０を備えた可動体１００２は、図
１００（ｏ）に示す状態の位置から右方に移動して、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
中央上部の前方で停止している。サブ表示装置１０３０により装飾図柄表示装置２０８に
表示されている「残念」の文字列画像の一部（図１００（ｐ）に示す状態では「残」の右
上端部と「念」の左上端部）が隠されるが、本実施例では、サブ表示装置１０３０により
隠されている当該一部に相当する表示はサブ表示装置１０３０に表示されない。
【１４９１】
　図１００（ｑ）は、スーパーリーチ演出表示ではずれを示唆する「装飾２－装飾３－装
飾２」が表示された後にワイプ演出表示が開始された状態を示している。左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始された後
に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の演出表示
に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。ワイプ演出表示は、表
示装置の表示画面の端からワイプ表示により演出表示等の画像をぬぐい消すように消去し
ていく演出である。図１００（ｑ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
左上隅からワイプ表示ｗ５ａの出現表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
の右下隅からワイプ表示ｗ５ｂの出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ５ｂの出
現（ワイプイン）表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ５ｂ
は、装飾図柄Ｂ以外の表示をぬぐい消すように表示される。装飾図柄Ｂは、ワイプ表示ｗ
５ｂにオーバーラップして表示されるため、ワイプ表示ｗ５ｂによりぬぐい消されずに表
示され続ける。ワイプ表示ｗ５ａは、キャラタクタの殿の顔の画像を複数（本例では、３
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つ）含む絵柄の表示である。ワイプ表示ｗ５ｂは、キャラクタの姫の顔の画像を複数（本
例では、３つ）と、当該姫の顔の画像の近傍に配置された星型のエフェクト画像を複数（
本例では、３つ）とを含む絵柄の表示である。ワイプ表示ｗ５ａに含まれる殿の顔の画像
は、正向きから反時計回りに４５°回転し、次いで、時計回りに４５°回転して正向きの
態様に復帰する動作を繰り返すアニメーションで表示される。図１００（ｑ）に示す時点
の状態では、殿の顔の画像は、正向きの態様から反時計回りに４５°回転した態様で表示
されている。また、ワイプ表示ｗ５ｂに含まれる星型のエフェクト画像は消去と表示とが
交互に繰り返される点滅の表示態様で表示される。
【１４９２】
　図１００（ｒ）は、サブ表示装置１０３０を備えた可動体１００２が図１００（ｑ）に
示す状態の位置から上方に移動して停止した状態を示している。図１００（ｒ）に示す状
態での可動体１００２の位置は、本実施例におけるワイプ演出表示実行時の可動体１００
３（サブ表示装置１０３０）の待機位置である。本実施例では、サブ表示装置１０３０を
備えた可動体１００２が待機位置への移動を完了する前にワイプ演出表示が開始されてい
る。図１００（ｒ）に示すようにワイプ表示ｗ５ａは表示画面の左上隅から表示画面の中
央に徐々に広がっていくように表示され、ワイプ表示ｗ５ｂは表示画面の右下隅から表示
画面の中央に徐々に広がっていくように表示されている。サブ表示装置１０３０が待機位
置で停止した後、サブ表示装置１０３０の表示画面の右上隅の背後までワイプ表示ｗ５ａ
が到達し、サブ表示装置１０３０においてワイプ表示ｗ６ａが表示開始される。ワイプ表
示ｗ６ａは、サブ表示装置１０３０の表示画面の右上隅から当該表示画面の左下隅に向か
って徐々に広がっていくように表示される。ワイプ表示ｗ６ａは、ワイプ表示ｗ５ａと同
じ絵柄であり、サブ表示装置１０３０により装飾図柄表示装置２０８に表示されているワ
イプ表示ｗ５ａの隠されている部分に相当する表示である。ワイプ表示ｗ５ａとワイプ表
示ｗ６ａとで遊技者から見て左上方から右下方に向かって徐々に広がっていくワイプ表示
が構成される。また、図１００（ｒ）に示す時点の状態において、ワイプ表示ｗ５ａに含
まれる殿の顔の画像は、正向きの態様で表示されている。
【１４９３】
　図１００（ｓ）は、ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ５ｂが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
中央に向かって徐々に広がっており、ワイプ表示ｗ６ａがサブ表示装置１０３０の表示画
面の右下隅に向かって徐々に広がっている状態を示している。ワイプ表示６ａには、１つ
の殿の顔の画像の一部が表示されている。ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ６ａに含まれる殿の顔の
画像は、正向きの態様から反時計回りに４５°回転している態様で表示されている。
【１４９４】
　図１００（ｔ）は、ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ５ｂが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
中央に向かって徐々に広がっており、ワイプ表示ｗ６ａがサブ表示装置１０３０の表示画
面の右下隅に向かって徐々に広がっている状態を示している。サブ表示装置１０３０には
、装飾図柄表示装置２０８に表示されているワイプ表示ｗ５ａのうちサブ表示装置１０３
０により隠されている部分に含まれる殿の顔の画像ほぼ全体が表示されている。
【１４９５】
　上記実施例１では、図９９（ｕ）に示すように、ワイプインの状態において、初期位置
に位置するサブ表示装置１０３０には、装飾図柄表示装置２０８に表示されているワイプ
表示ｗ３ａのうちサブ表示装置１０３０により隠されている部分に含まれる姫の顔の画像
ほぼ全体が表示されているのに対し、本実施例では、図１００（ｔ）に示すように、待機
位置に位置するサブ表示装置１０３０には、装飾図柄表示装置２０８に表示されているワ
イプ表示ｗ５ａのうちサブ表示装置１０３０により隠されている部分に含まれる殿の顔の
画像ほぼ全体が表示されている。このように、ワイプインにおけるサブ表示装置１０３０
の位置によってサブ表示装置１０３０に表示されるワイプ表示の絵柄は異なる場合がある
。
【１４９６】
　図１００（ｕ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面全体およびサブ表示装置１０３



(270) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

０の表示画面全体がワイプ表示で覆われた最大ワイプの状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の表示画面右下隅に表示されている装飾図柄Ｂを除き、装飾図柄表示装置２０
８の表示画面全体がワイプ表示ｗ５ａ、ｗ５ｂにより覆われており、サブ表示装置１０３
０の表示画面全体がワイプ表示ｗ６ａにより覆われている。最大ワイプ状態において、ワ
イプ表示ｗ５ａの右下端部とワイプ表示ｗ５ｂの左上端部とが接している。また、ワイプ
表示ｗ５ａ、ｗ６ａに含まれる殿の顔の画像は、正向きの態様で表示されている。
【１４９７】
　図１００（ｖ）は、最大ワイプ状態において、遊技者から見て左上に表示されているワ
イプ表示ｗ５ａ、ｗ６ａと、遊技者から見て右下に表示されているワイプ表示ｗ５ｂとの
間で画像が移動するアニメーションが表示された状態を示している。本例では、図１００
（ｑ）～（ｔ）に示すワイプイン中（ワイプ出現表示中）および図１００（ｕ）に示す最
大ワイプ状態中においてワイプ表示ｗ５ａ、ｗ６ａに含まれていた殿の顔の画像がワイプ
表示ｗ５ｂに移動している。殿の顔の画像は、例えば、時計回りに回転しながら移動する
アニメーションによりワイプ表示ｗ５ｂに移動する。また、図１００（ｑ）～（ｔ）に示
すワイプイン中および図１００（ｕ）に示す最大ワイプ状態中においてワイプ表示ｗ５ｂ
に含まれていた姫の顔の画像は、例えば、反時計回りに回転しながら移動するアニメーシ
ョンによりワイプ表示ｗ５ａ、ｗ６ｂに移動する。本例では、ワイプイン中においてワイ
プ表示ｗ５ａ、ｗ６ａに含まれていた画像（本例では、殿の顔の画像）が最大ワイプ状態
の一部期間においてワイプ表示ｗ５ａ、ｗ６ａではなくワイプ表示ｗ５ｂに表示される。
また、図１００（ｓ）、（ｔ）に示すワイプイン中においてワイプ表示ｗ６ａに含まれて
おりサブ表示装置１０３０に表示されていた殿の顔の画像は、図１００（ｕ）に示す最大
ワイプ状態において引き続きサブ表示装置１０３０に表示され、当該殿の顔の画像のワイ
プ表示ｗ５ｂへの移動表示が開始されると、当該殿の顔の画像は、サブ表示装置１０３０
と装飾図柄表示装置２０８との両方の表示装置に亘って表示される状態を経て、装飾図柄
表示装置２０８のワイプ表示ｗ５ａの右上部内に表示され、さらに、当該殿の顔の画像は
、ワイプ表示ｗ５ａとワイプ表示ｗ５ｂとに亘って表示される状態を経て、ワイプ表示ｗ
５ｂの右上部内へ移動する。また、図１００（ｓ）、（ｔ）に示すワイプイン中において
ワイプ表示ｗ５ｂの右上部内に含まれており装飾図柄表示装置２０８に表示されていた姫
の顔の画像は、図１００（ｕ）に示す最大ワイプ状態において引き続き装飾図柄表示装置
２０８に表示され、当該姫の顔の画像のワイプ表示ｗ６ａへの移動表示が開始されると、
当該姫の顔の画像は、ワイプ表示ｗ５ｂとワイプ表示ｗ５ａとに亘って表示される状態を
経てワイプ表示ｗ５ａの右上部内に表示され、さらに、当該姫の顔の画像は、装飾図柄表
示装置２０８とサブ表示装置１０３０との両方の表示装置に亘って表示される状態を経て
、ワイプ表示ｗ６ａ内に表示されるようにサブ表示装置１０３０へ移動する。
【１４９８】
　図１００（ｗ）は、殿の顔の画像がワイプ表示ｗ５ｂに向かって移動し、姫の顔の画像
がワイプ表示ｗ５ａ、ｗ６ａに向かって移動している状態を示している。本例では、殿の
顔の画像および姫の顔の画像の移動が完了した後にワイプ表示の撤退表示が開始される。
なお、殿の顔の画像および姫の顔の画像の移動途中でワイプ表示の撤退表示が開始されて
もよい。
【１４９９】
　図１００（ｘ）は、ワイプ表示の撤退（ワイプアウト）表示が開始された状態を示して
いる。ワイプ表示ｗ５ａは装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって徐々に
縮小する態様で撤退表示され、ワイプ表示ｗ５ｂは当該表示画面の右下隅に向かって徐々
に縮小する態様で撤退表示される。ワイプ表示ｗ６ａはサブ表示装置１０３０の表示画面
の左上隅に向かって徐々に縮小する態様で撤退表示される。ワイプアウトの際において、
ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ６ａには姫の顔の画像と星型のエフェクト画像が含まれており、ワ
イプ表示ｗ５ｂには殿の顔の画像が含まれている。ワイプ表示が完全に消去された時点で
ワイプ表示の撤退表示が完了する。また、ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ５ｂの撤退表示が開始さ
れることで装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄Ａや背景画像等の表示が徐々に視認
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可能となり、ワイプ表示ｗ６ａの撤退表示が開始されることでサブ表示装置１０３０にお
ける背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。また、ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ５ｂ、ｗ４
６ｂの撤退表示開始とともに、装飾図柄表示装置２０８において、背景画像が空の背景画
像に変化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の
左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－
装飾２」の揺れ変動表示が開始される。
【１５００】
　図１００（ｙ）、（ｚ）は、ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ５ｂ、ｗ６ａの撤退表示が表示され
ている状態を示している。図１００（ｙ）、（ｚ）に示すように、ワイプ表示の撤退表示
中において、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示され、サブ表示装置１０３
０には海の背景画像が表示されている。
【１５０１】
　図１００（ｚ）から引き続く状態を示す図１００（イ）は、ワイプ表示ｗ５ａの撤退表
示中であり、ワイプ表示ｗ５ｂ、ｗ６ａの撤退表示が完了した状態を示している。図１０
０（ｎ）～（ｔ）に示すように、ワイプ演出表示の開始前およびワイプ表示の出現表示中
において装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右上角部に縮小表示されていた装飾図柄Ａ
は、図１００（ｗ）～（イ）に示すように、ワイプ表示の撤退表示中に装飾図柄表示装置
２０８の表示画面の中央部にリーチ演出表示開始前と同じ大きさで表示される。本例では
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－
装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）が表示されているが、中
図柄表示領域２０８ｂの前方側に可動体１００２が位置しているので、中図柄表示領域２
０８ｂに仮停止表示されている「装飾３」の下端部以外は遊技者から視認不能となってい
る。また、「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である
。
【１５０２】
　図１００（ロ）は、ワイプ表示ｗ６ａの撤退表示が完了し、ワイプ表示の撤退表示が完
了した状態を示している。ワイプ表示の撤退表示の完了がワイプ演出表示の終了である。
装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは「装飾２－装飾３
－装飾２」の組み合わせの装飾図柄Ａが揺れ変動表示されており、装飾図柄表示装置２０
８の表示画面の右下隅では「装飾６－装飾１－装飾４」の組み合わせの装飾図柄Ｂが左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【１５０３】
　図１００（ハ）は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
では「装飾２－装飾３－装飾２」の組み合わせの装飾図柄Ａが揺れ変動表示されており、
装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右下隅では「装飾６－装飾１－装飾４」の組み合わ
せの装飾図柄Ｂが揺れ変動表示されている状態を示している。、特図変動遊技の結果がは
ずれである場合の装飾図柄Ａの図柄組み合わせと装飾図柄Ｂの図柄の組み合わせとは異な
っている。
【１５０４】
　図１００（ニ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の組み合わせの
装飾図柄Ａが停止表示され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面も右下隅でははずれ図柄
態様である「装飾６－装飾１－装飾４」の組み合わせの装飾図柄Ｂが表示され、当該特図
１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、当該特図１変動
遊技が終了する前に可動体１００２は図１００（ｒ）～（ハ）に示す状態で位置していた
待機位置から下方に移動して初期位置に復帰する。これにより、可動体１００２と中図柄
表示領域２０８ｂが重ならなくなり、中図柄表示領域２０８ｂに表示されている「装飾３
」の全体が視認可能となる。
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【１５０５】
　本実施例では、ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ６ａと、ワイプ表示ｗ５ｂとで一対のワイプ表示
が構成され、ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ６ａと、ワイプ表示ｗ５ｂとの一対のワイプ表示によ
り装飾図柄表示装置２０８およびサブ表示装置１０３０の表示画面が覆われてワイプ演出
表示が実行される。ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ６ａは、図１００（ｑ）～（ｕ）に示すように
、ワイプイン状態の全期間および最大ワイプ状態の一部期間において殿の顔の画像を含ん
でおり、図１００（ｗ）～（イ）に示すように、最大ワイプ状態の一部期間およびワイプ
アウトの全期間において姫の顔の画像と星型のエフェクト画像とを含んでいる。このよう
に、本実施例では、ワイプ表示ｗ５ａ、ｗ６ａの絵柄の一部とワイプ表示ｗ５ｂの絵柄の
一部とがワイプ演出表示の途中で入れ替わっている。
【１５０６】
　本実施例では、ワイプイン状態の一部の期間、最大ワイプ状態の全期間、ワイプアウト
状態の全期間においてサブ表示装置１０３０が初期位置とは異なる待機位置に位置してい
る。また、サブ表示装置１０３０には、装飾図柄表示装置２０８に表示されている画像と
は関連性の薄い画像（例えば、海の背景画像）が表示される。
【１５０７】
　なお、図９９に示すワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂのワイプ演出表示と、図１００に示すワ
イプ表示ｗ５ａ、ｗ５ｂのワイプ演出表示とのいずれのワイプ演出表示が行われるかを、
遊技者が選択可能に構成されていてもよい。遊技者による演出カスタマイズ等の設定を行
うことでいずれのワイプ演出表示が行われるかを設定可能であってもよい。
【１５０８】
（実施例３）
　本実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００について図１０１（ａ）～（ｆ）を用
いて説明する。図１０１（ａ）～（ｆ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１０１（ａ）～（ｆ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【１５０９】
　図１０１（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０１（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば２であり、特図２の保
留数は０である。図１０１の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【１５１０】
　図１０１（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１５１１】
　図１０１（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０１（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にノーマルリーチ演出表
示が開始される。
【１５１２】
　図１０１（ｄ）は、ノーマルリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表
示（仮停止表示）されている。「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示は、はずれを
示唆する表示である。ノーマルリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８
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ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始されると終了する。本実施例に
おいて、ノーマルリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後にワイプ演出表
示は表示されない。
【１５１３】
　図１０１（ｅ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。本例において、当該
特図１変動遊技の当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
には、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示（本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１５１４】
　図１０１（ｆ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始される。
【１５１５】
　本実施例によるパチンコ機１００は、スーパーリーチ演出表示（ロングリーチ演出表示
）と比較して実行時間の短いノーマルリーチ演出表示（ショートリーチ演出表示）ではず
れを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、装飾図
柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が表示されないように構成されている。なお、
サブ表示装置１０３０の図示は省略するが、本実施例によるパチンコ機１００は、ノーマ
ルリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が確定表示さ
れるまでの間に、サブ表示装置１０３０においてワイプ演出表示が表示されないように構
成されている。なお、ノーマルリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから
はずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、装飾図柄表示装置２０８やサブ表示装置１
０３０においてワイプ演出表示が表示される場合がってもよい。
【１５１６】
（実施例４）
　本実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００について図１０１（Ａ）～（Ｌ）を用
いて説明する。図１０１（Ａ）～（Ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１０１（Ａ）～（Ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【１５１７】
　図１０１（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０１（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１０１の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【１５１８】
　図１０１（Ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１５１９】
　図１０１（Ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０１（Ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。パチンコ機１００は、ノーマルリーチ演出表示が行われた図柄変動表示
よりも、スーパーリーチ演出表示が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表
示されやすいように構成されている。
【１５２０】
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　図１０１（Ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿（主人公キャラクタ）と殿の敵（敵キャラクタ）と
が対決するシーンのアニメーション（動画像）が表示される演出が開始された状態を示し
ている。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画
面の右方には殿の敵の画像が表示されている。当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当
りである場合には当該演出において殿が殿の敵に勝利するシーンのアニメーションが表示
され、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれである場合には当該演出において殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【１５２１】
　図１０１（Ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１５２２】
　図１０１（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【１５２３】
　図１０１（Ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。なお、スーパ
ーリーチ演出表示の終了はワイプ演出表示において最大ワイプ状態となった時であっても
よい。
【１５２４】
　図１０１（Ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａは殿の顔の画像を複数（本例では２つ）含んでおり、ワイプ表示ｗ７ｂ
は殿の顔の画像を複数（本例では２つ）含んでいる。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表
示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装
置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景
画像等をぬぐい消すように表示される。
【１５２５】
　図１０１（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。また、殿と殿の敵との対決演出が
実行されたスーパーリーチ演出表示で表示されるワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの絵柄は、殿
の顔の画像を含む絵柄である。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂに含まれる殿の顔の表示態様は
、図１０１（Ｆ）、（Ｇ）に示す殿の敵との対決に敗れた殿の表示態様と異なっている。
これにより、本実施例によるパチンコ機１００は、対決に敗れた演出を遊技者が忘れやす
くすることができる場合がある。
【１５２６】
　図１０１（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
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退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が
開始される。
【１５２７】
　図１０１（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【１５２８】
　図１０１（Ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１５２９】
　本実施例によるパチンコ機１００は、殿と殿の敵との対決シーンを含むスーパーリーチ
演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が確定表示されるまで
の間に、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が表示されるように構成されて
いる。なお、殿と殿の敵との対決シーンを含むスーパーリーチ演出表示ではずれを示唆す
る表示が表示されてからはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、サブ表示装置１０
３０においてワイプ演出表示が表示されるように構成されていていもよい。
【１５３０】
（実施例５）
　本実施の形態の実施例５によるパチンコ機１００について図１０１（イ）～（リ）を用
いて説明する。図１０１（イ）～（リ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１０１（イ）～（リ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【１５３１】
　図１０１（イ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０１（イ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば２であり、特図２の保
留数は０である。図１０１の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【１５３２】
　図１０１（ロ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１５３３】
　図１０１（ハ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０１（ハ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
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【１５３４】
　図１０１（ニ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と爺とがお酒の飲み比べ対決をするシーンのアニメ
ーション（動画像）が表示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置
２０８の表示画面の右方には殿の画像が表示され、当該表示画面の左方には爺の画像が表
示されている。当該表示画面の殿の画像および爺の画像の背面には姫の画像と婆の画像と
含む背景画像が表示されている。当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りである場合
には当該演出において殿が飲み比べに勝利し爺が酔いつぶれるシーンのアニメーションが
表示され、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれである場合には当該演出において
爺が飲み比べに勝利し殿が酔いつぶれるシーンのアニメーションが表示される。
【１５３５】
　図１０１（ホ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。また、装飾図柄表示装置２０８には、殿と爺とが杯に入ったお
酒を飲むシーンのアニメーションが表示されている。なお、装飾図柄の変動表示が縮小表
示されるタイミングと、殿と爺とが杯に入ったお酒を飲むシーンのアニメーションが表示
開始されるタイミングとは、同時であってもよいし、いずれか一方が先であってもよい。
【１５３６】
　図１０１（ヘ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として、爺
が飲み比べに勝利し、殿が酔いつぶれるシーンのアニメーションが表示される。
【１５３７】
　図１０１（ト）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示ははずれを示唆する表示であ
る。
【１５３８】
　本実施例によるパチンコ機１００は、お酒の飲み比べシーンのアニメーションを含むス
ーパーリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が確定表
示されるまでの間に、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示を表示しない。図
１０１（チ）は、スーパーリーチ演出表示後にワイプ演出表示が表示されずに当該特図１
変動遊技が終了した状態を示している。本例のスーパーリーチ演出表示が終了すると、装
飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、当該表示画面の中央上部
の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示
された後、当該特図１変動遊技が終了し、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装
飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動遊技の結果がはずれであること
が報知される。
【１５３９】
　図１０１（リ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１５４０】
　本実施例によるパチンコ機１００は、お酒の飲み比べのシーンのアニメーションを含む
スーパーリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が確定
表示されるまでの間に、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が表示されるこ
とがないように構成されている。なお、パチンコ機１００は、お酒の飲み比べのシーンの
アニメーションを含むスーパーリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから
はずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、サブ表示装置１０３０においてワイプ演出
表示が表示されることがないように構成されている。このように、スーパーリーチ演出表
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示ではずれを示唆する表示が表示された後に、ワイプ演出表示が表示されない場合があっ
てもよい。なお、パチンコ機１００は、全てのスーパーリーチ演出表示ではずれを示唆す
る表示が表示されてからはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間にワイプ演出表示が行
われるように構成されていてもよい。なお、パチンコ機１００は、ノーマルリーチ演出表
示やスーパーリーチ演出表示等の全てのリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示さ
れてからはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間にワイプ演出が行われるように構成さ
れていてもよい。
【１５４１】
　本実施の形態によるパチンコ機１００は、第一のリーチ演出表示として図９９（ｋ）～
（ｐ）および図１００（ｋ）～（ｐ）に示すスーパーリーチ演出表示や図１０１（Ｃ）～
（Ｇ）に示すスーパーリーチ演出表示を実行可能であり、第二のリーチ演出表示として図
１０１（ハ）～（ト）に示すスーパーリーチ演出表示を実行可能であり、第三のリーチ演
出表示として図１０１（ｃ）、（ｄ）に示すノーマルリーチ演出表示を実行可能である。
リーチ演出表示の大当り信頼度は、第三のリーチ演出表示、第二のリーチ演出表示、第一
のリーチ演出表示の順に高くなるように設定されている。パチンコ機１００は、第三のリ
ーチ演出表示が行われた図柄変動表示よりも、第一のリーチ演出表示が行われた図柄変動
表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されており、第三のリーチ演
出表示が行われた図柄変動表示よりも、第二のリーチ演出表示が行われた図柄変動表示の
方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
【１５４２】
（実施例６）
　本実施の形態の実施例６によるパチンコ機１００について図１０２（ａ）～（ｍ）を用
いて説明する。図１０２（ａ）～（ｍ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１０２（ａ）～（ｍ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【１５４３】
　図１０２（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０２（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１０２の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【１５４４】
　図１０２（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１５４５】
　図１０２（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０２（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１５４６】
　図１０２（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【１５４７】
　図１０２（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
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された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１５４８】
　図１０２（ｆ）は、殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示された状態を示
している。殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションは、はずれを示唆する表示である
。
【１５４９】
　図１０２（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。
【１５５０】
　図１０２（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。図１０２（ｈ）
に示すように、ワイプ表示ｗ７ｂが敵に敗れて倒れた殿の画像にオーバーラップされて表
示されており、殿の画像が視認不能となっている。
【１５５１】
　図１０２（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の全体がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ
７ｂで覆われる最大ワイプ状態になる前に、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始
された状態を示している。ワイプ表示ｗ７ａは装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂは当該表示画面の右下隅に向
かって縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ｂが撤退表示されることにより、殿
の画像が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７ｂの撤退表示開始後の殿の画像は、倒れ
た表示態様ではなく、斬り合った後に立ち尽くしている表示態様となっている。
【１５５２】
　図１０２（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。また、ワイプ演出表示の終了後に中図柄表示領域２０８ｂでの装飾図柄の
変動表示が再開される。なお、中図柄表示領域２０８ｂでの装飾図柄の変動表示の再開タ
イミングは、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中であってもよいし、ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退完了と同時であってもよい。また、図１０２（ｊ）に示すように装飾図
柄表示装置２０８の表示画面の右方には斬り合った後に立ち尽くしている殿の画像が表示
され、当該表示画面の左方には斬り合った後に立ち尽くしている殿の敵の画像が表示され
ており、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃでの「装飾２」の揺れ変動表示は継続して
表示されている。
【１５５３】
　図１０２（ｋ）は、殿の敵が倒れて殿が対決に勝利したシーンのアニメーションが表示
された状態を示している。中図柄表示領域２０８ｂには「装飾２」が仮停止表示され、こ
れにより、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは大当り図柄態様である「装飾２－
装飾２―装飾２」が上下に揺れる表示態様の揺れ変動表示で表示される。殿が対決に勝利
したシーンのアニメーションおよび「装飾２－装飾２－装飾２」の揺れ変動表示は、大当
りを示唆する表示である。本実施例によるパチンコ機１００は、リーチ演出表示で大当り
を示唆する表示が表示されてから大当り図柄態様が確定表示されるまでの間に、ワイプ演
出表示が表示されないように構成されている。



(279) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【１５５４】
　図１０２（ｌ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。本例のスー
パーリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装
飾２」が揺れ変動表示された後に終了する。スーパーリーチ演出表示が終了すると、装飾
図柄表示装置２０８において、空の背景画像に変更され、左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃの縮小表示が終了される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中央上部の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは「装飾２－装飾２－装飾２」が左右に揺れる表示
態様の揺れ変動表示で表示されている。
【１５５５】
　図１０２（ｍ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。
【１５５６】
　本実施例によるパチンコ機１００は、スーパーリーチ演出表示において、図１０２（ｆ
）、（ｇ）に示すように、はずれを示唆する表示が表示された後に、図１０２（ｈ）、（
ｉ）に示すように、ワイプ演出表示が表示される。当該ワイプ演出表示は最大ワイプ状態
となる前に終了され、図１０２（ｊ）に示すように、ワイプ演出表示終了後にスーパーリ
ーチ演出表示における対決シーンのアニメーションが再開され、図１０２（ｋ）に示すよ
うに、大当りを示唆する表示が表示される。このように、スーパーリーチ演出表示におい
て、はずれを示唆する表示が表示された後に対決シーン等のアニメーションが再開されて
、その後に、大当りを示唆する表示が表示される演出表示は、復活演出表示（逆転演出表
示）である。本実施例によるパチンコ機１００は、図１０２（ｊ）、（ｋ）に示す復活演
出表示が開始される前に、図１０２（ｈ）、（ｉ）に示すようにワイプ演出表示が実行さ
れる。なお、本実施例におけるワイプ演出表示において最大ワイプ状態となってもよい。
【１５５７】
（実施例７）
　本実施の形態の実施例７によるパチンコ機１００について図１０２（Ａ）～（Ｐ）を用
いて説明する。図１０２（Ａ）～（Ｐ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１０２（Ａ）～（Ｐ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【１５５８】
　図１０２（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０２（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１０２の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【１５５９】
　図１０２（Ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１５６０】
　図１０２（Ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０２（Ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
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【１５６１】
　図１０２（Ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【１５６２】
　図１０２（Ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１５６３】
　図１０２（Ｆ）は、殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示された状態を示
している。殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションは、はずれを示唆する表示である
。
【１５６４】
　図１０２（Ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。
【１５６５】
　図１０２（Ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。図１０２（ｈ）
に示すように、ワイプ表示ｗ７ｂが敵に敗れて倒れた殿の画像にオーバーラップされて表
示されており、殿の画像が視認不能となっている。
【１５６６】
　図１０２（Ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の全体がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ
７ｂで覆われる最大ワイプ状態になる前に、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始
された状態を示している。ワイプ表示ｗ７ａは装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂは当該表示画面の右下隅に向
かって縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ｂが撤退表示されることにより、殿
の画像が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７ｂの撤退表示開始後の殿の画像は、倒れ
た表示態様ではなく、斬り合った後に立ち尽くしている表示態様となっている。
【１５６７】
　図１０２（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。また、ワイプ演出表示の終了後に中図柄表示領域２０８ｂでの装飾図柄の
変動表示が再開される。なお、中図柄表示領域２０８ｂでの装飾図柄の変動表示の再開タ
イミングは、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中であってもよいし、ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退完了と同時であってもよい。また、図１０２（Ｊ）に示すように装飾図
柄表示装置２０８の表示画面の右方には斬り合った後に立ち尽くしている殿の画像が表示
され、当該表示画面の左方には斬り合った後に立ち尽くしている殿の敵の画像が表示され
ており、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃでの「装飾２」の揺れ変動表示は継続して
表示されている。
【１５６８】
　図１０２（Ｋ）は、殿が倒れて殿が対決に敗れ、殿の敵が対決に勝利したシーンのアニ
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メーションが表示された状態を示している。中図柄表示領域２０８ｂには「装飾３」が仮
停止表示され、これにより、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでははずれ図柄態様
である「装飾２－装飾２―装飾２」が上下に揺れる表示態様の揺れ変動表示で表示される
。殿が対決に敗れたシーンのアニメーションおよび「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変
動表示は、はずれを示唆する表示である。図１０２（Ｋ）に示す左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始された後に、ワイ
プ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の演出表示に切り替
えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【１５６９】
　図１０２（Ｌ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、
装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。
【１５７０】
　図１０２（Ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。また、殿と殿の敵との対決演出が
実行されたスーパーリーチ演出表示で表示されるワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの絵柄は、殿
の顔の画像を含む絵柄である。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂに含まれる殿の顔の表示態様は
、図１０２（Ｋ）に示す殿の敵との対決に敗れた殿の表示態様と異なっている。これによ
り、本実施例によるパチンコ機１００は、対決に敗れた演出を遊技者が忘れやすくするこ
とができる場合がある。
【１５７１】
　図１０２（Ｎ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が
開始される。
【１５７２】
　図１０２（Ｏ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【１５７３】
　図１０２（Ｐ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１５７４】
　本実施例によるパチンコ機１００は、スーパーリーチ演出表示において、図１０２（Ｆ
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）、（Ｇ）に示すように、はずれを示唆する表示が表示された後に、図１０２（Ｈ）、（
Ｉ）に示すように、ワイプ演出表示が表示される。当該ワイプ演出表示は最大ワイプ状態
とはならずに終了され、当該ワイプ演出表示終了後に、図１０２（Ｊ）に示すように、ス
ーパーリーチ演出表示における対決シーンのアニメーションが再開され、図１０２（Ｋ）
に示すように、はずれを示唆する表示が再度表示される。このように、本例のスーパーリ
ーチ演出表示では、復活演出表示が実行されると見せかけておいて再度はずれを示唆する
表示を表示し、次いで、当該スーパーリーチ演出表示における２回目のワイプ演出表示が
実行される。これにより、本実施例によるパチンコ機１００は、演出表示のバリエーショ
ンを増やすことができる場合がある。なお、本実施例における１回目のワイプ演出表示に
おいて最大ワイプ状態となってもよい。
【１５７５】
（実施例８）
　本実施の形態の実施例８によるパチンコ機１００について図１０３（ａ）～（ｎ）を用
いて説明する。図１０３（ａ）～（ｎ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１０３（ａ）～（ｎ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【１５７６】
　図１０３（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０３（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１０３の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【１５７７】
　図１０３（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１５７８】
　図１０３（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０３（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１５７９】
　図１０３（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。当該
特図１変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には当該演出において殿が殿の敵に勝
利するシーンのアニメーションが表示され、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれ
である場合には当該演出において殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示され
る。
【１５８０】
　図１０３（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１５８１】
　図１０３（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
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殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【１５８２】
　図１０３（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【１５８３】
　図１０３（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。
【１５８４】
　図１０３（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。また、殿と殿の敵との対決演出が
実行されたスーパーリーチ演出表示で表示されるワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの絵柄は、殿
の顔の画像を含む絵柄である。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂに含まれる殿の顔の表示態様は
、図１０３（ｆ）、（ｇ）に示す殿の敵との対決に敗れた殿の表示態様と異なっている。
これにより、本実施例によるパチンコ機１００は、対決に敗れた演出を遊技者が忘れやす
くすることができる場合がある。
【１５８５】
　図１０３（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が
開始される。また、本実施例では、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに、
装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中央に宝箱の絵柄の予告画像ｊ１が表示される。予
告画像ｊ１は、当該特図１変動遊技についての予告画像（当該変動の予告画像）である。
予告画像ｊ１の一部は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央に位置している中図柄表
示領域２０８ｂでの「装飾３」の一部にオーバーラップして表示される。このように、本
実施例によるパチンコ機１００では、ワイプ演出表示の終了の際に、予告画像ｊ１による
大当り予告演出表示が開始される。
【１５８６】
　図１０３（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示されている。
また、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示完了後に、予告画像ｊ１は表示開始当初より



(284) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

も縮小して表示され、中図柄表示領域２０８ｂにおける「装飾３」が一旦消去される。予
告画像ｊ１が縮小表示されるタイミングと、中図柄表示領域２０８ｂにおける「装飾３」
が消去されるタイミングとは、同時であってもよいし、いずれか一方が先であってもよい
。
【１５８７】
　図１０３（ｌ）は、宝箱が開いて予告画像ｊ１から中図柄としての「装飾３」が上方に
飛び出してくるアニメーションが表示された状態を示している。当該アニメーションが表
示される際には、左図柄表示領域２０８ａでの左図柄の「装飾２」と、右図柄表示領域２
０８ａでの右図柄の「装飾２」との間に予告画像ｊ１が表示される。当該アニメーション
が表示されると、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「
装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様の揺れ変動表示が開始される。
【１５８８】
　図１０３（ｍ）は、予告画像ｊ１が消去された状態を示している。予告画像ｊ１は、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が
開始された後に消去される。
【１５８９】
　図１０３（ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１５９０】
　本実施例のように、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが出現するワイプインと、ワイプ表示ｗ
７ａ、ｗ７ｂが撤退するワイプアウトとで、スーパーリーチ演出表示状態から空の背景画
像が表示される通常の演出表示状態に変化するが、図１０３（ｃ）～（ｇ）に示すスーパ
ーリーチ演出表示において表示されていなかった予告画像ｊ１がワイプアウトの際に表示
されてもよい。予告画像ｊ１は、大当り予告画像である。パチンコ機１００は、ワイプア
ウトの際に大当り予告画像が表示されなかった場合よりも、ワイプアウトの際に大当り予
告画像が表示された場合の方が、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されて
いる。なお、大当り予告画像の表示態様は、宝箱の絵柄でなくてもよく、キャラクタの絵
柄や、家紋の絵柄や、刀や手裏剣等のアイテムの絵柄であってもよい。なお、ワイプアウ
トの際には、先読み予告画像が表示されてもよい。
【１５９１】
　なお、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが出現するワイプインと、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ
が撤退するワイプアウトによるワイプ演出表示で、スーパーリーチ演出表示状態から空の
背景画像が表示される通常の演出表示状態に変化するが、スーパーリーチ演出表示におい
て表示されていなかった大当り予告画像等のある画像がワイプアウト後の通常演出状態で
表示されなかった場合よりも、当該ある画像がワイプアウト後の通常演出状態で表示され
た場合の方が、当該特図変動遊技において大当り図柄態様が確定停止されやすいように構
成されていてもよい。本実施例では、特図変動遊技の当否判定結果がはずれであるので、
宝箱の予告画像ｊ１からはずれ図柄態様を構成することになる「装飾３」が中図柄として
飛び出すアニメーションが表示された後、はずれ図柄態様が確定表示されているが、特図
変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、宝箱の予告画像から大当り図柄態様を
構成することになる「装飾２」が中図柄として飛び出すアニメーションが表示された後、
最終的に大当り図柄態様が確定表示される場合があってもよい。また、当該ある画像が通
常演出表示状態で表示されなかった場合には、大当り図柄態様が確定表示されないように
構成されていてもよい。また、ワイプイン、ワイプアウトによりスーパーリーチ演出表示
状態から通常演出表示状態に変化する演出が実行される図柄変動表示において、スーパー
リーチ演出表示状態で表示されていなかったある画像が通常演出表示状態で表示されなか
った場合よりも、当該ある画像が通常演出表示状態で表示された場合の方がワイプアウト
の際に保留されている複数の図柄変動表示の開始のうちのいずれかの図柄変動表示の後で
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大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。なお、当該ある画像
、は大当り予告画像や先読み予告画像に限定されず、ナビキャラクタ（チュートリアル演
出に用いられるナビゲーションキャラクタ）画像やお助けキャラクタ画像等であってもよ
い。
【１５９２】
（実施例９）
　本実施の形態の実施例９によるパチンコ機１００について図１０３（Ａ）～（Ｎ）を用
いて説明する。図１０３（Ａ）～（Ｎ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１０３（Ａ）～（Ｎ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【１５９３】
　図１０３（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０３（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１０３の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【１５９４】
　図１０３（Ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１５９５】
　図１０３（Ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０３（Ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１５９６】
　図１０３（Ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。当該
特図１変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には当該演出において殿が殿の敵に勝
利するシーンのアニメーションが表示され、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれ
である場合には当該演出において殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示され
る。
【１５９７】
　図１０３（Ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１５９８】
　図１０３（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【１５９９】
　図１０３（Ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右



(286) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示の前後で背景画像が空の背景画像の通常の演出表示に切り替
えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【１６００】
　図１０３（Ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ９ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ９ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ９ａ、ｗ９ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。ワイプ表示ｗ９
ａは家紋の一部（左上部）の絵柄となる画像を含んでおり、ワイプ表示ｗ９ｂは家紋の他
部（右下部）の絵柄となる画像を含んでいる。最大ワイプ状態において、ワイプ表示ｗ９
ａに含まれる家紋の画像と、ワイプ表示ｗ９ｂに含まれる家紋の画像とで、１つの絵柄の
家紋の画像が形成される。
【１６０１】
　図１０３（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ９ａの右下端部とワイプ表示ｗ９ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。また、最大ワイプ状態となりワイ
プ表示ｗ９ａとワイプ表示ｗ９ｂとが接して表示される場合には、ワイプ表示ｗ９ａに含
まれる家紋の画像と、ワイプ表示ｗ９ｂに含まれる家紋の画像とが一続きとなるように表
示され、これらの家紋の画像により１つの絵柄の家紋画像が形成される。当該家紋画像は
、ワイプアウト後に大当り図柄態様が表示されることや、ワイプアウト後に大当り予告が
実行される事などを予告したり、示唆したりするために表示される。本例では、当該家紋
画像は、当該変動の予告画像であり、ワイプアウト後に大当り予告が実行されることを予
告するために表示されている。
【１６０２】
　図１０３（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ９ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ９ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ９
ａ、ｗ９ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が
開始される。また、本実施例では、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂの撤退表示開始とともに、
装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央に家紋の絵柄の予告画像ｊ２が表示される。予告
画像ｊ２は、当該特図１変動遊技についての予告画像（当該変動の予告画像、大当り予告
画像）である。予告画像ｊ２の一部は、中図柄表示領域２０８ｂでの「装飾３」の一部に
オーバーラップして表示される。このように、本実施例によるパチンコ機１００では、ワ
イプ演出表示の終了の際に、予告画像ｊ２による大当り予告演出表示が開始される。また
、ワイプｗ９ａ、ｗ９ｂに含まれていた家紋画像は、ワイプアウトの際に予告画像ｊ２が
表示されることを予告する画像である。ワイプｗ９ａ、ｗ９ｂに含まれていた家紋画像は
、予告画像ｊ２と同じ絵柄である。このように、大当り予告演出表示が表示されることを
予告する画像は、当該大当り予告演出表示と同じ絵柄で表示される。なお、大当り予告演
出表示が表示されることを予告する画像は、当該大当り予告演出表示と関連する絵柄で表
示されてもよい。
【１６０３】
　図１０３（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂの撤退表示が完了した状態を示している
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。ワイプ表示ｗ９ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ９ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示されている。
予告画像ｊ２の一部は、中図柄表示領域２０８ｂでの「装飾３」の一部にオーバーラップ
して表示される。
【１６０４】
　図１０３（Ｌ）は、予告画像ｊ２が中図柄表示領域２０８ｂに表示されている「装飾３
」の全体にオーバーラップして表示され、当該「装飾３」が視認不能となった状態を示し
ている。なお、当該「装飾３」は、全体がオーバーラップされる際に消去されてもよい。
予告画像ｊ２は、右図柄表示領域２０８ａでの「装飾２」と、左図柄表示領域２０８ｃで
の「装飾２」との間に表示される。
【１６０５】
　図１０３（Ｍ）は、予告画像ｊ２が消去された状態を示している。予告画像ｊ２が消去
されたことにより、中図柄表示領域２０８ｂでの中図柄が再度視認可能となる。中図柄は
、「装飾３」から「装飾２」に変化している。なお、予告画像ｊ２が中図柄の全体にオー
バーラップして表示されていた際に中図柄が一旦消去されていた場合には、予告画像ｊ２
が消去された後に、または、予告画像ｊ２が消去されるのと同時に、「装飾２」が中図柄
として表示される。
【１６０６】
　図１０３（Ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【１６０７】
　本実施例によるパチンコ機１００では、スーパーリーチ演出表示ではずれを示唆する表
示が表示された後に、ワイプ演出表示が表示され、ワイプアウトの際に大当り予告画像で
ある予告画像ｊ２が表示される。予告画像ｊ２は装飾図柄の左図柄と右図柄との間に表示
された後に、大当り図柄態様が揺れ変動表示され、次いで、当該大当り図柄態様が確定表
示される。予告画像ｊ２が装飾図柄の左図柄と右図柄との間に表示されている状態は、大
当りとなることを煽っている煽りの演出状態である。パチンコ機１００は、ワイプアウト
の際に大当り予告画像が表示されなかった場合よりも、ワイプアウトの際に大当り予告画
像が表示された場合の方が、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている
。また、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂは家紋の画像を含んでおり、最大ワイプ状態でワイプ
表示ｗ９ａの端部とワイプ表示ｗ９ｂの端部とが当接する状態となることで、後に表示さ
れる予告画像ｊ２と同じ表示態様の家紋画像が表示される（図１０３（Ｉ）参照）。予告
画像ｊ２は、ワイプアウトの際に、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂに含まれる家紋画像の間か
ら徐々に表示される。
【１６０８】
　本実施の形態において、ワイプ表示の絵柄は、図９９（ｖ）、図１００（ｗ）、図１０
１（Ｉ）、図１０２（Ｍ）、図１０３（ｉ）、図１０３（Ｉ）に示すように複数設けられ
ている。図１０３（ｉ）等に示す殿の顔の画像を含む絵柄（以下、「第一の絵柄」と称す
る場合がある）のワイプ表示が表示された場合よりも、図１０３（Ｉ）に示す家紋画像を
含む絵柄（以下、「第二の絵柄」と称する場合がある）のワイプ表示が表示された場合の
方が、ワイプイン、ワイプアウトによりスーパーリーチ演出表示状態から通常演出表示状
態に変化した後で、大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
なお、第一の絵柄のワイプ表示が表示された場合よりも第二の絵柄のワイプ表示が表示さ
れた場合の方が、ワイプイン、ワイプアウトでスーパーリーチ演出表示状態から通常演出
表示状態に変化する際に、スーパーリーチ演出表示で表示されなかった大当り予告画像や
、先読み予告画像がワイプアウトで表示されやすいように構成されていてもよい。大当り
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予告画像や先読み予告画像にはキャラクタ画像が少なくとも含まれていてもよい。ここで
、第一の絵柄および第二の絵柄はどのような絵柄であってもよく、図１０３（ｉ）、（Ｉ
）に示す絵柄に限定されない。また、ワイプ表示の絵柄が複数の絵柄のうちの第二の柄で
ある場合には、ワイプイン、ワイプアウトでスーパーリーチ演出表示状態から通常演出表
示状態に変化する際に、スーパーリーチ演出表示状態で表示されていなかった大当り予告
画像または先読み予告画像がワイプアウトで必ず表示されるように構成されていてもよい
。
【１６０９】
　本実施例では、大当り予告画像である予告画像ｊ２が表示された後に、実行中の図柄変
動表示で大当り図柄態様が確定表示される演出例を示したが、複数種類の大当り予告画像
が設けられており、複数種類の大当り予告画像のうちの一の大当り予告画像（例えば、第
二の大当り予告画像）が表示された場合には、必ず大当り図柄態様が確定表示されるよう
に構成されていてもよい。また、ワイプアウトの際に複数種類の大当り予告画像のうちの
第一の大当り予告画像（予告画像ｊ１や、例えば青文字等の青色が多く使われた画像や、
青色が特徴的に使われた画像等）が表示された場合よりも第二の大当り予告画像（例えば
、予告画像ｊ２や、赤文字等の赤色が多く使われた画像や、赤色が特徴的に使われた画像
等）が表示された場合の方が実行中の図柄変動表示において最終的に大当り図柄態様が確
定表示されやすいように構成されていてもよい。さらに、第三の大当り予告画像（例えば
、金色の宝箱の画像、金色の家紋画像、金文字等の金色が多く使われた画像や、金色が特
徴的に使われた画像等）が表示された場合には実行中の図柄変動表示において最終的に大
当り図柄態様が必ず確定表示されるように構成されていてもよい。
【１６１０】
（実施例１０）
　本実施の形態の実施例１０によるパチンコ機１００について図１０４および図１０５を
用いて説明する。まず、図１０４を用いて、本実施例によるパチンコ機１００の保留アイ
コンについて説明する。
【１６１１】
　本実施例によるパチンコ機１００は、保留表示手段として装飾図柄表示装置２０８を有
している。保留表示手段は、保留数に応じた数の保留アイコンと、変動中アイコンを表示
する表示手段であり、変動中アイコンは、当該保留アイコンと称されることもあるため、
単に保留アイコンと称される場合もある。すなわち保留表示手段は、保留アイコンを表示
する表示手段である。図柄変動表示中に保留が１つだけある場合は、保留アイコンは保留
１表示領域だけに表示され、図柄変動表示中に保留が２つだけある場合は、２つの保留ア
イコンは保留１表示領域と保留２表示領域だけに１つずつ表示される。以下同様に、図柄
変動表示中に保留がＭ個だけある場合は、Ｍ個の保留アイコンは保留１表示領域～保留Ｍ
表示領域のそれぞれにだけ１つずつ表示される。図柄変動表示中に保留が満タン（例えば
、Ｎ個、（Ｎは、４または８）の場合は、保留アイコンは保留１表示領域～保留Ｎ表示領
域の全てに表示される。保留１表示領域に表示されていた保留アイコンが保留減少の際に
変動中アイコン表示領域（当該保留表示領域または保留０表示領域と称される場合もある
）に変動中アイコン（当該保留アイコン、単に保留アイコンと称される場合もある）とし
て表示される。図柄変動表示中に保留が０である場合は、保留０表示領域にだけ変動中ア
イコンが表示される。また、図柄変動表示中や図柄仮停止表示中や図柄停止表示中（図柄
確定表示中または図柄本停止表示中と称される場合もある）に保留０表示領域から変動中
アイコンが消去されるように構成されていてもよいし、図柄停止表示中に保留０表示領域
から変動中アイコンが消去されるように構成されていてもよい。図柄変動表示中に、保留
０表示領域～保留Ｍ表示領域に表示されていた保留アイコンが１回または複数回消去され
たり、当該保留アイコンが再表示されたりしてもよい。また同様に、保留２表示領域に表
示されていた保留アイコンは保留減少の際に保留１表示領域に表示され、すなわち、通常
、保留１表示領域～保留Ｍ表示領域のそれぞれに表示されていた保留アイコンは、保留減
少の際に、保留０表示領域～保留Ｍ－１表示領域のそれぞれに表示される。保留Ｍ表示領
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域に表示されていた保留アイコンは、保留減少の際に、保留減少アニメーションが行われ
つつ、保留Ｍ－１表示領域に表示されたり、急に表示されたり、保留アイコンの態様（色
、模様）が変化して表示されたり、大きさを変えて表示されたりするようにしてもよい。
【１６１２】
　図柄変動表示が行われていない状態で特図１始動口２１０または特図２始動口２１２に
遊技球が入賞した場合には、当該入賞により増加した保留に対応する保留アイコンは一旦
保留１表示領域に表示され、次いで、当該保留アイコンは変動中アイコン（「当該保留ア
イコン」、単に「保留アイコン」と称される場合がある）として変動中アイコン表示領域
（当該保留表示領域、保留０表示領域）に表示される。なお、図柄変動表示が行われてい
ない状態で特図１始動口２１０または特図２始動口２１２に遊技球が入賞した場合には、
当該入賞により増加した保留に対応する保留アイコンは、保留１表示領域に表示されず、
変動中アイコンとして変動中アイコン表示領域に表示されるように構成してもよい。
【１６１３】
　本実施例によるパチンコ機１００は、図１０４に示すように、６種類の保留アイコンが
設けられている。図１０４は、保留アイコンの一覧を示すテーブルである。図１０４に示
すテーブルは、「名称」、「態様」、「意味」の各項目で構成されている。図中左列の「
名称」の欄は各保留アイコンの名称を示している。６種類の保留アイコンの名称は、「白
丸保留アイコン」、「黒丸保留アイコン」、「ボタン保留アイコン」、「三角保留アイコ
ン」、「顔保留アイコン」、「埴輪保留アイコン」である。
【１６１４】
　図中中列の「態様」の欄は各保留アイコンの表示態様を示している。白丸保留アイコン
の「表示態様」は、白色円形の表示態様である。黒丸保留アイコンの「表示態様」は、黒
色円形の表示態様である。ボタン保留アイコンの「表示態様」は、チャンスボタン１３６
を模した表示態様である。三角保留アイコンの「表示態様」は、白色正三角形の表示態様
である。顔保留アイコンの「表示態様」は、キャラクタの殿の顔の表示態様である。埴輪
保留アイコンの「表示態様」は、キャラクタの埴輪の絵柄の表示態様である。
【１６１５】
　図中右列の「意味」の欄は各保留アイコンの意味を示している。白丸保留アイコンの「
意味」は、「デフォルト保留アイコン」（通常保留アイコン）である。本実施例では、６
種類の保留アイコンが設けられており、白丸保留アイコンは、６種類の保留アイコンのう
ちで最も大当り信頼度が低い保留アイコンである。
【１６１６】
　黒丸保留アイコンの「意味」は、「高変化率保留アイコン」である。パチンコ機１００
は、保留アイコンを別の種類の保留アイコンに変化させる保留変化演出表示（後述する第
６の実施の形態の保留演出）を実行可能であり、黒丸保留アイコンは、白丸保留アイコン
、三角保留アイコン、顔保留アイコン、および埴輪保留アイコンよりも白丸保留アイコン
、ボタン保留アイコン、三角保留アイコン、顔保留アイコン、または埴輪保留アイコンに
変化する確率が高い保留アイコンである。後述する第６の実施の形態における保留演出に
おいても同様である。なお、黒丸保留アイコンは、保留変化演出表示で白丸保留アイコン
に変化する場合がなくてもよい。また、黒丸保留アイコンで保留０表示領域に表示された
場合の大当り信頼度は白丸保留アイコンの大当り信頼度と同じでもよいし、保留アイコン
が最終的に消去される際の表示態様が黒丸保留アイコンのままである場合の大当り信頼度
は白丸保留アイコンの大当り信頼度と同じでもよい。
【１６１７】
　ボタン保留アイコンの「意味」は、「ボタン押下変化保留アイコン」である。ボタン保
留アイコンは、保留変化演出表示により、白丸保留アイコン、黒丸保留アイコン、三角保
留アイコン、顔保留アイコン、および埴輪保留アイコンよりも白丸保留アイコン、黒丸保
留アイコン、三角保留アイコン、顔保留アイコン、または埴輪保留アイコンに変化する確
率が高い保留アイコンである。ボタン保留アイコンは、遊技者によるチャンスボタン１３
６の操作があった場合に、別の種類の保留アイコンに変化する場合がある。なお、ボタン
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保留アイコンは白丸保留アイコンに変化する場合がなくてもよいし、ボタン保留アイコン
は黒丸保留アイコンに変化する場合がなくてもよい。また、ボタン保留アイコンが保留０
表示領域に表示された場合の大当り信頼度は白丸保留アイコンの大当り信頼度と同じであ
ってもよいし、保留アイコンが最終的に消去される際の表示態様がボタン保留アイコンの
ままである場合の大当り信頼度は白丸保留アイコンの大当り信頼度と同じであってもよい
。また、遊技者によるチャンスボタン１３６の操作がなくても、１または複数の保留減少
に応じて、ある保留表示領域（例えば、保留０表示領域、保留１表示領域、保留２表示領
域、または保留０表示領域～保留Ｎ表示領域のうちのいずれか）に表示された場合等のあ
る条件の成立により（例えば、保留減少、保留増加）でボタン保留アイコンが別の別種類
の保留アイコンに変化するように構成されていてもよい。
【１６１８】
　三角保留アイコンの「意味」は、「中信頼度保留アイコン」である。三角保留アイコン
は、白丸保留アイコン、黒丸保留アイコン、ボタン保留アイコンよりも大当り信頼度が高
い保留アイコンであり、顔保留アイコン、埴輪保留アイコンよりも大当り信頼度が低い保
留アイコンである。なお、三角保留アイコンは、白丸保留アイコン、黒丸保留アイコン、
ボタン保留アイコンのうちのいずれか一種類の保留アイコン、複数種類の保留アイコンま
たは全種類の保留アイコンから変化する場合がある保留アイコンである。
【１６１９】
　顔保留アイコンの「意味」は、「高信頼度保留アイコン」である。顔保留アイコンは、
白丸保留アイコン、黒丸保留アイコン、ボタン保留アイコン、三角保留アイコンよりも大
当り信頼度が高い保留アイコンであり、埴輪保留アイコンよりも大当り信頼度が低い保留
アイコンである。顔保留アイコンは、白丸保留アイコン、黒丸保留アイコン、ボタン保留
アイコン、三角保留アイコンのうちのいずれか一種類の保留アイコン、複数種類の保留ア
イコンまたは全種類の保留アイコンから変化する場合がある保留アイコンである。
【１６２０】
　埴輪保留アイコンの「意味」は、「大当り確定保留アイコン」である。埴輪保留アイコ
ンは、６種類の保留アイコンのなかで最も大当り信頼度が高く、埴輪保留アイコンの大当
り信頼度は１００％である。埴輪保留アイコンに対応する保留の図柄変動表示では、必ず
大当り図柄態様が確定表示される。埴輪保留アイコンは、白丸保留アイコン、黒丸保留ア
イコン、ボタン保留アイコン、三角保留アイコン、顔保留アイコンのうちのいずれか一種
類の保留アイコン、複数種類の保留アイコンまたは全種類の保留アイコンから変化する場
合がある保留アイコンである。なお、白丸保留アイコンが変化しても埴輪保留アイコンに
なることがなくてもよい。
【１６２１】
　保留アイコンの種類は図１０４に示す６種類に限定されず、保留アイコンは７種類以上
設けられていてもよいし、保留アイコンは６種類未満設けられていてもよい。なお、図１
０４に示す６種類の保留アイコンのそれぞれは、一つのパーツから構成されているが、一
つの保留アイコンが複数のパーツから構成されていてもよい。
【１６２２】
　保留アイコンの名称等は適宜変更可能であり、例えば、白丸保留アイコンを第一の保留
アイコンと称したり、ある白丸保留アイコンを第一の保留アイコンと称したり、別の白丸
保留アイコンを第二の保留アイコンと称したりしてもよいし、６種類の保留アイコンを複
数種類の保留アイコンと称したり、ある白丸保留アイコンと別の白丸保留アイコンを捉え
て複数種類の保留アイコンと称したりしてもよいし、６種類の保留アイコンのうちの一の
保留アイコンを、第三の保留アイコンと称したり、第三の種類の保留アイコンと称したり
する場合がある。同様に、保留満タンが４つの場合、保留０表示領域を第一の保留表示領
域と称したり、保留４表示領域を第五の保留表示領域と称したり、保留０表示領域～保留
４表示領域を複数の保留表示領域と称したり、保留１表示領域～保留４表示領域を複数の
保留表示領域と称したりする場合がある。保留満タンが８つの場合、保留８表示領域を第
九の保留表示領域と称したり、保留０表示領域～保留８表示領域を複数の保留表示領域と
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称したり、保留１表示領域～保留８表示領域を複数の保留表示領域と称したり、保留１表
示領域～保留７表示領域を複数の保留表示領域と称したりする場合がある。
【１６２３】
　次に、本実施例よるパチンコ機１００の演出例について図１０５（ａ）～（ｌ）を用い
て説明する。図１０５（ａ）～（ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時
系列で示している。図１０５（ａ）～（ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００か
らメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【１６２４】
　図１０５（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０５（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は４であり、特図２の保留数は
０である。本実施例では、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅には、特図１保留
アイコン表示領域が設けられている。特図１保留アイコン表示領域は、左から、保留１表
示領域、保留２表示領域、保留３表示領域、保留４表示領域の４つの領域に分けられてい
る。保留１表示領域には保留順位が１番目の特図１変動遊技の保留に対応する保留アイコ
ンが表示され、保留２表示領域には保留順位が２番目の特図１変動遊技の保留に対応する
保留アイコンが表示され、保留３表示領域には保留順位が３番目の特図１変動遊技の保留
に対応する保留アイコンが表示され、保留４表示領域には保留順位が４番目の特図１変動
遊技の保留に対応する保留アイコンが表示される。図１０５（ａ）に示す状態では、特図
１の保留数は４であるので、保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、保留２表
示領域には保留アイコンｂ２が表示され、保留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示さ
れ、保留４表示領域には保留アイコンｂ４が表示されている。保留アイコンｂ１～ｂ４は
、図１０４に示す黒丸保留アイコンである。なお、黒丸保留アイコンは、デフォルト保留
アイコン（通常保留アイコン）であってもよい。この場合、黒丸保留アイコンの大当り信
頼度は複数種類の保留アイコンのうち最も低くなる。また、装飾図柄表示装置２０８には
空の背景画像が表示されている。
【１６２５】
　図１０５（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。本例では、特図１表示装置２１２による特図１の変動表示（特図１変動遊
技）の開始とほぼ同時であって、装飾図柄の変動表示の開始に先立って、装飾図柄表示装
置２０８の表示画面にパチンコ機１００の機種名である「吉宗」の文字（タイトルロゴ、
本実施の形態によるパチンコ機１００のタイトルは「ＣＲ　吉宗」）のロゴ画像ｊ３が表
示される。本例のロゴ画像ｊ３は、先読み予告画像として表示されている。ロゴ画像ｊ３
は、「装飾２－装飾３－装飾２」の装飾図柄にオーバーラップして表示されている。な、
ロゴ画像ｊ３は、特図１変動遊技の開始に先立って表示開始されてもよい。
【１６２６】
　図１０５（ｃ）は、装飾図柄の変動表示が開始された状態を示している。特図１変動遊
技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が開始され、特図１保留アイコン表示領域では保留アイコン減少アニメ
ーションが表示される。装飾図柄の変動表示にオーバーラップしてロゴ画像ｊ３が表示さ
れている。保留アイコン減少アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコ
ンｂ１が消去され、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ
３が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示され
る。本実施例では、消化された保留に対応する保留アイコンは、図柄変動表示中において
変動中アイコンとしては表示されない。なお、消化された保留に対応する保留アイコンは
、図柄変動表示中において変動中アイコンとして表示されてもよい。
【１６２７】
　図１０５（ｄ）は、保留変化演出表示が開始された状態を示している。保留変化演出表
示は、先読み予告として表示される演出表示であり、先読み予告対象となる保留に対応す
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る保留アイコンを変化させるために表示される。本例の保留変化演出表示では、ロゴ画像
ｊ３から予告対象の保留を示す保留アイコンｂ２に向かってビームが放たれるアニメーシ
ョンが表示され、ビームが直撃した保留アイコンｂ２にオーバーラップして煙幕のエフェ
クト画像（以下、「煙幕画像」と称する場合がある）が表示されるアニメーションが表示
される。保留アイコンｂ２は全体が煙幕画像にオーバーラップされているので視認不能と
なる。保留変化演出表示は、保留アイコンを変化させる変化アニメーションである。なお
、保留変化演出表示はアニメーションで表示されなくてもよく、保留変化演出表示は静止
画像で表示されてもよい。
【１６２８】
　図１０５（ｅ）は、保留変化演出表示により保留アイコンｂ２が変化した状態を示して
いる。保留アイコンｂ２は、図１０４に示す黒丸保留アイコンから埴輪保留アイコンに変
化している。埴輪保留アイコンは、先読み予告態様の保留アイコンであり、対応する保留
に係る先読み結果が大当りである場合にのみ表示される。変化対象の保留アイコン（本例
では、保留アイコンｂ２）の変化が完了すると保留変化演出表示は終了する。
【１６２９】
　図１０５（ｆ）は、ロゴ画像ｊ３が消去された状態を示している。装飾図柄の変動表示
は継続して表示されている。
【１６３０】
　図１０５（ｇ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。
【１６３１】
　図１０５（ｈ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。
【１６３２】
　図１０５（ｉ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（本停止表示）され、当該特図
１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１６３３】
　図１０５（ｊ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、特図１保留アイコン表示領域
では保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留アイコン減少アニメーションで
は、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が消去され、保留アイコンｂ３が保留１
表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留２表示領域に移動表示される。
【１６３４】
　図１０５（ｋ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、リーチ演出表示が開始された状
態を示している。本例では、例えば、スーパーリーチ演出表示が開始される。なお、スー
パーリーチ演出表示についての説明および図示については省略する。
【１６３５】
　図１０５（ｌ）は、スーパーリーチ演出表示の終了後に特図１変動遊技が終了した状態
を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止
表示（本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当りであることが報知
されている。
【１６３６】
　本例では、保留変化演出表示で保留アイコンが変化し、黒丸保留アイコンから先読み予
告態様である保留アイコン（本例では、埴輪保留アイコン）に対応する保留が消化されて
開始された図柄変動表示において最終的に大当り図柄態様が確定表示されている。なお、
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先読み態様をした保留アイコン（例えば、三角保留アイコン）に対応する保留が消化され
て開始された図柄変動表示が最終的にはずれ図柄態様を確定表示する場合があってもよい
。通常態様の保留アイコン（例えば、黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化されて開
始された図柄変動表示よりも、先読み態様の保留アイコン（例えば、三角保留アイコンや
、顔保留アイコンや、埴輪保留アイコン）に対応する保留が消化されて開始された図柄変
動表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく構成されていてもよい。複数
種類の先読み態様のうちのある先読み態様をした保留アイコン（例えば、埴輪保留アイコ
ン）に対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示は最終的に必ず大当り図柄態様
が確定表示されるように構成されていてもよい。
【１６３７】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１０５
（ｅ’）～（ｌ’）、（ｌ’’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列
で示している。図１０５（ｅ’）～（ｌ’）、（ｌ’’）の各図には、図２９に示す遊技
盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。
【１６３８】
　図１０５（ｅ’）は、図１０５（ｄ）から引き続く状態を示している。本例では、図１
０５（ｄ）に示す保留変化演出表示が表示された場合であっても保留アイコンｂ２が変化
していない。このように、保留変化演出表示が表示された場合において保留アイコンが変
化しない場合がある。本例の保留変化演出表示は、ビームのアニメーション表示および煙
幕のアニメーション表示が消去された後に終了する。保留アイコンが変化しない保留変化
演出表示は、保留変化失敗演出表示である。一方、図１０５（ｄ）、（ｅ）に示す保留ア
イコンが変化する保留変化演出表示は、保留変化成功演出表示である。
【１６３９】
　図１０５（ｆ’）は、ロゴ画像ｊ３が消去された状態を示している。装飾図柄の変動表
示は継続して表示されている。
【１６４０】
　図１０５（ｇ’）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示された状態を
示している。
【１６４１】
　図１０５（ｈ’）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を
示している。
【１６４２】
　図１０５（ｉ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれ
図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当否
判定結果がはずれであることが報知されている。
【１６４３】
　図１０５（ｊ’）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状
態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、特図１保留アイコン表示領
域では保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留アイコン減少アニメーション
では、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が消去され、保留アイコンｂ３が保留
１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留２表示領域に移動表示される。
【１６４４】
　図１０５（ｋ’）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで
、右図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、リーチ演出表示が開始された
状態を示している。本例では、図１０５（ｋ’）において装飾図柄の変動表示でリーチと
なった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。なお、スーパーリーチ演出表示につい
ての説明および図示については省略する。
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【１６４５】
　図１０５（ｌ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。本例では、当該特
図１変動遊技の当否判定結果は大当りである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
は、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（本停止表示）され、
当該特図１変動表示の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【１６４６】
　本例では、保留変化演出表示が表示された後も保留アイコンが変化していない。このよ
うに、保留変化演出表示には、保留アイコンが変化する成功するパターンの保留変化成功
演出表示と、保留アイコンが変化しない失敗パターンの保留変化失敗演出表示の２つの演
出パターンが設けられている。本例の保留変化演出表示は失敗パターンの保留変化失敗演
出表示であり、保留変化演出表示で変化しなかった通常態様である黒丸保留アイコンに対
応する保留が消化されて開始された図柄変動表示で最終的に大当り図柄態様が確定表示さ
れている。なお、保留変化演出表示が失敗パターンであり、保留変化演出表示で変化しな
かった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示よりも、保留変
化演出表示が成功パターンであり、保留変化演出表示で変化した保留アイコンに対応する
保留が消化されて開始された図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示され
やすいように構成されている。
【１６４７】
　図１０５（ｌ’’）は、図１０５（ｋ’）から引き続く状態であって、当該特図１変動
遊技の当否判定結果がはずれである場合の演出例を示している。特図１変動遊技は終了し
ており、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾３－
装飾２－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであるこ
とが報知されている。
【１６４８】
　本例では、保留変化演出表示が失敗パターンの保留変化失敗演出表示であり、通常態様
である黒丸保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示で最終的に
はずれ図柄態様が確定表示されている。なお、同じ通常態様をした保留アイコンであって
も、保留変化失敗演出表示を経ずに通常態様をしている保留アイコンに対応する保留が消
化されて開始された図柄変動表示よりも、保留変化失敗演出表示を経て通常態様をしてい
る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示の方が最終的に大当
り図柄態様が確定表示されやすく構成されていてもよい。
【１６４９】
　また、保留変化失敗演出表示を経て通常態様となった保留アイコンに対応する保留が消
化される前に保留変化成功演出表示によって先読み予告態様をした保留アイコンになった
としても同じで、保留変化失敗演出表示を経ずに通常態様をしている保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始された図柄変動表示よりも少なくとも１度保留変化失敗演出表
示を経て通常態様となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動
表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく構成されていてもよい。
【１６５０】
　また、同じ先読み態様をした保留アイコンであっても、保留変化失敗演出表示を経ずに
ある先読み態様をしている保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動
表示よりも、保留変化失敗演出表示を経てもある先読み態様をしている保留アイコン（例
えば、保留変化失敗演出表示が実行される前から当該ある先読み態様をしていた保留アイ
コン）に対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態
様が確定表示されやすく構成されていてもよい。
【１６５１】
　また、保留変化失敗演出表示を経て先読み態様をしている保留アイコン（例えば、保留
変化失敗演出表示が実行される前から当該ある先読み態様をしていた保留アイコン）に対
応する保留が消化される前に保留変化成功演出表示によってさらに大当り信頼度の高い別
の先読み予告態様をした保留アイコンになったとしても同じで、保留変化失敗演出表示を
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経ずにある先読み予告態様をしている保留アイコンに対応する保留が消化されて開始され
た図柄変動表示よりも少なくとも１度保留変化失敗演出表示を経てもある先読み予告態様
をしている保留アイコン（例えば当該保留変化失敗演出表示が実行される前から当該ある
先読み態様をしていた保留アイコン）に対応する保留が消化されて開始された図柄変動表
示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく構成されていてもよい。
【１６５２】
　なお、保留変化表示のアニメーションにおいて殿や姫や爺のキャラクタ画像を先読み予
告演出表示として表示してもよい。この場合のキャラクタ画像の大当り信頼度は、爺、姫
、殿の順に高く設定されていてもよい。
【１６５３】
　また、保留変化表示のアニメーションは複数種類設けられていてもよく、複数種類のア
ニメーションで殿や姫や爺のキャラクタ画像を先読み予告演出表示として表示してもよい
。なお、保留変化表示のアニメーションとして、第一のアニメーション表示と第二の表示
アニメーションとが設けられている場合、第二のアニメーションの方が大当り信頼度が高
くてもよいし、より大当り信頼度の高い保留アイコンに変化されやすくてもよい。
【１６５４】
（実施例１１）
　本実施の形態の実施例１１によるパチンコ機１００について図１０６（ａ）～（ｕ）を
用いて説明する。図１０６（ａ）～（ｕ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１０６（ａ）～（ｕ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【１６５５】
　図１０６（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０６（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は４であり、特図２の保留数は
０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域に
は、保留アイコンｂ１、ｂ２、ｂ３、ｂ４の４つの保留アイコンが表示されている。保留
アイコンｂ１は、保留１表示領域に表示され、保留アイコンｂ２は保留２表示領域２に表
示され、保留アイコンｂ３は保留３表示領域に表示され、保留アイコンｂ４は保留４表示
領域に表示されている。保留アイコンｂ１～ｂ４は、図１０４に示す黒丸保留アイコンで
ある。本実施例において、黒丸保留アイコンはデフォルトの保留アイコンである。また、
装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている。
【１６５６】
　図１０６（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、特図１保留アイコン表示領域
では保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留アイコン減少アニメーションで
は、消化された保留に対応する保留アイコンｂ１が消去され、保留アイコンｂ２が保留１
表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３が保留２表示領域に移動表示され、保留アイ
コンｂ４が保留３表示領域に移動表示される。
【１６５７】
　図１０６（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０６（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１６５８】
　図１０６（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、保留アイコンが消去され、殿と殿の敵とが対決するシ
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ーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画
像が表示されている。スーパーリーチ演出表示の一部期間では保留アイコンが非表示とさ
れる。
【１６５９】
　図１０６（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１６６０】
　図１０６（ｆ）は、殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示された状態を示
している。殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションは、はずれを示唆する表示である
。
【１６６１】
　図１０６（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【１６６２】
　図１０６（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１１ａの出
現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１１ｂの出現表示が開始され
る。ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワ
イプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され
、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。ワ
イプ表示ｗ１１ａは「吉宗」のロゴ画像の一部（左上部）を含んでおり、ワイプ表示ｗ１
１ｂは「吉宗の」ロゴ画像の他部（右下部）を含んでいる。最大ワイプ状態において、ワ
イプ表示ｗ１１ａに含まれるロゴ画像と、ワイプ表示ｗ１１ｂに含まれるロゴ画像とで、
１つの絵柄のロゴ画像が形成される。
【１６６３】
　図１０６（ｉ）は、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状
態を示している。ワイプ表示ｗ１１ａの右下端部とワイプ表示ｗ１１ｂの左上端部とが接
しており、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂにより覆わ
れている。ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると
、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。また、最大ワイ
プ状態となりワイプ表示ｗ１１ａとワイプ表示ｗ１１ｂとが接して表示される場合には、
ワイプ表示ｗ１１ａに含まれるロゴ画像と、ワイプ表示ｗ１１ｂに含まれるロゴ画像とが
一続きとなるように表示され、これらのロゴ画像により１つの絵柄のロゴ画像が形成され
る。当該ロゴ画像は、ワイプアウト後に先読み予告演出表示が表示されることを予告した
り、示唆したりするために表示される。本例では、当該ロゴ画像は、ワイプアウト後に保
留変化演出表示の先読み予告演出表示が表示されることを予告するために表示されている
。当該ロゴ画像は、先読み予告画像である。
【１６６４】
　本例では、図１０６（ｉ）に示す時点の状態で、特図１始動口２３０に遊技球が１個入
賞しており、特図１の保留数が１増加している。これにより、特図１の保留数は４となる
。
【１６６５】
　図１０６（ｊ）は、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの撤退表示が開始された状態を示し
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ている。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１１ａが表示画面の左上隅に向かっ
て縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ１１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まる
ように撤退表示される。ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの撤退表示開始とともに当該背景
画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始され、保留アイコンが再表示される。ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１
ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像や
保留アイコン等の表示が徐々に視認可能となる。また、本実施例では、ワイプ表示ｗ１１
ａ、ｗ１１ｂの撤退表示開始とともに、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央にロゴ画
像ｊ３が表示される。ロゴ画像ｊ３は、先読み予告演出表示として表示される。ロゴ画像
ｊ３は、装飾図柄にオーバーラップされて表示されている。ワイプｗ１１ａ、ｗ１１ｂに
含まれていたロゴ画像は、ワイプアウトの際にロゴ画像ｊ３が表示されることを予告する
画像である。ワイプｗ１１ａ、ｗ１１ｂに含まれていたロゴ画像は、ロゴ画像ｊ３と同じ
絵柄である。このように、先読み予告演出表示が表示されることを予告する画像は、当該
先読み予告演出表示と同じ絵柄で表示される。なお、先読み予告演出表示が表示されるこ
とを予告する画像は、当該先読み予告演出表示と関連する絵柄で表示されてもよい。また
、図１０６（ｉ）に示す最大ワイプ状態において特図１の保留数が１増加したので、増加
した保留に対応する保留アイコンｂ５が特図１保留アイコン表示領域の保留４表示領域に
表示されている。
【１６６６】
　図１０６（ｋ）は、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの撤退表示が完了した後に特図１変
動遊技が終了した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２
－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示された後、当該特図１変動遊技が終了し、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、当該特図１
変動遊技の結果がはずれであることが報知される。また、「装飾２－装飾３－装飾２」に
オーバーラップしてロゴ画像ｊ３が表示されている。ロゴ画像ｊ３は、図１０６（ｉ）に
示す最大ワイプ状態でのワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂに含まれるロゴ画像の表示位置と
同じ表示位置に表示されている。
【１６６７】
　図１０６（ｌ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、特図１保留アイコン表示領域
では保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留アイコン減少アニメーションで
は、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が消去され、保留アイコンｂ３が保留１
表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留２表示領域に移動表示され、保留アイ
コンｂ５が保留３表示領域に移動表示される。ロゴ画像ｊ３は、装飾図柄の変動表示にオ
ーバーラップして表示されている。
【１６６８】
　図１０６（ｍ）は、保留変化演出表示が開始された状態を示している。保留変化演出表
示は、先読み予告として表示され、先読み予告対象となる保留に対応する保留アイコンを
変化させるために表示される。本例の保留変化演出表示では、ロゴ画像ｊ３から予告対象
の保留に対応する保留アイコンｂ３に向かってビームが放たれるアニメーションが表示さ
れ、ビームが直撃した保留アイコンｂ３にオーバーラップして煙幕画像のアニメーション
が表示される。保留アイコンｂ３の全体に煙幕画像のアニメーション表示にオーバーラッ
プされており、保留アイコンｂ３の全体は視認不能となる。
【１６６９】
　図１０６（ｎ）は、保留変化演出表示により保留アイコンｂ３が変化した状態を示して
いる。保留アイコンｂ３は、図１０４に示す黒丸保留アイコンから埴輪保留アイコンに変
化している。本例の保留変化演出表示は、成功パターンの保留変化成功演出表示である。
保留変化演出表示は、保留アイコンｂ３の変化が完了すると終了する。埴輪保留アイコン
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は、対応する保留に係る先読み結果が大当りである場合にのみ表示される。
【１６７０】
　図１０６（ｏ）は、ロゴ画像ｊ３が消去された状態を示している。装飾図柄の変動表示
は継続して表示されている。
【１６７１】
　図１０６（ｐ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。
【１６７２】
　図１０６（ｑ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。
【１６７３】
　図１０６（ｒ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにはずれ図
柄態様が停止表示されるのに先立って、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾
３－装飾２－装飾２」が揺れ変動表示され、次いで、はずれ図柄態様である「装飾３－装
飾２－装飾２」が停止表示（本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果がは
ずれであることが報知されている。
【１６７４】
　図１０６（ｓ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、特図１保留アイコン表示領域
では保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留アイコン減少アニメーションで
は、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が消去され、保留アイコンｂ３が保留１
表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留２表示領域に移動表示される。
【１６７５】
　図１０６（ｔ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、リーチ演出表示が開始された状
態を示している。本例では、図１０６（ｔ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなっ
た後にスーパーリーチ演出表示が開始される。なお、スーパーリーチ演出表示についての
説明および図示については省略する。
【１６７６】
　図１０６（ｕ）は、スーパーリーチ演出表示後に特図１変動遊技が終了した状態を示し
ている。当該特図１変動遊技に係る当判定結果は大当りである。左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。パチンコ機１００は、大当り図柄態様の停止表示後に大当り遊技（大当り動作）を開
始する。
【１６７７】
　本実施例では、ワイプインでは表示されていなかった先読み予告演出表示であるロゴ画
像ｊ３がワイプアウトとともに表示され、保留変化演出表示により、保留アイコンがデフ
ォルトの黒丸保留アイコンから先読み予告態様の埴輪保留アイコンに変化するアニメーシ
ョンが表示される。ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂに含まれるロゴ画像と、保留変化演出
表示で表示されるロゴ画像ｊ３とは同じ表示態様である。
【１６７８】
　次に、本実施例の変形例１によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１０
６（ｈ’）～（ｎ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示してい
る。図１０６（ｈ’）～（ｎ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【１６７９】
　図１０６（ｈ’）は、図１０６（ｇ）から引き続く状態を示している。図１０６（ｈ’
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）では、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始されている。装飾図柄表
示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現表示が開始され、当該表示
画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ
の出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図
柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像お
よび背景画像をぬぐい消すように表示される。
【１６８０】
　図１０６（ｉ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態
を示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接してお
り、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿
の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【１６８１】
　本例では、図１０６（ｉ’）に示す時点で、特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
ており、特図１の保留数が１増加している。これにより、特図１の保留数は４となる。
【１６８２】
　図１０６（ｊ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮
まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように
撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の
背景画像に変化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、表示画面中央の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動
表示が開始され、保留アイコンが再表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が
開始されることで装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像や保留アイコン等
の表示が徐々に視認可能となる。また、本変形例では、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退
表示開始とともに、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央にロゴ画像ｊ３が表示される
。ロゴ画像ｊ３は、先読み予告演出表示として表示される。ロゴ画像ｊ３は、装飾図柄に
オーバーラップされて表示されている。また、図１０６（ｉ’）に示す時点の状態におい
て特図１の保留数が１増加しており、増加した保留に対応する保留アイコンｂ５が特図１
保留アイコン表示領域の保留４表示領域に表示されている。
【１６８３】
　図１０６（ｋ’）は、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの撤退表示が完了した後に特図１
変動遊技が終了した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾
２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示された後、当該特図１変動遊技が終了し、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、当該特図
１変動遊技の結果がはずれであることが報知される。また、「装飾２－装飾３－装飾２」
にオーバーラップしてロゴ画像ｊ３が表示されている。
【１６８４】
　図１０６（ｌ’）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状
態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、特図１保留アイコン表示領
域では保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留アイコン減少アニメーション
では、消化された保留に対応する保留アイコンｂ１が消去され、保留アイコンｂ２が保留
１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３が保留２表示領域に移動表示され、保留ア
イコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される。ロゴ画像ｊ３は、装飾図柄の変動表示に
オーバーラップして表示されている。
【１６８５】
　図１０６（ｍ’）は、保留変化演出表示が開始された状態を示している。本例の保留変
化演出表示では、ロゴ画像ｊ３から予告対象の保留に対応する保留アイコンｂ３に向かっ
てビームが放たれるアニメーションが表示され、ビームが直撃した保留アイコンｂ３にオ
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ーバーラップして煙幕画像のアニメーションが表示される。保留アイコンｂ３の全体に煙
幕画像のアニメーション表示にオーバーラップされており、保留アイコンｂ３の全体は視
認不能となる。
【１６８６】
　図１０６（ｎ’）は、保留変化演出表示でのアニメーション表示が終了して、保留アイ
コンｂ３が再度視認可能となった状態を示している。本例の保留変化演出表示は失敗パタ
ーンである保留変化失敗演出表示であるので、保留アイコンｂ３は変化せず黒丸保留アイ
コンのままである。
【１６８７】
　本例では、保留変化演出表示開始直前に表示されるワイプ演出表示において、ロゴ画像
ｊ３と関連しない絵柄のワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが表示される。このように、保留変化
演出表示開始前に表示されるワイプ演出表示において、保留変化演出表示における先読み
予告画像（本例では、ロゴ画像ｊ３）と関連しない絵柄のワイプ表示（本例では、ワイプ
表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ）が表示された場合よりも、保留変化演出表示における先読み予告画
像と関連する絵柄（本例では、ロゴ画像ｊ３と同じ絵柄のロゴ画像を含むワイプ表示ｗ１
１ａ、ｗ１１ｂ）が表示された場合の方が、保留変化成功演出表示が表示されやすくなっ
ている。なお、保留変化演出表示開始前に表示されるワイプ演出表示において、保留変化
演出表示における先読み予告画像（本例では、ロゴ画像ｊ３）と関連しない絵柄のワイプ
表示（本例では、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ）が表示された場合よりも、保留変化演出表
示における先読み予告画像と関連する絵柄（本例では、ロゴ画像ｊ３と同じ絵柄のロゴ画
像を含むワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂ）が表示された場合の方が、先読み予告対象の図
柄変動表示において大当り図柄態様が確定表示されやすくなっている。
【１６８８】
　次に、本実施例の変形例２によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１０
６（ｌ’’）～（ｍ’’）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示し
ている。図１０６（ｌ’’）～（ｍ’’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００から
メイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【１６８９】
　図１０６（ｌ’’）は、図１０６（ｋ）から引き続く状態、または、図１０６（ｋ’）
から引き続く状態であって、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
では装飾図柄の変動表示が表示されている。ロゴ画像ｊ３は、装飾図柄の変動表示にオー
バーラップして表示されている。
【１６９０】
　図１０６（ｍ’）は、ロゴ画像ｊ３が消去された状態を示している。本例の保留変化演
出表示は失敗パターンである保留変化失敗演出表示である。本例の保留変化失敗演出表示
では、ビームが保留アイコンに向かって撃たれるアニメーションおよび煙幕画像のアニメ
ーションが表示されることなくロゴ画像ｊ３が消去され、保留変化演出表示が終了する。
【１６９１】
　本例の保留変化失敗演出表示では、ビームが撃たれるアニメーションおよび煙幕画像保
留アイコンにオーバーラップされるアニメーションが省略されている。このように、保留
変化失敗演出表示では、少なくとも一部のアニメーションが省略されてもよい。これによ
り、パチンコ機１００は、演出が失敗パターンであることを遊技者に早めに気づかせて、
遊技者に過度な期待を与えないようにすることができる場合がある。
【１６９２】
（実施例１２）
　本実施の形態の実施例１２によるパチンコ機１００について図１０７（ａ）～（ｕ）を
用いて説明する。図１０７（ａ）～（ｕ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１０７（ａ）～（ｕ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
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る。
【１６９３】
　図１０７（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１０７（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は４であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域には、保留アイコン
ｂ１、ｂ２、ｂ３、ｂ４の４つの保留アイコンが表示されている。保留アイコンｂ１は、
保留１表示領域に表示され、保留アイコンｂ２は保留２表示領域２に表示され、保留アイ
コンｂ３は保留３表示領域に表示され、保留アイコンｂ４は保留４表示領域に表示されて
いる。保留アイコンｂ１～ｂ４は、図１０４に示す黒丸保留アイコンである。本実施例に
おいて、黒丸保留アイコンはデフォルトの保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８
の特図１保留アイコン表示領域の上方には変動中アイコンを表示する変動中アイコン表示
領域が設けられている。図１０７（ａ）に示すように、変動中アイコン表示領域には黒丸
保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例では、黒丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通常態様の変
動中アイコン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンｂ１～ｂ４よりも大きな表
示サイズで表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示され
ている。
【１６９４】
　図１０７（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。本例では、変動中アイコンａ１は、はずれ図柄態様の装飾図
柄の揺れ変動表示中に消去される。
【１６９５】
　図１０７（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１６９６】
　図１０７（ｄ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニメーションが
表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応す
る保留アイコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示さ
れる。変動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。変動
中アイコンａ２は、変動中アイコン表示領域への移動中に拡大されてもよいし、変動中ア
イコン表示領域への移動完了後に拡大されてもよい。保留アイコン減少アニメーションで
は、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３が保留２表示
領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される。
【１６９７】
　図１０７（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０７（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１６９８】
　図１０７（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンが消去され、殿と
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殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面
の右方には殿の敵の画像が表示されている。スーパーリーチ演出表示の一部期間では変動
中アイコンおよび保留アイコンが非表示とされる。
【１６９９】
　図１０７（ｇ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１７００】
　図１０７（ｈ）は、殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示された状態を示
している。殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションは、はずれを示唆する表示である
。
【１７０１】
　図１０７（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。また、
本例では、図１０７（ｉ）に示す時点の状態で、特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞
しており、特図１の保留数が１増加している。これにより、特図１の保留数は４となる。
【１７０２】
　図１０７（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１１ａの出
現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１１ｂの出現表示が開始され
る。ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワ
イプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され
、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。ワ
イプ表示ｗ１１ａは「吉宗」のロゴ画像の一部（左上部）を含んでおり、ワイプ表示ｗ１
１ｂは「吉宗の」ロゴ画像の他部（右下部）を含んでいる。ワイプ表示ｗ１１ａに含まれ
るロゴ画像と、ワイプ表示ｗ１１ｂに含まれるロゴ画像とで、１つの絵柄のロゴ画像が形
成される。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺
れ変動表示が開始された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景
画像である通常の演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了す
る。
【１７０３】
　本例において、ロゴ画像を含むワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの絵柄は先読み予告用の
絵柄であり、先読み予告用の絵柄のワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂは、先読み予告演出表
示として表示されている。なお、先読み予告用のワイプ表示は、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ
１１ｂに限定されず、キャラクタの姫の顔の画像を含んでいてもよい。また、例えば、図
１０６（ｈ’）、（ｉ’）に示すワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの絵柄が通常の絵柄である場
合には、先読み予告用のワイプ表示の絵柄は、当該通常の絵柄と異なっていればよい。
【１７０４】
　図１０７（ｋ）は、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状
態を示している。ワイプ表示ｗ１１ａの右下端部とワイプ表示ｗ１１ｂの左上端部とが接
しており、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂにより覆わ
れている。ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると
、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。また、最大ワイ
プ状態となりワイプ表示ｗ１１ａとワイプ表示ｗ１１ｂとが接して表示される場合には、
ワイプ表示ｗ１１ａに含まれるロゴ画像と、ワイプ表示ｗ１１ｂに含まれるロゴ画像とが
一続きとなるように表示され、これらのロゴ画像により１つの絵柄のロゴ画像が形成され
る。
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【１７０５】
　図１０７（ｌ）は、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの撤退表示が開始された状態を示し
ている。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１１ａが表示画面の左上隅に向かっ
て縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ１１ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まる
ように撤退表示される。ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの撤退表示開始とともに当該背景
画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始され、保留アイコンおよび変動中アイコンが再表示される。ワイプ
表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装置２０８における
装飾図柄や背景画像や保留アイコンや変動中アイコン等の表示が徐々に視認可能となる。
また、本実施例では、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの撤退表示開始とともに、装飾図柄
表示装置２０８の表示画面中央にロゴ画像ｊ３が表示される。ロゴ画像ｊ３は、図１０７
（ｌ）～（ｎ）では先読み予告演出表示として表示される。ロゴ画像ｊ３は、装飾図柄に
オーバーラップされて表示されている。ワイプｗ１１ａ、ｗ１１ｂに含まれていたロゴ画
像は、ワイプアウトの際にロゴ画像ｊ３が表示されることも予告している。ワイプｗ１１
ａ、ｗ１１ｂに含まれていたロゴ画像は、ロゴ画像ｊ３と同じ絵柄である。このように、
先読み予告演出表示が表示されることを予告する画像は、当該先読み予告演出表示と同じ
絵柄で表示される。なお、先読み予告演出表示が表示されることを予告する画像は、当該
先読み予告演出表示と関連する絵柄で表示されてもよい。また、図１０７（ｉ）に示す時
点の状態において特図１の保留数が１増加したので、増加した保留に対応する保留アイコ
ンｂ５が特図１保留アイコン表示領域の保留４表示領域に表示されている。
【１７０６】
　図１０７（ｍ）は、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの撤退表示が完了した状態を示して
いる。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装
飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。「装飾２－装飾３－
装飾２」にオーバーラップしてロゴ画像ｊ３が表示されている。ロゴ画像ｊ３は、図１０
７（ｉ）に示す最大ワイプ状態でのワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂに含まれるロゴ画像の
表示位置と同じ表示位置に表示されている。
【１７０７】
　図１０７（ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示された後、当該特図１
変動遊技が終了し、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾２
」が停止表示され、当該特図１変動遊技の結果がはずれであることが報知される。また、
「装飾２－装飾３－装飾２」にオーバーラップしてロゴ画像ｊ３が表示されている。
【１７０８】
　図１０７（ｏ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニメーションが
表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応す
る保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示さ
れる。変動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留
アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、
保留アイコンｂ４が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ５が保留３表示領域
に移動表示される。ロゴ画像ｊ３は、装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示され
ている。図１０７（ｏ）～（ｑ）では、ロゴ画像ｊ３は、当該変動の予告演出表示として
表示される。
【１７０９】
　図１０７（ｐ）は、変動中アイコン変化演出表示が開始された状態を示している。変動
中アイコン変化演出表示は、当該変動の予告として表示され、変動中アイコンを変化させ
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るために表示される。本例の変動中アイコン変化演出表示では、ロゴ画像ｊ３から変動中
アイコンａ３に向かってビームが放たれるアニメーションが表示され、ビームが直撃した
変動中アイコンａ３にオーバーラップして煙幕画像のアニメーションが表示される。変動
中アイコンａ３の全体に煙幕画像のアニメーション表示にオーバーラップされており、変
動中アイコンａ３の全体は視認不能となる。変動中アイコン変化演出の表示態様は、図１
０５（ｄ）、図１０６（ｍ）、図１０６（ｍ’）に示す保留変化演出表示の表示態様と同
じである。なお、変動中アイコン変化演出の表示態様と保留変化演出表示の表示態様とは
異なっていてもよい。
【１７１０】
　図１０７（ｑ）は、変動中アイコン変化演出表示により変動中アイコンａ３が変化した
状態を示している。変動中アイコンａ３は、図１０４に示す黒丸保留アイコンの表示態様
から埴輪保留アイコンの表示態様に変化している。埴輪の保留アイコンの表示態様の変動
中アイコンは、予告態様の変動中アイコンである。本例の変動中アイコン変化演出表示は
、成功パターンの変動中アイコン変化成功演出表示である。また、変動中アイコン変化演
出表示は、変動中アイコンａ３の変化が完了すると終了する。埴輪保留アイコンの表示態
様の変動中アイコンは、実行中の特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合にのみ
表示される。なお、変動中アイコン変化演出表示には、保留変化演出表示と同様に、失敗
パターンの変動中アイコン変化失敗演出表示が設けられていてもよい。図柄変動表示中に
おいて、変動中アイコン変化失敗演出表示が表示された場合よりも、変動中アイコン変化
成功演出表示が表示された場合の方が当該図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示され
やすくなっている。
【１７１１】
　図１０７（ｒ）は、ロゴ画像ｊ３が消去された状態を示している。装飾図柄の変動表示
は継続して表示されている。
【１７１２】
　図１０７（ｓ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。
【１７１３】
　図１０７（ｔ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。本例では、図１０７（ｔ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後に
スーパーリーチ演出表示が開始される。なお、スーパーリーチ演出表示の説明および図示
は省略する。
【１７１４】
　図１０７（ｕ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに大当り図柄態様が停止表示されるのに先立って、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾３」が揺れ変動表示され、次
いで、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示され、当該特図１変
動表示の当否判定結果が大当りであることが報知されている。パチンコ機１００は、大当
り図柄態様の停止表示後に大当り遊技（大当り動作）を開始する。
【１７１５】
　次に、本実施例の変形例１によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１０
７（ｊ’）～（ｐ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示してい
る。図１０７（ｊ’）～（ｐ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【１７１６】
　図１０７（ｊ’）は、図１０７（ｉ）から引き続く状態を示している。図１０７（ｊ’
）では、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始されている。装飾図柄表
示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現表示が開始され、当該表示
画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ



(305) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

の出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図
柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像お
よび背景画像をぬぐい消すように表示される。
【１７１７】
　図１０７（ｋ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態
を示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接してお
り、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿
の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【１７１８】
　図１０７（ｌ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮
まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように
撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の
背景画像に変化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、表示画面中央の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動
表示が開始され、保留アイコンが再表示される。変動中アイコンａ２は本例のワイプ演出
表示の撤退表示（ワイプアウト）開始後には表示されない。図柄変動表示中において、ワ
イプアウト以降に当該図柄変動表示に対応する変動中アイコンが表示されない場合よりも
、ワイプアウト以降に当該図柄変動表示に対応する変動中アイコンが表示された場合の方
が当該図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示されやすくてもよい。なお、図柄変動表
示中において、ワイプアウト以降に当該図柄変動表示に対応する変動中アイコンが表示さ
れない場合よりも、ワイプアウト以降に当該図柄変動表示に対応する変動中アイコンが表
示された場合の方がワイプ演出終了後の復活演出表示（逆転演出表示）が表示されやすく
なっていてもよい。
【１７１９】
　ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装置２０８にお
ける装飾図柄や背景画像や保留アイコン等の表示が徐々に視認可能となる。また、本変形
例では、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに、装飾図柄表示装置２０８の
表示画面中央にロゴ画像ｊ３が表示される。ロゴ画像ｊ３は、図１０７（ｌ’）～（ｍ’
）では、先読み予告演出表示として表示される。ロゴ画像ｊ３は、装飾図柄にオーバーラ
ップされて表示されている。また、図１０７（ｉ）に示す時点の状態において特図１の保
留数が１増加しており、増加した保留に対応する保留アイコンｂ５が特図１保留アイコン
表示領域の保留４表示領域に表示されている。
【１７２０】
　図１０７（ｍ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に特図１変動
遊技が終了した状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれ
図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当否
判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾２－装飾３－装飾２」にオ
ーバーラップしてロゴ画像ｊ３が表示されている。
【１７２１】
　図１０７（ｎ’）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状
態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８で
は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニメーション
が表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応
する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示
される。変動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保
留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され
、保留アイコンｂ４が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ５が保留３表示領
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域に移動表示される。ロゴ画像ｊ３は、装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示さ
れている。ロゴ画像ｊ３は、図１０７（ｎ’）～（ｐ’）では、当該変動の予告演出表示
として表示される。
【１７２２】
　図１０７（ｏ’）は、変動中アイコン変化演出表示が開始された状態を示している。変
動中アイコン変化演出表示は、当該変動の予告として表示され、変動中アイコンを変化さ
せるために表示される。本例の変動中アイコン変化演出表示では、ロゴ画像ｊ３から変動
中アイコンａ３に向かってビームが放たれるアニメーションが表示され、ビームが直撃し
た変動中アイコンａ３にオーバーラップして煙幕画像のアニメーションが表示される。変
動中アイコンａ３の全体に煙幕画像のアニメーション表示にオーバーラップされており、
変動中アイコンａ３の全体は視認不能となる。
【１７２３】
　図１０７（ｐ’）は、変動中アイコン変化演出表示でのアニメーション表示が終了して
、変動中アイコンａ３が再度視認可能となった状態を示している。本例の変動中アイコン
変化演出表示は失敗パターンである変動中アイコン変化失敗演出表示であるので、変動中
アイコンａ３は変化せず黒丸保留アイコンの表示態様のままである。
【１７２４】
　本例では、変動中アイコン変化演出表示開始直前に表示されるワイプ演出表示において
、ロゴ画像ｊ３と関連しない絵柄のワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが表示される。このように
、変動中アイコン変化演出表示開始前に表示されるワイプ演出表示において、変動中アイ
コン変化演出表示における予告画像（本例では、ロゴ画像ｊ３）と関連しない絵柄のワイ
プ表示（本例では、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ）が表示された場合よりも、変動中アイコ
ン変化演出表示における予告画像と関連する絵柄（本例では、ロゴ画像ｊ３と同じ絵柄の
ロゴ画像を含むワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂ）が表示された場合の方が、変動中アイコ
ン変化成功演出表示が表示されやすくなっている。なお、変動中アイコン変化演出表示開
始前に表示されるワイプ演出表示において、変動中アイコン変化演出表示における予告画
像（本例では、ロゴ画像ｊ３）と関連しない絵柄のワイプ表示（本例では、ワイプ表示ｗ
７ａ、ｗ７ｂ）が表示された場合よりも、変動中アイコン変化演出表示における予告画像
と関連する絵柄（本例では、ロゴ画像ｊ３と同じ絵柄のロゴ画像を含むワイプ表示ｗ１１
ａ、ｗ１１ｂ）が表示された場合の方が、実行中の図柄変動表示において大当り図柄態様
が確定表示されやすくなっている。
【１７２５】
　次に、本実施例の変形例２によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１０
７（ｏ’’）～（ｐ’’）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示し
ている。図１０７（ｏ’’）～（ｐ’’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００から
メイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【１７２６】
　図１０７（ｏ’’）は、図１０７（ｎ）から引き続く状態、または、図１０７（ｍ’）
から引き続く状態を示している。図１０７（ｏ’’）では、最先の特図１の保留が消化さ
れて特図１変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示されている。ロゴ画像ｊ３
は、装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示されている。ロゴ画像ｊ３は、図１０
７（ｏ’’）～（ｐ’’）では、当該変動の予告演出表示として表示される。
【１７２７】
　図１０７（ｐ’’）は、ロゴ画像ｊ３が消去された状態を示している。本例の変動中ア
イコン変化演出表示は失敗パターンである変動中アイコン変化失敗演出表示である。本例
の変動中アイコン変化失敗演出表示では、ビームが変動中アイコンに向かって撃たれるア
ニメーションおよび煙幕画像のアニメーションが表示されることなくロゴ画像ｊ３が消去
され、変動中アイコン変化演出表示が終了する。
【１７２８】
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　本例の変動中アイコン変化失敗演出表示では、ビームが撃たれるアニメーションおよび
煙幕画像が変動中アイコンにオーバーラップされるアニメーションが省略されている。こ
のように、変動中アイコン変化失敗演出表示では、少なくとも一部のアニメーションが省
略されてもよい。これにより、パチンコ機１００は、演出が失敗パターンであることを遊
技者に早めに気づかせて、遊技者に過度な期待を与えないようにすることができる場合が
ある。
【１７２９】
　なお、通常態様をした変動中アイコンであっても、変動中アイコン変化失敗演出を１度
も経ずに通常態様をしている変動中アイコンが表示された図柄変動表示よりも変動中アイ
コン変化失敗演出を経て通常態様をしている変動中アイコンが表示された図柄変動表示の
方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく構成されていてもよい。
　変動中アイコン変化失敗演出を経て通常態様をしている変動中アイコンが図柄変動表示
の終了までに変動中アイコン成功演出によって予告態様をした変動中アイコンになったと
しても同じで、変動中アイコン変化失敗演出を経ずに通常態様をしている変動中アイコン
が表示された図柄変動表示よりも少なくとも１度変動中アイコン変化失敗演出を経て変動
中アイコンが表示された図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやす
く構成されていてもよい。
　同じ予告態様をした変動中アイコンであっても、変動中アイコン変化失敗演出や変動中
アイコン変化成功演出を経ずにある予告態様をしている変動中アイコンが表示された図柄
変動表示よりも変動中アイコン変化失敗演出を経てもある予告態様をしている変動中アイ
コン（例えば、変動中アイコン変化失敗演出が実行される前から当該ある予告態様をして
いた変動中アイコン）が表示された図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表
示されやすく構成されていてもよい。
　変動中アイコン変化失敗演出を経てもある予告態様をしている変動中アイコン（例えば
、変動中アイコン変化失敗演出が実行される前から当該ある予告態様をしていた変動中ア
イコン）が当該図柄変動表示が終了する前に変動中アイコン成功演出によってさらに大当
り信頼度の高い別の予告態様をした変動中アイコンになったとしても同じで、変動中アイ
コン変化失敗演出や変動中アイコン変化成功演出を経ずにある予告態様をしている変動中
アイコンが表示された図柄変動表示よりも少なくとも１度変動中アイコン変化失敗演出を
経てもある予告態様をしている変動中アイコン（例えば、当該変動中アイコン変化失敗演
出が実行される前から当該ある予告態様をしていた変動中アイコン）が表示された図柄変
動表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく構成されていてもよい。
　デフォルト態様をした変動中アイコンに対応する保留が消化して開始される図柄変動表
示の後で大当り図柄態様が確定表示する確率よりも先読み予告態様又は予告態様をした変
動中アイコンに対応する保留が消化して開始される図柄変動表示の後で大当り図柄態様が
確定表示する確率よりの方が高くなるように構成されていてもよい。
【１７３０】
（実施例１３）
　本実施の形態の実施例１３によるパチンコ機１００について図１０８（ａ）～（ｎ）を
用いて説明する。図１０８（ａ）～（ｎ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１０８（ａ）～（ｎ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【１７３１】
　図１０８（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０８（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１０８の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンおよ
び変動中アイコンの表示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景
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画像が表示されている。
【１７３２】
　図１０８（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１７３３】
　図１０８（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０８（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１７３４】
　図１０８（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【１７３５】
　図１０８（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１７３６】
　図１０８（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として、殿
が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションと、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに
はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動
表示されている。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２
」の揺れ変動表示が開始された後に、ワイプ演出表示の前後で背景画像が空の背景画像の
通常の演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【１７３７】
　図１０８（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。
【１７３８】
　図１０８（ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており、装飾図柄
表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワイプ表示ｗ
７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の画像、殿の
敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【１７３９】
　図１０８（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの
ワイプ演出表示が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左
下隅からワイプ表示ｗ１３ａの出現表示が開始され、当該表示画面の右上隅からワイプ表
示ｗ１３ｂの出現表示が開始される。このように、本実施例では、２回のワイプ演出表示
が表示される。１回目のワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂによるワイプ演出表示は、ファースト
ワイプであり、２価目のワイプ表示１３ａ、１３ｂによるワイプ演出表示は、セカンドワ
イプである。本実施例では、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプ演出表示でファーストワ
イプの最大ワイプ状態となった後に、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂとは別のワイプ表示（本
例では、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂ）の出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、
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ｗ７ｂの出現表示の開始がファーストワイプの開始であり、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３
ｂの出現表示の開始がセカンドワイプの開始である。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂは、
装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂをぬ
ぐい消すように表示される。このように、ファーストワイプのワイプ表示はセカンドワイ
プのワイプ表示によりぬぐい消される。
【１７４０】
　ワイプ表示ｗ１３ａは姫の顔の画像を複数（本例では２つ）含んでおり、ワイプ表示ｗ
１３ｂは姫の顔の画像を複数（本例では２つ）含んでいる。本例では、ファーストワイプ
でのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの絵柄と、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの絵柄とは異な
っている。
【１７４１】
　図１０８（ｊ）は、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂが装飾図柄表示装置２０８の表示画
面を徐々に覆うように広がっている状態を示している。ワイプ表示ｗ１３ａは表示画面の
左下隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示され、ワイプ表示ｗ１３ｂは
表示画面の右上隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示される。
【１７４２】
　図１０８（ｋ）は、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの出現表示が完了したセカンドワイ
プの最大ワイプ状態を示している。ワイプ表示ｗ１３ａの右上端部とワイプ表示ｗ７ｂの
左下端部とが接しており、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１
３ｂにより覆われている。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの出現表示が完了して最大ワイ
プ状態となると、ファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが視認不能となる。
【１７４３】
　図１０８（ｌ）は、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が開始された状態を示し
ている。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１３ａが表示画面の左下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ１３ｂが表示画面の右上隅に向かって縮まる
ように撤退表示される。セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示開始
とともにファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが消去され、背景画像が空の背景
画像となり、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の
左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－
装飾２」の揺れ変動表示が開始される。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が開始
されることで装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認
可能となる。
【１７４４】
　本例では、ワイプ演出開始前では、図１０８（ｆ）、（ｇ）に示すように、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」がゆ
れ変動表示されていたが、ワイプ演出開始後では、図１０８（ｌ）に示すように、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が
揺れ変動表示されている。大当り図柄態様の揺れ変動表示は、大当りを示唆する表示であ
る、一旦、はずれ図柄態様の揺れ変動表示が表示された後に大当りの図柄態様の揺れ変動
表示が表示される演出表示は、逆転演出表示である。
【１７４５】
　図１０８（ｍ）は、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が完了した状態を示して
いる。ワイプ表示ｗ１３ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅に向かって縮ま
り当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１３ｂが当該表示画面の右上隅に向かって縮
まり当該表示画面から消去される。本例では、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示
の完了がワイプ演出表示の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景
画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当りの図柄態様である「
装飾２－装飾２－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【１７４６】
　図１０８（ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
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の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【１７４７】
　本実施例では、はずれのスーパーリーチ演出表示の後に、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂに
よるファーストワイプのワイプ演出表示が実行され、次いで、ワイプ表示１３ａ、１３ｂ
によるセカンドワイプのワイプ演出表示が実行され、合計２回のワイプ演出表示が実行さ
れる。なお、１回の契機（例えば、はずれのスーパーリーチ演出表示の実行）でＭ回のワ
イプ演出表示（ワイプインおよびワイプアウト）が行われた場合よりもＮ回（Ｎ＞Ｍ）の
ワイプ演出表示が行われた場合の方が実行中の図柄変動表示において最終的に大当り図柄
態様が確定表示されやすく構成されていてもよいし、１回の契機（例えば、はずれのスー
パーリーチ演出表示の実行）でＭ回のワイプ演出表示が行われた場合よりもＮ回のワイプ
演出が行われた場合の方が逆転演出表示が発生しやすいように構成されていてもよい。逆
転演出表示の後には、必ず最終的に大当り図柄柄態様が確定表示されるように構成されて
いてもよいし、最終的に大当り図柄態様が確定表示されたりはずれ図柄態様が確定表示さ
れたりする場合もあるように構成されていてもよい。なお、一回の契機（例えば、はずれ
のスーパーリーチ演出表示）でＭ回のワイプ演出が行われた場合よりもＮ回ワイプ演出が
行われた場合の方が先読み予告演出表示や当該変動の予告演出表示が行われやすいように
構成されていてもよい。
【１７４８】
　本実施例では、ファーストワイプの最大ワイプ状態においてセカンドワイプのワイプイ
ンが開始されているが、ファーストワイプのワイプイン中にセカンドワイプのワイプイン
が開始されてもよいし、ファーストワイプのワイプインおよびセカンドワイプのワイプイ
ンの両方が同時に開始されてもよいし、ファーストワイプのワイプインおよびセカンドワ
イプのワイプインの両方が同時に終了して、ファーストワイプとセカンドワイプとが同時
に最大ワイプ状態となってもよいし、ファーストワイプのワイプアウトおよびセカンドワ
イプのワイプアウトの両方が同時に開始されてもよいし、ファーストワイプのワイプアウ
トおよびセカンドワイプのワイプアウトの両方が同時に終了してもよい。
【１７４９】
　次に、本実施例の変形例１によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１０
８（ｌ’）～（ｐ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示してい
る。図１０８（ｌ’）～（ｐ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【１７５０】
　図１０８（ｌ’）は、図１０８（ｋ）から引き続く状態を示している。図１０８（ｌ’
）では、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が開始された状態を
示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１３ａが表示画面の左下隅に向
かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ１３ｂが表示画面の右上隅に向かって縮
まるように撤退表示される。セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示
が開始されることでファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが徐々に視認可能とな
る。
【１７５１】
　図１０８（ｍ’）は、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が完了した状態を示し
ている。ワイプ表示ｗ１３ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅に向かって縮
まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１３ｂが当該表示画面の右上隅に向かって
縮まり当該表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示の完了が
セカンドワイプの終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面にはファーストワイプ
のワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが表示されている。ファーストワイプはワイプｗ７ａ、ｗ７
ｂが表示画面の全体を覆う最大ワイプ状態である。
【１７５２】
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　図１０８（ｎ’）は、ファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始
された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の
左上隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向
かって縮まるように撤退表示される。ファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤
退表示開始とともに、背景画像が空の背景画像となり、装飾図柄の縮小表示が終了され、
装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、
大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。ワイプ
表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装置２０８における装飾
図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。
【１７５３】
　図１０８（ｏ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示してい
る。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当
該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当
該表示画面から消去される。本例では、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワ
イプ演出表示の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示
され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当りの図柄態様である「装飾２－装
飾２－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【１７５４】
　図１０８（ｐ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示さ
れ、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【１７５５】
　次に、本実施例の変形例２によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１０
８（ｌ’’）～（ｐ’’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示し
ている。図１０８（ｌ’’）～（ｐ’’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００から
メイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【１７５６】
　図１０８（ｌ’’）は、図１０８（ｋ）から引き続く状態を示している。図１０８（ｌ
’’）では、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が開始された状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１３ａが表示画面の左下隅
に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ１３ｂが表示画面の右上隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退
表示が開始されることでファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが徐々に視認可能
となる。
【１７５７】
　図１０８（ｍ’’）は、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示中
にファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに、
背景画像が空の背景画像となり、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０
８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である
「装飾２－装飾２－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの
撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表
示が徐々に視認可能となる。
【１７５８】
　図１０８（ｎ’’）は、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が
完了した状態を示している。ワイプ表示ｗ１３ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
左下隅に向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１３ｂが当該表示画面
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の右上隅に向かって縮まり当該表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂ
の撤退表示の完了がセカンドワイプの終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面に
はファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が表示されている。
【１７５９】
　図１０８（ｏ’’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示して
いる。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり
当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり
当該表示画面から消去される。本例では、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了が
ワイプ演出表示の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表
示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当りの図柄態様である「装飾２－
装飾２－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【１７６０】
　図１０８（ｐ’’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動
遊技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示
され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【１７６１】
　本実施例および本変形例では、ファーストワイプではワイプ演出表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが
表示画面の左上隅、右下隅から出現する表示態様とし、セカンドワイプではワイプ表示ｗ
１３ａ、ｗ１３ｂが表示画面の左下隅、右下隅から出現する表示態様である。なお、ファ
ーストワイプのワイプ表示が左上隅、右下隅から出現し、セカンドワイプのワイプ表示が
左上隅、右下隅から出現してもよいし、ファーストワイプのワイプ表示が左下隅、右上隅
から出現し、セカンドワイプのワイプ表示が左下隅、右上隅から出現してもよい。なお、
ファーストワイプのワイプ表示とセカンドワイプのワイプ表示とは同じ絵柄であってもよ
い。例えば、ファーストワイプおよびセカンドワイプのワイプ表示の絵柄は、ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂの絵柄であってもよいし、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの絵柄であって
もよい。
【１７６２】
（実施例１４）
　本実施の形態の実施例１４によるパチンコ機１００について図１０９（ａ）～（ｑ）を
用いて説明する。図１０９（ａ）～（ｑ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１０９（ａ）～（ｑ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【１７６３】
　図１０９（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１０９（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１０９の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【１７６４】
　図１０９（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１７６５】
　図１０９（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１０９（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
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示が開始される。
【１７６６】
　図１０９（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【１７６７】
　図１０９（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１７６８】
　図１０９（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【１７６９】
　図１０９（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示の前後で背景画像が空の背景画像の通常の演出表示に切り替
えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【１７７０】
　図１０９（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてファーストワイプのワイプ演出表
示が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイ
プ表示ｗ７ａの出現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現
表示が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプイン開始がファーストワイプの開
始である。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に
表示され、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示
される。
【１７７１】
　図１０９（ｉ）は、ファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了し
た最大ワイプ状態を示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上
端部とが接しており、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂによ
り覆われている。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となる
と、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【１７７２】
　図１０９（ｊ）は、ファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始さ
れた状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左
上隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向か
って縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されるこ
とで装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能とな
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変
化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」の揺れ変動表示が開始される。
【１７７３】
　図１０９（ｋ）は、ファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了し
た状態を示している。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に
向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に
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向かって縮まり当該表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプアウト
完了がファーストワイプの終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景
画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「
装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【１７７４】
　図１０９（ｌ）は、装飾図柄表示装置２０８においてセカンドワイプのワイプ演出表示
が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅からワイプ
表示ｗ１３ａの出現表示が開始され、当該表示画面の右上隅からワイプ表示ｗ１３ｂの出
現表示が開始される。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂのワイプイン開始がセカンドワイプ
の開始である。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
最前面に表示され、装飾図柄および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【１７７５】
　本実施例では、ファーストワイプの終了後にセカンドワイプが開始される。なお、ファ
ーストワイプのワイプ表示が左上隅、右下隅から出現し、セカンドワイプのワイプ表示が
左上隅、右下隅から出現してもよいし、ファーストワイプのワイプ表示が左下隅、右上隅
から出現し、セカンドワイプのワイプ表示が左下隅、右上隅から出現してもよい。なお、
ファーストワイプのワイプ表示とセカンドワイプのワイプ表示とは同じ絵柄であってもよ
い。例えば、ファーストワイプおよびセカンドワイプのワイプ表示の絵柄は、ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂの絵柄であってもよいし、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの絵柄であって
もよい。
【１７７６】
　図１０９（ｍ）は、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂが装飾図柄表示装
置２０８の表示画面を徐々に覆うように広がっている状態を示している。ワイプ表示ｗ１
３ａは表示画面の左下隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示され、ワイ
プ表示ｗ１３ｂは表示画面の右上隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示
される。
【１７７７】
　図１０９（ｎ）は、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの出現表示が完了
した最大ワイプ状態を示している。ワイプ表示ｗ１３ａの右上端部とワイプ表示ｗ１３ｂ
の左下端部とが接しており、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ
１３ｂにより覆われている。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの出現表示が完了して最大ワ
イプ状態となると、装飾図柄および背景画像が視認不能となる。
【１７７８】
　図１０９（ｏ）は、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が開始
された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１３ａが表示画面
の左下隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ１３ｂが表示画面の右上隅
に向かって縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が開
始されることで装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視
認可能となる。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示開始とともに左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」の揺れ変
動表示が開始される。本例では、図１０９（ｇ）、（ｈ）に示すように、一旦、はずれ図
柄態様の揺れ変動表示が表示された後に、図１０９（ｏ）に示すように、大当りの図柄態
様の揺れ変動表示が表示されている。本例のセカンドワイプは、逆転演出表示である。
【１７７９】
　図１０９（ｐ）は、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が完了
した状態を示している。ワイプ表示ｗ１３ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下
隅に向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１３ｂが当該表示画面の右
上隅に向かって縮まり当該表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂのワ
イプアウト完了がセカンドワイプの終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には
空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当りの図柄態様
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である「装飾２－装飾２－装飾２」が揺れ変動表示されている。
【１７８０】
　図１０９（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【１７８１】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１０９
（ｊ’）～（ｑ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１０９（ｊ’）～（ｑ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【１７８２】
　図１０９（ｊ’）は、図１０９（ｉ）から引き続く状態を示している。図１０９（ｊ’
）では、ファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示
している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かっ
て縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるよ
うに撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄
表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表
示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図
柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」の揺れ変動
表示が開始される。
【１７８３】
　このように、本例では、図１０９（ｈ）に示すように、ファーストワイプ開始前では、
はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示されていたが、ファー
ストワイプのワイプアウトの際には大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が
ゆれ変動表示されている。本例において、ファーストワイプのワイプ演出表示は、復活演
出表示である。
【１７８４】
　図１０９（ｋ’）は、ファーストワイプのワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了
した状態を示している。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅
に向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅
に向かって縮まり当該表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプアウ
ト完了がファーストワイプの終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背
景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当り図柄態様である「
装飾２－装飾２－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【１７８５】
　図１０９（ｌ’）は、装飾図柄表示装置２０８においてセカンドワイプのワイプ演出表
示が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅からワイ
プ表示ｗ１３ａの出現表示が開始され、当該表示画面の右上隅からワイプ表示ｗ１３ｂの
出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂのワイプイン開始がセカンドワイ
プの開始である。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
の最前面に表示され、装飾図柄および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【１７８６】
　本変形例では、ファーストワイプの終了後にセカンドワイプが開始される。なお、ファ
ーストワイプのワイプ表示が左上隅、右下隅から出現し、セカンドワイプのワイプ表示が
左上隅、右下隅から出現してもよいし、ファーストワイプのワイプ表示が左下隅、右上隅
から出現し、セカンドワイプのワイプ表示が左下隅、右上隅から出現してもよい。なお、
ファーストワイプのワイプ表示とセカンドワイプのワイプ表示とは同じ絵柄であってもよ
い。例えば、ファーストワイプおよびセカンドワイプのワイプ表示の絵柄は、ワイプ表示
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ｗ７ａ、ｗ７ｂの絵柄であってもよいし、ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの絵柄であって
もよい。
【１７８７】
　図１０９（ｍ’）は、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂが装飾図柄表示
装置２０８の表示画面を徐々に覆うように広がっている状態を示している。ワイプ表示ｗ
１３ａは表示画面の左下隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように表示され、ワ
イプ表示ｗ１３ｂは表示画面の右上隅から表示画面の中央に徐々に広がっていくように表
示される。
【１７８８】
　図１０９（ｎ’）は、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの出現表示が完
了した最大ワイプ状態を示している。ワイプ表示ｗ１３ａの右上端部とワイプ表示ｗ１３
ｂの左下端部とが接しており、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ１３ａ、
ｗ１３ｂにより覆われている。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの出現表示が完了して最大
ワイプ状態となると、装飾図柄および背景画像が視認不能となる。
【１７８９】
　図１０９（ｏ’）は、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が開
始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１３ａが表示画
面の左下隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ１３ｂが表示画面の右上
隅に向かって縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が
開始されることで装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に
視認可能となる。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示開始とともに左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」の揺れ
変動表示が開始される。「装飾３－装飾３－装飾３」の図柄態様は、確変大当りとなる場
合の図柄組み合わせである。
【１７９０】
　図１０９（ｐ’）は、セカンドワイプのワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの撤退表示が完
了した状態を示している。ワイプ表示ｗ１３ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左
下隅に向かって縮まり当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ１３ｂが当該表示画面の
右上隅に向かって縮まり当該表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂの
ワイプアウト完了がセカンドワイプの終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面に
は空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当りの図柄態
様である「装飾３－装飾３－装飾３」が揺れ変動表示されている。本例では、図１０９（
ｋ’）に示すように、ファーストワイプのワイプ演出後に非確変大当りの大当りの図柄態
様である「装飾２－装飾２－装飾２」の揺れ変動表示が表示された後に、図１０９（ｏ’
）に示すように、セカンドワイプのワイプ演出表示後に確変大当りの大当り図柄態様であ
る「装飾３－装飾３－装飾３」の揺れ変動表示が表示されている。本例のセカンドワイプ
演出表示は、非確変大当りを示唆する演出表示から確変大当りを示唆する演出表示に切り
替えられる昇格演出表示である。
【１７９１】
　図１０９（ｑ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示さ
れ、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【１７９２】
　本変形例では、一回の図柄変動表示中（例えば、はずれ図柄態様の揺れ変動開始後）に
複数回（本例では、２回）のワイプ演出表示が行われている。ファーストワイプのワイプ
表示の絵柄とセカンドワイプのワイプ表示の絵柄とが異なっていてもよいし、同じであっ
てもよい。また、姫の顔の画像を含む絵柄のワイプ表示ｗ１３ａ、ｗ１３ｂによるファー
ストワイプのワイプ演出表示が行われた場合よりも、殿の顔の画像を含む絵柄のワイプ表
示ｗ７ａ、ｗ７ｂによるファーストワイプのワイプ演出表示が行われた方が複数回のワイ
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プ演出が行われやすく構成されていてもよい。なお、一回の図柄変動表示において、一回
のワイプ演出表示が行われた場合よりも、複数回のワイプ演出表示が行われた場合の方が
逆転演出表示や復活演出表示が行われやすく、最終的に大当り図柄態様が確定表示されや
すくてもよい。一回の図柄変動表示における複数回のワイプ演出表示の柄（絵柄）は、全
て異なっていてもよいし、一部同じでっあてもよいし、一部回数同じであってもよいし、
前回数同じであってもよい。
【１７９３】
（実施例１５）
　本実施の形態の実施例１５によるパチンコ機１００について図１１０（ａ）～（ｑ）を
用いて説明する。図１１０（ａ）～（ｑ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１１０（ａ）～（ｑ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【１７９４】
　図１１０（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１０（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は４であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域には、保留アイコン
ｂ１、ｂ２、ｂ３、ｂ４の４つの保留アイコンが表示されている。保留アイコンｂ１は、
保留１表示領域に表示され、保留アイコンｂ２は保留２表示領域２に表示され、保留アイ
コンｂ３は保留３表示領域に表示され、保留アイコンｂ４は保留４表示領域に表示されて
いる。保留アイコンｂ１～ｂ４は、図１０４に示す黒丸保留アイコンである。本実施例に
おいて、黒丸保留アイコンはデフォルトの保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８
の特図１保留アイコン表示領域の上方には変動中アイコンを表示する変動中アイコン表示
領域が設けられている。図１１０（ａ）に示すように、変動中アイコン表示領域には黒丸
保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例では、黒丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通常態様の変
動中アイコン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンｂ１～ｂ４よりも大きな表
示サイズで表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示され
ている。
【１７９５】
　図１１０（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。本例では、変動中アイコンａ１は、はずれ図柄態様の装飾図
柄の揺れ変動表示中に消去される。
【１７９６】
　図１１０（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１７９７】
　図１１０（ｄ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニメーションが
表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応す
る保留アイコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示さ
れる。変動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。変動
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中アイコンａ２は、変動中アイコン表示領域への移動中に拡大されてもよいし、変動中ア
イコン表示領域への移動完了後に拡大されてもよい。保留アイコン減少アニメーションで
は、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３が保留２表示
領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される。
【１７９８】
　図１１０（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１１０（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１７９９】
　図１１０（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンが消去され、殿と
殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面
の右方には殿の敵の画像が表示されている。スーパーリーチ演出表示の一部期間では変動
中アイコンおよび保留アイコンが非表示とされる。
【１８００】
　図１１０（ｇ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１８０１】
　図１１０（ｈ）は、殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示された状態を示
している。殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションは、はずれを示唆する表示である
。
【１８０２】
　図１１０（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。また、
本例では、図１１０（ｉ）に示す時点の状態で、特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞
しており、特図１の保留数が１増加している。これにより、特図１の保留数は４となる。
【１８０３】
　図１１０（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ１１ａの出
現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１１ｂの出現表示が開始され
る。ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワ
イプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され
、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。ワ
イプ表示ｗ１１ａは「吉宗」のロゴ画像の一部（左上部）を含んでおり、ワイプ表示ｗ１
１ｂは「吉宗の」ロゴ画像の他部（右下部）を含んでいる。ワイプ表示ｗ１１ａに含まれ
るロゴ画像と、ワイプ表示ｗ１１ｂに含まれるロゴ画像とで、１つの絵柄のロゴ画像が形
成される。本例では、ワイプ演出表示の開始によりスーパー演出表示は中断される。
【１８０４】
　本例において、ロゴ画像を含むワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの絵柄は当該変動の予告
用の絵柄であり、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂは、当該変動の予告演出表示として表示
されている。なお、先読み予告用のワイプ表示は、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂに限定
されず、キャラクタの姫の顔の画像を含んでいてもよい。また、例えば、図１０６（ｈ’
）、（ｉ’）に示すワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの絵柄が通常の絵柄である場合には、先読
み予告用のワイプ表示の絵柄は、当該通常の絵柄と異なっていればよい。
【１８０５】
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　図１１０（ｋ）は、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの出現表示中にワイプ演出表示が中
断されて、装飾図柄表示装置２０８の全画面が黒色で表示される暗転演出表示が開始され
た状態を示している。暗転演出表示中も装飾図柄は表示されている。なお、暗転演出表示
は、ワイプ演出表示の最大ワイプ状態において開始されてもよいし、ワイプ演出表示のワ
イプアウトの際に開始されてもよい。なお、ワイプ演出表示の中断の際には、暗転演出表
示が表示されなくてもよく、ワイプ演出表示中断後に暗転演出表示が表示されずに図１１
０（ｌ）に示す演出表示が表示されてもよい。
【１８０６】
　図１１０（ｌ）は、暗転演出表示の終了後に、スーパーリーチ演出表示が再開されて、
殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションの表示が再度表示された状態を示してい
る。装飾図柄の変動表示は縮小表示前の大きさで表示されており、左右図柄表示領域２０
８ａ、２０８ｃには「装飾２」が仮停止表示されており、中図柄表示領域２０８ｂでは装
飾図柄の変動表示が再開されている。
【１８０７】
　図１１０（ｍ）は、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。左右図柄
表示領域２０８ａ、２０８ｃには「装飾２」が仮停止表示されており、中図柄表示領域２
０８ｂでは装飾図柄の変動表示が表示されている。
【１８０８】
　図１１０（ｎ）は、殿と殿の敵とが斬り合ったシーンのアニメーションが表示された状
態を示している。
【１８０９】
　図１１０（ｏ）は、殿の敵が倒れて殿が対決に勝利したシーンのアニメーションが表示
された状態を示している。中図柄表示領域２０８ｂには「装飾２」が仮停止表示され、こ
れにより、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは大当り図柄態様である「装飾２－
装飾２―装飾２」が上下に揺れる表示態様の揺れ変動表示で表示される。殿が対決に勝利
したシーンのアニメーションおよび「装飾２－装飾２－装飾２」の揺れ変動表示は、大当
りを示唆する表示である。
【１８１０】
　図１１０（ｐ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。本例のスー
パーリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装
飾２」が揺れ変動表示された後に終了する。スーパーリーチ演出表示が終了すると、装飾
図柄表示装置２０８において、空の背景画像に変更され、左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃの縮小表示が終了される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中央上部の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは「装飾２－装飾２－装飾２」が左右に揺れる表示
態様の揺れ変動表示で表示されている。
【１８１１】
　図１１０（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。
【１８１２】
　例えば、殿の顔の画像を含むワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの絵柄が通常のワイプの絵柄で
あり、通常のワイプの絵柄と異なる予告用の絵柄（本例では、「吉宗」のロゴ画像を含む
絵柄）のワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂのワイプ演出表示は、逆転演出表示が行われるこ
との予告として表示されてもよい。なお、ワイプ表示ｗ１１ａ、ｗ１１ｂの絵柄は、ワイ
プ演出表示が途中で中断される場合に用いられる途中中断用の絵柄であってもよい。通常
の絵柄のワイプ表示でワイプ演出表示が行われた場合よりも、途中中断用の絵柄のワイプ
表示でワイプ演出表示が行われた場合の方が、ワイプ演出表示が途中で中断されやすいよ
うに構成されていてもよい。
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【１８１３】
　なお、予告用の絵柄のワイプ表示によりワイプ演出表示が行われた場合であっても、ワ
イプ演出表示後に逆転演出表示が表示されない場合があってもよい。例えば、予告用の絵
柄のワイプ表示によるワイプ演出表示において、最大ワイプ状態となり、次いで、ワイプ
アウトが行われ、通常の演出表示ではずれ図柄態様の揺れ変動を表示し、最終的にはずれ
図柄態様が確定表示される演出表示が行われる場合があってもよい。なお、通常の絵柄の
ワイプ表示によるワイプ演出表示が行われ他場合よりも、予告用の絵柄のワイプ表示によ
るワイプ演出表示が行われた場合の方が、ワイプ演出表示後に逆転演出表示が行われやす
いように構成されていてもよい。ここで、逆転演出とは、最終的に大当り図柄態様が確定
表示されるような演出としてもよい。
【１８１４】
（実施例１６）
　本実施の形態の実施例１６によるパチンコ機１００について図１１１（ａ）～（ｎ）を
用いて説明する。図１１１（ａ）～（ｎ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１１１（ａ）～（ｎ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【１８１５】
　図１１１（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１１１（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１１１の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【１８１６】
　図１１１（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【１８１７】
　図１１１（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１１１（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１８１８】
　図１１１（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。当該
特図１変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には当該演出において殿が殿の敵に勝
利するシーンのアニメーションが表示され、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれ
である場合には当該演出において殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示され
る。
【１８１９】
　図１１１（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１８２０】
　図１１１（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
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殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【１８２１】
　図１１１（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示の前後で背景画像が空の背景画像の通常の演出表示に切り替
えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【１８２２】
　図１１１（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。本実施例のワイプ演出表示では、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央
にワイプ表示ｗ１５が表示開始され、ワイプ表示ｗ１５は反時計の渦巻き状（とぐろ状）
に当該表示画面の全体に広がっていく態様で出現表示される。ワイプ表示ｗ１５の出現表
示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ１５は、装飾図柄以外をぬぐい消
すように表示される。
【１８２３】
　図１１１（ｉ）は、ワイプ表示ｗ１５の出現表示が表示されているワイプインの状態を
示している。ワイプ表示ｗ１５により殿の画像、殿の敵の画像、および背景画像がぬぐい
消されている。装飾図柄は、ワイプ表示ｗ１５にオーバーラップして表示されている。本
例では、ワイプ演出表示中であっても装飾図柄が視認可能となる。また、図１１１（ｉ）
に示す状態において、ワイプ表示ｗ１５は、殿の顔の画像を２つ含んでいる。殿の顔の画
像は、ワイプ表示ｗ１５の出現当初では表示されていなかったが、ワイプ表示ｗ１５の出
現表示が進むにつれて表示される。これらの殿の顔の画像は、静止画像で表示されてもよ
いし、アニメーションで表示されてもよい。当該アニメーションは、殿の顔の画像が回転
するアニメーションであってもよいし、殿の顔の画像が左右や上下に揺れるアニメーショ
ンであってもよい。
【１８２４】
　図１１１（ｊ）は、ワイプ表示ｗ１５の出現表示が完了した最大ワイプ状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ１５により覆われている。ワイプ表
示ｗ１５の出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、殿の画像、殿の敵の画像および
背景画像が視認不能となる。また、殿と殿の敵との対決演出が実行されたスーパーリーチ
演出表示で表示されるワイプ表示ｗ１５の絵柄は、殿の顔の画像を含む絵柄である。ワイ
プ表示ｗ１５に含まれる殿の顔の表示態様は、図１１１（ｆ）、（ｇ）に示す殿の敵との
対決に敗れた殿の表示態様と異なっている。これにより、本実施例によるパチンコ機１０
０は、対決に敗れた演出を遊技者が忘れやすくすることができる場合がある。
【１８２５】
　図１１１（ｋ）は、ワイプ表示ｗ１５の撤退表示が開始された状態を示している。装飾
図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１５が時計回りの渦巻き状に縮んでいく、ワイプ
インとは逆の表示態様でワイプアウトが行われる。ワイプアウトが行われることで、装飾
図柄表示装置２０８における背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
１５の撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化している。
【１８２６】
　図１１１（ｌ）は、ワイプ表示ｗ１５の撤退表示が表示されている状態を示している。
ワイプ表示ｗ１５の撤退表示はほぼ完了しており、空の背景画像の大部分が視認可能とな
っている。また、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央にはワイプ表示ｗ１５にオーバ
ーラップして「装飾２－装飾３－装飾２」の装飾図柄が揺れ変動表示されている。また、
当該装飾図柄の右図柄にオーバーラップして、当該表示画面の右上隅に縮小表示の表示態
様での「装飾２－装飾３－装飾２」のミニ装飾図柄が表示されている。このように、装飾
図柄表示装置２０８において、装飾図柄は２箇所で表示されてもよい。装飾図柄が２箇所
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で表示されるタイミングは、ワイプアウトの際でもよいし、ワイプアウトの完了時でもよ
いし、ワイプアウト後であってもよい。ワイプアウトでミニ装飾図柄のはずれ図柄対応の
揺れ変動表示が消去されてもよい。
【１８２７】
　図１１１（ｍ）は、ワイプ表示１５の撤退表示が完了した状態を示している。ワイプ表
示ｗ１５が時計回りの渦巻き状に縮まっていく態様で消去される。ワイプ表示１５の撤退
完了がワイプ演出表示の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画
像が表示され、当該表示画面の中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれ
の図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示さ
れている。
【１８２８】
　図１１１（ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１８２９】
　本実施例におけるワイプ演出表示のワイプインでは、ワイプ表示ｗ１５が表示画面の中
央に出現し、ワイプ表示ｗ１５がとぐろをまくように周囲に広がっていく。また、本実施
例におけるワイプ演出表示のワイプアウトでは、ワイプインと反対方向にワイプ表示ｗ１
５が縮まっていき、ワイプ表示ｗ１５の周囲から背景画像が徐々に視認可能となる。この
ように、ワイプ演出表示において、ワイプ表示が表示画面の隅から出現しない場合があっ
てもよい。なお、表示画面の隅から出現するワイプ表示（例えば、ワイプ表示ｗ３ａ、ｗ
３ｂ、ｗ５ａ、ｗ５ｂ、ｗ７ａ、ｗ７ｂ、ｗ９ａ、ｗ９ｂ、ｗ１１ａ、ｗ１１ｂ、ｗ１３
ａ、ｗ１３ｂ）が表示された図柄変動表示よりも、表示画面の中央から出現するワイプ表
示（例えば、ワイプ表示ｗ１５）が表示された図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態
様が確定表示されやすくてもよいし、表示画面の中央から出現するワイプ表示が表示され
た図柄変動表示よりも、表示画面の隅から出現するワイプ表示が表示された図柄変動表示
の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすくてもよい。なお、表示画面の隅から
出現するワイプ表示が表示された場合よりも、表示画面の中央から出現するワイプ表示が
表示された場合の方がワイプアウトの際に先読み予告表示が表示されやすくてもよいし、
表示画面の中央から出現するワイプ表示が表示された場合よりも、表示画面の隅から出現
するワイプ表示が表示された場合の方がワイプアウトの際に先読み予告表示が表示されや
すくてもよい。なお、表示画面の隅から出現するワイプ表示または表示画面の中央から出
現するワイプ表示のうちの一方のワイプ表示は先読み予告表示であってもよい。
【１８３０】
　なお、ワイプ演出表示において、表示画面の隅から出現するワイプ表示（例えば、ワイ
プ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂ、ｗ５ａ、ｗ５ｂ、ｗ７ａ、ｗ７ｂ、ｗ９ａ、ｗ９ｂ、ｗ１１ａ、
ｗ１１ｂ、ｗ１３ａ、ｗ１３ｂ）と、表示画面の中央から出現するワイプ表示（例えば、
ワイプ表示ｗ１５）とのいずれのワイプ表示が表示されるのかを、遊技者が設定画面で設
定できるように構成されていてもよい。なお、表示画面の端部から出現するワイプ表示（
ワイプ演出Ａ）および表示画面の中央から登場するワイプ表示（ワイプ演出Ｂ）のうちの
一方のワイプ表示が表示された図柄変動表示よりも他方のワイプ表示が表示された図柄変
動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすくてもよい。
【１８３１】
（実施例１７）
　本実施の形態の実施例１７によるパチンコ機１００について図１１２（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ロ）を用いて説明する。図１１２（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ロ）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１１２の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
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【１８３２】
　本実施例によるパチンコ機１００は、特図１始動口と特図２始動口は、遊技盤の中央下
方に１つずつ配設されており、略逆Ｙ字形状の遊技球通路の二股に分かれる下端の一方に
特図１始動口が設けられており、他の下端の一方に特図２始動口が設けられている。当該
遊技球通路の上端開口部から入球した遊技球は、当該遊技球通路内を通過する毎に、当該
遊技球通路内に設けられた不図示の振分け機構により特図１始動口と特図２始動口へと交
互に振分けられる。これにより、本実施例によるパチンコ機１００は、特図１始動口と特
図２始動口に交互に遊技球が入賞するので、特図１の保留と特図２の保留とが交互に増加
する。本実施例によるパチンコ機１００は、遊技球が特図１始動口または特図２始動口に
入賞した順に特図変動遊技を実行するいわゆる始動口入賞順変動のパチンコ機である。
【１８３３】
　図１１２（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１２（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は１である。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面の左下隅には特図保留アイコン表示領域が設けられている。
特図保留アイコン表示領域は、左から、保留１表示領域、保留２表示領域、保留３表示領
域、保留４表示領域、保留５表示領域、保留６表示領域、保留７表示領域、保留８表示領
域の８つの領域に分けられており、最大で８つの保留アイコンが表示可能である。保留１
表示領域には保留順位が１番目の特図変動遊技の保留に対応する保留アイコンが表示され
、保留２表示領域には保留順位が２番目の特図変動遊技の保留に対応する保留アイコンが
表示され、保留３表示領域には保留順位が３番目の特図変動遊技の保留に対応する保留ア
イコンが表示され、保留４表示領域には保留順位が４番目の特図変動遊技の保留に対応す
る保留アイコンが表示され、保留５表示領域には保留順位が５番目の特図変動遊技の保留
に対応する保留アイコンが表示され、保留６表示領域には保留順位が６番目の特図変動遊
技の保留に対応する保留アイコンが表示され、保留７表示領域には保留順位が７番目の特
図変動遊技の保留に対応する保留アイコンが表示され、保留８表示領域には保留順位が８
番目の特図変動遊技の保留に対応する保留アイコンが表示される。図１１２（ａ）に示す
状態では、１番目に特図２変動遊技が保留されており、２番目に特図１変動遊技が保留さ
れているので、保留１表示領域には１番目の特図２の保留に対応する保留アイコンｃ１が
表示され、保留２表示領域には２番目の特図１の保留に対応する保留アイコンｂ２が表示
されている。保留アイコンｃ１、ｂ２は、図１０４に示す白丸保留アイコンである。白丸
保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留アイコン）である。
【１８３４】
　装飾図柄表示装置２０８の特図保留アイコン表示領域の上方には変動中アイコンを表示
する変動中アイコン表示領域が設けられている。図１１２（ａ）に示すように、変動中ア
イコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている
。本実施例では、白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中
アイコン（通常態様の変動中アイコン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよ
りも大きな表示サイズで表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画
像が表示されている。なお、遊技状態は非電サポ状態（普図低確率状態）である。
【１８３５】
　図１１２（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。本実施例では、変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図
柄の揺れ変動表示中に消去される。
【１８３６】
　図１１２（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
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れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１８３７】
　図１１２（ｄ）は、保留順位が１番目の特図２の保留が消化されて特図２変動遊技が開
始された状態を示している。特図２変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図２の保留に対応する保留アイコンｃ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。変動中アイコンは、変動中アイコン表示領域への移動中に拡大されても
よいし、変動中アイコン表示領域への移動完了後に拡大されてもよい。保留アイコン減少
アニメーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【１８３８】
　図１１２（ｅ）は、特図２変動遊技の実行中に始動口に遊技球が６個入賞して、特図変
動遊技の保留が６個増加した状態を示している。本実施例では、特図１始動口と特図２始
動口には遊技球は交互に入賞するので、特図１始動口に遊技球が３個入賞し、特図２始動
口に遊技球が３個入賞している。また、この６個のうちの最初１個目の遊技球の入賞の直
近の遊技球の入賞は、特図１始動口への入賞であるので、この６の遊技球の入賞では、特
図２始動口、特図１始動口、特図２始動口、特図１始動口、特図２始動口、特図１始動口
の順に遊技球が入賞している。保留アイコン表示領域の保留２表示領域には２番目の特図
２の保留に対応する保留アイコンｃ２が表示されており、保留３表示領域には３番目の特
図１の保留に対応する保留アイコンｂ３が表示されており、保留４表示領域には４番目の
特図２の保留に対応する保留アイコンｃ３が表示されており、保留５表示領域には５番目
の特図１の保留に対応する保留アイコンｂ４が表示されており、保留６表示領域には６番
目の特図２の保留に対応する保留アイコンｃ４が表示されており、保留７表示領域には７
番目の特図１の保留に対応する保留アイコンｂ５が表示されている。保留１表示領域には
引き続き１番目の特図１の保留に対応する保留アイコンｂ２が表示されている。これによ
り、特図変動遊技の保留数が７であることが報知されている。なお、保留増加の際には保
留アイコン増加アニメーションが表示される。保留アイコン増加アニメーションは、保留
アイコンが表示画面の下方から徐々にせり上がってくる態様で表示されるアニメーション
や、保留アイコンの表示サイズが徐々に大きくなる態様で表示されるアニメーション等で
あってもよい。
【１８３９】
　図１１２（ｆ）は、保留満タン目前表示が開始された状態を示している。本実施例にお
いて、特図の保留は８で満タンであり、保留数が７になった場合に保留満タン目前表示が
開始される。保留満タン目前表示の開始の際には、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
左端から姫の顔の画像ｊ４（以下、「姫ｊ４」と称する場合がある）が左方に移動するア
ニメーションが表示される。図中、姫ｊ４の左上方に図示する左向き矢印は姫ｊ４の移動
方向を示している。姫ｊ４は、左右に揺れながら左方に移動表示される。保留満タン目前
表示の開始の際には、保留満タン目前表示の姫の登場シーンのアニーションが表示される
。
【１８４０】
　図１１２（ｇ）は、姫ｊ４が移動するアニメーションが終了した状態を示している。こ
れにより、保留満タン目前表示の姫の登場シーンのアニーションが終了する。
【１８４１】
　図１１２（ｈ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示している。当該特図２変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
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【１８４２】
　図１１２（ｉ）は、保留順位が１番目の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開
始された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図１の保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。保留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｃ２が保留１表示
領域に移動表示され、保留アイコンｂ３が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコン
ｃ３が保留３表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留４表示領域に移動表示さ
れ、保留アイコンｃ４が保留５表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ５が保留６表示
領域に移動表示される。保留アイコンの数により保留数が６であることが報知されている
。
【１８４３】
　図１１２（ｊ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１８４４】
　図１１２（ｋ）は、保留順位が１番目の特図２の保留が消化されて特図２変動遊技が開
始された状態を示している。特図２変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図２の保留に対応する保留アイコンｃ２が変動中アイコンａ４となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。保留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示
領域に移動表示され、保留アイコンｃ３が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコン
ｂ４が保留３表示領域に移動表示され、保留アイコンｃ４が保留４表示領域に移動表示さ
れ、保留アイコンｂ５が保留５表示領域に移動表示される。保留アイコンの数により保留
数が５であることが報知されている。
【１８４５】
　本実施例によるパチンコ機１００は、保留数が一旦７以上となった後で保留数が６未満
となった場合には、保留満タン目前画像退場アニメーションが開始される。保留満タン目
前画像退場アニメーションは、保留満タン目前表示の姫ｊ４が表示画面外に移動していく
態様で消去されるアニメーションである。姫ｊ４は右方に移動表示されている。図中、姫
ｊ４の上方に図示する右向き矢印は、姫ｊ４の移動方向を示している。
【１８４６】
　図１１２（ｌ）は、保留満タン目前画像退場アニメーションが表示されている状態を示
している。保留満タン目前表示の姫ｊ４が右方に移動して徐々に消去されている。
【１８４７】
　図１１２（ｍ）は、保留満タン目前画像退場アニメーションが終了した状態を示してい
る。保留満タン目前表示の姫ｊ４が右方に移動して消去されると、保留満タン目前画像退
場アニメーションが終了する。
【１８４８】
　図１１２（ｎ）は、特図２変動遊技の実行中に始動口に遊技球が２個入賞して、特図変
動遊技の保留が２個増加した状態を示している。本実施例では、特図１始動口と特図２始
動口には遊技球は交互に入賞するので、特図１始動口に遊技球が１個入賞し、特図２始動
口に遊技球が１個入賞している。また、この２個のうちの最初１個目の遊技球の入賞の直
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近の遊技球の入賞は、特図１始動口への入賞であるので、この２の遊技球の入賞では、特
図２始動口、特図１始動口の順に遊技球が入賞している。保留アイコン表示領域の保留２
表示領域には６番目の特図２の保留に対応する保留アイコンｃ５が表示されており、保留
７表示領域には７番目の特図１の保留に対応する保留アイコンｂ６が表示されている。保
留１表示領域～保留５表示領域には引き続き１番目～５番目の保留に対応する保留アイコ
ンｂ３、ｃ３、ｂ４、ｃ４、ｂ５が表示されている。これにより、特図変動遊技の保留数
が７であることが報知されている。
【１８４９】
　また、図１１２（ｎ）では、保留数が７になっているので、保留満タン目前表示が開始
されている。保留満タン目前表示の開始により、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左
端から姫ｊ４が左方に移動するアニメーションが表示される。図中、姫ｊ４の左上方に図
示する左向き矢印は姫ｊ４の移動方向を示している。
【１８５０】
　図１１２（ｏ）は、姫ｊ４が移動するアニメーションが終了した状態を示している。こ
れにより、保留満タン目前表示の姫の登場シーンのアニーションが終了する。
【１８５１】
　図１１２（ｐ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示している。当該特図２変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１８５２】
　図１１２（ｑ）は、保留順位が１番目の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開
始された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図１の保留に対応する保留アイコンｂ４が変動中アイコンａ５となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ５は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。保留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｃ３が保留１表示
領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコン
ｃ４が保留３表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ５が保留４表示領域に移動表示さ
れ、保留アイコンｃ５が保留５表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ６が保留６表示
領域に移動表示される。保留アイコンの数により保留数が６であることが報知されている
。
【１８５３】
　図１１２（ｒ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１８５４】
　図１１２（ｓ）は、保留順位が１番目の特図２の保留が消化されて特図２変動遊技が開
始された状態を示している。特図２変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図２の保留に対応する保留アイコンｃ３が変動中アイコンａ６となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ６は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。保留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｂ４が保留１表示
領域に移動表示され、保留アイコンｃ４が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコン
ｂ５が保留３表示領域に移動表示され、保留アイコンｃ５が保留４表示領域に移動表示さ
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れ、保留アイコンｂ６が保留５表示領域に移動表示される。保留アイコンの数により保留
数が５であることが報知されている。
【１８５５】
　図１１２（ｓ）では、保留数が一旦７以上となった後で保留数が６未満となっているの
で、保留満タン目前画像退場アニメーションが開始される。保留満タン目前画像退場アニ
メーションにより、姫ｊ４は右方に移動表示されている。図中、姫ｊ４の上方に図示する
右向き矢印は、姫ｊ４の移動方向を示している。
【１８５６】
　図１１２（ｔ）は、特図２変動遊技の実行中に始動口に遊技球が２個入賞して、特図変
動遊技の保留が２個増加した状態を示している。本実施例では、特図１始動口と特図２始
動口には遊技球は交互に入賞するので、特図１始動口に遊技球が１個入賞し、特図２始動
口に遊技球が１個入賞している。また、この２個のうちの最初１個目の遊技球の入賞の直
近の遊技球の入賞は、特図１始動口への入賞であるので、この２の遊技球の入賞では、特
図２始動口、特図１始動口の順に遊技球が入賞している。保留アイコン表示領域の保留２
表示領域には６番目の特図２の保留に対応する保留アイコンｃ６が表示されており、保留
７表示領域には７番目の特図１の保留に対応する保留アイコンｂ７が表示されている。保
留１表示領域～保留５表示領域には引き続き１番目～５番目の保留に対応する保留アイコ
ンｂ４、ｃ４、ｂ５、ｃ５、ｂ６が表示されている。これにより、特図変動遊技の保留数
が７であることが報知されている。
【１８５７】
　図１１２（ｔ）では、保留数が再度７になったので、保留満タン目前表示が開始されて
いる。保留満タン目前表示の開始により、保留満タン目前画像退場アニメーションが途中
でキャンセルされ、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左端から姫ｊ４が左方に移動す
るアニメーションが表示される。図中、姫ｊ４の左上方に図示する左向き矢印は姫ｊ４の
移動方向を示している。
【１８５８】
　図１１２（ｕ）は、姫ｊ４が移動するアニメーションが終了した状態を示している。こ
れにより、保留満タン目前表示の姫の登場シーンのアニーションが終了する。
【１８５９】
　図１１２（ｖ）は、特図２変動遊技の実行中に始動口に遊技球が１個入賞して、特図変
動遊技の保留が１個増加した状態を示している。これにより、保留数は８となり満タンと
なる。保留アイコン表示領域の保留２表示領域には８番目の特図２の保留に対応する保留
アイコンｃ７が表示されている。保留１表示領域～保留７表示領域には引き続き１番目～
５番目の保留に対応する保留アイコンｂ４、ｃ４、ｂ５、ｃ５、ｂ６、ｃ６、ｂ７が表示
されている。これにより、特図変動遊技の保留数が８であることが報知されている。
【１８６０】
　保留が満タンになると、保留満タン祝福アニメーションが開始される。図１１２（ｖ）
に示すように、本実施例の保留満タン祝福アニメーションでは、姫ｊ４の表示サイズが徐
々に大きくなるアニメーションが表示される。姫ｊ４は装飾図柄の変動表示にオーバーラ
ップされて表示される。なお、姫ｊ４は装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示さ
れてもよい。
【１８６１】
　図１１２（ｗ）は、保留満タン祝福アニメーションが終了した状態を示している。保留
満タン祝福アニメーションは、姫ｊ４の表示サイズが所定の表示サイズになると終了する
。保留満タン祝福アニメーション終了後で保留数が満タンである期間では、姫ｊ４が所定
の表示サイズで表示される保留満タン祝福表示が表示される。
【１８６２】
　図１１２（ｘ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
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、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。姫ｊ４は装
飾図柄の停止表示にオーバーラップされて表示される。
【１８６３】
　図１１２（ｙ）は、保留順位が１番目の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開
始された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図１の保留に対応する保留アイコンｂ４が変動中アイコンａ７となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ７は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。保留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｃ４が保留１表示
領域に移動表示され、保留アイコンｂ５が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコン
ｃ５が保留３表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ６が保留４表示領域に移動表示さ
れ、保留アイコンｃ６が保留５表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ７が保留６表示
領域に移動表示され、保留アイコンｃ７が保留７表示領域に移動表示される。保留アイコ
ンの数により保留数が７であることが報知されている。
【１８６４】
　保留数が７となり満タンでなくなると、保留満タン祝福表示が終了し、保留満タン目前
表示への切替アニメーションが表示される。図１１２（ｙ）に示すように、当該切替アニ
メーションでは、保留満タン祝福表示での所定サイズとなった姫ｊ４が保留満タン目前表
示での表示サイズに徐々に縮小されるアニメーションが表示される。姫ｊ４は装飾図柄の
変動表示にオーバーラップされて表示される。なお、姫ｊ４は装飾図柄の変動表示にオー
バーラップして表示されてもよい。
【１８６５】
　図１１２（ｚ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。姫ｊ４は装
飾図柄の停止表示にオーバーラップされて表示される。
【１８６６】
　図１１２（イ）は、図１１２（ｚ）から引き続く状態を示しており、保留順位が１番目
の特図２の保留が消化されて特図２変動遊技が開始された状態を示している。特図２変動
遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは
装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留・変動ア
イコン間の移動アニメーションでは、消化された特図２の保留に対応する保留アイコンｃ
４が変動中アイコンａ８となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイ
コンａ８は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留アイコン減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ５が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｃ５
が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ６が保留３表示領域に移動表示され、
保留アイコンｃ６が保留４表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ７が保留５表示領域
に移動表示され、保留アイコンｃ７が保留６表示領域に移動表示される。保留アイコンの
数により保留数が６であることが報知されている。図１１２（ｚ）では、保留満タン目前
表示への切替アニメーションが終了しており、姫ｊ４が保留満タン目前表示での表示サイ
ズで表示されている。
【１８６７】
　図１１２（ロ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示している。当該特図２変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
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【１８６８】
　図１１２（ハ）は、保留順位が１番目の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開
始された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図１の保留に対応する保留アイコンｂ５が変動中アイコンａ９となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。保留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｃ５が保留１表示
領域に移動表示され、保留アイコンｂ６が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコン
ｃ６が保留３表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ７が保留４表示領域に移動表示さ
れ、保留アイコンｃ７が保留５表示領域に移動表示される。保留アイコンの数により保留
数が５であることが報知されている。
【１８６９】
　図１１２（ハ）では、保留数が一旦７以上となった後で保留数が６未満となっているの
で、保留満タン目前画像退場アニメーションが開始されている。保留満タン目前画像退場
アニメーションにより、姫ｊ４は右方に移動表示されている。図中、姫ｊ４の上方に図示
する右向き矢印は、姫ｊ４の移動方向を示している。
【１８７０】
　図１１２（ニ）は、保留満タン目前画像退場アニメーションが表示されている状態を示
している。保留満タン目前表示の姫ｊ４が右方に移動して徐々に消去されている。
【１８７１】
　図１１２（ホ）は、保留満タン目前画像退場アニメーションが終了した状態を示してい
る。保留満タン目前表示の姫ｊ４が右方に移動して消去されると、保留満タン目前画像退
場アニメーションが終了する。
【１８７２】
　図１１２（ヘ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１８７３】
　本実施例によるパチンコ機１００は、特図１始動口２３０または特図２始動口に入賞し
た順に特図変動遊技を実行するいわゆる始動口入賞順変動のパチンコ機であり、保留数は
８で満タンとなる。本実施例によるパチンコ機１００は、保留数が満タンより１少ない７
になった場合に保留満タン目前表示の登場アニメーションおよび保留満タン目前表示を表
示し、保留数が満タンとなった場合に保留満タン祝福表示を表示し、保留数が満タンより
３少ない５以下になった場合に保留満タン目前画像退場アニメーションを表示する。なお
、パチンコ機１００は、特図２優先変動機である場合には、特図１の保留数が満タンより
１少ない３になった場合に保留満タン目前表示の登場アニメーションおよび保留満タン目
前表示を表示し、特図１の保留数が満タンとなった場合に保留満タン祝福表示を表示し、
特図１の保留数が満タンより２少ない２以下になった場合に保留満タン目前画像退場アニ
メーションを表示してもよいし、特図２の保留数が満タンより１少ない３になった場合に
保留満タン目前表示の登場アニメーションおよび保留満タン目前表示を表示し、特図２の
保留数が満タンとなった場合に保留満タン祝福表示を表示し、特図２の保留数が満タンよ
り２少ない２以下になった場合に保留満タン目前画像退場アニメーションを表示してもよ
い。なお、保留満タン目前表示の登場アニメーション、保留満タン目前表示、保留満タン
祝福表示、および保留満タン目前画像退場アニメーションは、遊技状態が非電サポ状態で
ある場合にのみ表示されてもよい。
【１８７４】
（実施例１８）
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　本実施の形態の実施例１８によるパチンコ機１００について図１１３（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ヘ）を用いて説明する。図１１３（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ヘ）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１１３の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。本実施例によるパチンコ機１００は、上記実施例１７によるパチ
ンコ機１００と同様に、遊技球が特図１始動口または特図２始動口に入賞した順に特図変
動遊技を実行するいわゆる始動口入賞順変動のパチンコ機である。
【１８７５】
　図１１３（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１３（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は１である。１番目
に特図２変動遊技が保留されており、２番目に特図１変動遊技が保留されている。装飾図
柄表示装置２０８の特図保留アイコン表示領域の保留１表示領域には１番目の特図２の保
留に対応する保留アイコンｃ１が表示され、保留２表示領域には２番目の特図１の保留に
対応する保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｃ１、ｂ２は、図１０４に示
す白丸保留アイコンである。白丸保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留ア
イコン）である。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコ
ンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例では、白丸保留アイコン
の表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通常態様の変動中アイコ
ン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示されて
いる。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている。なお、遊技状
態は非電サポ状態（普図低確率状態）である。
【１８７６】
　図１１３（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ変動表
示中に消去されてもよい。
【１８７７】
　図１１３（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１８７８】
　図１１３（ｄ）は、保留順位が１番目の特図２の保留が消化されて特図２変動遊技が開
始された状態を示している。特図２変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図２の保留に対応する保留アイコンｃ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。保留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示
領域に移動表示される。
【１８７９】
　図１１３（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１１３（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１８８０】
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　図１１３（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンが消去され、殿と
殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面
の右方には殿の敵の画像が表示されている。スーパーリーチ演出表示の一部期間では変動
中アイコンおよび保留アイコンが非表示とされる。
【１８８１】
　図１１３（ｇ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１８８２】
　図１１３（ｈ）は、殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示された状態を示
している。殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションは、はずれを示唆する表示である
。
【１８８３】
　図１１３（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。
【１８８４】
　図１１３（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。
【１８８５】
　図１１３（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【１８８６】
　本例では、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い保留アイコンが消去されてから最大ワ
イプ状態となるまでに間に、始動口に遊技球が６個入賞して、特図変動遊技の保留が６個
増加し、合計で保留数は７となる。本実施例では、特図１始動口と特図２始動口には遊技
球は交互に入賞するので、特図１始動口に遊技球が３個入賞し、特図２始動口に遊技球が
３個入賞している。また、この６個のうちの最初１個目の遊技球の入賞の直近の遊技球の
入賞は、特図１始動口への入賞であるので、この６の遊技球の入賞では、特図２始動口、
特図１始動口、特図２始動口、特図１始動口、特図２始動口、特図１始動口の順に遊技球
が入賞している。本実施例において、特図の保留は８で満タンであり、保留数が７になっ
た場合に保留満タン目前表示が開始されているが、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
左端から姫ｊ４が左方に移動するアニメーションがワイプ表示ｗ７にオーバーラップされ
て表示開始されるので、遊技者から姫ｊ４は視認不能である。
【１８８７】
　図１１３（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像や変動中アイコンや保留アイコンや姫ｊ４の表示が
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徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像
が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表
示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。図１１３（ｉ）に示すように、ワイ
プ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの隙間から、変動中アイコンａ２、保留アイコンｂ２、ｃ２、ｂ３
、ｂ４、姫ｊ４が徐々に表示される。図中、姫ｊ４の上方に図示する左向き矢印は姫ｊ４
の移動方向を示している。
【１８８８】
　図１１３（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。変動中アイコン表示領域には変動
中アイコンａ２が表示されている。保留アイコン表示領域では、保留１表示領域に１番目
の特図１の保留に対応する保留アイコンｂ２が表示されており、保留２表示領域に２番目
の特図２の保留に対応する保留アイコンｃ２が表示されており、保留３表示領域に３番目
の特図１の保留に対応する保留アイコンｂ３が表示されており、保留４表示領域に４番目
の特図２の保留に対応する保留アイコンｃ３が表示されており、保留５表示領域に５番目
の特図１の保留に対応する保留アイコンｂ４が表示されており、保留６表示領域に６番目
の特図２の保留に対応する保留アイコンｃ４が表示されており、保留７表示領域に７番目
の特図１の保留に対応する保留アイコンｂ５が表示されている。保留アイコンが７個表示
されることにより、保留数が７であることが報知されている。また、図１１３（ｍ）では
、姫ｊ４が移動する保留満タン目前表示の姫の登場シーンのアニメーションが終了してい
る。
【１８８９】
　図１１３（ｎ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示している。当該特図２変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。変動中アイ
コンａ２は、装飾図柄の停止表示中に消去される。変動中アイコンは、装飾図柄の停止表
示中に消去されてもよい。
【１８９０】
　図１１３（ｏ）は、保留順位が１番目の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開
始された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図１の保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。保留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｃ２が保留１表示
領域に移動表示され、保留アイコンｂ３が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコン
ｃ３が保留３表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留４表示領域に移動表示さ
れ、保留アイコンｃ４が保留５表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ５が保留６表示
領域に移動表示される。また、特図２始動口に遊技球が１個入賞して保留数が１増加して
おり、保留アイコンｃ５が保留７表示領域に表示されている。７個の保留アイコンが表示
されることにより保留数が７であることが報知されている。
【１８９１】
　図１１３（ｐ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
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右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１１３（ｐ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、姫ｊ４は消去される。なお、姫
ｊ４はスーパーリーチ演出表示中に表示されていてもよい。
【１８９２】
　図１１３（ｑ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンが消去され、殿と
殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面
の右方には殿の敵の画像が表示されている。スーパーリーチ演出表示の一部期間では変動
中アイコンおよび保留アイコンが非表示とされる。
【１８９３】
　図１１３（ｒ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１８９４】
　図１１３（ｓ）は、殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示された状態を示
している。殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションは、はずれを示唆する表示である
。
【１８９５】
　図１１３（ｔ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。
【１８９６】
　図１１３（ｕ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像をぬぐい消すように表示される。
【１８９７】
　図１１３（ｖ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【１８９８】
　本例では、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが出現するワイプインが開始されてから最大ワイ
プ状態となるまでの間に、特図１始動口に遊技球が１個入賞し、特図変動遊技の保留が１
個増加し、合計で保留数は８となる。保留数が満タンとなったので、最大ワイプ状態中に
保留満タン祝福アニメーションが開始される。本実施例の保留満タン祝福アニメーション
では、姫ｊ４の表示サイズが徐々に大きくなるアニメーションが表示されるが、姫ｊ４は
ワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップされて表示されるので、姫ｊ４のアニメーションは視
認不能である。
【１８９９】
　図１１３（ｗ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
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置２０８における装飾図柄や背景画像や変動中アイコンや保留アイコンや姫ｊ４の表示が
徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像
が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表
示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。図１１３（ｗ）に示すように、ワイ
プ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの隙間から、変動中アイコンａ３、保留アイコンｃ２、ｂ３、ｃ３
、ｂ４、姫ｊ４が徐々に表示される。姫ｊ４の表示サイズが徐々に大きくなっている。
【１９００】
　図１１３（ｘ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、特図１変動
遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであるの
で、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄
態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動遊技の当否判定
結果がはずれであることが報知されている。変動中アイコンａ３は、装飾図柄の停止表示
中に消去されている。保留アイコン表示領域では、保留１表示領域に１番目の特図２の保
留に対応する保留アイコンｃ２が表示されており、保留２表示領域に２番目の特図１の保
留に対応する保留アイコンｂ３が表示されており、保留３表示領域に３番目の特図２の保
留に対応する保留アイコンｃ３が表示されており、保留４表示領域に４番目の特図１の保
留に対応する保留アイコンｂ４が表示されており、保留５表示領域に５番目の特図２の保
留に対応する保留アイコンｃ４が表示されており、保留６表示領域に６番目の特図１の保
留に対応する保留アイコンｂ５が表示されており、保留７表示領域に７番目の特図２の保
留に対応する保留アイコンｃ５が表示されており、保留８表示領域に８番目の特図１の保
留に対応する保留アイコンｂ６が表示されている。保留アイコンが８個表示されることに
より、保留数が８であることが報知されている。また、図１１３（ｘ）では、姫ｊ４の表
示サイズが拡大する保留満タン祝福アニメーションが終了しており、姫ｊ４が所定の表示
サイズで表示される保留満タン祝福表示が表示されている。姫ｊ４は装飾図柄の停止表示
にオーバーラップされて表示されている。
【１９０１】
　図１１３（ｙ）は、保留順位が１番目の特図２の保留が消化されて特図２変動遊技が開
始された状態を示している。特図２変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図２の保留に対応する保留アイコンｃ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。保留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示
領域に移動表示され、保留アイコンｃ３が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコン
ｂ４が保留３表示領域に移動表示され、保留アイコンｃ４が保留４表示領域に移動表示さ
れ、保留アイコンｂ５が保留５表示領域に移動表示され、保留アイコンｃ５が保留６表示
領域に移動表示され、保留アイコンｂ６が保留７表示領域に移動表示される。７個の保留
アイコンが表示されることにより保留数が７であることが報知されている。
【１９０２】
　保留数が７となり満タンでなくなると、保留満タン祝福表示が終了し、保留満タン目前
表示への切替アニメーションが表示される。図１１３（ｙ）に示すように、当該切替アニ
メーションでは、保留満タン祝福表示での所定サイズとなった姫ｊ４が保留満タン目前表
示での表示サイズに徐々に縮小されるアニメーションが表示される。姫ｊ４は装飾図柄の
変動表示にオーバーラップされて表示される。なお、姫ｊ４は装飾図柄の変動表示にオー
バーラップして表示されてもよい。
【１９０３】
　図１１３（ｚ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示している。当該特図２変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
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８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。姫ｊ４は装
飾図柄の停止表示にオーバーラップされて表示される。
【１９０４】
　図１１３（イ）は、図１１３（ｚ）から引き続く状態を示しており、保留順位が１番目
の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態を示している。特図１変動
遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは
装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留・変動ア
イコン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ
３が変動中アイコンａ５となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイ
コンａ５は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留アイコン減少アニ
メーションでは、保留アイコンｃ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４
が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｃ４が保留３表示領域に移動表示され、
保留アイコンｂ５が保留４表示領域に移動表示され、保留アイコンｃ５が保留５表示領域
に移動表示され、保留アイコンｂ６が保留６表示領域に移動表示される。保留アイコンの
数により保留数が６であることが報知されている。また、図１１３（イ）では、保留満タ
ン目前表示への切替アニメーションが終了している。姫ｊ４が保留満タン目前表示での表
示サイズで表示されている。
【１９０５】
　図１１３（ロ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９０６】
　図１１３（ハ）は、保留順位が１番目の特図２の保留が消化されて特図２変動遊技が開
始された状態を示している。特図２変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装
置２０８では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニ
メーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された
特図２の保留に対応する保留アイコンｃ３が変動中アイコンａ６となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ６は、保留アイコンよりも大きな表示サイ
ズで表示される。保留アイコン減少アニメーションでは、保留アイコンｂ４が保留１表示
領域に移動表示され、保留アイコンｃ４が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコン
ｂ５が保留３表示領域に移動表示され、保留アイコンｃ５が保留４表示領域に移動表示さ
れ、保留アイコンｂ５が保留５表示領域に移動表示される。保留アイコンの数により保留
数が５であることが報知されている。
【１９０７】
　図１１３（ハ）では、保留数が一旦７以上となった後で保留数が６未満となっているの
で、保留満タン目前画像退場アニメーションが開始されている。保留満タン目前画像退場
アニメーションにより、姫ｊ４は右方に移動表示されている。図中、姫ｊ４の上方に図示
する右向き矢印は、姫ｊ４の移動方向を示している。
【１９０８】
　図１１３（ニ）は、保留満タン目前画像退場アニメーションが表示されている状態を示
している。保留満タン目前表示の姫ｊ４が右方に移動して徐々に消去されている。
【１９０９】
　図１１３（ホ）は、保留満タン目前画像退場アニメーションが終了した状態を示してい
る。保留満タン目前表示の姫ｊ４が右方に移動して消去されると、保留満タン目前画像退
場アニメーションが終了する。
【１９１０】
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　図１１３（ヘ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示している。当該特図２変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９１１】
　本実施例によるパチンコ機１００は、保留満タン目前表示の姫ｊ４の登場アニメーショ
ンおよび保留満タン祝福表示に切り替わる姫ｊ４の表示サイズが拡大されるアニメーショ
ンがワイプ表示にオーバーラップされて表示される。このように、保留満タン目前表示や
、保留満タン祝福表示や、保留満タン目前画像退場アニメーションでの演出表示（本例で
は、姫ｊ４）がワイプ表示にオーバーラップされて表示されてもよい。
【１９１２】
（実施例１９）
　本実施の形態の実施例１９によるパチンコ機１００について図１１４（ａ）～（ｘ）を
用いて説明する。図１１４（ａ）～（ｘ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１１４の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【１９１３】
　図１１４（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１４（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には１番目の特図１の
保留に対応する保留アイコンｂ１が表示され、保留２表示領域には２番目の特図１の保留
に対応する保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ２は、図１０４に
示す白丸保留アイコンである。白丸保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留
アイコン）である。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイ
コンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例では、白丸保留アイコ
ンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通常態様の変動中アイ
コン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示され
ている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている。
【１９１４】
　図１１４（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ変動表
示中に消去されてもよい。
【１９１５】
　図１１４（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９１６】
　図１１４（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションおよび保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留
・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留ア
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イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留アイコン
減少アニメーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【１９１７】
　図１１４（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１１４（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１９１８】
　図１１４（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンが消去され、殿と
殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面
の右方には殿の敵の画像が表示されている。スーパーリーチ演出表示の一部期間では変動
中アイコンおよび保留アイコンが非表示とされる。
【１９１９】
　図１１４（ｇ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。本例では、スーパーリーチ演出表示おいて、はずれを示唆する
表示として、殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションと「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が表示された後にワイプ演出表示が行われる。なお、スーパーリーチ演出
表示ではずれを示唆する表示が表示された後にワイプ演出表示が行われない場合があって
もよい。
【１９２０】
　図１１４（ｈ）は、ワイプ表示の撤退表示が完了した後の状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態
様で揺れ変動表示され、変動中アイコン表示領域に変動中アイコンａ２が再表示され、特
図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ２が再表示される。また
、本例では、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い保留アイコンが非表示とされてからワ
イプ演出表示が終了するまでの間に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し、特図１の
保留が１増加する。特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域には増加した保留に対
応する保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ３は、図１０４に示す顔保留
アイコンである。保留アイコンｂ３は先読み予告態様である。
【１９２１】
　図１１４（ｉ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾
２」が揺れ変動表示されている状態を示している。
【１９２２】
　図１１４（ｊ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９２３】
　図１１４（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイコン間の移
動アニメーションおよび保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ２
が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコ
ンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留アイコン減少アニメ
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ーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示される。
【１９２４】
　図１１４（ｌ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１１４（ｌ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【１９２５】
　図１１４（ｍ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンは消去され、殿と
殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面
の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【１９２６】
　図１１４（ｎ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１９２７】
　図１１４（ｏ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【１９２８】
　図１１４（ｐ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【１９２９】
　図１１４（ｑ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【１９３０】
　図１１４（ｒ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【１９３１】
　図１１４（ｓ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、変動中アイコンおよび保留アイコンが再表示され、装飾図柄表示装置
２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様で
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ある「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。図１１４（ｓ）に示すよ
うに、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの間から、変動中アイコンａ３、保留アイコンｂ３が徐
々に表示されている。また、本例では、ワイプ演出表示中に特図１始動口２３０に遊技球
が１個入賞しており、増加した保留に対応する保留アイコンｂ４が下方から保留２表示領
域に向かって徐々に移動する態様の保留増加アニメーションが表示されている。保留アイ
コンｂ４はワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップされて表示されている。保留アイコンｂ４
は、図１０４に示す顔保留アイコンである。図中、保留アイコンｂ４の上方に図示する上
向き矢印は保留アイコンｂ４の移動方向を示している。
【１９３２】
　図１１４（ｔ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中の状態を示している。ワイ
プ表示ｗ７ｂにオーバーラップされて、保留アイコンｂ４が移動する保留増加アニメーシ
ョンが表示されている。図中、保留アイコンｂ４の右上方に図示する上向き矢印は保留ア
イコンｂ４の移動方向を示している。
【１９３３】
　図１１４（ｕ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。保留アイコンｂ４の保
留２表示領域への移動は完了されており、保留増加アニメーションは終了している。
【１９３４】
　図１１４（ｖ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾
２」が揺れ変動表示されている状態を示している。
【１９３５】
　図１１４（ｗ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９３６】
　図１１４（ｘ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイコン間の移
動アニメーションおよび保留アイコン減少アニメーションが表示される。保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ３
が変動中アイコンａ４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコ
ンａ４は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留アイコン減少アニメ
ーションでは、保留アイコンｂ４が保留１表示領域に移動表示される。
【１９３７】
　本実施例では、保留が増加した場合に表示される保留アイコンが所定の保留表示領域に
移動する保留増加アニメーションがワイプ表示にオーバーラップされて表示される。
【１９３８】
（実施例２０）
　本実施の形態の実施例２０によるパチンコ機１００について図１１５（ａ）～（ｕ）を
用いて説明する。図１１５（ａ）～（ｕ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１１５の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【１９３９】
　図１１５（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
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領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１５（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には１番目の特図１の
保留に対応する保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は、図１０４に示
す白丸保留アイコンである。白丸保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留ア
イコン）である。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコ
ンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例では、白丸保留アイコン
の表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通常態様の変動中アイコ
ン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示されて
いる。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている。
【１９４０】
　図１１５（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ変動表
示中に消去されてもよい。
【１９４１】
　図１１５（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９４２】
　図１１５（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーション
では、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ１が変動中アイコンａ２となっ
て変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ２は、保留アイコンより
も大きな表示サイズで表示される。
【１９４３】
　図１１５（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１１５（ｅ）に示す時点の状態においてスーパーリーチ演出表示が開始されている。ス
ーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に表示されている背景画像
が変化し、変動中アイコンが消去され、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーション
が表示される演出が開始されている。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の
画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。スーパーリー
チ演出表示の一部期間では変動中アイコンが非表示とされる。
【１９４４】
　図１１５（ｆ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【１９４５】
　図１１５（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【１９４６】
　図１１５（ｈ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
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示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【１９４７】
　図１１５（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【１９４８】
　図１１５（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【１９４９】
　図１１５（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、変動中アイコンおよび保留アイコンが再表示され、装飾図柄表示装置
２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様で
ある「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。図１１５（ｋ）に示すよ
うに、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの間から、変動中アイコンａ２が徐々に表示されている
。また、本例では、ワイプ演出表示中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞しており
、増加した保留に対応する保留アイコンｂ２が下方から保留１表示領域に向かって徐々に
移動する態様の保留増加アニメーションが表示されている。保留アイコンｂ２はワイプ表
示ｗ７ｂにオーバーラップされて表示されている。保留アイコンｂ２は図１０４に示すボ
タン保留アイコンである。ボタン保留アイコンの表示態様は、先読み予告の表示態様であ
り、遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す表示である。図中、保留アイコンｂ２の
上方に図示する上向き矢印は保留アイコンｂ２の移動方向を示している。ボタン保留アイ
コンである保留アイコンｂ２は表示開始の際では正の向きの態様から反時計回りに９０°
回転した態様で表示されている。
【１９５０】
　図１１５（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中の状態を示している。ワイ
プ表示ｗ７ｂにオーバーラップされて、保留アイコンｂ２が移動する保留増加アニメーシ
ョンが表示されている。図中、保留アイコンｂ２の右上方に図示する上向き矢印は保留ア
イコンｂ４の移動方向を示している。保留アイコンｂ２は上方に移動しならが時計回りに
回転し、徐々に正の向きの態様となる。
【１９５１】
　図１１５（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。保留アイコンｂ２の保
留１表示領域への移動は完了されており、保留増加アニメーションは終了している。ボタ
ン保留アイコンである保留アイコンｂ２の保留増加アニメーションが終了すると、チャン
スボタン１３６の操作有効期間（操作受付期間）が開始される。なお、操作期間は、当該
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保留像がアニメーションの実行中に開始されてもよい。
【１９５２】
　図１１５（ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９５３】
　図１１５（ｏ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイコン間の移
動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化
された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中ア
イコン表示領域に移動表示される。図中、変動中アイコンａ３の右方に図示する上向き矢
印は変動中アイコンの移動方向を示している。ボタン保留アイコンの表示態様である変動
中アイコンａ３は、変動中アイコン表示領域（保留０表示領域）に移動しながら徐々に拡
大されている。ボタン保留アイコンの表示態様である変動中アイコンａ３は、当該変動の
予告演出表示として表示される。
【１９５４】
　図１１５（ｐ）は、保留・変動アイコン間の移動が完了した状態を示している。変動中
アイコンａ３は、所定の表示サイズで変動中アイコン表示領域に表示されている。ボタン
保留アイコンの表示態様である変動中アイコンａ３が表示されている期間は、チャンスボ
タン１３６の操作有効期間である。
【１９５５】
　図１１５（ｑ）は、遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたので、変動中アイ
コン変化演出表示が開始された状態を示している。変動中アイコン変化表示では、変動中
アイコンａ３にオーバーラップして煙のエフェクト画像ｊ５が表示されるアニメーション
が表示され、変動中アイコンａ３が視認不能となる。
【１９５６】
　図１１５（ｒ）は、変動中アイコン変化演出表示が終了した状態を示している。エフェ
クト画像ｊ５が消去されると、変動中アイコンａ３が再度視認可能となり、変動中アイコ
ンが終了する。再度視認可能となった変動中アイコンａ３は、図１０４に示す顔保留アイ
コンの表示態様に変化している。顔保留アイコンの表示態様は、予告態様である。
【１９５７】
　図１１５（ｓ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１１５（ｓ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。スーパーリーチ演出表示の説明および図示は省略する。
【１９５８】
　図１１５（ｔ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。本例のスー
パーリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾２－装飾２－装
飾２」が揺れ変動表示された後に終了する。スーパーリーチ演出表示が終了すると、装飾
図柄表示装置２０８において、空の背景画像に変更され、左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃの縮小表示が終了される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中央上部の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは「装飾２－装飾２－装飾２」が左右に揺れる表示
態様の揺れ変動表示で表示されている。
【１９５９】
　図１１５（ｕ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
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る。
【１９６０】
　本実施例では、保留が増加した場合に表示される保留アイコンが所定の保留表示領域に
移動する保留増加アニメーションがワイプ表示にオーバーラップされて表示される。また
、ボタン保留アイコンの表示態様の保留アイコンまたは変動中アイコンが表示されている
場合にチャンスボタン１３６が押下されると、保留変化表示または変動中アイコン変化表
示が表示される。本例では、ボタン保留アイコンの表示態様である変動中アイコンａ３が
表示されている場合にチャンスボタン１３６が押下されたので変動中アイコン変化表示が
表示されている。なお、ボタン保留アイコンである保留アイコンｂ２が表示されている場
合にチャンスボタン１３６が押下されると保留変化演出表示が表示される。なお、保留変
化演出表示と変動中アイコン変化演出表示は、変化対象となるアイコンが保留アイコンで
あるか変動中アイコンであるかの違いだけであり、演出表示の表示態様（表示内容）は同
じである。なお、変動中アイコンは、当該保留アイコンと称される場合があるので。変動
中アイコン変化演出表示は、保留変化演出表示と称される場合もある。なお、保留変化演
出表示と変動中アイコン変化演出表示とで演出表示の表示態様を異ならせてもよい。
【１９６１】
（実施例２１）
　本実施の形態の実施例２１によるパチンコ機１００について図１１６（ａ）～（ｎ）を
用いて説明する。図１１６（ａ）～（ｎ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１１６の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【１９６２】
　図１１６（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１５（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には１番目の特図１の
保留に対応する保留アイコンｂ１が表示されており、保留２表示領域には２番目の特図２
の保留に対応する保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は、図１０４に
示す白丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は、図１０４に示すボタン保留アイコン
である。白丸保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留アイコン）でる。ボタ
ン保留アイコンは、先読み予告態様であり、遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す
表示である。ボタン保留アイコンの保留アイコンが表示されている期間は、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間である。また、装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領
域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例で
は、白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通
常態様の変動中アイコン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表
示サイズで表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示され
ている。
【１９６３】
　図１１６（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ変動表
示中に消去されてもよい。
【１９６４】
　図１１６（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
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に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９６５】
　図１１６（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動ア
イコン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ
１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイ
コンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニメーショ
ンでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【１９６６】
　図１１６（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された後にスーパーリーチ演出表示が
開始された状態を示している。スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置
２０８に表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンが消去さ
れ、殿と爺とがお酒の飲み比べ対決をするシーンのアニメーションが表示される演出が開
始される。ボタン保留アイコンである保留アイコンｂ２が一旦消去されると、ボタン保留
アイコンに関するチャンスボタン１３６の操作有効期間は一旦中断される。装飾図柄表示
装置２０８の表示画面の右方には殿の画像が表示され、当該表示画面の左方には爺の画像
が表示されている。当該表示画面の殿の画像および爺の画像の背面には姫の画像と婆の画
像と含む背景画像が表示されている。
【１９６７】
　図１１６（ｆ）は、装飾図柄表示装置２０８に白の長方形の枠内に「ボタン操作でスタ
ート」という文字列画像を含むボタン押下示唆表示が表示された状態を示している。ボタ
ン押下示唆表示が表示されている期間はチャンスボタン１３６の操作有効期間であり、ボ
タン押下示唆表示は遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す表示である。本例では、
当該操作有効期間中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押下された場合には殿と爺の
飲み比べ対決が開始され、当該操作有効期間中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押
下されなかった場合には殿と爺の飲み比べ対決のシーンが表示されずに、当該対決の結果
のみが表示される。また、当該操作有効期間中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押
下された場合にはボタン押下示唆表示が消去され、当該操作有効期間が終了する。
【１９６８】
　図１１６（ｇ）は、遊技者によるチャンスボタン１３６の押下に応じて殿と爺とが杯に
入ったお酒を飲む飲み比べ対決のシーンのアニメーションが表示された状態を示している
。なお、装飾図柄の変動表示が縮小表示されている。
【１９６９】
　図１１６（ｈ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として、爺
が飲み比べに勝利し、殿が酔いつぶれるシーンのアニメーションが表示される。
【１９７０】
　図１１６（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示ははずれを示唆する表示であ
る。お酒の飲み比べシーンのアニメーションを含むスーパーリーチ演出表示ではずれを示
唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、装飾図柄表示
装置２０８においてワイプ演出表示は表示されない。
【１９７１】
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　図１１６（ｊ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。スーパーリ
ーチ演出表示が終了すると、装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示
され、当該表示画面の中央上部の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装
飾３－装飾２」が揺れ変動表示され、変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２が再表
示される。本例では、スーパーリーチ演出表示中にチャンスボタン１３６が押下されてい
るが、スーパーリーチ演出表示が終了して通常の演出表示に復帰した際にはボタン保留ア
イコンである保留アイコンｂ２は別の表示態様に変化していない。
【１９７２】
　図１１６（ｋ）は、変動中アイコンａ２が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。
【１９７３】
　図１１６（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９７４】
　図１１６（ｍ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイコン間の移
動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化
された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中ア
イコン表示領域に移動表示される。図中、変動中アイコンａ３の右方に図示する上向き矢
印は変動中アイコンの移動方向を示している。ボタン保留アイコンの表示態様である変動
中アイコンａ３は、変動中アイコン表示領域（保留０表示領域）に移動しながら徐々に拡
大されている。ボタン保留アイコンの表示態様である変動中アイコンａ３は、当該変動の
予告演出表示として表示される。
【１９７５】
　図１１６（ｎ）は、保留・変動アイコン間の移動が完了した状態を示している。変動中
アイコンａ３は、所定の表示サイズで変動中アイコン表示領域に表示されている。ボタン
保留アイコンの表示態様である変動中アイコンａ３が表示されている期間は、チャンスボ
タン１３６の操作有効期間である。
【１９７６】
　本実施例では、図１１６（ｆ）に示すように、スーパーリーチ演出表示中にチャンスボ
タン１３６の押下を促す表示が表示される。なお、スーパーリーチ演出表示中は、ボタン
保留アイコンである保留アイコンｂ２が非表示とされているので、スーパーリーチ演出表
示中にチャンスボタン１３６が押下されても保留アイコンｂ２の表示態様は変化しない。
また、保留アイコンｂ２の再表示後および変動中アイコンａ３の表示中にチャンスボタン
１３６が押下されていないので、保留アイコンｂ２および変動中アイコンａ３の表示態様
が変化していない。
【１９７７】
（実施例２２）
　本実施の形態の実施例２２によるパチンコ機１００について図１１６（Ａ）～（Ｐ）を
用いて説明する。図１１６（Ａ）～（Ｐ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１１６（Ａ）～（Ｐ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。本実施例によるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優
先変動機である。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチン
コ機であってもよい。
【１９７８】
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　図１１６（Ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１６（Ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には１番目の特図１の
保留に対応する保留アイコンｂ１が表示されており、保留２表示領域には２番目の特図２
の保留に対応する保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は、図１０４に
示す白丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は、図１０４に示すボタン保留アイコン
である。白丸保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留アイコン）でる。ボタ
ン保留アイコンは、先読み予告態様であり、遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す
表示である。ボタン保留アイコンの保留アイコンが表示されている期間は、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間である。また、装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領
域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例で
は、白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通
常態様の変動中アイコン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表
示サイズで表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示され
ている。
【１９７９】
　図１１６（Ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ変動表
示中に消去されてもよい。
【１９８０】
　図１１６（Ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９８１】
　図１１６（Ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動ア
イコン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ
１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイ
コンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニメーショ
ンでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【１９８２】
　図１１６（Ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された後にスーパーリーチ演出表示が
開始された状態を示している。スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置
２０８に表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンは消去さ
れ、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始される。ボ
タン保留アイコンである保留アイコンｂ２が一旦消去されると、ボタン保留アイコンに関
するチャンスボタン１３６の操作有効期間は一旦中断される。装飾図柄表示装置２０８の
表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示さ
れている。
【１９８３】
　図１１６（Ｆ）は、装飾図柄表示装置２０８に白の長方形の枠内に「ボタン操作でスタ
ート」という文字列画像を含むボタン押下示唆表示が表示された状態を示している。ボタ
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ン押下示唆表示が表示されている期間はチャンスボタン１３６の操作有効期間であり、ボ
タン押下示唆表示は遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す表示である。本例では、
当該操作有効期間中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押下された場合には殿と殿の
敵の対決が開始され、当該操作有効期間中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押下さ
れなかった場合には殿と殿の敵の対決のシーンが表示されずに、当該対決の結果のみが表
示される。また、当該操作有効期間中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押下された
場合にはボタン押下示唆表示が消去され、当該操作有効期間が終了する。なお、装飾図柄
の変動表示が縮小表示されている。
【１９８４】
　図１１６（Ｇ）は、遊技者によるチャンスボタン１３６の押下に応じて殿と殿の敵が斬
り合う対決シーンのアニメーションが表示された状態を示している。本例では、はずれを
示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【１９８５】
　図１１６（Ｈ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【１９８６】
　図１１６（Ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【１９８７】
　図１１６（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【１９８８】
　図１１６（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２が再表示され、装飾図柄
表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図
柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。
【１９８９】
　図１１６（Ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。
【１９９０】
　図１１６（Ｍ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾
２」が揺れ変動表示されている状態を示している。



(348) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【１９９１】
　図１１６（Ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９９２】
　図１１６（Ｏ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイコン間の移
動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化
された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中ア
イコン表示領域に移動表示される。図中、変動中アイコンａ３の右方に図示する上向き矢
印は変動中アイコンの移動方向を示している。ボタン保留アイコンの表示態様である変動
中アイコンａ３は、変動中アイコン表示領域（保留０表示領域）に移動しながら徐々に拡
大されている。ボタン保留アイコンの表示態様である変動中アイコンａ３は、当該変動の
予告演出表示として表示される。
【１９９３】
　図１１６（Ｐ）は、保留・変動アイコン間の移動が完了した状態を示している。変動中
アイコンａ３は、所定の表示サイズで変動中アイコン表示領域に表示されている。ボタン
保留アイコンの表示態様である変動中アイコンａ３が表示されている期間は、チャンスボ
タン１３６の操作有効期間である。
【１９９４】
　本実施例では、図１１６（Ｆ）に示すように、スーパーリーチ演出表示中にチャンスボ
タン１３６の押下を促す表示が表示される。なお、スーパーリーチ演出表示中は、ボタン
保留アイコンである保留アイコンｂ２が非表示とされているので、スーパーリーチ演出表
示中にチャンスボタン１３６が押下されても保留アイコンｂ２の表示態様は変化しない。
また、保留アイコンｂ２の再表示後および変動中アイコンａ３の表示中にチャンスボタン
１３６が押下されていないので、保留アイコンｂ２および変動中アイコンａ３の表示態様
が変化していない。
【１９９５】
（実施例２３）
　本実施の形態の実施例２３によるパチンコ機１００について図１１７（ａ）～（ｎ）を
用いて説明する。図１１７（ａ）～（ｎ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１１７（ａ）～（ｎ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。本実施例によるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優
先変動機である。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチン
コ機であってもよい。
【１９９６】
　図１１７（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１７（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には１番目の特図１の
保留に対応する保留アイコンｂ１が表示されており、保留２表示領域には２番目の特図２
の保留に対応する保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は、図１０４に
示す白丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は、図１０４に示すボタン保留アイコン
である。白丸保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留アイコン）でる。ボタ
ン保留アイコンは、先読み予告態様であり、遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す
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表示である。ボタン保留アイコンの保留アイコンが表示されている期間は、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間である。また、装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領
域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例で
は、白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通
常態様の変動中アイコン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表
示サイズで表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示され
ている。
【１９９７】
　図１１７（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ変動表
示中に消去されてもよい。
【１９９８】
　図１１７（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【１９９９】
　図１１７（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動ア
イコン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ
１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイ
コンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニメーショ
ンでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【２０００】
　図１１７（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された後にスーパーリーチ演出表示が
開始された状態を示している。スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置
２０８に表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンは消去さ
れ、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始される。ボ
タン保留アイコンである保留アイコンｂ２が一旦消去されると、ボタン保留アイコンに関
するチャンスボタン１３６の操作有効期間は一旦中断される。装飾図柄表示装置２０８の
表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示さ
れている。
【２００１】
　図１１７（ｆ）は、装飾図柄表示装置２０８に白の長方形の枠内に「ボタン操作でスタ
ート」という文字列画像を含むボタン押下示唆表示が表示された状態を示している。ボタ
ン押下示唆表示が表示されている期間はチャンスボタン１３６の操作有効期間であり、ボ
タン押下示唆表示は遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す表示である。本例では、
当該操作有効期間中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押下された場合には殿と殿の
敵の対決が開始され、当該操作有効期間中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押下さ
れなかった場合には殿と殿の敵の対決のシーンが表示されずに、当該対決の結果のみが表
示される。また、当該操作有効期間中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押下された
場合にはボタン押下示唆表示が消去され、当該操作有効期間が終了する。なお、装飾図柄
の変動表示が縮小表示されている。
【２００２】
　図１１７（ｇ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
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ニメーションが表示される。
【２００３】
　図１１７（ｈ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２００４】
　図１１７（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２００５】
　図１１７（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２００６】
　図１１７（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２が再表示され、装飾図柄
表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図
柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。
【２００７】
　本例では、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始後にボタン保留アイコンである保
留アイコンｂ２の一部が視認可能となった状態でチャンスボタン１３６が遊技者により押
下される。ボタン保留アイコンの一部が視認可能となるとボタン保留アイコンに関するチ
ャンスボタン１３６の操作有効期間が再開されるので、遊技者により当該押下に応じて保
留変化演出表示が開始される。図１１７（ｋ）に示すように、保留変化演出表示では、変
動中アイコンａ３にオーバーラップして煙のエフェクト画像ｊ５が表示されるアニメーシ
ョンが表示され、保留アイコンｂ２が視認不能となる。エフェクト画像ｊ５の一部がワイ
プ表示ｗ７ｂにオーバーラップされて表示される。このように、保留変化演出表示の一部
はワイプ演出表示にオーバーラップされて表示されてもよい。なお、エフェクト画像ｊ５
は、変化対象とは異なる保留アイコンや変動中アイコンの一部にオーバーラップされて表
示されてもよい。本例の保留変化演出表示は、チャンスボタン１３６が操作されたことに
応じて表示される応答表示である。
【２００８】
　図１１７（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。また、図１１７（ｌ）
では、保留変化演出表示が終了している。エフェクト画像ｊ５が消去されると、保留アイ
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コンｂ２が再度視認可能となり、保留変化演出表示が終了する。再度視認可能となった保
留アイコンｂ２は、図１０４に示す顔保留アイコンの表示態様に変化している。顔保留ア
イコンの表示態様は、先読み予告態様である。
【２００９】
　図１１７（ｍ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾
２」が揺れ変動表示されている状態を示している。
【２０１０】
　図１１７（ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２０１１】
　本実施例では、スーパーリーチ演出表示中におけるチャンスボタン１３６の押下に応じ
て保留変化演出表示は行われないが、ワイプアウト開始後にボタン保留アイコンが視認可
能となった場合におけるチャンスボタン１３６の押下に応じて保留変化演出表示が行われ
る。なお、ボタン保留アイコンの表示態様の変動中アイコンがスーパーリーチ演出表示開
始時に表示されており、ワイプアウト開始後に当該変動中アイコンが視認可能となった場
合にチャンスボタン１３６が押下されると、当該押下に応じて変動中アイコン演出表示が
行われてもよい。
【２０１２】
（実施例２４）
　本実施の形態の実施例２４によるパチンコ機１００について図１１７（Ａ）～（Ｏ）を
用いて説明する。図１１７（Ａ）～（Ｏ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１１７（Ａ）～（Ｏ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。本実施例によるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優
先変動機である。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチン
コ機であってもよい。
【２０１３】
　図１１７（Ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１７（Ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には１番目の特図１の
保留に対応する保留アイコンｂ１が表示されており、保留２表示領域には２番目の特図２
の保留に対応する保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は、図１０４に
示す白丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は、図１０４に示すボタン保留アイコン
である。白丸保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留アイコン）でる。ボタ
ン保留アイコンは、先読み予告態様であり、遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す
表示である。ボタン保留アイコンの保留アイコンが表示されている期間は、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間である。また、装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領
域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例で
は、白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通
常態様の変動中アイコン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表
示サイズで表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示され
ている。
【２０１４】
　図１１７（Ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
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変動表示が表示されている。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ変動表
示中に消去されてもよい。
【２０１５】
　図１１７（Ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２０１６】
　図１１７（Ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動ア
イコン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ
１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイ
コンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニメーショ
ンでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【２０１７】
　図１１７（Ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された後にスーパーリーチ演出表示が
開始された状態を示している。スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置
２０８に表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンは消去さ
れ、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始される。ボ
タン保留アイコンである保留アイコンｂ２が一旦消去されると、ボタン保留アイコンに関
するチャンスボタン１３６の操作有効期間は一旦中断される。装飾図柄表示装置２０８の
表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示さ
れている。
【２０１８】
　図１１７（Ｆ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２０１９】
　本例のスーパーリーチ演出表示では、チャンスボタン１３６の操作を促すボタン押下示
唆表示は表示されず、チャンスボタン１３６の操作有効期間も開始されない。本例のスー
パーリーチ演出表示は、遊技者のチャンスボタン１３６の押下有無に関わらず殿と殿の敵
との対決が開始される。
【２０２０】
　図１１７（Ｇ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。
【２０２１】
　図１１７（Ｈ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２０２２】
　図１１７（Ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
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表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２０２３】
　図１１７（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２０２４】
　図１１７（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２が再表示され、装飾図柄
表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図
柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。
【２０２５】
　図１１７（Ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始後にボタン保留アイコン
である保留アイコンｂ２の一部が視認可能となった後でチャンスボタン１３６が遊技者に
より押下された状態を示している。ボタン保留アイコンの一部が視認可能となるとボタン
保留アイコンに関するチャンスボタン１３６の操作有効期間が再開されるので、遊技者に
より当該押下に応じて保留変化演出表示が開始される。図１１７（Ｌ）に示すように、保
留変化演出表示では、変動中アイコンａ３にオーバーラップして煙のエフェクト画像ｊ５
が表示されるアニメーションが表示され、保留アイコンｂ２が視認不能となる。エフェク
ト画像ｊ５の一部がワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップされて表示される。このように、
保留変化演出表示の一部はワイプ演出表示にオーバーラップされて表示されてもよい。な
お、エフェクト画像ｊ５は、変化対象とは異なる保留アイコンや変動中アイコンの一部に
オーバーラップされて表示されてもよい。
【２０２６】
　図１１７（Ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。また、図１１７（ｌ）
では、保留変化演出表示が終了している。エフェクト画像ｊ５が消去されると、保留アイ
コンｂ２が再度視認可能となり、保留変化演出表示が終了する。再度視認可能となった保
留アイコンｂ２は、図１０４に示す顔保留アイコンの表示態様に変化している。顔保留ア
イコンの表示態様は、先読み予告態様である。
【２０２７】
　図１１７（Ｎ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾
２」が揺れ変動表示されている状態を示している。「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変
動表示中に変動中アイコンａ２が消去されている。
【２０２８】
　図１１７（Ｏ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２０２９】
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　本実施例では、スーパーリーチ演出表示中にチャンスボタン１３６の押下を示唆するボ
タン押下示唆表示が表示されず操作有効期間も開始されない。また、ワイプアウト開始後
にボタン保留アイコンが視認可能となった場合におけるチャンスボタン１３６の押下に応
じて保留変化演出表示が行われる。なお、ボタン保留アイコンの表示態様の変動中アイコ
ンがスーパーリーチ演出表示開始時に表示されており、ワイプアウト開始後に当該変動中
アイコンが視認可能となった場合にチャンスボタン１３６が押下されると、当該押下に応
じて変動中アイコン演出表示が行われてもよい。
【２０３０】
　上記実施例２３および実施例２４では、最大ワイプ状態以降のチャンスボタン１３６の
押下に応じて保留変化演出表示が行われてもよい。なお、ワイプイン以降のチャンスボタ
ン１３６の押下に応じて保留変化演出表示が行われてもよい。保留変化表示の全体はワイ
プ表示にオーバーラップされてもよい。なお、最大ワイプ状態におけるチャンスボタン１
３６の押下に応じてボタン保留アイコンが変化する保留変化演出表示は行われず、ワイプ
アウト開始以降におけるチャンスボタン１３６の押下に応じてボタン保留アイコンが変化
する保留変化演出表示が行われるように構成してもよい。なお、少なくともワイプアウト
中のチャンスボタン１３６の押下に応じてボタン保留アイコンが変化する保留変化演出表
示が行われるように構成してもよく、或るスーパーリーチ演出表示（例えば、殿と殿の敵
とが斬り合う演出のスーパーリーチ演出表示）では別のスーパーリーチ演出表示（例えば
、殿と爺が飲み比べを行う演出のスーパーリーチ演出表示）よりも早いタイミングでのチ
ャンスボタン１３６の押下に応じてボタン保留アイコンが変化する保留変化演出表示が行
われるように構成してもよい。また、ワイプインの開始よりも或る時間前、ワイプインの
開始から或る時間後、最大ワイプ状態よりも或る時間前、最大ワイプ状態から或る時間後
、ワイプアウトの開始よりも或る時間前、ワイプアウトの開始から或る時間後等のタイミ
ングでの遊技者によるチャンスボタン１３６の押下に応じてボタン保留アイコンが変化す
る保留変化演出表示が行われるように構成してもよい。なお、ボタン保留アイコンが保留
アイコンとして表示されている期間にチャンスボタン１３６が押下された場合には保留変
化演出表示が行われ、ボタン保留アイコンが変動中アイコンとして表示されている期間に
チャンスボタン１３６が押下された場合には変動中アイコン変化演出表示が行われるので
、保留変化演出表示と変動中アイコン変化表示との違いは変化対象が保留アイコンとして
表示されているか変動中アイコンとして表示されているかの違いのみである。このため、
チャンスボタン１３６の押下のタイミングによる変動中アイコン変化演出表示の実行有無
は保留変化演出表示と同様である。
【２０３１】
（実施例２５）
　本実施の形態の実施例２５によるパチンコ機１００について図１１８（ａ）～（ｐ）を
用いて説明する。図１１８（ａ）～（ｐ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１１８（ａ）～（ｐ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。本実施例によるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優
先変動機である。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチン
コ機であってもよい。
【２０３２】
　図１１８（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１８（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には１番目の特図１の
保留に対応する保留アイコンｂ１が表示されており、保留２表示領域には２番目の特図２
の保留に対応する保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は、図１０４に
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示す白丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は、図１０４に示すボタン保留アイコン
である。白丸保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留アイコン）でる。ボタ
ン保留アイコンは、先読み予告態様であり、遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す
表示である。ボタン保留アイコンの保留アイコンが表示されている期間は、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間である。また、装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領
域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例で
は、白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通
常態様の変動中アイコン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表
示サイズで表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示され
ている。
【２０３３】
　図１１８（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ変動表
示中に消去されてもよい。
【２０３４】
　図１１８（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２０３５】
　図１１８（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動ア
イコン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ
１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイ
コンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニメーショ
ンでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【２０３６】
　図１１８（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された後にスーパーリーチ演出表示が
開始された状態を示している。スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置
２０８に表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンは消去さ
れ、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始される。ボ
タン保留アイコンである保留アイコンｂ２が一旦消去されると、ボタン保留アイコンに関
するチャンスボタン１３６の操作有効期間は一旦中断される。装飾図柄表示装置２０８の
表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示さ
れている。
【２０３７】
　図１１８（ｆ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２０３８】
　本例のスーパーリーチ演出表示では、チャンスボタン１３６の操作を促すボタン押下示
唆表示は表示されず、チャンスボタン１３６の操作有効期間も開始されない。本例のスー
パーリーチ演出表示は、遊技者のチャンスボタン１３６の押下有無に関わらず殿と殿の敵
との対決が開始される。
【２０３９】
　図１１８（ｇ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
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態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。
【２０４０】
　図１１８（ｈ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２０４１】
　図１１８（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２０４２】
　図１１８（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２０４３】
　図１１８（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２が再表示され、装飾図柄
表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図
柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。
【２０４４】
　図１１８（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始後にボタン保留アイコン
である保留アイコンｂ２の一部が視認可能となった後でチャンスボタン１３６が遊技者に
より押下された状態を示している。本例では、ワイプ演出表示後に逆転演出表示が表示さ
れることが決定されている。この場合には、保留アイコンｂ２の一部が視認可能となった
後のチャンスボタン１３６の押下に応じて保留変化演出表示が表示されない。
【２０４５】
　図１１８（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。
【２０４６】
　図１１８（ｎ）は、ワイプ演出表示後に装飾図柄表示装置２０８の全画面が黒色で表示
される暗転演出表示が開始された状態を示している。本例の暗転演出表示は、逆転演出表
示である。
【２０４７】
　図１１８（ｏ）は、暗転演出表示が終了した状態を示している。本例の暗転演出表示は
逆転演出表示であり、逆転演出表示の暗転演出表示が終了した後には、左中右図柄表示領
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域２０８ａ～２０８ｃに大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が揺れ変動表
示される。
【２０４８】
　図１１８（ｐ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。「装飾２－装飾２－装飾２」の停止表示中に変動中アイコンａ２が消去されている。
なお、変動中アイコンａ２は、「装飾２－装飾２－装飾２」の揺れ変動表示中に消去され
てもよい。
【２０４９】
　本実施例では、スーパーリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、ワ
イプ演出表示が行われ、ワイプ演出表示におけるワイプアウト中に遊技者によりチャンス
ボタン１３６が押下されているが、ワイプ演出表示の後で、逆転演出表示が行われる場合
には、ワイプアウト中におけるチャンスボタン１３６の押下に応じて保留変化演出表示が
行われない。このように、ワイプ演出表示後に復活演出表示や逆転演出表示が行われる場
合にはワイプ演出表示開始後のチャンスボタン１３６の押下に応じて保留変化演出表示が
行われない。なお、変動中アイコン変化表示についても同様である。
【２０５０】
（実施例２６）
　本実施の形態の実施例２６によるパチンコ機１００について図１１９（ａ）～（ｐ）を
用いて説明する。図１１９（ａ）～（ｐ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１１９の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【２０５１】
　図１１９（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１１９（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には１番目の特図１の
保留に対応する保留アイコンｂ１が表示されており、保留２表示領域には２番目の特図２
の保留に対応する保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は、図１０４に
示す白丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は、図１０４に示すボタン保留アイコン
である。白丸保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留アイコン）でる。ボタ
ン保留アイコンは、先読み予告態様であり、遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す
表示である。ボタン保留アイコンの保留アイコンが表示されている期間は、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間である。また、装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領
域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例で
は、白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通
常態様の変動中アイコン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表
示サイズで表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示され
ている。
【２０５２】
　図１１９（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ変動表
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示中に消去されてもよい。
【２０５３】
　図１１９（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２０５４】
　図１１９（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動ア
イコン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ
１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイ
コンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニメーショ
ンでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【２０５５】
　図１１９（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された後にスーパーリーチ演出表示が
開始された状態を示している。スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置
２０８に表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンは消去さ
れ、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始される。ボ
タン保留アイコンである保留アイコンｂ２が一旦消去されると、ボタン保留アイコンに関
するチャンスボタン１３６の操作有効期間は一旦中断される。装飾図柄表示装置２０８の
表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示さ
れている。
【２０５６】
　図１１９（ｆ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２０５７】
　本例のスーパーリーチ演出表示では、チャンスボタン１３６の操作を促すボタン押下示
唆表示は表示されず、チャンスボタン１３６の操作有効期間も開始されない。本例のスー
パーリーチ演出表示は、遊技者のチャンスボタン１３６の押下有無に関わらず殿と殿の敵
との対決が開始される。
【２０５８】
　図１１９（ｇ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。
【２０５９】
　図１１９（ｈ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２０６０】
　図１１９（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
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ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２０６１】
　図１１９（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２０６２】
　図１１９（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２が再表示され、装飾図柄
表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図
柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。
【２０６３】
　図１１９（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始後にボタン保留アイコン
である保留アイコンｂ２の一部が視認可能となった後でチャンスボタン１３６が遊技者に
より押下された状態を示している。ボタン保留アイコンの一部が視認可能となるとボタン
保留アイコンに関するチャンスボタン１３６の操作有効期間が再開されるので、遊技者に
より当該押下に応じて保留変化演出表示が開始される。図１１７（Ｌ）に示すように、保
留変化演出表示では、変動中アイコンａ３にオーバーラップして煙のエフェクト画像ｊ５
が表示されるアニメーションが表示され、保留アイコンｂ２が視認不能となる。エフェク
ト画像ｊ５の一部がワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップされて表示される。このように、
保留変化演出表示の一部はワイプ演出表示にオーバーラップされて表示されてもよい。な
お、エフェクト画像ｊ５は、変化対象とは異なる保留アイコンや変動中アイコンの一部に
オーバーラップされて表示されてもよい。
【２０６４】
　図１１９（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。また、図１１９（ｍ）
では、保留変化演出表示が終了している。エフェクト画像ｊ５が消去されると、保留アイ
コンｂ２が再度視認可能となり、保留変化演出表示が終了する。再度視認可能となった保
留アイコンｂ２は、図１０４に示す顔保留アイコンの表示態様に変化している。顔保留ア
イコンの表示態様は、先読み予告態様である。
【２０６５】
　図１１９（ｎ）は、ワイプ演出表示後に装飾図柄表示装置２０８の全画面が黒色で表示
される暗転演出表示が開始された状態を示している。本例の暗転演出表示は、逆転演出表
示である。
【２０６６】
　図１１９（ｏ）は、暗転演出表示が終了した状態を示している。本例の暗転演出表示は
逆転演出表示であり、逆転演出表示の暗転演出表示が終了した後には、左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃに大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が揺れ変動表
示される。
【２０６７】
　図１１９（ｐ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
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の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。また、「装飾２－装飾２－装飾２」の揺れ変動表示中に変動中アイコンａ２が消去さ
れている。
【２０６８】
　本実施例では、スーパーリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、ワ
イプ演出表示が行われ、ワイプ演出表示におけるワイプアウト中に遊技者によりチャンス
ボタン１３６が押下されている。ワイプ演出表示の後で、逆転演出表示が行われる場合で
も、ワイプアウト中におけるチャンスボタン１３６の押下に応じて保留変化演出表示が行
われている。このように、ワイプ演出表示後に復活演出表示や逆転演出表示が行われる場
合でもワイプ演出表示開始後のチャンスボタン１３６の押下に応じて保留変化演出表示が
行われてもよい。なお、変動中アイコン変化表示についても同様である。
【２０６９】
（実施例２７）
　本実施の形態の実施例２７によるパチンコ機１００について図１２０（ａ）～（ｏ）を
用いて説明する。図１２０（ａ）～（ｏ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２０の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【２０７０】
　図１２０（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１２０（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には１番目の特図１の
保留に対応する保留アイコンｂ１が表示されており、保留２表示領域には２番目の特図２
の保留に対応する保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は、図１０４に
示す白丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は、図１０４に示すボタン保留アイコン
である。白丸保留アイコンは、デフォルト保留アイコン（通常保留アイコン）でる。ボタ
ン保留アイコンは、先読み予告態様であり、遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す
表示である。ボタン保留アイコンの保留アイコンが表示されている期間は、チャンスボタ
ン１３６の操作有効期間である。また、装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領
域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。本実施例で
は、白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコン（通
常態様の変動中アイコン）である。変動中アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表
示サイズで表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示され
ている。
【２０７１】
　図１２０（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ変動表
示中に消去されてもよい。
【２０７２】
　図１２０（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され



(361) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２０７３】
　図１２０（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始され、保留・変動アイ
コン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動ア
イコン間の移動アニメーションでは、消化された特図１の保留に対応する保留アイコンｂ
１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイ
コンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニメーショ
ンでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【２０７４】
　図１２０（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された後にスーパーリーチ演出表示が
開始された状態を示している。スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置
２０８に表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンは消去され、殿と殿の敵とが
対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始される。装飾図柄表示装置２０
８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表
示されている。本例のスーパーリーチ演出表示では、保留アイコンは表示される。このた
め、図１２０（ｅ）に示すように、殿の画像にオーバーラップして保留アイコンｂ２が表
示されている。ボタン保留アイコンである保留アイコンｂ２が表示されているので、ボタ
ン保留アイコンに関するチャンスボタン１３６の操作有効期間も継続される。なお、スー
パーリーチ演出表示中に変動中アイコンも表示してもよい。
【２０７５】
　図１２０（ｆ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２０７６】
　本例のスーパーリーチ演出表示では、チャンスボタン１３６の操作を促すボタン押下示
唆表示は表示されず、チャンスボタン１３６の操作有効期間も開始されない。本例のスー
パーリーチ演出表示は、遊技者のチャンスボタン１３６の押下有無に関わらず殿と殿の敵
との対決が開始される。
【２０７７】
　図１２０（ｇ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。
【２０７８】
　図１２０（ｈ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２０７９】
　図１２０（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、保留アイコ
ンｂ２、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示さ
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れる。また、本例では、保留アイコンｂ２がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップ
されて視認不能となる前に、遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されている。
【２０８０】
　図１２０（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２０８１】
　また、保留アイコンｂ２がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされて視認不能
となる前に、遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されており、当該押下に応じて保
留アイコンｂ２がボタン保留アイコンから変化する保留変化演出表示が開始される。本例
では、最大ワイプ状態中に保留変化演出表示が開始されているが、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ
７ｂにより保留変化演出表示がオーバーラップされているので保留変化演出表示は開始当
初は視認不可能である。
【２０８２】
　図１２０（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２が再表示され、装飾図柄
表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図
柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。
【２０８３】
　図１２０（ｋ）に示すように、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの間には、保留変化演出表示
のエフェクト画像ｊ５が表示されている。エフェクト画像ｊ５の一部はワイプ表示ｗ７ａ
、ｗ７ｂにオーバーラップされている。このように、本例では、最大ワイプ状態中に保留
変化演出表示が開始され、ワイプアウトの開始に応じて保留変化演出表示が徐々に視認可
能となる。
【２０８４】
　図１２０（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に保留変化演出表示が完了
した状態を示している。保留変化演出表示のエフェクト画像ｊ５が消去されており、保留
アイコンｂ２が顔保留アイコンに変化している。保留アイコンｂ２の一部はワイプ表示ｗ
７ｂにオーバーラップされている。顔保留アイコンは先読み予告態様の保留アイコンであ
る。
【２０８５】
　図１２０（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。
【２０８６】
　図１２０（ｎ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾２－装飾３－装飾
２」が揺れ変動表示されている状態を示している。「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変
動表示中に変動中アイコンａ２が消去されている。
【２０８７】
　図１２０（ｏ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。



(363) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【２０８８】
　本実施例では、スーパーリーチ演出表示での殿と殿の敵の対決演出中においても保留ア
イコンが表示され、スーパーリーチ演出表示中またはワイプイン中のチャンスボタン１３
６の押下に応じて保留変化演出表示が開始される。保留変化演出表示はワイプ演出表示に
オーバーラップされて表示される。なお、変動中アイコンもスーパーリーチ演出表示での
当該対決演出中に表示してもよく、スーパーリーチ演出表示中にボタン保留アイコンの表
示態様の変動中アイコンが表示されている場合には、スーパーリーチ演出表示中またはワ
イプイン中のチャンスボタン１３６の押下に応じて変動中アイコン変化演出表示が開始さ
れてもよい。
【２０８９】
　なお、チャンスボタン１３６以外の操作手段が設けられており、当該操作手段を模した
保留アイコンが表示されてもよい。操作手段は、レバー、スイッチ、ハンドル、タッチセ
ンサ等どのようなものでもよく、ボタン保留アイコンは、レバーを模したレバー保留アイ
コン等のこれらの操作手段を模した保留アイコンに適宜置き換え可能である。
【２０９０】
（実施例２８）
　本実施の形態の実施例２８によるパチンコ機１００について図１２１（ａ）～（ｓ）を
用いて説明する。図１２１（ａ）～（ｓ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２１の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【２０９１】
　図１２１（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１２１（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。図１２
１の各図では変動中アイコンおよび保留アイコンの表示の図示は省略する。
【２０９２】
　図１２１（ｂ）は、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示
されている状態を示している。
【２０９３】
　図１２１（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２０９４】
　図１２１（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始される。
【２０９５】
　図１２１（ｅ）は、遊技者により設定操作部１３７の上ボタンが押下されたことに応じ
て、音量調整表示ｊ６が表示された状態を示している。本例では、通常演出表示中の装飾
図柄の変動表示中において設定操作部の上ボタンまたは下ボタンが押下されると音量調整
表示ｊ６が表示される。音量調整表示ｊ６は、左方から、「音量」の文字列画像、「小」
の文字を含む正方形状の枠画像、「中」の文字を含む正方形状の枠画像、「大」の文字を
含む正方形状の枠画像この順に並べられた画像を含んでいる。本例では、遊技者が設定操
作部１３７の左右ボタンを押下することにより、スピーカ１２０から出力される音声やＢ
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ＧＭの音量を「小」、「中」、「大」の３段階に設定することができる。現状で設定され
ている音量に対応する枠画像が太枠で表示される。図１２１（ｅ）に示す時点の状態では
、「中」が設定されている。例えば、音量が「中」に設定されている状態において、設定
操作部１３７の左ボタンが押下されると音量が「小」に設定され、設定操作部１３７の右
ボタンが押下されると音量が「大」に設定される。同様に、音量が「小」に設定されてい
る状態において設定操作部１３７の右ボタンが押下されると音量が「中」に設定され、音
量が「大」に設定されている状態において設定操作部１３７の左ボタンが押下されると音
量が「中」に設定される。なお、音量が「小」に設定されている状態において設定操作部
１３７の左ボタンが押下されると音量が「大」に設定されてもよいし、音量が「大」に設
定されている状態において設定操作部１３７の右ボタンが押下されると音量が「小」に設
定されてもよい。
【２０９６】
　図１２１（ｆ）は、遊技者が設定操作部１３７の右ボタンを押下したことに応じて音量
が「大」に設定された状態を示している。音量が「大」に設定されたので、スピーカ１２
０から出力される音声やＢＧＭの音量が相対的に大きくなる。
【２０９７】
　図１２１（ｇ）は、音量調整表示ｊ６が消去された状態を示している。本実施例では、
音量調整表示ｊ６の表示中に設定操作部１３７の左右ボタンが所定時間押下されないと音
量調整表示ｊ６が消去される。なお、音量調整表示ｊ６は、設定操作部１３７の左右ボタ
ンの押下有無に関係なく、表示開始から所定時間経過後に消去されてもよい。
【２０９８】
　図１２１（ｈ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１２１（ｈ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２０９９】
　図１２１（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。なお
、殿と殿の敵とが対決するアニメーションが表示される対決演出の開始直前に音量調整表
示ｊ６が表示されている場合には、対決演出開始と同時に音量調整表示ｊ６が消去されて
もよい。
【２１００】
　本実施例では、図１２１（ｉ）に示す殿と殿の敵とが対決するアニメーションが表示さ
れる対決演出中に設定操作部１３７の上下ボタンが押下されても音量調整表示ｊ６は表示
されない。本例では、図１２１（ｉ）に示す時点で遊技者により設定操作部１３７の上ボ
タンが押下されているが、既に対決演出が開始されているので音量調整表示ｊ６が表示さ
れない。
【２１０１】
　図１２１（ｊ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２１０２】
　図１２１（ｋ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。
【２１０３】
　図１２１（ｌ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
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ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２１０４】
　図１２１（ｍ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２１０５】
　図１２１（ｎ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２１０６】
　図１２１（ｏ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が
開始される。
【２１０７】
　また、本例では、最大ワイプ状態中に設定操作部１３７の上ボタンが押下されている。
当該押下に応じてワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の開始とともに音量調整表示ｊ６
が表示される。本実施例では、最大ワイプ状態以降に設定操作部１３７の上下ボタンが押
下されたことに応じて音量調整表示ｊ６がワイプアウトの開始とともに表示開始される。
図１２１（ｏ）に示すように、撤退表示中のワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの間には、音量調
整表示ｊ６の一部が視認可能に表示されている。音量調整表示ｊ６はワイプ表示ｗ７ａ、
ｗ７ｂにオーバーラップされて表示されており、音量調整表示ｊ６はワイプ表示ｗ７ａ、
ｗ７ｂが撤退表示されることにより徐々に全体が視認可能に表示される。また、図１２１
（ｏ）に示す時点の状態では音量は「大」に設定されている。
【２１０８】
　図１２１（ｐ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に遊技者により設定操作部
１３７の左ボタンが押下されたことにより音量が「中」に設定された状態を示している。
これにより、スピーカ１２０が出力される音声やＢＧＭの音量が当該押下前と比較して相
対的に小さくなる。
【２１０９】
　図１２１（ｑ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでははずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－
装飾２」が左右に揺れる態様で揺れ変動表示されている。音量調整表示ｊ６は引き続き表
示されており、音量は「中」に設定されている。
【２１１０】
　図１２１（ｒ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
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表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺
れ変動表示されている状態を示している。また、音量調整表示ｊ６の表示中に設定操作部
１３７の左右ボタンが所定時間押下されなかったので音量調整表示ｊ６が消去されている
。
【２１１１】
　図１２１（ｓ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２１１２】
　本実施例では、装飾図柄の変動表示中（図柄変動表示中）に設定操作部１３７の上ボタ
ンまたは下ボタンが押下されることにより、演出調整画面として音量調整表示ｊ６が表示
される。スーパーリーチ演出表示において、殿と殿の敵とが斬り合う対決演出や殿と爺と
が飲み比べを行う対決演出等の通常演出表示とは異なる背景画像が表示されてアニメーシ
ョンが表示される演出表示の実行中に設定操作部１３７の上下ボタンが押下されても演出
調整画面は表示されず、最大ワイプ状態以降で設定操作部１３７の上下ボタンが押下され
ると、演出調整画面が表示される。
【２１１３】
　本実施例では、演出調整画面としてスピーカ１２０から出力される音声やＢＧＭ等の音
量を調整する音量調整表示ｊ６が表示されているが、演出調整画面はこれに限られない。
例えば、演出設定等の遊技者カスタム設定として、遊技盤や本体等に設けられたＬＥＤの
輝度を設定する表示、複数のキャラクタから遊技者の好みのキャラクタを選択するキャラ
クタ設定の表示、複数のリーチ演出から遊技者の好みのリーチ演出を選択するリーチ演出
設定の表示、複数の演出シーンから遊技者の好みの演出シーンを選択する演出シーン設定
の表示、複数のＢＧＭから遊技者の好みのＢＧＭを設定する表示、ある演出の大当り信頼
度を設定する表示、効果音を選択する表示等の複数種類の演出調整画面が設けられていて
もよい。なお、設定操作部１３７の上下ボタンが押下されることにより、演出調整画面の
種類が切り替え可能であってもよい。例えば、音量調整表示ｊ６が表示されている場合に
おいて、設定操作部１３７の下ボタンが押下されるとＢＧＭを設定する表示が表示され、
設定操作部１３７の上ボタンが押下されるとＬＥＤの輝度を設定する表示が表示されるよ
うに構成されていてもよい。
【２１１４】
　本実施例では、最大ワイプ状態以降の音量調整表示ｊ６の呼び出し操作および音量調整
操作が有効となる例を示したが、ワイプイン以降の音量調整表示ｊ６の呼び出し操作およ
び音量調整操作が有効となってもよいし、最大ワイプ状態では音量調整表示ｊ６の呼び出
し操作および音量調整操作が有効とはならず、ワイプアウト以降では音量調整表示ｊ６の
呼び出し操作および音量調整操作が有効となってもよい。なお、少なくともワイプアウト
中は音量調整表示ｊ６の呼び出し操作および音量調整操作が有効となるように構成されて
いてもよく、或るスーパーリーチ演出表示では別のスーパーリーチ演出表示よりも早いタ
イミングから音量調整表示ｊ６の呼び出し操作および音量調整操作が有効となるように構
成されていてもよい。また、ワイプインの開始よりも或る時間前、ワイプインの開始から
或る時間後、最大ワイプ状態よりも或る時間前、最大ワイプ状態から或る時間後、ワイプ
アウトの開始よりも或る時間前、ワイプアウトの開始から或る時間後等のタイミングで音
量調整表示ｊ６の呼び出し操作および音量調整操作が有効となるように構成されていても
よい。なお、本実施例では、ワイプ演出表示において、遊技者の設定操作部１３７の操作
により音量調整表示ｊ６が表示開始されるが、ワイプ演出表示において、後述するＢＧＭ
設定表示ｊ７が表示開始されることがない。
【２１１５】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１２１
（ｏ’）～（ｓ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
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。図１２１（ｏ’）～（ｓ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【２１１６】
　図１２１（ｏ’）は、図１２１（ｎ）から引き続く状態を示しており、ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示している。本例では、最大ワイプ状態中に設
定操作部１３７の上ボタンが押下されており、当該押下に応じてワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７
ｂの撤退表示の開始とともに音量調整表示ｊ６が表示される。本例では、音量調整表示ｊ
６がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表示される。なお、本例の音量調整
表示ｊ６は最大ワイプ状態においてワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表示
されてもよい。図１２１（ｏ’）に示す時点の状態では音量は「大」に設定されている。
また、装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮
まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように
撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示
装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ
７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の
縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示
が開始される。
【２１１７】
　図１２１（ｐ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に遊技者により設定操作
部１３７の左ボタンが押下されたことにより音量が「中」に設定された状態を示している
。これにより、スピーカ１２０が出力される音声やＢＧＭの音量が当該押下前と比較して
相対的に小さくなる。また、音量調整表示ｊ６は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバー
ラップして表示されている。
【２１１８】
　図１２１（ｑ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示してい
る。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでははずれ図柄態様である「装飾２－装飾３
－装飾２」が左右に揺れる態様で揺れ変動表示されている。音量調整表示ｊ６は引き続き
表示されており、音量は「中」に設定されている。
【２１１９】
　図１２１（ｒ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が
揺れ変動表示されている状態を示している。また、音量調整表示ｊ６の表示中に設定操作
部１３７の左右ボタンが所定時間押下されなかったので音量調整表示ｊ６が消去されてい
る。
【２１２０】
　図１２１（ｓ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示さ
れ、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２１２１】
　本変形例では、演出調整画面としての音量調整表示ｊ６がワイプ表示よりも優先して表
示される。このように、演出調整画面はワイプ表示よりも優先して表示されてもよい。
【２１２２】
（実施例２９）
　本実施の形態の実施例２９によるパチンコ機１００について図１２２（ａ）～（ｑ）を
用いて説明する。図１２２（ａ）～（ｑ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２２の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
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。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【２１２３】
　図１２２（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１２２（ａ）に示
す時点の状態において、例えば、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は０である
。図１２２の各図では変動中アイコンおよび保留アイコンの表示の図示は省略する。
【２１２４】
　図１２２（ｂ）は、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示
されている状態を示している。
【２１２５】
　図１２２（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２１２６】
　図１２２（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始される。
【２１２７】
　図１２２（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１２２（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２１２８】
　図１２２（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される対決演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２１２９】
　図１２２（ｇ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２１３０】
　図１２２（ｈ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。また、本例では、殿と殿の敵が斬り合う対決演出中に遊技者
により設定操作部１３７の上ボタンが押下されているが、対決演出中には当該押下は受け
付けられず、音量調整表示ｊ６が表示されない。
【２１３１】
　図１２２（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２１３２】
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　図１２２（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２１３３】
　図１２２（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２１３４】
　本例では、最大ワイプ状態において遊技者により設定操作部１３７の上ボタンが押下さ
れている。また、本例のワイプ演出表示の終了後には復活演出表示が行われることが決定
されている。この場合には、当該押下は受け付けられず音量調整表示ｊ６が表示されない
。このように、最大ワイプ以降に設定操作部１３７の上下ボタンが押下された場合であっ
ても、ワイプ演出表示後に復活演出表示が行われることが決定されている場合には、当該
押下は受け付けられず演出調整画面（例えば、音量調整表示ｊ６）が表示されない。
【２１３５】
　図１２２（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。本例では、ワイプアウト中に遊技者により設定操作部１３
７の上ボタンが押下されているが、本例のワイプ演出表示の終了後には復活演出表示が行
われることが決定されいるので、当該押下は受け付けられず音量調整表示ｊ６が表示され
ない。
【２１３６】
　図１２２（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中（ワイプアウト中）の状態
を示している。本例では、ワイプ演出表示後に復活演出表示が行われることが決定されて
いるので、ワイプアウト中の設定操作部１３７の上ボタンの押下は受け付けられず、音量
調整表示ｊ６が表示されてない。
【２１３７】
　図１２２（ｎ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。
【２１３８】
　図１２２（ｏ）は、ワイプ演出表示後に装飾図柄表示装置２０８の全画面が黒色で表示
される暗転演出表示が開始された状態を示している。本例の暗転演出表示は、逆転演出表
示である。
【２１３９】
　図１２２（ｐ）は、暗転演出表示が終了した状態を示している。本例の暗転演出表示は
逆転演出表示であり、逆転演出表示の暗転演出表示が終了した後には、左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃに大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が揺れ変動表
示される。
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【２１４０】
　図１２２（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。
【２１４１】
　本実施例では、ワイプ演出表示の後に復活演出表示が行われることが決定されており、
この場合には最大ワイプ状態以降での演出調整画面の呼び出し操作（例えば、設定操作部
１３７の上下ボタンの押下）は受け付けられないように構成されている。なお、ワイプイ
ン以降で演出調整画面の呼び出し操作が受け付けられるように設定されている場合におい
ても、ワイプ演出表示の後に復活演出表示が行われる場合には、ワイプイン以降での演出
調整画面の呼び出し操作は受け付けられなくてもよい。
【２１４２】
（実施例３０）
　本実施の形態の実施例３０によるパチンコ機１００について図１２３（ａ）～（ｑ）を
用いて説明する。図１２３（ａ）～（ｑ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２３の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【２１４３】
　図１２３（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１２３（ａ）に示
す時点の状態において、例えば、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は０である
。図１２３の各図では変動中アイコンおよび保留アイコンの表示の図示は省略する。
【２１４４】
　図１２３（ｂ）は、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示
されている状態を示している。
【２１４５】
　図１２３（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２１４６】
　図１２３（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始される。
【２１４７】
　図１２３（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１２３（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２１４８】
　図１２３（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される対決演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
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左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２１４９】
　図１２３（ｇ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２１５０】
　図１２３（ｈ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。また、本例では、殿と殿の敵が斬り合う対決演出中に遊技者
により設定操作部１３７の上ボタンが押下されているが、対決演出中には当該押下は受け
付けられず、音量調整表示ｊ６が表示されない。
【２１５１】
　図１２３（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２１５２】
　図１２３（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２１５３】
　図１２３（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２１５４】
　本例では、最大ワイプ状態において遊技者により設定操作部１３７の上ボタンが押下さ
れている。また、本例のワイプ演出表示の終了後には復活演出表示が行われることが決定
されている。この場合であっても、当該押下が受け付けられてもよく、ワイプアウトの開
始と伴に音量調整表示ｊ６が表示されてもよい。
【２１５５】
　図１２３（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。
【２１５６】
　また、本例では、最大ワイプ状態中に設定操作部１３７の上ボタンが押下されており、
当該押下に応じて音量調整表示ｊ６がワイプアウト開始と伴に表示される。音量調整表示
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ｊ６はワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされて表示されており、音量調整表示
ｊ６はワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが撤退表示されることにより徐々に全体が視認可能に表
示される。また、図１２３（ｌ）に示す時点の状態では音量は「大」に設定されている。
【２１５７】
　図１２３（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に遊技者により設定操作部
１３７の左ボタンが押下されたことにより音量が「中」に設定された状態を示している。
これにより、スピーカ１２０が出力される音声やＢＧＭの音量が当該押下前と比較して相
対的に小さくなる。
【２１５８】
　図１２３（ｎ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでははずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－
装飾２」が左右に揺れる態様で揺れ変動表示されている。音量調整表示ｊ６は引き続き表
示されており、音量は「中」に設定されている。
【２１５９】
　図１２３（ｏ）は、ワイプ演出表示後に装飾図柄表示装置２０８の全画面が黒色で表示
される暗転演出表示が開始された状態を示している。本例の暗転演出表示は、逆転演出表
示である。音量調整表示ｊ６は暗転演出表示開始の際に消去される。
【２１６０】
　図１２３（ｐ）は、暗転演出表示が終了した状態を示している。本例の暗転演出表示は
逆転演出表示であり、逆転演出表示の暗転演出表示が終了した後には、左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃに大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が揺れ変動表
示される。
【２１６１】
　図１２３（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。
【２１６２】
　本実施例では、ワイプ演出表示の後に復活演出表示が行われることが決定されており、
この場合であっても最大ワイプ状態以降での演出調整画面の呼び出し操作（例えば、設定
操作部１３７の上下ボタンの押下）が受け付けられるように構成されている。なお、ワイ
プイン以降で演出調整画面の呼び出し操作が受け付けられるように設定されている場合に
おいても、ワイプ演出表示の後に復活演出表示が行われる場合には、ワイプイン以降での
演出調整画面の呼び出し操作は受け付けられてもよい。
【２１６３】
（実施例３１）
　本実施の形態の実施例３１によるパチンコ機１００について図１２４（ａ）～（ｓ）を
用いて説明する。図１２４（ａ）～（ｓ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２４の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【２１６４】
　図１２４（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１２４（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２の保留数は０である。図１２
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１の各図では変動中アイコンおよび保留アイコンの表示の図示は省略する。
【２１６５】
　図１２４（ｂ）は、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示
されている状態を示している。
【２１６６】
　図１２４（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２１６７】
　図１２４（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始される。
【２１６８】
　図１２４（ｅ）は、遊技者により設定操作部１３７の上ボタンが押下されたことに応じ
て、ＢＧＭ設定表示ｊ７が表示された状態を示している。本例では、通常演出表示中の装
飾図柄の変動表示中において設定操作部の上ボタンまたは下ボタンが押下されるとＢＧＭ
設定表示ｊ７が表示される。ＢＧＭ設定表示ｊ７は、左方から、「ＢＧＭ」の文字列画像
、「１」の数字を含む正方形状の枠画像、「２」の数字を含む正方形状の枠画像、「３」
の数字を含む正方形状の枠画像この順に並べられた画像を含んでいる。本例では、遊技者
が設定操作部１３７の左右ボタンを押下することにより、スピーカ１２０から出力される
ＢＧＭの種類を「１」の曲、「２」の曲、「３」の曲の３曲から設定することができる。
現状で設定されているＢＧＭに対応する枠画像が太枠で表示される。図１２４（ｅ）に示
す時点の状態では、ＢＧＭは「２」に設定されている。例えば、ＢＧＭが「２」に設定さ
れている状態において、設定操作部１３７の左ボタンが押下されるとＢＧＭが「１」に設
定され、設定操作部１３７の右ボタンが押下されるとＢＧＭが「３」に設定される。同様
に、ＢＧＭが「１」に設定されている状態において設定操作部１３７の右ボタンが押下さ
れるとＢＧＭが「２」に設定され、ＢＧＭが「３」に設定されている状態において設定操
作部１３７の左ボタンが押下されるとＢＧＭが「２」に設定される。なお、ＢＧＭが「１
」に設定されている状態において設定操作部１３７の左ボタンが押下されるとＢＧＭが「
３」に設定されてもよいし、ＢＧＭが「３」に設定されている状態において設定操作部１
３７の右ボタンが押下されるとＢＧＭが「１」に設定されてもよい。
【２１６９】
　図１２４（ｆ）は、遊技者が設定操作部１３７の右ボタンを押下したことに応じてＢＧ
Ｍが「３」に設定された状態を示している。ＢＧＭが「３」に設定されたので、スピーカ
１２０から出力されるＢＧＭのが「３」の曲に変更される。
【２１７０】
　図１２４（ｇ）は、ＢＧＭ設定表示ｊ７が消去された状態を示している。本実施例では
、ＢＧＭ設定表示ｊ７の表示中に設定操作部１３７の左右ボタンが所定時間押下されない
とＢＧＭ設定表示ｊ７が消去される。なお、ＢＧＭ設定表示ｊ７は、設定操作部１３７の
左右ボタンの押下有無に関係なく、表示開始から所定時間経過後に消去されてもよい。
【２１７１】
　図１２４（ｈ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１２４（ｈ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２１７２】
　図１２４（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
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には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。なお
、殿と殿の敵とが対決するアニメーションが表示される対決演出の開始直前にＢＧＭ選択
表示ｊ７が表示されている場合には、対決演出開始と同時にＢＧＭ選択表示ｊ７が消去さ
れてもよい。
【２１７３】
　本実施例では、図１２４（ｉ）に示す殿と殿の敵とが対決するアニメーションが表示さ
れる対決演出中に設定操作部１３７の上下ボタンが押下されてもＢＧＭ設定表示ｊ７は表
示されない。本例では、図１２４（ｉ）に示す時点で遊技者により設定操作部１３７の上
ボタンが押下されているが、既に対決演出が開始されているのでＢＧＭ設定表示ｊ７が表
示されない。
【２１７４】
　図１２４（ｊ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２１７５】
　図１２４（ｋ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。
【２１７６】
　図１２４（ｌ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２１７７】
　図１２４（ｍ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２１７８】
　図１２４（ｎ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２１７９】
　図１２４（ｏ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が
開始される。
【２１８０】
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　また、本例では、最大ワイプ状態中に設定操作部１３７の上ボタンが押下されている。
当該押下に応じてワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の開始とともにＢＧＭ設定表示ｊ
７が表示される。本実施例では、最大ワイプ状態以降に設定操作部１３７の上下ボタンが
押下されたことに応じてＢＧＭ設定表示ｊ７がワイプアウトの開始とともに表示開始され
る。図１２４（ｏ）に示すように、撤退表示中のワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの間には、Ｂ
ＧＭ設定表示ｊ７の一部が視認可能に表示されている。ＢＧＭ設定表示ｊ７はワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされて表示されており、ＢＧＭ設定表示ｊ７はワイプ表
示ｗ７ａ、ｗ７ｂが撤退表示されることにより徐々に全体が視認可能に表示される。また
、図１２４（ｏ）に示す時点の状態ではＢＧＭは「３」に設定されている。
【２１８１】
　図１２４（ｐ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に遊技者により設定操作部
１３７の左ボタンが押下されたことによりＢＧＭが「２」に設定された状態を示している
。これにより、スピーカ１２０が出力されるＢＧＭが「２」の曲に変更される。
【２１８２】
　図１２４（ｑ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでははずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－
装飾２」が左右に揺れる態様で揺れ変動表示されている。ＢＧＭ設定表示ｊ７は引き続き
表示されており、ＢＧＭは「２」に設定されている。
【２１８３】
　図１２４（ｒ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺
れ変動表示されている状態を示している。また、ＢＧＭ設定表示ｊ７の表示中に設定操作
部１３７の左右ボタンが所定時間押下されなかったのでＢＧＭ設定表示ｊ７が消去されて
いる。
【２１８４】
　図１２４（ｓ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２１８５】
　本実施例では、装飾図柄の変動表示中（図柄変動表示中）に設定操作部１３７の上ボタ
ンまたは下ボタンが押下されることにより、演出調整画面としてＢＧＭ設定表示ｊ７が表
示される。スーパーリーチ演出表示において、殿と殿の敵とが斬り合う対決演出や殿と爺
とが飲み比べを行う対決演出等の通常演出表示とは異なる背景画像が表示されてアニメー
ションが表示される演出表示の実行中に設定操作部１３７の上下ボタンが押下されても演
出調整画面は表示されず、最大ワイプ状態以降で設定操作部１３７の上下ボタンが押下さ
れると、演出調整画面が表示される。
【２１８６】
　本実施例では、最大ワイプ状態以降のＢＧＭ設定表示ｊ７の呼び出し操作およびＢＧＭ
設定操作が行われる例を示したが、ワイプイン以降のＢＧＭ設定表示ｊ７の呼び出し操作
およびＢＧＭ設定操作が有効となってもよいし、最大ワイプ状態ではＢＧＭ設定表示ｊ７
の呼び出し操作およびＢＧＭ設定操作が有効とはならず、ワイプアウト以降ではＢＧＭ設
定表示ｊ７の呼び出し操作およびＢＧＭ設定操作が有効となってもよい。なお、少なくと
もワイプアウト中はＢＧＭ設定表示ｊ７の呼び出し操作およびＢＧＭ設定操作が有効とな
るように構成されていてもよく、或るスーパーリーチ演出表示では別のスーパーリーチ演
出表示よりも早いタイミングからＢＧＭ設定表示ｊ７の呼び出し操作およびＢＧＭ設定操
作が有効となるように構成されていてもよい。また、ワイプインの開始よりも或る時間前
、ワイプインの開始から或る時間後、最大ワイプ状態よりも或る時間前、最大ワイプ状態
から或る時間後、ワイプアウトの開始よりも或る時間前、ワイプアウトの開始から或る時
間後等のタイミングでＢＧＭ設定表示ｊ７の呼び出し操作およびＢＧＭ設定操作が有効と
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なるように構成されていてもよい。
【２１８７】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１２４
（ｏ’）～（ｓ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１２４（ｏ’）～（ｓ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【２１８８】
　図１２４（ｏ’）は、図１２４（ｎ）から引き続く状態を示しており、ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示している。本例では、最大ワイプ状態中に設
定操作部１３７の上ボタンが押下されており、当該押下に応じてワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７
ｂの撤退表示の開始とともにＢＧＭ設定表示ｊ７が表示される。本例では、ＢＧＭ設定表
示ｊ７がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表示される。なお、本例のＢＧ
Ｍ設定表示ｊ７は最大ワイプ状態においてワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップし
て表示されてもよい。図１２４（ｏ’）に示す時点の状態ではＢＧＭは「３」の曲に設定
されている。また、装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅
に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって
縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで
装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し
、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の
揺れ変動表示が開始される。
【２１８９】
　図１２４（ｐ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に遊技者により設定操作
部１３７の左ボタンが押下されたことによりＢＧＭが「２」の曲に設定された状態を示し
ている。これにより、スピーカ１２０が出力されるＢＧＭが「２」の曲に変更される。ま
た、ＢＧＭ設定表示ｊ７は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表示されて
いる。
【２１９０】
　図１２４（ｑ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示してい
る。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでははずれ図柄態様である「装飾２－装飾３
－装飾２」が左右に揺れる態様で揺れ変動表示されている。ＢＧＭ設定表示ｊ７は引き続
き表示されており、ＢＧＭは「２」に設定されている。
【２１９１】
　図１２４（ｒ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が
揺れ変動表示されている状態を示している。また、ＢＧＭ設定表示ｊ７の表示中に設定操
作部１３７の左右ボタンが所定時間押下されなかったのでＢＧＭ設定表示ｊ７が消去され
ている。
【２１９２】
　図１２４（ｓ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示さ
れ、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２１９３】
　本変形例では、演出調整画面としてのＢＧＭ設定表示ｊ７がワイプ表示よりも優先して
表示される。このように、演出調整画面はワイプ表示よりも優先して表示されてもよい。
【２１９４】
（実施例３２）
　本実施の形態の実施例３２によるパチンコ機１００について図１２５（ａ）～（ｑ）を
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用いて説明する。図１２５（ａ）～（ｑ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２５の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【２１９５】
　図１２５（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１２５（ａ）に示
す時点の状態において、例えば、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は０である
。図１２２の各図では変動中アイコンおよび保留アイコンの表示の図示は省略する。
【２１９６】
　図１２５（ｂ）は、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示
されている状態を示している。
【２１９７】
　図１２５（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２１９８】
　図１２５（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始される。
【２１９９】
　図１２５（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１２５（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２２００】
　図１２５（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される対決演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２２０１】
　図１２５（ｇ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２２０２】
　図１２５（ｈ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。また、本例では、殿と殿の敵が斬り合う対決演出中に遊技者
により設定操作部１３７の上ボタンが押下されているが、対決演出中には当該押下は受け
付けられず、ＢＧＭ設定表示ｊ７が表示されない。
【２２０３】
　図１２５（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
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図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２２０４】
　図１２５（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２２０５】
　図１２５（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２２０６】
　本例では、最大ワイプ状態において遊技者により設定操作部１３７の上ボタンが押下さ
れている。また、本例のワイプ演出表示の終了後には復活演出表示が行われることが決定
されている。この場合には、当該押下は受け付けられずＢＧＭ選択表示ｊ７が表示されな
い。このように、最大ワイプ以降に設定操作部１３７の上下ボタンが押下された場合であ
っても、ワイプ演出表示後に復活演出表示が行われることが決定されている場合には、当
該押下は受け付けられず演出調整画面（例えば、ＢＧＭ選択表示ｊ７）が表示されない。
【２２０７】
　図１２５（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。本例では、ワイプアウト中に遊技者により設定操作部１３
７の上ボタンが押下されているが、本例のワイプ演出表示の終了後には復活演出表示が行
われることが決定されているので、当該押下は受け付けられずＢＧＭ設定表示ｊ７が表示
されない。
【２２０８】
　図１２５（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中（ワイプアウト中）の状態
を示している。本例では、ワイプ演出表示後に復活演出表示が行われることが決定されて
いるので、ワイプアウト中の設定操作部１３７の上ボタンの押下は受け付けられず、ＢＧ
Ｍ設定表示ｊ７が表示されてない。
【２２０９】
　図１２５（ｎ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。
【２２１０】
　図１２５（ｏ）は、ワイプ演出表示後に装飾図柄表示装置２０８の全画面が黒色で表示
される暗転演出表示が開始された状態を示している。本例の暗転演出表示は、逆転演出表
示である。
【２２１１】
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　図１２５（ｐ）は、暗転演出表示が終了した状態を示している。本例の暗転演出表示は
逆転演出表示であり、逆転演出表示の暗転演出表示が終了した後には、左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃに大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が揺れ変動表
示される。
【２２１２】
　図１２５（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。
【２２１３】
　本実施例では、ワイプ演出表示の後に復活演出表示が行われることが決定されており、
この場合には最大ワイプ状態以降での演出調整画面の呼び出し操作（例えば、設定操作部
１３７の上下ボタンの押下）は受け付けられないように構成されている。なお、ワイプイ
ン以降で演出調整画面の呼び出し操作が受け付けられるように設定されている場合におい
ても、ワイプ演出表示の後に復活演出表示が行われる場合には、ワイプイン以降での演出
調整画面の呼び出し操作は受け付けられなくてもよい。
【２２１４】
（実施例３３）
　本実施の形態の実施例３３によるパチンコ機１００について図１２６（ａ）～（ｑ）を
用いて説明する。図１２６（ａ）～（ｑ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２６の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【２２１５】
　図１２６（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１２６（ａ）に示
す時点の状態において、例えば、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は０である
。図１２６の各図では変動中アイコンおよび保留アイコンの表示の図示は省略する。
【２２１６】
　図１２６（ｂ）は、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示
されている状態を示している。
【２２１７】
　図１２６（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２２１８】
　図１２６（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始される。
【２２１９】
　図１２６（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１２６（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
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【２２２０】
　図１２６（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される対決演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の
左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２２２１】
　図１２６（ｇ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２２２２】
　図１２６（ｈ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。また、本例では、殿と殿の敵が斬り合う対決演出中に遊技者
により設定操作部１３７の上ボタンが押下されているが、対決演出中には当該押下は受け
付けられず、ＢＧＭ設定表示ｊ７が表示されない。
【２２２３】
　図１２６（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２２２４】
　図１２６（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２２２５】
　図１２６（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２２２６】
　本例では、最大ワイプ状態において遊技者により設定操作部１３７の上ボタンが押下さ
れている。また、本例のワイプ演出表示の終了後には復活演出表示が行われることが決定
されている。この場合であっても、当該押下が受け付けられてもよく、ワイプアウトの開
始と伴にＢＧＭ設定表示ｊ７が表示されてもよい。
【２２２７】
　図１２６（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
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の揺れ変動表示が開始される。
【２２２８】
　また、本例では、最大ワイプ状態中に設定操作部１３７の上ボタンが押下されており、
当該押下に応じてＢＧＭ設定表示ｊ７がワイプアウト開始とともに表示される。ＢＧＭ設
定表示ｊ７はワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされて表示されており、ＢＧＭ
設定表示ｊ７はワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂが撤退表示されることにより徐々に全体が視認
可能に表示される。また、図１２６（ｌ）に示す時点の状態ではＢＧＭは「３」に設定さ
れている。
【２２２９】
　図１２６（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に遊技者により設定操作部
１３７の左ボタンが押下されたことによりＢＧＭが「２」に設定された状態を示している
。これにより、スピーカ１２０が出力されるＢＧＭが「２」の曲に変更される。
【２２３０】
　図１２６（ｎ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでははずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－
装飾２」が左右に揺れる態様で揺れ変動表示されている。ＢＧＭ設定表示ｊ７は引き続き
表示されており、ＢＧＭは「２」に設定されている。
【２２３１】
　図１２６（ｏ）は、ワイプ演出表示後に装飾図柄表示装置２０８の全画面が黒色で表示
される暗転演出表示が開始された状態を示している。本例の暗転演出表示は、逆転演出表
示である。ＢＧＭ設定表示ｊ７は暗転演出表示開始の際に消去される。
【２２３２】
　図１２６（ｐ）は、暗転演出表示が終了した状態を示している。本例の暗転演出表示は
逆転演出表示であり、逆転演出表示の暗転演出表示が終了した後には、左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃに大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が揺れ変動表
示される。
【２２３３】
　図１２６（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。
【２２３４】
　本実施例では、ワイプ演出表示の後に復活演出表示が行われることが決定されており、
この場合であっても最大ワイプ状態以降での演出調整画面の呼び出し操作（例えば、設定
操作部１３７の上下ボタンの押下）が受け付けられるように構成されている。なお、ワイ
プイン以降で演出調整画面の呼び出し操作が受け付けられるように設定されている場合に
おいても、ワイプ演出表示の後に復活演出表示が行われる場合には、ワイプイン以降での
演出調整画面の呼び出し操作は受け付けられてもよい。
【２２３５】
（実施例３４）
　本実施の形態の実施例３４によるパチンコ機１００について図１２７（ａ）～（ｐ）を
用いて説明する。図１２７（ａ）～（ｐ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２７の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【２２３６】
　図１２７（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
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変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１２７（ａ）に示
す時点の状態において、例えば、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は０である
。図１２７の各図では変動中アイコンおよび保留アイコンの表示の図示は省略する。
【２２３７】
　図１２７（ｂ）は、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示
されている状態を示している。
【２２３８】
　図１２７（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２２３９】
　図１２７（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始される。
【２２４０】
　図１２７（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１２７（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２２４１】
　図１２７（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２２４２】
　本実施例では、図１２７（ｆ）に示す殿と殿の敵とが対決するアニメーションが表示さ
れる対決演出中に設定操作部１３７の上下ボタンが押下されても演出調整画面は表示され
ない。本例では、図１２７（ｆ）に示す時点で遊技者により設定操作部１３７の上ボタン
が押下されているが、既に対決演出が開始されているので演出調整画面が表示されない。
【２２４３】
　図１２７（ｇ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２２４４】
　図１２７（ｈ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。
【２２４５】
　図１２７（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２２４６】
　図１２７（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
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を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２２４７】
　図１２７（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２２４８】
　図１２７（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が
開始される。
【２２４９】
　また、本例では、最大ワイプ状態中に設定操作部１３７の上ボタンが押下されている。
当該押下に応じてワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の開始とともに演出調整画面とし
て音量調整表示ｊ６とＢＧＭ設定表示ｊ７が表示される。本実施例では、最大ワイプ状態
以降に設定操作部１３７の上下ボタンが押下されたことに応じて音量調整表示ｊ６とＢＧ
Ｍ設定表示ｊ７がワイプアウトの開始とともに表示開始される。図１２７（ｏ）に示すよ
うに、撤退表示中のワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの間には、音量調整表示ｊ６とＢＧＭ設定
表示ｊ７が表示されている。音量調整表示ｊ６はＢＧＭ調整表示ｊ７の下方に表示される
。また、音量調整表示ｊ６はワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表示され、
ＢＧＭ設定表示ｊ７がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされて表示されている
。
【２２５０】
　また、図１２７（ｌ）に示すように、ＢＧＭ設定表示ｊ７は「装飾２－装飾３－装飾２
」の揺れ変動表示にオーバーラップされて表示されている。このように、演出調整画面は
装飾図柄の揺れ変動表示にオーバーラップして表示される。なお、演出調整画面は、装飾
図柄の変動表示にオーバーラップして表示されてもよいし、装飾図柄の揺れ変動表示にオ
ーバーラップして表示されてもよい。なお、演出調整画面は、装飾図柄の確定表示にオー
バーラップして表示されてもよいし、装飾図柄の確定表示にオーバーラップされて表示さ
れてもよい。
【２２５１】
　音量調整表示ｊ６とＢＧＭ設定表示ｊ７が同時に表示される場合には、当初は、音量調
整表示ｊ６が選択されており、この場合には、現状で設定されている音量に対応する枠画
像が太枠で点滅して表示される。音量調整表示ｊ６が選択されている状態で設定操作部１
３７の左右ボタンを押下することで遊技者は音量を「小」、「中」、「大」のいずれかに
設定することができる。また、音量調整表示ｊ６が選択状態で設定操作部１３７の上ボタ
ンが押下されるとＢＧＭ設定表示ｊ７が選択された状態となる。この場合には、現状で設
定されているＢＧＭに対応する枠画像が太枠で点滅して表示される。ＢＧＭ設定表示ｊ７
が選択されている状態で設定操作部１３７の左右ボタンを押下することで遊技者はＢＧＭ
を「１」、「２」、「３」のいずれかに設定することができる。図１２７（ｍ）に示す状
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態では、音量調整表示ｊ６が選択されており、音量は「大」に設定されており、ＢＧＭは
「２」に設定されている。
【２２５２】
　図１２７（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に遊技者により設定操作部
１３７の左ボタンが押下されたことにより音量が「中」に設定された状態を示している。
これにより、スピーカ１２０が出力される音声やＢＧＭの音量が当該押下前と比較して相
対的に小さくなる。
【２２５３】
　図１２７（ｎ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでははずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－
装飾２」が左右に揺れる態様で揺れ変動表示されている。音量調整表示ｊ６およびＢＧＭ
設定表示ｊ７は引き続き表示されており、音量は「中」に設定されおり、ＢＧＭは「２」
に設定されている。
【２２５４】
　図１２７（ｏ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図柄
表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺
れ変動表示されている状態を示している。また、音量調整表示ｊ６およびＢＧＭ設定表示
ｊ７の表示中に設定操作部１３７の左右ボタンが所定時間押下されなかったので音量調整
表示ｊ６が消去されている。なお、音量調整表示ｊ６およびＢＧＭ設定表示ｊ７は、設定
操作部１３７の左右ボタンの押下有無に関係なく、表示開始から所定時間経過後に消去さ
れてもよい。
【２２５５】
　図１２７（ｐ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２２５６】
　本実施例では、音量調整表示ｊ６の演出調整画面とＢＧＭ設定表示ｊ７の演出調整画面
の２種類の演出調整画面がワイプアウトの際に表示されている。このように、２種類の演
出調整画面がワイプアウトの際に表示される場合には、一方の演出調整画面（本例では、
音量調整表示ｊ６）がワイプ表示にオーバーラップして表示され、他方の演出調整画面（
本例では、ＢＧＭ調整表示ｊ７）がワイプ表示にオーバーラップされて表示されてもよい
。なお、複数の演出調整画面の全てがワイプ表示にオーバーラップして表示されてもよい
し、複数の演出調整画面の全てがワイプ表示にオーバーラップされて表示されてもよい。
【２２５７】
（実施例３５）
　本実施の形態の実施例３５によるパチンコ機１００について図１２８（ａ）～（ｑ）を
用いて説明する。まず、図１２８（ａ）を用いて本実施例によるパチンコ機１００が備え
る遊技盤１５００について説明する。図１２８（ａ）は、遊技盤１５００を正面から見た
略示正面図である。遊技盤１５００は、図２９に示す遊技盤１０００と同様に、外レール
と内レールとで区画形成された遊技領域１２４と、略中央に配置されたメイン液晶ユニッ
ト１００１とを有している。メイン液晶ユニット１００１の略中央には装飾図柄表示装置
２０８が配置されている。本実施例によるパチンコ機１００は特図２優先変動機である。
【２２５８】
　遊技盤１５００はいわゆる左打ち機用の遊技盤である。特図１始動口２３０、特図２始
動口２３２（電チュー）、普図始動口２２８、および可変入賞口２４４ついては、遊技釘
の配列パターンやワープ装置等の存在の影響によって、左側経路を落下する遊技球の入球
は相対的に容易であり、右側経路を落下する遊技球の入球は相対的に困難である。特図２
始動口２３２は、左右に開閉自在な一対の羽根部材２３２ａの閉鎖中では球の入球が不可
能であり、羽根部材２３２ａの開放中では球の入球が可能である。なお、本実施例では左
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打ち機を例に挙げているが、右打ち機であってもよく、特図２始動口２３２、普図始動口
２２８、および可変入賞口２４４ついては、右側経路を落下する遊技球の入球が相対的に
容易であってもよい。なお、遊技盤１５００は、遊技盤１０００と同様にサブ液晶表示装
置１０３０や可動体や照明部を備えていてもよい。
【２２５９】
　次に、図１２８（ａ）～（ｑ）を用いて、本実施例によるパチンコ機１００の演出例に
ついて説明する。図１２８（ａ）～（ｑ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２８（ａ）～（ｊ）の各図には本実施例によるパチンコ機１
００が備える遊技盤１５００を示し、図１２８（ｋ）～（ｑ）の各図には遊技盤１５００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。なお、本実施例では、変動中アイコンおよび保留中アイコンの表示の図示は省略する。
【２２６０】
　図１２８（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１２８（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は０であり、特図２の保留数は
０であり、非電サポ状態（普図低確率状態）である。
【２２６１】
　図１２８（ｂ）は、普図始動口２２８を１個の遊技球が通過したことに応じて普図変動
遊技が開始された状態を示している。本実施例では、普図変動遊技が開始されると、装飾
図柄表示装置２０８の表示画面右下隅に正方形状の普図演出表示を表示する普通演出領域
（普図演出領域）ｊ８が設けられる。普通演出領域ｊ８では、「○」と「×」等の普図装
飾図柄の表示が順次切り替えられる普図装飾図柄の変動表示が行われる。図１２８（ｂ）
以降では、普図装飾図柄の変動表示を下向きの矢印で表す。
【２２６２】
　図１２８（ｃ）は、普図変動遊技の開始から当該普図変動遊技の変動時間が経過し、普
図変動遊技が終了した状態を示している。当該普図変動遊技の結果ははずれ（停止図柄は
図５に示す「普図Ｃ」）である。普通演出領域ｊ８には、はずれ図柄態様である「×」が
停止表示（確定表示、本停止表示）されており、当該普図変動遊技の結果がはずれである
ことが報知されている。
【２２６３】
　図１２８（ｄ）は、普図演出表示が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８では普通演出領域ｊ８が消去されており、普図演出表示が終了されている。本実施例で
は、はずれの普図変動遊技の終了後から所定時間の間に次の普図変動遊技が開始されない
場合に、普図演出表示が終了される。
【２２６４】
　図１２８（ｅ）は、普図始動口２２８を遊技球が通過している状態を示している。これ
により、普図変動遊技が開始される。
【２２６５】
　図１２８（ｆ）は、普図変動遊技の開始から当該普図変動遊技の変動時間が経過し、普
図変動遊技が終了した状態を示している。当該普図変動遊技の結果は当り（停止図柄は図
５に示す「普図Ａ」）である。普通演出領域ｊ８には、当り図柄態様である「○」が停止
表示されており、当該普図変動遊技の結果が当りであることが報知されている。
【２２６６】
　図１２８（ｇ）は、普通演出領域ｊ８に左打ちで遊技球を発射することを示唆する表示
が表示された状態を示している。普通演出領域ｊ８には、「左」の文字画像が表示されて
いる。本実施例では、特図２始動口２３２が左側経路に設けられているので、普通演出領
域ｊ８に当り図柄態様が停止表示された後に、遊技者に遊技球の弱めの発射強度で遊技領
域１２４の左側を狙うことを示唆する表示が普通演出領域ｊ８に表示される。
【２２６７】
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　図１２８（ｈ）は、特図２始動口２３２が開放している状態を示している。普通演出領
域ｊ８には「開」の文字画像が表示されており、開放している特図２始動口２３２を狙っ
て遊技球を発射させることが遊技球に示唆および要求されている。
【２２６８】
　図１２８（ｉ）は、特図２始動口２３２の開放が終了して、特図２始動口２３２が閉鎖
されている状態を示している。普通演出領域ｊ８には、特図２始動口２３２の開放が終了
した直後から「終」の文字画像が表示されており、特図２始動口２３２の開放が終了した
ことが報知されている。本例では、開放中の特図２始動口２３２に遊技球が入球しなかっ
たものとする。なお、特図２始動口２３２の開放が終了する前から普通演出領域ｊ８に「
終」の文字画像を表示して、特図２始動口２３２の開放が終了することを事前に示唆する
ようにしてもよい。
【２２６９】
　図１２８（ｊ）は、普図演出表示が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８では普通演出領域ｊ８が消去されており、普図演出表示が終了されている。本実施例で
は、特図２始動口２３２の開放終了後から所定時間の間に次の普図変動遊技が開始されな
い場合に、普図演出表示が終了される。
【２２７０】
　図１２８（ｋ）は、特図１始動口２３０に遊技球が入賞したことに応じて特図１変動遊
技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０
８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始されている。
【２２７１】
　図１２８（ｌ）は、特図１変動遊技の実行中に普図始動口２２８を１個の遊技球が通過
したことに応じて普図演出表示が開始された状態を示している。普通演出領域ｊ８では、
図装飾図柄の表示が順次切り替えられる普図装飾図柄の変動表示（普図装飾図柄の可変表
示）が行われている。
【２２７２】
　図１２８（ｍ）は、特図１変動遊技の実行中に普図変動遊技の開始から当該普図変動遊
技の変動時間が経過し、普図変動遊技が終了した状態を示している。当該普図変動遊技の
結果は当り（停止図柄は図５に示す「普図Ｂ」）である。普通演出領域ｊ８には、当り図
柄態様である「○」が停止表示されており、当該普図変動遊技の結果が当りであることが
報知されている。
【２２７３】
　図１２８（ｎ）は、普図演出領域ｊ５が消去されて、普図演出表示が終了した状態を示
している。本実施例では、非電サポ状態（時短未作動時）における「普図Ｂ」の当りでは
、特図２始動口２３２が開放状態とはならず、結果が「普図Ｂ」の普図変動遊技の終了後
から所定時間の間に次の普図変動遊技が開始されない場合に、普図演出表示が終了される
。なお、非電サポ状態（時短未作動時）における「普図Ｂ」の当りでは、特図２始動口２
３２が１００ｍｓの間だけ開放状態となってもよい。
【２２７４】
　なお、特図２始動口２３２が開放状態とならない普図変動遊技の終了の際に普通演出領
域ｊ８には、はずれ図柄態様である「×」が停止表示されてもよく、この場合において、
特図２始動口２３２が開放状態とならない普図変動遊技の終了の際に普通演出領域ｊ８で
「○」が表示されることにより実行中の特図変動遊技の予告（当該変動の予告）が行われ
てもよい。当該「○」は、実行中の特図変動遊技の当否判定結果が大当りである場合にの
み表示される場合があってもよい。このように、普通演出領域ｊ８で当該変動の予告演出
表示が表示されてもよい。なお、特図２始動口２３２が開放状態とならない普図変動遊技
の終了の際において、普通演出領域ｊ８に「×」が表示された場合よりも、普通演出領域
ｊ８に「○」が表示された場合の方が、大当り図柄態様の装飾図柄が表示されやすいよう
に構成されていてもよい。
【２２７５】
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なお、特図２始動口２３２が開放状態とならない普図変動遊技の終了の際に普通演出領域
ｊ８には、はずれ図柄態様である「×」が停止表示されてもよく、この場合において、特
図２始動口２３２が開放状態とならない普図変動遊技の終了の際に普通演出領域ｊ８で「
○」が表示されることにより保留中の特図変動遊技の予告（先読み予告）が行われてもよ
い。当該「○」は、先読み予告対象の保留の先読み結果が大当りである場合にのみ表示さ
れる場合があってもよい。このように、普通演出領域ｊ８で先読み予告演出表示が表示さ
れてもよい。なお、特図２始動口２３２が開放状態とならない普図変動遊技の終了の際に
おいて、普通演出領域ｊ８に「×」が表示された場合よりも、普通演出領域ｊ８に「○」
が表示された場合の方が、先読み予告対象の図柄変動表示において大当り図柄態様が表示
されやすいように構成されていてもよい。
【２２７６】
　図１２８（ｏ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、リーチ演出表示が開始された状
態を示している。本例では、図１２８（ｏ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなっ
た後にスーパーリーチ演出表示が開始される。なお、スーパーリーチ演出表示についての
説明および図示については省略する。なお、図１２８（ｏ）において装飾図柄の変動表示
でリーチとなった後にノーマルリーチ演出表示が開始されてもよい。
【２２７７】
　図１２８（ｐ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃで大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が左右に揺れる表示
態様で揺れ変動表示されている状態を示している。揺れ変動表示は、装飾図柄の未確定状
態表示である。
【２２７８】
　図１２８（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当判定結果は大当りである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、大当り
図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本停止表示）され、当該特図１
変動表示の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【２２７９】
　本実施例では、普図変動遊技の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８において普図演出
表示が開始される。普図演出表示では、本実施例の普図装飾図柄の変動表示のように一図
柄のルーレット表示が表示されてもよいし、複数の図柄を変動表示するスロットのような
演出表示が表示されてもよいし、当りの場合にはあみだくじで当りを示す結果にたどり着
く演出表示が表示されてもよいし、当りの場合には綱引き等の対決演出で味方キャラクタ
が勝利するミニゲームの演出表示が表示されてもよい。
【２２８０】
　なお、普通演出領域ｊ８は、特殊演出領域や割込演出領域と称されてもよい。例えば、
特図１に対応する装飾図柄の変動表示を第一の変動表示、特図２に対応する装飾図柄の変
動表示を第二の変動表示、本実施例の普図演出領域（普通演出領域）ｊ８における変動表
示（可変表示）を第三の変動表示または演出可変表示と称したり、特図に対応する装飾図
柄の変動表示を第一の変動表示、本実施例の普通演出領域ｊ８における変動表示を第二の
変動表示と称したりしてもよい。
【２２８１】
（実施例３６）
　本実施の形態の実施例３６によるパチンコ機１００について図１２８（Ａ）～（Ｆ）を
用いて説明する。図１２８（Ａ）～（Ｆ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２８（Ａ）～（Ｆ）の各図には、図１２８（ａ）に示す遊技
盤１５００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。本実施例によるパチンコ機１００は、遊技盤１５００を備えた特図２優先変
動機である。なお、本実施例では、変動中アイコンおよび保留中アイコンの表示の図示は
省略する。
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【２２８２】
　図１２８（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中であり、普図変動遊技が実行中である状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、
「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がは
ずれであることが報知されている。普通演出領域ｊ８では、普図装飾図柄の変動表示が表
示されている。図１２８（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は０であり、特図２
の保留数は０であり、非電サポ状態（普図低確率状態）である。
【２２８３】
　図１２８（Ｂ）は、普図変動遊技の開始から当該普図変動遊技の変動時間が経過し、普
図変動遊技が終了した状態を示している。当該普図変動遊技の結果は当り（停止図柄は図
５に示す「普図Ａ」）である。普通演出領域ｊ８には、チャンス態様である「△」が停止
表示（確定表示、本停止表示）されている。本実施例において、普図変動遊技の結果が当
りである場合には、普通演出領域ｊ８にチャンス態様が停止表示される。なお、普図変動
遊技の結果が当りである場合には、普通演出領域ｊ８に当り図柄態様が停止表示されても
よい。
【２２８４】
　図１２８（Ｃ）は、普通演出領域ｊ８に左打ちで遊技球を発射することを示唆する表示
が表示された状態を示している。普通演出領域ｊ８には、「左」の文字画像が表示されて
いる。本実施例では、特図２始動口２３２が左側経路に設けられているので、普通演出領
域ｊ８に当り図柄態様が停止表示された後に、遊技者に遊技球の弱めの発射強度で遊技領
域１２４の左側を狙うことを示唆する表示が普通演出領域ｊ８に表示される。
【２２８５】
　図１２８（Ｄ）は、特図２始動口２３２が開放している状態の演出表示を示している。
普通演出領域ｊ８には「開」の文字画像が表示されており、開放している特図２始動口２
３２を狙って発射強度弱めで左側経路に遊技球を発射させることが遊技球に示唆および要
求されている。
【２２８６】
　図１２８（Ｅ）は、特図２始動口２３２の開放が終了して、特図２始動口２３２が閉鎖
されている状態の演出表示を示している。普通演出領域ｊ８には、特図２始動口２３２の
開放が終了した直後から「終」の文字画像が表示されており、特図２始動口２３２の開放
が終了したことが報知されている。なお、特図２始動口２３２の開放が終了する前から普
通演出領域ｊ８に「終」の文字画像を表示して、特図２始動口２３２の開放が終了するこ
とを事前に示唆するようにしてもよい。
【２２８７】
　図１２８（Ｆ）は、普図演出表示が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８では普通演出領域ｊ８が消去されており、普図演出表示が終了されている。本実施例で
は、特図２始動口２３２の開放終了後から所定時間の間に次の普図変動遊技が開始されな
い場合に、普図演出表示が終了される。
【２２８８】
　本実施例では、普図変動遊技の結果が当りである場合には、普通演出領域ｊ８にチャン
ス態様が停止表示される。このように、普図変動遊技の結果が当りである場合には、当り
図柄態様に代えてチャンス態様が普通演出領域ｊ８に停止表示されてもよい。
【２２８９】
（実施例３７）
　本実施の形態の実施例３７によるパチンコ機１００について図１２８（イ）～（ヘ）を
用いて説明する。図１２８（イ）～（ヘ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２８（イ）～（ヘ）の各図には、図１２８（ａ）に示す遊技
盤１５００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。本実施例によるパチンコ機１００は、遊技盤１５００を備えた特図２優先変
動機である。なお、本実施例では、変動中アイコンおよび保留中アイコンの表示の図示は
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省略する。
【２２９０】
　図１２８（イ）は、特図変動遊技が実行中であり、普図変動遊技が実行中である状態を
示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾
図柄の変動表示が表示されており、普通演出領域ｊ８では、普図装飾図柄の変動表示が表
示されている。図１２８（イ）に示す状態において、特図１の保留数は０であり、特図２
の保留数は０であり、非電サポ状態（普図低確率状態）である。
【２２９１】
　図１２８（ロ）は、普図変動遊技の開始から当該普図変動遊技の変動時間が経過し、普
図変動遊技が終了した状態を示している。当該普図変動遊技の結果ははずれ（停止図柄は
図５に示す「普図Ｃ」）である。普通演出領域ｊ８には、チャンス態様である「△」が停
止表示（確定表示、本停止表示）されている。本実施例において、チャンス態様は、実行
中の特図変動遊技（図柄変動表示）の予告として表示される。本実施例では、普図変動遊
技の結果がはずれである場合には、普通演出領域ｊ８にチャンス態様が停止表示される場
合がある。本実施例によるパチンコ機１００は、図柄変動表示中において、チャンス態様
が停止表示されなかった場合よりも、チャンス態様が停止表示された場合の方が、当該図
柄変動表示において大当り図柄態様が停止表示されやすいように構成されている。なお、
普図変動遊技の結果がはずれである場合には、普通演出領域ｊ８にはずれ図柄態様が停止
表示されてもよい。
【２２９２】
　図１２８（ハ）は、普図演出表示が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８では普通演出領域ｊ８が消去されており、普図演出表示が終了されている。本実施例で
は、はずれ図柄態様の停止表示開始から所定時間の間に次の普図変動遊技が開始されない
場合に、普図演出表示が終了される。
【２２９３】
　本実施例では、普通演出領域ｊ８でチャンス態様が停止表示されたにも関わらず、特図
２始動口２３２（電チュー）を狙うことを示唆する表示が行われていない。この場合には
、チャンス態様は、変動中の装飾図柄で大当り図柄態様が確定停止表示されるかもしれな
いことを予告している。
【２２９４】
　図１２８（ニ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、リーチ演出表示が開始された状
態を示している。本例では、図１２８（ニ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなっ
た後にスーパーリーチ演出表示が開始される。なお、スーパーリーチ演出表示についての
説明および図示については省略する。なお、図１２８（ニ）において装飾図柄の変動表示
でリーチとなった後にノーマルリーチ演出表示が開始されてもよい。
【２２９５】
　図１２８（ホ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃで大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が左右に揺れる表示
態様で揺れ変動表示されている状態を示している。揺れ変動表示は、装飾図柄の未確定状
態表示である。
【２２９６】
　図１２８（へ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当判定結果は大当りである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、大当り
図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示（本停止表示）され、当該特図１
変動表示の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【２２９７】
　本実施例では、普通演出領域ｊ８に表示されるチャンス態様は、実行中の特図変動遊技
の予告（当該変動の予告）として表示される。このように、普通演出領域ｊ８で当該変動
の予告演出表示が表示されてもよい。なお、普通演出領域ｊ８で先読み予告演出表示が表
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示されてもよく、チャンス態様は、保留中の特図変動遊技の先読み予告として表示されて
もよいし、変動中の特図変動遊技（特図の変動表示）に加えて保留されているとｋ図変動
遊技が実行された場合の大当り予告としてもよいし、変動中の特図変動遊技の大当り予告
ではなく、保留されている特図変動遊技が実行された場合の大当り予告としてもよい。
【２２９８】
（実施例３８）
　本実施の形態の実施例３８によるパチンコ機１００について図１２９（ａ）～（ｇ）を
用いて説明する。図１２９（ａ）～（ｇ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２９（ａ）～（ｇ）の各図には、図１２８（ａ）に示す遊技
盤１５００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。本実施例によるパチンコ機１００は、遊技盤１５００を備えた特図２優先変
動機である。なお、本実施例では、変動中アイコンおよび保留中アイコンの表示の図示は
省略する。
【２２９９】
　図１２９（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示されて
いる。図１２９（ａ）に示す状態において、例えば、特図１の保留数は１であり、特図２
の保留数は０であり、非電サポ状態（普図低確率状態）である。
【２３００】
　図１２９（ｂ）は、特図１変動遊技の実行中に普図始動口２２８を１個の遊技球が通過
したことに応じて普図演出表示が開始された状態を示している。普通演出領域ｊ８では、
図装飾図柄の表示が順次切り替えられる普図装飾図柄の変動表示（普図装飾図柄の可変表
示）が行われている。
【２３０１】
　図１２９（ｃ）は、普図変動遊技の開始から当該普図変動遊技の変動時間が経過し、普
図変動遊技が終了した状態を示している。当該普図変動遊技の結果ははずれ（停止図柄は
図５に示す「普図Ｃ」）である。普通演出領域ｊ８には、チャンス態様である「△」が停
止表示（確定表示、本停止表示）されている。本実施例において、チャンス態様は、実行
中の特図変動遊技（図柄変動表示）の予告として表示される。本実施例では、普図変動遊
技の結果がはずれである場合には、普通演出領域ｊ８にチャンス態様が停止表示される場
合がある。本実施例によるパチンコ機１００は、図柄変動表示中において、チャンス態様
が停止表示されなかった場合よりも、チャンス態様が停止表示された場合の方が、当該図
柄変動表示において大当り図柄態様が停止表示されやすいように構成されている。なお、
普図変動遊技の結果がはずれである場合には、普通演出領域ｊ８にはずれ図柄態様が停止
表示されてもよい。
【２３０２】
　図１２９（ｄ）は、普図演出表示が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２０
８では普通演出領域ｊ８が消去されており、普図演出表示が終了されている。本実施例で
は、はずれ図柄態様の停止表示開始から所定時間の間に次の普図変動遊技が開始されない
場合に、普図演出表示が終了される。
【２３０３】
　本実施例では、普通演出領域ｊ８でチャンス態様が停止表示されたにも関わらず、特図
２始動口２３２（電チュー）を狙うことを示唆する表示が行われていない。この場合には
、チャンス態様は、変動中の装飾図柄で大当り図柄態様が確定停止表示されるかもしれな
いことを予告している。
【２３０４】
　図１２９（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、リーチ演出表示が開始された状
態を示している。本例では、図１２９（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなっ
た後にスーパーリーチ演出表示が開始される。なお、スーパーリーチ演出表示についての
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説明および図示については省略する。なお、図１２９（ｅ）において装飾図柄の変動表示
でリーチとなった後にノーマルリーチ演出表示が開始されてもよい。
【２３０５】
　図１２９（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表示
態様で揺れ変動表示されている状態を示している。揺れ変動表示は、装飾図柄の未確定状
態表示である。
【２３０６】
　図１２９（ｇ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれ
図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示（本停止表示）され、当該特図１
変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２３０７】
　本実施例では、普通演出領域ｊ８に表示されるチャンス態様は、実行中の特図変動遊技
の予告（当該変動の予告）として表示される。このように、普通演出領域ｊ８で当該変動
の予告演出表示が表示されてもよい。本実施例のように、図柄変動表示においてはずれ図
柄態様が確定表示される場合に、チャンス態様が停止表示される場合があってもよい。
【２３０８】
（実施例３９）
　本実施の形態の実施例３９によるパチンコ機１００について図１２９（Ａ）～（Ｌ）を
用いて説明する。図１２９（Ａ）～（Ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１２９（Ａ）～（ｌ）の各図には、図１２８（ａ）に示す遊技
盤１５００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。本実施例によるパチンコ機１００は、遊技盤１５００を備えた特図２優先変
動機である。なお、本実施例では、変動中アイコンおよび保留中アイコンの表示の図示は
省略する。
【２３０９】
　図１２９（Ａ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示されている。図１２９（Ａ）
に示す状態において、例えば、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は０であり、
非電サポ状態（普図低確率状態）である。
【２３１０】
　図１２９（Ｂ）は、通常の演出表示である空の背景画像が表示されている状態において
、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０
８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１２９（Ｂ）にお
いて装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。パ
チンコ機１００は、ノーマルリーチ演出表示が行われた図柄変動表示よりも、スーパーリ
ーチ演出表示が行われた図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されている。
【２３１１】
　図１２９（Ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。当該
特図１変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には当該演出において殿が殿の敵に勝
利するシーンのアニメーションが表示され、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれ
である場合には当該演出において殿が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示され
る。
【２３１２】
　図１２９（Ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
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された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２３１３】
　図１２９（Ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２３１４】
　図１２９（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２３１５】
　また、図１２９（Ｆ）では、特図１変動遊技の実行中に普図始動口２２８を１個の遊技
球が通過したことに応じて普図演出表示が開始されている。普通演出領域ｊ８では、図装
飾図柄の表示が順次切り替えられる普図装飾図柄の変動表示（普図装飾図柄の可変表示）
が行われている。
【２３１６】
　図１２９（Ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、普通演出領域ｊ８を除く装飾図柄表示装置２０８の表示画面の前面に
表示され、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示
される。ワイプ表示ｗ７ｂは、普通演出領域ｊ８にオーバーラップされて表示される。こ
のように、普通演出領域ｊ８は、ワイプ演出表示よりも優先して表示される。
【２３１７】
　図１２９（Ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の普通演出領域ｊ８を除く全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ
により覆われている。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態と
なると、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２３１８】
　また、図１２９（Ｈ）では、普図変動遊技の開始から当該普図変動遊技の変動時間が経
過し、普図変動遊技が終了している。当該普図変動遊技の結果は当り（停止図柄は図５に
示す「普図Ａ」）である。最大ワイプ状態中においても普通演出領域ｊ８はワイプ表示ｗ
７ｂにオーバーラップして表示されており、普通演出領域ｊ８には、当り図柄態様である
「○」が停止表示されており、当該普図変動遊技の結果が当りであることが報知されてい
る。
【２３１９】
　図１２９（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
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の揺れ変動表示が開始される。ワイプアウト中においても普通演出領域ｊ８はワイプ表示
ｗ７ｂにオーバーラップして表示されており、普通演出領域ｊ８には、左打ちで遊技球を
発射することを示唆する「左」の文字画像が表示されている。本実施例では、特図２始動
口２３２が左側経路に設けられているので、普通演出領域ｊ８に当り図柄態様が停止表示
された後に、遊技者に遊技球の弱めの発射強度で遊技領域１２４の左側を狙うことを示唆
する表示が普通演出領域ｊ８に表示される。
【２３２０】
　図１２９（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。普通演出領域ｊ８には「開」の文
字画像が表示されており、特図２始動口２３２が開放されていることが遊技者に報知され
るとともに、特図２始動口２３２を狙って遊技球を発射させることが遊技球に示唆および
要求されている。
【２３２１】
　図１２９（Ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。普通演出領
域ｊ８には、「終」の文字画像が表示されており、特図２始動口２３２の開放が終了した
ことが報知されている。
【２３２２】
　図１２９（Ｌ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。また、図１２９（Ｌ）に示す時点の状態では、普図
演出表示が終了している。装飾図柄表示装置２０８では普通演出領域ｊ８が消去されてお
り、普図演出表示が終了されている。本実施例では、特図２始動口２３２の開放終了後か
ら所定時間の間に次の普図変動遊技が開始されない場合に、普図演出表示が終了される。
【２３２３】
　本実施例では、普通演出領域ｊ８がワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップして表示される
。このように、普通演出領域ｊ８での普図装飾図柄の変動表示や結果表示や打ち方示唆表
示や特図２始動口２３２の開放報知表示等がワイプ演出表示にオーバーラップして表示さ
れてもよい。
【２３２４】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１２９
（Ｇ’）～（Ｌ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１２９（Ｇ’）～（Ｌ’）の各図には、図１２８（ａ）に示す遊技盤１５００からメ
イン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【２３２５】
　図１２９（Ｇ’）は、図１２９（ｆ）から引き続く状態を示しており、装飾図柄表示装
置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態を示している。本変形例では、普通演
出領域ｊ８がワイプイン中のワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップされて表示される。図１
２９（Ｇ’）に示す時点の状態では、特図２始動口２３２は開放状態とはなっておらず、
この場合には、ワイプ演出表示が普通演出領域ｊ８よりも優先して表示されてもよい。
【２３２６】
　図１２９（Ｈ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態
を示している。普通演出領域ｊ８は、ワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップされており視認
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不可能である。図１２９（Ｈ’）に示す時点の状態では、特図２始動口２３２は開放状態
とはなっておらず、この場合には、ワイプ演出表示が普通演出領域ｊ８よりも優先して表
示されてもよい。
【２３２７】
　図１２９（Ｉ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始さ
れた状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左
上隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向か
って縮まるように撤退表示される。ワイプアウト開始にともない、普通演出領域ｊ８はワ
イプ表示ｗ７ｂにオーバーラップして表示され、普通演出領域ｊ８には左打ちで遊技球を
発射することを示唆する「左」の文字画像が表示されている。このように、ワイプアウト
の際に、打ち方示唆、打ち方要求、開放中の入賞口の示唆等の何らかの情報を遊技者に伝
えることを優先するために、普通演出領域ｊ８がワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップして
表示されている。
【２３２８】
　図１２９（Ｊ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示してい
る。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当
該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当
該表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表
示の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾
２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。普通演出領域ｊ８には「開」の
文字画像が表示されており、特図２始動口２３２が開放されていることが遊技者に報知さ
れるとともに、特図２始動口２３２を狙って遊技球を発射させることが遊技球に示唆およ
び要求されている。
【２３２９】
　図１２９（Ｋ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示さ
れ、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。普通演出
領域ｊ８には、「終」の文字画像が表示されており、特図２始動口２３２の開放が終了し
たことが報知されている。
【２３３０】
　図１２９（Ｌ’）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状
態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは
装飾図柄の変動表示が表示されている。また、図１２９（Ｌ）に示す時点の状態では、普
図演出表示が終了している。装飾図柄表示装置２０８では普通演出領域ｊ８が消去されて
おり、普図演出表示が終了されている。本実施例では、特図２始動口２３２の開放終了後
から所定時間の間に次の普図変動遊技が開始されない場合に、普図演出表示が終了される
。
【２３３１】
　本変形例では、複数種類の装飾図柄のうちの第一の装飾図柄（特図に対応する装飾図柄
）はワイプ表示にオーバーラップされ、複数種類の装飾図柄のうちの第二の装飾図柄（普
図に対応する装飾図柄）によってワイプがオーバーラップされている。なお、第二の装飾
図柄は特図に対応する第４図柄であってもよい。普図変動遊技の開始に応じて開始され、
普図変動遊技終了に応じて終了し、普図変動遊技の結果に応じた確定表示を行う普図装飾
図柄を装飾図柄表示装置２０８に表示し、普図装飾図柄によってワイプ演出表示がオーバ
ーラップされるようにしていてもよい。
【２３３２】
　なお、本変形例では、特図２始動口２３の開放開始前の時点からワイプ演出表示よりも
普通演出領域ｊ８での表示を優先させる例を示したが、普通演出領域ｊ８での結果表示が
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当りの「○」やチャンス態様である「△」である場合には、結果表示の段階からワイプ演
出表示よりも普図演出領域の表示を優先させるように構成してもよい。また、普通演出領
域ｊ８での結果表示が当りであって、特図２始動口２３２が開放される場合に、普通演出
領域ｊ８での結果表示の段階からワイプ演出表示よりも普通演出領域ｊ８での表示を優先
させるように構成してもよい。また、普通演出領域ｊ８での結果表示の内容に関わらず、
普通演出領域ｊ８での結果表示の段階からワイプ演出表示よりも普通演出領域ｊ８での表
示を優先させるように構成してもよい。
【２３３３】
（実施例４０）
　本実施の形態の実施例４０によるパチンコ機１００について図１３０（ａ）～（ｌ）を
用いて説明する。図１３０（ａ）～（ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３０（ａ）～（ｌ）の各図には、図１２８（ａ）に示す遊技
盤１５００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。本実施例によるパチンコ機１００は、遊技盤１５００を備えた特図２優先変
動機である。なお、本実施例では、変動中アイコンおよび保留中アイコンの表示の図示は
省略する。
【２３３４】
　図１３０（ａ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示されている。図１３０（ａ）
に示す状態において、例えば、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は０であり、
非電サポ状態（普図低確率状態）である。
【２３３５】
　図１３０（ｂ）は、通常の演出表示である空の背景画像が表示されている状態において
、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０
８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１３０（ｂ）にお
いて装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。
【２３３６】
　図１３０（ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２３３７】
　図１３０（ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２３３８】
　図１３０（ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２３３９】
　また、図１３０（ｅ）では、特図１変動遊技の実行中に普図始動口２２８を１個の遊技
球が通過したことに応じて普図演出表示が開始されている。普通演出領域ｊ８では、図装
飾図柄の表示が順次切り替えられる普図装飾図柄の変動表示（普図装飾図柄の可変表示）
が行われている。
【２３４０】
　図１３０（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。
【２３４１】
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　また、図１３０（ｆ）では、普図変動遊技の開始から当該普図変動遊技の変動時間が経
過し、普図変動遊技が終了している。当該普図変動遊技の結果は当り（停止図柄は図５に
示す「普図Ａ」）である。普通演出領域ｊ８には、当り図柄態様である「○」が停止表示
されており、当該普図変動遊技の結果が当りであることが報知されている。
【２３４２】
　図１３０（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、普通演出領域ｊ８を除く装飾図柄表示装置２０８の表示画面の前面に
表示され、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示
される。ワイプ表示ｗ７ｂは、普通演出領域ｊ８にオーバーラップされて表示される。普
通演出領域ｊ８には、左打ちで遊技球を発射することを示唆する「左」の文字画像が表示
されている。
【２３４３】
　図１３０（ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の普通演出領域ｊ８を除く全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ
により覆われている。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態と
なると、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。普通演出
領域ｊ８はワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップして表示されており、普通演出領域ｊ８に
は「開」の文字画像が表示されており、特図２始動口２３２が開放されていることが遊技
者に報知されるとともに、特図２始動口２３２を狙って遊技球を発射させることが遊技球
に示唆および要求されている。
【２３４４】
　図１３０（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。また、ワイプアウト中において、普通演出領域ｊ８はワイ
プ表示ｗ７ｂにオーバーラップされて表示されており、図１３０（ｉ）では、普通演出領
域ｊ８には特図２始動口２３２の開放が終了したことを報知する「終」の文字画像が表示
されているが、普通演出領域ｊ８の一部が視認不能となっているため、当該「終」の文字
画像は視認不能となっている。ワイプアウトが進むについて当該「終」の文字画像が徐々
に視認可能となる。
【２３４５】
　図１３０（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。また、図１３０（ｊ）に示す時点
の状態では、普図演出表示が終了している。装飾図柄表示装置２０８では普通演出領域ｊ
８が消去されており、普図演出表示が終了されている。
【２３４６】
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　図１３０（ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２３４７】
　図１３０（ｌ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【２３４８】
　本実施例では、普通演出領域ｊ８が当初はワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップして表示
されおり、ワイプアウトが開始されると同時に普通演出領域ｊ８がワイプ表示ｗ７ｂにオ
ーバーラップされて表示されている。なお、特図２始動口２３２の開放が終了した後は普
通演出領域ｊ８がワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップされるようにしてもよい。
【２３４９】
（実施例４１）
　本実施の形態の実施例４１によるパチンコ機１００について図１３０（Ａ）～（Ｋ）を
用いて説明する。図１３０（Ａ）～（Ｋ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３０（Ａ）～（Ｋ）の各図には、図１３０（Ａ）に示す遊技
盤１５００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。本実施例によるパチンコ機１００は、遊技盤１５００を備えた特図２優先変
動機である。なお、本実施例では、変動中アイコンおよび保留中アイコンの表示の図示は
省略する。
【２３５０】
　図１３０（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中であり、普図変動遊技が実行中である状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、
「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がは
ずれであることが報知されている。普通演出領域ｊ８では普図装飾図柄の変動表示が表示
されている。図１３０（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は０であり、特図２の
保留数は０であり、非電サポ状態（普図低確率状態）である。
【２３５１】
　図１３０（Ｂ）は、普図変動遊技の開始から当該普図変動遊技の変動時間が経過し、普
図変動遊技が終了した状態を示している。当該普図変動遊技の結果は当り（停止図柄は図
５に示す「普図Ｂ」）である。普通演出領域ｊ８には、「△」が停止表示（確定表示、本
停止表示）されている。本実施例では、非電サポ状態（時短未作動時）における「普図Ｂ
」の当りでは、特図２始動口２３２が１００ｍｓの間だけ開放状態となる。この場合には
、普通演出領域ｊ８には結果表示として「△」が表示される。なお、普図変動遊技の結果
が当りである場合には、普通演出領域ｊ８に当り図柄態様である「○」が停止表示されて
もよい。
【２３５２】
　図１３０（Ｃ）は、普通演出領域ｊ８に左打ちで遊技球を発射することを示唆する表示
が表示された状態を示している。普通演出領域ｊ８には、「左」の文字画像が表示されて
いる。本実施例では、特図２始動口２３２が左側経路に設けられているので、普通演出領
域ｊ８に当り図柄態様が停止表示された後に、遊技者に遊技球の弱めの発射強度で遊技領
域１２４の左側を狙うことを示唆する表示が普通演出領域ｊ８に表示される。
【２３５３】
　図１３０（Ｄ）は、特図２始動口２３２が開放している状態の演出表示を示している。
普通演出領域ｊ８には「開」の文字画像が表示されており、開放している特図２始動口２
３２を狙って発射強度弱めで左側経路に遊技球を発射させることが遊技球に示唆および要
求されている。
【２３５４】
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　図１３０（Ｅ）は、特図２始動口２３２の開放が終了して、特図２始動口２３２が閉鎖
されている状態の演出表示を示している。普通演出領域ｊ８には、特図２始動口２３２の
開放が終了した直後から「終」の文字画像が表示されており、特図２始動口２３２の開放
が終了したことが報知されている。本例では特図２始動口２３２には遊技球が入球しなか
ったものとする。
【２３５５】
　図１３０（Ｆ）は、普図演出領域８ｊにおいてワイプ演出表示が開始された状態を示し
ている。普通演出領域ｊ８の左上隅からワイプ表示ｗ１７ａの出現表示が開始され、普通
演出領域ｊ８の右下隅からワイプ表示ｗ１７ｂの出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ１
７ａ、ｗ１７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ１７ａ、
ｗ１７ｂは、普通演出領域ｊ８の最前面に表示され、「終」の文字画像をぬぐい消すよう
に表示される。
【２３５６】
　図１３０（Ｇ）は、普通演出領域ｊ８においてワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂが出現す
るワイプインが行われている状態を示している。
【２３５７】
　図１３０（Ｈ）は、ワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状
態を示している。ワイプ表示ｗ１７ａの右下端部とワイプ表示ｗ１７ｂの左上端部とが接
しており、普通演出領域ｊ８の全面がワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂにより覆われている
。
【２３５８】
　図１３０（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始
された状態を示している。普通演出領域ｊ８では、ワイプ表示ｗ１７ａが左上隅に向かっ
て縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ１７ｂが右下隅に向かって縮まるように撤退
表示される。ワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂの撤退表示開始とともに普通演出領域ｊ８に
おける「終」の文字画像が消去される。また、ワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂの撤退表示
とともに普通演出領域ｊ８の領域を画定していた正方形状の枠画像が徐々に消去される。
【２３５９】
　図１３０（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂの撤退表示中（ワイプアウト中）の
状態を示している。ワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂの撤退が完了している領域では、普通
演出領域ｊ８が消去されている。
【２３６０】
　図１３０（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂの撤退表示が完了した状態を示して
いる。ワイプ表示ｗ１７ａ普通演出領域ｊ８の左上隅に向かって縮まって消去され、ワイ
プ表示ｗ１７ｂが普通演出領域ｊ８の右下隅に向かって縮まって消去される。ワイプ表示
ｗ１７ａ、ｗ１７ｂの撤退表示の完了が普通演出領域ｊ８におけるワイプ演出表示の終了
である。ワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂの撤退表示の完了とともに普通演出領域ｊ８も消
去される。
【２３６１】
　本実施例のワイプ演出表示は、普通演出領域ｊ８の周囲を囲んでいた枠画像がワイプア
ウト中のワイプ表示ｗ１７ａ、ｗ１７ｂによりぬぐい消され、ワイプアウトの終了で普通
演出領域ｊ８が消去されるように構成されている。なお、普通演出領域ｊ８におけるワイ
プ演出表示は、ワイプ表示の絵柄（柄）、ワイプインの方向、ワイプアウトの方向をワイ
プ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプ演出表示と異ならせてもよい。
【２３６２】
　ワイプ演出表示は表示装置の表示画面の全体をぬぐい消すように行われるだけでなく、
本実施例のように、表示装置の表示画面の一部の領域内だけでワイプ演出表示は行われて
もよい。なお、ワイプ演出表示は表示装置の表示画面の複数の領域で行われてもよいし、
ワイプ演出表示は、表示装置の表示画面の複数の領域のうちの一部の領域において行われ
、他部の領域において行われなくてもよい。ここで、領域とは、保留アイコン表示領域、
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変動中アイコン表示領域、特図１保留アイコン表示領域、特図２保留アイコン表示領域、
数字画像による保留表示領域、予告や先読み予告に関するミニゲームが行われるミニゲー
ム演出の表示領域、予告アイテムの表示領域、一般入賞口２２６に入賞した際に入賞演出
が行われる一般入賞口演出表示領域であってもよい。
【２３６３】
　ここで、普通演出領域ｊ８での表示について再度説明する。
　普図装飾図柄の変動表示は、普図装飾図柄が変動表示中（可変表示中）であり、確定表
示まで到達していないことを示し、上記実施例では下向き矢印で図示されている。
【２３６４】
　「×」の普図装飾図柄は、普図変動遊技の結果がはずれ、または当該結果が特図２始動
口２３２（電チュー）に遊技球が入球できない程度の短時間開放をする場合（「普図Ｂ」
の場合）の確定表示図柄である。なお、「×」の普図装飾図柄は、普図変動遊技の結果が
はずれの可能性が高いこと、特図２始動口２３２が開放しない可能性が高いこと、特図２
始動口２３２が短時間開放する可能性が高いこと、普図の確定表示結果が或る図柄態様で
あること、遊技球が普図始動口２２８を通過した際に行われた特図２始動口２３２を開放
させるかどうかの抽選（決定結果）が或る結果（不開放、短時間開放）に決まったこと等
を示す確定表示、またはこれらのいずれかを示す確定表示としてもよい。
【２３６５】
　「△」の普図装飾図柄は、特図２始動口２３２が遊技球が入球する程度の長時間開放を
行う可能性があることを予告することを示す確定表示である。なお、「△」の普図装飾図
柄は、普図当り信頼度がある程度以上であること、特図２始動口２３２が長時間開放を行
う可能性が高いこと、普通演出領域ｊ８での確定表示が「×」であった場合に比べて特図
２始動口２３２が長時間開放する信頼度が高いこと、特図の大当り信頼度がある程度以上
であること、普通演出領域ｊ８での確定表示が「×」であった場合に比べて特図の大当り
信頼度が高いこと、先読み予告の大当り信頼度がある程度以上であること、普通演出領域
ｊ８での確定表示が「×」であった場合に比べて先読み予告の大当り信頼度が高いこと等
を示す確定表示、またはこれらのいずれかを示す確定表示としてもよい。
【２３６６】
　「○」の普図装飾図柄は、特図２始動口２３２が長時間開放を行うこと、または普図変
動遊技の結果が当りであることを示す確定表示である。なお、「○」の普図装飾図柄は、
普図当り信頼度がある程度以上であること、特図２始動口２３２が長時間開放を行う可能
性が高いこと、普通演出領域ｊ８での確定表示が「△」であった場合に比べて特図２始動
口２３２が長時間開放する信頼度が高いこと、特図の大当り信頼度がある程度以上である
こと、普通演出領域ｊ８での確定表示が「△」であった場合に比べて特図の大当り信頼度
が高いこと、先読み予告の大当り信頼度がある程度以上であること、普通演出領域ｊ８で
の確定表示が「△」であった場合に比べて先読み予告の大当り信頼度が高いこと等を示す
確定表示、またはこれらのいずれかを示す確定表示としてもよい。
【２３６７】
　「左」の文字画像は、特図２始動口２３２が長時間開放すること又は遊技盤１５００の
左側を狙って遊技球を発射することを促す、要求する、または示唆する確定表示である。
なお、「左」の文字画像は、特図２始動口２３２が開放すること、特図２始動口２３２が
開放または長時間開放する可能性が高いことを示す確定表示としてもよい。なお、「左」
態様は、本実施例では、特図２始動口２３２が遊技盤１５００の左側に設けられているた
め当該態様をしているのであり、「左」に代えて遊技球の発射強度を示す「弱」が表示さ
れてもよいし、特図２始動口２３２が遊技盤１５００の上側についていれば「上」が表示
されてもよい。
【２３６８】
　「開」の文字画像は、特図２始動口２３２が長時間開放を行っていることを示す確定表
示である。なお、「開」の文字画像は、特図２始動口２３２が開放していること、特図２
始動口２３２が開放または長時間開放している可能性が高いことを示す確定表示としても
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よい。
【２３６９】
　「終」の文字画像は、特図２始動口２３２の長時間開放が終了したことを示す確定表示
である。なお、「終」の文字画像は、特図２始動口２３２の開放が終了したこと、特図２
始動口の開放または長時間開放が終了すること、特図２始動口２３２の開放または長時間
開放が終了する可能性が高いことを示す確定表示としてもよい。
【２３７０】
　なお、短時間開放とは、複数の開放時間のうちの最も短時間の開放時間のことである。
短時間開放は、複数の開放時間のうちの或る開放時間以下または或る開放時間未満の開放
時間のこととしてもよい。長時間開放とは、複数の開放時間のうちの最も長時間の開放時
間のことである。長時間開放は、複数の開放時間のうちの或る開放時間以上、またある時
間を超える開放時間のこととしてもよい。
【２３７１】
　なお、普通演出領域ｊ８に静止画像が表示されるような例を示したが、普通演出領域ｊ
８において、「↓」、「×」、「△」、「○」、「左」、「開」、「終」の画像によるア
ニメーション表示が行われるようにしてもよいし、これらの画像と同じ意味を持った画像
のアニメーション表示が行われるようにしてもよいし、これらの画像以外の意味を持った
画像のアニメーション表示が行われるようにしてもよい。
【２３７２】
（実施例４２）
　本実施の形態の実施例４２によるパチンコ機１００について図１３１（ａ）～（ｒ）を
用いて説明する。図１３１（ａ）～（ｒ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３１の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。本実施例に
よるパチンコ機１００は、図２９に示す遊技盤１０００を備えた特図２優先変動機である
。なお、本実施例によるパチンコ機１００は、始動口入賞順変動のパチンコ機であっても
よい。
【２３７３】
　図１３１（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１３１（ａ）に示
す時点の状態において、例えば、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は０である
。図１３１の各図では変動中アイコンおよび保留アイコンの表示の図示は省略する。
【２３７４】
　図１３１（ｂ）は、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が揺れ変動表示
されている状態を示している。
【２３７５】
　図１３１（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が確定表示（停止表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２３７６】
　図１３１（ｄ）は、保留順位が最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始
された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８では、左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで装飾図柄の変動表示が開始される。
【２３７７】
　図１３１（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３４（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
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示が開始される。
【２３７８】
　図１３１（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２３７９】
　図１３１（ｇ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２３８０】
　図１３１（ｈ）は、殿と殿の敵が斬り合う対決シーンのアニメーションが表示された状
態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が殿の敵に敗れるシーンのア
ニメーションが表示される。
【２３８１】
　図１３１（ｉ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２３８２】
　図１３１（ｊ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。本実施例では、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右半分および左半分
のそれぞれで一対のワイプ表示によりワイプ演出表示が行われる。まず、図１３４（ｊ）
に示すように装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右半分においてワイプ演出表示が開始
されている。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中央上端からワイプ表示ｗ１９ａの出
現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ１９ａの出現表示が開始され
る。ワイプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワ
イプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され
、装飾図柄、殿の画像、および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２３８３】
　図１３１（ｋ）は、ワイプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂの出現表示が表示されている状態を
示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の
揺れ変動表示の一部にワイプ表示ｗ１９ａがオーバーラップされると、左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃは装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右上隅から左上隅に移動さ
れ、当該揺れ変動表示はワイプ表示ｗ１９ａにオーバーラップされなくなる。なお、左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃは装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右上隅から左
上隅に移動するタイミングは、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装
飾３－装飾２」の揺れ変動表示の全部にワイプ表示ｗ１９ａがオーバーラップした時以降
であってもよい。
【２３８４】
　図１３１（ｌ）は、ワイプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂの出現表示が完了して表示画面の右
半分が最大ワイプ状態となった状態を示している。ワイプ表示ｗ１９ａの右下端部とワイ
プ表示ｗ１９ｂの左上端部とが接しており、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右半分
がワイプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂにより覆われている。
【２３８５】
　図１３１（ｍ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左半分においてワイプ演出表
示が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイ
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プ表示ｗ２１ａの出現表示が開始され、当該表示画面の中央下端からワイプ表示ｗ２１ａ
の出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ２１ａ、ｗ２１ｂは、装飾図柄表示装置２０８の
表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、殿の敵の画像、および背景画像等をぬぐい消す
ように表示される。
【２３８６】
　図１３１（ｎ）は、ワイプ表示ｗ２１ａ、ｗ２１ｂの出現表示が完了して表示画面の左
半分が最大ワイプ状態となった状態を示している。ワイプ表示ｗ２１ａの右下端部とワイ
プ表示ｗ２１ｂの左上端部とが接しており、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左半分
がワイプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂにより覆われている。これにより、装飾図柄表示装置２
０８の全画面がワイプ表示で覆われる最大ワイプ状態となり、装飾図柄、殿の画像、殿の
敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２３８７】
　図１３１（ｏ）は、ワイプ表示ｗ２１ａ、ｗ２１ｂの撤退表示が開始された状態を示し
ている。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ２１ａが表示画面の左上隅に向かっ
て縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ２１ｂが表示画面の中央下端に向かって縮ま
るように撤退表示される。ワイプ表示ｗ２１ａ、ｗ２１ｂの撤退表示が開始されることで
装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左半分における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々
に視認可能となる。ワイプ表示ｗ２１ａ、ｗ２１ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像
が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表
示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。
【２３８８】
　図１３１（ｐ）は、ワイプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂの撤退表示が開始された状態を示し
ている。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ１９ａが表示画面の中央上端に向か
って縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ１９ｂが表示画面の右下隅に向かって縮ま
るように撤退表示される。ワイプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂの撤退表示が開始されることで
装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右半分における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々
に視認可能となる。
【２３８９】
　図１３１（ｑ）は、ワイプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂ、ｗ２１ａ、ｗ２１ｂの撤退表示が
完了した状態を示している。本例では、ワイプ表示ｗ２１ａ、ｗ２１ｂの撤退表示が完了
した後にワイプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂの撤退表示が完了する。左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃでははずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる態
様で揺れ変動表示されている。
【２３９０】
　図１３１（ｒ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２３９１】
　本実施例では、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右半分と左半分とで別のワイプ演
出表示が行われている。このように、表示装置２０８の表示画面の一部の領域毎でワイプ
演出表示が行われてもよい。ワイプ表示ｗ１９ａ、ｗ１９ｂの柄（絵柄）は同じであり、
ワイプ表示ｗ２１ａ、ｗ２１ｂの柄は同じであり、ワイプ表示ｗ１９ａ、１９ｂの柄とワ
イプ表示ｗ２１ａ、２１ｂの柄は同じである。なお、ワイプ表示ｗ１９ａ、１９ｂの柄と
ワイプ表示ｗ２１ａ、２１ｂの柄は異なっていてもよい。また、ワイプ表示ｗ１９ａ、１
９ｂよりもワイプ表示ｗ２１ａ、２１ｂの方が先にワイプイン（出現表示）が開始されて
もよいし、ワイプ表示ｗ２１ａ、２１ｂよりもワイプ表示ｗ１９ａ、１９ｂの方が先にワ
イプアウト（撤退表示）が開始されてもよいし、これらのワイプ表示は同時にワイプイン
およびワイプアウトが開始されてもよい。これらのワイプ表示は同時に最大ワイプ状態と
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なってもよい。
【２３９２】
（実施例４３）
　本実施の形態の実施例４３によるパチンコ機１００について図１３２（ａ）～（ｍ）を
用いて説明する。まず、図１３２（ａ）を用いて本実施例によるパチンコ機１００が備え
る遊技盤１６００について説明する。図１３２（ａ）は、遊技盤１６００を正面から見た
略示正面図である。遊技盤１６００は、図２９に示す遊技盤１０００と同様に、外レール
と内レールとで区画形成された遊技領域１２４と、略中央に配置されたメイン液晶ユニッ
ト１００１とを有している。メイン液晶ユニット１００１の略中央には装飾図柄表示装置
２０８が配置されている。本実施例によるパチンコ機１００は特図２優先変動機である。
【２３９３】
　遊技盤１６００はいわゆる右打ち機用の遊技盤である。特図２始動口２３２（電チュー
）、普図始動口２２８、および可変入賞口２４４ついては、遊技釘の配列パターンやワー
プ装置等の存在の影響によって、右側経路を落下する遊技球の入球は相対的に容易であり
、左側経路を落下する遊技球の入球は相対的に困難である。一方、特図１始動口２３０に
ついては、遊技釘の配列パターンやワープ装置等の存在の影響によって、左側経路を落下
する遊技球の入球は相対的に容易であり、右側経路を落下する遊技球の入球は相対的に困
難である。なお、遊技盤１６００は、遊技盤１０００と同様にサブ液晶表示装置１０３０
や可動体や照明部を備えていてもよい。
【２３９４】
　次に、図１３２（ａ）～（ｍ）を用いて、本実施例によるパチンコ機１００の演出例に
ついて説明する。図１３２（ａ）～（ｍ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３２（ａ）には本実施例によるパチンコ機１００が備える遊
技盤１５００を示し、図１３２（ｂ）～（ｍ）の各図には遊技盤１６００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。なお、本実施
例では、変動中アイコンおよび保留中アイコンの表示の図示は省略する。
【２３９５】
　図１３２（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾４」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１３２（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は０であり、特図２の保留数は
０であり、非電サポ状態（普図低確率状態）である。
【２３９６】
　図１３２（ｂ）は、特図１始動口２３０に遊技球が入賞したことに応じて特図１変動遊
技が開始された状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０
８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始されている。
【２３９７】
　図１３２（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３２（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２３９８】
　図１３２（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２３９９】
　図１３２（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
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【２４００】
　図１３２（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２４０１】
　また、図１３２（ｆ）では、「左へ戻せ！」の文字列画像を含む左打ち表示ｊ９が表示
されている。左打ち表示ｊ９は、遊技者に対して特定の操作（左打ち）を要求する報知（
特定操作要求報知）のひとつである。本実施例によるパチンコ機１００は、特図１始動口
２３０は左側経路に配置されており、普図始動口２２８および特図２始動口２３２が右側
経路に配置されているので、通常状態（非電サポ状態）では左打ちで遊技を行うのが正し
い打ち方であり、電サポ状態では右打ちで遊技を行うのが正しい打ち方である。左打ち表
示ｊ９は、通常状態であるのに右打ちで遊技が行われて、普図始動口２２８を遊技球が通
過した場合に表示される。本例では、通常状態（非電サポ）であるにもかかわらず、遊技
者が誤って右打ちを行い（例えば、発射強度高めで遊技球を発射したことで遊技球が遊技
領域の右側を流下する状態）、普図始動口２２８を遊技球が通過したことにより、遊技領
域の左側を狙って遊技球を発射すること（発射強度を弱めにする操作すること）を要求す
る報知（促す報知）として左打ち表示ｊ９が表示されている。
【２４０２】
　図１３２（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示されてはずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる
表示態様で揺れ変動表示された後に、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が
開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表
示ｗ７ａの出現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、左打ち表示ｊ９、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消す
ように表示される。本例では、左打ち表示ｊ９は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバー
ラップされる。
【２４０３】
　図１３２（ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が表示されている状態を示し
ている。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより、画像がぬぐい消されている。
【２４０４】
　図１３２（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、左打ち表示ｊ９
、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２４０５】
　図１３２（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における左打ち表示ｊ９や装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。
【２４０６】
　図１３２（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
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表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されており、左打ち表示ｊ９が表示されている
。
【２４０７】
　図１３２（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、左打
ち表示ｊ９が消去されている。左打ち表示ｊ９は、表示開始されてから所定期間が経過し
た場合に消去される。なお、左打ち表示ｊ９は、特図１始動口２３０に遊技球が入球した
ことや、報知条件成立から所定時間経過した場合に消去されてもよい。左打ち表示ｊ９等
の特定操作要求報知は、始動口に遊技球が入賞したことや、報知条件成立や報知開始から
所定時間が経過した場合に消去される。
【２４０８】
　図１３２（ｌ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【２４０９】
　本実施例では、特定操作要求報知である左打ち表示ｊ９よりもワイプ演出表示が優先し
て表示されている。このように、ワイプ演出表示の方が優先される特定操作要求報知があ
ってもよい。
【２４１０】
（実施例４４）
　本実施の形態の実施例４４によるパチンコ機１００について図１３２（Ａ）～（Ｌ）を
用いて説明する。図１３２（Ａ）～（Ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３２（Ａ）～（Ｌ）の各図には、図１３２（ａ）に示す遊技
盤１６００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。本実施例によるパチンコ機１００は、図１３２（ａ）に示す遊技盤１６００
を備えた特図２優先変動機である。
【２４１１】
　図１３２（Ａ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示され
ている。
【２４１２】
　図１３２（Ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３２（Ｂ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２４１３】
　図１３２（Ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２４１４】
　図１３２（Ｃ）では、「球を抜け！」の文字列画像を含む球抜き表示ｊ１０が表示され
ている。球抜き表示ｊ１０は、下皿１２８が遊技球で満タンになった場合に表示開始され
る。球抜き表示ｊ１０は、特定操作要求報知の一つである。球抜き表示ｊ１０は、下皿１
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２８等の遊技球貯留部に球が満タンであることが検出された場合に、当該遊技球貯留部の
遊技球を外部に排出するために、球排出レバー１２８（球抜きレバー）を操作することを
要求したり、促したりする表示である。球抜き表示ｊ１０は、皿満タンエラー報知や、皿
満タン報知や、下皿満タンエラー画像等と呼ばれることもあり、球抜きレバーが操作され
ている状態を模した画像で表示される場合もある。
【２４１５】
　図１３２（Ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２４１６】
　図１３２（Ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。また、図１３２（Ｅ）では、左打
ち表示ｊ９が表示されている。
【２４１７】
　図１３２（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示されてはずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる
表示態様で揺れ変動表示された後に、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が
開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表
示ｗ７ａの出現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、左打ち表示ｊ９、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像
および背景画像等をぬぐい消すように表示される。本例では、左打ち表示ｊ９は、ワイプ
表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされ、球抜き表示ｊ１０は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ
７ｂにオーバーラップして表示される。
【２４１８】
　図１３２（Ｇ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が表示されている状態を示し
ている。左打ち表示ｊ９は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされ徐々に視認
不能となり、球抜き表示ｊ１０は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表示
されており、全体が視認可能である。
【２４１９】
　図１３２（Ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、左打ち表示ｊ９
、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２４２０】
　図１３２（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における左打ち表示ｊ９や装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。球抜き表示ｊ１０は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバ
ーラップして表示される。
【２４２１】
　図１３２（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該



(407) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されており、左打ち表示ｊ９、球抜き表示ｊ１
０が表示されている。
【２４２２】
　図１３２（Ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、左打
ち表示ｊ９が消去されている。左打ち表示ｊ９は、表示開始されてから所定時間が経過し
た場合に消去される。
【２４２３】
　図１３２（Ｌ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。また、球抜き表示ｊ１０が消去されている。球抜き
表示ｊ１０は、遊技者による球抜き操作が行われた等により下皿１２８の遊技球が減少し
て満タン状態が解消したことにより消去される。
【２４２４】
　本実施例では、特定操作要求報知である左打ち表示ｊ９よりもワイプ演出表示が優先し
て表示され、ワイプ演出表示よりも特定操作要求報知である球抜き表示ｊ１０が優先して
表示される。このように、複数の特定操作要求報知のうちの一の特定操作要求報知よりも
ワイプ演出表示が優先して表示され、複数の特定操作要求報知のうちの一の特定操作要求
報知がワイプ演出表示よりも優先して表示されてもよい。
【２４２５】
（実施例４５）
　本実施の形態の実施例４５によるパチンコ機１００について図１３３（ａ）～（ｌ）を
用いて説明する。図１３３（ａ）～（ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３３（ａ）～（ｌ）の各図には、図１３２（ａ）に示す遊技
盤１６００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。本実施例によるパチンコ機１００は、図１３２（ａ）に示す遊技盤１６００
を備えた特図２優先変動機である。
【２４２６】
　図１３３（ａ）は、特図２変動遊技が実行されている状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示され
ている。
【２４２７】
　本実施例において、遊技状態は電サポ状態である。普図始動口２２８および特図２始動
口２３２が右側経路に配置されているので、電サポ状態では右打ちで遊技を行うのが正し
い打ち方である。本実施例では、電サポ状態において、装飾図柄表示装置２０８に、丸枠
内に「右」の文字画像を含む右打ち表示ｊ１１と、「右へ打て！」の文字列画像を含む右
打ち表示ｊ１２とが表示される。右打ち表示ｊ１１、ｊ１２は、遊技者に右打ちの操作を
指示する特定操作要求報知である。右打ち表示の特定操作要求報知は、電サポ状態（時短
状態）の開始から終了まで表示されてもよいし、右側経路に可変入賞口２３４（アタッカ
）が設けら得ている場合には大当り遊技中にも表示されてもよい。なお、右打ち表示ｊ１
１は、遊技者に見え易くするために、大きく表示されたり、装飾されていたり、点滅表示
されていたり、スクロール表示さてもよい。
【２４２８】
　図１３３（ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、



(408) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３３（ｂ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２４２９】
　図１３３（ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２４３０】
　図１３３（ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２４３１】
　図１３３（ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２４３２】
　図１３３（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示されてはずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる
表示態様で揺れ変動表示された後に、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が
開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表
示ｗ７ａの出現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、右打ち表示ｊ１２、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画
像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。本例では、右打ち表示ｊ１１は、ワ
イプ表示ｗ７ａにオーバーラップして表示され、右打ち表示ｊ１２は、ワイプ表示ｗ７ａ
、ｗ７ｂにオーバーラップされて表示される。
【２４３３】
　図１３３（ｇ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が表示されている状態を示し
ている。右打ち表示ｊ１２は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされ徐々に視
認不能となる。右打ち表示ｊ１１は、ワイプ表示ｗ７ａにオーバーラップして表示されて
おり、全体が視認可能である。
【２４３４】
　図１３３（ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、右打ち表示ｊ１
２、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２４３５】
　図１３３（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における右打ち表示ｊ１２や装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能とな
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変
化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」の揺れ変動表示が開始される。右打ち表示ｊ１１は、ワイプ表示ｗ７ａにオーバーラッ
プして表示されている。
【２４３６】
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　図１３３（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されており、右打ち表示ｊ１１、ｊ１２が表示
されている。
【２４３７】
　図１３３（ｋ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示している。当該特図２変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、右打
ち表示ｊ１１、ｊ１２が表示されている。
【２４３８】
　図１３３（ｌ）は、最先の特図２の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。また、右打ち表示ｊ１１、１２が表示されている。
【２４３９】
　本実施例では、右打ちを指示する表示として、右打ち表示ｊ１１、ｊ１２が表示される
。右打ち表示ｊ１１は、相対的に表示サイズが小さい表示であり、右打ち表示ｊ１２は相
対的に表示サイズが大きい表示である。右打ち表示ｊ１１は、ワイプ表示ｗ７ａにオーバ
ーラップして表示されるため、ワイプ演出表示中において常に視認可能である。右打ち表
示ｊ１２は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされて表示され、最大ワイプ状
態において全体が視認不能である。このように、右打ちの操作を指示する特定操作要求報
知のうち、第一の報知（右打ち表示ｊ１１）はワイプ演出表示にオーバーラップして表示
され、第二の報知（右打ち表示ｊ１２）はワイプ演出表示にオーバーラップされて表示さ
れてもよい。
【２４４０】
（実施例４６）
　本実施の形態の実施例４６によるパチンコ機１００について図１３３（Ａ）～（Ｌ）を
用いて説明する。図１３３（Ａ）～（Ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３３（Ａ）～（Ｌ）の各図には、図１３２（ａ）に示す遊技
盤１６００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。本実施例によるパチンコ機１００は、図１３２（ａ）に示す遊技盤１６００
を備えた特図２優先変動機である。
【２４４１】
　図１３３（Ａ）は、特図２変動遊技が実行されている状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示され
ている。
【２４４２】
　本実施例において、遊技状態は非電サポ状態である。普図始動口２２８および特図２始
動口２３２が右側経路に配置されているので、電サポ状態では右打ちで遊技を行うのが正
しい打ち方であり、特図１始動口２３０が左側経路に配置されているので、電サポ状態で
は左打ちで遊技を行うのが正しい打ち方である。本実施例では、電サポ状態終了後の所定
時間において、装飾図柄表示装置２０８に、丸枠内に「左」の文字画像を含む左打ち表示
ｊ１３と、「左へ戻せ！」の文字列画像を含む左打ち表示ｊ９とが表示される。右打ち表
示ｊ９、ｊ１３は、遊技者に左打ちの操作を指示する特定操作要求報知である。
【２４４３】
　図１３３（Ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
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右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３３（Ｂ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２４４４】
　図１３３（Ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２４４５】
　図１３３（Ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２４４６】
　図１３３（Ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２４４７】
　図１３３（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示されてはずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる
表示態様で揺れ変動表示された後に、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が
開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表
示ｗ７ａの出現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、左打ち表示ｊ９、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像
および背景画像等をぬぐい消すように表示される。本例では、左打ち表示ｊ１３は、ワイ
プ表示ｗ７ａにオーバーラップして表示され、左打ち表示ｊ９は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ
７ｂにオーバーラップされて表示される。
【２４４８】
　図１３３（Ｇ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が表示されている状態を示し
ている。左打ち表示ｊ９は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされ徐々に視認
不能となる。左打ち表示ｊ１３は、ワイプ表示ｗ７ａにオーバーラップして表示されてお
り、全体が視認可能である。
【２４４９】
　図１３３（Ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、左打ち表示ｊ９
、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２４５０】
　図１３３（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における右打ち表示ｊ１２や装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能とな
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変
化し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」の揺れ変動表示が開始される。左打ち表示ｊ１３は、ワイプ表示ｗ７ａにオーバーラッ
プして表示されている。
【２４５１】
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　図１３３（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されており、左打ち表示ｊ９、ｊ１３が表示さ
れている。
【２４５２】
　図１３３（Ｋ）は、特図２変動遊技が終了した状態を示している。当該特図２変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、右打
ち表示ｊ９、ｊ１３が表示されている。
【２４５３】
　図１３３（Ｌ）は、最先の特図２の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。また、左打ち表示ｊ９、１３が表示されている。
【２４５４】
　本実施例では、左打ちを指示する表示として、左打ち表示ｊ９、ｊ１３が表示される。
左打ち表示ｊ９は、相対的に表示サイズが大きい表示であり、左打ち表示ｊ１３は相対的
に表示サイズが小さい表示である。左打ち表示ｊ１３は、ワイプ表示ｗ７ａにオーバーラ
ップして表示されるため、ワイプ演出表示中において常に視認可能である。左打ち表示ｊ
９は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされて表示され、最大ワイプ状態にお
いて全体が視認不能である。このように、左打ちの操作を指示する特定操作要求報知のう
ち、第一の報知（左打ち表示ｊ１３）はワイプ演出表示にオーバーラップして表示され、
第二の報知（左打ち表示ｊ９）はワイプ演出表示にオーバーラップされて表示されてもよ
い。
【２４５５】
　なお、左打ち報知、右打ち報知は、矢印表示等の記号や画像・アニメーションによる打
ち方示唆報知であってもよい。右打ち表示ｊ１１は表示サイズの小さいチビ右打ち表示で
あり、左打ち表示ｊ１３は表示サイズの小さいチビ左打ち表示である。チビ左打ち報知、
チビ右打ち報知は、矢印表示、赤丸青丸等の記号や画像・アニメーションによる打ち方示
唆報知であってもよい。なお、右打ち表示ｊ１１、左打ち表示ｊ１３は、右打ち表示ｊ１
２、左打ち表示ｊ９よりも大きい表示サイズであってもよい。
【２４５６】
（実施例４７）
　本実施の形態の実施例４７によるパチンコ機１００について図１３４（ａ）～（ｌ）を
用いて説明する。図１３４（ａ）～（ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３４（ａ）～（ｌ）の各図には、図１３２（ａ）に示す遊技
盤１６００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して
示している。本実施例によるパチンコ機１００は、図１３２（ａ）に示す遊技盤１６００
を備えた特図２優先変動機である。
【２４５７】
　図１３４（ａ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示され
ている。
【２４５８】
　図１３４（ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
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図１３４（ｂ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２４５９】
　図１３４（ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２４６０】
　図１３４（ｃ）では、「球を抜け！」の文字列画像を含む球抜き表示ｊ１０が表示され
ている。球抜き表示ｊ１０は、下皿１２８が遊技球で満タンになった場合に表示開始され
る。球抜き表示ｊ１０は、特定操作要求報知の一つである。球抜き表示ｊ１０は、下皿１
２８等の遊技球貯留部に球が満タンであることが検出された場合に、当該遊技球貯留部の
遊技球を外部に排出するために、球排出レバー１２８（球抜きレバー）を操作することを
要求したり、促したりする表示である。球抜き表示ｊ１０は、皿満タンエラー報知や、皿
満タン報知や、下皿満タンエラー画像等と呼ばれることもあり、球抜きレバーが操作され
ている状態を模した画像で表示される場合もある。
【２４６１】
　図１３４（ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２４６２】
　図１３４（ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２４６３】
　図１３４（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示されてはずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる
表示態様で揺れ変動表示された後に、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が
開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表
示ｗ７ａの出現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等
をぬぐい消すように表示される。本例では、球抜き表示ｊ１０は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ
７ｂにオーバーラップして表示される。
【２４６４】
　図１３４（ｇ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が表示されている状態を示し
ている。球抜き表示ｊ１０は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表示され
ており、全体が視認可能である。
【２４６５】
　図１３４（ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。球抜き表示ｊ１０は、ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表示されており、全体が視認可能である。
【２４６６】
　図１３４（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
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置２０８における左打ち表示ｊ９や装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。また、球抜き表示ｊ１０が消去されている。球抜き表示ｊ
１０は、遊技者による球抜き操作が行われた等により下皿１２８の遊技球が減少して満タ
ン状態が解消したことにより消去される。
【２４６７】
　図１３４（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【２４６８】
　図１３４（ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２４６９】
　図１３４（ｌ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【２４７０】
　本実施例では、ワイプ演出表示よりも特定操作要求報知である球抜き表示ｊ１０が優先
して表示される。球抜き表示ｊ１０は、遊技者により球排出レバー１３２が操作されて下
皿１２８から遊技球が排出され、下皿１２８の満タン状態が解消されると消去される。球
抜き表示ｊ１０が消去されるのが遊技者の操作に応答した表示である。なお、他の表示、
通常状態で左打ちをして特図１始動口を狙うべき場合に右打ちした結果、遊技領域右側に
設けられたゲートや電チューに球が入賞、通過したことを検出したことに基づいて左打ち
を促す左に戻せ要求表示等の打ち方示唆表示（例えば、左打ち表示）も同様で、ワイプ演
出表示中に打ち方示唆表示、例えば左に戻せ要求表示を行うことで発射強度を弱める操作
を要求し、遊技者が発射強度を弱めた結果、遊技球が遊技領域の左側を流下して入賞する
特図１始動口に入賞したことを検出した場合に、打ち方示唆表示を消去した表示を遊技者
の操作に応答した表示（応答表示）としてもよい。なお、ボタン保留アイコンやボタンの
外観を示す表示、ボタンの操作が有効な期間を減少メータやカウントダウンする表示等は
操作要求表示の一例であり、操作要求表示に応じて遊技者によるチャンスボタン１３６の
操作があった場合に予告が表示されたり、先読み予告が表示されたり、保留アイコンが先
読み予告態様に変化したりする表示は応答表示の一例である。また遊技店員による操作を
要求や促す表示（例えば、「扉が開いています」、「内枠が開いています」、「球が詰ま
っています」等の表示）についてもワイプ演出表示中に表示される場合があってもよく、
店員の操作（扉の閉鎖、内枠の閉鎖、球詰まりの解消等）によって、店員の操作を要求す
る表示を消去することは遊技店員の操作に応答する応答表示の一例である。
【２４７１】
　保留表示手段による保留アイコンの表示は、ワイプ表示にオーバーラップされ、当該保
留表示手段による保留数の報知とは別に同じ画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２
０８）または別の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）で保留数の報知（第二
の報知）を行うようにし、第二の報知によってワイプ表示がオーバーラップされるように
構成してもよい。
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【２４７２】
　通常状態において、特図１の保留表示（例えば、特図１の保留アイコン）はワイプ表示
にオーバーラップされ、特図２の保留表示（例えば、特図２の保留アイコン）はワイプ表
示にオーバーラップするように構成していてもよい。なお、特図１は入り口の大きさが変
わらない入賞口によって構成された特図１始動口への遊技球の入賞によって変動が開始さ
され、特図２は入り口の大きさが変化する可変入賞口（電チュー）によって構成された特
図２始動口への遊技球の入賞によって変動が開始されるように構成されていてもよい。
【２４７３】
　時短中に、特図２の保留表示はワイプ表示にオーバーラップされ、特図１の保留表示は
ワイプ表示にオーバーラップするように構成していてもよい。なお、特図１は入り口の大
きさが変わらない入賞口によって構成された特図１始動口への遊技球の入賞によって変動
が開始さされ、特図２は入り口の大きさが変化する可変入賞口（電チュー）によって構成
された特図２始動口への遊技球の入賞によって変動が開始されるように構成されていても
よい。
【２４７４】
　特定操作要求報知（例えば、チビ右打ち報知、チビ左打ち報知等の特定操作要求報知）
、装飾図柄、第４図柄、特図の保留数、普図の保留数、普図装飾図柄、普図の演出表示（
普通演出領域ｊ８での表示）、演出キャラクタの紹介の表示、「赤文字は熱い」等の大当
り予告の信頼度の見分け方の表示、「保留アイコンが赤い場合は熱い」等の先読み予告の
信頼度の見分け方の表示、「大当り中は右打ちだ」等の操作方法の説明の等の演出に関す
るチュートリアル表示、「７でリーチをかけろ」や「５回転以内にスーパーリーチをかけ
ろ」等のミッション演出表示、演出名（リーチ名、ステージ名）等の表示、或る時間経過
する毎に開始される演出（ＲＴＣ演出、島一斉演出等）の表示および当該演出が開始され
るまでの時間の表示、発生しているエラーの種類を報知する表示、時短残り回数の表示、
ＳＴ残り回数の表示、出球数等の情報報知等の表示、音量調整表示の表示、輝度調整表示
の表示、キャラクタ選択表示、ＢＧＭ選択表示、保留枠選択表示等の選択表示や調整表示
、扉が開放していることを示す表示、内枠が開放していることを示す表示、コネクタが抜
けていることを示す表示、球詰まりが発生していることを示す表示等のシステム表示のう
ちのいずれか一つの表示、またはこれらの表示のうちの複数の表示によってワイプ表示が
オーバーラップされるように構成されていてもよい。
【２４７５】
　特定操作要求報知（例えば、チビ右打ち報知、チビ左打ち報知等の特定操作要求報知）
、装飾図柄、第４図柄、特図の保留数、普図の保留数、普図装飾図柄、普図の演出表示（
普通演出領域ｊ８での表示）、演出キャラクタの紹介の表示、「赤文字は熱い」等の大当
り予告の信頼度の見分け方の表示、「保留アイコンが赤い場合は熱い」等の先読み予告の
信頼度の見分け方の表示、「大当り中は右打ちだ」等の操作方法の説明の等の演出に関す
るチュートリアル表示、「７でリーチをかけろ」や「５回転以内にスーパーリーチをかけ
ろ」等のミッション演出表示、演出名（リーチ名、ステージ名）等の表示、或る時間経過
する毎に開始される演出（ＲＴＣ演出、島一斉演出等）の表示および当該演出が開始され
るまでの時間の表示、発生しているエラーの種類を報知する表示、時短残り回数の表示、
ＳＴ残り回数の表示、出球数等の情報報知等の表示、音量調整表示の表示、輝度調整表示
の表示、キャラクタ選択表示、ＢＧＭ選択表示、保留枠選択表示等の選択表示や調整表示
、扉が開放していることを示す表示、内枠が開放していることを示す表示、コネクタが抜
けていることを示す表示、球詰まりが発生していることを示す表示等のシステム表示のう
ちのいずれか一つの表示、またはこれらの表示のうちの複数の表示をワイプ表示がオーバ
ーラップするように構成されていてもよい。
【２４７６】
（実施例４８）
　本実施の形態の実施例４８によるパチンコ機１００について図１３５（ａ）～（ｆ）を
用いて説明する。図１３５（ａ）～（ｆ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
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を時系列で示している。図１３５（ａ）～（ｆ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２４７７】
　図１３５（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１３５（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば２であり、特図２の保
留数は０である。図１３５の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、演出ステージは空ステージであり、装飾図柄表示装置２０８
には空ステージに対応する空の背景画像が表示されている。
【２４７８】
　図１３５（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。また、本例では、遊技者がステージ変更操作を行っ
たことに応じて、次の変動開始時から演出ステージが変更される。装飾図柄表示装置２０
８には、「次変動ステチェン」の文字列画像を含むステージ変更表示ｊ１４が表示されて
おり、遊技者によるステージ変更操作が受け付けられたことが報知されている。ステージ
変更操作は、例えば、特図変動遊技中のチャンスボタン１３６の押下や設定操作部１３７
の左右ボタン押下のいずれかである。
【２４７９】
　図１３５（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３５（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にノーマルリーチ演出表
示が開始される。
【２４８０】
　図１３５（ｄ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。本例において、当該
特図１変動遊技の当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
には、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示（本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、ステ
ージ変更表示ｊ１４が消去されている。ステージ変更表示ｊ１４は、表示開始から所定時
間経過した時や、ステージ変更前の装飾図柄の変動表示の終了時に消去される。
【２４８１】
　図１３５（ｅ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始される。
【２４８２】
　図１３５（ｆ）は、演出ステージが山ステージに変更された状態を示している。当該装
飾図柄の変動示が開始された後に背景画像が空の背景画像から山ステージに対応する山の
背景画像に変化し、演出ステージが空ステージから山ステージに変更されている。
【２４８３】
　本実施例では、演出ステージが変更される前の図柄変動表示においてステージ変更表示
ｊ１４が表示され、演出ステージが変更されることが報知されている。
【２４８４】
（実施例４９）
　本実施の形態の実施例４９によるパチンコ機１００について図１３５（Ａ）～（Ｊ）を
用いて説明する。図１３５（Ａ）～（Ｊ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３５（Ａ）～（Ｊ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
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【２４８５】
　図１３５（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１３５（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば２であり、特図２の保
留数は０である。図１３５（Ａ）～（Ｊ）の各図では装飾図柄表示装置２０８における保
留アイコンの表示の図示は省略する。また、演出ステージは空ステージであり、装飾図柄
表示装置２０８には空の背景画像が表示されている。
【２４８６】
　図１３５（Ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。また、本例では、遊技者がステージ変更操作を行っ
たことに応じて、次の変動開始時から演出ステージが変更される。装飾図柄表示装置２０
８には、「次変動ステチェン」の文字列画像を含むステージ変更表示ｊ１４が表示されて
おり、遊技者によるステージ変更操作が受け付けられたことが報知されている。ステージ
変更操作は、例えば、特図変動遊技中のチャンスボタン１３６の押下や設定操作部１３７
の左右ボタン押下のいずれかである。
【２４８７】
　図１３５（Ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３５（Ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にノーマルリーチ演出表
示が開始される。
【２４８８】
　図１３５（Ｄ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。本例において、当該
特図１変動遊技の当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
には、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示（本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、ステ
ージ変更表示ｊ１４が消去されている。ステージ変更表示ｊ１４は、表示開始から所定時
間経過した時や、ステージ変更前の装飾図柄の変動表示の終了時に消去される。
【２４８９】
　図１３５（Ｅ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始される。
【２４９０】
　図１３５（Ｆ）は、ステージチェンジ用のワイプ演出表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の長方形状の外周から中央に向かってワイプ表示
ｗ２３が広がっていく態様でワイプの出現表示（ワイプイン）が開始される。ワイプ表示
ｗ２３の出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ２３は、装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄および背景画像等をぬぐい消す
ように表示される。
【２４９１】
　図１３５（Ｇ）は、ワイプ表示ｗ２３の出現表示が表示されている状態を示している。
ワイプ表示ｗ２３が中央に向かって徐々に広がっていく態様でワイプの出現表示が表示さ
れている。
【２４９２】
　図１３５（Ｈ）は、ワイプ表示ｗ２３の出現表示が完了した最大ワイプ状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ２３により覆われている。ワイプ表
示ｗ２３の出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄および背景画像が視認
不能となる。
【２４９３】
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　図１３５（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ２３の撤退表示が開始された状態を示している。装飾
図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ２３が表示画面の中央から長方形状の外周に向か
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ２３の撤退表示開始とともに当該背景画像
が山の背景画像に変化する。ワイプ表示ｗ２３の撤退表示が開始されることで装飾図柄表
示装置２０８における装飾図柄や山の背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。
【２４９４】
　図１３５（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ２３の撤退表示が完了した状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８には山の背景画像が表示されており、演出ステージが空ステージから山
ステージに変更されている。
【２４９５】
　本実施例では、演出ステージが変更される際にワイプ演出表示が表示され、ワイプ演出
表示の前後で背景画像が変更される。
【２４９６】
（実施例５０）
　本実施の形態の実施例５０によるパチンコ機１００について図１３５（イ）～（ヲ）を
用いて説明する。図１３５（イ）～（ヲ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３５（イ）～（ヲ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２４９７】
　図１３５（イ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１３５（イ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば２であり、特図２の保
留数は０である。図１３５（イ）～（ヲ）の各図では装飾図柄表示装置２０８における保
留アイコンの表示の図示は省略する。また、演出ステージは空ステージであり、装飾図柄
表示装置２０８には空の背景画像が表示されている。
【２４９８】
　図１３５（ロ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。また、本例では、遊技者がステージ変更操作を行っ
たことに応じて、次の変動開始時から演出ステージが変更される。装飾図柄表示装置２０
８には、「次変動ステチェン」の文字列画像を含むステージ変更表示ｊ１４が表示されて
おり、遊技者によるステージ変更操作が受け付けられたことが報知されている。ステージ
変更操作は、例えば、特図変動遊技中のチャンスボタン１３６の押下や設定操作部１３７
の左右ボタン押下のいずれかである。
【２４９９】
　図１３５（ハ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３５（ハ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２５００】
　図１３５（ニ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。また
、スーパーリーチ演出表示の開始の際にステージ変更表示ｊ１４が消去される。
【２５０１】
　図１３５（ホ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
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動表示が縮小表示される。
【２５０２】
　図１３５（ヘ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２５０３】
　図１３５（ト）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後、ワイプ演出表示の後で背景画像が山の背景画像の通常の演出表示に切り替えら
れることによりスーパーリーチ演出表示が終了する。
【２５０４】
　図１３５（チ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２５０５】
　図１３５（リ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２５０６】
　図１３５（ヌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が山の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が
開始される。
【２５０７】
　図１３５（ル）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には山の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。このように、本例では、ワイプ演
出終了後には装飾図柄表示装置２０８には山の背景画像が表示されており、演出ステージ
が空ステージから山ステージに変更されている。
【２５０８】
　図１３５（ヲ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
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、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２５０９】
　本実施例では、演出ステージの変更操作が受け付けられた図柄変動表示において対決演
出のスーパーリーチ演出表示が表示され、次いで、ワイプ演出表示が表示されており、ワ
イプ演出表示の後で背景画像が山の背景画像に変更されている。このように、演出ステー
ジが変更されることが決まっている場合には、対決演出等の期待度の高い演出後のワイプ
演出表示のワイプアウト際に演出ステージ変更先の背景画像に変化される。
【２５１０】
（実施例５１）
　本実施の形態の実施例５１によるパチンコ機１００について図１３６（ａ）～（ｑ）を
用いて説明する。図１３６（ａ）～（ｑ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３６（ａ）～（ｑ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２５１１】
　図１３６（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１３６（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば２であり、特図２の保
留数は０である。図１３６の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、演出ステージは空ステージであり、装飾図柄表示装置２０８
には空の背景画像が表示されている。
【２５１２】
　図１３６（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。また、本例では、遊技者がステージ変更操作を行っ
たことに応じて、次の変動開始時から演出ステージが変更される。装飾図柄表示装置２０
８には、「次変動ステチェン」の文字列画像を含むステージ変更表示ｊ１４が表示されて
おり、遊技者によるステージ変更操作が受け付けられたことが報知されている。ステージ
変更操作は、例えば、特図変動遊技中のチャンスボタン１３６の押下や設定操作部１３７
の左右ボタン押下のいずれかである。
【２５１３】
　図１３６（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３６（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２５１４】
　図１３６（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。また
、スーパーリーチ演出表示の開始の際にステージ変更表示ｊ１４が消去される。
【２５１５】
　図１３６（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２５１６】
　図１３６（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
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【２５１７】
　図１３６（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後、ワイプ演出表示の後で背景画像が空の背景画像の通常の演出表示に切り替えら
れることによりスーパーリーチ演出表示が終了する。
【２５１８】
　図１３６（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄、
殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２５１９】
　図１３６（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２５２０】
　図１３６（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７
ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の縮
小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が
開始される。
【２５２１】
　図１３６（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【２５２２】
　図１３６（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２５２３】
　図１３６（ｍ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された後に
、ステージチェンジ用のワイプ演出表示が開始された状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の表示画面の長方形状の外周から中央に向かってワイプ表示ｗ２３が広がってい
く態様でワイプの出現表示（ワイプイン）が開始される。ワイプ表示ｗ２３の出現表示の
開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ２３は、装飾図柄表示装置２０８の表
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示画面の最前面に表示され、装飾図柄および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２５２４】
　図１３６（ｎ）は、ワイプ表示ｗ２３の出現表示が表示されている状態を示している。
ワイプ表示ｗ２３が中央に向かって徐々に広がっていく態様でワイプの出現表示が表示さ
れている。
【２５２５】
　図１３６（ｏ）は、ワイプ表示ｗ２３の出現表示が完了した最大ワイプ状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ２３により覆われている。ワイプ表
示ｗ２３の出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄および背景画像が視認
不能となる。
【２５２６】
　図１３６（ｐ）は、ワイプ表示ｗ２３の撤退表示が開始された状態を示している。装飾
図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ２３が表示画面の中央から長方形状の外周に向か
って縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ２３の撤退表示開始とともに当該背景画
像が山の背景画像に変化する。ワイプ表示ｗ２３の撤退表示が開始されることで装飾図柄
表示装置２０８における装飾図柄や山の背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。
【２５２７】
　図１３６（ｑ）は、ワイプ表示ｗ２３の撤退表示が完了した状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８には山の背景画像が表示されており、演出ステージが空ステージから山
ステージに変更されている。
【２５２８】
　本実施例では、スーパーリーチ演出表示終了の際のワイプ演出表示で演出ステージは変
更されず、当該ワイプ演出表示後の次の図柄変動表示中に演出ステージ変更用のワイプ演
出表示が表示され、演出ステージが変更される。
【２５２９】
（実施例５２）
　本実施の形態の実施例５２によるパチンコ機１００について図１３７（ａ）～（ｌ）を
用いて説明する。図１３７（ａ）～（ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３７（ａ）～（ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１、装飾図柄表示装置２０８および可動体１０１０を抜
き出して示している。
【２５３０】
　図１３７（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１３７（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１３７の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【２５３１】
　図１３７（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【２５３２】
　図１３７（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３７（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２５３３】
　図１３７（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
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表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２５３４】
　図１３７（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。また、図１３７（ｅ）では、スーパーリーチ演出表示中に大当
り予告として可動体１０１０が初期位置から下方に移動されている。図中、可動体１０１
０の左右に図示する下向きの矢印は、可動体１０１０の移動方向を示している。本実施例
では、可動体１０１０の初期位置は図１３７（ａ）～（ｄ）に示す、装飾図柄表示装置２
０８の上方の位置である。なお、可動体１０１０の初期位置は、可動体１０１０の少なく
とも一部が装飾図柄表示装置２０８と前後方向で重なる位置であってもよい。
【２５３５】
　図１３７（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２５３６】
　図１３７（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２５３７】
　図１３７（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される
。
【２５３８】
　図１３７（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。また、本例では、最大ワイプ状態
中に可動体１０１０が上方に移動して初期位置に復帰する動作が開始されている。図中、
可動体１０１０の左右に図示する上向きの矢印は、可動体１０１０の移動方向を示してい
る。なお、可動体１０１０の初期位置への復帰動作の開始タイミングは、ワイプイン中で
あってもよいし、ワイプアウト中であってもよいし、ワイプインの開始前であってもよい
。ワイプ表示ｗ７ａの一部が可動体１０１０にオーバーラップされている。このように、
演出用可動体の動作時にワイプ演出表示が行われた場合には、ワイプ演出表示の少なくと
も一部が演出用可動体にオーバーラップされる場合がある。
【２５３９】
　図１３７（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
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で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。また、可動体１０１０が初期位置に移動中である。図中、
可動体１０１０の左右に図示する下向きの矢印は、可動体１０１０の移動方向を示してい
る。本例では、ワイプアウト中に、可動体１０１０の一部が装飾図柄表示装置２０８の前
側に位置し、可動体１０１０の大部分が装飾図柄表示装置２０８の前側に位置しない位置
まで可動体１０１０が移動し、可動体１０１０の初期位置への復帰動作が進行している。
なお、ワイプアウト開始時には、可動体１０１０の全部が装飾図柄表示装置２０８の前側
に位置しない位置まで移動していてもよいし、ワイプアウト開始時には、可動体１０１０
の初期位置への復帰動作が完了しているように構成してもよい。
【２５４０】
　図１３７（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。また、可動体１０１０が初期位置
に移動中である。図中、可動体１０１０の左右に図示する下向きの矢印は、可動体１０１
０の移動方向を示している。なお、ワイプアウト完了時には可動体１０１０の一部が装飾
図柄表示装置２０８の前側に位置するまで可動体１０１０の復帰動作が進行しているよう
にしてもよいし、ワイプアウト完了時には可動体１０１０が初期位置まで移動していても
よいし、ワイプアウト完了時には可動体１０１０の復帰動作が完了していてもよい。
【２５４１】
　図１３７（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、可動
体１０１０の初期位置への移動が完了している。なお、装飾図柄の停止表示前に可動体１
０１０の初期位置への移動が完了していてもよいし、装飾図柄の停止表示中に可動体１０
１０の初期位置への移動が完了していてもよい。
【２５４２】
（実施例５３）
　本実施の形態の実施例５３によるパチンコ機１００について図１３７（Ａ）～（Ｌ）を
用いて説明する。図１３７（Ａ）～（Ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３７（Ａ）～（Ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１、装飾図柄表示装置２０８および可動体１０１０を抜
き出して示している。
【２５４３】
　図１３７（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１３７（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１３７の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【２５４４】
　図１３７（Ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
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を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【２５４５】
　図１３７（Ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３７（Ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２５４６】
　図１３７（Ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２５４７】
　図１３７（Ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。また、図１３７（Ｅ）では、スーパーリーチ演出表示中に大当
り予告として可動体１０１０が初期位置から下方に移動されている。図中、可動体１０１
０の左右に図示する下向きの矢印は、可動体１０１０の移動方向を示している。
【２５４８】
　図１３７（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２５４９】
　図１３７（Ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２５５０】
　図１３７（Ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される
。
【２５５１】
　図１３７（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。また、本例では、最大ワイプ状態
中に可動体１０１０が反時計回りに回転する動作を行うことで予告が行われている。図中
、可動体１０１０の上に図示する矢印は、可動体１０１０の回転方向を示している。本例
では、ワイプ演出表示中に可動体１０１０が回転することで逆転演出表示が行われること
を予告する逆転大当り予告動作が行われている。本例では、可動体１０１０が１回転する
動作が逆転大当り予告動作に該当する。逆転大当り予告動作が行われた場合には大当り図
柄態様が確定停止表示されることが確定されていてもよいし、逆転大当り予告動作が行わ
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れても最終的にはずれ図柄態様が確定停止表示されるように構成されていてもよい。なお
、逆転大当り予告動作が行われなかった場合よりも逆転大当り予告動作が行われた場合の
方が大当り図柄態様が確定表示されやすくなっている。
【２５５２】
　図１３７（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。本例では、ワイプ演出表示前ははずれ図柄態様が揺れ変動
表示されていたが、逆転大当り予告動作開始後のワイプアウト以降では大当り図柄態様の
揺れ変動表示が開始される。また、可動体１０１０が１回転した後に初期位置に移動中で
ある。図中、可動体１０１０の左右に図示する下向きの矢印は、可動体１０１０の移動方
向を示している。
【２５５３】
　図１３７（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」
が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。また、可動体１０１０が初期位置に
移動中である。図中、可動体１０１０の左右に図示する下向きの矢印は、可動体１０１０
の移動方向を示している。
【２５５４】
　図１３７（Ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。また、可動
体１０１０の初期位置への移動が完了している。なお、装飾図柄の停止表示前に可動体１
０１０の初期位置への移動が完了していてもよいし、装飾図柄の停止表示中に可動体１０
１０の初期位置への移動が完了していてもよい。
【２５５５】
　本実施例では、可動体１０１０による逆転大当り予告動作は、最大ワイプ状態中に開始
される。なお、可動体１０１０による逆転大当り予告動作は、ワイプイン開始前から開始
されてもよいし、ワイプイン中に開始されてもよいし、ワイプアウト中に開始されてもよ
い。また、可動体１０１０による逆転大当り予告動作は、ワイプ演出表示中（例えば、ワ
イプイン中、最大ワイプ状態、ワイプアウト中のいずれかの状態中）に終了するようにし
てもよいし、ワイプアウト後に終了するようにしてもよい。
【２５５６】
（実施例５４）
　本実施の形態の実施例５４によるパチンコ機１００について図１３８（ａ）～（ｌ）を
用いて説明する。図１３８（ａ）～（ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３８（ａ）～（ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１、装飾図柄表示装置２０８および可動体１０１０を抜
き出して示している。
【２５５７】
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　図１３８（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１３８（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１３８の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている
。
【２５５８】
　図１３８（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【２５５９】
　図１３８（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３８（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２５６０】
　図１３８（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２５６１】
　図１３８（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２５６２】
　図１３８（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２５６３】
　図１３８（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２５６４】
　図１３８（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される
。また、本実施例では、ワイプイン中に大当り予告として可動体１０１０が初期位置から
下方に移動されている。図中、可動体１０１０の左右に図示する下向きの矢印は、可動体
１０１０の移動方向を示している。
【２５６５】
　図１３８（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
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、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２５６６】
　図１３８（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。また、本例では、ワイプアウト中に可動体１０１０が上方
に移動して初期位置に復帰する動作が開始されている。図中、可動体１０１０の左右に図
示する上向きの矢印は、可動体１０１０の移動方向を示している。
【２５６７】
　図１３８（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。また、可動体１０１０が初期位置
に移動中である。図中、可動体１０１０の左右に図示する下向きの矢印は、可動体１０１
０の移動方向を示している。
【２５６８】
　図１３８（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、可動
体１０１０の初期位置への移動が完了している。なお、装飾図柄の停止表示前に可動体１
０１０の初期位置への移動が完了していてもよいし、装飾図柄の停止表示中に可動体１０
１０の初期位置への移動が完了していてもよい。
【２５６９】
　本実施例では、ワイプイン中に可動体１０１０の移動動作が開始され、ワイプアウト中
に可動体１０１０の初期位置への復帰動作が開始されている。本実施例では、可動体１０
１０の動作は、大当り予告動作として実行されている。なお、可動体１０１０の動作は、
先読み予告動作、逆転大当り予告動作として実行されてもよいし、特に予告動作としてで
はなく単に動くだけのものであってもよいし、ワイプ演出表示としての動作であってもよ
い。なお、ワイプ演出表示の際の可動体１０１０の動作は、ワイプ演出表示の際に必ず行
われるようにしてもよいし、複数種類のワイプ演出表示のうちの一または複数のワイプ演
出表示の際に行われ、別のワイプ演出表示の際には行われないように構成されていてもよ
いし、複数の演出用可動体を備え、複数のワイプ演出表示毎に演出動作を行う演出用可動
体が異なるようにしてもよい。
【２５７０】
（実施例５５）
　本実施の形態の実施例５５によるパチンコ機１００について図１３８（Ａ）～（Ｌ）を
用いて説明する。図１３８（Ａ）～（Ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３８（Ａ）～（Ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１、装飾図柄表示装置２０８および可動体１０１０を抜
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き出して示している。
【２５７１】
　図１３８（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１３８（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１３８（Ａ）～（Ｌ）の各図では装飾図柄表示装置２０８における保
留アイコンの表示の図示は省略する。また、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が
表示されている。
【２５７２】
　図１３８（Ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【２５７３】
　図１３８（Ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３８（Ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２５７４】
　図１３８（Ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２５７５】
　図１３８（Ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２５７６】
　図１３８（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２５７７】
　図１３８（Ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２５７８】
　図１３８（Ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される
。また、本実施例では、ワイプイン中に逆転大当り予告動作として可動体１０１０が初期
位置から下方に移動されている。図中、可動体１０１０の左右に図示する下向きの矢印は
、可動体１０１０の移動方向を示している。
【２５７９】
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　図１３８（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２５８０】
　図１３８（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。本例では、ワイプ演出表示前ははずれ図柄態様が揺れ変動
表示されていたが、逆転大当り予告動作開始後のワイプアウト以降では大当り図柄態様の
揺れ変動表示が開始される。また、本例では、ワイプアウト中に可動体１０１０が上方に
移動して初期位置に復帰する動作が開始されている。図中、可動体１０１０の左右に図示
する上向きの矢印は、可動体１０１０の移動方向を示している。
【２５８１】
　図１３８（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」
が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。また、可動体１０１０が初期位置に
移動中である。図中、可動体１０１０の左右に図示する下向きの矢印は、可動体１０１０
の移動方向を示している。
【２５８２】
　図１３８（Ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。また、可動
体１０１０の初期位置への移動が完了している。なお、装飾図柄の停止表示前に可動体１
０１０の初期位置への移動が完了していてもよいし、装飾図柄の停止表示中に可動体１０
１０の初期位置への移動が完了していてもよい。
【２５８３】
　本実施例では、可動体１０１０の動作は、逆転大当り予告動作として実行される。なお
、可動体１０１０が何らかの予告動作として動く場合の予告は、確定的な予告（最終的に
大当り図柄態様が停止表示することを確定的に予告、いずれかの保留が消化されて開始さ
れた図柄変動表示において最終的に大当り図柄態様が停止表示することを確定的に先読み
予告等）であってもよいし、最終的にはずれ図柄態様が確定停止表示される場合があって
もよいし、全ての保留がそれぞれ消化されて開始されるそれぞれの図柄変動表示において
最終的に全てはずれ図柄態様が停止表示する場合があってもよい。
【２５８４】
（実施例５６）
　本実施の形態の実施例５６によるパチンコ機１００について図１３９（ａ）～（ｌ）を
用いて説明する。図１３９（ａ）～（ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３９（ａ）～（ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
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０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２５８５】
　図１３９（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示されて
いる。図１３９（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の
保留数は０である。特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１
が表示されている。保留アイコンｂ１は図１０４に示す白丸保留アイコンである。また、
変動中アイコン表示領域には変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンａ１
の表示態様は、白丸保留アイコンの表示態様である。
【２５８６】
　図１３９（ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３８（ｂ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２５８７】
　図１３９（ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。スー
パーリーチ演出表示の開始に伴い、変動中アイコンａ１および保留アイコンｂ１は消去さ
れる。
【２５８８】
　図１３９（ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２５８９】
　図１３９（ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２５９０】
　図１３９（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２５９１】
　図１３９（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される
。
【２５９２】
　図１３９（ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
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イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２５９３】
　図１３９（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。本例では、ワイプアウト開始の際に変動中アイコンおよび
保留アイコンの再表示は開始されない。
【２５９４】
　図１３９（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中の状態を示している。装飾
図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表
示態様で揺れ変動表示されている。図１３９（ｊ）では、変動中アイコン表示領域および
特図１保留アイコン表示領域でのワイプアウトは完了されている時点の状態ではあるが、
変動中アイコンおよび保留アイコンの再表示は開始されていない。
【２５９５】
　図１３９（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に変動中アイコンａ１およ
び保留アイコンｂ１の再表示が開始された状態を示している。本実施例では、変動中アイ
コン表示領域および特図１保留アイコン表示領域でのワイプアウトが完了した後に、変動
中アイコンおよび保留アイコンの再表示が開始される。
【２５９６】
　図１３９（ｌ）は、ワイプアウト完了後に特図１変動遊技が終了した状態を示している
。当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装
飾２」が停止表示され、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知さ
れている。
【２５９７】
　本実施例では、ワイプアウト開始の際には変動中アイコンおよび保留アイコンの再表示
は開始されず、変動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域でのワイプア
ウトが完了した後に変動中アイコンおよび保留アイコンの再表示が開始される。
【２５９８】
（実施例５７）
　本実施の形態の実施例５７によるパチンコ機１００について図１３９（Ａ）～（Ｌ）を
用いて説明する。図１３９（Ａ）～（Ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１３９（Ａ）～（Ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２５９９】
　図１３９（Ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示されて
いる。図１３９（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の
保留数は０である。特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１
が表示されている。保留アイコンｂ１は図１０４に示す白丸保留アイコンである。また、
変動中アイコン表示領域には変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンａ１
の表示態様は、白丸保留アイコンの表示態様である。
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【２６００】
　図１３９（Ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１３８（Ｂ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２６０１】
　図１３９（Ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。スー
パーリーチ演出表示の開始に伴い、変動中アイコンａ１および保留アイコンｂ１は消去さ
れる。
【２６０２】
　図１３９（Ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２６０３】
　図１３９（Ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２６０４】
　図１３９（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２６０５】
　図１３９（Ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される
。
【２６０６】
　図１３９（Ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２６０７】
　図１３９（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
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柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。本例では、ワイプアウト開始の際に変動中アイコンおよび
保留アイコンの再表示は開始されない。
【２６０８】
　図１３９（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中の状態を示している。装飾
図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表
示態様で揺れ変動表示されている。また、本例では、図１３９（Ｃ）～（Ｊ）の間で特図
１始動口２３０に遊技球が１個入賞し、特図１の保留数が２に増加している。図１３９（
Ｊ）では、変動中アイコン表示領域、および特図１保留アイコン表示領域でのワイプアウ
トは完了されている時点の状態ではあるが、変動中アイコンおよび保留アイコンの再表示
および増加した保留に対応する保留アイコンの表示は開始されていない。
【２６０９】
　図１３９（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に変動中アイコンａ１およ
び保留アイコンｂ１の再表示が開始された状態を示している。本実施例では、変動中アイ
コン表示領域および特図１保留アイコン表示領域でのワイプアウトが完了した後に、変動
中アイコンａ１および保留アイコンｂ１の再表示がおよび増加した保留に対応する保留ア
イコンｂ２の表示が開始される。なお、保留アイコンｂ２は、先読み予告態様である、１
０４に示す顔保留アイコンである。
【２６１０】
　図１３９（Ｌ）は、ワイプアウト完了後に特図１変動遊技が終了した状態を示している
。当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装
飾２」が停止表示され、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知さ
れている。
【２６１１】
　本実施例では、ワイプアウト開始の際には変動中アイコンおよび保留アイコンの再表示
およびスーパーリーチ演出表示からワイプアウト開始の際にまでに増加した保留に対応す
る保留アイコンの表示は開始されず、変動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン
表示領域でのワイプアウトが完了した後に変動中アイコンおよび保留アイコンの再表示お
よび増加した保留に対応する保留アイコンの表示が開始される。
【２６１２】
（実施例５８）
　本実施の形態の実施例５８によるパチンコ機１００について図１４０（ａ）～（ｌ）を
用いて説明する。図１４０（ａ）～（ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４０（ａ）～（ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２６１３】
　図１４０（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示されて
いる。図１４０（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の
保留数は０である。特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１
が表示されている。保留アイコンｂ１は図１０４に示す白丸保留アイコンである。また、
変動中アイコン表示領域には変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンａ１
の表示態様は、顔保留アイコンの表示態様であり、予告態様である。
【２６１４】
　図１４０（ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１４０（ｂ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
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示が開始される。
【２６１５】
　図１４０（ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。スー
パーリーチ演出表示の開始に伴い、変動中アイコンａ１および保留アイコンｂ１は消去さ
れる。
【２６１６】
　図１４０（ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２６１７】
　図１４０（ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２６１８】
　図１４０（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２６１９】
　図１４０（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される
。
【２６２０】
　図１４０（ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２６２１】
　図１４０（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。本例では、ワイプアウト開始の際に変動中アイコンおよび
保留アイコンの再表示は開始されない。
【２６２２】
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　図１４０（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中の状態を示している。装飾
図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表
示態様で揺れ変動表示されている。図１４０（ｊ）では、変動中アイコン表示領域の一部
でのワイプアウトが完了されていない時点の状態ではあるが、変動中アイコンａ１および
保留アイコンｂ１の再表示が開始される。
【２６２３】
　図１４０（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中に変動中アイコンａ１およ
び保留アイコンｂ１の再表示が開始された状態を示している。
【２６２４】
　図１４０（ｌ）は、ワイプアウト完了後に特図１変動遊技が終了した状態を示している
。当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装
飾２」が停止表示され、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知さ
れている。
【２６２５】
　本実施例では、変動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域が保留表示
手段であり、保留表示手段の一部でのワイプアウトが完了されていない時点で変動中アイ
コンおよび保留中アイコンの表示が再開される。
【２６２６】
（実施例５９）
　本実施の形態の実施例５９によるパチンコ機１００について図１４０（Ａ）～（Ｌ）を
用いて説明する。図１４０（Ａ）～（Ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４０（Ａ）～（Ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２６２７】
　図１４０（Ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示されて
いる。図１４０（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の
保留数は０である。特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１
が表示されている。保留アイコンｂ１は図１０４に示す白丸保留アイコンである。また、
変動中アイコン表示領域には変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンａ１
の表示態様は、白丸保留アイコンの表示態様である。
【２６２８】
　図１４０（Ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１４０（Ｂ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２６２９】
　図１４０（Ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。スー
パーリーチ演出表示の開始に伴い、変動中アイコンａ１および保留アイコンｂ１は消去さ
れる。
【２６３０】
　図１４０（Ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
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【２６３１】
　図１４０（Ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２６３２】
　図１４０（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２６３３】
　図１４０（Ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される
。
【２６３４】
　図１４０（Ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２６３５】
　図１４０（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。本例では、ワイプアウト開始の際に変動中アイコンおよび
保留アイコンの再表示は開始されない。
【２６３６】
　図１４０（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中の状態を示している。装飾
図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表
示態様で揺れ変動表示されている。また、本例では、図１４０（Ｃ）～（Ｊ）の間で特図
１始動口２３０に遊技球が１個入賞し、特図１の保留数が２に増加している。図１３９（
Ｊ）では、変動中アイコン表示領域、および特図１保留アイコン表示領域でのワイプアウ
トは完了されている時点の状態ではあるが、変動中アイコンおよび保留アイコンの再表示
および増加した保留に対応する保留アイコンの表示は開始されていない。
【２６３７】
　図１４０（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が完了した
状態を示している。本実施例では、ワイプアウトが完了した後に、変動中アイコンａ１お
よび保留アイコンｂ１の再表示および増加した保留に対応する保留アイコンｂ２の表示が
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開始される。保留アイコンｂ２は、先読み予告態様である、１０４に示す顔保留アイコン
である。
【２６３８】
　図１４０（Ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２６３９】
　本実施例では、ワイプアウトが完了した後に変動中アイコンおよび保留アイコンの再表
示および増加した保留に対応する保留アイコンの表示が開始される。
【２６４０】
　ワイプアウトの進行に応じて徐々に表示される演出表示（例えば、背景表示、装飾図柄
等）と、所定の段落までワイプアウトが進行したことに応じて一部（変動中アイコンの下
の方の部分や保留アイコンの一部）または全部の保留表示領域が表示される演出表示とが
ある。このようにした場合は、ワイプアウトの進行に応じて徐々に見える箇所があること
から不自然に一部の演出表示が出現するので当該一部の演出表示に注目が行きやすく、当
該一部の演出表示による演出効果を高められる場合がある。当該一部の演出表示としては
保留表示、先読み予告態様や予告態様で表示する場合がある保留表示、予告表示、先読み
予告表示を適用するのが好適であるが、その他、演出のカスタム状態の表示や音量調整表
示やＢＧＭ選択表示やキャラクタ選択表示等何らかの表示を適用してもよい。
【２６４１】
（実施例６０）
　本実施の形態の実施例６０によるパチンコ機１００について図１４１（ａ）～（ｍ）を
用いて説明する。図１４１（ａ）～（ｍ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４１（ａ）～（ｍ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２６４２】
　図１４１（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示されて
いる。図１４１（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の
保留数は０である。本実施例では、変動中アイコンおよび保留アイコンの表示の図示は省
略する。
【２６４３】
　図１４１（ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１４１（ｂ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２６４４】
　図１４１（ｃ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２６４５】
　図１４１（ｄ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２６４６】
　図１４１（ｅ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が



(438) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２６４７】
　図１４１（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２６４８】
　図１４１（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される
。
【２６４９】
　図１４１（ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２６５０】
　図１４１（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。
【２６５１】
　図１４１（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示中の状態を示している。装飾
図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右に揺れる表
示態様で揺れ変動表示されている。本例では。ワイプアウト中にロゴ画像ｊ３の表示が開
始される。ロゴ画像ｊ３は、はずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」にオー
バーラップされて表示されている。
【２６５２】
　図１４１（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３
－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【２６５３】
　図１４１（ｌ）は、ロゴ画像ｊ３が消去され、はずれ図柄態様に代わって大当り図柄態
様である「装飾２－装飾２－装飾２」が左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに揺れ変
動表示された状態を示している。本実施例のロゴ画像ｊ３は逆転演出表示であり、ロゴ画
像ｊ３の消去と同時にまたは消去後に、はずれ図柄態様に代わって大当り図柄態様が表示
される。
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【２６５４】
　図１４１（ｍ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【２６５５】
　本実施例では、ワイプアウト中に逆転演出表示であるロゴ画像ｊ３が表示される。なお
、逆転演出表示が表示された場合には必ず大当り図柄態様が確定表示されてもよいし、逆
転演出表示が表示された場合であっても最終的にはずれ図柄態様が確定表示されてもよい
。
【２６５６】
（実施例６１）
　本実施の形態の実施例６１によるパチンコ機１００について図１４２（ａ）～（ｋ）を
用いて説明する。図１４２（ａ）～（ｋ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４２（ａ）～（ｋ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２６５７】
　図１４２（ａ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃでは大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。「装飾２－装飾２－装飾２」の大当り図柄
態様は、遊技者にとって相対的に有利度の高い大当り図柄態様（本例では、確変図柄態様
）ではなく、遊技者にとって相対的に有利度の低い大当り図柄態様（本例では、非確変図
柄態様）である。「装飾２－装飾２－装飾２」の大当り図柄態様は、非確変大当りを示唆
する図柄態様である。なお、「装飾３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装飾７」
の大当り図柄態様は、確変大当りを示唆する図柄態様である。
【２６５８】
　また、図１４２（ａ）に示す時点の状態では、特図１の保留数は２であり、特図２の保
留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域には、保留アイ
コンｂ１、ｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ２は、図１０４に示す白丸保留
アイコンである。
【２６５９】
　図１４２（ｂ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【２６６０】
　図１４２（ｃ）は、大当り遊技が開始された状態を示している。図１４２（ｃ）に示す
時点では、可変入賞口２３４（アタッカ）の開放は開始されていない。装飾図柄表示装置
２０８には、「大当り」の文字列画像が表示されており、大当り遊技が開始されたことが
報知されている。また、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右下隅には「装飾２」が表
示されており、図柄の停止表示時の大当り図柄態様が「装飾２－装飾２－装飾２」である
ことが報知されている。また、大当り遊技が開始されたことに伴い、背景画像が変更され
、保留アイコンも消去される。
【２６６１】
　図１４２（ｄ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央に「１Ｒ」の文字列画像を
含むラウンド表示ｊ１５が表示された状態を示している。大当り遊技の１ラウンド目が開
始される直前には、ラウンド表示ｊ１５が相対的に大きな表示サイズで表示されて１ラウ
ンド目が開始されることが報知される。また、装飾図柄表示装置２０８の表示画面右上に
は「右→」の文字列画像を含む右打ち表示ｊ１６が表示されている。本実施例では、可変
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入賞口２３４は遊技領域１２４の右側経路に設けられているので、大当り遊技中は右打ち
で遊技球が発射されるのが正しい打ち方であるので、右打ち表示ｊ１６が表示されている
。
【２６６２】
　図１４２（ｅ）は、大当り遊技の１ラウンド目が開始された状態を示している。１ラウ
ンド目が開始されると、可変入賞口２３４が開放され、ラウンド表示ｊ１５が装飾図柄表
示装置２０８の表示画面の左上に相対的に小さい表示サイズで表示される。本例では、１
ラウンド目が開始されると、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションの表示され
る対決演出（バトル演出）が開始される。対決演出開始の際には、装飾図柄表示装置２０
８において、表示画面左側に殿のキャラクタ画像が表示され、当該表示画面右側に敵のキ
ャラクタ画像が表示され、背景画像が変更される。本例の対決演出は、当該大当り遊技の
終了後に遊技者に有利な状態（本例では、確変状態）が開始されるかもしれないと遊技者
に期待させるための演出である確変昇格演出である。特図表示装置２１２、２１４の停止
図柄が確変大当りの特図（例えば、図５に示す「特図Ａ」）であり、装飾図柄表示装置２
０８に非確変大当り図柄態様が確定表示された場合には、殿が殿の敵に勝利する確変昇格
成功演出表示が表示され、特図表示装置２１２、２１４の停止図柄が非確変大当りの特図
（例えば、図５に示す「特図Ｃ」）であり、装飾図柄表示装置２０８に非確変大当り図柄
態様が確定表示された場合には、殿が殿の敵に敗北する確変昇格失敗演出表示が表示され
る。なお、本例の対決演出表示の開始時には装飾図柄表示装置２０８において装飾図柄（
本例では、「装飾２」）が消去される。
【２６６３】
　図１４２（ｆ）は、殿の敵が倒れて殿が対決に勝利したシーンのアニメーション表示の
確変昇格成功演出表示が表示された状態を示している。本例では、特図１表示装置２１２
の停止図柄が確変大当りの特図（例えば、図５に示す「特図Ａ」）である場合に、装飾図
柄表示装置２０８に非確変大当り図柄態様が確定表示されたので、確変昇格成功演出表示
が表示されている。確変昇格成功演出表示は、大当り遊技後に確変状態が開始されること
を示唆する表示である。なお、装飾図柄表示装置２０８において「装飾２」の表示が再開
されている。
【２６６４】
　図１４２（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８に確変大当り図柄態様である「装飾３－装
飾３－装飾３」が表示された状態を示している。遊技者に有利な大当り図柄態様を構成す
る「装飾３」による図柄態様を表示して当該大当り遊技の終了後に遊技者に有利な状態（
確変状態）が開始されることが報知されている。
【２６６５】
　図１４２（ｈ）は、「装飾３」が縮小表示された状態を示している。なお、当該大当り
遊技が終了するまでの間、「装飾３」は表示されて続けてもよい。
【２６６６】
　図１４２（ｉ）は、対決演出終了の際に装飾図柄表示装置２０８で暗転表示が表示され
た状態を示している。暗転表示中も右打ち表示ｊ１６は継続して表示されている。なお、
この暗転表示をワイプ演出が行われていない状態としてもよいし、この暗転表示をワイプ
表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプ演出表示とは別のワイプ演出表示としてもよい。
【２６６７】
　図１４２（ｊ）は、暗転表示が終了した後に通常の大当り遊技での演出表示が表示され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央に「１Ｒ」の文字列画像を
含むラウンド表示ｊ１５が表示されている。また、当該表示画面の左上隅には、遊技者に
有利な大当り図柄態様を構成する「装飾３」を表示して当該大当り遊技の終了後に遊技者
に有利な状態（確変状態）が開始されることが報知されている。
【２６６８】
　図１４２（ｋ）は、大当り遊技の２ラウンド目が開始された状態を示している。１ラウ
ンド目終了されると、可変入賞口２３４が閉鎖され、２ラウンド目が開始されると、可変
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入賞口２３４が開放される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央には「２Ｒ」の文字
列画像を含むラウンド表示ｊ１５が相対的に大きい表示サイズで表示されており、２ラウ
ンド目が開始されたことが報知されている。
【２６６９】
　本実施例では、大当り遊技中の対決演出で殿が勝利する遊技者に有利となることを示唆
する演出表示が表示された後にワイプ演出表示が表示されない。なお、大当り遊技中の対
決演出で遊技者に有利となることを示唆する演出表示が表示された後にワイプ演出表示が
表示されてもよい。
【２６７０】
（実施例６２）
　本実施の形態の実施例６２によるパチンコ機１００について図１４２（Ａ）～（Ｍ）を
用いて説明する。図１４２（Ａ）～（Ｍ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４２（Ａ）～（Ｍ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２６７１】
　図１４２（Ａ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃでは大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。「装飾２－装飾２－装飾２」の大当り図柄
態様は、遊技者にとって相対的に有利度の高い大当り図柄態様（本例では、確変図柄態様
）ではなく、遊技者にとって相対的に有利度の低い大当り図柄態様（本例では、非確変図
柄態様）である。「装飾２－装飾２－装飾２」の大当り図柄態様は、非確変大当りを示唆
する図柄態様である。なお、「装飾３－装飾３－装飾３」や「装飾７－装飾７－装飾７」
の大当り図柄態様は、確変大当りを示唆する図柄態様である。
【２６７２】
　また、図１４２（Ａ）に示す時点の状態では、特図１の保留数は２であり、特図２の保
留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域には、保留アイ
コンｂ１、ｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ２は、図１０４に示す白丸保留
アイコンである。
【２６７３】
　図１４２（Ｂ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【２６７４】
　図１４２（Ｃ）は、大当り遊技が開始された状態を示している。図１４２（Ｃ）に示す
時点では、可変入賞口２３４（アタッカ）の開放は開始されていない。装飾図柄表示装置
２０８には、「大当り」の文字列画像が表示されており、大当り遊技が開始されたことが
報知されている。また、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右下隅には「装飾２」が表
示されており、図柄の停止表示時の大当り図柄態様が「装飾２－装飾２－装飾２」である
ことが報知されている。また、大当り遊技が開始されたことに伴い、背景画像が変更され
、保留アイコンも消去される。
【２６７５】
　図１４２（Ｄ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央に「１Ｒ」の文字列画像を
含むラウンド表示ｊ１５が表示された状態を示している。大当り遊技の１ラウンド目が開
始される直前には、ラウンド表示ｊ１５が相対的に大きな表示サイズで表示されて１ラウ
ンド目が開始されることが報知される。また、装飾図柄表示装置２０８の表示画面右上に
は「右→」の文字列画像を含む右打ち表示ｊ１６が表示されている。本実施例では、可変
入賞口２３４は遊技領域１２４の右側経路に設けられているので、大当り遊技中は右打ち
で遊技球が発射されるのが正しい打ち方であるので、右打ち表示ｊ１６が表示されている
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。
【２６７６】
　図１４２（Ｅ）は、大当り遊技の１ラウンド目が開始された状態を示している。１ラウ
ンド目が開始されると、可変入賞口２３４が開放され、ラウンド表示ｊ１５が装飾図柄表
示装置２０８の表示画面の左上に相対的に小さい表示サイズで表示される。本例では、１
ラウンド目が開始されると、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションの表示され
る対決演出（バトル演出）が開始される。対決演出開始の際には、装飾図柄表示装置２０
８において、表示画面左側に殿のキャラクタ画像が表示され、当該表示画面右側に敵のキ
ャラクタ画像が表示され、背景画像が変更される。本例の対決演出は、当該大当り遊技の
終了後に遊技者に有利な状態（本例では、確変状態）が開始されるかもしれないと遊技者
に期待させるための演出である確変昇格演出である。なお、本例の対決演出表示の開始時
には装飾図柄表示装置２０８において装飾図柄（本例では、「装飾２」）が消去される。
【２６７７】
　図１４２（Ｆ）は、殿が倒れて殿が対決に敗北したシーンのアニメーション表示の確変
昇格失敗演出表示が表示された状態を示している。本例では、特図１表示装置２１２の停
止図柄が非確変大当りの特図（例えば、図５に示す「特図Ｃ」）である場合に、装飾図柄
表示装置２０８に非確変大当り図柄態様が確定表示されたので、確変昇格失敗演出表示が
表示されている。確変昇格失敗演出表示は、大当り遊技後に確変状態が開始されないこと
を示唆する表示である。なお、装飾図柄表示装置２０８において「装飾２」の表示が再開
されている。
【２６７８】
　図１４２（Ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、ラウンド表示ｊ１５、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の
画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。なお、右打ち表示ｊ１６は、ワイ
プ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされて表示される。
【２６７９】
　図１４２（Ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が表示されている状態を示し
ている。右打ち表示ｊ１６は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされて表示さ
れている。
【２６８０】
　図１４２（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。右
打ち表示ｊ１６は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップされて表示されている。
【２６８１】
　図１４２（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ
７ｂの撤退表示開始とともに「１Ｒ」の文字列画像を含むラウンド表示ｊ１５が表示され
、背景画像が大当り遊技中の通常の背景画像に変化する。
【２６８２】
　図１４２（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が表示されている状態を示し
ている。ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワ
イプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤退表示される。
【２６８３】
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　図１４２（Ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８では、大当り遊技中の通常の背景画像が表示され
ており、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央には相対的に大きな表示サイズでラウン
ド表示ｊ１５が表示され、当該表示画面右上には右打ち表示ｊ１６が表示さら、当該表示
画面の左上には「装飾２」が表示されている。
【２６８４】
　図１４２（Ｍ）は、大当り遊技の２ラウンド目が開始された状態を示している。１ラウ
ンド目終了されると、可変入賞口２３４が閉鎖され、２ラウンド目が開始されると、可変
入賞口２３４が開放される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央には「２Ｒ」の文字
列画像を含むラウンド表示ｊ１５が相対的に大きい表示サイズで表示されており、２ラウ
ンド目が開始されたことが報知されている。
【２６８５】
　本実施例では、大当り遊技中の対決演出で殿が勝利する遊技者に不利となることを示唆
する演出表示が表示された後にワイプ演出表示が表示される。このように、ワイプ演出表
示は大当り遊技中に表示されてもよい。
【２６８６】
（実施例６３）
　本実施の形態の実施例６３によるパチンコ機１００について図１４３（ａ）～（ｉ）を
用いて説明する。図１４３（ａ）～（ｉ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４３（ａ）～（ｉ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２６８７】
　図１４３（ａ）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃでは大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。「装飾２－装飾２－装飾２」の大当り図柄
態様は、遊技者にとって相対的に有利度の高い大当り図柄態様（本例では、確変図柄態様
）ではなく、遊技者にとって相対的に有利度の低い大当り図柄態様（本例では、非確変図
柄態様）である。「装飾２－装飾２－装飾２」の大当り図柄態様は、非確変大当りを示唆
する図柄態様である。
【２６８８】
　また、図１４３（ａ）に示す時点の状態では、特図１の保留数は２であり、特図２の保
留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域には、保留アイ
コンｂ１、ｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ２は、図１０４に示す白丸保留
アイコンである。
【２６８９】
　図１４３（ｂ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【２６９０】
　図１４３（ｃ）は、大当り遊技が開始された状態を示している。図１４３（ｃ）に示す
時点では、可変入賞口２３４（アタッカ）の開放は開始されていない。装飾図柄表示装置
２０８には、「大当り」の文字列画像が表示されており、大当り遊技が開始されたことが
報知されている。また、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右下隅には「装飾２」が表
示されており、図柄の停止表示時の大当り図柄態様が「装飾２－装飾２－装飾２」である
ことが報知されている。また、大当り遊技が開始されたことに伴い、背景画像が変更され
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、保留アイコンも消去される。
【２６９１】
　図１４３（ｄ）は、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央に「１Ｒ」の文字列画像を
含むラウンド表示ｊ１５が表示された状態を示している。大当り遊技の１ラウンド目が開
始される直前には、ラウンド表示ｊ１５が相対的に大きな表示サイズで表示されて１ラウ
ンド目が開始されることが報知される。また、装飾図柄表示装置２０８の表示画面右上に
は「右→」の文字列画像を含む右打ち表示ｊ１６が表示されている。本実施例では、可変
入賞口２３４は遊技領域１２４の右側経路に設けられているので、大当り遊技中は右打ち
で遊技球が発射されるのが正しい打ち方であるので、右打ち表示ｊ１６が表示されている
。
【２６９２】
　図１４３（ｅ）は、大当り遊技の１ラウンド目が開始された状態を示している。１ラウ
ンド目が開始されると、可変入賞口２３４が開放され、ラウンド表示ｊ１５が装飾図柄表
示装置２０８の表示画面の左上に相対的に小さい表示サイズで表示される。本例では、１
ラウンド目が開始されると、殿と爺とが飲み比べ対決するシーンのアニメーションの表示
される対決演出（バトル演出）が開始される。対決演出開始の際には、装飾図柄表示装置
２０８において、表示画面右側に殿のキャラクタ画像が表示され、当該表示画面左側に爺
のキャラクタ画像が表示され、背景画像が変更される。本例の対決演出は、当該大当り遊
技の終了後に遊技者に有利な状態（本例では、確変状態）が開始されるかもしれないと遊
技者に期待させるための演出である確変昇格演出である。なお、本例の対決演出表示の開
始時には装飾図柄表示装置２０８において装飾図柄（本例では、「装飾２」）が消去され
る。
【２６９３】
　図１４３（ｆ）は、殿が酔いつぶれて殿が対決に敗北したシーンのアニメーション表示
の確変昇格失敗演出表示が表示された状態を示している。本例では、特図１表示装置２１
２の停止図柄が非確変大当りの特図（例えば、図５に示す「特図Ｃ」）である場合に、装
飾図柄表示装置２０８に非確変大当り図柄態様が確定表示されたので、確変昇格失敗演出
表示が表示されている。確変昇格失敗演出表示は、大当り遊技後に確変状態が開始されな
いことを示唆する表示である。なお、装飾図柄表示装置２０８において「装飾２」の表示
が再開されている。
【２６９４】
　図１４３（ｇ）は、対決演出終了の際に装飾図柄表示装置２０８で暗転表示が表示され
た状態を示している。暗転表示中も右打ち表示ｊ１６は継続して表示されている。なお、
この暗転表示をワイプ演出が行われていない状態としてもよいし、この暗転表示をワイプ
表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプ演出表示とは別のワイプ演出表示としてもよい。
【２６９５】
　図１４３（ｈ）は、暗転表示が終了して大当り遊技中の通常の背景画像が徐々に表示さ
れている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央には、「１Ｒ」の文
字列画像を含むラウンド表示ｊ１５が相対的に大きな表示サイズで表示されている。
【２６９６】
　図１４３（ｉ）は、大当り遊技の２ラウンド目が開始された状態を示している。１ラウ
ンド目終了されると、可変入賞口２３４が閉鎖され、２ラウンド目が開始されると、可変
入賞口２３４が開放される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央には「２Ｒ」の文字
列画像を含むラウンド表示ｊ１５が相対的に大きい表示サイズで表示されており、２ラウ
ンド目が開始されたことが報知されている。
【２６９７】
　本実施例では、大当り遊技中の対決演出で殿が勝利する遊技者に不利となることを示唆
する演出表示が表示された後にワイプ演出表示が表示されない。このように、ワイプ演出
表示は大当り遊技中に表示されなくてもよい。なお、本実施例で示す飲み比べの対決演出
よりも、上記実施例６１、６２で示す殿と殿の敵とが斬り合う対決演出の方が確変昇格成
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功演出表示が表示されやすいように構成されていている。
【２６９８】
　大当り遊技中に行われる遊技者に有利な状態が開始されるかどうかを演出表示により示
す第一の大当り中演出（上記実施例６３での爺と殿の酒飲みバトル演出）や大当り中に行
われる遊技者に有利な状態が開始されるかどうかを演出表示により示す第二の大当り中演
出（上記実施例６１、６２での殿と剣豪のバトル演出）のような複数の大当り中演出のう
ちの第一の大当り中演出で失敗演出となってもワイプ演出は行われないが、当該第一の大
当り中演出よりも成功演出が行われやすい第二の大当り中演出で失敗演出となった場合に
ワイプ演出が行われ、通常の大当り中演出表示に戻るように構成してもよい。なお、当該
第一の大当り中演出で失敗演出となった場合にもワイプ演出が行われてもよい。なお、上
記実施例で説明した図柄変動表示中（スーパーリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が
表示された後）におけるワイプ演出表示を大当り中のワイプ演出表示に適用してもよい。
【２６９９】
（実施例６４）
　本実施の形態の実施例６４によるパチンコ機１００について図１４３（Ａ）～（Ｈ）を
用いて説明する。図１４３（Ａ）～（Ｈ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４３（Ａ）～（Ｈ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２７００】
　図１４３（Ａ）は、大当り遊技中の最終ラウンド（例えば、７ラウンド）が行われてい
る状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央には「最終Ｒ」の文字列画
像を含むラウンド表示ｊ１５が表示されて最終ラウンドが行われていることが報知されて
いる。また、当該表示画面の右上には右打ち表示ｊ１６が表示され、当該表示画面の左上
には「装飾２」が表示されている。また、下皿１２８が遊技球で満タンとなったことに応
じて、「球抜き」の白抜き文字列画像を含む球抜き表示ｊ１７が表示されている。球抜き
表示ｊ１７は、下皿満タンエラー表示であり、下皿１２８から遊技球の排出させることを
遊技者に促す表示である。本例では、球抜き表示ｊ１７の一部は、ラウンド表示ｊ１５の
一部にオーバーラップして表示されている。
【２７０１】
　図１４３（Ｂ）は、最終ラウンドが終了した状態を示している。最終ラウンドが終了す
るとラウンド表示ｊ１５に代わって「大当り」の文字列画像が表示される。なお、「大当
り」の文字列画像の一部に球抜き表示ｊ１７がオーバーラップして表示されてもよいし、
「大当り」の文字列画像の一部に球抜き表示ｊ１７がオーバーラップされずに表示されて
もよい。
【２７０２】
　図１４３（Ｃ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄、「大当り」の文字列画像をぬぐい消すよう
に表示される。右打ち表示ｊ１６および球抜き表示ｊ１７はワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂに
オーバーラップして表示される。
【２７０３】
　図１４３（Ｄ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。右
打ち表示ｊ１６および球抜き表示ｊ１７はワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップし
て表示される。
【２７０４】
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　図１４３（Ｅ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで
は、直近の図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」の停止表示が開始される。なお、
本例では、図１４３（Ｅ）に示すタイミングで遊技者による球排出レバー１３２の操作が
開始される。
【２７０５】
　図１４３（Ｆ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が表示されている状態を示し
ている。球排出レバー１３２が操作されたことにより下皿１２８の満タン状態が解消され
たので、球抜き表示ｊ１７が消去されている。なお、右打ち表示ｊ１６は継続して表示さ
れており、特図１保留アイコン表示領域には、白丸保留アイコンである保留アイコンｂ１
、ｂ２が表示され、特図１の保留数が２であることが報知されている。
【２７０６】
　図１４３（Ｇ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには直近の図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」
が停止表示されている。また、右打ち表示ｊ１６が継続して表示されている。本例では、
ワイプ演出表示の終了後に大当り遊技が終了し、大当り遊技が終了すると右打ち表示ｊ１
６が消去される。なお、大当り遊技後に電サポ状態が開始される場合には、大当り遊技後
も右打ち表示ｊ１６が表示されていてもよい。
【２７０７】
　図１４３（Ｈ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。本例では、消化された特図１の保留に対応する保留
アイコンｂ１は変動アイコンとして表示されずに装飾図柄の変動表示の開始時または開始
後に消去される。保留アイコンｂ２は、保留２表示領域から保留１表示領域に移動表示さ
れる。
【２７０８】
　本実施例では、大当り遊技中であり、図柄変動表示が開始される前にワイプ演出表示が
表示される。本例では、大当り遊技の最終ラウンド終了後にワイプ演出表示が表示される
。
【２７０９】
　なお、大当り遊技中の確変昇格演出表示の後や最終ラウンド終了後に表示されるワイプ
演出表示は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプ演出表示に限られず、上記に示したワイ
プ表示のいずれであってもよく、例えば、図１１１に示すワイプ表示ｗ１５であってもよ
い。
【２７１０】
（実施例６５）
　本実施の形態の実施例６５によるパチンコ機１００について図１４４（ａ）～（ｉ）を
用いて説明する。図１４４（ａ）～（ｉ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４４（ａ）～（ｉ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１、装飾図柄表示装置２０８および可動体１０１０を抜
き出して示している。本実施例の可動体１０１０はＬＥＤランプを備えており、可動体１
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０１０は発光状態となる場合がある。
【２７１１】
　図１４４（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１４４（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１４４の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、演出ステージは空ステージであり、装飾図柄表示装置２０８
には空の背景画像が表示されている。また、可動体１０１０は消灯状態である。
【２７１２】
　図１４４（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【２７１３】
　図１４４（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１４４（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなるとともに可動体１０１０が発
光状態となり、スーパーリーチ演出表示が開始される。
【２７１４】
　図１４４（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２７１５】
　図１４４（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２７１６】
　図１４４（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中に大当り示唆する表示が装飾図柄表示装
置２０８に表示された状態を示している。本例では、大当りを示唆する表示として殿が殿
の敵に勝利するシーンのアニメーションが表示される。
【２７１７】
　図１４４（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」
が仮停止表示され、可動体１０１０が消灯された状態を示している。左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が上下に揺
れる表示態様で揺れ変動表示されている。大当り図柄態様の揺れ変動表示は、大当りはず
れを示唆する表示である。可動体１０１０の発光は終了し、可動体１０１０は消灯状態と
なっている。
【２７１８】
　図１４４（ｈ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。装飾図柄表
示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、「装飾２－
装飾２－装飾２」の装飾図柄が揺れ変動表示され、当該装飾図柄の右図柄にオーバーラッ
プして、当該表示画面の右上隅に縮小表示の表示態様での「装飾２－装飾２－装飾２」の
装飾図柄が表示されている。このように、装飾図柄表示装置２０８において、装飾図柄は
２箇所で表示されてもよい。
【２７１９】
　図１４４（ｉ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
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【２７２０】
　本実施例では、可動体１０１０の予告ランプにより大当り予告が行われる。なお、可動
体１０１０は、パチンコ機１００のロゴが表記されたロゴ可動体であり、可動体１０１０
のランプはロゴランプであってもよい。
【２７２１】
（実施例６６）
　本実施の形態の実施例６６によるパチンコ機１００について図１４４（Ａ）～（Ｌ）を
用いて説明する。図１４４（Ａ）～（Ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４４（Ａ）～（Ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１、装飾図柄表示装置２０８および可動体１０１０を抜
き出して示している。本実施例の可動体１０１０はＬＥＤランプを備えており、可動体１
０１０は発光状態となる場合がある。
【２７２２】
　図１４４（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１４４（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１４４（Ａ）～（Ｌ）の各図では装飾図柄表示装置２０８における保
留アイコンの表示の図示は省略する。また、演出ステージは空ステージであり、装飾図柄
表示装置２０８には空の背景画像が表示されている。可動体１０１０は消灯状態である。
【２７２３】
　図１４４（Ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。
【２７２４】
　図１４４（Ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１４４（Ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなるとともに可動体１０１０が発
光状態となり、スーパーリーチ演出表示が開始される。
【２７２５】
　図１４４（Ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２７２６】
　図１４４（Ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２７２７】
　図１４４（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２７２８】
　図１４４（Ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示
ｗ７ａ、ｗ７ｂは、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示さ
れる。ワイプイン中も可動体１０１０が発光状態となり予告動作（点灯）が継続されてい
る。本例では、装飾図柄の表示はワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表示さ
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れる。当該装飾図柄は、ミニ装飾図柄であって、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
での装飾図柄と別であり、左右図柄として「装飾２」が仮停止表示され、中図柄の変動表
示は継続されている。
【２７２９】
　図１４４（Ｈ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、殿の画像、殿の
敵の画像および背景画像が視認不能となる。装飾図柄の表示はワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ
にオーバーラップして表示される。
【２７３０】
　図１４４（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示してい
る。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮ま
るように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように撤
退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示装
置２０８における背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ
の撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄表示装置２０８
の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「
装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。また、当該表示画面の左上での
装飾図柄の表示（ミニ装飾図柄）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表
示されており、中図柄の変動表示が継続されている。
【２７３１】
　図１４４（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。当該揺れ変動表示の右図柄の「装
飾２」にオーバーラップしてミニ装飾図柄が表示されている。ミニ装飾図柄の中図柄の変
動表示は継続されている。
【２７３２】
　図１４４（Ｋ）は、ミニ装飾図柄の中図柄に「装飾３」が仮停止表示された状態を示し
ている。また、可動体１０１０が消灯状態となっている。ミニ装飾図柄は特図１変動遊技
が終了される前に消去される。
【２７３３】
　図１４４（Ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２７３４】
　本実施例では、ワイプ表示にオーバーラップして装飾図柄であるミニ装飾図柄が表示さ
れる。なお、ミニ装飾図柄は、ワイプ演出表示開始前に中図柄で仮停止表示が開始されて
もよい。なお、装飾図柄がワイプ表示にオーバーラップして表示される場合は、ワイプ演
出表示開始前に中図柄で仮停止表示が開始されてもよい。
【２７３５】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１４４
（Ｋ’）～（Ｎ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１４４（Ｋ’）～（Ｎ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１、装飾図柄表示装置２０８および可動体１０１０を抜き出して示してい
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る。
【２７３６】
　図１４４（Ｋ’）は、図１４４（Ｊ）から引き続く状態を示しており、ワイプ演出表示
後に装飾図柄表示装置２０８で暗転表示が表示された状態を示している。暗転表示中もミ
ニ装飾図柄は表示されている。
【２７３７】
　図１４４（Ｌ’）は、暗転表示が終了した状態を示している。本例の暗転表示は逆転演
出標示であり、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃでは大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が左右に揺れる表示態様
で揺れ変動表示されている。当該揺れ変動表示の右図柄である「装飾２」にオーバーラッ
プしてミニ装飾図柄が表示されている。ミニ装飾図柄の中図柄の変動表示は継続されてい
る。
【２７３８】
　図１４４（Ｍ’）は、ミニ装飾図柄の中図柄に「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。また、可動体１０１０が消灯状態となっている。
【２７３９】
　図１４４（Ｎ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示さ
れ、ミニ装飾図柄においても「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変
動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【２７４０】
　本変形例では、ミニ装飾図柄および左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの通常装
飾図柄の両方で大当り図柄態様が本停止表示（確定停止表示）されている。図１４４（Ｌ
）では、通常の装飾図柄が確定停止表示されるタイミングではミニ装飾図柄が消去される
例を示したが、本例のように複数の装飾図柄のそれぞれで抽選の結果に対応する図柄態様
（大当り図柄態様、はずれ図柄態様）を確定停止表示するようにしてもよい。
【２７４１】
　また、予告表示手段（予告手段の一例）としての可動体１０１０のランプが予告動作を
行う例を示したが、遊技盤に設けられたＬＥＤ、始動口近傍のＬＥＤ等の他のランプやＬ
ＥＤによって予告動作を行うようにしてもよいし、画像表示手段、ドットマトリックス表
示手段、７セグ表示手段等を予告表示手段としてもよい。また、演出用可動体による動き
によって予告を行うようにしてもよい。なお図柄変動表示の実行中に、予告手段（例えば
予告表示手段や演出可動体等）による予告動作が行われなかった場合よりも行われた場合
の方が、当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定停止表示されやすいよう
に構成されていてもよいし、図柄変動表示の開始が保留されている状態で先読み予告手段
（例えば予告手段や予告表示手段として例示したもの等）による先読み予告動作が行われ
なかった場合よりも行われた場合の方が、当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態
様が確定停止表示されやすいように構成されていてもよい。また、可動体１０１０は、図
１４４において、ワイプイン前から点灯して予告動作を開始し、アウトアウト後まで点灯
を継続するようにしたが、これに限定されず、ワイプイン前、ワイプイン中、最大ワイプ
状態、ワイプアウト中、ワイプアウト後のいずれかで予告動作を開始し、ワイプイン中、
最大ワイプ状態、ワイプアウト中、ワイプアウト後のいずれかで消灯して予告動作を終了
するようにしてもよい。
【２７４２】
（実施例６７）
　本実施の形態の実施例６７によるパチンコ機１００について図１４５（ａ）～（ｌ）を
用いて説明する。図１４５（ａ）～（ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４５（ａ）～（ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
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る。
【２７４３】
　図１４５（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１４５（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１４５の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、演出ステージは空ステージであり、装飾図柄表示装置２０８
には空の背景画像が表示されている。
【２７４４】
　本実施例では、装飾図柄表示装置２０８の表示画面右下隅に正方形状のミニゲーム領域
ｊ１８が設けられている。ミニゲーム領域では、ミニゲームが行われる。ミニゲーム（ス
ロット演出）の結果表示としては「確」、「当」、「リ」、「ギ」、「？」、「先」があ
る。結果表示として「確」が確定表示された場合は、変動中の図柄変動表示が最終的に大
当り図柄態様で確定表示されることを確定的に予告し、結果表示「当」は結果表示「？」
が表示された場合よりも変動中の図柄変動が最終的に大当り図柄態様で確定表示されやす
く、結果表示「リ」は結果表示「？」が表示された場合よりも変動中の図柄変動において
リーチ演出が行われやすく、結果表示「ギ」は結果表示「？」が表示された場合よりも変
動中の図柄変動において疑似連演出が行われやすく、結果表示「先」は結果表示「？」が
表示された場合よりも保留中の図柄変動表示が開始された場合に当該図柄変動表示の後で
最終的に大当り図柄態様で確定表示されやすいことをそれぞれ予告している。ここでは「
？」が確定表示されることを失敗演出の一例としている。図１４５（ａ）に示す状態では
ミニゲームは行われていない。ミニゲームが行われていない状態では、ミニゲーム領域ｊ
１８には、ダイアゴナルチェック柄（図中、クロスハッチングで示す）の通常背景が表示
されている。本実施例では、通常背景はミニゲームが行われていない場合にのみ表示され
るものとしているが、通常背景はミニゲーム中も継続して通常背景が表示されるようにし
てもよい。
【２７４５】
　図１４５（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。図１４５（ｂ）に示す状態ではミニゲームは行われ
ていない。
【２７４６】
　図１４５（ｃ）は、ミニゲームが開始された状態を示している。ミニゲーム領域ｊ１８
内に図示された下向き矢印は、ミニゲームが行われていることを表している。
【２７４７】
　図１４５（ｄ）は、ミニゲームの結果表示として「？」がミニゲーム領域に表示された
状態を示している。「？」は、ミニゲームの結果が失敗演出であり、失敗演出はミニゲー
ムにおけるはずれを示唆する表示としてもよい。
【２７４８】
　図１４５（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。
【２７４９】
　図１４５（ｆ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。また、ミニゲーム領域ｊ１８においてワイプ演出表示が開始されている。ミニ
ゲーム領域ｊ１８の左上隅からワイプ表示ｗ２５ａの出現表示が開始され、ミニゲーム領
域ｊ１８の右下隅からワイプ表示ｗ２５ｂの出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ２５ａ
、ｗ２５ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２
５ｂは、ミニゲーム領域ｊ１８の最前面に表示され、「？」をぬぐい消すように表示され
る。
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【２７５０】
　図１４５（ｇ）は、ミニゲーム領域ｊ１８においてワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの出
現表示（ワイプイン）が表示されている状態を示している。
【２７５１】
　図１４５（ｈ）は、ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状
態を示している。ワイプ表示ｗ２５ａの右下端部とワイプ表示ｗ２５ｂの左上端部とが接
しており、ミニゲーム領域ｊ１８の全面がワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂにより覆われて
いる。
【２７５２】
　図１４５（ｉ）は、ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始
された状態を示している。ミニゲーム領域ｊ１８では、ワイプ表示ｗ２５ａが左上隅に向
かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ２５ｂが右下隅に向かって縮まるように
撤退表示される。ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの撤退表示開始とともに結果表示である
「？」の画像が消去される。
【２７５３】
　図１４５（ｊ）は、ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの撤退表示が完了した状態を示して
いる。ワイプ表示ｗ２５ａはミニゲーム領域ｊ１８の左上隅に向かって縮まって消去され
、ワイプ表示ｗ２５ｂがミニゲーム領域ｊ１８の右下隅に向かって縮まって消去される。
【２７５４】
　図１４５（ｋ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは「装飾２－装飾２－装飾３」が揺
れ変動表示されている。
【２７５５】
　図１４５（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾３」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２７５６】
　本実施例では、ミニゲーム領域ｊ１８においてワイプ演出表示が表示されている。この
ように、ワイプ演出表示は、表示装置の表示画面内で或る演出が行われる領域で表示され
てもよい。
【２７５７】
（実施例６８）
　本実施の形態の実施例６８によるパチンコ機１００について図１４５（Ａ）～（Ｋ）を
用いて説明する。図１４５（Ａ）～（Ｋ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４５（Ａ）～（Ｋ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２７５８】
　図１４５（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１４５（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１４５の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、演出ステージは空ステージであり、装飾図柄表示装置２０８
には空の背景画像が表示されている。図１４５（Ａ）に示す状態ではミニゲームは行われ
ていない。ミニゲームが行われていない状態では、ミニゲーム領域ｊ１８には、ダイアゴ
ナルチェック柄（図中、クロスハッチングで示す）の通常背景が表示されている。本実施
例では、通常背景はミニゲームが行われていない場合にのみ表示されるものとしているが
、通常背景はミニゲーム中も継続して通常背景が表示されるようにしてもよい。



(453) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【２７５９】
　図１４５（Ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。図１４５（Ｂ）に示す状態ではミニゲームは行われ
ていない。
【２７６０】
　図１４５（Ｃ）は、ミニゲームが開始された状態を示している。ミニゲーム領域ｊ１８
内に図示された下向き矢印は、ミニゲームが行われていることを表している。
【２７６１】
　図１４５（Ｄ）は、ミニゲームの結果表示として「ギ」がミニゲーム領域に表示された
状態を示している。結果表示「ギ」は結果表示「？」が表示された場合よりも変動中の図
柄変動において疑似連演出が行われやすいが、結果表示「ギ」が表示された場合に疑似連
演出が行われなくてもよい。
【２７６２】
　図１４５（Ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。
【２７６３】
　図１４５（Ｆ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。また、ミニゲーム領域ｊ１８においてワイプ演出表示が開始されている。ミニ
ゲーム領域ｊ１８の左上隅からワイプ表示ｗ２５ａの出現表示が開始され、ミニゲーム領
域ｊ１８の右下隅からワイプ表示ｗ２５ｂの出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ２５ａ
、ｗ２５ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２
５ｂは、ミニゲーム領域ｊ１８の最前面に表示され、「ギ」をぬぐい消すように表示され
る。
【２７６４】
　図１４５（Ｇ）は、ミニゲーム領域ｊ１８においてワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの出
現表示（ワイプイン）が表示されている状態を示している。また、左右図柄表示領域２０
８ａｃでの変動表示が再開される疑似連演出が開始されている。
【２７６５】
　図１４５（Ｈ）は、ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状
態を示している。ワイプ表示ｗ２５ａの右下端部とワイプ表示ｗ２５ｂの左上端部とが接
しており、ミニゲーム領域ｊ１８の全面がワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂにより覆われて
いる。また、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示されている。
【２７６６】
　図１４５（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始
された状態を示している。ミニゲーム領域ｊ１８では、ワイプ表示ｗ２５ａが左上隅に向
かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ２５ｂが右下隅に向かって縮まるように
撤退表示される。ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの撤退表示開始とともに結果表示である
「ギ」の画像が消去される。右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示されてい
る。
【２７６７】
　図１４５（Ｊ）は、ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの撤退表示が完了した状態を示して
いる。ワイプ表示ｗ２５ａはミニゲーム領域ｊ１８の左上隅に向かって縮まって消去され
、ワイプ表示ｗ２５ｂがミニゲーム領域ｊ１８の右下隅に向かって縮まって消去される。
本例では、ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの撤退完了後にスーパーリーチ演出表示が開始
される。なお、ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２５ｂの撤退完了後にノーマルリーチ演出表示が
開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示やノーマルリーチ演出表示が行われなくて
もよい。
【２７６８】
　図１４５（Ｋ）は、スーパーリーチ演出表示の終了後に特図１変動遊技が終了した状態
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を示している。当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２
－装飾３－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれである
ことが報知されている。
【２７６９】
　本実施例では、ミニゲーム領域ｊ１８においてワイプ演出表示が表示されている。この
ように、ワイプ演出表示は、表示装置の表示画面内で或る演出が行われる領域で表示され
てもよい。なお、ミニゲームの結果表示「ギ」が確定表示された場合よりも、結果表示「
当」が確定表示された場合の方が変動中の図柄変動表示が最終的に大当り図柄態様で確定
表示されやすいように構成されており、結果表示「ギ」はミニゲームにおける外れ示唆と
してもよい。「ギ」の確定表示は、疑似連演出が行われやすいことから成功演出としても
よい。
【２７７０】
（実施例６９）
　本実施の形態の実施例６９によるパチンコ機１００について図１４６（ａ）～（ｎ）を
用いて説明する。図１４６（ａ）～（ｎ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４６（ａ）～（ｎ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２７７１】
　図１４６（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。本実施例では、装飾図柄表示装置２０８の表示画面右上隅にミニ装飾図柄が表示され
、ミニ装飾図柄の「装飾２－装飾３－装飾２」が仮停止表示されている。ミニ装飾図柄は
、右図柄表示領域２０８ｃの装飾図柄にオーバーラップして表示される。図１４６（ａ）
に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保留数は０である。図
１４５の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表示の図示は省略する
。また、演出ステージは空ステージであり、装飾図柄表示装置２０８には空の背景画像が
表示されている。図１４６（ａ）に示す状態ではミニゲームは行われていない。ミニゲー
ムが行われていない状態では、ミニゲーム領域ｊ１８には、ダイアゴナルチェック柄（図
中、クロスハッチングで示す）の通常背景が表示されている。本実施例では、通常背景は
ミニゲームが行われていない場合にのみ表示されるものとしているが、通常背景はミニゲ
ーム中も継続して通常背景が表示されるようにしてもよい。
【２７７２】
　図１４６（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。また、ミニ装飾図柄の変動表示が表示されている。
図１４６（ｂ）に示す状態ではミニゲームは行われていない。
【２７７３】
　図１４６（ｃ）は、ミニゲームが開始された状態を示している。ミニゲーム領域ｊ１８
内に図示された下向き矢印は、ミニゲームが行われていることを表している。
【２７７４】
　図１４６（ｄ）は、ミニゲームの結果表示として「リ」がミニゲーム領域に表示された
状態を示している。
【２７７５】
　図１４６（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。本例では、図１４６（ｅ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後に
スーパーリーチ演出表示が開始される。
【２７７６】
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　図１４６（ｆ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。また、ミニゲーム領域ｊ１８においてワイプ演出表示が開始されている。ミニ
ゲーム領域ｊ１８の左上隅からワイプ表示ｗ２５ａの出現表示が開始され、ミニゲーム領
域ｊ１８の右下隅からワイプ表示ｗ２５ｂの出現表示が開始される。ワイプ表示ｗ２５ａ
、ｗ２５ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表示ｗ２５ａ、ｗ２
５ｂは、ミニゲーム領域ｊ１８の最前面に表示され、「リ」をぬぐい消すように表示され
る。
【２７７７】
　図１４６（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、ミニゲーム領域ｊ１８が消去され、殿と殿の敵とが対
決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿
の敵の画像が表示されている。
【２７７８】
　図１４６（ｈ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。また、左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでの通常の装飾図柄の変動表示が消去されている。ミニ装飾図柄の変動表示
は継続して表示されている。
【２７７９】
　図１４６（ｉ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。ミニ装飾
図柄は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにオーバーラップして表示される。
【２７８０】
　図１４６（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、殿の画像、殿の
敵の画像および背景画像が視認不能となる。ミニ装飾図柄は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂ
にオーバーラップして表示される。
【２７８１】
　図１４６（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、ミニゲーム領域ｊ１８の表示が再開され、通常の装飾図柄の表示が再開され、装飾図
柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ
図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。なお、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで表示される図柄態様は、ワイプイン、ワイプアウトの
前後で同じでなくてもよく、例えば、ワイプアウトの際に左中右図柄表示領域２０８ａ～
にはずれ図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾３」が表示されてもよい。
【２７８２】
　図１４６（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
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表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。また、ミニゲーム領域ｊ１８のワ
イプ演出表示は装飾図柄表示装置２０８のワイプ演出表示よりも先に終了されており、ミ
ニゲームも行われていない。なお、スーパーリーチ演出表示の開始に伴いミニゲーム領域
ｊ１８が消去されるとミニゲーム領域ｊ１８でのワイプ演出表示は途中であってもミニゲ
ーム領域ｊ１８が消去される時点で終了されてもよい。
【２７８３】
　図１４６（ｍ）は、「装飾３－装飾３－装飾２」のミニ装飾図柄の揺れ変動表示が開始
された状態を示している。ミニ装飾図柄での揺れ変動表示は、左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでの装飾図柄の揺れ変動表示よりも後で開始される。
【２７８４】
　図１４６（ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、「装飾３－装飾３－装飾２」のミニ装飾図柄が停止表示されて、当該特図１変動遊技の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２７８５】
　本実施例では、ミニゲーム領域ｊ１８でのワイプ演出表示中にスーパーリーチ演出表示
が開始されることでミニゲーム領域ｊ１８が消去されている。また、本実施例でのミニ装
飾図柄の表示は、上記実施例にも適用可能である。
【２７８６】
　ミニゲーム領域ｊ８のワイプ演出表示は、結果表示「外」が確定表示された場合にだけ
表示されてもよいし、ミニゲーム領域ｊ８の結果表示がある結果表示（例えば、「？」、
「ギ」）であった場合にだけ表示されてもよいし、ミニゲーム領域ｊ８の結果表示がある
結果表示（例えば、「？」、「ギ」）であった場合と別のある結果表示（例えば、「リ」
）であった場合では異なる柄の結果表示やワイプ演出表示が表示されるようにしてもよい
し、ミニゲーム領域ｊ８の結果表示に対応する演出が行われなかった場合にミニゲーム領
域のワイプ演出表示が行われるようにしてもよい。例えば、ミニゲーム領域ｊ８の結果表
示が「リ」であったにも関わらず、本演出表示領域（上記実施例では、装飾図柄の変動表
示が行われたり、殿と敵との対決演出が行われたりする表示領域）においてリーチ演出が
行われない等予告がガセであった場合にミニゲーム領域ｊ８のワイプ演出表示が行われる
ように構成してもよい。ミニゲーム領域ｊ８で行われるミニゲームとしてスロット演出を
例示したが、結果表示によって本演出表示領域で行われる演出（例えば、擬似連演出、リ
ーチ演出、先読み予告演出、保留変化演出等）の発生を予告したり、結果表示によって大
当り予告したり、先読み予告したりするものであればよい。スロット演出ではなく、殿と
敵の対決等の何らかの対決、釣り、ボーリング等の演出としてもよい。例えば、ミニゲー
ムが釣り演出であるとすると、川で「リーチ」と書かれた魚、「怪しい」と書かれた魚、
「当り？」と書かれた魚等が釣り上げられるかどうか、または釣り上げられた魚に書かれ
た文字を結果表示として何らかの予告や本演出表示領域で行われる演出に影響を与えるよ
うにしてもよい。なお、スロットマシンにミニゲームの演出を適用してもよい。例えば、
何らかの演出で失敗演出が表示された場合に、スロットマシンの表示装置のミニゲーム領
域でワイプ演出が行われるようにしてもよい。
【２７８７】
（実施例７０）
　本実施の形態の実施例７０によるパチンコ機１００について図１４７（ａ）～（ｎ）を
用いて説明する。図１４７（ａ）～（ｎ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４７（ａ）～（ｎ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
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０からメイン液晶ユニット１００１、装飾図柄表示装置２０８および可動体１０１０を抜
き出して示している。
【２７８８】
　図１４７（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１４７（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば４であり、特図２の保
留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の特図１保留アイコン表示領域には白丸保留ア
イコンである保留アイコンｂ１～ｂ４が表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８
には空の背景画像が表示されている。
【２７８９】
　図１４７（ｂ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装
飾図柄の変動表示が表示されている。保留アイコンｂ１が消去され、保留アイコンｂ２～
ｂ４が左方に移動表示される。
【２７９０】
　図１４７（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１４７（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２７９１】
　図１４７（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、全保留アイコンが消去され
、装飾図柄表示装置２０８に表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決する
シーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の
画像が表示されている。
【２７９２】
　図１４７（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２７９３】
　図１４７（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【２７９４】
　図１４７（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常の
演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２７９５】
　図１４７（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示さ
れ、装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される
。
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【２７９６】
　図１４７（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿の
画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【２７９７】
　図１４７（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ｂの一部に孔部ｊ１９が設けられた状態を示してい
る。孔部ｊ１９からは、ワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップされている表示の一部が視認
可能に表示される。本例では、最大ワイプ状態中に保留アイコンが表示され、孔部ｊ１９
から保留アイコンの一部や背景画像の一部が視認可能に表示される。
【２７９８】
　図１４７（ｋ）は、孔部ｊ１９が消去されて、再度、最大ワイプ状態となった状態を示
している。
【２７９９】
　図１４７（ｌ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」
の揺れ変動表示が開始される。
【２８００】
　図１４７（ｍ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。また、本例では、ワイプアウトの
開始から終了まで保留アイコンが表示されない。保留アイコンは、次の図柄変動表示が開
始される際に表示される。なお、ワイプアウトの開始から保留アイコンが表示されていて
もよい。
【２８０１】
　図１４７（ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２８０２】
　本実施例では、ワイプ表示の一部から背景表示が見えるようになる孔部ｊ１９が最大ワ
イプ状態となると開始される。ワイプ表示には、１または複数の孔部が設けられ、当該孔
部から保留アイコンの少なくとも一部が見える場合がある。当該孔部から保留アイコンの
うちの変動中アイコンが見える場合があってもよく、保留アイコンのうちの変動中アイコ
ン以外の保留アイコンが見える場合があってもよい。１または複数の孔部から遊技者が見
えるものは保留アイコンに限らず、装飾図柄や予告表示逆転大当り予告表示であってもよ
い。ワイプ表示に１又は複数の孔部が出現する時期は、最大ワイプ状態に限定されず、孔
部は、ワイプイン中に出現してもよいし、ワイプアウト中に出現してもよいし、ワイプイ
ンの状態、最大ワイプ状態、ワイプアウトの状態でのいずれかの状態、これらの複数の状
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態、全部の状態で１又は複数の孔部が出現するようにしてもよいし、ワイプインの状態、
最大ワイプ状態、ワイプアウトの状態でのいずれかの状態、複数の状態、全部の状態で１
又は複数の孔部が消滅するようにしてもよい。本実施例では、ワイプ表示に孔部が出現す
る例を示したが、孔部の出現に限定されずワイプによって隠されている背景の表示が遊技
者に視認できる状態が出現すればよく、すなわち１又は複数の半透明部や切欠き部がワイ
プ表示に出現したり消滅したりしてもよいし、これらが出現、消滅するのではなく、ワイ
プ表示に１又は複数の半透明部や切欠き部が設けけられていてもよい。
【２８０３】
（実施例７１）
　本実施の形態の実施例７１によるパチンコ機１００について図１４８（ａ）～（ｌ）を
用いて説明する。図１４８（ａ）～（ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４８（ａ）～（ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２８０４】
　図１４８（ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１４８（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１４８の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、現在の演出ステージは空ステージであるので、装飾図柄表示
装置２０８には空ステージに応じた空の背景画像が表示されている。
【２８０５】
　図１４８（ｂ）は、演出ステージが空ステージの状態において、最先の特図１の保留が
消化されて特図１変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示されている。
【２８０６】
　図１４８（ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１４８（ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２８０７】
　図１４８（ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表
示される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方
には殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には殿の敵の画像が表示されている。
【２８０８】
　図１４８（ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。
【２８０９】
　図１４８（ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿が
殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。殿が殿の敵に敗れるシーンのアニ
メーションは、本例のスーパーリーチ演出表示の失敗演出である。
【２８１０】
　図１４８（ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
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図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空ステージに応じた空の背
景画像に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２８１１】
　図１４８（ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出現
表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示（ワイプイン）
が開始される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始であ
る。本実施例において、殿の画像を含む柄（絵柄）ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、空ステ
ージに応じたワイプ表示である。本例では、空ステージ中にワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの
ワイプ演出表示が開始されている。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消す
ように表示される。
【２８１２】
　本実施例では、図１４８（ｈ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示画面右下
隅には、ワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップしてミニ装飾図柄が表示される。本例では、
「装飾７－装飾３－装飾７」のミニ装飾図柄が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示され
ている。ミニ装飾図柄は、ワイプ表示ｗ７ｂの出現表示開始と同時に表示開始される。な
お、ミニ装飾図柄は、ワイプ表示ｗ７ｂの出現表示開始に先立って表示開始されてもよい
し、ワイプ表示ｗ７ｂの出現表示開始後に表示開始されてもよい。また、本例では、ワイ
プ演出表示中用のミニ装飾図柄は、スーパーリーチ演出表示中に表示される左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃの縮小時のミニ装飾図柄（本例では、「装飾２－装飾３－装飾
２」）とは別の図柄態様（本例では、「装飾７－装飾３－装飾７」）を含むようにしたが
、ワイプ演出表示中用のミニ装飾図柄は、スーパーリーチ演出表示中に表示されるミニ装
飾図柄の図柄（本例では、「装飾２」および「装飾３」）を含まないようにしてもよい。
【２８１３】
　図１４８（ｉ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態を
示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接しており
、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。ワ
イプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不
能となる。装飾図柄表示装置２０８の表示画面右下隅には、ワイプ表示ｗ７ｂにオーバー
ラップして「装飾７－装飾３－装飾７」の図柄態様のミニ装飾図柄が揺れ変動表示されて
いる。
【２８１４】
　図１４８（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図
柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ
図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。装飾図柄表示
装置２０８の表示画面右下隅には、ワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップして「装飾７－装
飾３－装飾７」の図柄態様のミニ装飾図柄が揺れ変動表示されている。本例では、ワイプ
演出表示中用のミニ装飾図柄による変動表示は、ワイプインの開始または開始前から表示
開始され、ワイプアウトの終了または終了後まで表示される例を示したが、これに限定さ
れず、ワイプ演出表示中用のミニ装飾図柄の表示は、ワイプインの開始後に表示開始され
てもよいし、ワイプアウトの終了前に終了するようにしてもよいし、最大ワイプ状態にお
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いてのみ表示されるようにしてもよい。なお、本例では、ワイプ演出表示中用のミニ装飾
図柄は、はずれ図柄態様で揺れ変動表示される例を示したが、ワイプ演出表示中用のミニ
装飾図柄は、１または複数のミニ装飾図柄が可変表示しているように表示されてもよいし
、はずれ図柄態様で停止表示されるように構成されていてもよい。
【２８１５】
　図１４８（ｋ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した状態を示している
。ワイプ表示ｗ７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ７ｂが当該表示画面の右下隅に向かって縮まり当該
表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示の完了がワイプ演出表示
の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には空の背景画像が表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２
」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。本例では、ワイプアウト終了時に
ワイプ演出表示中のミニ装飾図柄は消去される。
【２８１６】
　図１４８（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２８１７】
（実施例７２）
　本実施の形態の実施例７２によるパチンコ機１００について図１４８（Ａ）～（Ｌ）を
用いて説明する。図１４８（Ａ）～（Ｌ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１４８（Ａ）～（Ｌ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【２８１８】
　図１４８（Ａ）は、特図変動遊技が非実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、「装飾２－装飾３－装飾２」が
停止表示され、直近の特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されてい
る。図１４８（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は例えば１であり、特図２の保
留数は０である。図１４８の各図では装飾図柄表示装置２０８における保留アイコンの表
示の図示は省略する。また、現在の演出ステージは山ステージであるので、装飾図柄表示
装置２０８には山ステージに応じた山の背景画像が表示されている。
【２８１９】
　図１４８（Ｂ）は、演出ステージが山ステージの状態において、最先の特図１の保留が
消化されて特図１変動遊技が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左
中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が表示されている。
【２８２０】
　図１４８（Ｃ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１４８（Ｃ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。
【２８２１】
　図１４８（Ｄ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、殿が商人を追っかけるシーンのアニメーションが表示
される演出が開始された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方に
は殿の画像が表示され、当該表示画面の右方には商人の画像が表示されている。本例のス
ーパーリーチ演出表示は、殿が商人を追っかける追っかけリーチ演出である。
【２８２２】
　図１４８（Ｅ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面の右上方に縮小
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された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の期間では装飾図柄の変
動表示が縮小表示される。図１４８（Ｅ）では、殿が商人を追い詰めたシーンのアニメー
ションが表示されている。
【２８２３】
　図１４８（Ｆ）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として商人
が殿から逃げ切ったシーンのアニメーションが表示される。商人が殿から逃げ切ったシー
ンのアニメーションは、本例のスーパーリーチ演出表示の失敗演出である。
【２８２４】
　図１４８（Ｇ）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」
が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、は
ずれの図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が山ステージに応じた山の背
景画像に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【２８２５】
　図１４８（Ｈ）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状態
を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右上隅からワイプ表示ｗ２７ａの出
現表示が開始され、当該表示画面の左下隅からワイプ表示ｗ２７ｂの出現表示（ワイプイ
ン）が開始される。ワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の
開始である。ワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂの柄は、縦縞柄であり、ワイプ表示ｗ７ａ、
ｗ７ｂの柄と異なっている。本実施例において、縦縞の柄（絵柄）ワイプ表示ｗ２７ａ、
ｗ２７ｂは、山ステージに応じたワイプ表示である。本例では、山ステージ中にワイプ表
示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂのワイプ演出表示が開始されている。ワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７
ｂは、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像お
よび背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【２８２６】
　また、本実施例のワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂは、装飾図柄表示装置２０８ａ～２０
８ｃの表示画面右上隅、左下隅から出現し、左下方、右上方に向かって拡張表示されてい
る。一方、上記実施例７１のワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８ａ～
２０８ｃの表示画面左上隅、右下隅から出現し、右下方、左上方に向かって拡張表示され
ている。このように、複数種類のワイプ表示が設けられており、複数種類のワイプ表示毎
に、柄、出現位置、拡張方向、撤退方向が異なっていてもよい。
【２８２７】
　本実施例では、図１４８（Ｈ）に示すように、装飾図柄表示装置２０８の表示画面右下
隅には、ワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂにオーバーラップしてミニ装飾図柄が表示される
。本例では、「装飾７－装飾３－装飾７」のミニ装飾図柄が左右に揺れる表示態様で揺れ
変動表示されている。ミニ装飾図柄は、ワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂの出現表示開始と
同時に表示開始される。なお、ミニ装飾図柄は、ワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂの出現表
示開始に先立って表示開始されてもよいし、ワイプ表示ｗ２７、ｗ２７ｂの出現表示開始
後に表示開始されてもよい。また、本例では、ワイプ演出表示中用のミニ装飾図柄は、ス
ーパーリーチ演出表示中に表示される左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの縮小時の
ミニ装飾図柄（本例では、「装飾２－装飾３－装飾２」）とは別の図柄態様（本例では、
「装飾７－装飾３－装飾７」）を含むようにしたが、ワイプ演出表示中用のミニ装飾図柄
は、スーパーリーチ演出表示中に表示されるミニ装飾図柄の図柄（本例では、「装飾２」
および「装飾３」）を含まないようにしてもよい。
【２８２８】
　図１４８（Ｉ）は、ワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状
態を示している。ワイプ表示ｗ２７ａの左下端部とワイプ表示ｗ２７ｂの右上端部とが接
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しており、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂにより覆わ
れている。ワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると
、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄、殿の画像、殿の敵の画像および
背景画像が視認不能となる。装飾図柄表示装置２０８の表示画面右下隅には、ワイプ表示
ｗ２７ａ、ｗ２７ｂにオーバーラップして「装飾７－装飾３－装飾７」の図柄態様のミニ
装飾図柄が揺れ変動表示されている。
【２８２９】
　図１４８（ｊ）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示（ワイプアウト）が開始され
た状態を示している。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上
隅に向かって縮まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かっ
て縮まるように撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されること
で装飾図柄表示装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化
し、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の縮小表示が終了され、装飾図
柄表示装置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ
図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示が開始される。装飾図柄表示
装置２０８の表示画面右下隅には、ワイプ表示ｗ７ｂにオーバーラップして「装飾７－装
飾３－装飾７」の図柄態様のミニ装飾図柄が揺れ変動表示されている。本例では、ワイプ
演出表示中用のミニ装飾図柄による変動表示は、ワイプインの開始または開始前から表示
開始され、ワイプアウトの終了または終了後まで表示される例を示したが、これに限定さ
れず、ワイプ演出表示中用のミニ装飾図柄の表示は、ワイプインの開始後に表示開始され
てもよいし、ワイプアウトの終了前に終了するようにしてもよいし、最大ワイプ状態にお
いてのみ表示されるようにしてもよい。なお、本例では、ワイプ演出表示中用のミニ装飾
図柄は、はずれ図柄態様で揺れ変動表示される例を示したが、ワイプ演出表示中用のミニ
装飾図柄は、１または複数のミニ装飾図柄が可変表示しているように表示されてもよいし
、はずれ図柄態様で停止表示されるように構成されていてもよい。
【２８３０】
　図１４８（Ｋ）は、ワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂの撤退表示が完了した状態を示して
いる。ワイプ表示ｗ２７ａが装飾図柄表示装置２０８の表示画面の右上隅に向かって縮ま
り当該表示画面から消去され、ワイプ表示ｗ２７ｂが当該表示画面の左下隅に向かって縮
まり当該表示画面から消去される。ワイプ表示ｗ２７ａ、ｗ２７ｂの撤退表示の完了がワ
イプ演出表示の終了である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面には山の背景画像が表示
され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれの図柄態様である「装飾２－装
飾３－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。本例では、ワイプア
ウト終了時にワイプ演出表示中のミニ装飾図柄は消去される。
【２８３１】
　図１４８（Ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され
、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２８３２】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１４８
（Ｆ’）～（Ｉ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１４８（Ｆ’）～（Ｉ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【２８３３】
　図１４８（Ｆ’）は、図１４８（Ｅ）から引き続く状態であり、スーパーリーチ演出表
示中に大当り示唆する表示が装飾図柄表示装置２０８に表示された状態を示している。本
例では、大当りを示唆する表示として殿が商人を捕まえたシーンのアニメーションが表示
される。殿が商人を捕まえたシーンのアニメーションは、本例のスーパーリーチ演出表示
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の成功演出である。
【２８３４】
　図１４８（Ｇ’）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２
」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、
大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動表
示されている。大当り図柄態様の揺れ変動表示は、大当りを示唆する表示である。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾２－装飾２－装飾２」の揺れ変動表示が開始
された後に、スーパーリーチ演出表示は終了する。
【２８３５】
　図１４８（Ｈ’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面には、スーパーリーチ演出表示の終了に伴い山の背景画像が表
示され、当該表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには大当り図柄態様
である「装飾２－装飾２－装飾２」が左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている。
【２８３６】
　図１４８（Ｉ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾２」が停止表示さ
れ、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。
【２８３７】
　上記実施例７１および本実施例では、演出ステージ毎に異なるワイプ演出表示が行われ
ている。なお、演出ステージ毎に異なるワイプ演出表示が行われるのではなく、失敗演出
（スーパーリーチ演出）の種類に応じてワイプ演出表示が異なるようにしてもよい。例え
ば、殿が殿の敵（剣豪）に勝てば勝利となり、殿が剣豪に敗れると失敗演出となる対決演
出で失敗となった場合は殿の顔の柄のワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプ演出表示が行わ
れ、逃げる商人を殿が捕まえられれば勝利となり、逃げる商人を殿が捕まえられなければ
失敗演出となる追っかけ演出で失敗となった場合には縦縞柄のワイプ表示ｗ２７ａ、２７
ｂのワイプ演出表示が行われてもよい。
【２８３８】
　次に、以上説明した第５の実施の形態による遊技台の特徴的構成について再度図９９乃
至図１４８を参照しつつ説明する。
【２８３９】
（Ｋ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え
た遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示（例えば、ノーマルリーチ演出や、ス
ーパーリーチ演出や、当該変動の予告演出表示や、先読み予告演出表示）を表示可能な手
段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示（例えば、図
９９（ｋ）～（ｐ）に示すスーパーリーチ演出表示や、図１００（ｋ）～（ｐ）に示すス
ーパーリーチ演出表示や、図１０１（Ｃ）～（Ｇ）に示すスーパーリーチ演出）であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像や、殿が対決に敗れるシーンのアニメーシ
ョン）が表示された後で、前記第一の画像表示手段において第一のワイプ演出表示（例え
ば、図９９（ｑ）～（ｚ）に示すワイプ表示ｗ３ａ、ｗ３ｂ、ｗ４ａ、ｗ４ｂによるワイ
プ演出表示）が表示される場合があり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示された後で、前記第一の画像表示
手段において第三のワイプ演出表示（例えば、図１００（ｑ）～（イ）に示すワイプ表示
ｗ５ａ、ｗ５ｂ、ｗ６ａによるワイプ演出表示）が表示される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
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【２８４０】
　当該構成を備えた遊技台によれば、ワイプ表示によりはずれを示唆する表示を見た遊技
者の気分を一新させ、ワイプ表示後の演出表示の興趣を向上させることができる場合があ
る。
【２８４１】
（Ｋ２）
　上記（Ｋ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像（例えば、
装飾図柄や、「残念」の文字列画像や、背景画像）がぬぐい消されるように構成されてお
り、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像（例えば、
装飾図柄や、「残念」の文字列画像や、背景画像）がぬぐい消されるように構成されてい
る、
ことを特徴とする遊技台。
【２８４２】
（Ｋ３）
　上記（Ｋ１）または（Ｋ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第一のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されており、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第三のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８４３】
（Ｋ４）
　上記（Ｋ１）乃至（Ｋ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃや、特図１表示装置２１２や、特図２表示装置２１４）を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８４４】
（Ｋ５）
　上記（Ｋ４）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示（例えば、ノ
ーマルリーチ演出表示）であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８４５】
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（Ｋ６）
　上記（Ｋ５）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示（例えば、図
１０１（ニ）～（ト）に示すお酒の飲み比べのスーパーリーチ演出表示）であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８４６】
（Ｋ７）
　上記（Ｋ１）乃至（Ｋ６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８４７】
（Ｋ８）
　上記（Ｋ７）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「残念」等の文字画像の
一部、装飾図柄表示装置２０８でのはずれを示唆する表示の一部）が表示されてからはず
れ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ
演出表示が表示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８４８】
（Ｋ９）
　上記（Ｋ１）乃至（Ｋ８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
及び前記第三のワイプ演出表示が表示されるようにするかを遊技者が選択可能に構成され
ている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８４９】
（Ｋ１０）
　上記（Ｋ１）乃至（Ｋ９）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【２８５０】
（Ｋ１１）
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　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え
た遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示（例えば、例えば、ノーマルリーチ演
出や、スーパーリーチ演出や、当該変動の予告演出表示や、先読み予告演出表示）を表示
可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示（例えば、例
えば、図９９（ｋ）～（ｐ）に示すスーパーリーチ演出表示や、図１００（ｋ）～（ｐ）
に示すスーパーリーチ演出表示や、図１０１（Ｃ）～（Ｇ）に示すスーパーリーチ演出）
であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示が表示される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２８５１】
（Ｋ１２）
　上記（Ｋ１）乃至（Ｋ１１）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段（例えば、下皿１２８）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（以
下、「球排出表示」（例えば、下皿満タンエラー報知画像、球抜き表示）という。）を表
示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記第一のワイプ演出表示が
、該球排出表示にオーバーラップされるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８５２】
（Ｋ１３）
　上記（Ｋ１２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示と前記球排出表示の両方が表示されている状態において、該
球排出表示は遊技者から視認可能である、
ことを特徴とする遊技台。
【２８５３】
（Ｋ１４）
　上記（Ｋ１）乃至（Ｋ１３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球が転動可能な遊技領域（例えば、遊技領域１２４）、
　前記遊技領域が設けられた遊技盤（例えば、遊技盤１０００、１５００、１６００）と
、
　前記遊技盤を取付け可能な本体（例えば、本体１０４）と、
　前記本体に取付けられた扉体（例えば、前面枠扉１０６）と、を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記扉体が開放していることを示す表示（以下、「扉開放
表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記扉開放表示が表示されている状態において表示される前記第一のワイプ演出表示が
、該球扉開放表示にオーバーラップされるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８５４】
（Ｋ１５）
　上記（Ｋ１４）に記載の遊技台であって、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記第三のワイプ演出表示が
、該球排出表示にオーバーラップされるように構成されており、
　前記第三のワイプ演出表示と前記扉開放表示の両方が表示されている状態において、該
扉開放表示は遊技者から視認可能である、
ことを特徴とする遊技台。
【２８５５】
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（Ｋ１６）
　上記（Ｋ１４）または（Ｋ１５）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示と前記扉開放表示の両方が表示されている状態において、該
扉開放表示は遊技者から視認可能である、
ことを特徴とする遊技台。
【２８５６】
（Ｍ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え
た遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示（例えば、ノーマルリーチ演出や、ス
ーパーリーチ演出や、当該変動の予告演出表示や、先読み予告演出表示）を表示可能な手
段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示（例えば、ス
ーパーリーチ演出表示）であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一の先読み予告演出表示（例えば
、ロゴ画像ｊ３）であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、はずれ図柄態様）が表示
された後で、前記第一の画像表示手段において第一のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表
示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプ演出表示）が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示の終了の際に、前記第一の先読み予告演出表示が開始される
場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２８５７】
（Ｍ２）
　上記（Ｍ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像（例えば、
装飾図柄や、「残念」の文字列画像や、背景画像）がぬぐい消されるように構成されてお
り、
ことを特徴とする遊技台。
【２８５８】
（Ｍ３）
　上記（Ｍ１）または（Ｍ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第一のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８５９】
（Ｍ４）
　上記（Ｍ１）乃至（Ｍ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃや、特図１表示装置２１２や、特図２表示装置２１４）を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８６０】
（Ｍ５）
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ１１ａのワイプ演出表示
）が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示の終了の際に、前記第一の先読み予告演出表示が開始される
場合があり、
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　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８６１】
（Ｍ６）
　上記（Ｍ５）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第三のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
【２８６２】
（Ｍ７）
　上記（Ｍ５）または（Ｍ６）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示（例えば、ノ
ーマルリーチ演出表示）であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８６３】
（Ｍ８）
　上記（Ｍ７）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示（例えば、図
１０１（ニ）～（ト）に示すお酒の飲み比べのスーパーリーチ演出表示）であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８６４】
（Ｍ９）
　上記（Ｍ１）乃至（Ｍ８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を備え、



(470) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８６５】
（Ｍ１０）
　上記（Ｍ９）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「残念」等の文字画像の
一部、装飾図柄表示装置２０８でのはずれを示唆する表示の一部）が表示されてからはず
れ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ
演出表示が表示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８６６】
（Ｍ１１）
　上記（Ｍ１）乃至（Ｍ１０）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の先読み予告演出表示とは、第一のアニメーション表示（例えば、保留変化表
示のアニメーション）おいて登場するキャラクタ表示（例えば、殿や姫や爺のキャラクタ
画像）のことであり、
　前記第一のアニメーション表示は、保留アイコンの態様を先読み予告態様（例えば、図
１０４に示す顔保留アイコンや埴輪保留アイコン）に変化させるアニメーション表示であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
【２８６７】
（Ｍ１２）
　上記（Ｍ１）乃至（Ｍ１１）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二の先読み予告演出表示（例えば
、）であり、
　前記第一のワイプ演出表示の終了の際に、第二の先読み予告演出表示が開始される場合
がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２８６８】
　上記（Ｍ１２）に記載の遊技台であって、
　前記第二の先読み予告演出表示とは、第二のアニメーション表示において登場するキャ
ラクタ表示（例えば、殿や姫や爺のキャラクタ表示）のことであり、
　前記第二のアニメーション表示は、保留アイコンの態様を先読み予告態様（例えば、え
ば、図１０４に示す顔保留アイコンや埴輪保留アイコン）に変化させるアニメーション表
示（例えば、）である、
ことを特徴とする遊技台。
【２８６９】
（Ｎ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え
た遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示（例えば、ノーマルリーチ演出や、ス
ーパーリーチ演出や、当該変動の予告演出表示や、先読み予告演出表示）を表示可能な手
段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示（例えば、図
１０３（ｃ）～（ｇ）に示すスーパーリーチ演出や、図１０３（Ｃ）～（Ｇ）に示すスー
パーリーチ演出）であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一の大当り予告演出表示（例えば
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、図１０３（ｊ）～（ｌ）に示す予告画像ｊ１による当該変動の予告演出表示や、図１０
３（Ｊ）～（ｌ）に示す予告画像ｊ２による当該変動の予告演出表示）であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、殿が対決に敗れるシーンのアニメーション）が表示された後で、
前記第一の画像表示手段において第一のワイプ演出表示（例えば、図１０３（ｈ）～（ｊ
）に示すワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂに示すワイプ演出表示）が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示の終了の際に、前記第一の大当り予告演出表示が開始される
場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２８７０】
（Ｎ２）
　上記（Ｎ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像（例えば、
装飾図柄や、「残念」の文字列画像や、背景画像）がぬぐい消されるように構成されてお
り、
ことを特徴とする遊技台。
【２８７１】
（Ｎ３）
　上記（Ｎ１）または（Ｎ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第一のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８７２】
（Ｎ４）
　上記（Ｍ１）乃至（Ｍ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃや、特図１表示装置２１２や、特図２表示装置２１４）を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８７３】
（Ｎ５）
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂのワイプ演
出表示）が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示の終了の際に、前記第一の大当り予告演出表示（例えば、予
告画像ｊ２）が開始される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８７４】
（Ｎ６）
　上記（Ｎ５）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第三のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
【２８７５】
（Ｎ７）
　上記（Ｎ５）または（Ｎ６）に記載の遊技台であって、
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　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示（例えば、ノ
ーマルリーチ演出表示）であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８７６】
（Ｎ８）
　上記（Ｎ７）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示（例えば、図
１０１（ニ）～（ト）に示すお酒の飲み比べのスーパーリーチ演出表示）であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８７７】
（Ｎ９）
　上記（Ｎ１）乃至（Ｎ８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８７８】
（Ｎ１０）
　上記（Ｎ９）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「残念」等の文字画像の
一部、装飾図柄表示装置２０８でのはずれを示唆する表示の一部）が表示されてからはず
れ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ
演出表示が表示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
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【２８７９】
（Ｎ１１）
　上記（Ｎ１）乃至（Ｎ１０）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の大当り予告演出表示が表示された場合に、実行中の図柄変動表示において最
終的に大当り図柄態様（例えば、「装飾２－装飾２－装飾２」や「装飾３－装飾３－装飾
３」）が確定表示される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２８８０】
（Ｎ１２）
　上記（Ｎ１）乃至（Ｎ１１）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の大当り予告演出表示が表示された場合に、実行中の図柄変動表示において最
終的にはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」や「装飾３－装飾２－装飾
３」）が確定表示される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２８８１】
（Ｎ１３）
　上記（Ｎ１）乃至（Ｎ１２）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二の大当り予告演出表示（例えば
、金色の家紋画像の大当り確定の予告演出表示）であり、
　前記第一のワイプ演出表示の終了の際に、前記第二の大当り予告演出表示が開始される
場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２８８２】
（Ｎ１４）
　上記（Ｎ１３）に記載の遊技台であって、
　前記第二の大当り予告演出表示が表示された場合に、実行中の図柄変動表示において最
終的に大当り図柄態様が確定表示される、
ことを特徴とする遊技台。
【２８８３】
（Ｏ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え
た遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出調整画面（例えば、音量調整表示ｊ６やＢ
ＧＭ設定表示ｊ７）を表示可能な手段であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、はずれ図柄態様の揺れ変
動表示）が表示された後で、前記第一の画像表示手段において第一のワイプ演出表示（例
えば、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプ演出表示）が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示において、前記演出調整画面が表示開始される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２８８４】
（Ｏ２）
　上記（Ｏ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像（例えば、
装飾図柄や、「残念」の文字列画像や、背景画像）がぬぐい消されるように構成されてお
り、
ことを特徴とする遊技台。
【２８８５】
（Ｏ３）
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　上記（Ｏ１）または（Ｏ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第一のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８８６】
（Ｏ４）
　上記（Ｏ１）乃至（Ｏ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃや、特図１表示装置２１２や、特図２表示装置２１４）を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８８７】
（Ｏ５）
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂのワイプ演
出表示）が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８８８】
（Ｏ６）
　上記（Ｏ５）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第三のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
【２８８９】
（Ｏ７）
　上記（Ｏ５）または（Ｏ６）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示（例えば、ノ
ーマルリーチ演出表示）であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８９０】
（Ｏ８）
　上記（Ｏ７）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示（例えば、図
１０１（ニ）～（ト）に示すお酒の飲み比べのスーパーリーチ演出表示）であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
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２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８９１】
（Ｏ９）
　上記（Ｏ１）乃至（Ｏ８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８９２】
（Ｏ１０）
　上記（Ｏ９）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「残念」等の文字画像の
一部、装飾図柄表示装置２０８でのはずれを示唆する表示の一部）が表示されてからはず
れ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ
演出表示が表示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８９３】
（Ｐ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え
た遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出調整画面（例えば、音量調整表示ｊ６やＢ
ＧＭ設定表示ｊ７）を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出調整画面のうちの一の表示は第一の演出調整画面（例えば、音量調
整表示ｊ６）であり、
　前記複数種類の演出調整画面のうちの一の表示は第二の演出調整画面（例えば、ＢＧＭ
設定表示ｊ７）であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、はずれ図柄態様の揺れ変
動表示）が表示された後で、前記第一の画像表示手段において第一のワイプ演出表示（例
えば、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプ演出表示）が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示において、前記第一の演出調整画面が表示開始される場合が
あり、
　前記第一のワイプ演出表示において、前記第二の演出調整画面が表示開始されることが
ない、
ことを特徴とする遊技台。
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【２８９４】
（Ｐ２）
　上記（Ｐ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像（例えば、
装飾図柄や、「残念」の文字列画像や、背景画像）がぬぐい消されるように構成されてお
り、
ことを特徴とする遊技台。
【２８９５】
（Ｐ３）
　上記（Ｐ１）または（Ｐ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第一のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８９６】
（Ｐ４）
　上記（Ｐ１）乃至（Ｐ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃや、特図１表示装置２１２や、特図２表示装置２１４）を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８９７】
（Ｐ５）
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂのワイプ演
出表示）が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２８９８】
（Ｐ６）
　上記（Ｐ５）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第三のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
【２８９９】
（Ｐ７）
　上記（Ｐ５）または（Ｐ６）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示（例えば、ノ
ーマルリーチ演出表示）であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
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表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９００】
（Ｐ８）
　上記（Ｐ７）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示（例えば、図
１０１（ニ）～（ト）に示すお酒の飲み比べのスーパーリーチ演出表示）であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９０１】
（Ｐ９）
　上記（Ｐ１）乃至（Ｐ８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９０２】
（Ｐ１０）
　上記（Ｐ９）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「残念」等の文字画像の
一部、装飾図柄表示装置２０８でのはずれを示唆する表示の一部）が表示されてからはず
れ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ
演出表示が表示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９０３】
（Ｑ１）
　操作手段（例えば、チャンスボタン１３６、設定操作部１３７）と、
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記操作手段の操作を要求する画面の表示中に該操作手段が操作された場合に、前記第
一の画像表示手段において応答表示（例えば、図１１７（ｋ）に示す、ボタン保留アイコ
ンが変化する保留変化表示）が表示可能であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、はずれ図柄態様の揺れ変
動表示）が表示された後で、前記第一の画像表示手段において第一のワイプ演出表示（例
えば、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂによるワイプ演出表示）が表示される場合があり、
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　前記第一のワイプ演出表示の実行中において、前記応答表示が行われる場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２９０４】
（Ｑ２）
　上記（Ｑ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像（例えば、
装飾図柄や、「残念」の文字列画像や、背景画像）がぬぐい消されるように構成されてお
り、
ことを特徴とする遊技台。
【２９０５】
（Ｑ３）
　上記（Ｑ１）または（Ｑ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第一のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９０６】
（Ｑ４）
　上記（Ｑ１）乃至（Ｑ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃや、特図１表示装置２１２や、特図２表示装置２１４）を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９０７】
（Ｑ５）
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂのワイプ演
出表示）が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９０８】
（Ｑ６）
　上記（Ｑ５）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第三のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
【２９０９】
（Ｑ７）
　上記（Ｑ５）または（Ｑ６）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示（例えば、ノ
ーマルリーチ演出表示）であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
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いて前記第三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９１０】
（Ｑ８）
　上記（Ｑ７）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示（例えば、図
１０１（ニ）～（ト）に示すお酒の飲み比べのスーパーリーチ演出表示）であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９１１】
（Ｑ９）
　上記（Ｑ１）乃至（Ｑ８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９１２】
（Ｑ１０）
　上記（Ｑ９）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「残念」等の文字画像の
一部、装飾図柄表示装置２０８でのはずれを示唆する表示の一部）が表示されてからはず
れ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ
演出表示が表示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９１３】
（Ｒ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
　演出用可動体（例えば、可動体１０１０）と、
を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂによるワイ
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プ演出表示）が表示される場合があり、
　前記ワイプ演出表示の少なくとも一部が前記演出用可動体にオーバーラップされる場合
がある（例えば、図１３７（ｉ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【２９１４】
（Ｒ２）
　上記（Ｒ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示において、前記演出用可動体が動作するように構成されてい
る（例えば、図１３７（ｅ）～（ｋ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【２９１５】
（Ｒ３）
　上記（Ｒ１）または（Ｒ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像（例えば、
装飾図柄や、「残念」の文字列画像や、背景画像）がぬぐい消されるように構成されてお
り、
ことを特徴とする遊技台。
【２９１６】
（Ｒ４）
　上記（Ｒ１）乃至（Ｒ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第一のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９１７】
（Ｒ５）
　上記（Ｒ１）乃至（Ｒ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃや、特図１表示装置２１２や、特図２表示装置２１４）を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９１８】
（Ｒ６）
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂのワイプ演
出表示）が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９１９】
（Ｒ７）
　上記（Ｒ６）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第三のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
【２９２０】
（Ｒ８）
　上記（Ｒ６）または（Ｒ７）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示（例えば、ノ
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ーマルリーチ演出表示）であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９２１】
（Ｒ９）
　上記（Ｒ８）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示（例えば、図
１０１（ニ）～（ト）に示すお酒の飲み比べのスーパーリーチ演出表示）であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９２２】
（Ｒ１０）
　上記（Ｒ１）乃至（Ｒ９）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９２３】
（Ｓ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え
た遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　第一のタイミングにおいて、前記第一の画像表示手段において第一のワイプ演出表示（
例えば、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂのワイプ演出表示）の表示が開始される場合があり、
　前記第一のタイミングとは、大当り（例えば、大当り遊技）が開始された後のタイミン
グであり（例えば、図１４２（ｇ）参照）、
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　前記第一のタイミングとは、図柄の変動表示が開始される前のタイミングである（例え
ば、図１４３（ｃ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
【２９２４】
（Ｓ２）
　上記（Ｓ１）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示（例えば、ス
ーパーリーチ演出表示）であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において前記第一のワイプ演出表示が表示される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２９２５】
（Ｓ３）
　上記（Ｓ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９２６】
（Ｓ４）
　上記（Ｓ１）乃至（Ｓ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９２７】
（Ｓ５）
　上記（Ｓ１）乃至（Ｓ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のタイミングにおいて、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演
出表示（例えば、ワイプ表示１５）の表示が開始される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２９２８】
（Ｓ６）
　上記（Ｓ５）に記載の遊技台であって、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９２９】
（Ｓ７）
　上記（Ｓ１）乃至（Ｓ６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９３０】
（Ｓ８）
　上記（Ｓ１）乃至（Ｓ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
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【２９３１】
（Ｔ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記第一の画像表示手段は、保留数を報知可能な保留表示手段を備えた手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示が終了された後で、非表示であった前記保留表示手段の表示
が開始される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【２９３２】
（Ｔ２）
　上記（Ｔ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像（例えば、
装飾図柄や、「残念」の文字列画像や、背景画像）がぬぐい消されるように構成されてお
り、
ことを特徴とする遊技台。
【２９３３】
（Ｔ３）
　上記（Ｔ１）または（Ｔ２）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第一のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９３４】
（Ｔ４）
　上記（Ｔ１）乃至（Ｔ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃや、特図１表示装置２１２や、特図２表示装置２１４）を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９３５】
（Ｔ５）
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示（例えば、ワイプ表示ｗ９ａ、ｗ９ｂのワイプ演
出表示）が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９３６】
（Ｔ６）
　上記（Ｔ５）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、「残念」の文字列画像）が表示されてからはずれ図柄態様（例え
ば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手
段において前記第三のワイプ演出表示が表示される場合があるように構成されている、
【２９３７】
（Ｔ７）
　上記（Ｔ５）または（Ｔ６）に記載の遊技台であって、
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　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示（例えば、ノ
ーマルリーチ演出表示）であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示）が表示されてから前記図柄表示手段にはずれ図柄態様（例えば、「
装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段にお
いて前記第三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９３８】
（Ｔ８）
　上記（Ｔ７）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示（例えば、図
１０１（ニ）～（ト）に示すお酒の飲み比べのスーパーリーチ演出表示）であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「装飾２－装飾３－装飾
２」の揺れ変動表示や、飲み比べで爺が勝利し殿が酔いつぶれたシーンのアニメーション
）が表示されてからはずれ図柄態様（例えば、「装飾２－装飾３－装飾２」）が確定表示
されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示が表示さ
れることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９３９】
（Ｔ９）
　上記（Ｔ１）乃至（Ｔ８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段（例えば、サブ表示装置１０３０）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【２９４０】
（Ｔ１０）
　上記（Ｔ９）に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示（例えば、「残念」等の文字画像の
一部、装飾図柄表示装置２０８でのはずれを示唆する表示の一部）が表示されてからはず
れ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ
演出表示が表示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
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【２９４１】
　なお、図１０１～図１４７に示す演出表示の一部または全部はサブ表示装置１０３０に
表示されてもよい。なお、図９９～図１４７に示すパチンコ機１００は、特図２優先変動
機であってもよいし始動口入賞順変動機であってもよい。
【２９４２】
［第６の実施の形態］
　次に、本発明の第５の実施の形態によるパチンコ機１００について図１４９～図１７５
を用いて説明する。本実施の形態によるパチンコ機１００は、上記第１の実施の形態およ
び上記第２の実施の形態によるパチンコ機１００と同様の構成および制御系を有している
。上記第１の実施の形態および上記第２の実施の形態によるパチンコ機１００と同一の構
成要素には同一の符号を付してその説明は省略する。
【２９４３】
　本実施形態によるパチンコ機１００は、図１０４に示す７種類の保留アイコンおよび保
留アイコンと同じ７種類の変動中アイコンを表示可能であり、保留アイコンや変動中アイ
コンを変化させる保留演出（上記第５の実施の形態では保留変化演出表示および変動中ア
イコン演出表示）を装飾図柄表示装置２０８で実行可能である。保留演出では、図１０４
に示す一の表示態様の保留アイコンや変動アイコンを図１０４に示す別の表示態様の保留
アイコンや変動アイコンに変化する成功演出または保留アイコンや変動アイコンが変化し
ない失敗演出が実行される。また、保留アイコンの大当り信頼度は、白丸保留アイコン、
黒丸保留アイコン、ボタン保留アイコン、三角保留アイコン、顔保留アイコン、埴輪保留
アイコンの順に高くなるように設定されている。
【２９４４】
　図１４９は、保留演出の一覧を示すテーブルである。図１４９に示すテーブルは、「名
称」、「対象」、「態様α」、「出現率」、「態様β」、「進行率」、「成功率」の各項
目で構成されている。保留演出は、図中「名称」の欄に示すように、「ホワイトバード演
出（Ｗバード演出）」、「ブラックバード演出（Ｂバード演出）」、「ボタン付きブラッ
クバード演出（ボタン付きＢバード演出）」、「ホワイト爆撃機演出（Ｗ爆撃機演出）」
、「ブラック爆撃機演出（Ｂ爆撃機演出）」、「ホワイトＵＦＯ演出（ＷＵＦＯ演出）」
、「ブラックＵＦＯ演出（ＢＵＦＯ）演出」の７種類の保留演出を実行可能である。以下
では、「ホワイトバード演出」を「Ｗバード演出」と称し、「ブラックバード演出」を「
Ｂバード演出」と称し、「ボタン付きブラックバード演出」を「ボタン付きＢバード演出
」と称し、「ホワイト爆撃機演出」を「Ｗ爆撃機演出」と称し、「ブラック爆撃機演出」
を「Ｂ爆撃機演出」と称し、「ホワイトＵＦＯ演出」を「ＷＵＦＯ演出」と称し、「ブラ
ックＵＦＯ演出」を「ＢＵＦＯ」と称する。
【２９４５】
　図中「対象」の欄は、各保留演出が対象とする保留アイコンを示している。例えば、「
保０」は、変動中アイコンのことを示しており、「保４」は保留順位が４番目の保留に対
応する保留アイコンのことを示している。本実施の形態では、特図１の保留アイコンおよ
び変動中アイコンを保留演出の対象としているため、「保４」は保留順位が最下位である
４番目の保留に対応する保留アイコンである。また、変動中アイコンは、当該保留アイコ
ンと称されることもあるため、単に保留アイコンと称される場合もあり、変動中アイコン
表示領域は保留０表示領域と称されること場合もあることから、図１４９では変動中アイ
コンを「保０」と記載している。図１４９に示すように、Ｗバード演出の「対象」は、「
保０～保４」、すなわち、変動中アイコンおよび保留順位が１番目の保留に対応する保留
アイコン～保留順位が４番目の保留に対応する保留アイコンである。Ｂバード演出の「対
象」は、「保０～保４」、すなわち、変動中アイコンおよび保留順位が１番目の保留に対
応する保留アイコン～保留順位が４番目の保留に対応する保留アイコンである。ボタン付
きＢバード演出の「対象」は、「保０～保４」、すなわち、変動中アイコンおよび保留順
位が１番目の保留に対応する保留アイコン～保留順位が４番目の保留に対応する保留アイ
コンである。Ｗ爆撃機演出の「対象」は、「保１～保４」、すなわち、保留順位が１番目
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の保留に対応する保留アイコン～保留順位が４番目の保留に対応する保留アイコンである
。Ｂ爆撃機演出の「対象」は、「保１～保４」、すなわち、保留順位が１番目の保留に対
応する保留アイコン～保留順位が４番目の保留に対応する保留アイコンである。ＷＵＦＯ
演出の「対象」は、「保０」、すなわち、変動中アイコン０のみである。ＢＵＦＯ演出の
「対象」は、「保０」、すなわち、変動中アイコン０のみである。
【２９４６】
　各保留演出では、装飾図柄表示装置２０８に各保留演出に対応する画像が表示される。
Ｗバード演出では、白色の鳥であるホワイトバード画像（以下、「Ｗバード」と称する。
）が表示される。Ｂバード演出では、黒色（図中、クロスハッチングで示す）の鳥である
ブラックバード画像（以下、「Ｂバード」と称する）が表示される。ボタン付きＢバード
演出では、チャンスボタン１３６を模したボタン画像を載せたＢバード（以下、「ボタン
付きＢバード」と称する）が表示される。Ｗ爆撃機演出では、白色の爆撃機であるホワイ
ト爆撃機画像（以下、「Ｗ爆撃機」と称する）が表示される。Ｂ爆撃機演出では、黒色（
図中、クロスハッチングで示す）の爆撃機であるブラック爆撃機画像（以下、「Ｂ爆撃機
」と称する）が表示される。ＷＵＦＯ演出では、白色のＵＦＯ画像（以下、「ＷＵＦＯ」
と称する）が表示される。ＢＵＦＯ演出では、黒色（図中、クロスハッチングで示す）の
ＵＦＯ画像（以下、「ＢＵＦＯ」と称する）が表示される。
【２９４７】
　図中「態様α」の欄は、各保留演出の１段階目の表示態様を示している。Ｗバード演出
の「態様α」は、Ｗバードが左方に移動する態様である。Ｂバード演出の「態様α」は、
Ｂバードが左方に移動する態様である。ボタン付きＢバード演出の「態様α」は、ボタン
付きＢバードが左方に移動する態様である。Ｗ爆撃機演出の「態様α」は、Ｗ爆撃機が左
方に移動する態様である。Ｂ爆撃機演出の「態様α」は、Ｂ爆撃機が左方に移動する態様
である。ＷＵＦＯ演出の「態様α」は、ＷＵＦＯが左方に移動する態様である。ＢＵＦＯ
演出の「態様α」は、ＢＵＦＯが左方に移動する態様である。
【２９４８】
　図中「出現率」の欄は、各保留演出の出現率を示している。出現率は、高い順に、Ａ、
Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆと表記している。図１４９に示すように、Ｗバード演出の「出現率」
は「Ａ」であり、Ｂバード演出の「出現率」は「Ｃ」であり、ボタン付きＢバード演出の
「出現率」は「Ｃ」であり、Ｗ爆撃機演出の「出現率」は「Ｂ」であり、Ｂ爆撃機演出の
「出現率」は「Ｄ」であり、ＷＵＦＯ演出の「出現率」は「Ｅ」であり、ＢＵＦＯ演出の
「出現率」は「Ｆ」である。すなわち、各保留演出の出現率は高い順に、Ｗバード演出、
Ｗ爆撃機演出、Ｂバード演出およびボタン付きＢバード演出、Ｂ爆撃機演出、ＷＵＦＯ演
出、ＢＵＦＯ演出である。
【２９４９】
　図中「態様β」の欄は、各保留演出において、「態様α」の次に表示され得る２段階目
の表示態様を示している。各保留演出は、「態様α」から「態様β」に所定の確率で進行
し、「態様α」から「態様β」に進行しない場合もある。Ｗバード演出の「態様β」は、
Ｗバードの目からレーザー光線が照射される態様である。Ｂバード演出の「態様β」は、
Ｂバードの目からレーザー光線が照射される態様である。ボタン付きＢバード演出の「態
様β」は、Ｂバードの目からレーザー光線が照射される態様である。ボタン付きＢバード
演出の「態様β」とＢバード演出の「態様β」は同じである。爆撃機演出の「態様β」は
、Ｗ爆撃機からミサイルが発射される態様である。Ｂ爆撃機演出の「態様β」は、Ｂ爆撃
機からミサイルが発射される態様である。ＷＵＦＯ演出の「態様β」は、ＷＵＦＯから謎
の光線が照射される態様である。ＢＵＦＯ演出の「態様β」は、ＢＵＦＯから謎の光線が
照射される態様である。
【２９５０】
　図中「進行率」の欄は、各保留演出の「態様α」から「態様β」への進行率を示してい
る。出現率は、高い順に、プレミアム、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと表記している。図１４９に
示すように、Ｗバード演出の「進行率」は「Ｄ」であり、Ｂバード演出の「進行率」は「



(487) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

Ｂ」であり、ボタン付きＢバード演出の「進行率」は「Ｂ」であり、Ｗ爆撃機演出の「進
行率」は「Ｅ」であり、Ｂ爆撃機演出の「進行率」は「Ｃ」であり、ＷＵＦＯ演出の「進
行率」は「Ａ」であり、ＢＵＦＯ演出の「進行率」は「プレミアム」である。すなわち、
各保留演出の出現率は高い順に、ＢＵＦＯ演出、ＷＵＨＯ演出、Ｂバード演出およびボタ
ン付きＢバード演出、Ｂ爆撃機演出、Ｗ爆撃機演出、Ｗバード演出である。「プレミアム
」は進行率が１００％であることを示しており、変動中アイコンを対象とするＢＵＦＯ演
出は、「態様α」から「態様β」に必ず進行するように設定されている。
【２９５１】
　図中「成功率」の欄は、各保留演出による保留アイコンや変動中アイコンが変化する成
功演出が実行される確率を示している。成功率は、高い順に、プレミアム、Ａ、Ｂ、Ｃ、
Ｄと表記している。図１４９に示すように、Ｗバード演出の「成功率」は「Ｄ」であり、
Ｂバード演出の「成功率」は「Ｂ」であり、ボタン付きＢバード演出の「成功率」は「Ｂ
」であり、Ｗ爆撃機演出の「成功率」は「Ｃ」であり、Ｂ爆撃機演出の「成功率」は「Ａ
」であり、ＷＵＦＯ演出の「成功率」は「Ａ」であり、ＢＵＦＯ演出の「成功率」は「プ
レミアム」である。すなわち、各保留演出の成功率は高い順に、ＢＵＦＯ演出、ＷＵＨＯ
演出およびＢ爆撃機演出、Ｂバード演出およびボタン付きＢバード演出、Ｂ爆撃機演出、
Ｗ爆撃機演出、Ｗバード演出である。「プレミアム」は成功率が１００％であることを示
しており、変動中アイコンを対象とするＢＵＦＯ演出では、必ず成功演出が行われるよう
に設定されている。
【２９５２】
（実施例１）
　本実施の形態の実施例１によるパチンコ機１００について図１５０（ａ）～（ｐ）を用
いて説明する。図１５０（ａ）～（ｐ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１５０（ａ）～（ｐ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【２９５３】
　図１５０（ａ）は、特図１変動遊技の実行中であり、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示が表示されている状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が左右
に揺れる表示態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている。また、図１５０（ａ）に示
す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２の保留数は０である。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域には、保留アイコン
ｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は、保留順位が１番目の保留に対応する保留１
表示領域に表示されている。保留アイコンｂ１は、図１０４に示す白丸保留アイコンであ
る。白丸保留アイコンはデフォルトの保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の特
図１保留アイコン表示領域の上方には変動中アイコンを表示する変動中アイコン表示領域
（保留０表示領域）が設けられている。図１５０（ａ）に示すように、変動中アイコン表
示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンは、デフォルトの変動中アイコンである。変動中
アイコンａ１は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示されている。また、装飾図
柄表示装置２０８には空の背景画像が表示されている。
【２９５４】
　図１５０（ｂ）は、変動中アイコンａ１が消去された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」の揺れ
変動表示が表示されている。本例では、変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の
揺れ変動表示中に消去される。
【２９５５】
　図１５０（ｃ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
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れ図柄態様である「装飾２－装飾３－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２９５６】
　図１５０（ｄ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ１が変動中アイコンａ
２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ２は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。変動中アイコンは、変動中アイコン表示領域
への移動中に拡大されてもよいし、変動中アイコン表示領域への移動完了後に拡大されて
もよい。
【２９５７】
　図１５０（ｅ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。また、図１５０（ｅ）に示す時点の状態では、特図１変動遊技中に特図１始動
口２３０に遊技球が１個入賞して特図１の保留が１増加しており、保留アイコンｂ２が特
図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域に表示されている。保留アイコンｂ２は、図
１０４に示す黒丸保留アイコンである。
【２９５８】
　図１５０（ｆ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。また、図１５０（ｆ）に示す時点の状態では、特図１変動遊技中に特図１始動
口２３０に遊技球が１個入賞して特図１の保留が１増加して保留数が２となり、保留アイ
コンｂ３が特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域に表示されている。保留２表示
領域は保留順位が２番目の保留に対応する保留アイコンが表示される領域であり、保留ア
イコンｂ３は図１０４に示す白丸保留アイコンである。
【２９５９】
　図１５０（ｇ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾３」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示されている状態を示している。
【２９６０】
　図１５０（ｈ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「
装飾２－装飾２－装飾３」が左右に揺れる態様で揺れ変動表示されている状態を示してい
る。
【２９６１】
　図１５０（ｉ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２９６２】
　図１５０（ｊ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示される。
【２９６３】
　図１５０（ｋ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。
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【２９６４】
　図１５０（ｌ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。
【２９６５】
　図１５０（ｍ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾２」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示されている状態を示している。
【２９６６】
　図１５０（ｎ）は、「装飾３－装飾３－装飾２」の揺れ変動表示中に変動中アイコンａ
３が消去された状態を示している。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の装飾図柄の揺れ
変動表示中に消去される。
【２９６７】
　図１５０（ｏ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２９６８】
　図１５０（ｐ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコンａ
４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。
【２９６９】
　本実施例では、或る図柄変動表示中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞して保留
増加した際に黒丸保留アイコンが表示され（図１５０（ｅ）参照）、黒丸保留アイコンを
対象とした保留演出が行われず、黒丸保留アイコンに対応する保留が消化されて開始され
る図柄変動表示ではずれ図柄態様が確定表示されている。このように、１つの或る保留ア
イコン（本例では、保留アイコンｂ２）を対象とする保留演出が行われない場合がある。
【２９７０】
（実施例２）
　本実施の形態の実施例２によるパチンコ機１００について図１５０（Ａ）～（Ｍ）を用
いて説明する。図１５０（Ａ）～（Ｍ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１５０（Ａ）～（Ｍ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【２９７１】
　図１５０（Ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５０（Ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒丸保
留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【２９７２】
　図１５０（Ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
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れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、いずれの保留ア
イコンも変動中アイコンも対象としない演出である。
【２９７３】
　図１５０（Ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。Ｂバードｋ２
は装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示される。このように、保留演出は装飾図
柄の変動表示よりも優先して表示される。なお、後述する、Ｗバードｋ１、ボタン付きＢ
バードｋ３、Ｗ爆撃機ｋ４、Ｂ爆撃機ｋ５、ＷＵＦＯｋ６、およびＢＵＦＯｋ７も装飾図
柄の変動表示にオーバーラップして表示される。
【２９７４】
　図１５０（Ｄ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行せ
ずに、Ｂバード演出が終了される直前の状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面左端上方に消えていく態様でＢバードｋ２が消去されている。
【２９７５】
　図１５０（Ｅ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【２９７６】
　図１５０（Ｆ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が左
右に揺れる態様で仮停止表示（揺れ変動表示）されている状態を示している。
【２９７７】
　図１５０（Ｇ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されて
いる。
【２９７８】
　図１５０（Ｈ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【２９７９】
　図１５０（Ｉ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。
【２９８０】
　図１５０（Ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾３」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【２９８１】
　図１５０（Ｋ）は、「装飾２－装飾２－装飾３」の揺れ変動表示中（仮停止表中）に変
動中アイコンａ３が消去された状態を示している。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の
装飾図柄の揺れ変動表示中（仮停止表示中）に消去される。
【２９８２】
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　図１５０（Ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。
【２９８３】
　図１５０（Ｍ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ
３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ３は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。
【２９８４】
　本実施例では、Ｂバード演出の態様αが行われたが、態様βまで進行（発展）せず、Ｂ
バード演出が行われた際に表示されていた黒丸保留アイコンに対応する保留が消化されて
開始された図柄変動表示がはずれ図柄態様が確定表示されている。本例におけるＢバード
演出は、黒丸保留アイコンを含むいずれの保留アイコンおよび変動中アイコンも対象とし
ていない。このように、Ｂバード演出には、いずれの保留アイコンおよび変動中アイコン
を対象とせず、態様βまで進行せずに終了する失敗演出が設けられている。
【２９８５】
（実施例３）
　本実施の形態の実施例３によるパチンコ機１００について図１５１（１ａ）～（１ｇ）
を用いて説明する。図１５１（１ａ）～（１ｇ）は、本実施例によるパチンコ機１００の
演出例を時系列で示している。図１５１（１ａ）～（１ｇ）の各図には、図２９に示す遊
技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出し
て示している。
【２９８６】
　図１５１（１ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示さ
れている。図１５１（１ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特
図２の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイ
コン表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表
示領域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒
丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置
２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１
が表示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される
。
【２９８７】
　図１５１（１ｂ）は、保留演出のＷバード演出が開始された状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＷバードｋ１が登場するアニメーションが表示
されている。Ｗバードｋ１が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｗバ
ードｋ１の登場開始がＷバード演出の開始である。本例のＷバード演出は、いずれの保留
アイコンも変動中アイコンも対象としない演出である。
【２９８８】
　図１５１（１ｃ）は、Ｗバード演出が行われている状態を示している。Ｗバードｋ１が
左方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。
【２９８９】
　図１５１（１ｄ）は、Ｗバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行
せずに、Ｗバード演出が終了される直前の状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の
表示画面左端上方に消えていく態様でＷバードｋ１が消去されている。
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【２９９０】
　図１５１（１ｅ）は、態様αのままＷバードｋ１が消去されてＷバード演出が終了した
後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域
２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【２９９１】
　図１５１（１ｆ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる態様で仮停止表示（揺れ変動表示）されている状態を示している。
【２９９２】
　図１５１（１ｇ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、は
ずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
れ、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【２９９３】
　その後、黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ１に対応する保留が消化され、特図１
変動遊技が開始される。当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであり、当該特図１
変動遊技が終了すると左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれ図柄態様である
装飾図柄が表示される。
【２９９４】
　本実施例では、Ｗバード演出の態様αが行われたが、態様βまで進行（発展）せず、態
様αのままＷバード演出が終了し、Ｗバード演出が行われた際に表示されていた黒丸保留
アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示ではずれ図柄態様が確定表
示される。本例におけるＷバード演出は、黒丸保留アイコンを含むいずれの保留アイコン
および変動中アイコンも対象としていない。このように、Ｗバード演出には、いずれの保
留アイコンおよび変動中アイコンを対象とせず、態様βまで進行せずに終了する失敗演出
が設けられている。
【２９９５】
（実施例４）
　本実施の形態の実施例４によるパチンコ機１００について図１５１（２ａ）～（２ｇ）
を用いて説明する。図１５１（２ａ）～（２ｇ）は、本実施例によるパチンコ機１００の
演出例を時系列で示している。図１５１（２ａ）～（２ｇ）の各図には、図２９に示す遊
技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出し
て示している。
【２９９６】
　図１５１（２ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示さ
れている。図１５１（２ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特
図２の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイ
コン表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表
示領域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒
丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置
２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１
が表示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される
。
【２９９７】
　図１５１（２ｂ）は、保留演出のＷ爆撃機演出が開始された状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＷ爆撃機ｋ４が登場するアニメーションが表示
されている。Ｗ爆撃機ｋ４が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｗ爆
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撃機ｋ４の登場開始がＷ爆撃機演出の開始である。本例のＷ爆撃機演出は、いずれの保留
アイコンも変動中アイコンも対象としない演出である。
【２９９８】
　図１５１（２ｃ）は、Ｗ爆撃機演出が行われている状態を示している。Ｗ爆撃機ｋ４が
左方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。
【２９９９】
　図１５１（２ｄ）は、Ｗ爆撃機演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行
せずに、Ｗ爆撃機演出が終了される直前の状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の
表示画面左端上方に消えていく態様でＷ爆撃機ｋ４が消去されている。
【３０００】
　図１５１（２ｅ）は、態様αのままＷ爆撃機ｋ４が消去されてＷ爆撃機演出が終了した
後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域
２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３００１】
　図１５１（２ｆ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる態様で仮停止表示（揺れ変動表示）されている状態を示している。
【３００２】
　図１５１（２ｇ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、は
ずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
れ、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【３００３】
　その後、黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ１に対応する保留が消化され、特図１
変動遊技が開始される。当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであり、当該特図１
変動遊技が終了すると左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれ図柄態様である
装飾図柄が表示される。
【３００４】
　本実施例では、Ｗ爆撃機演出の態様αが行われたが、態様βまで進行（発展）せず、態
様αのままＷ爆撃機演出が終了し、Ｗ爆撃機演出が行われた際に表示されていた黒丸保留
アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示ではずれ図柄態様が確定表
示される。本例におけるＷ爆撃機演出は、黒丸保留アイコンを含むいずれの保留アイコン
および変動中アイコンも対象としていない。このように、Ｗ爆撃機演出には、いずれの保
留アイコンおよび変動中アイコンを対象とせず、態様βまで進行せずに終了する失敗演出
が設けられている。
【３００５】
（実施例５）
　本実施の形態の実施例５によるパチンコ機１００について図１５１（３ａ）～（３ｇ）
を用いて説明する。図１５１（３ａ）～（３ｇ）は、本実施例によるパチンコ機１００の
演出例を時系列で示している。図１５１（３ａ）～（３ｇ）の各図には、図２９に示す遊
技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出し
て示している。
【３００６】
　図１５１（３ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示さ
れている。図１５１（３ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特
図２の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイ
コン表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表
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示領域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒
丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置
２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１
が表示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される
。
【３００７】
　図１５１（３ｂ）は、保留演出のＢ爆撃機演出が開始された状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＢ爆撃機ｋ５が登場するアニメーションが表示
されている。Ｂ爆撃機ｋ５が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂ爆
撃機ｋ５の登場開始がＢ爆撃機演出の開始である。本例のＢ爆撃機演出は、いずれの保留
アイコンも変動中アイコンも対象としない演出である。
【３００８】
　図１５１（３ｃ）は、Ｂ爆撃機演出が行われている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５が
左方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。
【３００９】
　図１５１（３ｄ）は、Ｂ爆撃機演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行
せずに、Ｂ爆撃機演出が終了される直前の状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の
表示画面左端上方に消えていく態様でＢ爆撃機ｋ５が消去されている。
【３０１０】
　図１５１（３ｅ）は、態様αのままＢ爆撃機ｋ５が消去されてＢ爆撃機演出が終了した
後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域
２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３０１１】
　図１５１（３ｆ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる態様で仮停止表示（揺れ変動表示）されている状態を示している。
【３０１２】
　図１５１（３ｇ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、は
ずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
れ、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【３０１３】
　その後、黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ１に対応する保留が消化され、特図１
変動遊技が開始される。当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであり、当該特図１
変動遊技が終了すると左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれ図柄態様である
装飾図柄が表示される。
【３０１４】
　本実施例では、Ｂ爆撃機演出の態様αが行われたが、態様βまで進行（発展）せず、態
様αのままＢ爆撃機演出が終了し、Ｂ爆撃機演出が行われた際に表示されていた黒丸保留
アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示ではずれ図柄態様が確定表
示される。本例におけるＢ爆撃機演出は、黒丸保留アイコンを含むいずれの保留アイコン
および変動中アイコンも対象としていない。このように、Ｂ爆撃機演出には、いずれの保
留アイコンおよび変動中アイコンを対象とせず、態様βまで進行せずに終了する失敗演出
が設けられている。
【３０１５】
（実施例６）
　本実施の形態の実施例６によるパチンコ機１００について図１５１（４ａ）～（４ｇ）
を用いて説明する。図１５１（４ａ）～（４ｇ）は、本実施例によるパチンコ機１００の
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演出例を時系列で示している。図１５１（４ａ）～（４ｇ）の各図には、図２９に示す遊
技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出し
て示している。
【３０１６】
　図１５１（４ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示さ
れている。図１５１（４ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特
図２の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイ
コン表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表
示領域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒
丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置
２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１
が表示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される
。
【３０１７】
　図１５１（４ｂ）は、保留演出のＷＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＷＵＦＯｋ６が登場するアニメーションが表示
されている。ＷＵＦＯｋ６が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＷＵ
ＦＯｋ６の登場開始がＷＵＦＯ演出の開始である。本例のＷＵＦＯ演出は、いずれの保留
アイコンも変動中アイコンも対象としない演出である。
【３０１８】
　図１５１（４ｃ）は、ＷＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＷＵＦＯｋ６が
左方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。
【３０１９】
　図１５１（４ｄ）は、ＷＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行
せずに、ＷＵＦＯ演出が終了される直前の状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の
表示画面左端上方に消えていく態様でＷＵＦＯｋ６が消去されている。
【３０２０】
　図１５１（４ｅ）は、態様αのままＷＵＦＯｋ６が消去されてＷＵＦＯ演出が終了した
後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域
２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３０２１】
　図１５１（４ｆ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる態様で仮停止表示（揺れ変動表示）されている状態を示している。
【３０２２】
　図１５１（４ｇ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、は
ずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
れ、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【３０２３】
　その後、黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ１に対応する保留が消化され、特図１
変動遊技が開始される。当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであり、当該特図１
変動遊技が終了すると左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれ図柄態様である
装飾図柄が表示される。
【３０２４】
　本実施例では、ＷＵＦＯ演出の態様αが行われたが、態様βまで進行（発展）せず、態
様αのままＷＵＦＯ演出が終了し、ＷＵＦＯ演出が行われた際に表示されていた黒丸保留
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アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示ではずれ図柄態様が確定表
示される。本例におけるＷＵＦＯ演出は、黒丸保留アイコンを含むいずれの保留アイコン
および変動中アイコンも対象としていない。このように、ＷＵＦＯ演出には、いずれの保
留アイコンおよび変動中アイコンを対象とせず、態様βまで進行せずに終了する失敗演出
が設けられている。
【３０２５】
（実施例７）
　本実施の形態の実施例７によるパチンコ機１００について図１５１（５ａ）～（５ｇ）
を用いて説明する。図１５１（５ａ）～（５ｇ）は、本実施例によるパチンコ機１００の
演出例を時系列で示している。図１５１（５ａ）～（５ｇ）の各図には、図２９に示す遊
技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出し
て示している。
【３０２６】
　図１５１（５ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示
装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示さ
れている。図１５１（５ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特
図２の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイ
コン表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表
示領域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒
丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置
２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１
が表示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される
。
【３０２７】
　図１５１（５ｂ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示
されている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵ
ＦＯｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、いずれの保留
アイコンも変動中アイコンも対象としない演出である。
【３０２８】
　図１５１（５ｃ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が
左方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。
【３０２９】
　図１５１（５ｄ）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行
せずに、ＢＵＦＯ演出が終了される直前の状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の
表示画面左端上方に消えていく態様でＢＵＦＯｋ７が消去されている。いずれの保留アイ
コンも変動中アイコンも対象としないＢＵＦＯ演出は「態様β」に進行せずに終了される
。
【３０３０】
　図１５１（５ｅ）は、態様αのままＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した
後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域
２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３０３１】
　図１５１（５ｆ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる態様で仮停止表示（揺れ変動表示）されている状態を示している。
【３０３２】
　図１５１（５ｇ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、は
ずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
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れ、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【３０３３】
　その後、黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ１に対応する保留が消化され、特図１
変動遊技が開始される。当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであり、当該特図１
変動遊技が終了すると左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにははずれ図柄態様である
装飾図柄が表示される。
【３０３４】
　本実施例では、ＢＵＦＯ演出の態様αが行われたが、態様βまで進行（発展）せず、態
様αのままでＢＵＦＯ演出が終了し、ＢＵＦＯ演出が行われた際に表示されていた黒丸保
留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示ではずれ図柄態様が確定
表示される。本例におけるＢＵＦＯ演出は、黒丸保留アイコンを含むいずれの保留アイコ
ンおよび変動中アイコンも対象としていない。このように、ＢＵＦＯ演出には、いずれの
保留アイコンおよび変動中アイコンを対象とせず、態様βまで進行せずに終了する失敗演
出が設けられている。
【３０３５】
（実施例８）
　本実施の形態の実施例８によるパチンコ機１００について図１５２（ａ）～（ｋ）を用
いて説明する。図１５２（ａ）～（ｋ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１５２（ａ）～（ｋ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【３０３６】
　図１５２（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５２（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒丸保
留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３０３７】
　図１５２（ｂ）は、保留演出のＷバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＷバードｋ１が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｗバードｋ１が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｗバー
ドｋ１の登場開始がＷバード演出の開始である。本例のＷバード演出は、保留アイコンｂ
１を対象とする演出である。
【３０３８】
　図１５２（ｃ）は、Ｗバード演出が行われている状態を示している。Ｗバードｋ１が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｗバードｋ１の全体が表示されている。
【３０３９】
　図１５２（ｄ）は、Ｗバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｗバード
ｋ１は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。
【３０４０】
　図１５２（ｅ）は、Ｗバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＷバード演出は保留アイコンｂ１を対象としており、対象で
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ある保留アイコンｂ１にＷバードｋ１の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
ーションが表示されている。
【３０４１】
　図１５２（ｆ）は、保留アイコンｂ１にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｗバードｋ１の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｗバードｋ１の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ１の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ１の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ１および保留アイコンｂ２の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３０４２】
　図１５２（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ１が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ１は黒丸保留アイコンのままである。本例のＷバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３０４３】
　図１５２（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１５２（ｈ）では、Ｗバードｋ１は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｗバード演出が終了する直前の状態である
。
【３０４４】
　図１５２（ｉ）は、Ｗバードｋ１が消去されてＷバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３０４５】
　図１５２（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３０４６】
　図１５２（ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されて
いる。
【３０４７】
　本変形例では、Ｗバード演出の態様αから態様βまで進行（発展）したが、Ｗバード演
出の対象である保留アイコンｂ１が黒丸保留アイコンから図１０４に示す他の保留アイコ
ンに変化していない。このように、Ｗバード演出には、対象とする保留アイコンが変化し
ない失敗演出が設けられている。
【３０４８】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５２
（ｇ’）～（ｋ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１５２（ｇ’）～（ｋ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３０４９】
　図１５２（ｇ’）は、図１５２（ｆ）から引き続く状態を示している。図１５２（ｇ’
）では、エフェクト画像ｋ８が消去されており、保留アイコンｂ１が再度視認可能に表示
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される。保留アイコンｂ１は再表示された際に図１０４に示す黒丸保留アイコンから三角
保留アイコンに変化している。本例のＷバード演出は対象とした保留アイコンが変化する
成功演出である。
【３０５０】
　図１５２（ｈ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１５２（ｈ’）では、Ｗバードｋ１は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｗバード演出が終了する直前の状態で
ある。
【３０５１】
　図１５２（ｉ’）は、Ｗバードｋ１が消去されてＷバード演出が終了した後に、左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「
装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３０５２】
　図１５２（ｊ’）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３０５３】
　図１５２（ｋ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、は
ずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
れ、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【３０５４】
　本実施例では、Ｗバード演出の態様αから態様βまで進行（発展）し、Ｗバード演出の
対象である保留アイコンｂ１が黒丸保留アイコンから三角保留アイコンに変化している。
このように、Ｗバード演出には、対象とする保留アイコンが変化する成功演出が設けられ
ている。
【３０５５】
（実施例９）
　本実施の形態の実施例９によるパチンコ機１００について図１５２（Ａ）～（Ｋ）を用
いて説明する。図１５２（Ａ）～（Ｋ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１５２（Ａ）～（Ｋ）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００
からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している
。
【３０５６】
　図１５２（Ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５２（Ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒丸保
留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３０５７】
　図１５２（Ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
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１を対象とする演出である。
【３０５８】
　図１５２（Ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３０５９】
　図１５２（Ｄ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央に舞い上がるように表示されて
いる。
【３０６０】
　図１５２（Ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ１を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ１にＢバードｋ２の目からレーザー光線が放たれるシーンのアニメー
ションが表示されている。
【３０６１】
　図１５２（Ｆ）は、保留アイコンｂ１にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ１の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ１の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ１および保留アイコンｂ２の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３０６２】
　図１５２（Ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ１が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ１は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３０６３】
　図１５２（Ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１５２（Ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３０６４】
　図１５２（Ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３０６５】
　図１５２（Ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３０６６】
　図１５２（Ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されて
いる。
【３０６７】



(501) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

　本実施例では、Ｂバード演出の態様αから態様βまで進行（発展）したが、Ｂバード演
出の対象である保留アイコンｂ１が黒丸保留アイコンから図１０４に示す他の保留アイコ
ンに変化していない。このように、Ｂバード演出には、対象とする保留アイコンが変化し
ない失敗演出が設けられている。
【３０６８】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５２
（Ｇ’）～（Ｋ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１５２（Ｇ’）～（Ｋ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３０６９】
　図１５２（Ｇ’）は、図１５２（Ｆ）から引き続く状態を示している。図１５２（Ｇ’
）では、エフェクト画像ｋ８が消去されており、保留アイコンｂ１が再度視認可能に表示
される。保留アイコンｂ１は再表示された際に図１０４に示す黒丸保留アイコンから顔保
留アイコンに変化している。本例のＢバード演出は対象とした保留アイコンが変化する成
功演出である。
【３０７０】
　図１５２（Ｈ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１５２（Ｈ’）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態で
ある。
【３０７１】
　図１５２（Ｉ’）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「
装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３０７２】
　図１５２（Ｊ’）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３０７３】
　図１５２（Ｋ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、は
ずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
れ、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【３０７４】
　本変形例では、Ｂバード演出の態様αから態様βまで進行（発展）し、Ｂバード演出の
対象である保留アイコンｂ１が黒丸保留アイコンから顔保留アイコンに変化している。こ
のように、Ｂバード演出には、対象とする保留アイコンが変化する成功演出が設けられて
いる。顔保留アイコンは三角保留アイコンよりも大当り信頼度が高く設定されている。Ｗ
バード演出よりもＢバード演出の方が、保留演出の対象となる保留アイコンや変動アイコ
ンが大当り信頼度の高い保留アイコンに変化する確率が高くなるように設定されていても
よい。
【３０７５】
（実施例１０）
　本実施の形態の実施例１０によるパチンコ機１００について図１５３（ａ）～（ｋ）を
用いて説明する。図１５３（ａ）～（ｋ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１５３（ａ）～（ｋ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
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【３０７６】
　図１５３（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５３（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ２は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３０７７】
　図１５３（ｂ）は、保留演出のＷ爆撃機演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＷ爆撃機ｋ４が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｗ爆撃機ｋ４が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｗ爆撃
機ｋ４の登場開始がＷ爆撃機演出の開始である。本例のＷ爆撃機演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３０７８】
　図１５３（ｃ）は、Ｗ爆撃機演出が行われている状態を示している。Ｗ爆撃機ｋ４が左
方に移動するアニメーションが表示され、爆撃機ｋ４の全体が表示されている。
【３０７９】
　図１５３（ｄ）は、Ｗ爆撃機演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｗ爆撃機
ｋ４は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央に舞い上がるように表示されて
いる。
【３０８０】
　図１５３（ｅ）は、Ｗ爆撃機演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＷ爆撃機演出は保留アイコンｂ２を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ２にＷ爆撃機ｋ４からミサイルが発射されているシーンのアニメーシ
ョンが表示されている。
【３０８１】
　図１５３（ｆ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｗ爆撃機ｋ４から発射されたミサイルが保留アイコンｂ２
に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示され
る。なお、Ｗ爆撃機ｋ４から発射されたミサイルが保留アイコンｂ２に命中した後にエフ
ェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、ミサイルが保留アイコンｂ２に命中するのと
同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェク
ト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となって
いる。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ１および
保留アイコンｂ１の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ
８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラッ
プせずに表示されてもよい。
【３０８２】
　図１５３（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＷ爆撃機演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３０８３】
　図１５３（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１５３（ｈ）では、Ｗ爆撃機ｋ４は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｗ爆撃機演出が終了する直前の状態である
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。
【３０８４】
　図１５３（ｉ）は、Ｗ爆撃機ｋ４が消去されてＷ爆撃機演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３０８５】
　図１５３（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３０８６】
　図１５３（ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されて
いる。
【３０８７】
　本実施例では、Ｗ爆撃機演出の態様αから態様βまで進行（発展）したが、Ｗ爆撃機演
出の対象である保留アイコンｂ２が黒丸保留アイコンから図１０４に示す他の保留アイコ
ンに変化していない。このように、Ｗ爆撃機演出には、対象とする保留アイコンが変化し
ない失敗演出が設けられている。
【３０８８】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５３
（ｇ’）～（ｋ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１５３（ｇ’）～（ｋ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３０８９】
　図１５３（ｇ’）は、図１５３（ｆ）から引き続く状態を示している。図１５３（ｇ’
）では、エフェクト画像ｋ８が消去されており、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示
される。保留アイコンｂ２は再表示された際に図１０４に示す黒丸保留アイコンから三角
保留アイコンに変化している。本例のＷ爆撃機演出は対象とした保留アイコンが変化する
成功演出である。
【３０９０】
　図１５３（ｈ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１５３（ｈ’）では、Ｗ爆撃機ｋ４は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｗ爆撃機演出が終了する直前の状態で
ある。
【３０９１】
　図１５３（ｉ’）は、Ｗ爆撃機ｋ４が消去されてＷ爆撃機演出が終了した後に、左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「
装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３０９２】
　図１５３（ｊ’）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３０９３】
　図１５３（ｋ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、は
ずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
れ、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
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装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【３０９４】
　本変形例では、Ｗ爆撃機演出の態様αから態様βまで進行（発展）し、Ｗ爆撃機演出の
対象である保留アイコンｂ２が黒丸保留アイコンから三角保留アイコンに変化している。
このように、Ｗ爆撃機演出には、対象とする保留アイコンが変化する成功演出が設けられ
ている。
【３０９５】
（実施例１１）
　本実施の形態の実施例１１によるパチンコ機１００について図１５３（Ａ）～（Ｋ）を
用いて説明する。図１５３（Ａ）～（Ｋ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１５３（Ａ）～（Ｋ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【３０９６】
　図１５３（Ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５３（Ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ２は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３０９７】
　図１５３（Ｂ）は、保留演出のＢ爆撃機演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢ爆撃機ｋ５が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂ爆撃機ｋ５が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂ爆撃
機ｋ５の登場開始がＢ爆撃機演出の開始である。本例のＢ爆撃機演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３０９８】
　図１５３（Ｃ）は、Ｂ爆撃機演出が行われている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５が左
方に移動するアニメーションが表示され、爆撃機ｋ５の全体が表示されている。
【３０９９】
　図１５３（Ｄ）は、Ｂ爆撃機演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂ爆撃機
ｋ５は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央に舞い上がるように表示されて
いる。
【３１００】
　図１５３（Ｅ）は、Ｂ爆撃機演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢ爆撃機演出は保留アイコンｂ２を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ２にＢ爆撃機ｋ５からミサイルが発射されているシーンのアニメーシ
ョンが表示されている。
【３１０１】
　図１５３（Ｆ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５から発射されたミサイルが保留アイコンｂ２
に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示され
る。なお、Ｂ爆撃機ｋ５から発射されたミサイルが保留アイコンｂ２に命中した後にエフ
ェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、ミサイルが保留アイコンｂ２に命中するのと
同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェク
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ト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となって
いる。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ１および
保留アイコンｂ１の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ
８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラッ
プせずに表示されてもよい。
【３１０２】
　図１５３（Ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＷ爆撃機演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３１０３】
　図１５３（Ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１５３（Ｈ）では、Ｂ爆撃機ｋ５は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂ爆撃機演出が終了する直前の状態である
。
【３１０４】
　図１５３（Ｉ）は、Ｂ爆撃機ｋ５が消去されてＢ爆撃機演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３１０５】
　図１５３（Ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３１０６】
　図１５３（Ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されて
いる。
【３１０７】
　本実施例では、Ｂ爆撃機演出の態様αから態様βまで進行（発展）したが、Ｂ爆撃機演
出の対象である保留アイコンｂ２が黒丸保留アイコンから図１０４に示す他の保留アイコ
ンに変化していない。このように、Ｂ爆撃機演出には、対象とする保留アイコンが変化し
ない失敗演出が設けられている。
【３１０８】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５３
（Ｇ’）～（Ｋ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１５３（Ｇ’）～（Ｋ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３１０９】
　図１５３（Ｇ’）は、図１５３（Ｆ）から引き続く状態を示している。図１５３（Ｇ’
）では、エフェクト画像ｋ８が消去されており、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示
される。保留アイコンｂ２は再表示された際に図１０４に示す黒丸保留アイコンから顔保
留アイコンに変化している。本例のＢ爆撃機演出は対象とした保留アイコンが変化する成
功演出である。
【３１１０】
　図１５３（Ｈ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１５３（Ｈ’）では、Ｂ爆撃機ｋ５は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｗ爆撃機演出が終了する直前の状態で
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ある。
【３１１１】
　図１５３（Ｉ’）は、Ｂ爆撃機ｋ５が消去されてＢ爆撃機演出が終了した後に、左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「
装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３１１２】
　図１５３（Ｊ’）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３１１３】
　図１５３（Ｋ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、は
ずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
れ、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【３１１４】
　本変形例では、Ｂ爆撃機演出の態様αから態様βまで進行（発展）し、Ｂ爆撃機演出の
対象である保留アイコンｂ２が黒丸保留アイコンから顔保留アイコンに変化される。この
ように、Ｂ爆撃機演出には、対象とする保留アイコンが変化する成功演出が設けられてい
る。顔保留アイコンは三角保留アイコンよりも大当り信頼度が高く設定されている。Ｗバ
ード演出よりもＢバード演出の方が、保留演出の対象となる保留アイコンや変動アイコン
が大当り信頼度の高い保留アイコンに変化する確率が高くなるように設定されていてもよ
い。
【３１１５】
（実施例１２）
　本実施の形態の実施例１２によるパチンコ機１００について図１５４（ａ）～（ｋ）を
用いて説明する。図１５４（ａ）～（ｋ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１５４（ａ）～（ｋ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【３１１６】
　図１５４（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５４（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ２は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には黒丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３１１７】
　図１５４（ｂ）は、保留演出のＷＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＷＵＦＯｋ６が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＷＵＦＯｋ６が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＷＵＦ
Ｏｋ６の登場開始がＷＵＦＯ演出の開始である。本例のＷＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ１を対象とする演出である。
【３１１８】
　図１５４（ｃ）は、ＷＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＷＵＦＯｋ６が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＷＵＦＯｋ６の全体が表示されている。
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【３１１９】
　図１５４（ｄ）は、ＷＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＷＵＦＯ
ｋ６は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示
されている。
【３１２０】
　図１５４（ｅ）は、ＷＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＷＵＦＯ演出は変動中アイコンａ１を対象としており、対象である
変動中アイコンａ１にＷＵＦＯｋ６から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。
【３１２１】
　図１５４（ｆ）は、変動中アイコンａ１にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＷＵＦＯｋ６から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ１に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＷＵＦＯｋ６から照射された謎の光線が変動中アイコンａ１に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ１に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ１の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ１の全体が視認
不能となっている。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコン
ｂ１、ｂ２の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、
保留演出の対象ではない保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３１２２】
　図１５４（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ１が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ１は黒丸保留アイコンの表示態様のままである。本例のＷＵＦＯ演出は対象
とした変動中アイコンが変化しない失敗演出である。
【３１２３】
　図１５４（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１５４（ｈ）では、ＷＵＦＯｋ６は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＷＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３１２４】
　図１５４（ｉ）は、ＷＵＦＯｋ６が消去されてＷＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３１２５】
　図１５４（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３１２６】
　図１５４（ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されて
いる。
【３１２７】
　本実施例では、ＷＵＦＯ演出の態様αから態様βまで進行（発展）したが、ＷＵＦＯ演
出の対象である変動中アイコンａ１が黒丸保留アイコンの表示態様から図１０４に示す他
の保留アイコンの表示態様に変化していない。このように、ＷＵＦＯ演出には、対象とす
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る変動中アイコンが変化しない失敗演出が設けられている。
【３１２８】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５４
（ｇ’）～（ｒ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１５４（ｇ’）～（ｒ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３１２９】
　図１５４（ｇ’）は、図１５４（ｆ）から引き続く状態を示している。図１５４（ｇ’
）では、エフェクト画像ｋ８が消去されており、変動中アイコンａ１が再度視認可能に表
示される。変動中保留アイコンａ１は再表示された際に図１０４に示す黒丸保留アイコン
の表示態様からボタン保留アイコンの表示態様に変化している。ボタン保留アイコンは遊
技者にチャンスボタン１３６の１回の押下を促す表示であり、ボタン保留アイコンの表示
開始とともにチャンスボタン１３６の操作が有効となる操作有効期間が開始される。本例
のＷＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３１３０】
　図１５４（ｈ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１５４（ｈ’）では、ＷＵＦＯｋ６は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、ＷＵＦＯ演出が終了する直前の状態で
ある。
【３１３１】
　図１５４（ｉ’）は、ＷＵＦＯｋ６が消去されてＷＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「
装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１５４（ｉ’）において装
飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。
【３１３２】
　図１５４（ｊ’）は、ボタン保留アイコンの表示態様である変動中アイコンａ１の表示
中に遊技者によりチャンスボタン１３６が１回押下されたことに応じて変動中アイコンａ
１が顔保留アイコンの表示態様に変化した状態を示している。
【３１３３】
　図１５４（ｋ’）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８
に表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンは消去され、殿
と殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示し
ている。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画
面の右方には殿の敵の画像が表示されている。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが
表示画面の右上方に縮小された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部
の期間では装飾図柄の変動表示が縮小表示される。
【３１３４】
　図１５４（ｌ’）は、スーパーリーチ演出表示中にはずれを示唆する表示が装飾図柄表
示装置２０８に表示された状態を示している。本例では、はずれを示唆する表示として殿
が殿の敵に敗れるシーンのアニメーションが表示される。
【３１３５】
　図１５４（ｍ’）は、スーパーリーチ演出表示中に中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２
」が仮停止表示された状態を示している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、
はずれの図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾３」が上下に揺れる表示態様で揺れ変動
表示されている。はずれ図柄態様の揺れ変動表示は、はずれを示唆する表示である。左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの「装飾３－装飾２－装飾３」の揺れ変動表示が開
始された後に、ワイプ演出表示のワイプアウトの際に背景画像が空の背景画像である通常
の演出表示に切り替えられることによりスーパーリーチ演出表示は終了する。
【３１３６】
　図１５４（ｎ’）は、装飾図柄表示装置２０８においてワイプ演出表示が開始された状
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態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左上隅からワイプ表示ｗ７ａの出
現表示が開始され、当該表示画面の右下隅からワイプ表示ｗ７ｂの出現表示が開始される
。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示の開始がワイプ演出表示の開始である。ワイプ表
示ｗ７ａ、ｗ７ｂは、装飾図柄表示装置２０８の表示画面の最前面に表示され、装飾図柄
、殿の画像、殿の敵の画像および背景画像等をぬぐい消すように表示される。
【３１３７】
　図１５４（ｏ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了した最大ワイプ状態
を示している。ワイプ表示ｗ７ａの右下端部とワイプ表示ｗ７ｂの左上端部とが接してお
り、装飾図柄表示装置２０８の全画面がワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂにより覆われている。
ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの出現表示が完了して最大ワイプ状態となると、装飾図柄、殿
の画像、殿の敵の画像および背景画像が視認不能となる。
【３１３８】
　図１５４（ｐ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始された状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８では、ワイプ表示ｗ７ａが表示画面の左上隅に向かって縮
まるように撤退表示され、ワイプ表示ｗ７ｂが表示画面の右下隅に向かって縮まるように
撤退表示される。ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が開始されることで装飾図柄表示
装置２０８における装飾図柄や背景画像等の表示が徐々に視認可能となる。ワイプ表示ｗ
７ａ、ｗ７ｂの撤退表示開始とともに当該背景画像が空の背景画像に変化し、装飾図柄の
縮小表示が終了され、変動中アイコンおよび保留アイコンが再表示され、装飾図柄表示装
置２０８の表示画面中央の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様
である「装飾３－装飾２－装飾３」の揺れ変動表示が開始される。図１５４（ｐ’）に示
すように、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの間から、変動中アイコンａ１、保留アイコンｂ１
、ｂ２が徐々に表示されている。
【３１３９】
　図１５４（ｑ’）は、ワイプ表示ｗ７ａ、ｗ７ｂの撤退表示が完了した後に、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれの図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾３」が
左右に揺れる表示態様で揺れ変動表示されている状態を示している。
【３１４０】
　図１５４（ｒ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果ははずれであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、はずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾３」が停止表示さ
れ、当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾２－装飾３」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【３１４１】
　本変形例では、ＷＵＦＯ演出の態様αから態様βまで進行（発展）し、ＷＵＦＯ演出の
対象である変動中アイコンａ１が黒丸保留アイコンの表示態様からボタン保留アイコンの
表示態様に変化し、次いで、ボタン保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１がチャ
ンスボタン１３６の押下の応答表示として顔保留アイコンの表示態様に変化し、変動中ア
イコンａ１に対応する図柄変動表示においてはずれ図柄態様が確定表示される。このよう
に、保留演出の対象となり、表示態様が変化した変動中アイコンに対応する図柄変動表示
においてはずれ図柄態様が確定表示される場合がある。なお、保留演出の対象とならず、
表示態様が表示開始当初から変化していない変動中アイコンに対応する図柄変動表示より
も、保留演出の対象となり、表示態様が変化した変動中アイコンに対応する図柄変動表示
の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
【３１４２】
（実施例１３）
　本実施の形態の実施例１３によるパチンコ機１００について図１５４（Ａ）～（Ｎ）を
用いて説明する。図１５４（Ａ）～（Ｎ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１５４（Ａ）～（Ｎ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
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０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【３１４３】
　図１５４（Ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５４（Ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ２は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には黒丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３１４４】
　図１５４（Ｂ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。ＢＵＦＯ演出は、変動中アイコンａ１を
対象とする演出である。
【３１４５】
　図１５４（Ｃ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３１４６】
　図１５４（Ｄ）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯ
ｋ７は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示
されている。
【３１４７】
　図１５４（Ｅ）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ１を対象としており、対象である
変動中アイコンａ１にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。
【３１４８】
　図１５４（Ｆ）は、変動中アイコンａ１にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ１に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ１に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ１に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ１の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ１の全体が視認
不能となっている。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコン
ｂ１、ｂ２の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、
保留演出の対象ではない保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３１４９】
　図１５４（Ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ１が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ１は黒丸保留アイコンの表示態様から埴輪保留アイコンの表示態様に変化し
ている。埴輪保留アイコンは対応する図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示される場
にのみ表示される。また、変動アイコンを対象とするＢＵＦＯ演出では変動中アイコンが
必ず変化する成功演出が実行される。
【３１５０】
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　図１５４（Ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１５４（Ｈ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３１５１】
　図１５４（Ｉ）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１５４（Ｉ）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。
【３１５２】
　図１５４（Ｊ）は、スーパーリーチ演出表示の開始に伴い、装飾図柄表示装置２０８に
表示されている背景画像が変化し、変動中アイコンおよび保留アイコンは消去され、殿と
殿の敵とが対決するシーンのアニメーションが表示される演出が開始された状態を示して
いる。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左方には殿の画像が表示され、当該表示画面
の右方には殿の敵の画像が表示されている。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表
示画面の右上方に縮小された状態を示している。スーパーリーチ演出表示実行中の一部の
期間では装飾図柄の変動表示が縮小表示される。
【３１５３】
　図１５４（Ｋ）は、スーパーリーチ演出表示中に殿と殿の敵とが斬り合うシーンのアニ
メーションが表示された状態を示している。
【３１５４】
　図１５４（Ｌ）は、スーパーリーチ演出表示中に大当りを示唆する表示が装飾図柄表示
装置２０８に表示された状態を示している。本例では、大当り示唆する表示として殿が殿
の敵に勝利するシーンのアニメーションと、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「
装飾３－装飾３－装飾３」の仮停止表示が表示される。
【３１５５】
　図１５４（Ｍ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。本例のスー
パーリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装
飾３」が揺れ変動表示された後に終了する。スーパーリーチ演出表示が終了すると、装飾
図柄表示装置２０８において、空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃの縮小表示が終了され、変動中アイコンａ１、および保留アイコンｂ１、ｂ２の
表示が再開される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中央上部の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃでは「装飾３－装飾３－装飾３」が左右に揺れる表示態様の揺れ変動
表示で表示されている。
【３１５６】
　図１５４（Ｎ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ
１が消去されている。変動中アイコンａ１は、「装飾３－装飾３－装飾３」の揺れ変動表
示中に消去される。
【３１５７】
　本実施例では、ＢＵＦＯ演出の態様αから態様βまで進行（発展）し、ＢＵＦＯ演出の
対象である変動中アイコンａ１が黒丸保留アイコンの表示態様から埴輪保留アイコンの表
示態様に変化し、変動中アイコンａ１に対応する図柄変動表示において大当り図柄態様が
確定表示される。このように、保留演出の対象となり、表示態様が変化した変動中アイコ
ンに対応する図柄変動表示において大当り図柄態様が確定表示される場合がある。埴輪保
留アイコンの表示態様は顔保留アイコンの表示態様よりも大当り信頼度が高く設定されて
いる。ＷＵＦＯ演出よりもＢＵＦＯ演出の方が、保留演出の対象となる変動アイコンが大
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当り信頼度の高い保留アイコンに変化する確率が高くなるように設定されていてもよい。
なお、保留演出の対象とならず、表示態様が表示開始当初から変化していない変動中アイ
コンに対応する図柄変動表示よりも、保留演出の対象となり、表示態様が変化した変動中
アイコンに対応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成
されている。
【３１５８】
（実施例１４）
　本実施の形態の実施例１４によるパチンコ機１００について図１５５（ａ）～（ｍ）を
用いて説明する。図１５５（ａ）～（ｍ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１５５（ａ）～（ｍ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【３１５９】
　図１５５（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５５（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒丸保
留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３１６０】
　図１５５（ｂ）は、保留演出のボタン付きＢバード演出が開始された状態を示している
。装飾図柄表示装置２０８の表示画面右端下方からボタン付きＢバードｋ３が登場するア
ニメーションが表示されている。ボタン付きＢバードｋ３が登場する際の態様は図１４９
に示す「態様α」である。ボタン付きＢバードｋ３の登場開始がボタン付きＢバード演出
の開始である。ボタン付きＢバードｋ３は遊技者にチャンスボタン１３６の押下を促す表
示である。本例のボタン付きＢバード演出は、いずれの保留アイコンも変動中アイコンも
対象としない演出である。
【３１６１】
　図１５５（ｃ）は、ボタン付きＢバード演出が行われている状態を示している。ボタン
Ｂバードｋ３が左方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されてい
る。
【３１６２】
　図１５５（ｄ）は、ボタン付きＢバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β
」に進行せずに、ボタン付きＢバード演出が終了される直前の状態を示している。本例の
ボタン付きＢバード演出はいずれの保留アイコンも変動中アイコンも対象としない演出で
あり、この場合には、ボタン付きＢバードｋ３の表示中に遊技者によりチャンスボタン１
３６が押下されても当該押下が受け付けられず、ボタン付きＢバード演出は態様βに進行
しない。ボタン付きＢバード演出は態様αのままであり、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様でボタン付きＢバードｋ２が消去されている。
【３１６３】
　図１５５（ｅ）は、ボタン付きＢバードｋ３が消去されてボタン付きＢバード演出が終
了した後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３１６４】
　図１５５（ｆ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が左
右に揺れる態様で仮停止表示（揺れ変動表示）されている状態を示している。
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【３１６５】
　図１５５（ｇ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されて
いる。
【３１６６】
　図１５５（ｈ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【３１６７】
　図１５５（ｉ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。
【３１６８】
　図１５５（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾３」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３１６９】
　図１５５（ｋ）は、「装飾２－装飾２－装飾３」の揺れ変動表示中（仮停止表中）に変
動中アイコンａ３が消去された状態を示している。変動中アイコンは、はずれ図柄態様の
装飾図柄の揺れ変動表示中（仮停止表示中）に消去される。
【３１７０】
　図１５５（ｌ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾２－装飾２－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。
【３１７１】
　図１５５（ｍ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ
３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ３は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３１７２】
　本実施例では、ボタン付きＢバード演出の態様αが行われたが、態様βまで進行（発展
）せず、ボタン付きＢバード演出が行われた際に表示されていた黒丸保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始された図柄変動表示がはずれ図柄態様が確定表示されている。
本例におけるボタン付きＢバード演出は、黒丸保留アイコンを含むいずれの保留アイコン
および変動中アイコンも対象としていない。このように、ボタン付きＢバード演出には、
いずれの保留アイコンおよび変動中アイコンを対象とせず、態様βまで進行せずに終了す
る失敗演出が設けられている。
【３１７３】
（実施例１５）
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　本実施の形態の実施例１５によるパチンコ機１００について図１５５（Ａ）～（Ｋ）を
用いて説明する。図１５５（Ａ）～（Ｋ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１５５（Ａ）～（Ｋ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【３１７４】
　図１５５（Ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５２（Ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒丸保
留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３１７５】
　図１５５（Ｂ）は、保留演出のボタン付きＢバード演出が開始された状態を示している
。装飾図柄表示装置２０８の表示画面右端下方からボタン付きＢバードｋ３が登場するア
ニメーションが表示されている。ボタン付きＢバードｋ３が登場する際の態様は図１４９
に示す「態様α」である。ボタン付きＢバードｋ３の登場開始がＢバード演出の開始であ
る。本例のボタン付きＢバード演出は、保留アイコンｂ１を対象とする演出である。
【３１７６】
　図１５５（Ｃ）は、ボタン付きＢバード演出が行われている状態を示している。ボタン
付きＢバードｋ３が左方に移動するアニメーションが表示され、ボタン付きＢバードｋ３
の全体が表示されている。
【３１７７】
　図１５５（Ｄ）は、ボタン付きＢバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８
ｃが表示画面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している
。ボタン付きＢバードｋ３は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央に舞い上
がるように表示されている。ボタン付きＢバードｋ３は遊技者にチャンスボタン１３６の
操作を促す表示であり、ボタン付きＢバードｋ３が表示画面中央で静止した状態となると
チャンスボタン１３６の操作有効期間が開始される。本例のボタン付きＢバード演出は保
留アイコンｂ１を対象とする演出であり、この場合には、ボタン付きＢバードｋ３の静止
表示中に遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されると当該押下が受け付けられ、ボ
タン付きＢバード演出は態様βに進行する。なお、操作有効期間中にチャンスボタン１３
６が押下されない場合には、ボタン付きＢバード演出は態様βに進行せずに終了される。
【３１７８】
　図１５５（Ｅ）は、遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたことに応じて、Ｂ
バード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。遊
技者によりチャンスボタン１３６が押下されると、ボタン付きＢバードｋ３に含まれるボ
タン画像が消去され、ボタン付きＢバードｋ３がＢバードｋ２となり、演出対象である保
留アイコンｂ１にＢバードｋ２の目からレーザー光線が放たれるシーンのアニメーション
が表示される。
【３１７９】
　図１５５（Ｆ）は、保留アイコンｂ１にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ１の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ１の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
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ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ１および保留アイコンｂ２の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３１８０】
　図１５５（Ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ１が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ１は黒丸保留アイコンのままである。本例のボタン付きＢバード演出は対象とし
た保留アイコンが変化しない失敗演出である。
【３１８１】
　図１５５（Ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１５５（Ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αとなり、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ボタン付きＢバード演出が終了する直前の
状態である。ボタン付きＢバード演出では、ボタン付きＢバードｋ３が登場する態様αの
演出が行われ、次いで、Ｂバードｋ２がレーザー光線を照射する態様βの演出が行われ、
次いで、Ｂバードｋ２が消去される態様αの演出が行われる。
【３１８２】
　図１５５（Ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてボタン付きＢバード演出が終了した後に
、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０
８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３１８３】
　図１５５（Ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３１８４】
　図１５５（Ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されて
いる。
【３１８５】
　本実施例では、ボタン付きＢバード演出の態様αから態様βまで進行（発展）したが、
ボタン付きＢバード演出の対象である保留アイコンｂ１が黒丸保留アイコンから図１０４
に示す他の保留アイコンに変化していない。このように、ボタン付きＢバード演出には、
対象とする保留アイコンが変化しない失敗演出が設けられている。
【３１８６】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５５
（Ｇ’）～（Ｋ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している
。図１５５（Ｇ’）～（Ｋ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３１８７】
　図１５５（Ｇ’）は、図１５５（Ｆ）から引き続く状態を示している。図１５５（Ｇ’
）では、エフェクト画像ｋ８が消去されており、保留アイコンｂ１が再度視認可能に表示
される。保留アイコンｂ１は再表示された際に図１０４に示す黒丸保留アイコンから顔保
留アイコンに変化している。本例のボタン付きＢバード演出は対象とした保留アイコンが
変化する成功演出である。
【３１８８】
　図１５５（Ｈ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１５５（Ｈ’）では、Ｂバードｋ２は、態様αとなり、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、ボタン付きＢバード演出が終了する直
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前の状態である。
【３１８９】
　図１５５（Ｉ’）は、Ｂバードｋ２が消去されてボタン付きＢバード演出が終了した後
に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２
０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３１９０】
　図１５５（Ｊ’）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が
左右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３１９１】
　図１５５（Ｋ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、は
ずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
れ、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去され
ている。
【３１９２】
　本変形例では、ボタン付きＢバード演出の態様αから態様βまで進行（発展）し、ボタ
ン付きＢバード演出の対象である保留アイコンｂ１が黒丸保留アイコンから顔保留アイコ
ンに変化している。このように、ボタン付きＢバード演出には、対象とする保留アイコン
が変化する成功演出が設けられている。顔保留アイコンは三角保留アイコンよりも大当り
信頼度が高く設定されている。なお、Ｂバード演出よりもボタン付きＢバード演出の方が
、保留演出の対象となる保留アイコンや変動アイコンが大当り信頼度の高い保留アイコン
に変化する確率が高くなるように設定されていてもよい。
【３１９３】
（実施例１６）
　本実施の形態の実施例１６によるパチンコ機１００について図１５６（ａ）～（ｑ）を
用いて説明する。図１５６（ａ）～（ｑ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１５６（ａ）～（ｑ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【３１９４】
　図１５６（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５６（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は２であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ１は黒丸保
留アイコンであり、保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３１９５】
　図１５６（ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
１を対象とする演出である。
【３１９６】
　図１５６（ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
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【３１９７】
　図１５６（ｄ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央に舞い上がるように表示されて
いる。
【３１９８】
　図１５６（ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ１を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ１にＢバードｋ２の目からレーザー光線が放たれるシーンのアニメー
ションが表示されている。
【３１９９】
　図１５６（ｆ）は、保留アイコンｂ１にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ１の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ１の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ１および保留アイコンｂ２の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３２００】
　図１５６（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ１が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ１は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３２０１】
　図１５６（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１５６（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３２０２】
　図１５６（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３２０３】
　図１５６（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示され、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃではずれ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が左
右に揺れる態様で揺れ変動表示（仮停止表示）されている状態を示している。
【３２０４】
　図１５６（ｋ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されて
いる。
【３２０５】
　図１５６（ｌ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
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る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。当該特図１変動
遊技は、Ｂバード演出の対象となった保留アイコンｂ１に対応する保留が消化されて開始
された特図変動遊技である。
【３２０６】
　図１５６（ｍ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。
【３２０７】
　図１５６（ｎ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。本例では、図１５６（ｎ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後に
スーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリーチ演出表示についての説明および図
示は省略する。なお、図１５６（ｎ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後に
スーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパー
リーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始されなくてもよい。
【３２０８】
　図１５６（ｏ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。本例のスー
パーリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装
飾３」が揺れ変動表示された後に終了する。スーパーリーチ演出表示が終了すると、装飾
図柄表示装置２０８において、空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃの縮小表示が終了され、変動中アイコンａ２、および保留アイコンｂ２の表示が
再開される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中央上部の左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃでは「装飾３－装飾３－装飾３」が左右に揺れる表示態様の揺れ変動表示で
表示されている。
【３２０９】
　図１５６（ｐ）は、変動中アイコンａ２が消去された状態を示している。変動中アイコ
ンａ２は、「装飾３－装飾３－装飾３」の揺れ変動表示中に消去される。
【３２１０】
　図１５６（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（本
停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されてい
る。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ
２が消去されている。
【３２１１】
　本実施例では、Ｂバード演出の態様αから態様βまで進行（発展）したが、Ｂバード演
出の対象である保留アイコンｂ１が黒丸保留アイコンから図１０４に示す他の保留アイコ
ンに変化していない。このように、Ｂバード演出には、対象とする保留アイコンが変化し
ない失敗演出が設けられている。また、保留アイコンｂ１に対応する保留が消化されて開
始された図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示されている。パチンコ機１００は、１
度も保留演出の対象とならなかった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された
図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の失敗演出および成功演出の対象となった保留ア
イコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態
様が確定表示されやすいように構成されている。
【３２１２】
　次に、本実施例の変形例１によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５
６（ｍ’）～（ｗ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示してい
る。図１５６（ｍ’）～（ｗ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
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【３２１３】
　図１５６（ｍ’）は、図１５６（ｌ）から引き続く状態を示している。図１５６（ｍ’
）では、保留演出のＷＵＦＯ演出が開始されている。装飾図柄表示装置２０８の表示画面
右端下方からＷＵＦＯｋ６が登場するアニメーションが表示されている。ＷＵＦＯｋ６が
登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＷＵＦＯｋ６の登場開始がＷＵＦ
Ｏ演出の開始である。本例のＷＵＦＯ演出は、変動中アイコンａ２を対象とする演出であ
る。
【３２１４】
　図１５６（ｎ’）は、ＷＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＷＵＦＯｋ６が
左方に移動するアニメーションが表示され、ＷＵＦＯｋ６の全体が表示されている。
【３２１５】
　図１５６（ｏ’）は、ＷＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示
画面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＷＵＦ
Ｏｋ６は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表
示されている。
【３２１６】
　図１５６（ｐ’）は、ＷＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行
した状態を示している。ＷＵＦＯ演出は変動中アイコンａ２を対象としており、対象であ
る変動中アイコンａ２にＷＵＦＯｋ６から謎の光線が照射されているシーンのアニメーシ
ョンが表示されている。
【３２１７】
　図１５６（ｑ’）は、変動中アイコンａ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が
表示されている状態を示している。ＷＵＦＯｋ６から照射された謎の光線が変動中アイコ
ンａ２に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表
示される。なお、ＷＵＦＯｋ６から照射された謎の光線が変動中アイコンａ２に命中した
後にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ２に命
中するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ２の全
体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ２の全体が視
認不能となっている。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコ
ンｂ２の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留
演出の対象ではない保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３２１８】
　図１５６（ｒ’）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト
画像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ２が再度視認可能に表示される。変
動中アイコンａ２は黒丸保留アイコンの表示態様のままである。本例のＷＵＦＯ演出は対
象とした変動中アイコンが変化しない失敗演出である。
【３２１９】
　図１５６（ｓ’）は、ＷＵＦＯｋ６が消去されてＷＵＦＯ演出が終了した後に、装飾図
柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
【３２２０】
　図１５６（ｔ’）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで
、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では
、図１５６（ｔ’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演
出表示が開始される。スーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。な
お、図１５６（ｔ’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ
演出表示でなくノーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示
およびノーマルリーチ演出表示が開始されなくてもよい。
【３２２１】
　図１５６（ｕ’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。本例のス
ーパーリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－
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装飾３」が揺れ変動表示された後に終了する。スーパーリーチ演出表示が終了すると、装
飾図柄表示装置２０８において、空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８ａ
～２０８ｃの縮小表示が終了され、変動中アイコンａ２、および保留アイコンｂ２の表示
が再開される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中央上部の左中右図柄表示領域２０
８ａ～２０８ｃでは「装飾３－装飾３－装飾３」が左右に揺れる表示態様の揺れ変動表示
で表示されている。
【３２２２】
　図１５６（ｖ’）は、変動中アイコンａ２が消去された状態を示している。変動アイコ
ンａ２は、「装飾３－装飾３－装飾３」の揺れ変動表示中に消去される。
【３２２３】
　図１５６（ｗ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（
本停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されて
いる。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに先立って変動中アイコン
ａ２が消去されている。変動中アイコンａ２は、「装飾３－装飾３－装飾３」の揺れ変動
表示中に消去される。
【３２２４】
　本変形例では、保留演出のＢバード演出の対象とされた保留アイコンが変動中アイコン
となった場合に、当該変動中アイコンがＷＵＦＯ演出の対象となっている。１度も保留演
出の対象とならないまま保留アイコンが変動中アイコンとなるよりも、１度でも保留演出
の対象となった保留アイコンの方が変動中アイコンとして表示されている場合に当該変動
アイコンを対象とする保留演出が行われやすいように構成されている。なお、保留演出の
対象とならなかった変動中アイコンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の
失敗演出および成功演出の対象となった変動中アイコンに対応する図柄変動表示の方が最
終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
【３２２５】
　次に、本実施例の変形例２によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５
７（ｍ’’）～（ｗ’’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示し
ている。図１５７（ｍ’’）～（ｗ’’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００から
メイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３２２６】
　図１５７（ｍ’’）は、図１５６（ｌ）から引き続く状態を示している。図１５７（ｍ
’’）では、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始されている。装飾図柄表示装置２０８の表示
画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示されている。ＢＵＦＯｋ
７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦＯｋ７の登場開始がＢ
ＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコンａ２を対象とする演出
である。
【３２２７】
　図１５７（ｎ’’）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７
が左方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３２２８】
　図１５７（ｏ’’）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表
示画面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵ
ＦＯｋ７は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように
表示されている。
【３２２９】
　図１５７（ｐ’’）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進
行した状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ２を対象としており、対象で
ある変動中アイコンａ２にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメー
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ションが表示されている。
【３２３０】
　図１５７（ｑ’’）は、変動中アイコンａ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８
が表示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイ
コンａ２に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が
表示される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ２に命中し
た後にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ２に
命中するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ２の
全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ２の全体が
視認不能となっている。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイ
コンｂ２の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保
留演出の対象ではない保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３２３１】
　図１５７（ｒ’’）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェク
ト画像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ２が再度視認可能に表示される。
変動中アイコンａ２は黒丸保留アイコンの表示態様から図１０４に示す埴輪保留アイコン
の表示態様に変化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演
出である。
【３２３２】
　図１５７（ｓ’’）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、装飾
図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
【３２３３】
　図１５７（ｔ’’）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次い
で、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例で
は、図１５７（ｔ’’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリー
チ演出表示が開始される。スーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する
。なお、図１５７（ｔ’’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパー
リーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演
出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始されなくてもよい。
【３２３４】
　図１５７（ｕ’’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。本例の
スーパーリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３
－装飾３」が揺れ変動表示された後に終了する。スーパーリーチ演出表示が終了すると、
装飾図柄表示装置２０８において、空の背景画像が表示され、左中右図柄表示領域２０８
ａ～２０８ｃの縮小表示が終了され、変動中アイコンａ２、および保留アイコンｂ２の表
示が再開される。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の中央上部の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃでは「装飾３－装飾３－装飾３」が左右に揺れる表示態様の揺れ変動表
示で表示されている。
【３２３５】
　図１５７（ｖ’’）は、変動中アイコンａ２が消去された状態を示している。変動アイ
コンａ２は、「装飾３－装飾３－装飾３」の揺れ変動表示中に消去される。
【３２３６】
　図１５７（ｗ’’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動
遊技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示
（本停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知され
ている。
【３２３７】
　本変形例では、保留演出のＢバード演出の対象とされた保留アイコンが変動中アイコン
となった場合に、当該変動中アイコンがＢＵＦＯ演出の対象となっている。１度も保留演
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出の対象とならないまま保留アイコンが変動中アイコンとなるよりも、１度でも保留演出
の対象となった保留アイコンの方が変動中アイコンとして表示されている場合に当該変動
アイコンを対象とする保留演出が行われやすいように構成されている。なお、保留演出の
対象とならなかった変動中アイコンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の
失敗演出および成功演出の対象となった変動中アイコンに対応する図柄変動表示の方が最
終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
【３２３８】
（実施例１７）
　本実施の形態の実施例１７によるパチンコ機１００について図１５８（ａ）～（ｓ）を
用いて説明する。図１５８（ａ）～（ｓ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１５８（ａ）～（ｓ）の各図には、図２９に示す遊技盤１００
０からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示してい
る。
【３２３９】
　図１５８（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１５８（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は４であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保
留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保留４表
示領域には保留アイコンｂ４が表示されている。保留３表示領域には保留順位が３番目の
保留に対応する保留アイコンが表示され、保留４表示領域には保留順位が４番目の保留に
対応する保留アイコンが表示される。保留アイコンｂ１、ｂ３は白丸保留アイコンであり
、保留アイコンｂ２、ｂ４は黒丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中
アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されてい
る。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３２４０】
　図１５８（ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３２４１】
　図１５８（ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３２４２】
　図１５８（ｄ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央に舞い上がるように表示されて
いる。
【３２４３】
　図１５８（ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目からレーザー光線が放たれるシーンのアニメー
ションが表示されている。
【３２４４】
　図１５８（ｆ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
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からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ１および保留アイコンｂ１、ｂ３の一
部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象
ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されても
よい。
【３２４５】
　図１５８（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３２４６】
　図１５８（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１５８（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３２４７】
　図１５８（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３２４８】
　図１５８（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３２４９】
　図１５８（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される
。
【３２５０】
　図１５８（ｌ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、いずれの保留ア
イコンも変動中アイコンも対象としない演出である。
【３２５１】
　図１５８（ｍ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。
【３２５２】
　図１５８（ｎ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行せ
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ずに、Ｂバード演出が終了される直前の状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面左端上方に消えていく態様でＢバードｋ２が消去されている。
【３２５３】
　図１５８（ｏ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３２５４】
　図１５８（ｐ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３２５５】
　図１５８（ｑ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４
が保留２表示領域に移動表示される。
【３２５６】
　図１５８（ｒ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１５８（ｒ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。スーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、
図１５８（ｒ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示でなくノーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示および
ノーマルリーチ演出表示が開始されなくてもよい。
【３２５７】
　図１５８（ｓ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄
表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「
装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（本停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否判
定結果が大当りであることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止
表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。変動中アイコンａ３は、
「装飾３－装飾３－装飾３」の揺れ変動表示中に消去される。
【３２５８】
　本変形例では、保留演出のＢバード演出の対象とされた保留アイコンが変動中アイコン
となった場合に、いずれの保留アイコンおよび変動アイコンも対象としない保留演出のＢ
バード演出が行われている。
【３２５９】
　次に、本実施例の変形例１によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５
８（ｎ’）～（ｖ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示してい
る。図１５８（ｎ’）～（ｖ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３２６０】
　図１５８（ｎ’）は、図１５８（ｍ）から引き続く状態を示している。図１５８（ｎ’
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）では、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行している。本例
のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象としており、対象である保留アイコンｂ２にＢ
バードｋ２の目からレーザー光線が放たれるシーンのアニメーションが表示されている。
【３２６１】
　図１５８（ｏ’）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーン
のアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の
目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８
が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラッ
プされたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画
像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ３の一部に
オーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象では
ない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい
。
【３２６２】
　図１５８（ｐ’）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト
画像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留
アイコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留ア
イコンが変化しない失敗演出である。
【３２６３】
　図１５８（ｑ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１５８（ｑ’）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態で
ある。
【３２６４】
　図１５８（ｒ’）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「
装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３２６５】
　図１５８（ｓ’）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、
特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は
はずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示
の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２
」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３２６６】
　図１５８（ｔ’）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状
態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８で
は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示さ
れる。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留
アイコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。
変動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少ア
ニメーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ
４が保留２表示領域に移動表示される。当該特図１変動遊技は、Ｂバード演出の対象とな
った保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技である。
【３２６７】
　図１５８（ｕ’）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで
、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では
、図１５８（ｕ’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演
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出表示が開始される。スーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。な
お、図１５８（ｕ’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ
演出表示でなくノーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示
およびノーマルリーチ演出表示が開始されなくてもよい。
【３２６８】
　図１５８（ｖ’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了
した状態を示している。当該特図１変動遊技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図
柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である
「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（本停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否
判定結果が大当りであることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停
止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。変動中アイコンａ３は
、「装飾３－装飾３－装飾３」の揺れ変動表示中に消去される。
【３２６９】
　本変形例では、Ｂバード演出の態様αから態様βまで進行（発展）したが、Ｂバード演
出の対象である保留アイコンｂ２が黒丸保留アイコンから図１０４に示す他の保留アイコ
ンに変化していない。このように、Ｂバード演出には、対象とする保留アイコンが変化し
ない失敗演出が設けられている。また、保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開
始された図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示されている。パチンコ機１００は、１
度も保留演出の対象とならなかった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された
図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の失敗演出および成功演出の対象となった保留ア
イコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態
様が確定表示されやすいように構成されている。
【３２７０】
　次に、本実施例の変形例２によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５
８（ｎ’’）～（ｐ’’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示し
ている。図１５８（ｎ’’）～（ｐ’’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００から
メイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３２７１】
　図１５８（ｎ’’）は、図１５８（ｍ）から引き続く状態を示している。図１５８（ｎ
’’）では、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行している。
本例のＢバード演出は保留アイコンｂ４を対象としており、対象である保留アイコンｂ４
にＢバードｋ２の目からレーザー光線が放たれるシーンのアニメーションが表示されてい
る。
【３２７２】
　図１５８（ｏ’’）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が
表示されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシー
ンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２
の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ
８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ４の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラ
ップされたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト
画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ３の一部にオーバーラップして表示
されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよ
び保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３２７３】
　図１５８（ｐ’’）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェク
ト画像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ４が再度視認可能に表示される。保
留アイコンｂ２は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンに変化している
。本例のＢバード演出は対象とした保留アイコンが変化する成功演出である。
【３２７４】
　一度保留演出の失敗演出の対象となった保留アイコン（本例では、保留アイコンｂ２）
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は１または複数回の保留消化によって別の表示領域に表示されると、再度同じ保留演出の
対象となりやすいように構成されているが、別の保留アイコン（本例では、保留アイコン
ｂ４）が保留演出の対象になると当該別の保留アイコンが他の種類の保留アイコンに変化
しやすいように構成されていてもよい。例えば、一度保留演出の失敗演出の対象となった
保留アイコンが再度同じ保留演出の対象になった場合に比べて変化しやすくてもよいし、
一度も保留演出の失敗演出の対象となっていない同じ種類の保留アイコンが保留演出の対
象になった場合に比べて変化しやすくてもよいし、別の種類の保留演出の失敗演出または
成功演出の対象となった保留アイコンが再度同じ保留演出の対象になった場合に比べて変
化しやすくてもよい。また、当該別の保留アイコンが保留演出の対象になると当該別の保
留アイコンが他の種類の保留アイコンに必ず変化するように構成されていてもよい。本変
形例では、当該別の保留アイコン（本例では保留アイコンｂ４）がプレミアムな埴輪保留
アイコン、すなわち消化されて開始された図柄変動表示が必ず大当り図柄態様を確定表示
する大当り確定の保留アイコンに変化する例を示したが、他の種類の保留アイコンに変化
するようにも構成していてもよい。
【３２７５】
　次に、本実施例の変形例３によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５
９（ｎ’）～（ｖ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示してい
る。図１５９（ｎ’）～（ｖ’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３２７６】
　図１５９（ｎ’）は、図１５８（ｍ）から引き続く状態を示している。図１５９（ｎ’
）では、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行している。本例
のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象としており、対象である保留アイコンｂ２にＢ
バードｋ２の目からレーザー光線が放たれるシーンのアニメーションが表示されている。
【３２７７】
　図１５９（ｏ’）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーン
のアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の
目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８
が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラッ
プされたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画
像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ３の一部に
オーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象では
ない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい
。
【３２７８】
　図１５９（ｐ’）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト
画像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留
アイコンｂ２は黒丸保留アイコンから図１０４に示す三角保留アイコンに変化している。
本例のＢバード演出は対象とした保留アイコンが変化する成功演出である。
【３２７９】
　図１５９（ｑ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１５９（ｑ’）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態で
ある。
【３２８０】
　図１５９（ｒ’）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「
装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３２８１】
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　図１５９（ｓ’）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、
特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は
はずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示
の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２
」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３２８２】
　図１５９（ｔ’）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状
態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８で
は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示さ
れる。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留
アイコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。
変動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少ア
ニメーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ
４が保留２表示領域に移動表示される。当該特図１変動遊技は、Ｂバード演出の対象とな
った保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技である。
【３２８３】
　図１５９（ｕ’）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで
、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では
、図１５９（ｕ’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演
出表示が開始される。スーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。な
お、図１５９（ｕ’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ
演出表示でなくノーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示
およびノーマルリーチ演出表示が開始されなくてもよい。
【３２８４】
　図１５９（ｖ’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了
した状態を示している。当該特図１変動遊技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図
柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である
「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（本停止表示）され、当該特図１変動遊技の当否
判定結果が大当りであることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停
止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。変動中アイコンａ３は
、「装飾３－装飾３－装飾３」の揺れ変動表示中に消去される。
【３２８５】
　本変形例では、Ｂバード演出の態様αから態様βまで進行（発展）し、Ｂバード演出の
対象である保留アイコンｂ２が黒丸保留アイコンから図１０４に示す三角保留アイコンに
変化している。このように、Ｂバード演出には、対象とする保留アイコンが変化する成功
演出が設けられている。また、保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開始された
図柄変動表示で大当り図柄態様が確定表示されている。パチンコ機１００は、１度も保留
演出の対象とならなかった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動
表示よりも、１度でも保留演出の失敗演出および成功演出の対象となった保留アイコンに
対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定
表示されやすいように構成されている。
【３２８６】
　次に、本実施例の変形例４によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１５
９（ｎ’’）～（ニ’’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示し
ている。図１５９（ｎ’’）～（ニ’’）の各図には、図２９に示す遊技盤１０００から
メイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３２８７】
　図１５９（ｎ’’）は、図１５８（ｍ）から引き続く状態を示している。図１５８（ｎ
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’’）では、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行している。
本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象としており、対象である保留アイコンｂ２
にＢバードｋ２の目からレーザー光線が放たれるシーンのアニメーションが表示されてい
る。
【３２８８】
　図１５９（ｏ’’）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が
表示されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシー
ンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２
の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ
８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラ
ップされたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト
画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ３の一部
にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象で
はない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよ
い。
【３２８９】
　図１５９（ｐ’’）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェク
ト画像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保
留アイコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留
アイコンが変化しない失敗演出である。
【３２９０】
　図１５９（ｑ’’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している
。図１５９（ｑ’’）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の
表示画面左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状
態である。
【３２９１】
　図１５９（ｒ’’）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図
柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに
「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３２９２】
　図１５９（ｓ’’）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に
、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果
ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「
装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表
示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾
２」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３２９３】
　図１５９（ｔ’’）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された
状態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８
では、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示
される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保
留アイコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される
。変動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少
アニメーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコン
ｂ４が保留２表示領域に移動表示される。当該特図１変動遊技は、Ｂバード演出の対象と
なった保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技である。
【３２９４】
　図１５９（ｕ’’）は、特図１変動遊技が実行されている状態を示している。
【３２９５】



(530) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

　図１５９（ｖ’’）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾
図柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表
示されている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂ
ＵＦＯｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイ
コンａ３を対象とする演出である。
【３２９６】
　図１５９（ｗ’’）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７
が左方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３２９７】
　図１５９（ｘ’’）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表
示画面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵ
ＦＯｋ７は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように
表示されている。
【３２９８】
　図１５９（ｙ’’）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進
行した状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ２を対象としており、対象で
ある変動中アイコンａ３にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメー
ションが表示されている。
【３２９９】
　図１５９（ｚ’’）は、変動中アイコンａ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８
が表示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイ
コンａ３に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が
表示される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ３に命中し
た後にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ３に
命中するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ３の
全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ３の全体が
視認不能となっている。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイ
コンｂ２の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保
留演出の対象ではない保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３３００】
　図１５９（イ’’）は、図１５９（ｚ’’）から引き続く状態を示しており、エフェク
ト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画像ｋ８が消去されたことにより
、変動中アイコンａ３が再度視認可能に表示される。変動中アイコンａ３は黒丸保留アイ
コンの表示態様から図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変化している。ＢＵＦ
Ｏ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３３０１】
　図１５９（ロ’’）は、ＢＵＦＯｋ７が、態様αに戻って、装飾図柄表示装置２０８の
表示画面左端上方に向かって移動している間に、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了さ
れた状態を示している。装飾図柄の変動表示の縮小表示は、保留演出中に終了される場合
があってもよい。
【３３０２】
　図１５９（ハ’’）は、ＢＵＦＯｋ７が消去され、ＢＵＦＯ演出が終了された後に、左
図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃ
に「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１５９（ハ’’）にお
いて装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。ス
ーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１５９（ハ’’）
において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマ
ルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ
演出表示が開始されなくてもよい。
【３３０３】
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　図１５９（ニ’’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終
了した状態を示している。当該特図１変動遊技の当否判定結果は大当りであるので、装飾
図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様であ
る「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（本停止表示）され、当該特図１変動遊技の当
否判定結果が大当りであることが報知されている。変動中アイコンａ３は、「装飾３－装
飾３－装飾３」の揺れ変動表示中に消去される。
【３３０４】
　本変形例では、保留演出のＢバード演出の対象とされた保留アイコンが変動中アイコン
となった場合に、当該変動中アイコンがＢＵＦＯ演出の対象となっている。１度も保留演
出の対象とならないまま保留アイコンが変動中アイコンとなるよりも、１度でも保留演出
の対象となった保留アイコンの方が変動中アイコンとして表示されている場合に当該変動
アイコンを対象とする保留演出が行われやすいように構成されている。なお、保留演出の
対象とならなかった変動中アイコンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の
失敗演出および成功演出の対象となった変動中アイコンに対応する図柄変動表示の方が最
終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
【３３０５】
（実施例１８）
　本実施の形態の実施例１８によるパチンコ機１００について図１６０（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ヲ）を用いて説明する。図１６０（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ヲ）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１６０の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
【３３０６】
　図１６０（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１６０（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は３であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保
留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ１は白丸保留アイ
コンであり、保留アイコンｂ２、ｂ３は黒丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３３０７】
　図１６０（ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３３０８】
　図１６０（ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３３０９】
　図１６０（ｄ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。
【３３１０】
　図１６０（ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ３を対象としており、対象で
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ある保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
ーションが表示されている。
【３３１１】
　図１６０（ｆ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ２の一部にオーバーラップして表示され
ている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保
留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３３１２】
　図１６０（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３３１３】
　図１６０（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６０（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３３１４】
　図１６０（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３３１５】
　図１６０（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。変動中アイコンは
、装飾図柄の揺れ変動表示中（仮停止表示中）に消去される。
【３３１６】
　図１６０（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示される。
【３３１７】
　図１６０（ｌ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
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【３３１８】
　図１６０（ｍ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３３１９】
　図１６０（ｎ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３３２０】
　図１６０（ｏ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３３２１】
　図１６０（ｐ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３３２２】
　図１６０（ｑ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６０（ｑ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３３２３】
　図１６０（ｒ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３３２４】
　図１６０（ｓ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３３２５】
　図１６０（ｔ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示される。
【３３２６】
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　図１６０（ｕ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３３２７】
　図１６０（ｖ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３３２８】
　図１６０（ｗ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３３２９】
　図１６０（ｘ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ３の一部にオーバーラップして表示さ
れている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび
保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３３３０】
　図１６０（ｙ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３３３１】
　図１６０（ｚ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６０（ｚ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３３３２】
　図１６０（イ）は、図１６０（ｚ）から引き続く状態を示しており、Ｂバードｋ２が消
去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表
示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示して
いる。
【３３３３】
　図１６０（ロ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。なお、変動中アイ
コンは装飾図柄の停止表中に消去されてもよい。
【３３３４】
　図１６０（ハ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領



(535) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコンａ
４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、３回のＢバード演出
の対象となった保留アイコンｂ３に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技で
ある。
【３３３５】
　図１６０（ニ）は、保留演出のＷＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＷＵＦＯｋ６が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＷＵＦＯｋ６が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＷＵＦ
Ｏｋ６の登場開始がＷＵＦＯ演出の開始である。本例のＷＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ４を対象とする演出である。
【３３３６】
　図１６０（ホ）は、ＷＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＷＵＦＯｋ６が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＷＵＦＯｋ６の全体が表示されている。
【３３３７】
　図１６０（ヘ）は、ＷＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＷＵＦＯ
ｋ６は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示
されている。
【３３３８】
　図１６０（ト）は、ＷＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＷＵＦＯ演出は変動中アイコンａ４を対象としており、対象である
変動中アイコンａ４にＷＵＦＯｋ６から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。
【３３３９】
　図１６０（チ）は、変動中アイコンａ４にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＷＵＦＯｋ６から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ４に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＷＵＦＯｋ６から照射された謎の光線が変動中アイコンａ４に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ４に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ４の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ４の全体が視認
不能となっている。
【３３４０】
　図１６０（リ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ４は黒丸保留アイコンの表示態様のままである。本例のＷＵＦＯ演出は対象
とした変動中アイコンが変化しない失敗演出である。
【３３４１】
　図１６０（ヌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６０（ヌ）では、ＷＵＦＯｋ６は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＷＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３３４２】
　図１６０（ル）は、ＷＵＦＯｋ６が消去されてＷＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。
【３３４３】
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　図１６０（ヲ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
２－装飾２－装飾３」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾２－装飾２－装飾３」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ４が消去されている。
【３３４４】
　本実施例では、３回の保留演出（本例では、Ｂバード演出）は一の保留に対応する保留
アイコン（本例では、保留アイコンｂ３）を対象としており、当該保留アイコンを対象と
する全て保留演出が失敗演出であり、当該保留アイコンが変動中アイコン（本例では、変
動中アイコンａ４）となった場合に、当該変動中アイコンを対象とする保留演出（本例で
は、ＷＵＦＯ演出）が行われている。パチンコ機１００は、一の保留アイコンを対象とす
る全て保留演出が失敗演出である場合には、当該保留アイコンが変動中アイコンとなった
場合に、当該変動中アイコンを対象とする保留演出が行われやすいように構成されている
。Ｂバード演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった保留アイコンｂ３
が変動中アイコンａ４になった後でＢバード演出の対象となる確率よりも、変動中アイコ
ンａ４がＷＵＦＯ演出やＢＵＦＯ演出の対象となる確率の方が高くなるように構成されて
いる。また、複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも対象となっていない保留
アイコンが変動中アイコンになった後で保留演出の対象となる確率よりも、保留演出の対
象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった保留アイコンが変動中アイコンになっ
た後で保留演出の対象となる確率の方が高くなるように構成されている。また、複数種類
の保留演出のうちのいずれの保留演出の対象にもならなかった保留アイコンに対応する保
留が消化されて開始された図柄変動表示において変動中アイコンを対象とした保留演出が
行われる確率よりも、保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前
保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示において変動中アイコ
ンを対象とした前記第三の保留演出が行われる確率の方が高くなるように構成されている
。保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった保留アイコンに対応す
る保留が消化されて開始された図柄変動表示において変動中アイコンを対象とした保留演
出が行われた場合は成功演出となりやすいように構成されている。
【３３４５】
　本実施例では、保留演出の対象とされた保留アイコンに対応する保留が消化されて開始
された図柄変動表示で最終的にはずれ図柄態様が確定表示されているが、一の保留に対応
する保留アイコンに対する全ての保留演出が失敗演出である場合には、当該一の保留アイ
コンに対応する保留の消化で開始される図柄変動表示で最終的に大当り図柄が確定表示さ
れやすく構成されていてもよい。ここでされやすいとは、一の保留に対応する保留アイコ
ンに対して１回でもある保留演出の成功演出が行われた場合に比べてされやすいでもよい
し、一の保留に対応する保留アイコンに対して１回でも何らかの保留演出の成功演出が行
われた場合に比べてされやすいでもよいし、一の保留に対応する保留アイコンに対して１
回も保留演出が行われなかった場合に比べてされやすいでもよい。
【３３４６】
（実施例１９）
　本実施の形態の実施例１９によるパチンコ機１００について図１６１（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ヲ）を用いて説明する。図１６１（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ヲ）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１６１の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
【３３４７】
　図１６１（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１６１（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は３であり、特図２
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の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保
留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ１は白丸保留アイ
コンであり、保留アイコンｂ２、ｂ３は黒丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３３４８】
　図１６１（ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３３４９】
　図１６１（ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３３５０】
　図１６１（ｄ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。
【３３５１】
　図１６１（ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ３を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
ーションが表示されている。
【３３５２】
　図１６１（ｆ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ２の一部にオーバーラップして表示され
ている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保
留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３３５３】
　図１６１（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３３５４】
　図１６１（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６１（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３３５５】
　図１６１（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
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【３３５６】
　図１６１（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３３５７】
　図１６１（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示される。
【３３５８】
　図１６１（ｌ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３３５９】
　図１６１（ｍ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３３６０】
　図１６１（ｎ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３３６１】
　図１６１（ｏ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３３６２】
　図１６１（ｐ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンから図１０４に示す三角保留アイコンに変化している。本
例のＢバード演出は対象とした保留アイコンが変化する成功演出である。
【３３６３】
　図１６１（ｑ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６１（ｑ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
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左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３３６４】
　図１６１（ｒ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３３６５】
　図１６１（ｓ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３３６６】
　図１６１（ｔ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示される。
【３３６７】
　図１６１（ｕ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３３６８】
　図１６１（ｖ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３３６９】
　図１６１（ｗ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３３７０】
　図１６１（ｘ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ３の一部にオーバーラップして表示さ
れている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび
保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３３７１】
　図１６１（ｙ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
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イコンｂ３は三角保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３３７２】
　図１６１（ｚ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６１（ｚ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３３７３】
　図１６１（イ）は、図１６１（ｚ）から引き続く状態を示しており、Ｂバードｋ２が消
去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表
示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示して
いる。
【３３７４】
　図１６１（ロ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。なお、変動中アイ
コンは装飾図柄の停止表中に消去されてもよい。
【３３７５】
　図１６１（ハ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコンａ
４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、３回のＢバード演出
の対象となった保留アイコンｂ３に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技で
ある。
【３３７６】
　図１６１（ニ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ４を対象とする演出である。
【３３７７】
　図１６１（ホ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３３７８】
　図１６１（ヘ）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯ
ｋ７は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示
されている。
【３３７９】
　図１６１（ト）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ４を対象としており、対象である
変動中アイコンａ４にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。
【３３８０】
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　図１６１（チ）は、変動中アイコンａ４にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ４に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ４に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ４に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ４の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ４の全体が視認
不能となっている。
【３３８１】
　図１６１（リ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ４は三角保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変
化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３３８２】
　図１６１（ヌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６１（ヌ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３３８３】
　図１６１（ル）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１６１（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリー
チ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１６１（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表
示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始
されなくてもよい。
【３３８４】
　図１６１（ヲ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ４が消去されている。
【３３８５】
　本実施例では、３回の保留演出（本例では、Ｂバード演出）は一の保留に対応する保留
アイコン（本例では、保留アイコンｂ３）を対象としており、当該保留アイコンを対象と
する２回の保留演出が失敗演出であり、１回の保留演出が成功演出である。当該保留アイ
コンが変動中アイコン（本例では、変動中アイコンａ４）となった場合に、当該変動中ア
イコンを対象とする保留演出（本例では、ＢＵＦＯ演出）が行われている。パチンコ機１
００は、一の保留アイコンを対象とする複数回の保留演出が１回でも失敗演出である場合
には、当該保留アイコンが変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象と
する保留演出が行われやすいように構成されている。また、複数種類の保留演出のうちの
いずれの保留演出にも対象となっていない保留アイコンが保留演出の対象となる確率より
も、保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった保留アイコンが保留
演出の対象となる確率の方が高くなるように構成されている。
【３３８６】
　なお、一の保留アイコンを対象とする複数回のＢバード演出で１度でもＢバード演出の
失敗演出が行われたら、同じ保留アイコンを対象としたＢバード演出が行われやすく、１
度でも保留演出の失敗演出が行われたら、当該保留演出と同じ保留アイコンを対象とした
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当該保留演出と同じ種類の保留演出が行われやすい。なお、１度でも保留演出（本例では
、Ｂバード演出）の失敗演出が行われたら、当該保留演出で対象となった保留アイコンが
変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象にした保留演出（本例では、
ＷＵＦＯ演出）が行われやすい。なお、１度も保留演出の対象とならなかった保留アイコ
ンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の失敗演出の対象となった図柄変動
表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすく、１度もＢバード演出の失敗演出や成功
演出の対象となっていない黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、１度でもＢ
バード演出の失敗演出の対象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大
当り図柄態様が確定表示されやすい。なお、１度も何らかの保留演出の失敗演出や成功演
出の対象となっていない登場時から黒丸保留アイコンである保留アイコンに対応する図柄
変動表示が消化されて開始される場合よりも、１度でも何らかの保留演出の失敗演出の対
象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示さ
れやすい。ここで、保留アイコンに対応する図柄変動表示とは、当該保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始される図柄変動表示のことである。
【３３８７】
（実施例２０）
　本実施の形態の実施例２０によるパチンコ機１００について図１６２（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ヲ）を用いて説明する。図１６２（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ヲ）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１６２の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
【３３８８】
　図１６２（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１６２（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は３であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保
留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ１は白丸保留アイ
コンであり、保留アイコンｂ２、ｂ３は黒丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３３８９】
　図１６２（ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３３９０】
　図１６２（ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３３９１】
　図１６２（ｄ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。
【３３９２】
　図１６２（ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ３を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
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ーションが表示されている。
【３３９３】
　図１６２（ｆ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ２の一部にオーバーラップして表示され
ている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保
留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３３９４】
　図１６２（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３３９５】
　図１６２（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６２（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３３９６】
　図１６２（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３３９７】
　図１６２（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３３９８】
　図１６２（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示される。
【３３９９】
　図１６２（ｌ）は、保留演出のＢ爆撃機演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢ爆撃機ｋ５が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂ爆撃機ｋ５が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂ爆撃
機ｋ５の登場開始がＢ爆撃機演出の開始である。本例のＢ爆撃機演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３４００】
　図１６２（ｍ）は、Ｂ爆撃機演出が行われている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５が左
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方に移動するアニメーションが表示され、Ｂ爆撃機ｋ５の全体が表示されている。
【３４０１】
　図１６２（ｎ）は、Ｂ爆撃機演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂ爆撃機演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢ爆撃機演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢ爆撃機ｋ５からミサ
イルが発射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３４０２】
　図１６２（ｏ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５から発射されたミサイルが保留アイコンｂ３
に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示され
る。なお、Ｂ爆撃機ｋ５から発射されたミサイルが保留アイコンｂ３に命中した後にエフ
ェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、ミサイルが保留アイコンｂ３に命中するのと
同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェク
ト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となって
いる。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および
保留アイコンｂ２の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ
８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラッ
プせずに表示されてもよい。
【３４０３】
　図１６２（ｐ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンから図１０４に示す三角保留アイコンに変化している。本
例のＢ爆撃機演出は対象とした保留アイコンが変化する成功演出である。
【３４０４】
　図１６２（ｑ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６２（ｑ）では、Ｂ爆撃機ｋ５は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂ爆撃機演出が終了する直前の状態である
。
【３４０５】
　図１６２（ｒ）は、Ｂ爆撃機ｋ５が消去されてＢ爆撃機演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３４０６】
　図１６２（ｓ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３４０７】
　図１６２（ｔ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示される。
【３４０８】
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　図１６２（ｕ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３４０９】
　図１６２（ｖ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３４１０】
　図１６２（ｗ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３４１１】
　図１６２（ｘ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ３の一部にオーバーラップして表示さ
れている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび
保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３４１２】
　図１６２（ｙ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は三角保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３４１３】
　図１６２（ｚ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６２（ｚ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３４１４】
　図１６２（イ）は、図１６２（ｚ）から引き続く状態を示しており、Ｂバードｋ２が消
去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表
示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示して
いる。
【３４１５】
　図１６２（ロ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。なお、変動中アイ
コンは装飾図柄の停止表中に消去されてもよい。
【３４１６】
　図１６２（ハ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
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域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコンａ
４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、２回のＢバード演出
と１回のＢ爆撃演出の合計３回の保留演出の対象となった保留アイコンｂ３に対応する保
留が消化されて開始された特図変動遊技である。
【３４１７】
　図１６２（ニ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ４を対象とする演出である。
【３４１８】
　図１６２（ホ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３４１９】
　図１６２（ヘ）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯ
ｋ７は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示
されている。
【３４２０】
　図１６２（ト）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ４を対象としており、対象である
変動中アイコンａ４にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。
【３４２１】
　図１６２（チ）は、変動中アイコンａ４にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ４に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ４に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ４に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ４の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ４の全体が視認
不能となっている。
【３４２２】
　図１６２（リ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ４は三角保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変
化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３４２３】
　図１６２（ヌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６２（ヌ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３４２４】
　図１６２（ル）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１６２（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリー
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チ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１６２（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表
示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始
されなくてもよい。
【３４２５】
　図１６２（ヲ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ４が消去されている。
【３４２６】
　本実施例では、２回目の保留演出であるＢ爆撃機演出が成功演出となるが、１回目の保
留演出であるＢバード演出が失敗演出となっている。一の保留アイコンを対象とする複数
回の保留演出のうち１度でもＢバード演出の失敗演出が行われたら、当該Ｂバード演出と
同じ保留アイコンを対象とするＢバード演出が行われやすくなり、１度でも保留演出の失
敗演出が行われたら、当該保留演出と同じ保留アイコンを対象とする同じ種類の保留演出
が行われやすくなる。なお、１度でも保留演出の失敗演出が行われたら、当該保留演出の
対象であった保留アイコンが変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象
とする保留演出が行われやすくなる。なお、１度も保留演出の失敗演出や成功演出の対象
とならなかった保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも１度でも保留演出の失敗演出
の対象となった保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示さ
れやすく、１度も保留演出の失敗演出や成功演出の対象とならなかった保留アイコンに対
応する図柄変動表示よりも１度でも保留演出の成功演出の対象となった保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすい。１度も保留演出の失敗
演出や成功演出の対象とならなかった登場時から黒丸保留アイコンである保留アイコンに
対応する図柄変動表示よりも１度でも保留演出の失敗演出の対象となった保留アイコンに
対応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすく、１度も保留演出の失
敗演出や成功演出の対象とならなかった登場時から黒丸保留アイコンである保留アイコン
に対応する図柄変動表示よりも１度でも保留演出の成功演出の対象となった保留アイコン
に対応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすい。Ｂバード演出の対
象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった保留アイコンｂ３がＢ爆撃機演出の対
象となる確率よりも、保留アイコンｂ３がＢバード演出の対象となる確率の方が高くなる
ように構成されている。一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなか
った保留アイコンが他の保留演出の対象となる確率よりも、保留アイコンが当該一の保留
演出の対象となる確率の方が高くなるように構成されている。
【３４２７】
（実施例２１）
　本実施の形態の実施例２１によるパチンコ機１００について図１６３（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ヲ）を用いて説明する。図１６３（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ヲ）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１６３の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
【３４２８】
　図１６３（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１６３（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は３であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保
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留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ１は白丸保留アイ
コンであり、保留アイコンｂ２、ｂ３は黒丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３４２９】
　図１６３（ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３４３０】
　図１６３（ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３４３１】
　図１６３（ｄ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。
【３４３２】
　図１６３（ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ３を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
ーションが表示されている。
【３４３３】
　図１６３（ｆ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ２の一部にオーバーラップして表示され
ている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保
留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３４３４】
　図１６３（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３４３５】
　図１６３（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６３（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３４３６】
　図１６３（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３４３７】
　図１６３（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
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ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３４３８】
　図１６３（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示される。
【３４３９】
　図１６３（ｌ）は、保留演出のＢ爆撃機演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢ爆撃機ｋ５が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂ爆撃機ｋ５が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂ爆撃
機ｋ５の登場開始がＢ爆撃機演出の開始である。本例のＢ爆撃機演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３４４０】
　図１６３（ｍ）は、Ｂ爆撃機演出が行われている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂ爆撃機ｋ５の全体が表示されている。
【３４４１】
　図１６３（ｎ）は、Ｂ爆撃機演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂ爆撃機演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢ爆撃機演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢ爆撃機ｋ５からミサ
イルが発射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３４４２】
　図１６３（ｏ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５から発射されたミサイルが保留アイコンｂ３
に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示され
る。なお、Ｂ爆撃機ｋ５から発射されたミサイルが保留アイコンｂ３に命中した後にエフ
ェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、ミサイルが保留アイコンｂ３に命中するのと
同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェク
ト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となって
いる。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および
保留アイコンｂ２の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ
８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラッ
プせずに表示されてもよい。
【３４４３】
　図１６３（ｐ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢ爆撃機演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３４４４】
　図１６３（ｑ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６３（ｑ）では、Ｂ爆撃機ｋ５は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂ爆撃機演出が終了する直前の状態である



(550) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

。
【３４４５】
　図１６３（ｒ）は、Ｂ爆撃機ｋ５が消去されてＢ爆撃機演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３４４６】
　図１６３（ｓ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３４４７】
　図１６３（ｔ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示される。
【３４４８】
　図１６３（ｕ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３４４９】
　図１６３（ｖ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３４５０】
　図１６３（ｗ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３４５１】
　図１６３（ｘ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ３の一部にオーバーラップして表示さ
れている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび
保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３４５２】
　図１６３（ｙ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
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コンが変化しない失敗演出である。
【３４５３】
　図１６３（ｚ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６３（ｚ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３４５４】
　図１６３（イ）は、図１６３（ｚ）から引き続く状態を示しており、Ｂバードｋ２が消
去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表
示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示して
いる。
【３４５５】
　図１６３（ロ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。なお、変動中アイ
コンは装飾図柄の停止表中に消去されてもよい。
【３４５６】
　図１６３（ハ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコンａ
４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、２回のＢバード演出
と１回のＢ爆撃演出の合計３回の保留演出の対象となった保留アイコンｂ３に対応する保
留が消化されて開始された特図変動遊技である。
【３４５７】
　図１６３（ニ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ４を対象とする演出である。
【３４５８】
　図１６３（ホ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３４５９】
　図１６３（ヘ）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯ
ｋ７は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示
されている。
【３４６０】
　図１６３（ト）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ４を対象としており、対象である
変動中アイコンａ４にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。
【３４６１】
　図１６３（チ）は、変動中アイコンａ４にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
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示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ４に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ４に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ４に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ４の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ４の全体が視認
不能となっている。
【３４６２】
　図１６３（リ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ４は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変
化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３４６３】
　図１６３（ヌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６３（ヌ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３４６４】
　図１６３（ル）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１６３（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリー
チ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１６３（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表
示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始
されなくてもよい。
【３４６５】
　図１６３（ヲ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ４が消去されている。
【３４６６】
　本実施例では、３回の保留演出（本例では、Ｂバード演出とＢ爆撃機演出）は一の保留
に対応する保留アイコン（本例では、保留アイコンｂ３）を対象としており、当該保留ア
イコンを対象とする３回の保留演出が失敗演出である。当該保留アイコンが変動中アイコ
ン（本例では、変動中アイコンａ４）となった場合に、当該変動中アイコンを対象とする
保留演出（本例では、ＷＵＦＯ演出）が行われている。パチンコ機１００は、一の保留ア
イコンを対象とする複数回の保留演出が１回でも失敗演出である場合には、当該保留アイ
コンが変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象とする保留演出が行わ
れやすいように構成されている。
【３４６７】
　なお、１の保留アイコンを対象とする複数回のＢバード演出で１度でもＢバード演出の
失敗演出が行われたら、同じ保留アイコンを対象としたＢバード演出が行われやすく、１
度でも保留演出の失敗演出が行われたら、当該保留演出と同じ保留アイコンを対象とした
当該保留演出と同じ種類の保留演出が行われやすい。なお、１度でも保留演出（本例では
、Ｂバード演出）の失敗演出が行われたら、当該保留演出で対象となった保留アイコンが
変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象にした保留演出（本例では、
ＢＵＦＯ演出）が行われやすい。なお、１度も保留演出の対象とならなかった保留アイコ
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ンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の失敗演出の対象となった図柄変動
表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすく、１度もＢバード演出の失敗演出や成功
演出の対象となっていない黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、１度でもＢ
バード演出の失敗演出の対象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大
当り図柄態様が確定表示されやすい。なお、１度も何らかの保留演出の失敗演出や成功演
出の対象となっていない登場時から黒丸保留アイコンである保留アイコンに対応する図柄
変動表示が消化されて開始される場合よりも、１度でも何らかの保留演出の失敗演出の対
象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示さ
れやすい。
【３４６８】
（実施例２２）
　本実施の形態の実施例２２によるパチンコ機１００について図１６４（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ヲ）を用いて説明する。図１６４（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ヲ）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１６４の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
【３４６９】
　図１６４（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１６４（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は３であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保
留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ３は白丸保
留アイコンであり、保留アイコンｂ２は黒丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３４７０】
　図１６４（ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３４７１】
　図１６４（ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３４７２】
　図１６４（ｄ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。
【３４７３】
　図１６４（ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ３を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
ーションが表示されている。
【３４７４】
　図１６４（ｆ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
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からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ２の一部にオーバーラップして表示され
ている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保
留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３４７５】
　図１６４（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は白丸保留アイコンから黒丸保留アイコンに変化している。本例のＢバード演
出は対象とした保留アイコンが変化する成功演出である。
【３４７６】
　図１６４（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６４（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３４７７】
　図１６４（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３４７８】
　図１６４（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３４７９】
　図１６４（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示される。
【３４８０】
　図１６４（ｌ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３４８１】
　図１６４（ｍ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３４８２】
　図１６４（ｎ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
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留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３４８３】
　図１６４（ｏ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３４８４】
　図１６４（ｐ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３４８５】
　図１６４（ｑ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６４（ｑ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３４８６】
　図１６４（ｒ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３４８７】
　図１６４（ｓ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３４８８】
　図１６４（ｔ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示される。
【３４８９】
　図１６４（ｕ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３４９０】
　図１６４（ｖ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
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方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３４９１】
　図１６４（ｗ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３４９２】
　図１６４（ｘ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ３の一部にオーバーラップして表示さ
れている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび
保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３４９３】
　図１６４（ｙ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３４９４】
　図１６４（ｚ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６４（ｚ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３４９５】
　図１６４（イ）は、図１６４（ｚ）から引き続く状態を示しており、Ｂバードｋ２が消
去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表
示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示して
いる。
【３４９６】
　図１６４（ロ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。なお、変動中アイ
コンは装飾図柄の停止表中に消去されてもよい。
【３４９７】
　図１６４（ハ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコンａ
４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、３回のＢバード演出
の対象となった保留アイコンｂ３に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技で
ある。
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【３４９８】
　図１６４（ニ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ４を対象とする演出である。
【３４９９】
　図１６４（ホ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３５００】
　図１６４（ヘ）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯ
ｋ７は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示
されている。
【３５０１】
　図１６４（ト）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ４を対象としており、対象である
変動中アイコンａ４にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。
【３５０２】
　図１６４（チ）は、変動中アイコンａ４にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ４に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ４に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ４に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ４の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ４の全体が視認
不能となっている。
【３５０３】
　図１６４（リ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ４は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変
化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３５０４】
　図１６４（ヌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６４（ヌ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３５０５】
　図１６４（ル）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１６４（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリー
チ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１６４（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表
示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始
されなくてもよい。
【３５０６】
　図１６４（ヲ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
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柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ４が消去されている。
【３５０７】
　本実施例では、３回の保留演出（本例では、Ｂバード演出）は一の保留に対応する保留
アイコン（本例では、保留アイコンｂ３）を対象としており、当該保留アイコンを対象と
する２回の保留演出が失敗演出であり、１回の保留演出が成功演出である。当該保留アイ
コンが変動中アイコン（本例では、変動中アイコンａ４）となった場合に、当該変動中ア
イコンを対象とする保留演出（本例では、ＷＵＦＯ演出）が行われている。パチンコ機１
００は、一の保留アイコンを対象とする複数回の保留演出が１回でも失敗演出である場合
には、当該保留アイコンが変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象と
する保留演出が行われやすいように構成されている。
【３５０８】
　なお、一の保留アイコンを対象とする複数回のＢバード演出で１度でもＢバード演出の
失敗演出が行われたら、同じ保留アイコンを対象としたＢバード演出が行われやすく、１
度でも保留演出の失敗演出が行われたら、当該保留演出と同じ保留アイコンを対象とした
当該保留演出と同じ種類の保留演出が行われやすい。なお、１度でも保留演出（本例では
、Ｂバード演出）の失敗演出が行われたら、当該保留演出で対象となった保留アイコンが
変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象にした保留演出（本例では、
ＢＵＦＯ演出）が行われやすい。なお、１度も保留演出の対象とならなかった保留アイコ
ンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の失敗演出の対象となった図柄変動
表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすく、１度もＢバード演出の失敗演出や成功
演出の対象となっていない黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、１度でもＢ
バード演出の失敗演出の対象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大
当り図柄態様が確定表示されやすい。なお、１度も何らかの保留演出の失敗演出や成功演
出の対象となっていない登場時から黒丸保留アイコンである保留アイコンに対応する図柄
変動表示が消化されて開始される場合よりも、１度でも何らかの保留演出の失敗演出の対
象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示さ
れやすい。ここで、保留アイコンに対応する図柄変動表示とは、当該保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始される図柄変動表示のことである。
【３５０９】
（実施例２３）
　本実施の形態の実施例２３によるパチンコ機１００について図１６５（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ヲ）を用いて説明する。図１６５（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ヲ）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１６５の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
【３５１０】
　図１６５（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１６５（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は３であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保
留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ３は白丸保
留アイコンであり、保留アイコンｂ２は黒丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３５１１】
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　図１６５（ｂ）は、保留演出のＢ爆撃機演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢ爆撃機ｋ５が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂ爆撃機ｋ５が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂ爆撃
機ｋ５の登場開始がＢ爆撃機演出の開始である。本例のＢ爆撃機演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３５１２】
　図１６５（ｃ）は、Ｂ爆撃機演出が行われている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂ爆撃機ｋ５の全体が表示されている。
【３５１３】
　図１６５（ｄ）は、Ｂ爆撃機演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂ爆撃機
ｋ５は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。
【３５１４】
　図１６５（ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢ爆撃機演出は保留アイコンｂ３を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ３にＢ爆撃機ｋ５からミサイルが発射されるシーンのアニメーション
が表示されている。
【３５１５】
　図１６５（ｆ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５から発射されたミサイルが保留アイコンｂ３
に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示され
る。なお、Ｂ爆撃機ｋ５から発射されたミサイルが保留アイコンｂ３に命中した後にエフ
ェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、ミサイルが保留アイコンｂ３に命中するのと
同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェク
ト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となって
いる。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ２の一部に
オーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象では
ない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい
。
【３５１６】
　図１６５（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は白丸保留アイコンから黒丸保留アイコンに変化している。本例のＢ爆撃機演
出は対象とした保留アイコンが変化する成功演出である。
【３５１７】
　図１６５（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６５（ｈ）では、Ｂ爆撃機ｋ５は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂ爆撃機演出が終了する直前の状態である
。
【３５１８】
　図１６５（ｉ）は、Ｂ爆撃機ｋ５が消去されてＢ爆撃機演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３５１９】
　図１６５（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
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が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３５２０】
　図１６５（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示される。
【３５２１】
　図１６５（ｌ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３５２２】
　図１６５（ｍ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３５２３】
　図１６５（ｎ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３５２４】
　図１６５（ｏ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３５２５】
　図１６５（ｐ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３５２６】
　図１６５（ｑ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６５（ｑ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３５２７】
　図１６５（ｒ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
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【３５２８】
　図１６５（ｓ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３５２９】
　図１６５（ｔ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示される。
【３５３０】
　図１６５（ｕ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３５３１】
　図１６５（ｖ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３５３２】
　図１６５（ｗ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３５３３】
　図１６５（ｘ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ３の一部にオーバーラップして表示さ
れている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび
保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３５３４】
　図１６５（ｙ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３５３５】
　図１６５（ｚ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６５（ｚ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
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。
【３５３６】
　図１６５（イ）は、図１６５（ｚ）から引き続く状態を示しており、Ｂバードｋ２が消
去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表
示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示して
いる。
【３５３７】
　図１６５（ロ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。なお、変動中アイ
コンは装飾図柄の停止表中に消去されてもよい。
【３５３８】
　図１６５（ハ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコンａ
４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、３回のＢバード演出
の対象となった保留アイコンｂ３に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技で
ある。
【３５３９】
　図１６５（ニ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ４を対象とする演出である。
【３５４０】
　図１６５（ホ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３５４１】
　図１６５（ヘ）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯ
ｋ７は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示
されている。
【３５４２】
　図１６５（ト）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ４を対象としており、対象である
変動中アイコンａ４にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。
【３５４３】
　図１６５（チ）は、変動中アイコンａ４にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ４に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ４に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ４に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ４の全体
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にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ４の全体が視認
不能となっている。
【３５４４】
　図１６５（リ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ４は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変
化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３５４５】
　図１６５（ヌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６５（ヌ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３５４６】
　図１６５（ル）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１６５（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリー
チ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１６５（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表
示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始
されなくてもよい。
【３５４７】
　図１６５（ヲ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ４が消去されている。
【３５４８】
　本実施例では、３回の保留演出（本例では、１回のＢ爆撃機演出と２回のＢバード演出
）は一の保留に対応する保留アイコン（本例では、保留アイコンｂ３）を対象としており
、当該保留アイコンを対象とする２回の保留演出が失敗演出であり、１回の保留演出が成
功演出である。当該保留アイコンが変動中アイコン（本例では、変動中アイコンａ４）と
なった場合に、当該変動中アイコンを対象とする保留演出（本例では、ＷＵＦＯ演出）が
行われている。パチンコ機１００は、一の保留アイコンを対象とする複数回の保留演出が
１回でも失敗演出である場合には、当該保留アイコンが変動中アイコンとなった場合に、
当該変動中アイコンを対象とする保留演出が行われやすいように構成されている。
【３５４９】
　なお、一の保留アイコンを対象とする複数回のＢバード演出で１度でもＢバード演出の
失敗演出が行われたら、同じ保留アイコンを対象としたＢバード演出が行われやすく、１
度でも保留演出の失敗演出が行われたら、当該保留演出と同じ保留アイコンを対象とした
当該保留演出と同じ種類の保留演出が行われやすい。なお、１度でも保留演出（本例では
、Ｂバード演出）の失敗演出が行われたら、当該保留演出で対象となった保留アイコンが
変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象にした保留演出（本例では、
ＢＵＦＯ演出）が行われやすい。なお、１度も保留演出の対象とならなかった保留アイコ
ンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の失敗演出の対象となった図柄変動
表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすく、１度もＢバード演出の失敗演出や成功
演出の対象となっていない黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、１度でもＢ
バード演出の失敗演出の対象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大
当り図柄態様が確定表示されやすい。なお、１度も何らかの保留演出の失敗演出や成功演
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出の対象となっていない登場時から黒丸保留アイコンである保留アイコンに対応する図柄
変動表示が消化されて開始される場合よりも、１度でも何らかの保留演出の失敗演出の対
象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示さ
れやすい。ここで、保留アイコンに対応する図柄変動表示とは、当該保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始される図柄変動表示のことである。
【３５５０】
（実施例２４）
　本実施の形態の実施例２４によるパチンコ機１００について図１６６（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ヲ）を用いて説明する。図１６６（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ヲ）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１６６の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
【３５５１】
　図１６６（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１６６（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は３であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保
留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ３は白丸保
留アイコンであり、保留アイコンｂ２は黒丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３５５２】
　図１６６（ｂ）は、保留演出のＢ爆撃機演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢ爆撃機ｋ５が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂ爆撃機ｋ５が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂ爆撃
機ｋ５の登場開始がＢ爆撃機演出の開始である。本例のＢ爆撃機演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３５５３】
　図１６６（ｃ）は、Ｂ爆撃機演出が行われている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂ爆撃機ｋ５の全体が表示されている。
【３５５４】
　図１６６（ｄ）は、Ｂ爆撃機演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂ爆撃機
ｋ５は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。
【３５５５】
　図１６６（ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢ爆撃機演出は保留アイコンｂ３を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ３にＢ爆撃機ｋ５からミサイルが発射されるシーンのアニメーション
が表示されている。
【３５５６】
　図１６６（ｆ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂ爆撃機ｋ５から発射されたミサイルが保留アイコンｂ３
に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示され
る。なお、Ｂ爆撃機ｋ５から発射されたミサイルが保留アイコンｂ３に命中した後にエフ
ェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、ミサイルが保留アイコンｂ３に命中するのと
同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェク
ト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となって
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いる。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ２の一部に
オーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象では
ない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい
。
【３５５７】
　図１６６（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は白丸保留アイコンからボタン保留アイコンに変化している。ボタン保留アイ
コンは、遊技者にチャンスボタン１３６の操作を促す表示であり、ボタン保留アイコンの
表示中はチャンスボタン１３６の押下が有効となる操作有効期間（操作受付期間）となる
。本例のＢ爆撃機演出は対象とした保留アイコンが変化する成功演出である。
【３５５８】
　図１６６（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６６（ｈ）では、Ｂ爆撃機ｋ５は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂ爆撃機演出が終了する直前の状態である
。
【３５５９】
　図１６６（ｉ）は、Ｂ爆撃機ｋ５が消去されてＢ爆撃機演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３５６０】
　図１６６（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。また、遊技者によ
りチャンスボタン１３６が押下されたことに応じて、保留アイコンｂ３がボタン保留アイ
コンから黒丸保留アイコンに変化している。保留アイコンｂ３の当該変化表示は遊技者に
よりチャンスボタン１３６が押下されたことに応じて表示される応答表示である。
【３５６１】
　図１６６（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示される。
【３５６２】
　図１６６（ｌ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３５６３】
　図１６６（ｍ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３５６４】
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　図１６６（ｎ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３５６５】
　図１６６（ｏ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３５６６】
　図１６６（ｐ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３５６７】
　図１６６（ｑ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６６（ｑ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３５６８】
　図１６６（ｒ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３５６９】
　図１６６（ｓ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３５７０】
　図１６６（ｔ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示される。
【３５７１】
　図１６６（ｕ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
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３を対象とする演出である。
【３５７２】
　図１６６（ｖ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３５７３】
　図１６６（ｗ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３５７４】
　図１６６（ｘ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ３の一部にオーバーラップして表示さ
れている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび
保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３５７５】
　図１６６（ｙ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３５７６】
　図１６６（ｚ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６６（ｚ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３５７７】
　図１６６（イ）は、図１６６（ｚ）から引き続く状態を示しており、Ｂバードｋ２が消
去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表
示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示して
いる。
【３５７８】
　図１６６（ロ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。なお、変動中アイ
コンは装飾図柄の停止表中に消去されてもよい。
【３５７９】
　図１６６（ハ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコンａ
４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイ
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コンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、３回のＢバード演出
の対象となった保留アイコンｂ３に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技で
ある。
【３５８０】
　図１６６（ニ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ４を対象とする演出である。
【３５８１】
　図１６６（ホ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３５８２】
　図１６６（ヘ）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯ
ｋ７は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示
されている。
【３５８３】
　図１６６（ト）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ４を対象としており、対象である
変動中アイコンａ４にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。
【３５８４】
　図１６６（チ）は、変動中アイコンａ４にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ４に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ４に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ４に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ４の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ４の全体が視認
不能となっている。
【３５８５】
　図１６６（リ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ４は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変
化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３５８６】
　図１６６（ヌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６６（ヌ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３５８７】
　図１６６（ル）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１６６（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリー
チ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１６６（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表
示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始
されなくてもよい。
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【３５８８】
　図１６６（ヲ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ４が消去されている。
【３５８９】
　本実施例では、３回の保留演出（本例では、１回のＢ爆撃機演出と２回のＢバード演出
）は一の保留に対応する保留アイコン（本例では、保留アイコンｂ３）を対象としており
、当該保留アイコンを対象とする２回の保留演出が失敗演出であり、１回の保留演出が成
功演出である。当該保留アイコンが変動中アイコン（本例では、変動中アイコンａ４）と
なった場合に、当該変動中アイコンを対象とする保留演出（本例では、ＷＵＦＯ演出）が
行われている。なお、保留アイコンｂ３は、特図１始動口２３０に遊技球が入賞したこと
に応じて表示開始された当初からボタン保留アイコンであってもよい。パチンコ機１００
は、一の保留アイコンを対象とする複数回の保留演出が１回でも失敗演出である場合には
、当該保留アイコンが変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象とする
保留演出が行われやすいように構成されている。
【３５９０】
　なお、一の保留アイコンを対象とする複数回のＢバード演出で１度でもＢバード演出の
失敗演出が行われたら、同じ保留アイコンを対象としたＢバード演出が行われやすく、１
度でも保留演出の失敗演出が行われたら、当該保留演出と同じ保留アイコンを対象とした
当該保留演出と同じ種類の保留演出が行われやすい。なお、１度でも保留演出（本例では
、Ｂバード演出）の失敗演出が行われたら、当該保留演出で対象となった保留アイコンが
変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象にした保留演出（本例では、
ＢＵＦＯ演出）が行われやすい。なお、１度も保留演出の対象とならなかった保留アイコ
ンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の失敗演出の対象となった図柄変動
表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすく、１度もＢバード演出の失敗演出や成功
演出の対象となっていない黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、１度でもＢ
バード演出の失敗演出の対象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大
当り図柄態様が確定表示されやすい。なお、１度も何らかの保留演出の失敗演出や成功演
出の対象となっていない登場時から黒丸保留アイコンである保留アイコンに対応する図柄
変動表示が消化されて開始される場合よりも、１度でも何らかの保留演出の失敗演出の対
象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示さ
れやすい。ここで、保留アイコンに対応する図柄変動表示とは、当該保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始される図柄変動表示のことである。
【３５９１】
（実施例２５）
　本実施の形態の実施例２５によるパチンコ機１００について図１６７（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ヲ）を用いて説明する。図１６７（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ヲ）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１６７の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
【３５９２】
　図１６７（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１６７（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は３であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保
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留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ３は白丸保
留アイコンであり、保留アイコンｂ２は黒丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３５９３】
　図１６７（ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３５９４】
　図１６７（ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３５９５】
　図１６７（ｄ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。
【３５９６】
　図１６７（ｅ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ３を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
ーションが表示されている。
【３５９７】
　図１６７（ｆ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ２の一部にオーバーラップして表示され
ている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保
留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３５９８】
　図１６７（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンからボタン保留アイコンに変化している。ボタン保留アイ
コンは、遊技者にチャンスボタン１３６の操作を促す表示であり、ボタン保留アイコンの
表示中はチャンスボタン１３６の押下が有効となる操作有効期間（操作受付期間）となる
。本例のＢバード演出は対象とした保留アイコンが変化する成功演出である。
【３５９９】
　図１６７（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６７（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３６００】
　図１６７（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３６０１】
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　図１６７（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。また、遊技者によ
りチャンスボタン１３６が押下されたことに応じて、保留アイコンｂ３がボタン保留アイ
コンから黒丸保留アイコンに変化している。保留アイコンｂ３の当該変化表示は遊技者に
よりチャンスボタン１３６が押下されたことに応じて表示される応答表示である。
【３６０２】
　図１６７（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示される。
【３６０３】
　図１６７（ｌ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３６０４】
　図１６７（ｍ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３６０５】
　図１６７（ｎ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３６０６】
　図１６７（ｏ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３６０７】
　図１６７（ｐ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３６０８】
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　図１６７（ｑ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６７（ｑ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３６０９】
　図１６７（ｒ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３６１０】
　図１６７（ｓ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３６１１】
　図１６７（ｔ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示される。
【３６１２】
　図１６７（ｕ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
３を対象とする演出である。
【３６１３】
　図１６７（ｖ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３６１４】
　図１６７（ｗ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ３を対象としており、対象である保留アイコンｂ３にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３６１５】
　図１６７（ｘ）は、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ３の一部にオーバーラップして表示さ
れている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび
保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３６１６】
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　図１６７（ｙ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ３が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３６１７】
　図１６７（ｚ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６７（ｚ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３６１８】
　図１６７（イ）は、図１６７（ｚ）から引き続く状態を示しており、Ｂバードｋ２が消
去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表
示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示して
いる。
【３６１９】
　図１６７（ロ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。なお、変動中アイ
コンは装飾図柄の停止表中に消去されてもよい。
【３６２０】
　図１６７（ハ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコンａ
４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、３回のＢバード演出
の対象となった保留アイコンｂ３に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技で
ある。
【３６２１】
　図１６７（ニ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ４を対象とする演出である。
【３６２２】
　図１６７（ホ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３６２３】
　図１６７（ヘ）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯ
ｋ７は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示
されている。
【３６２４】
　図１６７（ト）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ４を対象としており、対象である
変動中アイコンａ４にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
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ンが表示されている。
【３６２５】
　図１６７（チ）は、変動中アイコンａ４にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ４に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ４に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ４に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ４の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ４の全体が視認
不能となっている。
【３６２６】
　図１６７（リ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ４は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変
化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３６２７】
　図１６７（ヌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６７（ヌ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３６２８】
　図１６７（ル）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１６７（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリー
チ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１６７（ル）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表
示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始
されなくてもよい。
【３６２９】
　図１６７（ヲ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ４が消去されている。
【３６３０】
　本実施例では、３回の保留演出（本例では、Ｂバード演出）は一の保留に対応する保留
アイコン（本例では、保留アイコンｂ３）を対象としており、当該保留アイコンを対象と
する２回の保留演出が失敗演出であり、１回の保留演出が成功演出である。当該保留アイ
コンが変動中アイコン（本例では、変動中アイコンａ４）となった場合に、当該変動中ア
イコンを対象とする保留演出（本例では、ＢＵＦＯ演出）が行われている。なお、保留ア
イコンｂ３は、特図１始動口２３０に遊技球が入賞したことに応じて表示開始された当初
からボタン保留アイコンであってもよい。パチンコ機１００は、一の保留アイコンを対象
とする複数回の保留演出が１回でも失敗演出である場合には、当該保留アイコンが変動中
アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象とする保留演出が行われやすいよう
に構成されている。
【３６３１】
　なお、一の保留アイコンを対象とする複数回のＢバード演出で１度でもＢバード演出の
失敗演出が行われたら、同じ保留アイコンを対象としたＢバード演出が行われやすく、１
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度でも保留演出の失敗演出が行われたら、当該保留演出と同じ保留アイコンを対象とした
当該保留演出と同じ種類の保留演出が行われやすい。なお、１度でも保留演出（本例では
、Ｂバード演出）の失敗演出が行われたら、当該保留演出で対象となった保留アイコンが
変動中アイコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象にした保留演出（本例では、
ＷＵＦＯ演出）が行われやすい。なお、１度も保留演出の対象とならなかった保留アイコ
ンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の失敗演出の対象となった図柄変動
表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすく、１度もＢバード演出の失敗演出や成功
演出の対象となっていない黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、１度でもＢ
バード演出の失敗演出の対象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大
当り図柄態様が確定表示されやすい。なお、１度も何らかの保留演出の失敗演出や成功演
出の対象となっていない登場時から黒丸保留アイコンである保留アイコンに対応する図柄
変動表示が消化されて開始される場合よりも、１度でも何らかの保留演出の失敗演出の対
象となった黒丸保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示さ
れやすい。ここで、保留アイコンに対応する図柄変動表示とは、当該保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始される図柄変動表示のことである。
【３６３２】
（実施例２６）
　本実施の形態の実施例２６によるパチンコ機１００について図１６８（ａ）～（ｚ）を
用いて説明する。図１６８（ａ）～（ｚ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１６８の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３６３３】
　図１６８（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１６８（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３６３４】
　図１６８（ｂ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が２となった状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域には
保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ２はボタン保留アイコンである。ボ
タン保留アイコンは、遊技者にチャンスボタン１３６の操作を促す表示であり、ボタン保
留アイコンの表示中はチャンスボタン１３６の押下が有効となる操作有効期間（操作受付
期間）となる。
【３６３５】
　図１６８（ｃ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球がさらに１個
入賞し、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が３となった状態を示している。装
飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留３表示領
域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ３は白丸保留アイコンである
。
【３６３６】
　図１６８（ｄ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球がさらに１個
入賞し、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が４となった状態を示している。装
飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留４表示領
域には保留アイコンｂ４が表示されている。保留アイコンｂ４は黒丸保留アイコンである
。
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【３６３７】
　図１６８（ｅ）は、遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたことに応じて、保
留アイコンｂ２がボタン保留アイコンから黒丸保留アイコンに変化した状態を示している
。保留アイコンｂ２の当該変化表示は遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたこ
とに応じて表示される応答表示である。
【３６３８】
　図１６８（ｆ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３６３９】
　図１６８（ｇ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３６４０】
　図１６８（ｈ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。
【３６４１】
　図１６８（ｉ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
ーションが表示されている。
【３６４２】
　図１６８（ｊ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１、ｂ３、変動中アイコンａ１の一部に
オーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象では
ない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい
。
【３６４３】
　図１６８（ｋ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンがしない失敗演出である。
【３６４４】
　図１６８（ｌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６８（ｌ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３６４５】
　図１６８（ｍ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３６４６】
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　図１６８（ｎ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３６４７】
　図１６８（ｏ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される
。
【３６４８】
　図１６８（ｐ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３６４９】
　図１６８（ｑ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３６５０】
　図１６８（ｒ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ２を対象としており、対象である保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３６５１】
　図１６８（ｓ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ３の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３６５２】
　図１６８（ｔ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３６５３】
　図１６８（ｕ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６８（ｕ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
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左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３６５４】
　図１６８（ｖ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３６５５】
　図１６８（ｗ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３６５６】
　図１６８（ｘ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４
が保留２表示領域に移動表示される。当該特図１変動遊技は、２回のＢバード演出の対象
となった保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技である。
【３６５７】
　図１６８（ｙ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１６８（ｙ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。スーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、
図１６８（ｙ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示でなくノーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示および
ノーマルリーチ演出表示が開始されなくてもよい。
【３６５８】
　図１６８（ｚ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ３が消去されている。
【３６５９】
　本実施例では、特図１始動口２３０への遊技球の入賞による保留増加に応じて登場する
保留アイコンｂ２がボタン保留アイコンであり、ボタン保留アイコンとして表示開始され
た保留アイコンｂ２を対象とする保留演出（本例では、Ｂバード演出）が２回行われ、保
留演出の２回とも失敗演出となっている。また、保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表
示で大当り図柄態様が確定表示されている。パチンコ機１００は、保留演出の１度も対象
とならなかった保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の失敗演
出の対象となった保留アイコンに対応する図柄変動表の方が大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている。なお、保留演出の１度も対象とならなかった保留アイコ
ンに対応する図柄変動表示よりも、１度でも保留演出の成功演出の対象となった保留アイ
コンに対応する図柄変動表の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されて
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いる。
【３６６０】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１６８
（ｙ’）～（ｚ’）、（イ’）～（ト’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１６８（ｙ’）～（ｚ’）、（イ’）～（ト’）の各図には、
図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２
０８を抜き出して示している。
【３６６１】
　図１６８（ｙ’）は、図１６８（ｘ）から引き続く状態を示している。図１６８（ｙ’
）では、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始されている。装飾図柄表示装置２０８の表示画面
右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示されている。ＢＵＦＯｋ７が
登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦＯｋ７の登場開始がＢＵＦ
Ｏ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコンａ３を対象とする演出であ
る。
【３６６２】
　図１６８（ｚ’）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が
左方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３６６３】
　図１６８（イ’）は、図１６８（ｚ’）から引き続く状態を示しており、ＢＵＦＯ演出
中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面右上隅に縮小され、装飾図柄の変
動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯｋ７は、表示画面中央下部まで移動
した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示されている。
【３６６４】
　図１６８（ロ’）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行
した状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ３を対象としており、対象であ
る変動中アイコンａ３にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーシ
ョンが表示されている。
【３６６５】
　図１６８（ハ’）は、変動中アイコンａ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が
表示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコ
ンａ３に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表
示される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ３に命中した
後にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ３に命
中するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ３の全
体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ３の全体が視
認不能となっている。
【３６６６】
　図１６８（ニ’）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト
画像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変
動中アイコンａ３は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に
変化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３６６７】
　図１６８（ホ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１６８（ホ’）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態で
ある。
【３６６８】
　図１６８（へ’）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「
装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１６８（ヘ’）において装
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飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパー
リーチ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１６８（へ’）において
装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ
演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示
が開始されなくてもよい。
【３６６９】
　図１６８（ト’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了
した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３
」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当
りであることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるの
に先立って変動中アイコンａ３が消去されている。
【３６７０】
　本実施例では、２回の保留演出（本例では、Ｂバード演出）は１の保留に対応する保留
アイコン（本例では、保留アイコンｂ２）を対象としており、当該保留アイコンを対象と
する２回の保留演出が失敗演出である。当該保留アイコンが変動中アイコン（本例では、
変動中アイコンａ３）となった場合に、当該変動中アイコンを対象とする保留演出（本例
では、ＢＵＦＯ演出）が行われている。パチンコ機１００は、１の保留アイコンを対象と
する複数回の保留演出が１回でも失敗演出である場合には、当該保留アイコンが変動中ア
イコンとなった場合に、当該変動中アイコンを対象とする保留演出が行われやすいように
構成されている。
【３６７１】
（実施例２７）
　本実施の形態の実施例２７によるパチンコ機１００について図１６９（ａ）～（ｚ）、
（イ））を用いて説明する。図１６９（ａ）～（ｚ）、（イ）は、本実施例によるパチン
コ機１００の演出例を時系列で示している。図１６９の各図には、図２９に示す遊技盤１
０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示し
ている。
【３６７２】
　図１６９（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１６９（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は４であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示され、特図１保留アイコン表示領
域の保留２表示領域には保留アイコンｂ２が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保
留３表示領域には保留アイコンｂ３が表示され、特図１保留アイコン表示領域の保留４表
示領域には保留アイコンｂ４が表示されている。保留アイコンｂ１、ｂ３は白丸保留アイ
コンであり、保留アイコンｂ２、ｂ４は黒丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０
８の変動中アイコン表示領域には白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表
示されている。変動中アイコンは保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３６７３】
　図１６９（ｂ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２、ｂ４を対象とする演出である。このように、保留演出は、複数の保留アイコンを対象
として行われる場合があってもよい。
【３６７４】
　図１６９（ｃ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
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【３６７５】
　図１６９（ｄ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示され、Ｂバードｋ２が表示画面中央
部に舞い上がるように表示された後に、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「
態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２、ｂ４を
対象としており、対象である保留アイコンｂ２、ｂ４にＢバードｋ２の目からレーザー光
線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３６７６】
　図１６９（ｅ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
され、保留アイコンｂ４にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ９が表示された状態を示
している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが終
了するとエフェクト画像ｋ８、ｋ９が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目からレーザー
光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８、ｋ９が表示開
始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされた
ことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となり、保留アイコンｂ４の全体にエフェク
ト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ４の全体が視認不能となって
いる。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１、ｂ３の
一部にオーバーラップして表示されており、本例のエフェクト画像ｋ９は、保留演出の対
象ではない保留アイコンｂ３の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェ
クト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオ
ーバーラップせずに表示されてもよい。
【３６７７】
　図１６９（ｆ）は、エフェクト画像ｋ８、ｋ９が消去された状態を示している。エフェ
クト画像ｋ８、ｋ９が消去されたことにより、保留アイコンｂ２、ｂ４が再度視認可能に
表示される。保留アイコンｂ２、ｂ４は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード
演出は対象とした保留アイコンが変化しない失敗演出である。なお、複数の保留アイコン
を対象とする保留演出では、一の保留アイコンが変化し、残りの保留アイコンが変化しな
いパターンの演出が設けられていてもよい。
【３６７８】
　図１６９（ｇ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６９（ｇ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
【３６７９】
　図１６９（ｈ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３６８０】
　図１６９（ｉ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３６８１】
　図１６９（ｊ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
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動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される
。
【３６８２】
　図１６９（ｋ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２、ｂ４を対象とする演出である。
【３６８３】
　図１６９（ｌ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３６８４】
　図１６９（ｍ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示され、Ｂバードｋ２が表示画面中央
部に舞い上がるように表示された後に、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「
態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２、ｂ４を
対象としており、対象である保留アイコンｂ２、ｂ４にＢバードｋ２の目からレーザー光
線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３６８５】
　図１６９（ｎ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
され、保留アイコンｂ４にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ９が表示された状態を示
している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが終
了するとエフェクト画像ｋ８、ｋ９が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目からレーザー
光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８、ｋ９が表示開
始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされた
ことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となり、保留アイコンｂ４の全体にエフェク
ト画像ｋ９がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ４の全体が視認不能となって
いる。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１、ｂ３の
一部にオーバーラップして表示されており、本例のエフェクト画像ｋ９は、保留演出の対
象ではない保留アイコンｂ３の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェ
クト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオ
ーバーラップせずに表示されてもよい。
【３６８６】
　図１６９（ｏ）は、エフェクト画像ｋ８、ｋ９が消去された状態を示している。エフェ
クト画像ｋ８、ｋ９が消去されたことにより、保留アイコンｂ２、ｂ４が再度視認可能に
表示される。保留アイコンｂ２、ｂ４は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード
演出は対象とした保留アイコンが変化しない失敗演出である。なお、複数の保留アイコン
を対象とする保留演出では、一の保留アイコンが変化し、残りの保留アイコンが変化しな
いパターンの演出が設けられていてもよい。
【３６８７】
　図１６９（ｐ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６９（ｐ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３６８８】
　図１６９（ｑ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
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【３６８９】
　図１６９（ｒ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３６９０】
　図１６９（ｓ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４
が保留２表示領域に移動表示される。
【３６９１】
　図１６９（ｔ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ３を対象とする演出である。
【３６９２】
　図１６９（ｕ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３６９３】
　図１６９（ｖ）は、ＢＵＦＯ演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示され、ＢＵＦＯｋ７が表示画面中央
右寄りに舞い上がるように表示された後に、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」か
ら「態様β」に進行した状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ３を対象と
しており、対象である変動中アイコンａ３にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されている
シーンのアニメーションが表示されている。
【３６９４】
　図１６９（ｗ）は、変動中アイコンａ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ３に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ３に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ３に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ３の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ３の全体が視認
不能となっている。
【３６９５】
　図１６９（ｘ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ３が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ３は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変
化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３６９６】
　図１６９（ｙ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１６９（ｙ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
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左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３６９７】
　図１６９（ｚ）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１６９（ｚ）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリー
チ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１６９（ｚ）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表
示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始
されなくてもよい。
【３６９８】
　図１６９（イ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ４が消去されている。
【３６９９】
　本実施例では、複数の黒丸保留アイコンを対象としてＢバード演出が複数回（本例では
、２回）行われており、全てのＢバード演出が失敗演出となっている。また、Ｂバード演
出の対象である保留アイコンｂ２に対応する保留の消化で開始される図柄変動表示におい
て最終的に大当り図柄態様が確定表示されている。複数の保留アイコンを対象とする保留
演出が行われた場合、当該複数の保留アイコンのうちの全ての保留アイコンに対応する保
留の消化で開始される図柄変動表示において最終的に大当り図柄態様が確定表示されやす
く構成されていてもよいし、当該複数の保留アイコンのうちの一の保留アイコンに対応す
る保留の消化で開始される図柄変動表示において最終的に大当り図柄態様が確定表示され
やすく構成されていてもよいし、当該複数の保留アイコンのうちの一部の保留アイコンに
対応する保留の消化で開始される図柄変動表示において最終的に大当り図柄態様が確定表
示されやすく構成されていてもよい。
【３７００】
（実施例２８）
　本実施の形態の実施例２８によるパチンコ機１００について図１７０（ａ）～（ｚ）を
用いて説明する。図１７０（ａ）～（ｚ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１７０の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３７０１】
　図１７０（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１７０（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３７０２】
　また、図１７０（ａ）に示す時点の状態では、下皿１２８が遊技球で満タンとなってお
り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央部に黒色の横長長方形状画像とその中に白抜
きの「球を抜け！」の文字列画像を含む皿満タン表示ｋ１０が表示されている。皿満タン
表示ｋ１０は、下皿１２８が満タンであることを検出する下皿満タンセンサにより下皿１
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２８が遊技球で満タンとなった場合に、球抜きレバー１３２を操作することを遊技者に要
求する表示である。球抜き表示ｋ１０は、下皿満タンエラーの情報を含むコマンドを主制
御部３００から受信したことに基づく第１副制御部４００の制御によって表示される。な
お、皿満タン表示は、球抜き表示や下皿満タンエラー報知画像と呼ばれる場合がある。な
お、皿満タン表示ｋ１０は装飾図柄の変動表示や仮停止表示や停止表示にオーバーラップ
されて表示されてもよい。
【３７０３】
　図１７０（ｂ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が２となった状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域には
保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ２はボタン保留アイコンである。ボ
タン保留アイコンは、遊技者にチャンスボタン１３６の操作を促す表示であり、ボタン保
留アイコンの表示中はチャンスボタン１３６の押下が有効となる操作有効期間（操作受付
期間）となる。
【３７０４】
　図１７０（ｃ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球がさらに１個
入賞し、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が３となった状態を示している。装
飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留３表示領
域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ３は白丸保留アイコンである
。
【３７０５】
　図１７０（ｄ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球がさらに１個
入賞し、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が４となった状態を示している。装
飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留４表示領
域には保留アイコンｂ４が表示されている。保留アイコンｂ４は黒丸保留アイコンである
。
【３７０６】
　図１７０（ｅ）は、遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたことに応じて、保
留アイコンｂ２がボタン保留アイコンから黒丸保留アイコンに変化した状態を示している
。保留アイコンｂ２の当該変化表示は遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたこ
とに応じて表示される応答表示である。
【３７０７】
　図１７０（ｆ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
を対象とする演出である。Ｂバード演出の開始当初では、Ｂバードｋ２は皿満タン表示ｋ
１０にオーバーラップされていない。
【３７０８】
　図１７０（ｇ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバー
ラップされている。
【３７０９】
　図１７０（ｈ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされて表示されている。
【３７１０】
　図１７０（ｉ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象としており、対象で
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ある保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
ーションが表示されている。Ｂバードｋ２の目が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップさ
れているので、レーザー光線が照射された瞬間を遊技者が特定しづらくなっている。
【３７１１】
　図１７０（ｊ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。エフェクト画像ｋ８およ
び保留演出の対象である保留アイコンｂ２に皿満タン表示ｋ１０がオーバーラップしてい
ない。このように、保留演出の対象である保留アイコンにエフェクト画像がオーバーラッ
プされ、次いで、エフェクト画像が消去されて当該保留アイコンが再度視認可能に表示さ
れる一連の演出表示（保留変化アニメ）は、皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされて
ない。なお、Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの
表示中にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェ
クト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっ
ている。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１、ｂ３
、変動中アイコンａ１の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画
像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバー
ラップせずに表示されてもよい。
【３７１２】
　図１７０（ｋ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンがしない失敗演出である。また、Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラッ
プされている。
【３７１３】
　図１７０（ｌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７０（ｌ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。Ｂバードｋ２が表示画面左端上方に消えていく際には、Ｂバードｋ２は皿満タン表示ｋ
１０にオーバーラップされない。
【３７１４】
　図１７０（ｍ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３７１５】
　図１７０（ｎ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３７１６】
　図１７０（ｏ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
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が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される
。
【３７１７】
　図１７０（ｐ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。Ｂバード演出の開始当初では、Ｂバードｋ２は皿満タン表示
ｋ１０にオーバーラップされない。
【３７１８】
　図１７０（ｑ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバー
ラップされている。
【３７１９】
　図１７０（ｒ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ２を対象としており、対象である保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。Ｂバードｋ２の目
が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされているので、レーザー光線が照射された瞬間
を遊技者が特定しづらくなっている。
【３７２０】
　図１７０（ｓ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。エフェクト画像ｋ８およ
び保留演出の対象である保留アイコンｂ２に皿満タン表示ｋ１０がオーバーラップしてい
ない。このように、保留演出の対象である保留アイコンにエフェクト画像がオーバーラッ
プされ、次いで、エフェクト画像が消去されて当該保留アイコンが再度視認可能に表示さ
れる一連の演出表示（保留変化アニメ）は、皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされて
ない。なお、Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの
表示中にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェ
クト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっ
ている。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２およ
び保留アイコンｂ３の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラ
ップせずに表示されてもよい。
【３７２１】
　図１７０（ｔ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。また、Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバー
ラップされている。
【３７２２】
　図１７０（ｕ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７０（ｕ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。Ｂバードｋ２が表示画面左端上方に消えていく際には、Ｂバードｋ２は皿満タン表示ｋ
１０にオーバーラップされない。
【３７２３】
　図１７０（ｖ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
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示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３７２４】
　図１７０（ｗ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３７２５】
　図１７０（ｘ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４
が保留２表示領域に移動表示される。当該特図１変動遊技は、２回のＢバード演出の対象
となった保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技である。
【３７２６】
　図１７０（ｙ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１７０（ｙ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示が開始される。スーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、
図１７０（ｙ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表
示でなくノーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示および
ノーマルリーチ演出表示が開始されなくてもよい。
【３７２７】
　図１７０（ｚ）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ３が消去されている。
【３７２８】
　本実施例では、下皿満タンエラーが生じており、皿満タン表示ｋ１０が表示されている
。保留演出の表示（本例では、Ｂバードｋ２）は、出現当初は皿満タン表示ｋ１０にオー
バーラップされず、出現後から態様βでは皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされ、表
示画面外に退場して消去される際には皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされない。本
例では、保留演出のＢバード演出を例に挙げて説明したが、他の保留演出でも同様である
。
【３７２９】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１７０
（ｙ’）～（ｚ’）、（イ’）～（ト’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１７０（ｙ’）～（ｚ’）、（イ’）～（ト’）の各図には、
図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２
０８を抜き出して示している。
【３７３０】
　図１７０（ｙ’）は、図１７０（ｘ）から引き続く状態を示している。図１７０（ｙ’
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）では、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始されている。装飾図柄表示装置２０８の表示画面
右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示されている。ＢＵＦＯｋ７が
登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦＯｋ７の登場開始がＢＵＦ
Ｏ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコンａ３を対象とする演出であ
る。ＢＵＦＯ演出の開始当初では、ＢＵＦＯｋ７は皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップ
されない。
【３７３１】
　図１７０（ｚ’）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が
左方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７が皿満タン表示ｋ１０にオーバ
ーラップされている。
【３７３２】
　図１７０（イ’）は、図１７０（ｚ’）から引き続く状態を示しており、ＢＵＦＯ演出
中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面右上隅に縮小され、装飾図柄の変
動表示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯｋ７は、表示画面中央下部まで移動
した後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示されている。ＢＵＦＯｋ７が皿満タ
ン表示ｋ１０にオーバーラップされている。
【３７３３】
　図１７０（ロ’）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行
した状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ３を対象としており、対象であ
る変動中アイコンａ３にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーシ
ョンが表示されている。ＢＵＦＯｋ７の光線照射箇所が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラ
ップされているので、光線が照射された瞬間を遊技者が特定しづらくなっている。
【３７３４】
　図１７０（ハ’）は、変動中アイコンａ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が
表示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコ
ンａ３に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表
示される。エフェクト画像ｋ８および保留演出の対象である変動中アイコンａ３に皿満タ
ン表示ｋ１０がオーバーラップされていない。このように、保留演出の対象である変動中
アイコンにエフェクト画像がオーバーラップされ、次いで、エフェクト画像が消去されて
当該変動中アイコンが再度視認可能に表示される一連の演出表示（保留変化アニメ）は、
皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされてない。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎
の光線が変動中アイコンａ３に命中した後にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい
し、謎の光線が変動中アイコンａ３に命中するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始
されてもよい。変動中アイコンａ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされた
ことで、変動中アイコンａ３の全体が視認不能となっている。
【３７３５】
　図１７０（ニ’）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト
画像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変
動中アイコンａ３は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に
変化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。ま
た、ＢＵＦＯｋ７が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされている。
【３７３６】
　図１７０（ホ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１７０（ホ’）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態で
ある。ＢＵＦＯｋ７が表示画面左端上方に消えていく際には、ＢＵＦＯｋ７は皿満タン表
示ｋ１０にオーバーラップされていない。
【３７３７】
　図１７０（へ’）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「
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装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１７０（ヘ’）において装
飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパー
リーチ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１７０（へ’）において
装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ
演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示
が開始されなくてもよい。
【３７３８】
　図１７０（ト’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了
した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３
」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当
りであることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるの
に先立って変動中アイコンａ３が消去されている。
【３７３９】
　本変形例では、下皿満タンエラーが生じており、皿満タン表示ｋ１０が表示されている
。保留演出の表示（本例では、ＢＵＦＯｋ７）は、出現当初は皿満タン表示ｋ１０にオー
バーラップされず、出現後から態様βでは皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされ、表
示画面外に退場して消去される際には皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされない。本
例では、保留演出のＢＵＦＯ演出を例に挙げて説明したが、他の保留演出でも同様である
。
【３７４０】
　一の保留アイコンを対象とした保留演出（本例では、Ｂバード演出）の失敗演出が繰り
返し行われる場合、保留演出の表示（Ｂバードｋ２ＢＵＦＯｋ７）が皿満タン表示によっ
てオーバーラップされるように構成されているので、保留演出の表示を皿満タン表示に邪
魔されずに遊技者が見たいようにさせて、遊技者に球抜き操作を行わせたくなるようにし
ており、遊技者が下皿満タン状態を長時間継続させる行為を低減することができる場合が
ある。皿満タン状態が長時間継続されると、遊技機内の球詰まりの原因になる場合や、払
出装置の故障の原因になる場合があり、また遊技機から遊技者に賞球が払出されないこと
から賞球があったことを示す信号が適時に遊技機からホールコンピュータに送信されない
ことからホールコンピュータ側で遊技機の稼働状態を正確に把握することができなくなる
原因になる場合がある。本実施例によるパチンコ機１００によれば、下皿満タン状態を長
時間継続されることを低減させることができるので、これらの悪影響を低減できる場合が
ある。
【３７４１】
　本実施例では、Ｂバード演出やＢＵＦＯ演出等の保留演出の表示（本例では、Ｂバード
ｋ２、ＢＵＦＯｋ７）の出現・退場から間もなくは皿満タン表示によって保留演出の表示
がオーバーラップされない例を示したが、これに限定されず、Ｂバード演出やＢＵＦＯ演
出等の保留演出の出現及び退場の両方の際に皿満タン表示によって保留演出の表示がオー
バーラップされないようにしてもよいし、保留演出の表示の出現の際だけ皿満タン表示に
保留演出の表示がオーバーラップされず、保留演出の表示の退場の際には皿満タン表示に
保留演出の表示がオーバーラップされてもよいし、保留演出の表示の退場の際だけ皿満タ
ン表示によって保留演出の表示がオーバーラップされず、保留演出の表示が皿満タン表示
にオーバーラップされた状態で出現するようにしてもよいし、保留演出の表示が皿満タン
表示にオーバーラップされた状態で出現・退場の表示が行われるようにしてもよい。
【３７４２】
　本実施例では、同じ保留アイコンを対象に表示されるＢバード演出やＢＵＦＯ演出等の
保留演出の表示の少なくとも一部が皿満タン表示によってオーバーラップされる場合があ
る例を示したが、これに限定されず、全ての保留演出の表示の少なくとも一部が皿満タン
表示にオーバーラップされる場合があるように構成してもよいし、全ての保留演出の表示
の全部が皿満タン表示にオーバーラップされるように構成してもよいし、例えば複数の保
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留演出のうちの一の保留演出（例えば、Ｂバード演出）の表示の少なくとも一部または全
部が皿満タン表示によってオーバーラップされる場合があるが、当該一の保留演出よりも
出現率が高い保留演出（例えば、Ｗバード演出）の表示は皿満タン表示によってオーバー
ラップされることがないように構成されていてもよいし、当該一の保留演出よりも進行率
が低い保留演出（例えば、Ｗバード演出）の表示は皿満タン表示によってオーバーラップ
されることがないように構成されていてもよいし、当該一の保留演出よりも成功率が低い
保留演出（例えば、Ｗバード）の表示は皿満タン表示によってオーバーラップされること
がないように構成されていてもよい。
　逆に、Ｂバード演出等一部の保留演出の表示少なくとも一部または全部が皿満タン表示
によってオーバーラップされる場合があるが、Ｂバード演出よりも出現率が低い保留演出
（例えば、Ｂ爆撃機演出）の表示は皿満タン表示によってオーバーラップされることがな
いように構成されていてもよいし、Ｂバード演出よりも進行率が高い保留演出（例えば、
ＷＵＦＯ）の表示は皿満タン表示によってオーバーラップされることがないように構成さ
れていてもよいし、Ｂバード演出よりも成功率が高い保留演出（例えば、ＷＵＦＯ）の表
示は皿満タン表示によってオーバーラップされることがないように構成されていてもよい
。
　しかし、Ｂバード等一部の「保１～保４」のいずれかの保留アイコンを対象にした保留
演出の表示の少なくとも一部または全部が皿満タン表示によってオーバーラップされる場
合があるが、「保０」の保留アイコンを対象にした保留演出（例えば、ＷＵＦＯ）はの表
示は皿満タン表示によってオーバーラップされることがないように構成されていてもよい
し、「保０」の保留アイコンを対象にした保留演出（例えば、ＷＵＦＯ）の表示は皿満タ
ン表示によってオーバーラップされることがないように構成されていてもよいし、「保０
」の保留アイコンを対象にした保留演出（例えば、ＷＵＦＯ）は皿満タン表示によってオ
ーバーラップされることがないように構成されていてもよい。
　逆にＢバード演出等一部の「保０」の保留アイコンを対象にした保留演出の表示の少な
くとも一部または全部が皿満タン表示によってオーバーラップされる場合があるが、「保
１～保４」のいずれかの保留アイコンを対象にした保留演出（例えば、Ｗバード）の表示
は皿満タン表示によってオーバーラップされることがないように構成されていてもよいし
、「保１～保４」のいずれかの保留アイコンを対象にした保留演出（例えば、Ｗバード）
の表示は皿満タン表示によってオーバーラップされることがないように構成されていても
よいし、「保１～保４」のいずれかの保留アイコンを対象にした保留演出（例えば、Ｗバ
ード）の表示は皿満タン表示によってオーバーラップされることがないように構成されて
いてもよい。
【３７４３】
　本実施例では、Ｂバードｋ２やＢＵＦＯｋ７等の少なくとも一部およびＢバードｋ２や
ＢＵＦＯｋ７より発射されるレーザー光線や謎の光線の少なくとも一部が皿満タン表示に
よってオーバーラップされる場合がある例を示した。Ｂバードｋ２やＢＵＦＯｋ７等とは
保留演出が成功演出であっても失敗演出であっても表示されるキャラクタのことであり、
レーザー光線や謎の光線は、保留演出が態様αから態様βに進行しなかった場合等の一部
の失敗演出では表示されない追加キャラクタのことである。例えば、Ｗ爆撃機演出であれ
ばＷ爆撃機ｋ４がキャラクタであり、Ｗ爆撃機ｋ４から発射されるミサイルが追加キャラ
クタに該当する。しかし、これに限定されず、キャラクタの少なくとも一部または全部が
皿満タン表示によってオーバーラップされる場合があるが、追加キャラクタは皿満タン表
示によってオーバーラップされることがないように構成されていてもよい。逆に追加キャ
ラクタの少なくとも一部または全部が皿満タン表示によってオーバーラップされる場合が
あるが、キャラクタは皿満タン表示によってオーバーラップされることがないように構成
されていてもよい。
【３７４４】
　本実施例では、Ｂバードｋ２やＢＵＦＯｋ７等の少なくとも一部およびＢバードｋ２や
ＢＵＦＯｋ７より発射されるレーザー光線や謎の光線等の保留演出の少なくとも一部が皿
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満タン表示によってオーバーラップされる場合があり保留変化アニメは皿満タン表示によ
ってオーバーラップされることがない例を示したが、これに限定されず、保留変化アニメ
の少なくとも一部が皿満タン表示によってオーバーラップされる場合があり保留演出は皿
満タン表示によってオーバーラップされることがないように構成されていてもよい。
【３７４５】
　本実施例では、皿満タン表示の例を示したが、皿満タン表示に代えて、外枠１０２に対
して本体１０４が開放していることが検出された場合に表示される開放中エラー表示や、
本体に対して前面枠扉１０６が開放していることが検出された場合に表示される開放中エ
ラー表示等他の表示を適用してもよい。
【３７４６】
（実施例２９）
　本実施の形態の実施例２９によるパチンコ機１００について図１７１（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ト）を用いて説明する。図１７１（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ト）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１７１の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
【３７４７】
　図１７１（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１７１（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３７４８】
　また、図１７１（ａ）に示す時点の状態では、下皿１２８が遊技球で満タンとなってお
り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央部に黒色の横長長方形状画像とその中に白抜
きの「球を抜け！」の文字列画像を含む皿満タン表示ｋ１０が表示されている。皿満タン
表示ｋ１０は、下皿１２８が満タンであることを検出する下皿満タンセンサにより下皿１
２８が遊技球で満タンとなった場合に、球抜きレバー１３２を操作することを遊技者に要
求する表示である。球抜き表示ｋ１０は、下皿満タンエラーの情報を含むコマンドを主制
御部３００から受信したことに基づく第１副制御部４００の制御によって表示される。な
お、皿満タン表示は、球抜き表示や下皿満タンエラー報知画像と呼ばれる場合がある。な
お、皿満タン表示ｋ１０は装飾図柄の変動表示や仮停止表示や停止表示にオーバーラップ
されて表示されてもよい。
【３７４９】
　図１７１（ｂ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が２となった状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域には
保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ２はボタン保留アイコンである。ボ
タン保留アイコンは、遊技者にチャンスボタン１３６の操作を促す表示であり、ボタン保
留アイコンの表示中はチャンスボタン１３６の押下が有効となる操作有効期間（操作受付
期間）となる。
【３７５０】
　図１７１（ｃ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球がさらに１個
入賞し、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が３となった状態を示している。装
飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留３表示領
域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ３は白丸保留アイコンである
。
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【３７５１】
　図１７１（ｄ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球がさらに１個
入賞し、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が４となった状態を示している。装
飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留４表示領
域には保留アイコンｂ４が表示されている。保留アイコンｂ４は黒丸保留アイコンである
。
【３７５２】
　図１７１（ｅ）は、遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたことに応じて、保
留アイコンｂ２がボタン保留アイコンから黒丸保留アイコンに変化した状態を示している
。保留アイコンｂ２の当該変化表示は遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたこ
とに応じて表示される応答表示である。
【３７５３】
　図１７１（ｆ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
を対象とする演出である。Ｂバード演出の開始当初では、Ｂバードｋ２は皿満タン表示ｋ
１０にオーバーラップされていない。
【３７５４】
　図１７１（ｇ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバー
ラップされている。
【３７５５】
　図１７１（ｈ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされて表示されている。
【３７５６】
　図１７１（ｉ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
ーションが表示されている。Ｂバードｋ２の目が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップさ
れているので、レーザー光線が照射された瞬間を遊技者が特定しづらくなっている。
【３７５７】
　図１７１（ｊ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。エフェクト画像ｋ８およ
び保留演出の対象である保留アイコンｂ２に皿満タン表示ｋ１０がオーバーラップしてい
ない。このように、保留演出の対象である保留アイコンにエフェクト画像がオーバーラッ
プされ、次いで、エフェクト画像が消去されて当該保留アイコンが再度視認可能に表示さ
れる一連の演出表示（保留変化アニメ）は、皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされて
ない。なお、Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの
表示中にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェ
クト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっ
ている。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１、ｂ３
、変動中アイコンａ１の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画
像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバー
ラップせずに表示されてもよい。
【３７５８】
　図１７１（ｋ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
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像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンがしない失敗演出である。また、Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラッ
プされている。
【３７５９】
　図１７１（ｌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７１（ｌ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。Ｂバードｋ２が表示画面左端上方に消えていく際には、Ｂバードｋ２は皿満タン表示ｋ
１０にオーバーラップされない。
【３７６０】
　図１７１（ｍ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。また、遊技者による球抜きレバー１３２の
操作により下皿満タンエラーが解消したので、皿満タン表示ｋ１０が消去されている。
【３７６１】
　図１７１（ｎ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３７６２】
　図１７１（ｏ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される
。
【３７６３】
　図１７１（ｐ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３７６４】
　図１７１（ｑ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバー
ラップされている。
【３７６５】
　図１７１（ｒ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ２を対象としており、対象である保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３７６６】
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　図１７１（ｓ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ３の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３７６７】
　図１７１（ｔ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３７６８】
　図１７１（ｕ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７１（ｕ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３７６９】
　図１７１（ｖ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３７７０】
　図１７１（ｗ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。また、再度、下皿
１２８が遊技球で満タンとなって下皿満タンエラーが生じたので、皿満タン表示ｋ１０が
表示されている。
【３７７１】
　図１７１（ｘ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４
が保留２表示領域に移動表示される。当該特図１変動遊技は、２回のＢバード演出の対象
となった保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技である。
【３７７２】
　図１７１（ｙ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ３を対象とする演出である。ＢＵＦＯ演出の開始当初では、ＢＵＦＯｋ７は皿満タン表
示ｋ１０にオーバーラップされない。
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【３７７３】
　図１７１（ｚ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７が皿満タン表示ｋ１０にオーバー
ラップされている。
【３７７４】
　図１７１（イ）は、図１７１（ｚ）から引き続く状態を示しており、ＢＵＦＯ演出中に
左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表
示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯｋ７は、表示画面中央下部まで移動した
後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示されている。ＢＵＦＯｋ７が皿満タン表
示ｋ１０にオーバーラップされている。
【３７７５】
　図１７１（ロ）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ３を対象としており、対象である
変動中アイコンａ３にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。ＢＵＦＯｋ７の光線照射箇所が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラッ
プされているので、光線が照射された瞬間を遊技者が特定しづらくなっている。
【３７７６】
　図１７１（ハ）は、変動中アイコンａ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ３に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。エフェクト画像ｋ８および保留演出の対象である変動中アイコンａ３に皿満タン
表示ｋ１０がオーバーラップされていない。このように、保留演出の対象である変動中ア
イコンにエフェクト画像がオーバーラップされ、次いで、エフェクト画像が消去されて当
該変動中アイコンが再度視認可能に表示される一連の演出表示（保留変化アニメ）は、皿
満タン表示ｋ１０にオーバーラップされてない。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の
光線が変動中アイコンａ３に命中した後にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし
、謎の光線が変動中アイコンａ３に命中するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始さ
れてもよい。変動中アイコンａ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたこ
とで、変動中アイコンａ３の全体が視認不能となっている。
【３７７７】
　図１７１（ニ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ４が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ３は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変
化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。また
、ＢＵＦＯｋ７が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされている。
【３７７８】
　図１７１（ホ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７１（ホ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。ＢＵＦＯｋ７が表示画面左端上方に消えていく際には、ＢＵＦＯｋ７は皿満タン表示ｋ
１０にオーバーラップされていない。
【３７７９】
　図１７１（へ）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１７１（ヘ）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリー
チ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１７１（へ）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表
示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始
されなくてもよい。
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【３７８０】
　図１７１（ト）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ３が消去されている。
【３７８１】
　本実施例では、皿満タン表示ｋ１０によって保留演出を見づらくすることで遊技者に球
抜き操作を行うことが促され、その結果、遊技者が球抜き操作を行ったことで皿満タン表
示ｋ１０が消去され２回目の保留演出が見やすくなったが、遊技者が油断している間に一
般入賞口への遊技球の入賞等によって再度下皿１２８が遊技球で満タンになり、皿満タン
表示ｋ１０が再表示されＢＵＦＯ演出の表示の一部が皿満タン表示ｋ１０によってオーバ
ーラップされている。
【３７８２】
（実施例３０）
　本実施の形態の実施例３０によるパチンコ機１００について図１７２（ａ）～（ｚ）、
（イ）～（ト）を用いて説明する。図１７２（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ト）は、本実施
例によるパチンコ機１００の演出例を時系列で示している。図１７２の各図には、図２９
に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を
抜き出して示している。
【３７８３】
　図１７２（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１７２（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３７８４】
　また、図１７２（ａ）に示す時点の状態では、下皿１２８が遊技球で満タンとなってお
り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面中央部に黒色の横長長方形状画像とその中に白抜
きの「球を抜け！」の文字列画像を含む皿満タン表示ｋ１０が表示されている。皿満タン
表示ｋ１０は、下皿１２８が満タンであることを検出する下皿満タンセンサにより下皿１
２８が遊技球で満タンとなった場合に、球抜きレバー１３２を操作することを遊技者に要
求する表示である。球抜き表示ｋ１０は、下皿満タンエラーの情報を含むコマンドを主制
御部３００から受信したことに基づく第１副制御部４００の制御によって表示される。な
お、皿満タン表示は、球抜き表示や下皿満タンエラー報知画像と呼ばれる場合がある。な
お、皿満タン表示ｋ１０は装飾図柄の変動表示や仮停止表示や停止表示にオーバーラップ
されて表示されてもよい。
【３７８５】
　図１７２（ｂ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が２となった状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域には
保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ２はボタン保留アイコンである。ボ
タン保留アイコンは、遊技者にチャンスボタン１３６の操作を促す表示であり、ボタン保
留アイコンの表示中はチャンスボタン１３６の押下が有効となる操作有効期間（操作受付
期間）となる。
【３７８６】
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　図１７２（ｃ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球がさらに１個
入賞し、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が３となった状態を示している。装
飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留３表示領
域には保留アイコンｂ３が表示されている。保留アイコンｂ３は白丸保留アイコンである
。
【３７８７】
　図１７２（ｄ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球がさらに１個
入賞し、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が４となった状態を示している。装
飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留４表示領
域には保留アイコンｂ４が表示されている。保留アイコンｂ４は黒丸保留アイコンである
。
【３７８８】
　図１７２（ｅ）は、遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたことに応じて、保
留アイコンｂ２がボタン保留アイコンから黒丸保留アイコンに変化した状態を示している
。保留アイコンｂ２の当該変化表示は遊技者によりチャンスボタン１３６が押下されたこ
とに応じて表示される応答表示である。
【３７８９】
　図１７２（ｆ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
を対象とする演出である。Ｂバード演出の開始当初では、Ｂバードｋ２は皿満タン表示ｋ
１０にオーバーラップされていない。
【３７９０】
　図１７２（ｇ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバー
ラップされている。
【３７９１】
　図１７２（ｈ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された状態を示している。Ｂバード
ｋ２は、表示画面中央下部まで移動した後、表示画面中央部に舞い上がるように表示され
ている。Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされて表示されている。
【３７９２】
　図１７２（ｉ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象としており、対象で
ある保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメ
ーションが表示されている。Ｂバードｋ２の目が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップさ
れているので、レーザー光線が照射された瞬間を遊技者が特定しづらくなっている。
【３７９３】
　図１７２（ｊ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。エフェクト画像ｋ８およ
び保留演出の対象である保留アイコンｂ２に皿満タン表示ｋ１０がオーバーラップしてい
ない。このように、保留演出の対象である保留アイコンにエフェクト画像がオーバーラッ
プされ、次いで、エフェクト画像が消去されて当該保留アイコンが再度視認可能に表示さ
れる一連の演出表示（保留変化アニメ）は、皿満タン表示ｋ１０にオーバーラップされて
ない。なお、Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの
表示中にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェ
クト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっ
ている。本例のエフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１、ｂ３
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、変動中アイコンａ１の一部にオーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画
像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバー
ラップせずに表示されてもよい。
【３７９４】
　図１７２（ｋ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンがしない失敗演出である。また、Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバーラッ
プされている。
【３７９５】
　図１７２（ｌ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７２（ｌ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。Ｂバードｋ２が表示画面左端上方に消えていく際には、Ｂバードｋ２は皿満タン表示ｋ
１０にオーバーラップされない。
【３７９６】
　図１７２（ｍ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。また、遊技者による球抜きレバー１３２の
操作により下皿満タンエラーが解消したので、皿満タン表示ｋ１０が消去されている。
【３７９７】
　図１７２（ｎ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３７９８】
　図１７２（ｏ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３
が保留２表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される
。
【３７９９】
　図１７２（ｐ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３８００】
　図１７２（ｑ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２が皿満タン表示ｋ１０にオーバー
ラップされている。
【３８０１】
　図１７２（ｒ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
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面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ２を対象としており、対象である保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３８０２】
　図１７２（ｓ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ３の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３８０３】
　図１７２（ｔ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３８０４】
　図１７２（ｕ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７２（ｕ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３８０５】
　図１７２（ｖ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３８０６】
　図１７２（ｗ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３８０７】
　図１７２（ｘ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ２が変動中アイコンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ３は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４
が保留２表示領域に移動表示される。当該特図１変動遊技は、２回のＢバード演出の対象
となった保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技である。
【３８０８】
　図１７２（ｙ）は、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーションが表示さ
れている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。ＢＵＦ
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Ｏｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中アイコン
ａ３を対象とする演出である。
【３８０９】
　図１７２（ｚ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が左
方に移動するアニメーションが表示され、ＢＵＦＯｋ７の全体が表示されている。
【３８１０】
　図１７２（イ）は、図１７２（ｚ）から引き続く状態を示しており、ＢＵＦＯ演出中に
左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表
示が縮小表示された状態を示している。ＢＵＦＯｋ７は、表示画面中央下部まで移動した
後、表示画面中央右寄りに舞い上がるように表示されている。
【３８１１】
　図１７２（ロ）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行し
た状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ３を対象としており、対象である
変動中アイコンａ３にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーショ
ンが表示されている。
【３８１２】
　図１７２（ハ）は、変動中アイコンａ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコン
ａ３に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示
される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ３に命中した後
にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ３に命中
するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ３の全体
にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ３の全体が視認
不能となっている。
【３８１３】
　図１７２（ニ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ３が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ３は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に変
化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【３８１４】
　図１７２（ホ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７２（ホ）では、ＢＵＦＯｋ７は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、ＢＵＦＯ演出が終了する直前の状態である
。
【３８１５】
　図１７２（へ）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１７２（ヘ）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。スーパーリー
チ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１７２（へ）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマルリーチ演出表
示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演出表示が開始
されなくてもよい。
【３８１６】
　図１７２（ト）は、スーパーリーチ演出表示が終了した後に、特図１変動遊技が終了し
た状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」
が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当り
であることが報知されている。また、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに
先立って変動中アイコンａ３が消去されている。
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【３８１７】
　本実施例では、皿満タン表示ｋ１０によって保留演出を見づらくすることで遊技者に球
抜き操作を行うことが促され、その結果、遊技者が下皿１２８が空になるくらいまで球抜
き操作を行ったことで皿満タン表示ｋ１０が再度表示されることなく、球抜き操作後の保
留演出が見やすくなっている。
【３８１８】
（実施例３１）
　本実施の形態の実施例３１によるパチンコ機１００について図１７３（ａ）～（ｗ）を
用いて説明する。図１７３（ａ）～（ｗ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１７３の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３８１９】
　図１７３（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１７３（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３８２０】
　図１７３（ｂ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が２となった状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域には
保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ２は黒丸保留アイコンである
【３８２１】
　図１７３（ｃ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３８２２】
　図１７３（ｄ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３８２３】
　図１７３（ｅ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示され、Ｂバードｋ２が表示画面中央
部に舞い上がるように表示された後に、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「
態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象と
しており、対象である保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射され
るシーンのアニメーションが表示されている。
【３８２４】
　図１７３（ｆ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１および変動中アイコンａ１の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
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い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３８２５】
　図１７３（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンがしない失敗演出である。
【３８２６】
　図１７３（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７３（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３８２７】
　図１７３（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３８２８】
　図１７３（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３８２９】
　図１７３（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【３８３０】
　図１７３（ｌ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３８３１】
　図１７３（ｍ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３８３２】
　図１７３（ｎ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ２を対象としており、対象である保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３８３３】
　図１７３（ｏ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
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からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ２の一部にオーバーラップして表示さ
れている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよび
保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３８３４】
　図１７３（ｐ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンに変化している。本
例のＢバード演出は対象とした保留アイコンが変化する成功演出である。
【３８３５】
　図１７３（ｑ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７３（ｑ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３８３６】
　図１７３（ｒ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３８３７】
　図１７３（ｓ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３８３８】
　図１７３（ｔ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ
３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ３は、保留アイ
コンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、２回のＢバード演出
の対象となった保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技で
ある。
【３８３９】
　図１７３（ｕ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、
図１７３（ｕ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなるとノーマルリーチ演出表示が
開始される。なお、図１７３（ｕ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にノ
ーマルリーチ演出表示でなくスーパーリーチ演出表示が開始されてもよい。
【３８４０】
　図１７３（ｖ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示して、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾３」が仮停止表示された状態を
示している。
【３８４１】
　図１７３（ｗ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果は大当りである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当



(605) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当りであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されて
いる。なお、変動中アイコン装飾図柄の停止表示中に消去されてもよい。
【３８４２】
　本実施例では、前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ））で保留演出の対象となっ
た保留アイコンが再度保留演出の対象となっている。
【３８４３】
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で保留演出（この例では失敗演出。成功演出で
もよい場合がある。）が行われなかった場合よりも行われた場合の方が当該図柄変動表示
（図１７３（ａ）～（ｊ））の次の図柄変動表示等（この例では図１７３（ｋ）～（ｓ）
）だが、当該前の図柄変動表示において報知されていた数の保留が消化される以前に開始
される図柄変動表示のいずれかでもよい。）において保留演出又は同じ保留演出又は別の
保留演出が行われやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出
（失敗）が行われたとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出又
は同じ保留演出又は別の保留演出が行われない場合があってもよい。
【３８４４】
　次変動で或る変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で或る保留演出（この例ではＢバード演出によ
る失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）が行われなかった場合よりも行われた場合
の方が当該図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ））の次の図柄変動表示等（この例では
図１７３（ｋ）～（ｓ））だが、当該前の図柄変動表示において報知されていた数の保留
が消化される以前に開始される図柄変動表示のいずれかでもよい。）において再度保留演
出又は同じ保留演出（この例ではＢバード演出）が行われやすいように構成されていても
よい。だが前の図柄変動表示で保留演出（失敗）が行われたとしても当該図柄変動表示の
次の図柄変動表示等において保留演出が行われない場合があってもよい。
【３８４５】
　次変動で変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で保留演出の対象とならなかった保留アイコン
よりも対象となった保留アイコンの方が当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等（当該保
留アイコンに対応する保留が消化される以前に開始される図柄変動表示のいずれかでもよ
い。）において保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出の対象になりやすいように構
成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出の対象とならなかった保留アイコ
ンが当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出又は同じ保留演出又は別の
保留演出になる場合があってもよい。
【３８４６】
　次変動で或る変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で或る保留演出（この例ではＢバード演出）の
対象となった保留アイコンが当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等（当該前の図柄変動
表示において報知されていた数分の保留が消化される以前に開始される図柄変動表示のい
ずれかでもよい。）において当該前の図柄変動表示において行われなかった保留演出より
も当該前の図柄変動表示において行われた保留演出（この例ではＢバード演出）の対象に
なりやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で或る保留演出（例えば
Ｂバード演出）の対象となった場合でも当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において
当該前の図柄変動表示において行われなかった保留演出が当該次の図柄変動表示等におい
て行われる場合があってもよい。
【３８４７】
　次変動で変化演出の対象になった場合に当該変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で保留演出（この例ではＢバード演出の失敗演
出）が行われなかった場合よりも行われた場合の方が当該図柄変動表示の次の図柄変動表
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示等（当該前の図柄変動表示において報知されていた数分の保留が消化される以前に開始
される図柄変動表示のいずれかでもよい。）において保留演出又は同じ保留演出又は別の
保留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様やボタン押下変化保留ア
イコン等への変化に成功）が行われやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変
動表示で保留演出（失敗）が行われた場合でも当該前の図柄変動表示の次の図柄変動表示
等において保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出が失敗する場合があってもよい。
【３８４８】
　次変動で或る変化演出の対象になった場合に当該或る変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で保留演出（この例ではＢバード演出の失敗演
出）の対象とならなかった保留アイコンよりも対象となった保留アイコンの方が当該図柄
変動表示の次の図柄変動表示（当該保留アイコンに対応する保留が消化される以前に開始
される図柄変動表示のいずれかでもよい。）において再度保留演出又は同じ保留演出（こ
の例ではＢバード失敗）の対象となった場合には当該保留演出の成功（保留の態様がより
信頼度の高い先読み予告態様やボタン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行われ
やすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出の対象となった保
留アイコンが当該図柄変動表示の次の図柄変動表示（当該保留アイコンに対応する保留が
消化される以前に開始される図柄変動表示のいずれかでもよい。）において再度保留演出
又は同じ保留演出の対象となったとしても当該保留演出の失敗が行われる場合があっても
よい。
【３８４９】
　次に、本実施例の変形例によるパチンコ機１００の演出例について説明する。図１７３
（ｐ’）～（ｚ’）、（イ’）～（ハ’）は、本変形例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１７３（ｐ’）～（ｚ’）、（イ’）～（ハ’）の各図には、
図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２
０８を抜き出して示している。
【３８５０】
　図１７３（ｐ’）は、図１７３（ｏ）から引き続く状態を示している。図１７３（ｐ’
）では、Ｂバードｋ２から保留アイコンｂ２に向かってレーザー光線が照射された後、エ
フェクト画像ｋ８が消去されている。エフェクト画像ｋ８が消去されたことにより、保留
アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留アイコンｂ２は黒丸保留アイコン変化し
ていない。本例のＢバード演出は対象とした保留アイコンが変化しない失敗演出である。
【３８５１】
　図１７３（ｑ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１７３（ｑ’）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態で
ある。
【３８５２】
　図１７３（ｒ’）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄
表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「
装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３８５３】
　図１７３（ｓ’）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、
特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は
はずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装
飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示
の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２
」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３８５４】
　図１７３（ｔ’）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状
態を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
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領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８で
は、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の
移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコン
ａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ３は、保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、２回のＢバード演
出の対象となった保留アイコンｂ２に対応する保留が消化されて開始された特図変動遊技
である。
【３８５５】
　図１７３（ｕ’）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示
されている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバ
ードｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、変動中アイコ
ンａ３を対象とする演出である。
【３８５６】
　図１７３（ｖ’）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が
左方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３８５７】
　図１７３（ｗ’）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示
画面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４
９に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は
変動中アイコンａ３を対象としており、対象である変動中アイコンａ３にＢバードｋ２の
目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【３８５８】
　図１７３（ｘ’）は、変動中アイコンａ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が
表示されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシー
ンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２
の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ
８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ３の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバー
ラップされたことで、変動中アイコンａ３の全体が視認不能となっている。なお、エフェ
クト画像ｋ８は保留演出の対象である保留アイコンや変動アイコンの一部のみにオーバー
ラップされる場合があってもよい。
【３８５９】
　図１７３（ｙ’）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト
画像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ３が再度視認可能に表示される。へ
道中アイコンａ３は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に
変化している。本例のＢバード演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出であ
る。
【３８６０】
　図１７３（ｚ’）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。
図１７３（ｚ’）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示
画面左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態で
ある。
【３８６１】
　図１７３（イ）は、図１７３（ｚ’）から引き続く状態を示している。図１７３（イ）
では、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表示領域２０８ａ
に「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止
表示された状態を示している。本例では、図１７３（イ’）において装飾図柄の変動表示
でリーチとなるとノーマルリーチ演出表示が開始される。なお、図１７３（イ’）におい
て装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にノーマルリーチ演出表示でなくスーパーリー
チ演出表示が開始されてもよい。



(608) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

【３８６２】
　図１７３（ロ’）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示して、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾３」が仮停止表示された状態
を示している。
【３８６３】
　図１７３（ハ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技に係る当否判定結果は大当りである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大
当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（確定表示、本停止表示）さ
れ、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当りであることが報知されている。また、「
装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去され
ている。なお、変動中アイコン装飾図柄の停止表示中に消去されてもよい。
【３８６４】
　本変形例では、図１７３（ａ）～（ｏ）に続いて、Ｂバード演出が再度失敗し、当該失
敗が繰り返された黒丸保留アイコンに対応する保留の消化で開始された図柄変動表示（ｔ
’）～（ハ’）中に、変動中アイコンが再度Ｂバード演出による保留演出が成功し、当該
図柄変動表示において最終的に大当り図柄態様が確定表示されている。
【３８６５】
　２回前の前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ））や１回前の前の図柄変動表示（
図１７３（ｋ）～（ｏ）、（ｐ’）～（ｓ’））で保留演出（この例ではＢバード演出）
の対象となった保留アイコンが変動アイコンとして表示されている状態で再度保留演出又
は同じ保留演出の対象となっている。
【３８６６】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示が大当りしや
すい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ）
）や直前の図柄変動表示（図１７３（ｋ）～（ｏ）、（ｐ’）～（ｓ’））で保留演出（
この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にならなかった場合よりも
対象になった場合の方が当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図
柄変動表示（この例では図１７３（ｔ’）～（ハ’））において最終的に大当り図柄態様
が停止表示されやすいように構成されていてもよい。だが或る保留アイコンが前の図柄変
動表示や直前の図柄変動表示で保留演出の対象になったとしても当該或る保留アイコンに
対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において最終的に外れ図柄態様が停止
表示される場合があってもよい。
【３８６７】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で或る演出が
行われると大当りしやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ）
）や直前の図柄変動表示（図１７３（ｋ）～（ｏ）、（ｐ’）～（ｓ’））で保留演出（
この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にならなかった場合よりも
対象になった場合の方が当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図
柄変動表示（この例では、図１７３（ｔ’）～（ハ’））において或る演出（この例では
ノーマルリーチ演出（図１７３（イ’））だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高
いスーパーリーチの発生や或る予告表示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合が
ある。）が発生した場合には最終的に大当り図柄態様が停止表示されやすい又は停止表示
されるように構成されていてもよい。だが或る保留アイコンが前の図柄変動表示や直前の
図柄変動表示で保留演出の対象になったとしても当該或る保留アイコンに対応する保留が
消化されて開始される図柄変動表示において或る演出が行われたとしても最終的に外れ図
柄態様が停止表示される場合があってもよい。
【３８６８】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変化演出が
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発生すると大当りしやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ）
）や直前の図柄変動表示（図１７３（ｋ）～（ｏ）、（ｐ’）～（ｓ’））で保留演出（
この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にならなかった場合よりも
対象になった場合の方が当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図
柄変動表示（この例では図１７３（ｔ’）～（ハ’））において保留演出又は同じ保留演
出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ
’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生
した場合には最終的に大当り図柄態様が停止表示されやすいように構成されていてもよい
。だが或る保留アイコンが前の図柄変動表示や直前の図柄変動表示で保留演出の対象にな
ったとしても当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示
において保留演出が行われたとしても最終的に外れ図柄態様が停止表示される場合があっ
てもよい。
【３８６９】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変化演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ）
）や直前の図柄変動表示（図１７３（ｋ）～（ｏ）、（ｐ’）～（ｓ’））で保留演出（
この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にならなかった場合よりも
対象になった場合の方が当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図
柄変動表示（この例では図１７３（ｔ’）～（ハ’））において保留演出又は同じ保留演
出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ
’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生
しやすいように構成されていてもよい。だが或る保留アイコンが前の図柄変動表示や直前
の図柄変動表示で保留演出の対象になったとしても当該或る保留アイコンに対応する保留
が消化されて開始される図柄変動表示において保留演出が行われない場合があってもよい
。
【３８７０】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変動中アイ
コンが変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ）
）や直前の図柄変動表示（図１７３（ｋ）～（ｏ）、（ｐ’）～（ｓ’））で保留演出（
この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にならなかった場合よりも
対象になった場合の方が当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図
柄変動表示（この例では、図１７３（ｔ’）～（ハ’））において当該保留アイコン（変
動中アイコン）が別の保留アイコンよりも保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（
この例では同じ保留演出のＢバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ
演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）の対象になりやすいように構
成されていてもよい。だが或る保留アイコンが前の図柄変動表示や直前の図柄変動表示で
保留演出の対象になったとしても当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始
される図柄変動表示において別の保留アイコンが対象になる場合があってもよい。
【３８７１】
　対象になった…図柄変動表示で或る演出が行われると変動中アイコンが変化演出の対象
になりやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ）
）や直前の図柄変動表示（図１７３（ｋ）～（ｏ）、（ｐ’）～（ｓ’）で保留演出（こ
の例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にならなかった場合よりも対
象になった場合の方が当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄
変動表示（この例では図１７３（ｔ’）～（ハ’））において或る演出（この例ではノー
マルリーチ演出（図１７３（イ’））だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高いス
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ーパーリーチの発生や或る予告表示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合がある
。）が発生した場合には当該保留アイコン（変動中アイコン）が保留演出又は同じ保留演
出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ
’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）を対象
にした当該保留演出が行われやすい又は行われるように構成されていてもよい。だが或る
保留アイコンが前の図柄変動表示や直前の図柄変動表示で保留演出の対象になったとして
も当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において当
該保留アイコンを対象にした保留演出が失敗する場合があってもよいし、或る保留アイコ
ンが前の図柄変動表示や直前の図柄変動表示で保留演出の対象になったとしても当該或る
保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において当該保留アイ
コンを対象にした保留演出が行われない場合があってもよい。
【３８７２】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変動中アイ
コンの変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ）
）や直前の図柄変動表示（図１７３（ｋ）～（ｏ）、（ｐ’）～（ｓ’））で保留演出（
この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にならなかった場合よりも
対象になった場合の方が当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図
柄変動表示（この例では、図１７３（ｔ’）～（ハ’））において当該保留アイコン（変
動中アイコン）が保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出
Ｂバード（ｕ’）～（ｚ’）だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい
場合がある。）を対象にした当該保留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み
予告態様やボタン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行われやすいように構成さ
れていてもよい。だが或る保留アイコンが前の図柄変動表示や直前の図柄変動表示で保留
演出の対象になったとしても当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始され
る図柄変動表示において当該保留アイコンを対象にした保留演出が失敗する場合があって
もよいし、或る保留アイコンが前の図柄変動表示や直前の図柄変動表示で保留演出の対象
になったとしても当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動
表示において当該保留アイコンを対象にした保留演出が行われない場合があってもよい。
【３８７３】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で或る演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ）
）や直前の図柄変動表示（図１７３（ｋ）～（ｏ）、（ｐ’）～（ｓ’））で保留演出（
この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にならなかった場合よりも
対象になった場合の方が当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図
柄変動表示（この例では図１７３（ｔ’）～（ハ’））において或る演出（この例ではノ
ーマルリーチ演出（図１７３（イ’））だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高い
スーパーリーチの発生や或る予告表示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合があ
る。）が発生しやすい又は発生するように構成されていてもよい。だが或る保留アイコン
が前の図柄変動表示や直前の図柄変動表示で保留演出の対象になったとしても当該或る保
留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において或る演出が行わ
れない場合があってもよい。
【３８７４】
　対象になった…図柄変動表示で変動中アイコンの変化演出が発生で或る演出が発生しや
すい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが前の図柄変動表示（図１７３（ａ）～（ｊ）
）や直前の図柄変動表示（図１７３（ｋ）～（ｏ）、（ｐ’）～（ｓ’））で保留演出（
この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にならなかった場合よりも
対象になった場合の方が当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図
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柄変動表示（この例では図１７３（ｔ’）～（ハ’））において当該保留アイコン（変動
中アイコン）が保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出の
Ｂバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発
生等としてもよい場合がある。）を対象にした当該保留演出が行われると又は成功すると
或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１７３（イ’））だが、ノーマルリーチよ
りも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や或る予告表示の発生や擬似連演出の発生
等としてもよい場合がある。）が発生しやすい又は発生するように構成されていてもよい
。だが或る保留アイコンが前の図柄変動表示や直前の図柄変動表示で保留演出の対象にな
ったとしても当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示
において再度保留演出が行われても或る演出が行われない場合があってもよい。
【３８７５】
（実施例３２）
　本実施の形態の実施例３２によるパチンコ機１００について図１７４（ａ）～（ｐ）を
用いて説明する。図１７４（ａ）～（ｐ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１７４の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３８７６】
　図１７４（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１７４（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３８７７】
　図１７４（ｂ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が２となった状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域には
保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである
【３８７８】
　図１７４（ｃ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３８７９】
　図１７４（ｄ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３８８０】
　図１７４（ｅ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示され、Ｂバードｋ２が表示画面中央
部に舞い上がるように表示された後に、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「
態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象と
しており、対象である保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射され
るシーンのアニメーションが表示されている。
【３８８１】
　図１７４（ｆ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
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からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１および変動中アイコンａ１の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３８８２】
　図１７４（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は白丸保留アイコンから黒丸保留アイコンに変化している。本例のＢバード演
出は対象とした保留アイコンする成功演出である。
【３８８３】
　図１７４（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７４（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３８８４】
　図１７４（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３８８５】
　図１７４（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３８８６】
　図１７４（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【３８８７】
　図１７４（ｌ）は、当該特図１変動遊技中に保留演出が行われずに、左図柄表示領域２
０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が
仮停止表示された状態を示している。本例では黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ２
を対象とする保留演出は行われない。
【３８８８】
　図１７４（ｍ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３８８９】
　図１７４（ｎ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
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を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ
３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。
【３８９０】
　図１７４（ｏ）は、当該特図１変動遊技中に保留演出が行われずに、左図柄表示領域２
０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が
仮停止表示された状態を示している。本例では黒丸保留アイコンの表示態様である変動中
アイコンａ３を対象とする保留演出は行われない。
【３８９１】
　図１７４（ｐ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。
【３８９２】
　本実施例では、保留演出（Ｂバード演出）の対象になり、当該保留演出に成功したこと
で保留アイコンｂ２が黒丸保留アイコンに変化するが、次変動では保留演出が行われず、
当該保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示で最終的に外れ図
柄態様が表示されている。
【３８９３】
　次変動で変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した保留演出（この例ではＢバード演出による成功演出）が行われ
た図柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７４（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る
態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例
えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の
図柄変動表示の方が再度保留演出又は同じ保留演出（この例ではＢバード演出）又は別の
保留演出が行われやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出
（成功）が行われたとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出が
行われる場合があってもよい。
【３８９４】
　次変動で或る変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した保留演出（この例ではＢバード演出による成功演出）が行われ
た図柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７４（ｋ）～（ｓ）よりも登場から当該或る態
様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例え
ば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図
柄変動表示の方が或る保留演出（この例ではＢバード演出）が行われやすいように構成さ
れていてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出（成功）が行われたとしても当該図柄
変動表示の次の図柄変動表示等において当該或る保留演出が行われる場合があってもよい
。
【３８９５】
　次変動で変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した保留演出（この例ではＢバードによる成功演出）が行われた図
柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７４（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした保留演出（例えば図１
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７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動
表示の方が当該保留アイコンが保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出の対象になり
やすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出（成功）が行われ
たとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出又は同じ保留演出又
は別の保留演出の対象になる場合があってもよい。
【３８９６】
　次変動で或る変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した保留演出（この例ではＢバード演出による成功演出）が行われ
た図柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７４（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る
態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例
えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の
図柄変動表示の方が当該保留アイコンが或る保留演出（例えば失敗演出となった保留演出
と同じ保留演出）の対象になりやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表
示で保留演出（成功）が行われたとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等におい
て或る保留演出の対象になる場合があってもよい。
【３８９７】
　次変動で変化演出の対象になった場合に当該変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した保留演出（この例ではＢバード演出による成功演出）が行われ
た図柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７４（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る
態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした保留演出（例えば
図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄
変動表示の方が当該保留アイコンが保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出の対象に
なりやすく又当該保留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様やボタ
ン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行われやすい当該保留演出が成功しやすい
ように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出（成功）が行われたとし
ても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出の対象になり成功する場合
があってもよい。
【３８９８】
　次変動で或る変化演出の対象になった場合に当該或る変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した保留演出（この例ではＢバードによる成功演出）が行われた図
柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７４（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした保留演出（例えば図１
７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動
表示の方が当該保留アイコンが或る保留演出（ここまでの例ではＢバード演出）の対象に
なりやすく又当該保留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様やボタ
ン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行われやすい当該保留演出が成功しやすい
ように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出（成功）が行われたとし
ても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において或る保留演出の対象になり成功する
場合があってもよい。
【３８９９】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示が大当りしや
すい。
　例示しているとおり、保留演出（この例ではＢバード演出による成功演出）によって変
化した或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消
化して開始された図柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例
では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢ
バード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が
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消化して開始された図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態様が停止表示されやすいよ
うに構成されていてもよい。だが保留演出の結果変化して或る態様となった保留アイコン
に対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において最終的に大当り図柄態様が
停止表示される場合があってもよい。
【３９００】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で或る演出が
行われると大当りしやすい。
　例示しているとおり、保留演出（この例ではＢバード演出による成功演出）によって変
化した或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消
化して開始された図柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例
では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢ
バード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が
消化して開始された図柄変動表示の方が或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１
７３（イ’））だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や
或る予告表示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生した場合に
は最終的に大当り図柄態様が停止表示されやすい又は停止表示されるように構成されてい
てもよい。だが保留演出の結果変化して或る態様となった保留アイコンに対応する保留が
消化されて開始される図柄変動表示において或る演出が行われたとしても最終的に大当り
図柄態様が停止表示される場合があってもよい。
【３９０１】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変化演出が
発生すると大当りしやすい。
　例示しているとおり、保留演出（この例ではＢバードによる成功演出）によって変化し
た或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化し
て開始された図柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では
黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバー
ド演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化
して開始された図柄変動表示の方が保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例
では同じ保留演出のＢバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等
の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生した場合には最終的に大当り
図柄態様が停止表示されやすいように構成されていてもよい。だが保留演出の結果変化し
て或る態様となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示に
おいて保留演出が行われたとしても最終的に大当り図柄態様が停止表示される場合があっ
てもよい。
【３９０２】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変化演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、保留演出（この例ではＢバードによる成功演出）によって変化し
た或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化し
て開始された図柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では
黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバー
ド演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化
して開始された図柄変動表示の方が保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例
では同じ保留演出のＢバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等
の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生しやすいように構成されてい
てもよい。だが保留演出の結果変化して或る態様となった保留アイコンに対応する保留が
消化されて開始される図柄変動表示において保留演出が行われない場合があってもよい。
【３９０３】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変動中アイ
コンが変化演出の対象になりやすい。
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　例示しているとおり、保留演出（この例ではＢバード演出による成功演出）によって変
化した或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該
或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出
（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様
をした保留アイコンの方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に保留演出又は
同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード演出（図１７３（ｕ
’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある
。）の対象になりやすいように構成されていてもよい。だが保留演出の結果変化して或る
態様となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において
当該保留アイコン（変動中アイコン）が対象になる場合があってもよい。
【３９０４】
　対象になった…図柄変動表示で或る演出が行われると変動中アイコンが変化演出の対象
になりやすい。
　例示しているとおり、保留演出（この例ではＢバード演出による成功演出）によって変
化した或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該
或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出
（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様
をした保留アイコンの方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当該変動アイ
コンを対象とした保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出
のＢバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の
発生等としてもよい場合がある。）が行われやすいように構成されていてもよい。だが保
留演出の結果変化して或る態様となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始さ
れる図柄変動表示において当該保留アイコン（変動中アイコン）を対象にした保留演出が
行われる場合があってもよい。
【３９０５】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変動中アイ
コンの変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、保留演出（この例ではＢバード演出による成功演出）によって変
化した或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該
或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出
（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様
をした保留アイコンの方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当該変動アイ
コンを対象とした保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出
のＢバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の
発生等としてもよい場合がある。）の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態
様やボタン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行われやすいように構成されてい
てもよい。だが保留演出の結果変化して或る態様となった保留アイコンに対応する保留が
消化されて開始される図柄変動表示において当該保留アイコン（変動中アイコン）を対象
にした保留演出が成功する場合があってもよい。
【３９０６】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で或る演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、保留演出（この例ではＢバード演出による成功演出）によって変
化した或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消
化して開始された図柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例
では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ））の
Ｂバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留
が消化して開始された図柄変動表示の方が或る演出（この例ではノーマルリーチ演出図１
７３（イ’））だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や
或る予告表示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生しやすい又
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は発生するように構成されていてもよい。だが保留演出の結果変化して或る態様となった
保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において或る演出が行
われる場合があってもよい。
【３９０７】
　対象になった…図柄変動表示で変動中アイコンの変化演出が発生で或る演出が発生しや
すい。
　例示しているとおり、保留演出（この例ではＢバードによる成功演出）によって変化し
た或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該或る
態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例
えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をし
た保留アイコンの方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当該変動アイコン
を対象とした保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢ
バード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生
等としてもよい場合がある。）が行われると又は成功すると或る演出（この例ではノーマ
ルリーチ演出（図１７３（イ’））だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスー
パーリーチの発生や或る予告表示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合がある。
）が発生しやすい又は発生するように構成されていてもよい。だが保留演出の結果変化し
て或る態様となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示に
おいて再度保留演出が行われても或る演出が行われない場合があってもよい。
【３９０８】
（実施例３３）
　本実施の形態の実施例３３によるパチンコ機１００について図１７４（Ａ）～（Ｐ）を
用いて説明する。図１７４（Ａ）～（Ｐ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例
を時系列で示している。図１７４の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液
晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３９０９】
　図１７４（Ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１７４（Ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３９１０】
　図１７４（Ｂ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が２となった状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域には
保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ２は黒丸保留アイコンである
【３９１１】
　図１７４（Ｃ）は、保留演出のＷバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＷバードｋ１が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｗバードｋ１が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｗバー
ドｋ１の登場開始がＷバード演出の開始である。本例のＷバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３９１２】
　図１７４（Ｄ）は、Ｗバード演出が行われている状態を示している。Ｗバードｋ１が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｗバードｋ１の全体が表示されている。
【３９１３】
　図１７４（Ｅ）は、Ｗバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
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面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示され、Ｗバードｋ１が表示画面中央
部に舞い上がるように表示された後に、Ｗバード演出が図１４９に示す「態様α」から「
態様β」に進行した状態を示している。本例のＷバード演出は保留アイコンｂ２を対象と
しており、対象である保留アイコンｂ２にＷバードｋ１の目からレーザー光線が照射され
るシーンのアニメーションが表示されている。
【３９１４】
　図１７４（Ｆ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｗバードｋ１の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｗバードｋ１の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１および変動中アイコンａ１の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３９１５】
　図１７４（Ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は黒丸保留アイコンのままである。本例のＷバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３９１６】
　図１７４（Ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７４（Ｈ）では、Ｗバードｋ１は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｗバード演出が終了する直前の状態である
。
【３９１７】
　図１７４（Ｉ）は、Ｗバードｋ１が消去されてＷバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３９１８】
　図１７４（Ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３９１９】
　図１７４（Ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【３９２０】
　図１７４（Ｌ）は、当該特図１変動遊技中に保留演出が行われずに、左図柄表示領域２
０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が
仮停止表示された状態を示している。本例では黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ２
を対象とする保留演出は行われない。
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【３９２１】
　図１７４（Ｍ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３９２２】
　図１７４（Ｎ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ
３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。
【３９２３】
　図１７４（Ｏ）は、当該特図１変動遊技中に保留演出が行われずに、左図柄表示領域２
０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が
仮停止表示された状態を示している。本例では黒丸保留アイコンの表示態様である変動中
アイコンａ３を対象とする保留演出は行われない。
【３９２４】
　図１７４（Ｐ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。
【３９２５】
　本実施例では、保留演出（Ｗバード）の対象になり、当該保留演出に失敗したことで変
化しなかった黒丸保留アイコンを対象とする保留演出は次変動で行われず、当該保留アイ
コンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示で最終的にはずれ図柄態様が表
示される例です。
【３９２６】
　次変動で変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を
対象にした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）とは別の保留
演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）が行われた図柄変動表示（図１７４（Ａ
）～（Ｊ））の次の図柄変動表示（図１７４（Ｋ）～（Ｓ））よりも登場から当該或る態
様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例え
ば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図
柄変動表示の方が再度保留演出又は同じ保留演出（この例ではＢバード演出）又は別の保
留演出が行われやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該別の保
留演出が行われたとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出が行
われる場合があってもよい。
【３９２７】
　次変動で或る変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を
対象にした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）とは別の保留
演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）が行われた図柄変動表示（図１７４（Ａ
）～（Ｊ））の次の図柄変動表示（図１７４（Ｋ）～（Ｓ）よりも登場から当該或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば
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図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄
変動表示の方が或る保留演出（この例ではＢバード演出）が行われやすいように構成され
ていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該別の保留演出が行われたとしても当該図柄変
動表示の次の図柄変動表示等において当該或る保留演出が行われる場合があってもよい。
【３９２８】
　次変動で変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を
対象にした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）とは別の保留
演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）が行われた図柄変動表示（図１７４（Ａ
）～（Ｊ））の次の図柄変動表示（図１７４（Ｋ）～（Ｓ）よりも登場から当該或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば
図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄
変動表示の方が当該保留アイコンが保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出の対象に
なりやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で別の保留演出が行われ
たとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出又は同じ保留演出又
は別の保留演出の対象になる場合があってもよい。
【３９２９】
　次変動で或る変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を
対象にした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）とは別の保留
演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）が行われた図柄変動表示（図１７４（Ａ
）～（Ｊ））の次の図柄変動表示（図１７４（Ｋ）～（Ｓ）よりも登場から当該或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば
図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄
変動表示の方が当該保留アイコンが或る保留演出（例えば失敗演出となった保留演出と同
じ保留演出）の対象になりやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で
当該別の保留演出が行われたとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において或
る保留演出の対象になる場合があってもよい。
【３９３０】
　次変動で変化演出の対象になった場合に当該変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を
対象にした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）とは別の保留
演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）が行われた図柄変動表示（１７４（Ａ）
～（Ｊ））の次の図柄変動表示（図１７４（Ｋ）～（Ｓ））よりも登場から当該或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば
図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄
変動表示の方が当該保留アイコンが保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出の対象に
なりやすく又当該保留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様やボタ
ン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行われやすい当該保留演出が成功しやすい
ように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該別の保留演出が行われたとし
ても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出の対象になり成功する場合
があってもよい。
【３９３１】
　次変動で或る変化演出の対象になった場合に当該或る変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を
対象にした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）とは別の保留
演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）が行われた図柄変動表示（図１７４（Ａ
）～（Ｊ））の次の図柄変動表示（図１７４（Ｋ）～（Ｓ）よりも登場から当該或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば
図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄
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変動表示の方が当該保留アイコンが或る保留演出（ここまでの例ではＢバード演出）の対
象になりやすく又当該保留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様や
ボタン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行われやすい当該保留演出が成功しや
すいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該別の保留演出が行われた
としても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において或る保留演出の対象になり成功
する場合があってもよい。
【３９３２】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示が大当りしや
すい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）によって変化しなかった或
る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化して開
始された図柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸
保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演
出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化して
開始された図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態様が停止表示されやすいように構成
されていてもよい。だが当該別の保留演出の結果変化せずに或る態様をした保留アイコン
に対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において最終的に大当り図柄態様が
停止表示される場合があってもよい。
【３９３３】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で或る演出が
行われると大当りしやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）によって変化しなかった保
留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化して開始された図柄変
動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）
を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われた
にも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化して開始された図柄
変動表示の方が或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１７３（イ’））だが、ノ
ーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や或る予告表示の発生や擬
似連演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生した場合には最終的に大当り図柄態
様が停止表示されやすい又は停止表示されるように構成されていてもよい。だが当該別の
保留演出の結果変化せずに或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化されて開始
される図柄変動表示において或る演出が行われたとしても最終的に大当り図柄態様が停止
表示される場合があってもよい。
【３９３４】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変化演出が
発生すると大当りしやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバードによる失敗演出）によって変化しなかった保留ア
イコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化して開始された図柄変動表
示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対
象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード）が行われたにも関わ
らず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化して開始された図柄変動表示
の方が保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード
演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等とし
てもよい場合がある。）が発生した場合には最終的に大当り図柄態様が停止表示されやす
いように構成されていてもよい。だが当該別の保留演出の結果変化せずに或る態様をした
保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において保留演出が行
われたとしても最終的に大当り図柄態様が停止表示される場合があってもよい。
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【３９３５】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変化演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）によって変化しなかった保
留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化して開始された図柄変
動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）
を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われた
にも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化して開始された図柄
変動表示の方が保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出の
Ｂバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発
生等としてもよい場合がある。）が発生しやすいように構成されていてもよい。だが当該
別の保留演出の結果変化せずに或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化されて
開始される図柄変動表示において保留演出が行われない場合があってもよい。
【３９３６】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変動中アイ
コンが変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば、図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出
）とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）によって変化しなかった
或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該或る態
様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例え
ば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした
保留アイコンの方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に保留演出又は同じ保
留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード演出（図１７４（ｕ’）～
（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）の
対象になりやすいように構成されていてもよい。だが当該別の保留演出の結果変化せずに
或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示におい
て当該保留アイコン（変動中アイコン）が対象になる場合があってもよい。
【３９３７】
　対象になった…図柄変動表示で或る演出が行われると変動中アイコンが変化演出の対象
になりやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバードによる失敗演出）によって変化しなかった或る態
様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該或る態様をし
た保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１
７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留ア
イコンの方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当該変動アイコンを対象と
した保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード演
出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ等の別の保留演出の発生等としてもよ
い場合がある。）が行われやすいように構成されていてもよい。だが当該別の保留演出の
結果変化せずに或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄
変動表示において当該保留アイコン（変動中アイコン）を対象にした保留演出が行われる
場合があってもよい。
【３９３８】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変動中アイ
コンの変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）によって変化しなかった保
留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該或る態様をした保留アイ
コン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）
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～（ｈ）のＢバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンの方
がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当該変動アイコンを対象とした保留演
出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード演出（図１７
３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合
がある。）の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様やボタン押下変化保留
アイコン等への変化に成功）が行われやすいように構成されていてもよい。だが当該別の
保留演出の結果変化せずに或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化されて開始
される図柄変動表示において当該保留アイコン（変動中アイコン）を対象にした保留演出
が成功する場合があってもよい。
【３９３９】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で或る演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による失敗演出）によって変化しなかった或
る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化して開
始された図柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸
保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演
出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化して
開始された図柄変動表示の方が或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１７３（イ
’）だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や或る予告表
示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生しやすい又は発生する
ように構成されていてもよい。だが当該別の保留演出の結果変化せずに或る態様をした保
留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において或る演出が行わ
れる場合があってもよい。
【３９４０】
　対象になった保留アイコンに対応する図柄変動表示で変動中アイコンの変化演出が発生
で或る演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバードによる失敗演出）によって変化しなかった保留ア
イコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン
（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（
ｈ）のＢバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンの方がそ
れら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当該変動アイコンを対象とした保留演出又
は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード演出（図１７３（
ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合があ
る。）が行われると又は成功すると或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１７３
（イ’））だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や或る
予告表示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生しやすい又は発
生するように構成されていてもよい。だが当該別の保留演出の結果変化せずに或る態様を
した保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において再度保留
演出が行われても或る演出が行われない場合があってもよい。
【３９４１】
（実施例３４）
　本実施の形態の実施例３４よるパチンコ機１００について図１７５（ａ）～（ｐ）を用
いて説明する。図１７５（ａ）～（ｐ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１７５の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３９４２】
　図１７５（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
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ている。図１７５（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３９４３】
　図１７５（ｂ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が２となった状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域には
保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ２は白丸保留アイコンである
【３９４４】
　図１７５（ｃ）は、保留演出のＷバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＷバードｋ１が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｗバードｋ１が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｗバー
ドｋ１の登場開始がＷバード演出の開始である。本例のＷバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３９４５】
　図１７５（ｄ）は、Ｗバード演出が行われている状態を示している。Ｗバードｋ１が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｗバードｋ１の全体が表示されている。
【３９４６】
　図１７５（ｅ）は、Ｗバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示され、Ｗバードｋ１が表示画面中央
部に舞い上がるように表示された後に、Ｗバード演出が図１４９に示す「態様α」から「
態様β」に進行した状態を示している。本例のＷバード演出は保留アイコンｂ２を対象と
しており、対象である保留アイコンｂ２にＷバードｋ１の目からレーザー光線が照射され
るシーンのアニメーションが表示されている。
【３９４７】
　図１７５（ｆ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｗバードｋ１の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｗバードｋ１の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１および変動中アイコンａ１の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３９４８】
　図１７５（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は白丸保留アイコンから黒丸保留に変化している。本例のＷバード演出は対象
とした保留アイコンが変化する成功演出である。
【３９４９】
　図１７５（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７５（ｈ）では、Ｗバードｋ１は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｗバード演出が終了する直前の状態である
。
【３９５０】
　図１７５（ｉ）は、Ｗバードｋ１が消去されてＷバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
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飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３９５１】
　図１７５（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３９５２】
　図１７５（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【３９５３】
　図１７５（ｌ）は、当該特図１変動遊技中に保留演出が行われずに、左図柄表示領域２
０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が
仮停止表示された状態を示している。本例では黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ２
を対象とする保留演出は行われない。
【３９５４】
　図１７５（ｍ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
【３９５５】
　図１７５（ｎ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ
３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。
【３９５６】
　図１７５（ｏ）は、当該特図１変動遊技中に保留演出が行われずに、左図柄表示領域２
０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が
仮停止表示された状態を示している。本例では黒丸保留アイコンの表示態様である変動中
アイコンａ３を対象とする保留演出は行われない。
【３９５７】
　図１７５（ｐ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されている。
【３９５８】
　本実施例では、保留演出（Ｗバード）の対象になり、当該保留演出に成功したことで黒
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丸保留アイコンが次変動は保留演出が行われず、当該保留アイコンに対応する保留が消化
されて開始される図柄変動表示で最終的にはずれ図柄態様が表示される例です。
【３９５９】
　次変動で変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード）と
は別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）が行われた図柄変動表示の次
の図柄変動表示（図１７５（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る態様をした保留アイ
コン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）
～（ｈ）のＢバード）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の方が再度
保留演出又は同じ保留演出（この例ではＢバード演出）又は別の保留演出が行われやすい
ように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該別の保留演出（成功）が行わ
れたとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出が行われる場合が
あってもよい。
【３９６０】
　次変動で或る変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出
）とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）が行われた図柄変動表示
の次の図柄変動表示（図１７５（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る態様をした保留
アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（
ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の
方が或る保留演出（この例ではＢバード演出）が行われやすいように構成されていてもよ
い。だが前の図柄変動表示で保留演出（成功）が行われたとしても当該図柄変動表示の次
の図柄変動表示等において当該或る保留演出が行われる場合があってもよい。
【３９６１】
　次変動で変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出
）とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）が行われた図柄変動表示
の次の図柄変動表示（図１７５（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る態様をした保留
アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした保留演出（例えば図１７３（ｃ）
～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の方が
当該保留アイコンが保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出の対象になりやすいよう
に構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該別の保留演出（成功）が行われた
としても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出又は同じ保留演出又は
別の保留演出の対象になる場合があってもよい。
【３９６２】
　次変動で或る変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出
）とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）が行われた図柄変動表示
の次の図柄変動表示（図１７５（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る態様をした保留
アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（
ｃ）～（ｈ）のＢバード）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の方が
当該保留アイコンが或る保留演出（例えば失敗演出となった保留演出と同じ保留演出）の
対象になりやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該の別の保留
演出（成功）が行われたとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において或る保
留演出の対象になる場合があってもよい。
【３９６３】
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　次変動で変化演出の対象になった場合に当該変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出
）とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）が行われた図柄変動表示
の次の図柄変動表示（図１７５（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る態様をした保留
アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした保留演出（例えば図１７３（ｃ）
～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の方が
当該保留アイコンが保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出の対象になりやすく又当
該保留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様やボタン押下変化保留
アイコン等への変化に成功）が行われやすい当該保留演出が成功しやすいように構成され
ていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該別の保留演出（成功）が行われたとしても当
該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出の対象になり成功する場合があっ
てもよい。
【３９６４】
　次変動で或る変化演出の対象になった場合に当該或る変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に
変化させることに成功した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出
）とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）が行われた図柄変動表示
の次の図柄変動表示（図１７５（ｋ）～（ｓ））よりも登場から当該或る態様をした保留
アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした保留演出（例えば図１７３（ｃ）
～（ｈ）のＢバード演出）の失敗演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の方が
当該保留アイコンが或る保留演出（ここまでの例ではＢバード演出）の対象になりやすく
又当該保留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様やボタン押下変化
保留アイコン等への変化に成功）が行われやすい当該保留演出が成功しやすいように構成
されていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該別の保留演出（成功）が行われたとして
も当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において或る保留演出の対象になり成功する場
合があってもよい。
【３９６５】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示が大当りしや
すい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）によって変化した或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化して開始され
た図柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留ア
イコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が
行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化して開始さ
れた図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態様が停止表示されやすいように構成されて
いてもよい。だが当該別の保留演出の結果変化して或る態様となった保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始される図柄変動表示において最終的に大当り図柄態様が停止表
示される場合があってもよい。
【３９６６】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で或る演出が
行われると大当りしやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバードによる成功演出）によって変化した或る態様をし
た保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化して開始された図
柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコ
ン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード）が行われた
にも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化して開始された図柄
変動表示の方が或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１７３（イ’））だが、ノ
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ーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や或る予告表示の発生や擬
似連演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生した場合には最終的に大当り図柄態
様が停止表示されやすい又は停止表示されるように構成されていてもよい。だが当該別の
保留演出の結果変化して或る態様となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始
される図柄変動表示において或る演出が行われたとしても最終的に大当り図柄態様が停止
表示される場合があってもよい。
【３９６７】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変化演出が
発生すると大当りしやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）によって変化した或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化して開始され
た図柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留ア
イコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード）が行わ
れたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化して開始された
図柄変動表示の方が保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演
出のＢバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出
の発生等としてもよい場合がある。）が発生した場合には最終的に大当り図柄態様が停止
表示されやすいように構成されていてもよい。だが当該別の保留演出の結果変化して或る
態様となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において
保留演出が行われたとしても最終的に大当り図柄態様が停止表示される場合があってもよ
い。
【３９６８】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変化演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバードによる成功演出）によって変化した或る態様をし
た保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化して開始された図
柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコ
ン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行わ
れたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化して開始された
図柄変動表示の方が保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演
出Ｂバード（図１７５（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生
等としてもよい場合がある。）が発生しやすいように構成されていてもよい。だが当該別
の保留演出の結果変化して或る態様となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開
始される図柄変動表示において保留演出が行われない場合があってもよい。
【３９６９】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変動中アイ
コンが変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）によって変化した或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該或る態様をした
保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７
３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイ
コンの方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に保留演出又は同じ保留演出又
は別の保留演出（この例では同じ保留演出Ｂバード（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが
、ＷＵＦＯ等の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）の対象になりやすいよ
うに構成されていてもよい。だが当該別の保留演出の結果変化して或る態様となった保留
アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において当該保留アイコン
（変動中アイコン）が対象になる場合があってもよい。
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【３９７０】
　図柄変動表示で或る演出が行われると変動中アイコンが変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）によって変化した或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該或る態様をした
保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７
３（ｃ）～（ｈ）のＢバード）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコン
の方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当該変動アイコンを対象とした保
留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード演出（図
１７３（ｕ’）～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい
場合がある。）が行われやすいように構成されていてもよい。だが当該別の保留演出の結
果変化して或る態様となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変
動表示において当該保留アイコン（変動中アイコン）を対象にした保留演出が行われる場
合があってもよい。
【３９７１】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変動中アイ
コンの変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード）とは
別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）によって変化した或る態様をし
た保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該或る態様をした保留
アイコン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（
ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコン
の方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当該変動アイコンを対象とした保
留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出のＢバード演出（図
１７３（ｕ’）～（ｚ’）だが、ＷＵＦＯ等の別の保留演出の発生等としてもよい場合が
ある。）の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様やボタン押下変化保留ア
イコン等への変化に成功）が行われやすいように構成されていてもよい。だが当該別の保
留演出の結果変化して或る態様となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始さ
れる図柄変動表示において当該保留アイコン（変動中アイコン）を対象にした保留演出が
成功する場合があってもよい。
【３９７２】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で或る演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
とは別の保留演出（この例ではＷバード演出による成功演出）によって変化した或る態様
をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応する保留が消化して開始され
た図柄変動表示よりも登場から当該或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留ア
イコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が
行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンに対応する保留が消化して開始さ
れた図柄変動表示の方が或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１７３（イ’））
だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や或る予告表示の
発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生しやすい又は発生するよう
に構成されていてもよい。だが当該別の保留演出の結果変化して或る態様となった保留ア
イコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において或る演出が行われる
場合があってもよい。
【３９７３】
　対象になった保留アイコンに対応する図柄変動表示で変動中アイコンの変化演出が発生
で或る演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード）とは
別の保留演出（この例ではＷバードによる成功演出）によって変化した或る態様をした保
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留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）よりも登場から当該或る態様をした保留アイ
コン（この例では黒丸保留アイコン）を対象とした或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）
～（ｈ）のＢバード）が行われたにも関わらず当該或る態様をした保留アイコンの方がそ
れら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当該変動アイコンを対象とした保留演出又
は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出Ｂバード（図１７３（ｕ’）
～（ｚ’））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）
が行われると又は成功すると或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１７３（イ’
））だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や或る予告表
示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生しやすい又は発生する
ように構成されていてもよい。だが当該別の保留演出の結果変化して或る態様となった保
留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において再度保留演出が
行われても或る演出が行われない場合があってもよい。
【３９７４】
（実施例３５）
　本実施の形態の実施例３５よるパチンコ機１００について図１７５（Ａ）～（Ｐ）を用
いて説明する。図１７５（Ａ）～（Ｐ）は、本実施例によるパチンコ機１００の演出例を
時系列で示している。図１７５の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶
ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【３９７５】
　図１７５（Ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１７５（Ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は１であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン
表示領域の保留１表示領域には保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は
白丸保留アイコンである。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保
留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。変動中アイコンは保留ア
イコンよりも大きな表示サイズで表示される。
【３９７６】
　図１７５（Ｂ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
、特図１の保留数が１増加し、特図１の保留数が２となった状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域には
保留アイコンｂ２が表示されている。保留アイコンｂ２は三角保留アイコンである
【３９７７】
　図１７５（Ｃ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
２を対象とする演出である。
【３９７８】
　図１７５（Ｄ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ１が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【３９７９】
　図１７５（Ｅ）は、Ｗバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示され、Ｂバードｋ２が表示画面中央
部に舞い上がるように表示された後に、ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「
態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２を対象と
しており、対象である保留アイコンｂ２にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射され
るシーンのアニメーションが表示されている。
【３９８０】
　図１７５（Ｆ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
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されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない保留アイコンｂ１および変動中アイコンａ１の一部にオ
ーバーラップして表示されている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではな
い変動中アイコンおよび保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【３９８１】
　図１７５（Ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ２が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ２は三角保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【３９８２】
　図１７５（Ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１７５（Ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【３９８３】
　図１７５（Ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【３９８４】
　図１７５（Ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。
【３９８５】
　図１７５（Ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示され
る。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留ア
イコンｂ１が変動中アイコンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変
動中アイコンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。保留減少アニ
メーションでは、保留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示される。
【３９８６】
　図１７５（Ｌ）は、当該特図１変動遊技中に保留演出が行われずに、左図柄表示領域２
０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が
仮停止表示された状態を示している。本例では三角保留アイコンである保留アイコンｂ２
を対象とする保留演出は行われない。
【３９８７】
　図１７５（Ｍ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されている。
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【３９８８】
　図１７５（Ｎ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコンａ
３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。
【３９８９】
　図１７５（Ｏ）は、当該特図１変動遊技中に保留演出が行われずに、左図柄表示領域２
０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が
仮停止表示された状態を示している。左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示
され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示してい
る。本例では、図１７５（Ｏ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなるとノーマルリ
ーチ演出表示が開始される。なお、図１７５（Ｏ）において装飾図柄の変動表示でリーチ
となった後にノーマルリーチ演出表示でなくスーパーリーチ演出表示が開始されてもよい
。また、本例では三角保留アイコンの表示態様である変動中アイコンａ３を対象とする保
留演出は行われない。
【３９９０】
　図１７５（Ｐ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果は大当りである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当
り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当りであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ３が消去されて
いる。なお、変動中アイコン装飾図柄の停止表示中に消去されてもよい。
【３９９１】
　本実施例では、変化演出の対象となり変化しなかった三角保留アイコンと変化演出の対
象となり変化しなかった黒丸保留アイコンを比較して、変化演出の対象となり変化しなか
った黒丸保留アイコンの方が次変動等で再度変化演出の対象になりやすかったり、当該保
留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示で再度変化演出の対象に
なりやすかったり、再度変化演出の対象になると当該変化演出が成功されやすかったりす
る。
【３９９２】
　次変動で変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）を
他の態様に変化させることに失敗した或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）
のＢバード演出）が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７５（Ｋ）～（Ｍ）
）よりも別の態様をした保留アイコン（例えば図１７３の黒丸保留アイコン）を他の態様
に変化させることに失敗した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演
出）が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の方が再度保留演出又は同じ保留演出（
例えばＢバード演出）又は別の保留演出が行われやすいように構成されていてもよい。だ
が前の図柄変動表示で当該或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）
を他の態様に変化させることに失敗した或る保留演出が行われた図柄変動表示の次の図柄
変動表示で再度保留演出又は同じ保留演出（例えばＢバード演出）又は別の保留演出が行
われる場合があってもよい。
【３９９３】
　次変動で或る変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）を
他の態様に変化させることに失敗した或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）
のＢバード演出）が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７５（Ｋ）～（Ｍ）
よりも別の態様をした保留アイコン（例えば図１７３の黒丸保留アイコン）を他の態様に
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変化させることに失敗した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出
）が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の方が或る保留演出（この例ではＢバード
演出）が行われやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該或る態
様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）を他の態様に変化させることに失
敗した或る保留演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示等において当該或る保留
演出が行われる場合があってもよい。
【３９９４】
　次変動で変化演出の対象になりやすい、
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）を
他の態様に変化させることに失敗した或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）
のＢバード）が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７５（Ｋ）～（Ｍ）より
も別の態様をした保留アイコン（例えば図１７３の黒丸保留アイコン）を他の態様に変化
させることに失敗した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が
行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の方が当該保留アイコンが保留演出又は同じ保
留演出又は別の保留演出の対象になりやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄
変動表示で当該或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）を他の態様
に変化させることに失敗した或る保留演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示等
において保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出の対象になる場合があってもよい。
【３９９５】
　次変動で或る変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）を
他の態様に変化させることに失敗した或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）
のＢバード演出）が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７５（Ｋ）～（Ｍ）
よりも別の態様をした保留アイコン（例えば図１７３の黒丸保留アイコン）を他の態様に
変化させることに失敗した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出
）が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の方が当該保留アイコンが或る保留演出（
例えば失敗演出となった保留演出と同じ保留演出）の対象になりやすいように構成されて
いてもよい。だが前の図柄変動表示で当該或る態様をした保留アイコン（この例では三角
保留アイコン）を他の態様に変化させることに失敗した或る保留演出が行われた図柄変動
表示の次の図柄変動表示等において或る保留演出の対象になる場合があってもよい。
【３９９６】
　次変動で変化演出の対象になった場合に当該変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）を
他の態様に変化させることに失敗した或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）
のＢバード）が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示（ｋ）～（ｍ）よりも別の態様
をした保留アイコン（例えば図１７３の黒丸保留アイコン）を他の態様に変化させること
に失敗した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）が行われた図
柄変動表示の次の図柄変動表示の方が当該保留アイコンが保留演出又は同じ保留演出又は
別の保留演出の対象になりやすく又当該保留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い
先読み予告態様やボタン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行われやすい当該保
留演出が成功しやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で当該或る態
様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）を他の態様に変化させることに失
敗した或る保留演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出の対
象になり成功する場合があってもよい。
【３９９７】
　次変動で或る変化演出の対象になった場合に当該或る変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）を
他の態様に変化させることに失敗した或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）
のＢバード）が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示（図１７５（Ｋ）～（Ｍ））よ
りも別の態様をした保留アイコン（例えば図１７３の黒丸保留アイコン）を他の態様に変
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化させることに失敗した或る保留演出（例えば図１７３（ｃ）～（ｈ）のＢバード演出）
が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示の方が当該保留アイコンが或る保留演出（こ
こまでの例ではＢバード演出）の対象になりやすく又当該保留演出の成功（保留の態様が
より信頼度の高い先読み予告態様やボタン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行
われやすい当該保留演出が成功しやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動
表示で当該或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）を他の態様に変
化させることに失敗した或る保留演出が行われた図柄変動表示の次の図柄変動表示等にお
いて或る保留演出の対象になり成功する場合があってもよい。
【３９９８】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変化演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバード）
によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例では
三角保留アイコン）に対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示よりも或る保留
演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバード演出）によって別の態様に変化させ
ることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応す
る保留が消化されて開始された図柄変動表示の方が保留演出又は同じ保留演出又は別の保
留演出（同じ保留演出Ｂバード図１７３（ｕ’）～（ｚ’）が一例に該当するが、ＷＵＦ
Ｏ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生しやすいように構成
されていてもよい。だが当該或る保留演出によって別の態様に変化させることに失敗した
或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）に対応する保留が消化され
て開始される図柄変動表示において保留演出が行われる場合があってもよい。
【３９９９】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変動中アイ
コンが変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバード演
出）によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例
では三角保留アイコン）よりも或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバ
ード演出）によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（
この例では黒丸保留アイコン）の方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に保
留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（同じ保留演出Ｂバード図１７３（ｕ’）～（
ｚ’）が一例に該当するが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい場合が
ある。）の対象になりやすいように構成されていてもよい。だが当該或る保留演出によっ
て別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例では三角保
留アイコン）に対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において当該保留アイ
コン（変動中アイコン）が対象になる場合があってもよい。
【４０００】
　対象になった保留アイコンに対応する図柄変動表示で或る演出が行われると変動中アイ
コンが変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバード演
出）によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例
では三角保留アイコン）よりも或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバ
ード演出）によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（
この例では黒丸保留アイコン）の方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当
該変動アイコンを対象とした保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（保留演出Ｂバ
ード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））が一例に該当するが、ＷＵＦＯ演出等の別の保
留演出の発生等としてもよい場合がある。）が行われやすいように構成されていてもよい
。だが当該或る保留演出によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保
留アイコン（この例では三角保留アイコン）に対応する保留が消化されて開始される図柄
変動表示において当該保留アイコン（変動中アイコン）を対象にした保留演出が行われる
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場合があってもよい。
【４００１】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で変動中アイ
コンの変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバード演
出）によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例
では三角保留アイコン）よりも或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバ
ード）によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この
例では黒丸保留アイコン）の方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当該変
動アイコンを対象とした保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（同じ保留演出Ｂバ
ード（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））が一例に該当するが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演
出の発生等としてもよい場合がある。）の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予
告態様やボタン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行われやすいように構成され
ていてもよい。だが当該或る保留演出によって別の態様に変化させることに失敗した或る
態様をした保留アイコン（この例では三角保留アイコン）に対応する保留が消化されて開
始される図柄変動表示において当該保留アイコン（変動中アイコン）を対象にした保留演
出が成功する場合があってもよい。
【４００２】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で或る演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバード演
出）によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例
では三角保留アイコン）に対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示よりも或る
保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバード）によって別の態様に変化させ
ることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例では黒丸保留アイコン）に対応す
る保留が消化されて開始された図柄変動表示の方が或る演出（ノーマルリーチ演出（図１
７３（イ’））が一例に該当するが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスーパー
リーチの発生や或る予告表示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合がある。）が
発生しやすい又は発生するように構成されていてもよい。だが当該或る保留演出によって
別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例では三角保留
アイコン）に対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において或る演出が行わ
れる場合があってもよい。
【４００３】
　対象になった保留アイコンに対応する図柄変動表示で変動中アイコンの変化演出が発生
で或る演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバード演
出）によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例
では三角保留アイコン）よりも或る保留演出（この例では図１７５（Ｃ）～（Ｈ）のＢバ
ード演出）によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（
この例では黒丸保留アイコン）の方がそれら保留アイコンが変動アイコンとなった際に当
該変動アイコンを対象とした保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（同じ保留演出
Ｂバード演出（図１７３（ｕ’）～（ｚ’））が一例に該当するが、ＷＵＦＯ演出等の別
の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）が行われると又は成功すると或る演出（
この例ではノーマルリーチ演出（イ’）だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高い
スーパーリーチの発生や或る予告表示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合があ
る。）が発生しやすい又は発生するように構成されていてもよい。だが当該或る保留演出
によって別の態様に変化させることに失敗した或る態様をした保留アイコン（この例では
三角保留アイコン）に対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において再度保
留演出が行われても或る演出が行われない場合があってもよい。
【４００４】
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　次に、以上説明した第６の実施の形態による遊技台の特徴的構成について再度図１４９
乃至図１７５を参照しつつ説明する。
【４００５】
（Ｕ１）
　図柄の変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２
０８ｃ）と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装
置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（例えば、図１０４に示す、白丸保
留アイコンや、黒丸保留アイコンや、ボタン保留アイコンや、三角保留アイコンや、顔保
留アイコンや、埴輪保留アイコン）（以下、「複数種類の保留アイコン」という。）を表
示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（例えば、黒丸保留アイコン）（以下、「第二の保留アイコン」という。）で
あり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（例えば、三角保留アイコンや顔保留アイコンや埴輪保留アイコン）（以下、
「第三の保留アイコン」という。）であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出（例えば、図１４９に示す、Ｗバード演出や、Ｂバード演出や、ボタン付きＢ
バード演出や、Ｗ爆撃機演出や、Ｂ爆撃機演出や、ＷＵＦＯ演出や、ＢＵＦＯ演出）が行
われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出（例えば、図１４９
に示す、Ｗバード演出や、Ｗ爆撃機演出）であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも
、前記第三の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されており、
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも対象とならなかった前記第二の
保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも、前記第一の
保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコン
に対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様
が確定表示されやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４００６】
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象とならなかった前記
第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも、前記
第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留ア
イコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が、最終的に大当り図
柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象とならなかった前記
第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも、前記
第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化せずに該保留演出の結果とし
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て一度でも前記第二の保留アイコンが表示されたことのある該保留アイコンに対応する保
留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている。
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象とならなかった前記
第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも、１又
は複数回前記第一の保留演出の対象となり当該１又は複数回前記第一の保留演出の全てに
おいて他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する保留
が消化されて開始される図柄の変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示され
やすいように構成されている。
　少なくとも前記第一の保留演出の対象とならなかった前記第二の保留アイコンに対応す
る保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも、前記第一の保留演出の対象となり
他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する保留が消化
されて開始される図柄の変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすい
ように構成されている。
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象とならなかった前記
第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも、前記
第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留ア
イコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が、最終的に大当り図
柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象とならなかった前記
第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも、前記
第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化せずに該保留演出の結果とし
て一度でも前記第二の保留アイコンが表示されたことのある該保留アイコンに対応する保
留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている。
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象とならなかった前記
第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも、１又
は複数回前記第一の保留演出の対象となり当該１又は複数回前記第一の保留演出の全てに
おいて他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する保留
が消化されて開始される図柄の変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示され
やすいように構成されている。
　始動口に遊技球が進入した場合に保留数が増加するように構成されており、
　前記保留数の増加に応じて、新たな前記保留アイコンを登場させるように構成されてお
り、
　前記保留数の増加に応じて、新たに前記第二の保留アイコンを登場させる場合がある。
【４００７】
　（Ｕ１’）
　図柄の変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２
０８ｃ）と、
　保留数を報知可能な表示可能な画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（以下、「複数種類の前記保留アイ
コン」という。）を表示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（以下、「第二の保留アイコン」という。）であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（以下、「第産の保留アイコン」という。）であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出が行われる場合があり、
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　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも
、前記第三の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されており、
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも対象となっていない前記第二の
保留アイコンが前記第一の保留演出の対象となる確率よりも、前記第一の保留演出の対象
となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコン（図１６０～図
１６７に示す保留アイコンｂ３）が前記第一の保留演出の対象となる確率の方が高くなる
ように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４００８】
　第二の保留アイコンは、例えば、黒丸保留アイコンであるが、第二の保留アイコンが白
丸保留アイコンであってもよいし、図１０４に示す他の保留アイコンであってもよい。
【４００９】
（Ｕ２）
　上記（Ｕ１）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも対象となっていない前記第二の
保留アイコンが前記第一の保留演出の対象となる確率よりも、前記第一の保留演出の対象
となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンが前記第一の保
留演出の対象となる確率の方が高くなるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４０１０】
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象となっていない前記
第二の保留アイコンが前記第一の保留演出の対象となる確率よりも、前記第一の保留演出
の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンが前記第
一の保留演出の対象となる確率の方が高くなるように構成されている。
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象となっていない前記
第二の保留アイコンが前記第一の保留演出の対象となる確率よりも、前記第一の保留演出
の対象となり他の種類の保留アイコンに変化せずに該保留演出の結果として一度でも前記
第二の保留アイコンが表示されたことのある該保留アイコンが前記第一の保留演出の対象
となる確率の方が高くなるように構成されている。
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象となっていない前記
第二の保留アイコンが前記第一の保留演出の対象となる確率よりも、１又は複数回前記第
一の保留演出の対象となり当該１又は複数回前記第一の保留演出の全てにおいて他の種類
の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンが前記第一の保留演出の対象と
なる確率の方が高くなるように構成されている。
　少なくとも前記第一の保留演出の対象となっていない前記第二の保留アイコンが前記第
一の保留演出の対象となる確率よりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留
アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンが前記第一の保留演出の対象となる確
率の方が高くなるように構成されている。
　少なくとも前記第一の保留演出の対象に一度もなっていない前記第二の保留アイコンが
前記第一の保留演出の対象となる確率よりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種類
の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンが前記第一の保留演出の対象と
なる確率の方が高くなるように構成されている。



(639) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

　少なくとも前記第一の保留演出の対象に一度もなっていない前記第二の保留アイコンが
前記第一の保留演出の対象となる確率よりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種類
の保留アイコンに変化せずに該保留演出の結果として一度でも第二の保留アイコンが表示
されたことのある該保留アイコンが前記第一の保留演出の対象となる確率の方が高くなる
ように構成されている。
　少なくとも前記第一の保留演出の対象に一度もなっていない前記第二の保留アイコンが
前記第一の保留演出の対象となる確率よりも、１又は複数回前記第一の保留演出の対象と
なり当該１又は複数回前記第一の保留演出の全てにおいて他の種類の保留アイコンに変化
しなかった第二の保留アイコンが前記第一の保留演出の対象となる確率の方が高くなるよ
うに構成されている。
【４０１１】
（Ｕ３）
　上記（Ｕ１）または（Ｕ２）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（例えば、白丸保留アイコン）（以下、「第一の保留アイコン」という。）で
あり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様とは、デフォルトの態様のことであり、
　前記第一の保留アイコンとは、デフォルト保留アイコンのことであり、
　前記第一の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも
、前記第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されており、
　前記第一の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも
、前記第三の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４０１２】
（Ｕ４）
　上記（Ｕ３）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前（例えば、装飾図柄の揺れ変動表
示中）に消去されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４０１３】
（Ｕ５）
　上記（Ｕ３）または（Ｕ４）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出（例えば、図１４９
に示す、Ｂバード演出や、ボタン付きＢバード演出や、Ｂ爆撃機演出）であり、
　前記第一の保留演出と前記第二の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコンが前記第二の保留演出の対象となる確率よりも、該保留アイコンが前記第一
の保留演出の対象となる確率の方が高くなるように構成されている、
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ことを特徴とする遊技台。
【４０１４】
（Ｕ６）
　上記（Ｕ５）に記載の遊技台であって、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出（例えば、Ｗバード演出やＷ
爆撃機演出）が行われ該第二の保留アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する確率よ
りも、前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出（例えば、Ｂバード演出
やＢ爆撃機演出）が行われ該第二の保留アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する確
率の方が高くなるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４０１５】
（Ｕ７）
　上記（Ｕ５）または（Ｕ６）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様（例えば、黒丸保留アイコンの表示態様）をした
変動中アイコン（以下、「第二の変動中アイコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様（例えば、三角保留アイコンの表示態様や、顔保
留アイコンの表示態様や、埴輪保留アイコンの表示態様）をした変動中アイコン（以下、
「第三の変動中アイコン」という。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出（例えば、図１４９
に示すＷＵＦＯ演出）であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変
動中アイコンが前記第三の変動中アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変
動中アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【４０１６】
（Ｕ８）
　上記（Ｕ７）に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出（例えば、図１６０に示すＢバード演出）の対象となり他の種類の
保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコン（例えば、図１６０に示す保留ア
イコンｂ３）が変動中アイコン（例えば、図１６０に示す変動中アイコンａ４）になった
後で前記第一の保留演出の対象となる確率よりも、該変動中アイコンが前記第三の保留演
出（例えば、ＷＵＦＯ演出やＢＵＦＯ演出）の対象となる確率の方が高くなるように構成
されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４０１７】
（Ｕ８’）
　上記（Ｕ７）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも対象となっていない前記第二の
保留アイコンが変動中アイコンになった後で前記保留演出の対象となる確率よりも、前記
第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留ア
イコンが変動中アイコンになった後で前記保留演出の対象となる確率の方が高くなるよう
に構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４０１８】
（Ｕ９）
　上記（Ｕ７）または（Ｕ８）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出の対象にもならなかった前記第二の
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保留アイコン（例えば、図１６０に示す保留アイコンｂ２）に対応する保留が消化されて
開始された図柄変動表示において前記変動中アイコンを対象とした前記第三の保留演出が
行われる確率よりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化し
なかった前記第二の保留アイコン（例えば、図１６０に示す保留アイコンｂ３）に対応す
る保留が消化されて開始された図柄変動表示において前記変動中アイコンを対象とした前
記第三の保留演出が行われる確率の方が高くなるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４０１９】
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象とならなかった前記
第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示において前記変
動中アイコンを対象とした前記第三の保留演出が行われる確率よりも、前記第一の保留演
出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始された図柄変動表示において変動中アイコンを対象とした前記
第三の保留演出が行われる確率の方が高い。
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象とならなかった前記
第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示において前記変
動中アイコンを対象とした前記第三の保留演出が行われる確率よりも、前記第一の保留演
出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化せずに該保留演出の結果として一度でも第
二の保留アイコンが表示されたことのある該保留アイコンに対応する保留が消化されて開
始された図柄変動表示において変動中アイコンを対象とした前記第三の保留演出が行われ
る確率の方が高い。
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも一度も対象とならなかった前記
第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示において前記変
動中アイコンを対象とした前記第三の保留演出が行われる確率よりも、１又は複数回前記
第一の保留演出の対象となり当該１又は複数回前記第一の保留演出の全てにおいて他の種
類の保留アイコンに変化しなかった第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始
された図柄変動表示において変動中アイコンを対象とした前記第三の保留演出が行われる
確率の方が高い。
【４０２０】
（Ｕ１０）
　上記（Ｕ７）乃至（Ｕ９）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコン（例えば、図１６０に示す保留アイコンｂ３）に対応する保留が消化されて
開始された図柄変動表示において変動中アイコンを対象とした前記第三の保留演出が行わ
れた場合は前記成功となりやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４０２１】
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化せずに該保留演出の結
果として一度でも前記第二の保留アイコンが表示されたことのある該保留アイコンに対応
する保留が消化されて開始された図柄変動表示において変動中アイコンを対象とした前記
第三の保留演出が行われた場合は前記成功となりやすい。
　１又は複数回前記第一の保留演出の対象となり当該１又は複数回前記第一の保留演出の
全てにおいて他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応す
る保留が消化されて開始された図柄変動表示において変動中アイコンを対象とした前記第
三の保留演出が行われた場合は前記成功となりやすい。
【４０２２】
（Ｕ１１）
　上記（Ｕ７）乃至（Ｕ１０）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第一の態様（例えば、白丸保留アイコンの表示態様）をした
変動中アイコン（以下、「第一の変動中アイコン」という。）を表示可能であり、
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　前記第一の変動中アイコンとは、デフォルト変動中アイコンのことであり、
　前記第一の変動中アイコンが表示され他の種類の変動中アイコンが表示されなかった図
柄の変動表示よりも、前記第二の変動中アイコンが表示された図柄の変動表示の方が、最
終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されており、
　前記第一の変動中アイコンが表示され他の種類の変動中アイコンが表示されなかった図
柄の変動表示よりも、前記第三の変動中アイコンが表示された図柄の変動表示の方が、最
終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されており、
　前記第二の変動中アイコンが表示され他の種類の変動中アイコンが表示されなかった図
柄の変動表示よりも、前記第三の変動中アイコンが表示された図柄の変動表示の方が、最
終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４０２３】
　遊技者が操作可能な位置に設けられた操作手段を備え、
　前記保留演出において、操作手段の操作を要求する表示が行われるように構成されてお
り、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記保留演出が行われると、前記操作手段が操作
されたことに応じて該第二の保留アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があ
り、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記保留演出が行われても、前記操作手段が操作
されたことに応じて演出は進行するが、該第二の保留アイコンが他の種類の保留アイコン
に変化しない場合がある。
　前記第二の保留アイコンを対象として前記保留演出が行われると、該第二の保留アイコ
ンが消去され、前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンが表示され
る。
【４０２４】
（Ｕ１２）
　上記（Ｕ１）乃至（Ｕ１１）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段（例えば、下皿１２８）を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（例えば、
皿満タン表示ｋ１０）（以下、「球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ１３）
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、特図１表示装置２１２や特図２表示
装置２１４や左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ）と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装
置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（例えば、図１０４に示す、白丸保
留アイコンや、黒丸保留アイコンや、ボタン保留アイコンや、三角保留アイコンや、顔保
留アイコンや、埴輪保留アイコン）（以下、「複数種類の保留アイコン」という。）を表
示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（例えば、白丸保留アイコン）（以下、「第一の保留アイコン」という。）で
あり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（例えば、黒丸保留アイコン）（以下、「第二の保留アイコン」という。）で
あり、



(643) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（例えば、ボタン保留アイコンや三角保留アイコン）（以下、「第三の保留ア
イコン」という。）であり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様とは、デフォルトの態様のことであり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出（例えば、図１４９に示す、Ｗバード演出や、Ｂバード演出や、ボタン付きＢ
バード演出や、Ｗ爆撃機演出や、Ｂ爆撃機演出や、ＷＵＦＯ演出や、ＢＵＦＯ演出）が行
われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出（例えば、図１４９
に示す、Ｗバード演出やＷ爆撃機演出）であり、
　前記第二の保留アイコン（例えば、図１５２（ｅ）に示す保留アイコンｂ１）を対象と
して前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留アイコンが前記第三の保留アイコン
に変化する場合があり（例えば、図１５２（ｂ）～（ｆ）、（ｇ’）、（ｈ’）参照）、
　前記第二の保留アイコン（例えば、図１５２（ｅ）に示す保留アイコンｂ１）を対象と
して前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留アイコンが他の種類の保留アイコン
に変化しない場合があり（例えば、図１５２（ｂ）～（ｈ）参照）、
　前記第一の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　前記第一の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第三の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第三の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやく、
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも対象とならなかった前記第二の
保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種類
の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ１４）
　上記（Ｕ１３）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており（例えば、図１５０（ｃ）、（ｄ）参照）、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前（例えば、装飾図柄の揺れ変動表
示中）に消去されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ１５）
　上記（Ｕ１３）または（Ｕ１４）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出（例えば、図１４９
に示す、Ｂバード演出や、ボタン付きＢバード演出や、Ｂ爆撃機演出）であり、
　前記第一の保留演出と前記第二の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコン（例えば、図１５９（ｎ’）に示す保留アイコンｂ２）を対象
として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留アイコンが前記第三の保留アイコ
ンに変化する場合があり（例えば、図１５９（ｎ’）～（ｑ’）参照）、
　前記第二の保留アイコン（例えば、図１５２（Ｅ）に示す保留アイコンｂ１）を対象と
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して前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留アイコンが他の種類の保留アイコン
に変化しない場合がある（例えば、図１５２（Ｂ）～（Ｈ）参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ１６）
　上記（Ｕ１５）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様（例えば、黒丸保留アイコンの表示態様）をした
変動中アイコン（以下、「第二の変動中アイコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様（例えば、ボタン保留アイコンの表示態様や、三
角保留アイコンの表示態様）をした変動中アイコン（以下、「第三の変動中アイコン」と
いう。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出（例えば、図１４９
に示すＷＵＦＯ演出）であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコン（例えば、図１５４（ｅ）に示す変動中アイコンａ１）を対
象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変動中アイコンが前記第三の変動中
アイコンに変化する場合があり（例えば、図１５４（ｂ）～（ｆ）、（ｇ’）、（ｈ’）
参照）、
　前記第二の変動中アイコン（例えば、図１５４（ｅ）に示す変動中アイコンａ１）を対
象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変動中アイコンが他の種類の変動中
アイコンに変化しない場合がある（例えば、図１５４（ｂ）～（ｈ））、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ１７）
　上記（Ｕ１３）乃至（Ｕ１６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（例えば、
図１５８（ａ）～（ｊ）に示す保留アイコンｂ２、ｂ４）（以下、「複数の第二の保留ア
イコン」という。）が表示されている状態でも、該複数の第二の保留アイコンのうちの一
の第二の保留アイコン（例えば、図１５８（ａ）～（ｊ）に示す保留アイコンｂ２）を対
象とした演出が行われるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ１８）
　上記（Ｕ１３）乃至（Ｕ１６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（例えば、
図１６９（ａ）～（ｉ）に示す保留アイコンｂ２、ｂ４）（以下、「複数の第二の保留ア
イコン」という。）が表示されている状態において、該複数の第二の保留アイコンのうち
の複数の第二の保留アイコンを対象とした演出が行われるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ１９）
　上記（Ｕ１３）乃至（Ｕ１８）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第四の態様をした保
留アイコン（例えば、図１０４に示す顔保留アイコン）（以下、「第四の保留アイコン」
という。）であり、
　前記第一の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第二の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第三の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第二の保留アイコン（例えば、図１５２（Ｅ）に示す保留アイコンｂ１）を対象と
して前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留アイコンが前記第四の保留アイコン
に変化する場合があり（例えば、図１５２（Ｂ）～（Ｆ）、（Ｇ’）、（Ｈ’））、
　前記第三の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示と、前記
第四の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示では、最終的に
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大当り図柄態様が確定表示されやすさが異なる、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ２０）
　上記（Ｕ１３）乃至（Ｕ１９）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段（例えば、下皿１２８）を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（例えば、
皿満タン表示ｋ１０）（以下、「球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ２１）
　上記（Ｕ１３）乃至（Ｕ２０）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　「保留アイコンに対応する図柄変動表示」とは、「保留アイコンに対応する保留が消化
されて開始される図柄変動表示」のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ２２）
　上記（Ｕ１３）乃至（Ｕ２１）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　最終的に大当り図柄態様が確定表示されるか最終的にはずれ図柄態様が確定表示される
かは、図柄の変動開始の際に行われる大当り判定（例えば、図７示す特図２関連抽選処理
（ステップＳ２２９）や特図１関連抽選処理（ステップＳ２３１）における当否判定）に
よって決定されるように構成されており、
　前記大当り判定は、遊技盤（例えば、図３に示す遊技盤２００や、図２９に示す遊技盤
１０００）に設けられた始動口（例えば、特図１始動口２３０や特図２始動口２３２）に
遊技球が進入した場合に取得される乱数（例えば、特図１当選乱数値や特図２当選乱数値
）を用いた大当り抽選の結果に応じて判定されるように構成されており、
　前記大当り抽選において大当りと判定される確率（例えば、特図低確率（図１０（ａ）
、（ｃ））や特図高確率（図１０（ｂ）、（ｄ）））（以下、「大当り確率」という。）
は、予め定められており、
　前記大当り確率は、前記画像表示手段における保留アイコンの態様によって変化せず、
　前記大当り確率は、前記画像表示手段において行われた前記複数種類の保留演出の種類
によって変化せず、
　前記大当り確率は、前記画像表示手段において前記保留演出が行われたかどうかで変化
しない、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ２３）
　上記（Ｕ２２）に記載の遊技台であって、
　前記大当り確率は、低確率（例えば、特図低確率（図１０（ａ）、（ｃ）））及び高確
率（例えば、特図高確率（図１０（ｂ）、（ｄ）））の二つの確率が予め定められており
、
　前記大当り抽選において、前記低確率及び前記高確率の二つの確率のうちの一方の確率
が用いられるように構成されており、
　前記低確率及び前記高確率のどちらの確率が前記大当り確率として用いられるかは遊技
状態（例えば、特図低確率状態(通常状態)や特図高確率状態（確変状態））によって定ま
るように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（Ｕ２４）
　上記（Ｕ１３）乃至（Ｕ２３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
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【４０２５】
　第一の保留演出は、変動中アイコンを含む保留アイコンを対象に保留アイコンの態様の
変化に成功及び失敗のいずれかとなる保留演出としてもよい。しかし、第一の保留演出は
、変動中アイコンを除く保留アイコンを対象に保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗
のいずれかとなる保留演出としてもよい。しかし、第一の保留演出は、変動中アイコンを
除く保留アイコンを対象にすることはなく保留アイコンのなかでも変動中アイコンの態様
の変化に成功及び失敗のいずれかとなる保留演出としてもよい。
　第二の保留演出は、変動中アイコンを含む保留アイコンを対象に保留アイコンの態様の
変化に成功及び失敗のいずれかとなる保留演出としてもよい。しかし、第二の保留演出は
、変動中アイコンを除く保留アイコンを対象に保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗
のいずれかとなる保留演出としてもよい。しかし、第二の保留演出は、変動中アイコンを
除く保留アイコンを対象にすることはなく保留アイコンのなかでも変動中アイコンの態様
の変化に成功及び失敗のいずれかとなる保留演出としてもよい。
　第三の保留演出は、変動中アイコンを含む保留アイコンを対象に保留アイコンの態様の
変化に成功及び失敗のいずれかとなる保留演出としてもよい。しかし、第三の保留演出は
、変動中アイコンを除く保留アイコンを対象に保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗
のいずれかとなる保留演出としてもよい。しかし、第三の保留演出は、変動中アイコンを
除く保留アイコンを対象にすることはなく保留アイコンのなかでも変動中アイコンの態様
の変化に成功及び失敗のいずれかとなる保留演出としてもよい。
【４０２６】
　「保留」とは「図柄の変動表示の開始の保留」のことで、「保留の消化」とは「保留さ
れていた図柄の変動表示が開始されること」に該当する。「保留の消化」とは「変動中ア
イコンが消去されること」ではない。
　保留アイコンは、登場によって保留が発生したことを遊技者に報知し、数によって保留
数を遊技者に報知する場合がある。
　始動口に遊技球が入賞する度に、保留情報が記憶され、当該保留情報を用いて図柄の変
動表示を開始され、当該保留情報が消去されるように構成されており、「保留の消化」と
は、保留情報を用いて図柄の変動表示が開始され、当該保留情報が消去されることに該当
する場合がある。次の図柄変動表示を開始する際に、どの保留情報が用いられ消去される
か（すなわち保留が消化されるか）については、始動口への遊技球入賞に応じて記憶され
た順に保留が消化される入賞順変動や特図１の変動開始の保留よりも特図２の変動開始の
保留が先に消化される特図２優先変動が一般的だが、これらに限定されない。なお、一の
特図における保留情報の消化のルールは、古い保留から消化されるようになっている場合
が多い。そのため、ある保留の登場の際に登場したある保留アイコンは、他のもっと古い
保留が消化される度に、すなわちある保留が消化される時期が近づく度に、保留１表示領
域に近づき、一つ前の保留が消化されるとある保留アイコンは保留１表示領域に表示され
、一つ前の保留が消化されて開始された図柄変動表示が終了するとある保留が消化され、
対応する保留アイコンは消去される、または保留０表示領域に表示される、すなわち変動
中アイコンとなるように構成されている。ここで保留情報は、主制御手段の複数の保留記
憶部のいずれかに入賞順に記憶されたものに限定されず、始動口入賞の際に取得された情
報であれば、どのような形態で記憶されていてもよく、例えば、始動口入賞の際に主制御
手段（例えば、主制御部３００）の複数の保留記憶部のいずれか記憶される直前の情報や
記憶後に取り出された情報をサブ制御手段（例えば、第１副制御部４００）に送信し、当
該サブ制御手段において記憶された情報やサブ制御手段に送信前に乱数抽選に用いられ、
当該乱数抽選の結果をサブ制御手段に送信し、当該サブ制御手段において記憶されものと
してもよい。なお、本実施の形態によるパチンコ機１００は、特図２優先変動機であって
もよいし、始動口入賞順変動機であってもよい。
【４０２７】
　本実施の形態によるパチンコ機１００によれば、保留演出の失敗演出が遊技者にとって
不利な演出であるとレッテルが貼られ、当該演出が行われただけで遊技者にはずれかと興
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醒めされることを低減させることができる場合がある。保留演出の成功演出及び失敗演出
のどちらも行われなかった場合よりも、失敗演出が行われた場合の方が保留演出の対象と
なった保留アイコンが消化されて開始された図柄変動表示において大当りにつながりやす
い。保留演出の成功演出及び失敗演出のどちらも対象とならなかった保留アイコンよりも
、保留演出の成功演出または失敗演出の対象となった保留アイコンの方が、再度保留演出
の対象となりやすい。保留演出の成功演出及び失敗演出のどちらも対象とならなかった保
留アイコンよりも、保留演出の成功演出または失敗演出の対象となった保留アイコンの方
が、変動中アイコンとなった場合に保留演出が行われやすい。
【４０２８】
［第７の実施の形態］
　次に、本発明の第７の実施の形態によるパチンコ機１００について図１７６～図１８３
を用いて説明する。本実施の形態によるパチンコ機１００は、上記第１の実施の形態およ
び上記第２の実施の形態によるパチンコ機１００と同様の構成および制御系を有している
ので、上記第１の実施の形態および上記第２の実施の形態によるパチンコ機１００と共通
する構成および制御系についての説明は省略する。
【４０２９】
（実施例１）
　図１７６を用いて、本実施の形態の実施例１の演出例について説明する。図１７６（ａ
）～（ｈ）は、特図１変動遊技の演出を時系列で示している。図１７６（ａ）～（ｈ）、
（ｇ’）、（ｈ’）の各図に示す構成と上記第１の実施の形態の実施例５の図２１（ａ）
に示す構成と共通の構成は、同一の動作および作用効果を奏するので、図１７６（ａ）の
みに同一の符号を付してその説明は省略する。
【４０３０】
　図１７６（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２
０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、当該特図１変動遊技の当否判定結果
がはずれであったことを示す、当りを報知する図柄組合せ以外の図柄組合せ「装飾２－装
飾３－装飾４」が停止表示されている。装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の左上角
部に表示されている装飾枠ｆ１内の特図１第４図柄表示領域９３３には、はずれを報知す
る表示態様（本例では、「－」の表示態様）の第４図柄が停止表示されている。装飾枠ｆ
１内の特図２第４図柄表示領域９３４には、直近の特図２変動遊技の当否判定結果がはず
れであったことを報知する表示態様の第４図柄が停止表示されている。装飾枠ｆ１内の特
図１保留数表示領域９３１には特図１の保留数が１であることを示す「１」が表示され、
装飾枠ｆ１内の特図２保留数表示領域９３２には特図２の保留数が０であることを示す「
０」が表示されている。装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の下部に表示されている
装飾枠ｆ２内の特図１保留アイコン表示領域９５０には白色円形で表示されたデフォルト
の表示態様の特図１保留アイコン９５１が表示されている。サブ表示装置２０９は、横長
長方形状の画像表示領域を有しており、当該画像表示領域の全体を演出表示を表示する演
出表示領域２０９ａとして用いることができる。図１７６（ａ）に示す状態において、サ
ブ表示装置２０９は、装飾図柄表示装置２０８の中央上部の前方の位置である初期位置（
第一の位置）に位置している。サブ表示装置２０９は、演出用可動体２２５に搭載されて
おり、装飾図柄表示装置２０８の表示画面にほぼ平行な平面内で上下左右斜め方向への移
動動作および回転動作を実行することができる。
【４０３１】
　図１７６（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示
している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図
柄の変動表示が表示されている。特図１第４図柄表示領域９３３では第４図柄の変動表示
が表示されている。特図１保留数表示領域９３１では「０」が表示され、特図１の保留数
が１減少して特図１の保留数が０になったことが報知されている。特図１の保留が１個減
少し、特図１変動遊技が開始されると、装飾図柄表示装置２０８の変動アイコン表示領域
９４０および特図１保留アイコン表示領域９５０では、保留・変動アイコン間の移動アニ
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メーションが実行される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、特図１保留
アイコン表示領域９５０の第１領域に表示されていた特図１保留アイコン９５１が、変動
アイコン９４１となって、変動アイコン表示領域９４０に移動する。図１７６（ｂ）では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが終了しており、変動アイコン９４１は変
動アイコン表示領域９４０に表示されている。サブ表示装置２０９では、当該特図１変動
遊技の開始に伴い、装飾図柄の変動表示が表示される。図中、サブ表示装置２０９の画像
表示領域内に図示する下向きの矢印は、装飾図柄の変動表示が表示されていることを示し
ている。サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表示は、装飾図柄表示装置２０８の左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示が実行されている期間の一部
の期間で実行される。本実施例では、サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表示は、装
飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示
と同時に開始され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示より
も先に終了する。なお、サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表示は、左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示よりも先に開始されてもよいし、左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示よりも後で開始されてもよい。
【４０３２】
　図１７６（ｃ）は、サブ表示装置２０９が初期位置から下方に直線状に移動して装飾図
柄表示装置２０８の表示画面中央部の前方の位置（第二の位置）で停止し、当該特図１変
動遊技の実行中に装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが消
去されて、装飾図柄表示装置２０８での装飾図柄の変動表示が中断された状態を示してい
る。図中、サブ表示装置２０９の右上方に図示する下向き矢印は、サブ表示装置２０９の
移動方向を示している。サブ表示装置２０９は、上下方向に伸びるように配置された支持
棒２２５ａの下端に取り付けられている。支持棒２２５ａの上部は、サブ表示装置２０９
を上下方向に駆動させるための駆動機構に取り付けられている。本実施例では、支持棒２
２５ａを上下方向に駆動させることで、サブ表示装置２０９を上下方向に移動動作させる
ことができる。
【４０３３】
　装飾図柄表示装置２０８での装飾図柄の変動表示の中断以降も装飾図柄表示装置２０８
の特図１第４図柄表示領域９３３での第４図柄の変動表示、およびサブ表示装置２０９で
の装飾図柄の変動表示は継続して表示される。装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の
中央部下方の演出表示領域２０８ｄには「３で止まれば大当りだ！」の文字列画像が表示
されており、当該文字列画像の右方には殿のキャラクタ画像ｈ３が表示されている。当該
特図１変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、サブ表示装置２０９に「装飾３
」が表示されることが当該文字列画像により報知されている。当該文字列画像および殿の
キャラクタ画像ｈ３は、当該変動の予告として表示されている。本例では、サブ表示装置
２０９の初期位置から下方への移動中に、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが消去
され、次いで、当該文字列画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が表示される。なお、サブ
表示装置２０９が下方に移動開始するタイミングと、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｃが消去されるタイミングと、当該文字列画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が表示さ
れるタイミングとは、これに限られない。例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８
ｃが消去された後に、サブ表示装置２０９が下方へ移動を開始し、次いで、当該文字列画
像および殿のキャラクタ画像ｈ３が表示されてもよいし、左中右図柄表示領域２０８ａ～
２０８ｃが消去された後に、当該文字列画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が表示され、
次いで、サブ表示装置２０９が下方へ移動を開始してもよいし、当該文字列画像および殿
のキャラクタ画像ｈ３が表示された後に、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが消去
され、次いで、サブ表示装置２０９が下方へ移動を開始してもよい。これらのタイミング
は適宜設定可能である。
【４０３４】
　図１７６（ｄ）は、サブ表示装置２０９が遊技者側から見て反時計回りに回転している
状態を示している。サブ表示装置２０９は、サブ表示装置２０９の画像表示領域の中心を
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回転中心として反時計回りおよび時計回りに回転動作を実行することができる。図１７６
（ｄ）に示す時点では、サブ表示装置２０９が図１７６（ｃ）に示す、サブ表示装置２０
９の上下端辺が水平方向と平行となる初期姿勢から反時計回りに３０°回転した状態であ
る。サブ表示装置２０９の反時計回りの回転動作の実行中において、サブ表示装置２０９
に表示されている装飾図柄の変動表示は、サブ表示装置２０９の回転の速さと同じ速さで
遊技者側から見て時計回りに回転する動画像により表示される。このため、サブ表示装置
２０９に表示されている装飾図柄の変動表示は、遊技者からみて回転していないように表
示される。
【４０３５】
　図１７６（ｅ）は、サブ表示装置２０９が初期姿勢から反時計回りに３６０°回転して
停止した状態を示している。本実施例では、サブ表示装置２０９は、初期位置から下方の
第二の位置に移動した後、反時計回りに１回転する回転動作を実行して初期姿勢に復帰す
る。なお、サブ表示装置２０９は、初期位置から下方の第二の位置に移動した後、反時計
回りに１°～３５９°の任意の角度だけ回転した後に、当該任意の角度と同じ角度だけ時
計回りに回転して初期姿勢に復帰してもよいし、サブ表示装置２０９は、初期位置から下
方の第二の位置に移動した後、反時計回りに１°～３５９°の任意の角度だけ回転した後
に、当該任意の角度の２倍の角度だけ時計回りに回転し、次いで、当該任意の角度だけ反
時計回りに回転して初期姿勢に復帰してもよい。
【４０３６】
　図１７６（ｆ）は、サブ表示装置２０９が上方に直線状に移動して初期位置に復帰した
状態を示している。図中、サブ表示装置２０９の右下方に図示する上向き矢印はサブ表示
装置２０９の移動方向を示している。本実施例では、サブ表示装置２０９は、初期位置か
ら下方の第二の位置に移動した後、回転動作を実行し、次いで上方に移動して初期位置に
復帰する。
【４０３７】
　図１７６（ｇ）は、サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表示が終了し、サブ表示装
置２０９に「装飾２」が停止表示（確定停止表示）された状態を示している。本例では、
当該特図１変動遊技の当否判定結果ははずれであるので「装飾３」以外の装飾図柄として
例えば「装飾２」がサブ表示装置２０９に表示される。
【４０３８】
　サブ表示装置２０９に「装飾２」が停止表示された後、当該「装飾２」が消去され、次
いで、装飾図柄表示装置２０８に表示されている「３で止まれば大当りだ！」の文字列画
像および殿のキャラクタ画像ｈ３が消去され、次いで、装飾図柄表示装置２０８の左中右
図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示が再開される。なお、当該「装
飾２」が消去されるタイミングと、当該文字画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が消去さ
れるタイミングは同時であってもよいし、当該文字画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が
消去されるタイミングの方が先であってもよい。また、左中右図柄表示領域２０８ａ～２
０８ｃでの装飾図柄の変動表示が再開された後、当該「装飾２」が消去され、次いで、装
飾図柄表示装置２０８に表示されている「３で止まれば大当りだ！」の文字列画像および
殿のキャラクタ画像ｈ３が消去されてもよい。なお、当該「装飾２」と、当該文字画像お
よび殿のキャラクタ画像ｈ３が消去されるタイミングは同時であってもよいし、当該文字
画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が消去されるタイミングの方が先であってもよい。ま
た、当該「装飾２」が消去されるタイミングと、当該文字列画像および殿のキャラクタ画
像ｈ３が消去されるタイミングと、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄
の変動表示が再開されるタイミングとは、同時であってもよい。
【４０３９】
　図１７６（ｈ）は、当該特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動
遊技の当否判定結果ははずれであるので、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、
当該特図１変動遊技の当否判定結果がはずれであったことを示す、当りを報知する図柄組
合せ以外の図柄組合せ「装飾３－装飾２－装飾３」が停止表示（確定停止表示）され、特



(650) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

図１第４図柄表示領域９３３には、はずれを報知する表示態様の第４図柄が停止表示され
ている。
【４０４０】
　次に、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りである場合の演出例について、図１
７６（ｇ’）、（ｈ’）を用いて説明する。図１７６（ｇ’）は、当該特図１変動遊技の
当否判定結果が大当りである場合の図１７６（ｆ）から引き続く状態を示している。図１
７６（ｇ’）は、サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表示が終了し、サブ表示装置２
０９に「装飾３」が停止表示（確定停止表示）された状態を示している。本例では、当該
特図１変動遊技の当否判定結果は大当りであるので「装飾３」がサブ表示装置２０９に表
示される。
【４０４１】
　サブ表示装置２０９に「装飾３」が停止表示された後、当該「装飾３」が消去され、次
いで、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の
変動表示が再開される。なお、当該「装飾３」が消去されるタイミングと、当該文字画像
および殿のキャラクタ画像ｈ３が消去されるタイミングは同時であってもよいし、当該文
字画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が消去されるタイミングの方が先であってもよい。
また、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示が再開された後、
当該「装飾３」が消去され、次いで、装飾図柄表示装置２０８に表示されている「３で止
まれば大当りだ！」の文字列画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が消去されてもよい。な
お、当該「装飾３」と、当該文字画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が消去されるタイミ
ングは同時であってもよいし、当該文字画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が消去される
タイミングの方が先であってもよい。なお、当該「装飾３」が消去されるタイミングと、
当該文字列画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が消去されるタイミングと、左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示が再開されるタイミングとは、同時で
あってもよい。
【４０４２】
　図１７６（ｇ’）から引き続く図１７６（ｈ’）は、当該特図１変動遊技が終了した状
態を示している。当該特図１変動遊技の当否判定結果は大当り（「特図Ａ」の大当り）で
あるので、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、当該特図１変動遊技の当否判定
結果が大当りであったことを示す、当りを報知する図柄組合せ「装飾３－装飾３－装飾３
」が停止表示（確定停止表示）され、特図１第４図柄表示領域９３３には、大当りを報知
する表示態様（本例では、「◎」の表示態様）の第４図柄が停止表示されている。
【４０４３】
　本実施例によるパチンコ機１００は、画像ディスプレイ（例えば、液晶表示装置）を含
んで構成されるサブ表示装置２０９を備えている。サブ表示装置２０９は、第一の運動パ
ターンに従った動作を実行可能である。本実施例における第一の運動パターンは、初期位
置から下方に移動して第二の位置に移動し、次いで反時計回りに３６０°回転して初期姿
勢に復帰し、次いで、上方に移動して初期位置に復帰する運動パターンである。なお、第
一の運動パターンにおける回転動作はこれに限られない。例えば。第一の運動パターンは
、反時計回りに１°～３５９°の任意の角度だけ回転した後、当該任意の角度の２倍の角
度だけ時計回りに回転し、次いで、当該任意の角度だけ反時計回りに回転して初期姿勢に
復帰する運動パターンであってもよいし、１°～３５９°の任意の角度だけ反時計回りに
回転し、次いで、当該任意の角度だけ時計回りに回転して初期姿勢に復帰する運動パター
ンであってもよいし、１°～３５９°の任意の角度だけ時計回りに回転した後、当該任意
の角度の２倍の角度だけ反時計回りに回転し、次いで、当該任意の角度だけ時計回りに回
転して初期姿勢に復帰する運動パターンであってもよいし、１°～３５９°の任意の角度
だけ時計回りに回転し、次いで、当該任意の角度だけ反時計回りに回転して初期姿勢に復
帰してもよい。本実施例によるパチンコ機１００によれば、画像表示手段による多彩な動
作により演出を実行することができる。
【４０４４】
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　本実施例では、図１７６（ａ）、（ｈ）、（ｈ’）において、サブ表示装置２０９の画
像表示領域には演出表示等が表示されておらず、全体が白色で表示されている。なお、図
１７６（ａ）、（ｈ）、（ｈ’）の状態において、サブ表示装置２０９には、特図１変動
遊技の当否判定の結果、現在の遊技状態、現在の演出モード、またはパチンコ機１００の
機種名を表す文字列画像や、特図１変動遊技の当否判定の結果、現在の遊技状態、または
現在の演出モードに応じたキャラクタ画像や、パチンコ機１００に登場するキャラクタ画
像が表示されていてもよい。
【４０４５】
（実施例２）
　図１７７を用いて、本実施の形態の実施例２の演出例について説明する。図１７７（ａ
）～（ｍ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。図１７７（ａ）～（ｍ）の各
図に示す構成と上記第１の実施の形態の実施例５の図２１（ａ）に示す構成と共通の構成
は、同一の動作および作用効果を奏するので、図１７７（ａ）のみに同一の符号を付して
その説明は省略する。
【４０４６】
　図１７７（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２
０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、当該特図１変動遊技の当否判定結果
がはずれであったことを示す、当りを報知する図柄組合せ以外の図柄組合せ「装飾２－装
飾３－装飾４」が停止表示されている。装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の左上角
部に表示されている装飾枠ｆ１内の特図１第４図柄表示領域９３３には、はずれを報知す
る表示態様の第４図柄が停止表示されている。装飾枠ｆ１内の特図２第４図柄表示領域９
３４には、直近の特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであったことを報知する表示態
様の第４図柄が停止表示されている。装飾枠ｆ１内の特図１保留数表示領域９３１には特
図１の保留数が１であることを示す「１」が表示され、装飾枠ｆ１内の特図２保留数表示
領域９３２には特図２の保留数が０であることを示す「０」が表示されている。装飾図柄
表示装置２０８の画像表示領域の下部に表示されている装飾枠ｆ２内の特図１保留アイコ
ン表示領域９５０には白色円形で表示されたデフォルトの特図１保留アイコン９５１が表
示されている。図１７７（ａ）に示す状態において、サブ表示装置２０９は、初期位置に
位置している。
【４０４７】
　図１７７（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示
している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図
柄の変動表示が表示されている。特図１第４図柄表示領域９３３では第４図柄の変動表示
が表示されている。特図１保留数表示領域９３１では「０」が表示され、特図１の保留数
が１減少して特図１の保留数が０になったことが報知されている。特図１の保留が１個減
少し、特図１変動遊技が開始されると、装飾図柄表示装置２０８の変動アイコン表示領域
９４０および特図１保留アイコン表示領域９５０では、保留・変動アイコン間の移動アニ
メーションが実行される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、特図１保留
アイコン表示領域９５０の第１領域に表示されていた特図１保留アイコン９５１が、変動
アイコン９４１となって、変動アイコン表示領域９４０に移動する。図１７７（ｂ）では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが終了しており、変動アイコン９４１は変
動アイコン表示領域９４０に表示されている。サブ表示装置２０９は当該特図１変動遊技
の開始に伴い、初期位置から下方に直線状に移動して第二の位置で停止し、サブ表示装置
２０９での装飾図柄の変動表示が表示されている。図中、サブ表示装置２０９の右上方に
図示する下向きの矢印は、サブ表示装置２０９の移動方向を示している。サブ表示装置２
０９は、サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表示が開始されるのに先立って移動を開
始してもよいし、サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表示が開始されるのと同時に移
動を開始してもよいし、サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表示が開始された後に移
動を開始してもよい。サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表示は、装飾図柄表示装置
２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示が実行されてい
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る期間の一部の期間で実行される。本実施例では、サブ表示装置２０９での装飾図柄の変
動表示は、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図
柄の変動表示と同時に開始され、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃの装飾図柄の変
動表示よりも先に終了する。
【４０４８】
　図１７７（ｃ）は、当該特図１変動遊技の実行中に装飾図柄表示装置２０８の左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが消去されて、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで
の装飾図柄の変動表示が中断された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８での装飾
図柄の変動表示の中断以降も装飾図柄表示装置２０８の特図１第４図柄表示領域９３３に
おける第４図柄の変動表示、およびサブ表示装置２０９における装飾図柄の変動表示は継
続して表示される。装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の中央部下方の演出表示領域
２０８ｄには「３で止まれば大当りだ！」の文字列画像が表示されており、当該文字列画
像の右方には殿のキャラクタ画像ｈ３が表示されている。当該特図１変動遊技の当否判定
結果が大当りである場合には、サブ表示装置２０９に「装飾３」が表示されることが当該
文字列画像により報知されている。当該文字列画像および殿のキャラクタ画像ｈ３は、当
該変動の予告として表示されている。本例では、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ
が消去され、次いで、当該文字列画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が表示される。なお
、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが消去されるタイミングと、当該文字列画像お
よび殿のキャラクタ画像ｈ３が表示されるタイミングとは同時であってもよいし、当該文
字列画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が表示されるタイミングの方が先であってもよい
。
【４０４９】
　図１７７（ｄ）は、サブ表示装置２０９が遊技者側から見て反時計回りに回転している
状態を示している。図中、サブ表示装置２０９の左右に図示する矢印は、サブ表示装置２
０９の回転方向を示している。図１７７（ｄ）に示す時点では、サブ表示装置２０９が図
１７７（ｃ）に示す初期姿勢から反時計回りに約３０°（３０°未満）回転した状態であ
る。サブ表示装置２０９の反時計回りの回転動作中において、サブ表示装置２０９に表示
されている装飾図柄の変動表示は、サブ表示装置２０９の回転の速さと同じ速さで遊技者
側から見て時計回りに回転する動画像により表示される。このため、サブ表示装置２０９
に表示されている装飾図柄の変動表示は、遊技者から見て回転していないように表示され
る。
【４０５０】
　図１７７（ｅ）は、サブ表示装置２０９が反時計回りに約３０°回転した時点でサブ表
示装置２０９に「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。仮停止表示とは、「装
飾１」～「装飾１０」のいずれか一つの装飾図柄を上下に微小に揺らして表示する揺れ変
動表示のことである。サブ表示装置２０９に装飾図柄（本例では、「装飾２」）が仮停止
表示されたことで、サブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立し、サブ表示装
置２０９の動作が回転動作から停止動作に変更される。サブ表示装置２０９の回転動作は
、装飾図柄がサブ表示装置２０９に仮停止表示されると停止される。
【４０５１】
　図１７７（ｆ）は、「装飾２」の仮停止表示が終了し、サブ表示装置２０９における装
飾図柄の変動表示が再開された状態を示している。サブ表示装置２０９における装飾図柄
の変動表示が再開されると、サブ表示装置２０９の回転動作は再開される。
【４０５２】
　図１７７（ｇ）は、サブ表示装置２０９で回転動作が再開された状態を示している。図
１７７（ｇ）では、サブ表示装置２０９の回転動作が再開され、サブ表示装置２０９が反
時計回りに回転している。図中、サブ表示装置２０９の左右に図示する矢印は、サブ表示
装置２０９の回転方向を示している。図１７７（ｇ）に示す時点では、サブ表示装置２０
９は初期姿勢の状態から反時計回りに３０°回転している。本実施例では、サブ表示装置
２０９は、初期姿勢の状態から反時計回りに３０°回転した後、時計回りに６０°回転す
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る動作を実行する。
【４０５３】
　図１７７（ｈ）は、サブ表示装置２０９が遊技者側から見て時計回りに回転している状
態を示している。図中、サブ表示装置２０９の左右に図示する矢印は、サブ表示装置２０
９の回転方向を示している。図１７７（ｈ）に示す時点では、サブ表示装置２０９が図１
７７（ｇ）に示す状態から時計回りに６０°回転した状態である。サブ表示装置２０９の
時計回りの回転動作中において、サブ表示装置２０９に表示されている装飾図柄の変動表
示は、サブ表示装置２０９の回転の速さと同じ速さで遊技者側から見て反時計回りに回転
する動画像により表示される。このため、サブ表示装置２０９に表示されている装飾図柄
の変動表示は、遊技者から見て回転していないように表示される。
【４０５４】
　本実施例において、支持棒２２５ａの上部は、サブ表示装置２０９を左右方向に駆動さ
せるための駆動機構に取り付けられている。本実施例では、支持棒２２５ａを上下左右方
向に駆動させることで、サブ表示装置２０９を上下左右方向に移動動作させることができ
る。
【４０５５】
　図１７７（ｉ）は、サブ表示装置２０９の取り付けられている支持棒２２５ａが右方に
移動しながら下方に移動している状態を示している。支持棒２２５ａの駆動により、サブ
表示装置２０９が右斜め下方に向かって直線状に移動している。図中、サブ表示装置２０
９の上方に図示する右向き矢印と、サブ表示装置２０９の左方に示す下向き矢印との合成
方向がサブ表示装置２０９の移動方向である。サブ表示装置２０９の斜め右下方への移動
動作中において、サブ表示装置２０９に表示されている装飾図柄の変動表示は、サブ表示
装置２０９の移動動作と同じ速さで左斜め上方に移動する動画像により表示される。この
ため、サブ表示装置２０９に表示されている装飾図柄の変動表示は、遊技者から見て移動
していないように表示される。なお、サブ表示装置２０９は、左斜め上方に向かって移動
可能であってもよいし、左斜め下方に向かって移動可能であってもよいし、右斜め上方に
向かって移動可能であってもよい。この場合、サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表
示は、サブ表示装置２０９の移動動作と同じ速さでサブ表示装置２０９の移動方向と１８
０°反対方向に移動する動画像により表示されて、遊技者から見て移動していないように
表示される。
【４０５６】
　図１７７（ｊ）は、サブ表示装置２０９での装飾図柄の変動表示が終了し、サブ表示装
置２０９に「装飾３」が停止表示（確定停止表示）された状態を示している。本例では、
当該特図１変動遊技の当否判定結果は大当りであるので、サブ表示装置２０９に「装飾３
」が表示される。サブ表示装置２０９に装飾図柄（本例では、「装飾３」）が停止表示（
確定停止表示）されたことで、サブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立し、
サブ表示装置２０９の動作が左斜め下方への移動動作から停止動作に変更される。サブ表
示装置２０９の移動動作は、装飾図柄がサブ表示装置２０９に停止表示されると停止され
る。
【４０５７】
　サブ表示装置２０９に「装飾３」が停止表示（確定停止表示）された後、当該「装飾３
」が消去され、次いで、「３で止まれば大当りだ！」の文字列画像が消去され、次いで、
装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにおける装飾図柄の変
動表示が再開される。なお、当該「装飾３」が消去されるタイミングと、当該文字列画像
が消去されるタイミングと、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動
表示が再開されるタイミングとは、同時であってもよいし、いずれか先であってもよいし
、いずれか２つのタイミングが同時であってもよい。
【４０５８】
　図１７７（ｋ）は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃにおける装飾図柄の変動表
示が再開された後、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾３
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」が仮停止表示（揺れ変動表示）された状態を示している。装飾図柄表示装置２０８には
、「大当りだ！」の文字列画像が表示されている。右図柄表示領域２０８ｃに表示されて
いる「装飾３」の一部（下方の一部）は、殿のキャラクタ画像ｈ３の一部にオーバーラッ
プされて表示されている。なお、「大当りだ！」の文字列画像は、「３で止まれば大当り
だ！」の文字列画像が消去された直後に表示開始されてもよいし、「３で止まれば大当り
だ！」の文字列画像が消去されて所定時間が経過した後に表示開始されてもよいし、左中
右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾３」が仮停止表示される前
に表示開始されてもよいし、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３
－装飾３」が仮停止表示されるのと同時に表示開始されてもよいし、左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾３」が仮停止表示された後に表示開始され
てもよい。
【４０５９】
　サブ表示装置２０９の停止動作は、サブ表示装置２０９に「装飾３」が表示されている
期間において継続され、サブ表示装置２０９に表示されている「装飾３」が消去された後
でサブ表示装置２０９の初期位置への復帰動作が開始される。なお、サブ表示装置２０９
に表示されている「装飾３」が消去されるタイミングと、サブ表示装置２０９の初期位置
への復帰動作が開始されるタイミングとは同時であってもよい。
【４０６０】
　図１７７（ｌ）は、「装飾３－装飾３－装飾３」が仮停止表示されている期間において
、サブ表示装置２０９が初期位置への復帰動作を実行している状態を示している。図１７
７（ｌ）では、サブ表示装置２０９は、図１７７（ｋ）に示す状態から左斜め上方に直線
状に移動した後、反時計回りに３０°だけ回転して図１７７（ｃ）に示す状態と同じ状態
まで復帰した状態を示している。なお、サブ表示装置２０９は、反時計回りに３０°だけ
回転して初期姿勢に復帰した後、左斜め上方に直線状に移動して図１７７（ｃ）に示す状
態と同じ状態まで復帰してもよい。サブ表示装置２０９は、図１７７（ｃ）に示す状態と
同じ状態まで復帰した後、上方に移動して初期位置に復帰する。
【４０６１】
　図１７７（ｍ）は、当該特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動
遊技の当否判定結果は大当り（「特図Ａ」の大当り）であるので、左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであったことを示す
、当りを報知する図柄組合せ「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（確定停止表示）さ
れ、特図１第４図柄表示領域９３３には、大当りを報知する表示態様（本例では、「○」
）の第４図柄が停止表示されている。「大当り！」の文字列画像および殿のキャラクタ画
像ｈ３は、「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示される前に消去されてもよいし、「装
飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのと同時に消去されてもよいし、「装飾３－装
飾３－装飾３」が停止表示された直後に消去されてもよい。
【４０６２】
　図１７７（ｍ）では、サブ表示装置２０９は、初期位置に復帰している。サブ表示装置
２０９は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾３」が停止
表示される前に初期位置に復帰する。なお、サブ表示装置２０９は、左中右図柄表示領域
２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのと同時に初期位置
に復帰してもよいし、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃに「装飾３－装飾３－装飾
３」が停止表示された後に初期位置に復帰してもよい。
【４０６３】
　本実施例によるパチンコ機１００は、画像ディスプレイ（例えば、液晶表示装置）を含
んで構成されるサブ表示装置２０９を備えている。サブ表示装置２０９は、第一の運動パ
ターンに従った動作を実行可能である。本実施例における第一の運動パターンは、初期位
置から下方に移動して第二の位置に移動し、次いで反時計回りに３０°回転し、次いで時
計回りに６０°回転し、次いで右下方に移動し、次いで左上方に移動し、次いで反時計回
りに３０°回転して初期姿勢に復帰し、次いで上方に移動して初期位置に復帰する運動パ



(655) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

ターンである。なお、第一の運動パターンにおける回転動作はこれに限られず、反時計回
りに１°～３５９°の任意の角度だけ回転した後に、時計回りに当該任意の角度の２倍の
角度だけ回転し、次いで、反時計回りに当該任意の角度だけ回転して初期姿勢に復帰して
もよいし、反時計回りに１°～３５９°の任意の角度だけ回転し、次いで、時計回りに当
該任意の角度だけ回転して初期姿勢に復帰してもよいし、時計回りに１°～３５９°の任
意の角度だけ回転し、次いで、反時計回りに当該任意の角度だけ回転して初期姿勢に復帰
してもよい。本実施例によるパチンコ機１００によれば、画像表示手段による多彩な動作
により演出を実行することができる。
【４０６４】
　本実施例によるパチンコ機１００において、サブ表示装置２０９が第一の運動パターン
に従った動作を実行中にサブ表示装置２０９に装飾図柄が仮停止表示または停止表示され
るとサブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立する。本実施例では、サブ表示
装置２０９は、運動パターンの変更条件が成立すると、第一の運動パターンに従った動作
の実行中、例えば、回転動作の実行中であっても回転動作を停止する。なお、サブ表示装
置２０９は、運動パターンの変更条件が成立すると、回転動作や移動動作の途中であって
も回転動作や移動動作を中止し、初期位置に復帰する動作を実行してもよい。例えば、図
１７７（ｊ）に示すように、サブ表示装置２０９に「装飾３」が停止表示されて運動パタ
ーンの変更条件が成立すると、サブ表示装置２０９は、左斜め下方への移動動作を中止し
、「装飾３」の停止表示中に初期位置に復帰する動作を実行してもよい。
【４０６５】
　本実施例ではサブ表示装置２０９での装飾図柄の仮停止表示や確定停止表示が開始され
るとサブ表示装置２０９の停止動作が行われているが、サブ表示装置２０９での装飾図柄
の変動表示の実行中にサブ表示装置２０９の停止動作が行われる場合があってもよいし、
サブ表示装置２０９での装飾図柄の仮停止表示や確定停止表示の開始があってもサブ表示
装置２０９の運動パターンが変更されずにサブ表示装置２０９の動作が継続して実行され
る場合があってもよい。なお、サブ表示装置２０９の動作の実行中にサブ表示装置２０９
での装飾図柄の仮停止表示が開始されると、サブ表示装置２０９の停止動作が必ず行われ
るようにしてもよいし、サブ表示装置２０９の動作の実行中にサブ表示装置２０９での装
飾図柄の確定停止表示が開始されると、サブ表示装置２０９の停止動作が必ず行われるよ
うにしてもよい。
【４０６６】
　本実施例では、サブ表示装置２０９の回転動作や斜め方向への移動動作の実行中にサブ
表示装置２０９に装飾図柄が仮停止表示や確定停止表示されると、サブ表示装置２０９の
回転動作や斜め方向への移動動作が停止されているが、サブ表示装置２０９の横方向や上
下方向への移動動作の実行中にサブ表示装置２０９に装飾図柄が仮停止表示や確定停止表
示されると、サブ表示装置２０９の横方向や上下方向への移動動作が停止されてもよい。
また、サブ表示装置２０９は、第二の運動パターンに従った運動パターンを実行可能であ
る。第二の運動パターンは、例えば、サブ表示装置２０９が初期位置（第一の位置）から
第二の位置に移動し、斜め方向に移動し、当該斜め方向と反対方向の斜め方向に移動して
第二の位置に復帰し、第一の位置に移動する運動パターンである。サブ表示装置２０９は
、第二の運動パターンに従った動作を実行中にサブ表示装置２０９に装飾図柄が仮停止表
示または確定停止表示されて運動パターンの変更条件の成立があった場合に、第二の運動
パターンに従った動作の途中であっても停止動作を行うように構成されている。なお、サ
ブ表示装置２０９は、第二の運動パターンに従った動作を実行中にサブ表示装置２０９に
装飾図柄が仮停止表示または確定停止表示されて運動パターンの変更条件の成立があった
場合に、第二の運動パターンに従った動作の途中であっても初期位置に復帰する動作を行
うように構成されていてもよい。
【４０６７】
　なお、装飾図柄表示装置２０８がサブ表示装置２０９と同様の移動動作および回転動作
を実行可能であってもよい。この場合において、パチンコ機１００は、サブ表示装置２０
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９を備えていてもよいし、サブ表示装置２０９を備えていなくてもよい。なお、装飾図柄
表示装置２０８およびサブ表示装置２０９の両方が上下左右斜め方向への移動動作および
回転動作を実行可能であってもよい。なお、装飾図柄表示装置２０８が移動動作や回転動
作の実行中に運動パターンの変更条件が成立した場合には、装飾図柄表示装置２０８の停
止動作や初期位置への復帰動作が開始されてもよい。
【４０６８】
　本実施例では、装飾図柄の仮停止表示や確定停止表示が開始されるとサブ表示装置２０
９の運動パターンの変更条件が成立するが、サブ表示装置２０９の運動パターンの変更条
件が成立するのはこれに限られない。例えば、サブ表示装置２０９の動作の実行中にチャ
ンスボタン１３６が押下された場合にサブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成
立してもよいし、特図１または特図２のいずれか一方の保留が増加した場合にサブ表示装
置２０９の運動パターンの変更条件が成立してもよいし、優先して実行される演出（例え
ば、大当りとなる保留がある場合の当該保留についての先読み予告演出や、所定のミッシ
ョンがクリアされた場合に実行されるミッション達成演出等）が割り込んで開始される場
合にサブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立してもよい。これらの変更条件
の成立によりサブ表示装置２０９は停止してもよいし、初期位置に復帰してもよい。
【４０６９】
　図１７７（ａ）、（ｋ）～（ｍ）において、サブ表示装置２０９の画像表示領域には演
出表示等が表示されておらず、全体が白色で表示されている。なお、図１７７（ａ）、（
ｋ）～（ｍ）の状態において、サブ表示装置２０９には、特図１変動遊技の当否判定の結
果、現在の遊技状態、現在の演出モード、またはパチンコ機１００の機種名を表す文字列
画像や、特図１変動遊技の当否判定の結果、現在の遊技状態、または現在の演出モードに
応じたキャラクタ画像や、パチンコ機１００に登場するキャラクタ画像が表示されていて
もよい。
【４０７０】
　また、サブ表示装置２０９は、運動パターンの変更条件が成立して初期位置に復帰する
動作を開始する前に動作を一旦停止してもよい。
【４０７１】
（実施例３）
　図１７８を用いて、本実施の形態の実施例３の演出例について説明する。図１７８（ａ
）～（ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。図１７８（ａ）～（ｆ）、（
ａ’）～（ｆ’）の各図に示す構成と上記第１の実施の形態の実施例５の図２１（ａ）に
示す構成と共通の構成は、同一の動作および作用効果を奏するので、図１７８（ａ）のみ
に同一の符号を付してその説明は省略する。
【４０７２】
　図１７８（ａ）は、特図１変動遊技の実行中の状態を示している。装飾図柄表示装置２
０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示されてお
り、装飾枠ｆ１内の特図１第４図柄表示領域９３３では、第４図柄の変動表示が表示され
ており、サブ表示装置２０９では、装飾図柄の変動表示が表示されている。
【４０７３】
　図１７８（ｂ）は、サブ表示装置２０９が初期位置から下方に直線状に移動して第二の
位置で停止し、当該特図１変動遊技の実行中に装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃが消去されて、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾
図柄の変動表示が中断された状態を示している。図中、サブ表示装置２０９の右上方に図
示する下向き矢印は、サブ表示装置２０９の移動方向を示している。装飾図柄表示装置２
０８の画像表示領域の中央部下方の演出表示領域２０８ｄには「３で止まれば大当りだ！
」の文字列画像が表示されており、当該文字列画像の右方には殿のキャラクタ画像ｈ３が
表示されている。当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りである場合には、サブ表示
装置２０９に「装飾３」が表示されることが当該文字列画像により報知されている。本例
では、サブ表示装置２０９の初期位置から下方への移動中に、左中右図柄表示領域２０８
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ａ～２０８ｃが消去され、次いで、当該文字列画像および殿のキャラクタ画像ｈ３が表示
される。
【４０７４】
　図１７８（ｃ）は、サブ表示装置２０９が遊技者側から見て反時計回りに回転している
状態を示している。図中、サブ表示装置２０９の左右に図示する矢印は、サブ表示装置２
０９の回転方向を示している。図１７８（ｃ）に示す時点では、サブ表示装置２０９が図
１７８（ｃ）に示す初期姿勢から反時計回りに３０°回転した状態である。サブ表示装置
２０９の反時計回りの回転動作中において、サブ表示装置２０９に表示されている装飾図
柄の変動表示は、サブ表示装置２０９の回転の速さと同じ速さで遊技者側から見て時計回
りに回転する動画像により表示される。このため、サブ表示装置２０９に表示されている
装飾図柄の変動表示は、遊技者から見て回転していないように表示される。
【４０７５】
　図１７８（ｄ）は、磁気異常エラーが発生した状態を示している。磁気異常エラーは、
図４に示す各種センサ３２０に含まれる磁気検出センサが磁気を検出した場合に発生する
。磁気異常エラーが発生するとパチンコ機１００の遊技は停止され、遊技店員によるエラ
ー解除操作（例えば、電断復電操作）が行われるまで、パチンコ機１００は磁気異常エラ
ー報知を行う。パチンコ機１００の遊技停止により特図１変動遊技も停止され、装飾図柄
表示装置２０８の特図１第４図柄表示領域２０８ｄでの第４図柄の変動表示も停止され、
装飾図柄表示装置２０８に表示されていた「３で止まれば大当り」および殿のキャラクタ
画像ｈ３も消去される。また、パチンコ機１００の遊技が停止されたので、サブ表示装置
２０９での装飾図柄の変動表示が消去され、サブ表示装置２０９に「磁気異常発生！」の
文字列画像が表示される。また、磁気異常エラーが発生すると、サブ表示装置２０９の運
動パターンの変更条件が成立し、サブ表示装置２０９が初期位置に復帰する動作が実行さ
れる。サブ表示装置２０９の回転動作は停止される。
【４０７６】
　図１７８（ｅ）は、磁気異常エラーの発生によりサブ表示装置２０９が初期位置に復帰
している途中の状態であり、サブ表示装置２０９が時計回りに３０°回転して初期姿勢に
復帰した状態を示している。図中、サブ表示装置２０９の左右に示す矢印は、サブ表示装
置２０９の回転方向を示している。磁気異常エラーが発生すると、サブ表示装置２０９は
、回転動作を停止した後、当該回転動作の回転方向と反対に回転して初期姿勢に復帰する
。
【４０７７】
　図１７８（ｆ）は、サブ表示装置２０９が上方に直線状に移動して初期位置に復帰した
状態を示している。図中、サブ表示装置２０９の右方に図示する上向き矢印は、サブ表示
装置２０９の移動方向を示している。サブ表示装置２０９には「磁気異常発生！」の文字
列画像が表示されている。
【４０７８】
　次に、図１７８（ａ’）～（ｆ’）を用いて、本実施例の変形例について説明する。図
１７８（ａ’）～（ｆ’）は本変形例の演出を時系列で示している。図１７８（ａ’）～
（ｄ’）に示す状態は、図１７８（ａ）～（ｄ）に示す状態と同じであるので、その説明
は省略する。
【４０７９】
　図１７８（ｅ’）は、磁気異常エラーの発生によりサブ表示装置２０９が初期位置に復
帰している途中の状態であり、サブ表示装置２０９が時計回りに３０°回転して初期姿勢
に復帰した状態を示している。図中、サブ表示装置２０９の左右に示す矢印は、サブ表示
装置２０９の回転方向を示している。磁気異常エラーが発生すると、サブ表示装置２０９
は、回転動作を停止した後、当該回転動作の回転方向と反対に回転して初期姿勢に復帰す
る。図１７８（ｅ’）では、サブ表示装置２０９に表示されていた「磁気異常！」の文字
列画像が消去され、装飾図柄表示装置２０８に「磁気異常！」の文字列画像が表示されて
いる。このように、磁気異常エラーの発生当初ではサブ表示装置２０９により磁気異常エ
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ラーが発生したことが報知され、磁気異常エラー発生から所定時間経過後には装飾図柄表
示装置２０８により磁気異常エラーが発生していることが報知される。なお、磁気異常エ
ラーの発生当初では装飾図柄表示装置２０８により磁気異常エラーが発生したことが報知
され、磁気異常エラー発生から所定時間経過後にはサブ表示装置２０９により磁気異常エ
ラーが発生していることが報知されてもよいし、磁気異常エラーの発生当初では装飾図柄
表示装置２０８およびサブ表示装置２０９により磁気異常エラーが発生したことが報知さ
れ、磁気異常エラー発生から所定時間経過後には装飾図柄表示装置２０８またはサブ表示
装置２０９のいずれか一方により磁気異常エラーが発生していることが報知されてもよい
し、磁気異常エラーの発生から解除まで装飾図柄表示装置２０８およびサブ表示装置２０
９の両方で磁気異常エラーが発生していることが報知されてもよい。
【４０８０】
　図１７８（ｆ’）は、サブ表示装置２０９が上方に直線状に移動して初期位置に復帰し
た状態を示している。図中、サブ表示装置２０９の右方に図示する上向き矢印は、サブ表
示装置２０９の移動方向を示している。装飾図柄表示装置２０８には「磁気異常発生！」
の文字列画像が表示されている。
【４０８１】
　本実施例では、磁気異常エラーが発生すると、サブ表示装置２０９の運動パターンの変
更条件が成立する。本実施例では、サブ表示装置２０９が図１７６（ｂ）～（ｇ）に示す
第一の運動パターンに従った動作の実行中に磁気異常エラーが発生する。サブ表示装置２
０９の第一の運動パターンに従った動作を実行中に運動パターンの変更条件が成立すると
、第一の運動パターンに従った動作を実行中であってもサブ表示装置２０９は初期位置へ
復帰する動作を開始する。なお、磁気異常エラーの発生により運動パターンの変更条件が
成立した場合にサブ表示装置２０９は停止動作を行ってもよい。
【４０８２】
　また、サブ表示装置２０９は、第二の運動パターンに従った運動パターンを実行可能で
ある。第二の運動パターンは、例えば、サブ表示装置２０９が初期位置（第一の位置）か
ら第二の位置に移動し、斜め方向に移動し、当該斜め方向と反対方向の斜め方向に移動し
て第二の位置に復帰し、第一の位置に移動する運動パターンである。サブ表示装置２０９
は、第二の運動パターンに従った動作を実行中に磁気異常エラー等の異常状態が発生して
運動パターンの変更条件の成立があった場合に、第二の運動パターンに従った動作の途中
であっても停止動作を行うように構成されている。なお、サブ表示装置２０９は、第二の
運動パターンに従った動作を実行中にサブ表示装置２０９に装飾図柄が仮停止表示または
確定停止表示されて運動パターンの変更条件の成立があった場合に、第二の運動パターン
に従った動作の途中であっても初期位置に復帰する動作を行うように構成されていてもよ
い。
【４０８３】
　本実施例では、サブ表示装置２０９の回転動作の実行中に磁気異常エラーが発生してサ
ブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立すると、サブ表示装置２０９の初期位
置に復帰する動作が実行されるが、サブ表示装置２０９が上下左右斜めのいずれか方向の
方向への移動動作の実行中に磁気異常エラーが発生してサブ表示装置２０９の運動パター
ンの変更条件が成立すると、サブ表示装置２０９の初期位置に復帰する動作が実行されて
もよいし、サブ表示装置２０９の移動動作が停止されてもよい。
【４０８４】
　本実施例によるパチンコ機１００において、磁気異常エラー等の異常状態が発生したと
判定された場合に、サブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立する。磁気異常
エラーの発生の他に、磁界異常エラー、振動エラー、異常入賞エラー、または扉開放エラ
ーが発生した場合にサブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立するように設定
されていてもよい。磁界異常エラーは、図４に示す各種センサ３２０に含まれる電波検出
センサが電波を検出した場合に発生する。磁界異常エラーが発生するとパチンコ機１００
の遊技は停止され、遊技店員によるエラー解除操作（例えば、電断復電操作）が行われる
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まで、パチンコ機１００は磁界異常エラーの報知を行う。振動エラーは、図４に示す各種
センサ３２０に含まれる振動検出センサが振動を検出した場合に発生する。振動エラーが
発生してもパチンコ機１００の遊技は停止されず、振動エラーが発生してから所定時間が
経過するまで、パチンコ機１００は振動エラーの報知を行う。異常入賞エラーは、可変入
賞口２３４、２３５（アタッカ）や特図２始動口２３２（電チュー）の開放条件が成立し
ていない場合に可変入賞口２３４、２３５や特図２始動口２３２への遊技球の入賞が検知
された場合に発生する。異常入賞エラーが発生してもパチンコ機１００の遊技は停止され
ず、異常入賞エラーが発生してから所定時間が経過するまで、パチンコ機１００は異常入
賞エラーの報知を行う。扉開放エラーは、前面枠扉１０６の開放をセンサ前面枠扉開放セ
ンサが検出した場合や本体１０４の開放を内枠開放センサは検出した場合に生じる。扉開
放エラーが発生してもパチンコ機１００の遊技は停止されず、扉開放エラーが発生してか
ら所定時間が経過するまで、パチンコ機１００は扉開放エラーの報知を行う。なお、下皿
満タンエラーが発生した場合にサブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立する
ようにしてもよい。
【４０８５】
　本実施例では、磁気異常エラー等の異常状態が発生するとサブ表示装置２０９の運動パ
ターンの変更条件が成立するが、サブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立す
るのはこれに限られない。例えば、サブ表示装置２０９の動作の実行中にチャンスボタン
１３６が押下された場合にサブ表示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立してもよ
いし、特図１または特図２のいずれか一方の保留が増加した場合にサブ表示装置２０９の
運動パターンの変更条件が成立してもよいし、優先して実行される演出（例えば、大当り
となる保留がある場合の当該保留についての先読み予告演出や、所定のミッションがクリ
アされた場合に実行されるミッション達成演出等）が割り込んで開始される場合にサブ表
示装置２０９の運動パターンの変更条件が成立してもよい。これらの変更条件の成立によ
りサブ表示装置２０９は初期位置に復帰してもよいし、停止してもよい。
【４０８６】
　サブ表示装置２０９は、第一の運動パターンと第二の運動パターンとは異なる第三の運
動パターンに従った動作を実行可能であってもよい。第三の運動パターンは、後述する図
１７９～図１８３に示す運動パターンであってもよい。なお、後述する図１８３に示す運
動パターンを第一の運動パターンとしてもよい。
【４０８７】
（実施例４）
　図１７９を用いて、本実施の形態の実施例４の演出例について説明する。図１７９（ａ
）～（ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。図１７９（ａ）～（ｆ）の各
図に示す構成と上記第１の実施の形態の実施例５の図２１（ａ）に示す構成と共通の構成
は、同一の動作および作用効果を奏するので、図１７９（ａ）のみに同一の符号を付して
その説明は省略する。
【４０８８】
　図１７９（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。装飾図柄表示装置２
０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、当該特図１変動遊技の当否判定結果
がはずれであったことを示す、当りを報知する図柄組合せ以外の図柄組合せ「装飾２－装
飾３－装飾４」が停止表示されている。装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の左上角
部に表示されている装飾枠ｆ１内の特図１第４図柄表示領域９３３には、はずれを報知す
る表示態様の第４図柄が停止表示されている。装飾枠ｆ１内の特図２第４図柄表示領域９
３４には、直近の特図２変動遊技の当否判定結果がはずれであったことを報知する表示態
様の第４図柄が停止表示されている。装飾枠ｆ１内の特図１保留数表示領域９３１には特
図１の保留数が１であることを示す「１」が表示され、装飾枠ｆ１内の特図２保留数表示
領域９３２には特図２の保留数が０であることを示す「０」が表示されている。装飾図柄
表示装置２０８の画像表示領域の下部に表示されている装飾枠ｆ２内の特図１保留アイコ
ン表示領域９５０には白色円形で表示されたデフォルトの特図１保留アイコン９５１が表
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示されている。図１７９（ａ）に示す状態において、サブ表示装置２０９は、初期位置に
位置しており、サブ表示装置２０９の画像表示領域には演出表示等が表示されておらず、
全体が白色で表示されている。
【４０８９】
　図１７９（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態を示
している。装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図
柄の変動表示が表示されている。特図１第４図柄表示領域９３３では第４図柄の変動表示
が表示されている。特図１保留数表示領域９３１では「０」が表示され、特図１の保留数
が１減少して特図１の保留数が０になったことが報知されている。特図１の保留が１個減
少し、特図１変動遊技が開始されると、装飾図柄表示装置２０８の変動アイコン表示領域
９４０および特図１保留アイコン表示領域９５０では、保留・変動アイコン間の移動アニ
メーションが実行される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、特図１保留
アイコン表示領域９５０の第１領域に表示されていた特図１保留アイコン９５１が、変動
アイコン９４１となって、変動アイコン表示領域９４０に移動する。図１７９（ｂ）では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが終了しており、変動アイコン９４１は変
動アイコン表示領域９４０に表示されている。
【４０９０】
　図１７９（ｂ）において、サブ表示装置２０９は初期位置（第一の位置）から下方に直
線状に移動して第二の位置で停止している。なお、サブ表示装置２０９の移動開始タイミ
ングは、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでの装飾図柄の変動表示の開始と同時で
あってもよいし、当該装飾図柄の変動表示の開始後であってもよい。また、サブ表示装置
２０９の画像表示領域の中央には、殿のキャラクタ画像ｈ３が表示されている。殿のキャ
ラクタ画像ｈ３は全体が表示されている。殿のキャラクタ画像ｈ３は、当該変動の予告と
して表示される。なお、殿のキャラクタ画像ｈ３は、サブ表示装置２０９の第二の位置へ
の移動開始に先立って表示開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の第二の位置への移
動開始と同時に表示開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の第二の位置への移動中に
表示開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の第二の位置への移動完了以降に表示開始
されてもよい。
【４０９１】
　図１７９（ｂ－１）は、図１７９（ｂ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示す
るために、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から読み出した画像データを示している。
図１７９（ｂ－１）に示す画像データは、中央右寄りに配置された殿のキャラクタ画像ｈ
３と、左下角部に配置された姫のキャラクタ画像ｈ４とを有している。姫のキャラクタ画
像ｈ４は、当該変動の予告画像である。殿のキャラクタ画像ｈ３と姫のキャラクタ画像ｈ
４とは、絵柄の向きが正しい態様（以下、「正向きの態様」と称する場合がある）であり
、周囲にエフェクト画像が表示されていないエフェクト画像なしの態様である。図１７９
（ｂ－２）は、図１７９（ｂ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示するために、
図１７９（ｂ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成
した表示データを示している。当該表示データは、図１７９（ｂ－１）に示す画像データ
の殿のキャラクタ画像ｈ３の中心を切り取り中心とし、縦横比が９：１６となる長方形状
の領域で当該画像データを切り取ることにより生成される。図１７９（ｂ－２）に示す表
示データに姫のキャラクタ画像ｈ４は含まれていないため、図１７９（ｂ）において姫の
キャラクタ画像ｈ４はサブ表示装置２０９に表示されていない。
【４０９２】
　サブ表示装置２０９は、図１７９（ｂ）での位置から左方向に直線状に移動する移動動
作を実行可能である。サブ表示装置２０９の移動動作時におけるサブ表示装置２０９の表
示データは、ＲＯＭ４０６から読み出した画像データの切り取り中心がサブ表示装置２０
９の移動距離と同じ距離だけサブ表示装置２０９の移動方向と同じ方向に移動して生成さ
れる。サブ表示装置２０９が左方向に所定距離以上移動すると表示データに姫のキャラク
タ画像ｈ４が右側から徐々に含まれていくので、サブ表示装置２０９が左方向に所定距離
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以上移動するとサブ表示装置２０９に姫のキャラクタ画像ｈ４が右側から徐々に表示され
る。姫のキャラクタ画像ｈ４は、サブ表示装置２０９の左方向への移動の速さと同じ速さ
で、サブ表示装置２０９の左方向への移動距離と同じ距離だけ右方向に移動する動画像で
表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時において、姫のキャラクタ画像
ｈ４は、遊技者から見て移動していないように表示される。サブ表示装置２０９の移動動
作時における殿のキャラクタ画像ｈ３は、サブ表示装置２０９の左方向への移動の速さと
同じ速さで、サブ表示装置２０９の左方向への移動距離と同じ距離だけ右方向に移動する
動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時において、殿のキャラ
クタ画像ｈ３は、遊技者から見て移動していないように表示される。このように、サブ表
示装置２０９は、移動動作時において、殿のキャラクタ画像ｈ３と姫のキャラクタ画像ｈ
４とを含むアニメーション表示を表示する。
【４０９３】
　図１７９（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示さ
れてリーチ演出が開始された状態を示している。リーチ演出開始時には、まず、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示される。本例では、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表
示された後にサブ表示装置２０９が左方向への移動動作を実行し、リーチ演出としてのサ
ブ表示装置２０９による横移動表示予告演出が実行される。図１７９（ｃ）中、サブ表示
装置２０９の右上方に図示する左向き矢印は、サブ表示装置２０９の移動方向を示してお
り、２点鎖線で示す長方形は、図１７９（ｂ）におけるサブ表示装置２０９の画像表示領
域の位置を示している。なお、サブ表示装置２０９は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾
２」が仮停止表示される前に左方向への移動動作を開始してもよいし、左図柄表示領域２
０８ａに「装飾２」が仮停止表示された後であって右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」
が仮停止表示される前に左方向への移動動作を開始してもよい。図１７９（ｃ）において
、サブ表示装置２０９は停止している。
【４０９４】
　図１７９（ｃ）では、殿のキャラクタ画像ｈ３は、全体が表示されている。サブ表示装
置２０９の画像表示領域の左下角部には姫のキャラクタ画像ｈ４の約右半分が表示されて
おり、姫のキャラクタ画像ｈ４の約左半分が見切れている。サブ表示装置２０９が左方向
に移動することで、姫のキャラクタ画像ｈ４は右側からサブ表示装置２０９の画像表示領
域に徐々に表示される。サブ表示装置２０９の移動動作時における殿のキャラクタ画像ｈ
３および姫のキャラクタ画像ｈ４は、サブ表示装置２０９の左方向への移動の速さと同じ
速さで、サブ表示装置２０９の左方向への移動距離と同じ距離だけ右方向に移動する動画
像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時において、殿のキャラクタ
画像ｈ３および姫のキャラクタ画像ｈ４は、遊技者から見て移動していないように表示さ
れる。殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表示されており、姫の
キャラクタ画像ｈ４の周囲には星型のエフェクト画像が表示されている。これらの星型の
エフェクト画像は、動画像で表示される。なお、星型のエフェクト画像は、静止画像で表
示されてもよい。また、殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様である。姫のキャラク
タ画像ｈ４は、姫のキャラクタ画像ｈ４の中心を回転中心として、正向きから反時計回り
に３０°回転した態様である。姫のキャラクタ画像ｈ４は、サブ表示装置２０９の移動動
作中に回転されてもよいし、サブ表示装置２０９の停止以降に回転されてもよい。
【４０９５】
　図１７９（ｃ－１）は、図１７９（ｃ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示す
るために、ＲＯＭ４０６から読み出した画像データを示している。図１７９（ｃ－１）に
示す画像データは、中央右寄りに配置された殿のキャラクタ画像ｈ３と、左下角部に配置
された姫のキャラクタ画像ｈ４とを有している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態
様であり、周囲に星型のエフェクト画像が配置されたエフェクト画像ありの態様である。
姫のキャラクタ画像ｈ４は、正向きから反時計回りに３０°回転した態様であり、周囲に
星型のエフェクト画像が配置されたエフェクト画像ありの態様である。図１７９（ｃ－２
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）は、図１７９（ｃ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示するために、図１７９
（ｃ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示
データを示している。当該表示データは、図１７９（ｂ－２）に示す表示データでの切り
取り中心から図１７９（ｂ）～（ｃ）においてサブ表示装置２０９が左方向に移動した距
離だけ左方向にずれた位置を切り取り中心として縦横比が９：１６となる長方形状の領域
で図１７９（ｃ－１）に示す画像データを切り取ることにより生成される。当該表示デー
タに姫のキャラクタ画像ｈ４の約右半分が含まれているので、図１７９（ｃ）において姫
のキャラクタ画像ｈ４の当該右半分がサブ表示装置２０９に表示されており、当該表示デ
ータに姫のキャラクタ画像ｈ４の約左半分が含まれていないので、姫のキャラクタ画像ｈ
４の当該左半分がサブ表示装置２０９の画像表示領域から見切れている。
【４０９６】
　図１７９（ｄ）は、サブ表示装置２０９が右方向に直線状に移動し、サブ表示装置２０
９が図１７９（ｂ）での位置に戻って停止した状態を示している。図１７９（ｄ）中、サ
ブ表示装置２０９の左上方に図示する右向き矢印は、サブ表示装置２０９の移動方向を示
しており、２点鎖線で示す長方形は、図１７９（ｃ）におけるサブ表示装置２０９の画像
表示領域の位置を示している。図１７９（ｄ）では、殿のキャラクタ画像ｈ３は、全体が
表示されている。サブ表示装置２０９には姫のキャラクタ画像ｈ４は表示されていない。
サブ表示装置２０９が右方向に移動することで、姫のキャラクタ画像ｈ４は左側から徐々
に消去される。サブ表示装置２０９の移動動作時における殿のキャラクタ画像ｈ３および
姫のキャラクタ画像ｈ４は、サブ表示装置２０９の右方向への移動の速さと同じ速さで、
サブ表示装置２０９の右方向への移動距離と同じ距離だけ左方向に移動する動画像で表示
される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時において、殿のキャラクタ画像ｈ３
および姫のキャラクタ画像ｈ４は、遊技者から見て移動していないように表示される。
【４０９７】
　図１７９（ｄ－１）は、図１７９（ｄ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示す
るために、ＲＯＭ４０６から読み出した画像データを示している。図１７９（ｄ－１）に
示す画像データは、中央右寄りに配置された殿のキャラクタ画像ｈ３と、左下角部に配置
された姫のキャラクタ画像ｈ４とを有している。殿のキャラクタ画像ｈ３と姫のキャラク
タ画像ｈ４とは、正向きの態様であり、周囲にエフェクト画像が表示されていないエフェ
クト画像なしの態様である。図１７９（ｄ－２）は、図１７９（ｄ）におけるサブ表示装
置２０９での画像を表示するために、図１７９（ｄ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ
４３６のワークエリアを使用して生成した表示データを示している。当該表示データは、
図１７９（ｄ－１）に示す画像データの殿のキャラクタ画像ｈ３の中心を切り取り中心と
し、縦横比が９：１６となる長方形状の領域で当該画像データを切り取ることにより生成
される。図１７９（ｄ－２）に示す表示データに姫のキャラクタ画像ｈ４は含まれていな
いため、図１７９（ｄ）において姫のキャラクタ画像ｈ４はサブ表示装置２０９に表示さ
れていない。
【４０９８】
　図１７９（ｅ）は、サブ表示装置２０９が左方向に直線状に移動し、サブ表示装置２０
９が図１７９（ｃ）での位置と同じ位置に戻った時点の状態を示している。図１７９（ｅ
）中、サブ表示装置２０９の右上方に図示する左向き矢印は、サブ表示装置２０９の移動
方向を示しており、２点鎖線で示す長方形は、図１７９（ｄ）におけるサブ表示装置２０
９の画像表示領域の位置を示している。図１７９（ｅ）では、殿のキャラクタ画像ｈ３は
、全体が表示されている。サブ表示装置２０９の画像表示領域の左下角部には姫のキャラ
クタ画像ｈ４の約右半分が表示されており、姫のキャラクタ画像ｈ４の約左半分が見切れ
ている。サブ表示装置２０９が左方向に移動することで、姫のキャラクタ画像ｈ４は右側
からサブ表示装置２０９の画像表示領域に徐々に表示される。サブ表示装置２０９の移動
動作時における殿のキャラクタ画像ｈ３および姫のキャラクタ画像ｈ４は、サブ表示装置
２０９の左方向への移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の左方向への移動距離
と同じ距離だけ右方向に移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の
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移動動作時において、殿のキャラクタ画像ｈ３および姫のキャラクタ画像ｈ４は、遊技者
から見て移動していないように表示される。殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエ
フェクト画像が表示されており、姫のキャラクタ画像ｈ４の周囲には星型のエフェクト画
像が表示されている。また、殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様である。姫のキャ
ラクタ画像ｈ４は、姫のキャラクタ画像ｈ４の中心を回転中心として、正向きから時計回
りに３０°回転した態様である。姫のキャラクタ画像ｈ４は、サブ表示装置２０９の移動
動作中に回転される。なお、姫のキャラクタ画像ｈ４は、サブ表示装置２０９の停止中に
回転されてもよい。
【４０９９】
　図１７９（ｅ－１）は、図１７９（ｅ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示す
るために、ＲＯＭ４０６から読み出した画像データを示している。図１７９（ｅ－１）に
示す画像データは、中央右寄りに配置された殿のキャラクタ画像ｈ３と、左下角部に配置
された姫のキャラクタ画像ｈ４とを有している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態
様であり、周囲に星型のエフェクト画像が配置されたエフェクト画像ありの態様である。
姫のキャラクタ画像ｈ４は、正向きから時計回りに３０°回転した態様であり、周囲に星
型のエフェクト画像が配置されたエフェクト画像ありの態様である。図１７９（ｅ－２）
は、図１７９（ｅ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示するために、図１７９（
ｅ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示デ
ータを示している。当該表示データは、図１７９（ｄ－２）に示す表示データでの切り取
り中心から図１７９（ｄ）～（ｅ）においてサブ表示装置２０９が左方向に移動した距離
だけ左方向にずれた位置を切り取り中心として縦横比が９：１６となる長方形状の領域で
図１７９（ｅ－１）に示す画像データを切り取ることにより生成される。当該表示データ
に姫のキャラクタ画像ｈ４の約右半分が含まれているので、図１７９（ｅ）において姫の
キャラクタ画像ｈ４の当該右半分がサブ表示装置２０９に表示されており、当該表示デー
タに姫のキャラクタ画像ｈ４の約左半分が含まれていないので、姫のキャラクタ画像ｈ４
の当該左半分がサブ表示装置２０９の画像表示領域から見切れている。
【４１００】
　図１７９（ｆ）は、サブ表示装置２０９がさらに左方向に直線状に移動して停止した状
態を示している。図１７９（ｆ）中、サブ表示装置２０９の右上方に図示する左向き矢印
は、サブ表示装置２０９の移動方向を示しており、２点鎖線で示す長方形は、図１７９（
ｅ）におけるサブ表示装置２０９の画像表示領域の位置を示している。図１７９（ｆ）で
は、殿のキャラクタ画像ｈ３および姫のキャラクタ画像ｈ４は、全体が表示されている。
サブ表示装置２０９の移動動作時における殿のキャラクタ画像ｈ３および姫のキャラクタ
画像ｈ４は、サブ表示装置２０９の左方向への移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２
０９の左方向への移動距離と同じ距離だけ右方向に移動する動画像で表示される。このた
め、サブ表示装置２０９の移動動作時において、殿のキャラクタ画像ｈ３および姫のキャ
ラクタ画像ｈ４は、遊技者から見て移動していないように表示される。殿のキャラクタ画
像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表示されており、姫のキャラクタ画像ｈ４の周
囲には星型のエフェクト画像が表示されている。また、殿のキャラクタ画像ｈ３は、殿の
キャラクタ画像ｈ３の中心を回転中心として、正向きから反時計回りに３０°回転した態
様である。殿のキャラクタ画像ｈ３は、サブ表示装置２０９の移動動作中に回転されても
よいし、サブ表示装置２０９の停止以降に回転されてもよい。姫のキャラクタ画像ｈ４は
、図１７９（ｅ）から引き続き、正向きから時計回りに３０°回転した態様である。
【４１０１】
　図１７９（ｆ－１）は、図１７９（ｆ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示す
るために、ＲＯＭ４０６から読み出した画像データを示している。図１７９（ｆ－１）に
示す画像データは、中央右寄りに配置された殿のキャラクタ画像ｈ３と、左下角部に配置
された姫のキャラクタ画像ｈ４とを有している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きから
反時計回りに３０°回転した態様であり、周囲に星型のエフェクト画像が配置されたエフ
ェクト画像ありの態様である。姫のキャラクタ画像ｈ４は、正向きから時計回りに３０°
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回転した態様であり、周囲に星型のエフェクト画像が配置されたエフェクト画像ありの態
様である。図１７９（ｆ－２）は、図１７９（ｆ）におけるサブ表示装置２０９での画像
を表示するために、図１７９（ｆ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエ
リアを使用して生成した表示データを示している。当該表示データは、図１７９（ｄ－２
）に示す表示データでの切り取り中心から図１７９（ｅ）～（ｆ）においてサブ表示装置
２０９が左方向に移動した距離だけ左方向にずれた位置を切り取り中心として縦横比が９
：１６となる長方形状の領域で図１７９（ｆ－１）に示す画像データを切り取ることによ
り生成される。当該表示データに姫のキャラクタ画像ｈ４の全体が含まれているので、図
１７９（ｆ）において姫のキャラクタ画像ｈ４の全体がサブ表示装置２０９に表示されて
いる。
【４１０２】
　本実施例では、サブ表示装置２０９の左方向への移動により姫のキャラクタ画像ｈ４が
右側からサブ表示装置２０９に徐々に表示される。サブ表示装置２０９が例えば図１７９
（ｃ）、（ｅ）での位置まで移動した場合には、画像データの左下角部に配置されている
姫のキャラクタ画像ｈ４の一部が見切れて表示され、サブ表示装置２０９が例えば、図１
７９（ｆ）での位置まで移動した場合には、画像データの左下角部に配置されている姫の
キャラクタ画像ｈ４の全体が表示される。パチンコ機１００は、サブ表示装置２０９の動
作（運動、移動動作、回転動作）により図柄変動表示の実行中に姫のキャラクタ画像ｈ４
の一部のみが表示された場合よりも姫のキャラクタ画像ｈ４の全体が表示された場合の方
が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成され
ている。また、パチンコ機１００は、図柄変動表示の実行中において、サブ表示装置２０
９が図１７９（ｆ）での位置に移動した状態で、姫のキャラクタ画像ｈ４が表示されなか
った場合より姫のキャラクタ画像ｈ４の全体が表示された場合の方が当該図柄変動表示の
後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【４１０３】
　次に、図１７９（ａ’）～（ｆ’）を用いて、本実施例の変形例について説明する。図
１７９（ａ’）～（ｆ’）は本変形例の演出例を時系列で示している。図１７９（ａ’）
～（ｅ）に示す状態は、図１７９（ａ）～（ｅ）に示す状態と同じであるので、その説明
は省略する。
【４１０４】
　図１７９（ｅ’）から引き続く図１７９（ｆ’）は、サブ表示装置２０９が右方向に直
線状に移動し、サブ表示装置２０９が図１７９（ｂ’）での位置に戻った状態を示してい
る。図１７９（ｆ’）中、サブ表示装置２０９の左上方に図示する右向き矢印は、サブ表
示装置２０９の移動方向を示しており、２点鎖線で示す長方形は、図１７９（ｅ’）にお
けるサブ表示装置２０９の画像表示領域の位置を示している。図１７９（ｅ’）では、殿
のキャラクタ画像ｈ３は、全体が表示されている。また、殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲
にはエフェクト画像が表示されていない。また、サブ表示装置２０９には姫のキャラクタ
画像ｈ４は表示されていない。サブ表示装置２０９が右方向に移動することで、姫のキャ
ラクタ画像ｈ４は左側から徐々に消去される。サブ表示装置２０９の移動動作時における
殿のキャラクタ画像ｈ３および姫のキャラクタ画像ｈ４は、サブ表示装置２０９の右方向
への移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の右方向への移動距離と同じ距離だけ
左方向に移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時にお
いて、殿のキャラクタ画像ｈ３および姫のキャラクタ画像ｈ４は、遊技者から見て移動し
ていないように表示される。本変形例では、図１７９（ｂ’）～（ｆ’）に示す図柄変動
表示の実行中にサブ表示装置２０９が図１７９（ｆ）での位置まで移動することがなく、
姫のキャラクタ画像ｈ４の全体がサブ表示装置２０９に表示されることがない。
【４１０５】
　パチンコ機１００は、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作により姫のキ
ャラクタ画像ｈ４の一部のみしかサブ表示装置２０９に表示されなかった場合（図１７９
（ａ’）～（ｆ’）に示す場合）よりも、姫のキャラクタ画像ｈ４の全体がサブ表示装置
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２０９に表示された場合（図１７９（ａ）～（ｆ）に示す場合）の方が当該図柄変動表示
の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。なお、パチ
ンコ機１００は、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作により、姫のキャラ
クタ画像ｈ４がサブ表示装置２０９に表示されなかった場合よりも姫のキャラクタ画像ｈ
４の少なくとも一部がサブ表示装置２０９に表示された場合（図１７９（ｃ）、（ｅ）、
（ｆ）、（ｃ’）、（ｅ’）に示す場合）の方が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り
図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。なお、パチンコ機１００は
、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作により、姫のキャラクタ画像ｈ４が
サブ表示装置２０９に表示されなかった場合よりも姫のキャラクタ画像ｈ４の全体がサブ
表示装置２０９に表示された場合（図１７９（ｆ）に示す場合）の方が当該図柄変動表示
の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【４１０６】
　また、大当り信頼度に併せたキャラクタ画像が表示されるようにしてもよい。例えば、
殿の敵キャラクタ画像、姫のキャラクタ画像、忍者のキャラクタ画像の順に大当り信頼度
が高くなるように設定されていてもよい。パチンコ機１００は、図柄変動表示の実行中の
サブ表示装置２０９の動作により、殿の敵キャラクタ画像の少なくとも一部がサブ表示装
置２０９に表示された場合よりも、姫のキャラクタ画像ｈ４または忍者のキャラクタ画像
のいずれか一方の画像の少なくとも一部がサブ表示装置２０９に表示された場合の方が当
該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されてい
てもよいし、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の移動動作により、姫のキャラ
クタ画像ｈ４の少なくとも一部がサブ表示装置２０９に表示された場合よりも、忍者のキ
ャラクタ画像の少なくとも一部がサブ表示装置２０９に表示された場合の方が当該図柄変
動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい
。
【４１０７】
　本実施例では、サブ表示装置２０９が左方向に移動した場合に姫のキャラクタ画像ｈ４
がサブ表示装置２０９に表示されるようになっているが、サブ表示装置２０９が右方向や
上下方向や斜め方向に移動した場合や回転動作を実行した場合に姫のキャラクタ画像ｈ４
が表示されてもよい。この場合においても、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９
の動作により姫のキャラクタ画像ｈ４の一部のみがサブ表示装置２０９に表示された場合
よりも姫のキャラクタ画像ｈ４の全体がサブ表示装置２０９に表示された場合の方が当該
図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていて
もよいし、姫のキャラクタ画像ｈ４がサブ表示装置２０９に表示されなかった場合よりも
姫のキャラクタ画像ｈ４の少なくとも一部がサブ表示装置２０９に表示された場合の方が
当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されて
いてもよいし、姫のキャラクタ画像ｈ４の少なくとも一部がサブ表示装置２０９に表示さ
れた場合よりも忍者のキャラクタ画像の少なくとも一部がサブ表示装置２０９に表示され
た場合の方が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいよう
に構成されていてもよい。また、例えば、サブ表示装置２０９が反時計回りに回転した場
合にサブ表示装置２０９に姫のキャラクタ画像ｈ４が表示され、サブ表示装置２０９が時
計回りに回転した場合にサブ表示装置２０９に殿の敵キャラクタ画像が表示されてもよい
。
【４１０８】
　大当り信頼度の異なるキャラクタ画像は、殿の敵キャラクタ画像、姫のキャラクタ画像
、忍者のキャラクタ画像の３種類に限られず、４種類以上設けられていてもよい。
【４１０９】
　なお、本実施例による演出では、姫のキャラクタ画像ｈ４が用いられているが、キャラ
クタ画像以外の画像（例えば、一の文字や一の記号や文字列画像や小判や千両箱等の物の
画像やアイテム画像やエフェクト画像や会話予告画像等）が用いられていてもよい。キャ
ラクタ画像以外の画像においても、大当り信頼度の異なる複数の画像が設けられていても
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よい。
【４１１０】
　なお、本実施例による演出では、姫のキャラクタ画像ｈ４は当該変動の予告として表示
されるが、姫のキャラクタ画像ｈ４は先読み予告として表示されてもよい。この場合には
、サブ表示装置２０９の動作により姫のキャラクタ画像ｈ４の一部のみが表示された場合
よりも姫のキャラクタ画像ｈ４の全体が表示された場合の方が先読み予告対象の図柄変動
表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよいし
、サブ表示装置２０９の動作により姫のキャラクタ画像ｈ４が表示さなかった場合よりも
姫のキャラクタ画像ｈ４の少なくとも一部が表示された場合の方が先読み予告対象の図柄
変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよ
い。先読み予告の場合においても、大当り信頼度の異なるキャラクタ画像やキャラクタ画
像以外の画像が４種類以上設けられていてもよい。
【４１１１】
（実施例５）
　図１８０を用いて、本実施の形態の実施例５の演出例について説明する。図１８０（ａ
）～（ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。図１８０（ａ）～（ｆ）の各
図に示す構成と上記第１の実施の形態の実施例５の図２１（ａ）に示す構成と共通の構成
は、同一の動作および作用効果を奏するので、図１８０（ａ）のみに同一の符号を付して
その説明は省略する。
【４１１２】
　図１８０（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態であり、図１７９（ａ）に示す状態
と同じである。
【４１１３】
　図１８０（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態であ
り、図１７９（ｂ）と同じ状態である。図１８０（ｂ－１）は、図１８０（ｂ）における
サブ表示装置２０９での画像を表示するために、第１副制御部４００のＲＯＭ４０６から
読み出した画像データを示している。図１８０（ｂ－１）に示す画像データは、中央に配
置された殿のキャラクタ画像ｈ３と、左下角部に配置された「当り」の文字列画像ｈ７と
、右下角部に配置された「？！」の文字列画像ｈ８とを有している。殿のキャラクタ画像
ｈ３、文字列画像ｈ７、および文字列画像ｈ８は、絵柄の向きが正しい正向きの態様であ
り、周囲にエフェクト画像が表示されていないエフェクト画像なしの態様である。殿のキ
ャラクタ画像ｈ３、文字列画像ｈ７、および文字列画像ｈ８は、当該変動の予告画像であ
る。図１８０（ｂ－２）は、図１８０（ｂ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示
するために、図１８０（ｂ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを
使用して生成した表示データを示している。当該表示データは、図１８０（ｂ－１）に示
す画像データの中心を切り取り中心とし、縦横比が９：１６となる長方形状の領域で当該
画像データを切り取ることにより生成される。当該表示データに文字列画像ｈ７、ｈ８は
含まれていないため、図１８０（ｂ）において文字列画像ｈ７、ｈ８はサブ表示装置２０
９に表示されていない。
【４１１４】
　サブ表示装置２０９は、図１８０（ｂ）での位置からを中心位置として左右方向に直線
状に移動する移動動作を実行可能である。サブ表示装置２０９の移動動作時におけるサブ
表示装置２０９の表示データは、ＲＯＭ４０６から読み出した画像データの切り取り中心
がサブ表示装置２０９の移動距離と同じ距離だけサブ表示装置２０９の移動方向と同じ方
向に移動して生成される。サブ表示装置２０９が左方向に所定距離以上移動すると表示デ
ータに文字列画像ｈ７が右側から徐々に含まれていくので、サブ表示装置２０９が左方向
に所定距離以上移動するとサブ表示装置２０９に文字列画像ｈ７が右側から徐々に表示さ
れる。文字列画像ｈ７は、サブ表示装置２０９の移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置
２０９の移動距離と同じ距離だけサブ表示装置２０９の移動方向と反対方向に移動する動
画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時において、文字列画像ｈ
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７は、遊技者から見て移動していないように表示される。同様に、サブ表示装置２０９が
右方向に所定距離以上移動すると表示データに文字列画像ｈ８が左側から徐々に含まれて
いくので、サブ表示装置２０９が右方向に所定距離以上移動するとサブ表示装置２０９に
文字列画像ｈ８が左側から徐々に表示される。文字列画像ｈ８は、サブ表示装置２０９の
移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の移動距離と同じ距離だけサブ表示装置２
０９の移動方向と反対方向に移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０
９の移動動作時において、文字列画像ｈ８は、遊技者から見て移動していないように表示
される。このように、サブ表示装置２０９は、移動動作時において、殿のキャラクタ画像
ｈ３と文字列画像ｈ７と文字列画像ｈ８とを含むアニメーション表示を表示する。
【４１１５】
　図１８０（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示さ
れてリーチ演出が開始された状態を示している。リーチ演出開始時には、まず、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示される。本例では、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表
示された後にサブ表示装置２０９の左方向に直線状に移動する動作が実行され、リーチ演
出としてのサブ表示装置２０９による横移動表示予告演出が実行される。図１８０（ｃ）
中、サブ表示装置２０９の右上方に図示する左向き矢印は、サブ表示装置２０９の移動方
向を示しており、２点鎖線で示す長方形は、図１８０（ｂ）におけるサブ表示装置２０９
の画像表示領域の位置を示している。図１８０（ｃ）において、サブ表示装置２０９は停
止している。
【４１１６】
　図１８０（ｃ）では、殿のキャラクタ画像ｈ３は、全体が表示されている。サブ表示装
置２０９の画像表示領域の左下角部には文字列画像ｈ７の約右半分（本例では、「当」の
一部と「り」の全体）が表示されており、文字列画像ｈ７の約左半分（本例では、「当」
の他部）が見切れている。サブ表示装置２０９が左方向に移動することで、文字列画像ｈ
７は右側からサブ表示装置２０９に徐々に表示される。サブ表示装置２０９の移動動作時
における殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ７は、サブ表示装置２０９の左方向
への移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の左方向への移動距離と同じ距離だけ
右方向に移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時にお
いて、殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ７は、遊技者から見て移動していない
ように表示される。殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表示され
ており、文字列画像ｈ７の周囲には星型のエフェクト画像が表示されている。これらの星
型のエフェクト画像は、動画像で表示される。なお、星型のエフェクト画像は、静止画像
で表示されてもよい。また、殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様である。文字列画
像ｈ７は、文字列画像ｈ７の中心を回転中心として、正向きから反時計回りに３０°回転
した態様である。文字列画像ｈ７は、サブ表示装置２０９の移動動作中に回転されてもよ
いし、サブ表示装置２０９の停止以降に回転されてもよい。
【４１１７】
　図１８０（ｃ－１）は、図１８０（ｃ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示す
るために、ＲＯＭ４０６から読み出した画像データを示している。図１８０（ｃ－１）に
示す画像データは、中央に配置された殿のキャラクタ画像ｈ３と、左下角部に配置された
「当り」の文字列画像ｈ７と、右下角部に配置された「？！」の文字列画像ｈ８とを有し
ている。殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様であり、周囲に星型のエフェクト画像
が配置されたエフェクト画像ありの態様である。文字列画像ｈ７は、正向きから反時計回
りに３０°回転した態様であり、周囲に星型のエフェクト画像が配置されたエフェクト画
像ありの態様である。文字列画像ｈ８は、正向きの態様であり、周囲に星型のエフェクト
画像が配置されていないエフェクト画像なしの態様である。図１８０（ｃ－２）は、図１
８０（ｃ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示するために、図１８０（ｃ－１）
に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示データを示
している。当該表示データは、図１８０（ｃ－１）に示す画像データの中心から、図１８
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０（ｃ）においてサブ表示装置２０９が図１８０（ｂ）での中心位置から左方向に移動し
た距離だけ左方向にずれた位置を切り取り中心として縦横比が９：１６となる長方形状の
領域で当該画像データを切り取ることにより生成される。当該表示データに文字列画像ｈ
７の約右半分が含まれているので、図１８０（ｃ）において文字列画像ｈ７の当該右半分
がサブ表示装置２０９に表示されており、当該表示データに文字列画像ｈ７の約左半分が
含まれていないので、文字列画像ｈ７の当該左半分がサブ表示装置２０９の画像表示領域
から見切れている。また、当該表示データに文字列画像ｈ８の全体が含まれていないので
、図１８０（ｃ）において文字列画像ｈ８はサブ表示装置２０９に表示されていない。
【４１１８】
　図１８０（ｄ）は、サブ表示装置２０９が右方向に直線状に移動している状態を示して
いる。図１８０（ｂ）での中心位置におけるサブ表示装置２０９の画像表示領域の中央を
通る仮想垂線を対象軸として、図１８０（ｄ）でのサブ表示装置２０９の位置は、図１８
０（ｃ）でのサブ表示装置２０９の位置と左右対称（線対称）の位置関係である。図１８
０（ｄ）中、サブ表示装置２０９の左上方に図示する右向き矢印は、サブ表示装置２０９
の移動方向を示しており、２点鎖線で示す長方形は、図１８０（ｃ）におけるサブ表示装
置２０９の画像表示領域の位置を示している。図１８０（ｄ）では、殿のキャラクタ画像
ｈ３は、全体が表示されている。サブ表示装置２０９には文字列画像ｈ７は表示されてい
ない。サブ表示装置２０９が右方向に移動することで、文字列画像ｈ７は左側から徐々に
消去される。サブ表示装置２０９の画像表示領域の右下角部には文字列画像ｈ８の約左半
分（本例では、「？」の全体）が表示されており、文字列画像ｈ８の約右半分（本例では
、「！」の他部）が見切れている。サブ表示装置２０９が右方向に移動することで、文字
列画像ｈ８は右側から徐々に表示される。サブ表示装置２０９の移動動作時における殿の
キャラクタ画像ｈ３、文字列画像ｈ７および文字列画像ｈ８は、サブ表示装置２０９の右
方向への移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の右方向への移動距離と同じ距離
だけ左方向に移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時
において、殿のキャラクタ画像ｈ３、文字列画像ｈ７および文字列画像ｈ８は、遊技者か
ら見て移動していないように表示される。殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフ
ェクト画像が表示されておらず、文字列画像ｈ８の周囲には星型のエフェクト画像が表示
されている。星型のエフェクト画像は、動画像で表示される。なお、星型のエフェクト画
像は、静止画像で表示されてもよい。また、殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様で
ある。文字列画像ｈ８は、文字列画像ｈ８の中心を回転中心として、正向きから反時計回
りに３０°回転した態様である。文字列画像ｈ８は、サブ表示装置２０９の移動動作中に
回転される。なお、文字列画像ｈ８は、サブ表示装置２０９の停止以降に回転されてもよ
い。
【４１１９】
　図１８０（ｄ－１）は、図１８０（ｄ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示す
るために、ＲＯＭ４０６から読み出した画像データを示している。図１８０（ｄ－１）に
示す画像データは、中央に配置された殿のキャラクタ画像ｈ３と、左下角部に配置された
「当り」の文字列画像ｈ７と、右下角部に配置された「？！」の文字列画像ｈ８とを有し
ている。殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様であり、周囲に星型のエフェクト画像
が配置されていないエフェクト画像なしの態様である。文字列画像ｈ７は、正向きの態様
であり、周囲に星型のエフェクト画像が配置されていないエフェクト画像なしの態様であ
る。文字列画像ｈ８は、正向きから反時計周りに３０°回転した態様であり、周囲に星型
のエフェクト画像が配置されているエフェクト画像ありの態様である。図１８０（ｄ－２
）は、図１８０（ｄ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示するために、図１８０
（ｄ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示
データを示している。当該表示データは、図１８０（ｄ－１）に示す画像データの中心か
ら、図１８０（ｄ）においてサブ表示装置２０９が図１８０（ｂ）での中心位置から右方
向に移動した距離だけ右方向にずれた位置を切り取り中心として縦横比が９：１６となる
長方形状の領域で当該画像データを切り取ることにより生成される。当該表示データに文
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字列画像ｈ８の約左半分が含まれているので、図１８０（ｄ）において文字列画像ｈ８の
当該左半分がサブ表示装置２０９に表示されており、当該表示データに文字列画像ｈ８の
約右半分が含まれていないので、文字列画像ｈ８の当該右半分がサブ表示装置２０９から
見切れている。また、当該表示データに文字列画像ｈ７の全体が含まれておらず、図１８
０（ｄ）において文字列画像ｈ８はサブ表示装置２０９に表示されていない。
【４１２０】
　図１８０（ｅ）は、サブ表示装置２０９がさらに右方向に直線状に移動して停止した状
態を示している。図１８０（ｅ）中、サブ表示装置２０９の左上方に図示する右向き矢印
は、サブ表示装置２０９の移動方向を示しており、２点鎖線で示す長方形は、図１８０（
ｄ）におけるサブ表示装置２０９の画像表示領域の位置を示している。図１８０（ｅ）で
は、殿のキャラクタ画像ｈ３は、全体が表示されている。サブ表示装置２０９の画像表示
領域の右下角部には文字列画像ｈ８の全体が表示されている。サブ表示装置２０９の移動
動作時における殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ８は、サブ表示装置２０９の
右方向への移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の右方向への移動距離と同じ距
離だけ左方向に移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作
時において、殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ８は、遊技者から見て移動して
いないように表示される。殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表
示されておらず、文字列画像ｈ８の周囲には星型のエフェクト画像が表示されている。ま
た、殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様である。文字列画像ｈ８は、文字列画像ｈ
８の中心を回転中心として、正向きから時計回りに３０°回転（図１８０（ｄ）から時計
回りに６０°回転）した態様である。文字列画像ｈ８は、サブ表示装置２０９の移動動作
中に回転されてもよいし、サブ表示装置２０９の停止以降に回転されてもよい。
【４１２１】
　図１８０（ｅ－１）は、図１８０（ｅ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示す
るために、ＲＯＭ４０６から読み出した画像データを示している。図１８０（ｅ－１）に
示す画像データは、中央に配置された殿のキャラクタ画像ｈ３と、左下角部に配置された
「当り」の文字列画像ｈ７と、右下角部に配置された「？！」の文字列画像ｈ８とを有し
ている。殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様であり、周囲に星型のエフェクト画像
が配置されていないエフェクト画像なしの態様である。文字列画像ｈ７は、正向きの態様
であり、周囲に星型のエフェクト画像が配置されていないエフェクト画像なしの態様であ
る。文字列画像ｈ８は、正向きから時計周りに３０°回転した態様であり、周囲に星型の
エフェクト画像が配置されているエフェクト画像ありの態様である。図１８０（ｅ－２）
は、図１８０（ｅ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示するために、図１８０（
ｅ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示デ
ータを示している。当該表示データは、図１８０（ｅ－１）に示す画像データの中心から
、図１８０（ｅ）においてサブ表示装置２０９が図１８０（ｂ）での中心位置から右方向
に移動した距離だけ右方向にずれた位置を切り取り中心として縦横比が９：１６となる長
方形状の領域で当該画像データを切り取ることにより生成される。当該表示データに文字
列画像ｈ８の全体が含まれているので、図１８０（ｅ）において文字列画像ｈ８の全体が
サブ表示装置２０９に表示されている。
【４１２２】
　図１８０（ｆ）は、サブ表示装置２０９が左方向に直線状に移動して停止した状態を示
している。図１８０（ｂ）での中心位置におけるサブ表示装置２０９の画像表示領域の中
央を通る仮想垂線を対象軸として、図１８０（ｆ）でのサブ表示装置２０９の位置は、図
１８０（ｅ）でのサブ表示装置２０９の位置と左右対称（線対称）の位置関係である。図
１８０（ｆ）中、サブ表示装置２０９の右上方に図示する左向き矢印は、サブ表示装置２
０９の移動方向を示しており、２点鎖線で示す長方形は、図１８０（ｅ）におけるサブ表
示装置２０９の画像表示領域の位置を示している。図１８０（ｆ）では、殿のキャラクタ
画像ｈ３は、全体が表示されている。サブ表示装置２０９には文字列画像ｈ８は表示され
ていない。サブ表示装置２０９が左方向に移動することで、文字列画像ｈ８は右側から徐
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々に消去される。サブ表示装置２０９の画像表示領域の左下角部には文字列画像ｈ７の全
体が表示されている。サブ表示装置２０９が左方向に移動することで、文字列画像ｈ７は
右側から徐々に表示される。サブ表示装置２０９の移動動作時における殿のキャラクタ画
像ｈ３、文字列画像ｈ７および文字列画像ｈ８は、サブ表示装置２０９の左方向への移動
の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の左方向への移動距離と同じ距離だけ右方向に
移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時において、殿
のキャラクタ画像ｈ３、文字列画像ｈ７および文字列画像ｈ８は、遊技者から見て移動し
ていないように表示される。殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が
表示されており、文字列画像ｈ７の周囲には星型のエフェクト画像が表示されている。ま
た、殿のキャラクタ画像ｈ３は、殿のキャラクタ画像ｈ３の中心を回転中心として正向き
から反時計回りに３０°回転した態様である。文字列画像ｈ７は、文字列画像ｈ７の中心
を回転中心として、正向きから時計回りに３０°回転した態様である。殿のキャラクタ画
像ｈ３および文字列画像ｈ７は、サブ表示装置２０９の移動動作中に回転されてもよいし
、サブ表示装置２０９の停止以降に回転されてもよい。
【４１２３】
　図１８０（ｆ－１）は、図１８０（ｆ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示す
るために、ＲＯＭ４０６から読み出した画像データを示している。図１８０（ｆ－１）に
示す画像データは、中央に配置された殿のキャラクタ画像ｈ３と、左下角部に配置された
「当り」の文字列画像ｈ７と、右下角部に配置された「？！」の文字列画像ｈ８とを有し
ている。殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きから反時計回りに３０°回転した態様であり
、周囲に星型のエフェクト画像が配置されているエフェクト画像ありの態様である。文字
列画像ｈ７は、正向きから時計回りに３０°回転した態様であり、周囲に星型のエフェク
ト画像が配置されているエフェクト画像ありの態様である。文字列画像ｈ７は、正向きか
ら時計回りに３０°回転した態様であり、周囲に星型のエフェクト画像が配置されている
エフェクト画像ありの態様である。文字列画像ｈ８は、正向きの態様であり、周囲に星型
のエフェクト画像が配置されてないエフェクト画像なしの態様である。図１８０（ｆ－２
）は、図１８０（ｆ）におけるサブ表示装置２０９での画像を表示するために、図１８０
（ｆ－１）に示す画像データからＶＲＡＭ４３６のワークエリアを使用して生成した表示
データを示している。当該表示データは、図１８０（ｆ－１）に示す画像データの中心か
ら、図１８０（ｆ）においてサブ表示装置２０９が中心位置から左方向に移動した距離だ
け左方向にずれた位置を切り取り中心として縦横比が９：１６となる長方形状の領域で当
該画像データを切り取ることにより生成される。当該表示データに文字列画像ｈ７の全体
が含まれているので、図１８０（ｆ）において文字列画像ｈ７の全体がサブ表示装置２０
９に表示されている。
【４１２４】
　本実施例によるパチンコ機１００は、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動
作により文字列画像ｈ７（当り）および文字列画像ｈ８（？！）の全体が表示されている
。なお、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の図１８０（ｂ）～（ｆ）に示す動
作により文字列画像ｈ７の全体が表示され、文字列画像ｈ８が表示されない場合があって
もよいし、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の図１８０（ｂ）～（ｆ）に示す
動作により文字列画像ｈ７が表示されず、文字列画像ｈ８の全体が表示される場合があっ
てもよいし、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の図１８０（ｂ）～（ｆ）に示
す動作により文字列画像ｈ７の一部のみ表示され、文字列画像ｈ８の全体が表示される場
合があってもよいし、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の図１８０（ｂ）～（
ｆ）に示す動作により文字列画像ｈ７の全体が表示され、文字列画像ｈ８の一部のみが表
示される場合があってもよいし、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の図１８０
（ｂ）～（ｆ）に示す動作により文字列画像ｈ７の一部のみが表示され、文字列画像ｈ８
の一部のみが表示される場合があってもよいし、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２
０９の図１８０（ｂ）～（ｆ）に示す動作により文字列画像ｈ７の一部のみが表示され、
文字列画像ｈ８が表示されない場合があってもよいし、図柄変動表示の実行中のサブ表示
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装置２０９の図１８０（ｂ）～（ｆ）に示す動作により文字列画像ｈ７が表示されず、文
字列画像ｈ８の一部のみが表示される場合があってもよい。
　パチンコ機１００は、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作により文字列
画像ｈ８（？！）の全体が表示された場合よりも文字列画像ｈ７（当り）の全体が表示さ
れた場合の方が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいよ
うに構成されていてもよい。なお、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作に
より文字列画像ｈ７の全体が表示されなかった場合よりも文字列画像ｈ７の全体が表示さ
れた場合の方が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいよ
うに構成されていてもよい。なお、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作に
より文字列画像ｈ８の全体が表示されなかった場合よりも文字列画像ｈ８の全体が表示さ
れた場合の方が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいよ
うに構成されていてもよい。なお、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作に
より文字列画像ｈ８の全体が表示されなかった場合よりも文字列画像ｈ８の全体が表示さ
れた場合の方が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されにくいよ
うに構成されていてもよい。なお、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作に
より文字列画像ｈ７が表示されなかった場合よりも文字列画像ｈ７の少なくとも一部が表
示された場合の方が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやす
いように構成されていてもよい。図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作によ
り文字列画像ｈ７の一部だけが表示された場合よりも文字列画像ｈ７の全体が表示された
場合の方が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように
構成されていてもよい。なお、文字列画像ｈ７は複数の大きさで表示可能である場合があ
り、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作により文字列画像ｈ７がある大き
さ未満の大きさだけで表示された場合よりも文字列画像ｈ７が当該ある大きさ以上の大き
さで表示された場合の方が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されていてもよい。同様に、文字列画像ｈ８は複数の大きさで表示可
能である場合があり、図柄変動表示の実行中のサブ表示装置２０９の動作により文字列画
像ｈ８がある大きさ未満の大きさだけで表示された場合よりも文字列画像ｈ８が当該ある
大きさ以上の大きさで表示された場合の方が当該図柄変動表示の後で最終的に大当り図柄
態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【４１２５】
　なお、本実施例による演出では、文字列画像ｈ７、ｈ８は当該変動の予告として表示さ
れるが、文字列画像ｈ７、ｈ８は先読み予告として表示されてもよい。
【４１２６】
　本実施例では、サブ表示装置２０９が左方向に所定距離以上移動すると文字列画像ｈ７
がサブ表示装置２０９に表示され、サブ表示装置２０９が右方向に所定距離以上移動する
と文字列画像ｈ８がサブ表示装置２０９に表示される。例えば、サブ表示装置２０９が図
１８０（ｂ）に示す位置から上方向に所定距離以上移動すると「リーチ」の文字列画像が
サブ表示装置２０９に表示され、サブ表示装置２０９が下方向に所定距離以上移動すると
「大当り」の文字列画像がサブ表示装置２０９に表示さてもよい。大当り信頼度毎に文字
列画像が複数設けられており、例えば、大当り信頼度は、「！？」の文字列画像ｈ８、「
リーチ」の文字列画像、「当り」の文字列画像ｈ７、「大当り」の文字列画像の順に高く
なるように設定されている。
【４１２７】
　また、例えば、サブ表示装置２０９が反時計回りに所定角度以上回転した場合に文字列
画像ｈ７がサブ表示装置２０９に表示され、サブ表示装置２０９が時計回りに所定角度以
上回転した場合に文字列画像ｈ８がサブ表示装置２０９に表示されてもよい。また、サブ
表示装置２０９が左斜め上方向に所定角度以上移動した場合に文字列画像ｈ７がサブ表示
装置２０９に表示され、サブ表示装置２０９が所定角度以上右斜め上方向に移動した場合
に文字列画像ｈ８がサブ表示装置２０９に表示され、サブ表示装置２０９が左斜め下方向
に所定角度以上移動した場合に「大当り」の文字列画像がサブ表示装置２０９に表示され
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、サブ表示装置２０９が右斜めした方向に所定角度以上移動した場合に「リーチ」の文字
列画像がサブ表示装置２０９に表示されてもよい。
【４１２８】
（実施例６）
　図１８１を用いて、本実施の形態の実施例６の演出例について説明する。図１８１（ａ
）～（ｆ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。図１８１（ａ）～（ｆ）の各
図に示す構成と上記第１の実施の形態の実施例５の図２１（ａ）に示す構成と共通の構成
は、同一の動作および作用効果を奏するので、図１８１（ａ）のみに同一の符号を付して
その説明は省略する。図１８１（ａ）～（ｆ）では、図１８０（ａ）～（ｆ）に示す演出
と同じ演出が実行されている。
【４１２９】
　図１８１（ａ）に示すように、本実施例によるパチンコ機１００の演出可動体２２５は
、フレームｆａ１を有している。フレームｆａ１は、サブ表示装置２０９の画像表示領域
の縦横比と同じ縦横比の横長長方形枠形状（額縁形状）を有しており、サブ表示装置２０
９の画像表示領域の外周を囲むように配置されている。フレームｆａ１の４隅の角部には
、ランプが配置されている。フレームｆａ１の左上角部にはランプｒ１が配置され、フレ
ームｆａ１の左下角部にはランプｒ２が配置され、フレームｆａ１の右上角部にはランプ
ｒ３が配置されており、フレームｆａ１の右下角部にはランプｒ４が配置されている。ラ
ンプｒ１～ｒ４の消灯、点滅、点灯により演出が実行される。ランプｒ１～ｒ４の光源に
はフルカラーＬＥＤが用いられている。なお、ランプｒ１～ｒ４の光源には単色のＬＥＤ
が用いられていてもよい。ランプｒ１～ｒ４は、図４に示す各種ランプ４１８に含まれて
おり、第１副制御部４００により制御される。なお、ランプｒ１～ｒ４は、第２副制御部
５００により制御されてもよい。
【４１３０】
　図１８１（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態であり、図１８０（ａ）に示す演出
と同じ演出が実行されている状態を示している。また、ランプｒ１～ｒ４は、消灯状態で
ある。
【４１３１】
　図１８１（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態であ
り、図１８０（ｂ）に示す演出と同じ演出が実行されている状態を示している。また、ラ
ンプｒ１～ｒ４は、消灯状態である。
【４１３２】
　図１８１（ｃ）は、図１８０（ｃ）に示す演出と同じ演出が実行されている状態を示し
ている。図１８１（ｃ）では、ランプｒ１、ｒ２が所定色に発光している。本例では、サ
ブ表示装置２０９の左方向への移動開始に先立ってランプｒ１、ｒ２の発光が開始される
。なお、サブ表示装置２０９の左方向への移動開始と同時にランプｒ１、ｒ２の発光が開
始されてもよいし、サブ表示装置２０９の左方向への移動中にランプｒ１、ｒ２の発光が
開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の左方向への移動完了時にランプｒ１、ｒ２の
発光が開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の左方向への移動完了後にランプｒ１、
ｒ２の発光が開始されてもよい。なお、ランプｒ１、ｒ２のいずれか一方のランプが先に
発光を開始してもよい。
【４１３３】
　図１８１（ｄ）は、図１８０（ｄ）に示す演出と同じ演出が実行されている状態を示し
ている。図１８１（ｄ）では、ランプｒ１、ｒ２が消灯しており、ランプｒ３、ｒ４が所
定色に発光している。本例では、サブ表示装置２０９の右方向への移動開始に先立ってラ
ンプｒ１、ｒ２が消灯され、ランプｒ３、ｒ４の発光が開始される。なお、サブ表示装置
２０９の右方向への移動開始と同時にランプｒ１、ｒ２の消灯およびランプｒ３、ｒ４の
発光が開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の右方向への移動中にランプｒ１、ｒ２
の消灯およびランプｒ３、ｒ４の発光が開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の右方
向への移動完了時にランプｒ１、ｒ２の消灯およびランプｒ３、ｒ４の発光が開始されて
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もよいし、サブ表示装置２０９の右方向への移動完了後にランプｒ１、ｒ２の消灯および
ランプｒ３、ｒ４の発光が開始されてもよい。なお、ランプｒ１、ｒ２のいずれか一方の
ランプが先に消灯してもよいし、ランプｒ３、ｒ４のいずれか一方のランプが先に発光を
開始してもよいし、ランプｒ１、ｒ２の消灯と、ランプｒ３、ｒ４の発光とはいずれが先
でもよい。これらのタイミングは適宜設定可能である。
【４１３４】
　図１８１（ｅ）は、図１８０（ｄ）に示す演出と同じ演出が実行されている状態を示し
ている。ランプｒ３、ｒ４は引き続き所定色に発光している。
【４１３５】
　図１８１（ｆ）は、図１８０（ｆ）に示す演出と同じ演出が実行されている状態を示し
ている。図１８１（ｆ）では、ランプｒ１、ｒ２が所定色に発光しており、ランプｒ３、
ｒ４が引き続き所定色に発光している。本例では、サブ表示装置２０９の左方向への移動
開始に先立ってランプｒ１、ｒ２が消灯され、ランプｒ３、ｒ４の発光が開始される。な
お、サブ表示装置２０９の左方への移動開始と同時にランプｒ１、ｒ２の消灯およびラン
プｒ３、ｒ４の発光が開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の左方への移動中にラン
プｒ１、ｒ２の消灯およびランプｒ３、ｒ４の発光が開始されてもよいし、サブ表示装置
２０９の左方への移動完了時にランプｒ１、ｒ２の消灯およびランプｒ３、ｒ４の発光が
開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の左方への移動完了後にランプｒ１、ｒ２の消
灯およびランプｒ３、ｒ４の発光が開始されてもよい。なお、ランプｒ１、ｒ２のいずれ
か一方のランプが先に消灯してもよいし、ランプｒ３、ｒ４のいずれか一方のランプが先
に発光を開始してもよいし、ランプｒ１、ｒ２の消灯と、ランプｒ３、ｒ４の発光とはい
ずれが先でもよい。これらのタイミングは適宜設定可能である。
【４１３６】
　本実施例では、「当り」の文字列画像ｈ７が表示されるのは、実行中の図柄変動表示に
係る当否判定結果が大当りである場合のみである。文字列画像ｈ７がサブ表示装置２０９
に表示されると、ランプｒ１～ｒ４が全て点灯される。ランプｒ１～ｒ４が全て点灯され
るのは、実行中の図柄変動表示に係る当否判定結果が大当りである場合のみであってもよ
い。図柄変動表示の実行中のランプｒ１～ｒ４の点灯数や点灯回数が相対的に少ない場合
よりもランプｒ１～ｒ４の点灯数や点灯回数が相対的に多い場合の方が当該図柄変動表示
の後で最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されていてもよい。
【４１３７】
　本実施例によるパチンコ機１００は、サブ表示装置２０９の縁部には、構造体としてフ
レームｆａ１が設けられている。なお、図２８～図１８０に示す上記実施例によるパチン
コ機１００において、構造体としてフレームｆａ１がサブ表示装置２０９の縁部に設けら
れていてもよい。なお、構造体がサブ表示装置２０９の縁部の一辺のみに設けられていて
もよいし、なお、構造体がサブ表示装置２０９の縁部の二辺のみに設けられていてもよい
し、なお、構造体がサブ表示装置２０９の縁部の三辺のみに設けられていてもよい。なお
、構造体には、装飾部が設けられていてもよい。構造体には、発光体（例えば、ＬＥＤ、
１又は複数のＬＥＤ、ランプｒ１～ｒ４）が設けられていてもよい。
【４１３８】
（実施例７）
　図１８２を用いて、本実施の形態の実施例７の演出例について説明する。図１８２（ａ
）～（ｈ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。図１８２（ａ）～（ｈ）、（
ｄ’）、（ｆ’）、（ｇ’）～（ｊ’）、（ｄ’’）の各図に示す構成と上記第１の実施
の形態の実施例５の図２１（ａ）に示す構成と共通の構成は、同一の動作および作用効果
を奏するので、図１８２（ａ）のみに同一の符号を付してその説明は省略する。
【４１３９】
　図１８２（ａ）に示すように、本実施例によるパチンコ機１００の演出可動体２２５は
、図１８１に示す上記実施例６によるパチンコ機１００と同様に、フレームｆａ１および
フレームｆａ１の４つ角に配置されたランプｒ１～ｒ４を有している。
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【４１４０】
　図１８２（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態であり、図１８１（ａ）に示す状態
と同じである。また、ランプｒ１～ｒ４は、消灯状態である。
【４１４１】
　図１８２（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態であ
り、図１８１（ｂ）と同じ状態である。また、ランプｒ１～ｒ４は、消灯状態である。
【４１４２】
　図１８２（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示さ
れてリーチ演出が開始された状態を示している。リーチ演出開始時には、まず、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示される。本例では、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表
示された後にサブ表示装置２０９の左方向に直線状に移動する動作が実行され、リーチ演
出としてのサブ表示装置２０９による横移動表示予告演出が実行される。図１８２（ｃ）
中、サブ表示装置２０９の右上方に図示する左向き矢印は、サブ表示装置２０９の移動方
向を示しており、２点鎖線で示す長方形は、図１８２（ｂ）におけるサブ表示装置２０９
の画像表示領域の位置を示している。図１８２（ｃ）において、サブ表示装置２０９は停
止している。
【４１４３】
　図１８２（ｃ）では、殿のキャラクタ画像ｈ３は、全体が表示されている。サブ表示装
置２０９の画像表示領域の左下角部には、「チャンス」の文字列画像ｈ９の約右半分（本
例では、「ンス」の部分）が表示されており、文字列画像ｈ９の約左半分（本例では、「
チャ」の部分）が見切れている。サブ表示装置２０９が左方向に移動することで、文字列
画像ｈ９は右側からサブ表示装置２０９に徐々に表示される。サブ表示装置２０９の移動
動作時における殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ９は、サブ表示装置２０９の
左方向への移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の左方向への移動距離と同じ距
離だけ右方向に移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作
時において、殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ９は、遊技者から見て移動して
いないように表示される。また、殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画
像が表示されており、文字列画像ｈ９の周囲には星型のエフェクト画像が表示されている
。また、殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様であり、文字列画像ｈ９は、正向きの
態様である。
【４１４４】
　図１８２（ｃ）では、ランプｒ１、ｒ２が所定色に発光している。本例では、サブ表示
装置２０９の左方向への移動開始に先立ってランプｒ１、ｒ２の発光が開始される。なお
、サブ表示装置２０９の左方向への移動開始と同時にランプｒ１、ｒ２の発光が開始され
てもよいし、サブ表示装置２０９の左方向への移動中にランプｒ１、ｒ２の発光が開始さ
れてもよいし、サブ表示装置２０９の左方向への移動完了時にランプｒ１、ｒ２の発光が
開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の左方向への移動完了後にランプｒ１、ｒ２の
発光が開始されてもよい。なお、ランプｒ１、ｒ２のいずれか一方のランプが先に発光を
開始してもよい。
【４１４５】
　図１８２（ｄ）は、サブ表示装置２０９が右方向に直線状に移動して中心位置で停止し
た状態を示している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、全体が表示されている。サブ表示装置
２０９には文字列画像ｈ９は表示されていない。サブ表示装置２０９が右方向に移動する
ことで、文字列画像ｈ９は左側から徐々に消去される。サブ表示装置２０９の移動動作時
における殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ９は、サブ表示装置２０９の右方向
への移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の右方向への移動距離と同じ距離だけ
左方向に移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時にお
いて、殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ９は、遊技者から見て移動していない
ように表示される。また、殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表



(675) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

示されておらず、殿のキャラクタ画像ｈ３は正向きの態様である。
【４１４６】
　図１８２（ｄ）では、ランプｒ１、ｒ２が消灯している。本例では、サブ表示装置２０
９の右方向への移動開始に先立ってランプｒ１、ｒ２が消灯される。なお、サブ表示装置
２０９の右方向への移動開始と同時にランプｒ１、ｒ２が消灯されてもよいし、サブ表示
装置２０９の右方向への移動中にランプｒ１、ｒ２が消灯されてもよいし、サブ表示装置
２０９の停止時にランプｒ１、ｒ２が消灯されてもよいし、サブ表示装置２０９の停止以
降にランプｒ１、ｒ２が消灯されてもよい。なお、ランプｒ１、ｒ２のいずれか一方のラ
ンプが先に消灯されてもよい。
【４１４７】
　図１８２（ｅ）は、サブ表示装置２０９が左方向に直線状に移動して停止した状態を示
している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、全体が表示されている。サブ表示装置２０９の画
像表示領域の左下角部には、「リーチ」の文字列画像ｈ１０の右側３分の２（本例では、
「―チ」の部分）が表示されており、文字列画像ｈ９の左側３分の１（本例では、「リ」
の部分）が見切れている。サブ表示装置２０９が左方向に移動することで、文字列画像ｈ
１０は右側からサブ表示装置２０９に徐々に表示される。サブ表示装置２０９の移動動作
時における殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ１０は、サブ表示装置２０９の左
方向への移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の左方向への移動距離と同じ距離
だけ右方向に移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時
において、殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ１０は、遊技者から見て移動して
いないように表示される。また、殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画
像が表示されており、文字列画像ｈ１０の周囲には星型のエフェクト画像が表示されてい
る。また、殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様であり、文字列画像ｈ９は、正向き
の態様である。また、ランプｒ１、ｒ２が所定色に発光している。
【４１４８】
　図１８２（ｆ）は、サブ表示装置２０９が右方向に移動して中心位置で停止した状態を
示している。殿のキャラクタ画像ｈ３は、全体が表示されている。サブ表示装置２０９に
は文字列画像ｈ１０は表示されていない。サブ表示装置２０９が右方向に移動することで
、文字列画像ｈ１０は左側から徐々に消去される。サブ表示装置２０９の移動動作時にお
ける殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ１０は、サブ表示装置２０９の右方向へ
の移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の右方向への移動距離と同じ距離だけ左
方向に移動する動画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時におい
て、殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ１０は、遊技者から見て移動していない
ように表示される。また、殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表
示されておらず、殿のキャラクタ画像ｈ３は正向きの態様である。また、ランプｒ１、ｒ
２が消灯している。
【４１４９】
　図１８２（ｇ）は、サブ表示装置２０９が左方向に直線状に移動している状態を示して
いる。殿のキャラクタ画像ｈ３は、全体が表示されている。サブ表示装置２０９の画像表
示領域の左下角部には、「当り」の文字列画像ｈ７の約右半分（本例では、「り」の部分
）が表示されており、文字列画像ｈ９の約左半分（本例では、「当」の部分）が見切れて
いる。サブ表示装置２０９が左方向に移動することで、文字列画像ｈ７は右側からサブ表
示装置２０９に徐々に表示される。サブ表示装置２０９の移動動作時における殿のキャラ
クタ画像ｈ３および文字列画像ｈ７は、サブ表示装置２０９の左方向への移動の速さと同
じ速さで、サブ表示装置２０９の左方向への移動距離と同じ距離だけ右方向に移動する動
画像で表示される。このため、サブ表示装置２０９の移動動作時において、殿のキャラク
タ画像ｈ３および文字列画像ｈ７は、遊技者から見て移動していないように表示される。
また、殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表示されており、文字
列画像ｈ７の周囲には星型のエフェクト画像が表示されている。また、殿のキャラクタ画
像ｈ３は、正向きの態様であり、文字列画像ｈ７は、正向きの態様である。また、ランプ
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ｒ１、ｒ２が所定色に発光している。
【４１５０】
　図１８２（ｈ）は、サブ表示装置２０９がさらに左方向に直線状に移動して停止した状
態を示している。サブ表示装置２０９の左方向への移動動作中において、殿のキャラクタ
画像ｈ３および文字列画像ｈ７は、サブ表示装置２０９の左方向への移動の速さと同じ速
さで、サブ表示装置２０９の左方向への移動距離と同じ距離だけ右方向に移動する動画像
で表示される。このため、殿のキャラクタ画像ｈ３および文字列画像ｈ７は、遊技者から
見て移動していないように表示される。図１８２（ｈ）では、殿のキャラクタ画像ｈ３の
左端部（左のもみあげと左耳の部分）がサブ表示装置２０９の画像表示領域から見切れて
いる。サブ表示装置２０９の画像表示領域の左下角部には、「当り」の文字列画像ｈ７の
全体が表示されている。サブ表示装置２０９の左方向への移動により文字列画像ｈ７は右
側から徐々に表示される。また、殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画
像が表示されており、文字列画像ｈ７の周囲には星型のエフェクト画像が表示されている
。また、殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様であり、文字列画像ｈ１０は、正向き
の態様である。また、ランプｒ１、ｒ２が所定色に引き続き発光している。
【４１５１】
　なお、図１８２（ａ）～（ｄ）に示す演出が行われた後、図１８２（ａ）に示すように
サブ表示装置２０９の画像表示領域に表示されている全ての表示が消去され、サブ表示装
置２０９の画像表示領域全体が白色で表示され場合があってもよいし、図１８２（ａ）～
（ｆ）に示す演出が行われた後、図１８２（ａ）に示すようにサブ表示装置２０９の画像
表示領域に表示されている全ての表示が消去され、サブ表示装置２０９の画像表示領域全
体が白色で表示され場合があってもよい。
【４１５２】
　本実施例では、図１８２（ｃ）で「チャンス」の文字列画像ｈ９の一部が表示され、図
１８２（ｅ）で「リーチ」の文字列画像ｈ１０の一部が表示され、図１８２（ｈ）で「当
り」の文字列画像ｈ７の全体が表示されている。
【４１５３】
　次に、本実施例の変形例１について図１８２（ｄ’）を用いて説明する。図１８２（ｄ
’）は、図１８２（ｃ）から引き続く状態を示している。図１８２（ｄ’）は、サブ表示
装置２０９が左方向に移動して停止した状態を示しており、サブ表示装置２０９に「チャ
ンス」の文字列画像ｈ９が表示されている点を除いて図１８２（ｈ）に示す状態と同じ状
態を示している。図１８２（ｄ’）に示すように、サブ表示装置２０９の画像表示領域の
左下角部には、「チャンス」の文字列画像ｈ９の全体が表示されている。サブ表示装置２
０９の左方向への移動により文字列画像ｈ９は右側から徐々に表示される。文字列画像ｈ
９は、サブ表示装置２０９の左方向への移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の
左方向への移動距離と同じ距離だけ右方向に移動する動画像で表示されるので、遊技者か
ら見て移動していないように表示される。変形例１では、図１８２（ｃ）で「チャンス」
の文字列画像ｈ９の一部が表示され、図１８２（ｄ’）で「チャンス」の文字列画像ｈ９
の全体が表示されている。
【４１５４】
　次に、本実施例の変形例２について図１８２（ｆ’）を用いて説明する。図１８２（ｆ
’）は、図１８２（ｅ）から引き続く状態を示している。図１８２（ｆ’）は、サブ表示
装置２０９が左方向に移動して停止した状態を示しており、サブ表示装置２０９に「リー
チ」の文字列画像ｈ１０が表示されている点を除いて図１８２（ｈ）に示す状態と同じ状
態を示している。図１８２（ｆ’）に示すように、サブ表示装置２０９の画像表示領域の
左下角部には、「リーチ」の文字列画像ｈ１０の全体が表示されている。サブ表示装置２
０９の左方向への移動により文字列画像ｈ１０は右側から徐々に表示される。変形例２で
は、図１８２（ｃ）で「チャンス」の文字列画像ｈ９の一部が表示され、図１８２（ｅ）
で「リーチ」の文字列画像ｈ１０の一部が表示され、図１８２（ｆ’）で「リーチ」の文
字列画像ｈ１０の全体が表示されている。
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【４１５５】
　パチンコ機１００は、図柄変動表示の実行中に「チャンス」の文字列画像ｈ９の全部が
表示される位置までサブ表示装置２０９が移動した場合（図１８２（ｄ’）に示す変形例
１の場合）よりも「リーチ」の文字列画像ｈ１０の全体が表示される位置までサブ表示装
置２０９が移動した場合（図１８２（ｆ’）に示す変形例２）の方が当該図柄変動表示の
後で大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。また、パチンコ機１０
０は、図柄変動表示の実行中に「リーチ」の文字列画像ｈ１０の全部が表示される位置ま
でサブ表示装置２０９が移動した場合（図１８２（ｆ’）に示す変形例２の場合）よりも
「当り」の文字列画像ｈ７の全体が表示される位置までサブ表示装置２０９が移動した場
合（図１８２（ｇ）に示す本実施例）の方が当該図柄変動表示の後で大当り図柄態様が確
定表示されやすいように構成されている。なお、図柄変動表示の実行中に「当り」の文字
列画像ｈ７の全体が表示される位置までサブ表示装置２０９が移動した場合には当該図柄
変動表示の後で大当り図柄態様が必ず確定表示されるように構成されていてもよい。
【４１５６】
　次に、本実施例の変形例３について図１８２（ｇ’）～（ｊ’）を用いて説明する。図
１８２（ｇ’）～（ｊ’）は、変形例３による演出例を時系列で示している。図１８２（
ｇ’）は、図１８２（ｆ）から引き続く状態を示している。図１８２（ｇ’）は、図１８
２（ｅ）と同様に「リーチ」の文字列画像ｈ１０の右側３分の２（本例では、「－チ」の
部分）が表示されており、文字列画像ｈ１０の左側３分の１（本例では、「リ」の部分）
が見切れている状態を示している。サブ表示装置２０９の左方向への移動により文字列画
像ｈ１０は右側から徐々に表示される。図１８２（ｈ’）は、図１８２（ｆ）に示す状態
と同じ状態を示している。図１８２（ｉ’）は、図１８２（ｅ）、（ｇ’）と同じ状態を
示している。
【４１５７】
　図１８２（ｊ’）は、サブ表示装置２０９が左方向に直線状に移動して停止した状態を
示しており、サブ表示装置２０９に「リーチ」の文字列画像ｈ１０が表示されている点を
除いて図１８２（ｈ）に示す状態と同じ状態を示している。図１８２（ｊ’）に示すよう
に、サブ表示装置２０９の画像表示領域の左下角部には、「リーチ」の文字列画像ｈ１０
の全体が表示されている。サブ表示装置２０９の左方向への移動により文字列画像ｈ１０
は右側から徐々に表示される。変形例３では、図１８２（ｃ）で「チャンス」の文字列画
像ｈ９の一部が表示され、図１８２（ｅ）で「リーチ」の文字列画像ｈ１０の一部が表示
され、図１８２（ｇ’）で「リーチ」の文字列画像ｈ１０の一部が表示され、図１８２（
ｉ’）で「リーチ」の文字列画像ｈ１０の一部が表示され、図１８２（ｊ）で「リーチ」
の文字列画像ｈ１０の全体が表示されている。
【４１５８】
　次に、本実施例の変形例４について図１８２（ｄ’’）を用いて説明する。図１８２（
ｄ’’）は、図１８２（ｃ）から引き続く状態を示している。サブ表示装置２０９に殿の
キャラクタ画像ｈ３の全体が表示されており、殿のキャラクタ画像ｈ３の一部に「チャン
ス」の文字列画像ｈ９の一部（本例では、「ス」の部分）がオーバーラップされている点
を除いて図１８２（ｄ’）に示す状態と同じ状態を示している。サブ表示装置２０９の停
止中に文字列画像ｈ９は、右方向に移動する動画像で表示され、右側から徐々に全体が表
示される。図１８２（ｄ’’）では、文字列画像ｈ９は停止している。変形例４では、図
１８２（ｃ）で「チャンス」の文字列画像ｈ９の一部が表示され、図１８２（ｄ’’）で
「チャンス」の文字列画像ｈ９の全体が表示され、殿のキャラクタ画像ｈ３の一部に「チ
ャンス」の文字列画像ｈ９の一部（本例では、「ス」の部分）がオーバーラップされてい
る。このように、サブ表示装置２０９がある画像（本例では、文字列画像）の一部が表示
される位置まで移動した後、サブ表示装置２０９の停止中に当該ある画像が移動表示され
て当該ある画像の全体がサブ表示装置２０９に表示されてもよい。
【４１５９】
　例えば、図１８２（ｄ）～（ｆ）、（ｇ’）～（ｉ’）に示す変形例３の演出動作は、
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煽りの演出であってもよい。例えば、「リーチ」の文字列画像ｈ１０の全体が表示される
位置までサブ表示装置２０９が移動するのか、別の文字列画像（例えば、「当り」の文字
列画像ｈ７）の一部または全部が表示される位置までサブ表示装置２０９が移動するのか
の２つのパターンを遊技者に期待させる煽りの演出としてもよい。なお、図１８２（ｂ）
、（ｄ）、（ｆ）、（ｈ’）に示す演出動作も煽りの演出であってもよい。なお、文字列
画像に代えて、大当り信頼度の異なる複数のキャラクタ画像（例えば、文字列画像ｈ７に
代えてキャラクタ画像Ａ、文字列画像ｈ９に代えてキャラクタ画像Ｂ、文字列画像ｈ１０
に代えてキャラクタ画像Ｃ）を用いてもよい。
【４１６０】
　図１８２（ａ）～（ｈ）に示す本実施例による演出例では、一部が表示される文字列画
像が表示される順番は、「チャンス」の文字列画像ｈ７、「リーチ」の文字列画像ｈ９、
「当り」の文字列画像ｈ７の順であり、表示される文字列画像の順番が予め決定されてい
てもよい。なお、表示される文字列画像の順番は任意に設定可能である。
【４１６１】
　図１８２（ａ）～（ｈ）に示す本実施例によるサブ表示装置２０９の移動演出例では、
文字列画像の（一部）が出現する確率が、変形例１～４によるサブ表示装置２０９での移
動演出例で（例えば、変形例３による演出例）で文字列画像の（一部）が出現する確率よ
り大きいように構成してもよい。
【４１６２】
（実施例８）
　図１８３を用いて、本実施の形態の実施例８の演出例について説明する。図１８３（ａ
）～（ｊ）は特図１変動遊技の演出を時系列で示している。図１８３（ａ）～（ｊ）の各
図に示す構成と上記第１の実施の形態の実施例５の図２１（ａ）に示す構成と共通の構成
は、同一の動作および作用効果を奏するので、図１８３（ａ）のみに同一の符号を付して
その説明は省略する。
【４１６３】
　図１８３（ａ）に示すように、本実施例によるパチンコ機１００の演出可動体２２５は
、フレームｆａ２を有している。フレームｆａ２は、長方形状を有し、長手方向が水平方
向となるように配置される。フレームｆａ２の長手方向の長さはサブ表示装置２０９の画
像表示領域の横の長さと同じ長さである。フレームｆａ２は、フレームｆａ２の上端辺が
サブ表示装置２０９の画像表示領域の下端辺に沿うように配置されている。フレームｆａ
２の左右端には、ランプが配置されている。フレームｆａ２の左端部にはランプｒ５が配
置され、フレームｆａ２の右端部にはランプｒ６が配置されている。ランプｒ５、ｒ６の
消灯、点滅、点灯により演出が実行される。ランプｒ５、ｒ６の光源にはフルカラーＬＥ
Ｄが用いられている。なお、ランプｒ５、ｒ６の光源には単色のＬＥＤが用いられていて
もよい。ランプｒ５、ｒ６は、図４に示す各種ランプ４１８に含まれており、第１副制御
部４００により制御される。なお、ランプｒ５、ｒ６は、第２副制御部５００により制御
されてもよい。
【４１６４】
　図１８３（ａ）は、特図１変動遊技が終了した状態であり、図１７９（ａ）に示す状態
と同じである。また、ランプｒ５、ｒ６は、消灯状態である。
【４１６５】
　図１８３（ｂ）は、特図１の保留が消化されて、特図１変動遊技が開始された状態であ
り、図１７９（ｂ）と同じ状態である。また、ランプｒ５～、ｒ６は、消灯状態である。
【４１６６】
　図１８３（ｃ）は、左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示さ
れてリーチ演出が開始された状態を示している。リーチ演出開始時には、まず、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示される。本例では、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表
示された後にサブ表示装置２０９が左斜め下方向の曲線軌道を描いて移動動作を実行し、
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リーチ演出としてのサブ表示装置２０９による移動表示予告演出が実行される。図１８３
（ｃ）中、サブ表示装置２０９の右上方に図示する矢印は、サブ表示装置２０９の移動方
向を示しており、２点鎖線で示す長方形は、図１８３（ｂ）におけるサブ表示装置２０９
の画像表示領域の位置を示している。
【４１６７】
　サブ表示装置２０９の左下斜め方向への曲線軌道を描く移動動作中において、殿のキャ
ラクタ画像ｈ３は、サブ表示装置２０９への左下斜め方向の移動の速さと同じ速さで、サ
ブ表示装置２０９の移動方向と反対方向の曲線軌道を描く方向に移動する動画像で表示さ
れ、殿のキャラクタ画像ｈ３は、遊技者から見て移動していないように表示される。図１
８３（ｃ）では、殿のキャラクタ画像ｈ３は、右下端部が見切れている。サブ表示装置２
０９の画像表示領域の左下角部には文字列画像ｈ７の約右半分（本例では、「り」の全体
）が表示されており、文字列画像ｈ７の約左半分（本例では、「当」の全体）が見切れて
いる。殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表示されており、文字
列画像ｈ７の周囲には星型のエフェクト画像が表示されている。また、殿のキャラクタ画
像ｈ３は、正向きの態様である。文字列画像ｈ７は、正向きの態様である。
【４１６８】
　図１８３（ｃ）では、ランプｒ５が所定色に発光している。本例では、サブ表示装置２
０９の移動開始に先立ってランプｒ５の発光が開始される。なお、サブ表示装置２０９の
移動開始と同時にランプｒ５の発光が開始されてもよいし、サブ表示装置２０９の左方向
への移動中にランプｒ５の発光が開始されてもよい。
【４１６９】
　図１８３（ｄ）は、サブ表示装置２０９が左斜め下方向の曲線軌道を描いて移動動作を
実行している状態を示している。図１８３（ｄ）中、サブ表示装置２０９の右上方に図示
する矢印は、サブ表示装置２０９の移動方向を示しており、２点鎖線で示す長方形は、図
１８３（ｃ）におけるサブ表示装置２０９の画像表示領域の位置を示している。図１８３
（ｄ）では、殿のキャラクタ画像ｈ３は、右端部（本例では、左耳の全体と左側頭部の一
部）が見切れている。サブ表示装置２０９の画像表示領域の左下角部には文字列画像ｈ７
の右半分（本例では、「り」の全体）が表示されており、文字列画像ｈ７の約左半分（本
例では、「当」の全体）が見切れている。装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の殿の
キャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表示されている。星型のエフェク
ト画像は、図１８３（ｃ）～（ｄ）でのサブ表示装置２０９での移動動作によりサブ表示
装置２０９から見切れたエフェクト画像に代わって表示されている。このように、サブ表
示装置２０９での移動動作によりサブ表示装置２０９から見切れた画像が装飾図柄表示装
置２０８に表示されてもよい。例えば、サブ表示装置２０９から見切れている殿のキャラ
クタ画像ｈ３の一部分（図１８３（ｄ）では左耳の全体と左側頭部の一部）が、遊技者側
から見てサブ表示装置２０９に表示されている殿のキャラクタ画像ｈ３と一続きになるよ
うに装飾図柄表示装置２０８に表示されてもよい。本例では、装飾図柄表示装置２０８に
殿のキャラクタ画像ｈ３の当該一部分は表示されていない。なお、図柄変動表示の実行中
にサブ表示装置２０９から見切れた画像の一部が装飾図柄表示装置２０８に表示されなか
った場合よりもサブ表示装置２０９から見切れた画像の一部が装飾図柄表示装置２０８に
表示された場合の方が当該図柄変動表示の後で大当り図柄態様が確定表示されやすいよう
に構成されていてもよい。また、殿のキャラクタ画像ｈ３は、正向きの態様である。文字
列画像ｈ７は、正向きの態様である。サブ表示装置２０９の画像表示領域の左上角部には
文字列画像ｈ７の全体が表示されている。サブ表示装置２０９の左下斜め方向への曲線軌
道を描く移動動作中において、文字列画像ｈ７は、サブ表示装置２０９への左下斜め方向
の移動の速さと同じ速さで、サブ表示装置２０９の移動方向の反対方向の曲線軌道を描く
方向と、垂直下方との合成方向に移動する動画像で表示される。文字列画像ｈ７は、徐々
に右側から表示される。
【４１７０】
　図１８３（ｅ）は、サブ表示装置２０９が左斜め下方向の曲線軌道を描く移動動作を完
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了して停止した状態を示している。図１８３（ｅ）では、殿のキャラクタ画像ｈ３は、右
端部（本例では、左耳の全体と左側頭部の一部）が見切れている。装飾図柄表示装置２０
８の画像表示領域の殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表示され
ている。星型のエフェクト画像は、図１８３（ｃ）～（ｄ）でのサブ表示装置２０９での
移動動作によりサブ表示装置２０９から見切れたエフェクト画像に代わって表示されてい
る。サブ表示装置２０９の画像表示領域の左下角部には文字列画像ｈ７の「当」の左側を
除く部分が表示されている。サブ表示装置２０９の停止後、文字列画像ｈ７は下方に移動
する動画像で表示される。図１８３（ｅ）中、「当り」の文字列画像ｈ７の右側に示す下
向き矢印は文字列画像ｈ７の移動方向を示している。また、サブ表示装置２０９の画像表
示領域の左上角部には「確変」の文字列画像ｈ１１の「確」の左上部を除く部分が表示さ
れている。文字列画像ｈ１１は下方に移動する動画像で表示され、その下側から徐々に表
示される。図１８３（ｅ）中、「確変」の文字列画像ｈ１１の右側に示す下向き矢印は文
字列画像ｈ１１の移動方向を示している。
【４１７１】
　図１８３（ｆ）は、サブ表示装置２０９の停止中に文字列画像ｈ７が消去された状態を
示している。文字列画像ｈ７は下方に移動する動画像で表示され、下側から徐々に消去さ
れる。また、サブ表示装置２０９の画像表示領域の左上角部には「確変」の文字列画像ｈ
１１の全体が表示されている。文字列画像ｈ１１は下方に移動する動画像で表示され、そ
の下側から徐々に表示される。図１８３（ｆ）中、「確変」の文字列画像ｈ１１の右側に
示す下向き矢印は文字列画像ｈ１１の移動方向を示している。また、装飾図柄表示装置２
０８の画像表示領域の殿のキャラクタ画像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表示さ
れている。星型のエフェクト画像は、図１８３（ｃ）～（ｄ）でのサブ表示装置２０９で
の移動動作によりサブ表示装置２０９から見切れたエフェクト画像に代わって表示されて
いる。
【４１７２】
　図１８３（ｇ）は、装飾図柄表示装置２０８の左右図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに
「装飾２」に代わって「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。サブ表示装置２
０９に表示された「確変」の文字列画像ｈ１１は停止表示されている。本例では、当該特
図１変動遊技は確変大当り（１５Ｒ特別大当り）であるので、サブ表示装置２０９に「確
変」の文字列画像ｈ１１が停止表示されて、確変大当りであることが予告された後、左右
図柄表示領域２０８ａ、２０８ｃに確変大当りとなる場合の図柄組み合わせの「装飾３」
が仮停止表示される。また、装飾図柄表示装置２０８の画像表示領域の殿のキャラクタ画
像ｈ３の周囲には星型のエフェクト画像が表示されている。星型のエフェクト画像は、図
１８３（ｃ）～（ｄ）でのサブ表示装置２０９での移動動作によりサブ表示装置２０９か
ら見切れたエフェクト画像に代わって表示されている。
【４１７３】
　図１８３（ｈ）は、サブ表示装置２０９が右上斜め方向への曲線軌道を描く移動動作を
実行して図１８３（ｂ）での第二の位置に復帰した状態を示している。図１８３（ｈ）中
、サブ表示装置２０９の上方に図示する矢印は、サブ表示装置２０９の移動方向を示して
いる。また、ランプｒ５が消灯している。本例では、サブ表示装置２０９の第二の位置に
復帰する移動開始に先立ってランプｒ５が消灯される。なお、サブ表示装置２０９の移動
開始と同時にランプｒ５が消灯されてもよいし、サブ表示装置２０９の移動中にランプｒ
５が消灯されてもよいし、サブ表示装置２０９の第二の位置での停止時にランプｒ５が消
灯されてもよいし、サブ表示装置２０９の第二の位置での停止以降にランプｒ５が消灯さ
れてもよい。
【４１７４】
　図１８３（ｉ）は、サブ表示装置２０９が上方に移動して初期位置で停止した状態を示
している。サブ表示装置２０９の画像表示領域における全ての表示は消去されている。
【４１７５】
　図１８３（ｊ）は、当該特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動
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遊技の当否判定結果は大当り（「特図Ａ」の大当り、確変大当り）であるので、左中右図
柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、当該特図１変動遊技の当否判定結果が確変大当りで
あったことを示す、当りを報知する図柄組合せ「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（
確定停止表示）され、特図１第４図柄表示領域９３３には、大当りを報知する表示態様（
本例では、「○」の表示態様）の第４図柄が停止表示されている。
【４１７６】
　このように、サブ表示装置２０９が曲線軌道を描く移動動作を実行可能であってもよい
。また、サブ表示装置２０９は、上下左右斜め方向に移動する途中で曲線軌道を描く移動
動作を実行してもよい。
【４１７７】
　次に、以上説明した第６の実施の形態によるパチンコ機１００の特徴的構成について再
度図１７６乃至図１８３を参照しつつ説明する。
【４１７８】
（Ｖ１）
　画像ディスプレイを含んで構成される画像表示手段（例えば、サブ表示装置２０９）を
備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の運動パターン（例えば、図１７６（ｂ）～（ｆ）に示すサ
ブ表示装置２０９の運動パターン、図１７７（ａ）～（ｍ）に示すサブ表示装置２０９の
運動パターン）に従った動作（以下、「第一の動作」（例えば、初期位置から第二の位置
に移動し、回転し、第一の位置に復帰する動作や、初期位置から第二の位置に移動し、回
転し、斜め方向に移動し、回転し、第一の位置に復帰する動作）という。）を実行可能で
あり、
　前記画像表示手段による前記第一の動作の実行中に変更条件（例えば、磁気異常エラー
の発生や、磁界異常エラーの発生や、異常入賞エラーの発生や、振動エラーの発生、扉開
放エラーの発生、装飾図柄の揺れ変動表示の開始や、装飾図柄の確定停止表示の開始）の
成立があった場合に、前記第一の運動パターンの途中であっても第四の動作（例えば、停
止動作や、初期位置に復帰させる動作）を行う、
ことを特徴とする遊技台。
【４１７９】
　当該構成を備えた遊技台によれば、画像表示手段による多彩な動作により演出を実行す
ることができる場合がある。
【４１８０】
（Ｖ２）
　上記（Ｖ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一の運動パターンとは、初期位置（以下、「第一の位置」（例えば、図１７６（
ａ）、（ｆ）、図１７７（ａ）、（ｍ）、図１７８（ａ）、（ｆ）、（ａ’）、（ｆ’）
でのサブ表示装置２０９の位置）という。）にあった前記画像表示手段を少なくとも該第
一の位置とは別の位置（以下、「第二の位置」（例えば、図１７６（ｃ）、図１７７（ｃ
）、図１７８（ｂ）、（ｂ’）でのサブ表示装置２０９の位置）という。）に移動させた
後で、該第一の位置に移動させる運動パターンのことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４１８１】
（Ｖ３）
　上記（Ｖ２）に記載の遊技台であって、
　前記第四の動作とは、前記第一の位置に復帰させる動作（例えば、初期位置に復帰させ
る動作）を含む動作のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４１８２】
（Ｖ４）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
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　前記第四の動作とは、停止動作（例えば、図１７６（ｅ）、（ｆ）に示す回転運動を停
止させる動作、直線運動を停止させる動作）を含む動作のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４１８３】
（Ｖ５）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の運動パターン（例えば、第一の位置から第二の位置に移動
し、斜め方向に移動し、当該斜め方向と反対方向の斜め方向に移動して第二の位置に復帰
し、第一の位置に移動する運動パターン）に従った動作（以下、「第二の動作」という。
）を実行可能であり、
　前記画像表示手段による前記第二の動作の実行中に前記変更条件の成立があった場合に
、前記第二の運動パターンの途中であっても前記第四の動作を行うように構成されており
、
　前記第二の運動パターンは、前記第一の運動パターンとは別の運動パターンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４１８４】
（Ｖ６）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃや第４図柄表示領域９
３３、９３４）を備え、
　前記画像表示手段は、第三の運動パターン（例えば、図１７９（ａ）～（ｆ）に示す運
動パターン）に従った動作（以下、「第三の動作」という。）を実行可能であり、
　前記第三の運動パターンは、前記第一の運動パターンとは別の運動パターンであり、
　前記第三の動作とは、第一の向き（例えば、左方向）に動く動作を含む動作のことであ
り、
　前記第三の動作の実行中に、前記第一の向きとは逆の第二の向き（例えば、右方向）に
動かされた絵柄の画像（例えば、殿のキャラクタ画像ｈ３と姫のキャラクタ画像ｈ４を含
む絵柄の画像）を前記画像表示手段に表示することで、該絵柄が該第一の向きに動いてい
ないように遊技者に見せることが可能であり、
　前記画像表示手段が前記第三の動作を行う前の状態において、前記絵柄の一部（以下、
「第一の絵柄」という。）の画像は、該画像表示手段の表示領域内に収まらないように構
成されており（例えば、図１７９（ｂ）参照）、
　前記画像表示手段の前記第三の動作によって、前記第一の絵柄の画像として第一の画像
が該画像表示手段の表示領域内に収まった第一の表示（例えば、姫のキャラクタ画像ｈ４
の全体を含む表示）が行われる場合があり（例えば、図１７９（ｆ）参照）、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われなか
った場合よりも該第一の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４１８５】
（Ｖ７）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段（以下、「第二の画像表示手段」という。）とは別の第一の画像表示
手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記画像ディスプレイ（以下、「第二の画像ディスプレイ
」という。）とは別の第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段の位置は、前記第一の画像表示手段の位置よりも遊技者に近い
位置である、
ことを特徴とする遊技台。
【４１８６】
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（Ｖ８）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【４１８７】
（Ｖ９）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシン（例えば、スロットマシン２０００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【４１８８】
（Ｖ１０）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ９）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記変更条件は、異常状態（例えば、磁気異常エラー、磁界異常エラー、異常入賞エラ
ー、振動エラー、扉開放エラー）が発生したと判定された場合に成立する、
ことを特徴とする遊技台。
【４１８９】
（Ｖ１１）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ１０）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、図柄（例えば、装飾図柄）を表示可能であり、
　前記変更条件は、前記図柄の停止タイミングの到来に応じて成立する場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【４１９０】
（Ｖ１２）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ１０）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、図柄（例えば、装飾図柄）を表示可能であり、
　前記変更条件は、前記図柄の停止タイミングの到来に応じて成立する、
ことを特徴とする遊技台。
【４１９１】
（Ｖ１３）
　上記（Ｖ１１）または（Ｖ１２）に記載の遊技台であって、
　前記図柄の停止タイミングとは、前記図柄の確定停止表示タイミングのことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４１９２】
（Ｖ１４）
　上記（Ｖ１１）または（Ｖ１２）に記載の遊技台であって、
　前記図柄の停止タイミングとは、前記図柄の揺れ変動表示（例えば、仮停止表示）の開
始タイミングのことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４１９３】
（Ｖ１５）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ１４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段による前記第一の動作の実行中に前記変更条件（以下、「第一の変更
条件」という。）とは別の第二の変更条件（例えば、チャンスボタンの押下）の成立があ
った場合に、前記第一の運動パターンの途中であっても前記第四の動作を行うように構成
されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４１９４】
（Ｖ１６）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ１５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段による前記第一の動作の実行中に第三の変更条件（例えば、特図１ま
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たは特図２のいずれか一方の保留増加）の成立があった場合に、前記第一の運動パターン
の途中であっても前記第四の動作を行うように構成されており、
　前記第三の変更条件は、前記第一の変更条件とは別の条件であり、
　前記第三の変更条件は、前記第二の変更条件とは別の条件である、
ことを特徴とする遊技台。
【４１９５】
（Ｖ１７）
　上記（Ｖ１）乃至（Ｖ１６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段による前記第一の動作の実行中に第四の変更条件（例えば、優先的に
実行される演出の開始）の成立があった場合に、前記第一の運動パターンの途中であって
も前記第四の動作を行うように構成されており、
　前記第四の変更条件は、前記第一の変更条件とは別の条件であり、
　前記第四の変更条件は、前記第二の変更条件とは別の条件であり、
　前記第四の変更条件は、前記第三の変更条件とは別の条件である、
ことを特徴とする遊技台。
【４１９６】
（Ｗ１）
　画像ディスプレイを含んで構成される画像表示手段（例えば、サブ表示装置２０９）を
備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の運動パターン（例えば、図１７６（ｂ）～（ｆ）に示すサ
ブ表示装置２０９の運動パターン、図１７７（ａ）～（ｍ）に示すサブ表示装置２０９の
運動パターン）に従った動作（以下、「第一の動作」（例えば、初期位置から第二の位置
に移動し、回転し、第一の位置に復帰する動作）という。）を実行可能であり、
　前記画像表示手段による前記第一の動作の実行中に変更条件（例えば、磁気異常エラー
の発生や、磁界異常エラーの発生や、異常入賞エラーの発生や、振動エラーの発生、扉開
放エラーの発生、装飾図柄の揺れ変動表示の開始や、装飾図柄の確定停止表示の開始）の
成立があった場合に、前記第一の運動パターンの途中であっても第四の動作を行うように
構成されており、
　前記変更条件は、異常状態（例えば、磁気異常エラー、磁界異常エラー、異常入賞エラ
ー、振動エラー、扉開放エラー）が発生したと判定された場合に成立する、
ことを特徴とする遊技台。
【４１９７】
　当該構成を備えた遊技台によれば、画像表示手段による多彩な動作により演出を実行す
ることができる場合がある。
【４１９８】
（Ｗ２）
　上記（Ｗ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一の運動パターンとは、初期位置（以下、「第一の位置」（例えば、図１７６（
ａ）、（ｆ）、図１７７（ａ）、（ｍ）、図１７８（ａ）、（ｆ）、（ａ’）、（ｆ’）
でのサブ表示装置２０９の位置）という。）にあった前記画像表示手段を少なくとも該第
一の位置とは別の位置（以下、「第二の位置」（例えば、図１７６（ｃ）、図１７７（ｃ
）、図１７８（ｂ）、（ｂ’）でのサブ表示装置２０９の位置）という。）に移動させた
後で、該第一の位置に移動させる運動パターンのことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４１９９】
（Ｗ３）
　上記（Ｗ２）に記載の遊技台であって、
　前記第四の動作とは、前記第一の位置に復帰させる動作（例えば、初期位置に復帰させ
る動作）を含む動作のことである、
ことを特徴とする遊技台。
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【４２００】
（Ｗ４）
　上記（Ｗ１）乃至（Ｗ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第四の動作とは、停止動作（例えば、図１７６（ｅ）、（ｆ）に示す回転運動を停
止させる動作、直線運動を停止させる動作）を含む動作のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２０１】
（Ｗ５）
　上記（Ｗ１）乃至（Ｗ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の運動パターン（例えば、第一の位置から第二の位置に移動
し、斜め方向に移動し、第二の位置に移動する運動パターン）に従った動作（以下、「第
二の動作」という。）を実行可能であり、
　前記画像表示手段による前記第二の動作の実行中に前記変更条件の成立があった場合に
、前記第二の運動パターンの途中であっても前記第四の動作を行うように構成されており
、
　前記第二の運動パターンは、前記第一の運動パターンとは別の運動パターンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２０２】
（Ｗ６）
　上記（Ｗ１）乃至（Ｗ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃや第４図柄表示領域９
３３、９３４）を備え、
　前記画像表示手段は、第三の運動パターン（例えば、図１７９（ａ）～（ｆ）に示す運
動パターン）に従った動作（以下、「第三の動作」という。）を実行可能であり、
　前記第三の運動パターンは、前記第一の運動パターンとは別の運動パターンであり、
　前記第三の動作とは、第一の向き（例えば、左方向）に動く動作を含む動作のことであ
り、
　前記第三の動作の実行中に、前記第一の向きとは逆の第二の向き（例えば、右方向）に
動かされた絵柄の画像（例えば、殿のキャラクタ画像ｈ３と姫のキャラクタ画像ｈ４を含
む絵柄の画像）を前記画像表示手段に表示することで、該絵柄が該第一の向きに動いてい
ないように遊技者に見せることが可能であり、
　前記画像表示手段が前記第三の動作を行う前の状態において、前記絵柄の一部（以下、
「第一の絵柄」という。）の画像は、該画像表示手段の表示領域内に収まらないように構
成されており（例えば、図１７９（ｂ）参照）、
　前記画像表示手段の前記第三の動作によって、前記第一の絵柄の画像として第一の画像
が該画像表示手段の表示領域内に収まった第一の表示（例えば、姫のキャラクタ画像ｈ４
の全体を含む表示）が行われる場合があり（例えば、図１７９（ｆ）参照）、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われなか
った場合よりも該第一の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４２０３】
（Ｗ７）
　上記（Ｗ１）乃至（Ｗ６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段（以下、「第二の画像表示手段」という。）とは別の第一の画像表示
手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記画像ディスプレイ（以下、「第二の画像ディスプレイ
」という。）とは別の第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段の位置は、前記第一の画像表示手段の位置よりも遊技者に近い
位置である、
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ことを特徴とする遊技台。
【４２０４】
（Ｗ８）
　上記（Ｗ１）乃至（Ｗ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２０５】
（Ｗ９）
　上記（Ｗ１）乃至（Ｗ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシン（例えば、スロットマシン２０００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２０６】
（Ｘ１）
　画像ディスプレイを含んで構成される画像表示手段（例えば、サブ表示装置２０９）と
、
　図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ、第４図柄表示領域９
３３、９３４）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の運動（例えば、左方向への直線運動）を実行可能であり、
　前記第一の運動とは、第一の向き（例えば、左方向）に動く動作のことであり、
　前記第一の運動の実行中に、前記第一の向きとは逆の第二の向き（例えば、右方向）に
動かされた絵柄の画像（例えば、図１７９（ｂ）～（ｆ）に示す吉宗のキャラクタ画像ｈ
３と図１７９（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）に示す姫のキャラクタ画像ｈ４を含む画像）を前記
画像表示手段に表示することで、該絵柄が該第一の向きに動いていないように遊技者に見
せることが可能であり、
　前記画像表示手段が前記第一の運動を行う前の状態において、前記絵柄の一部（以下、
「第一の絵柄」という。）の画像（例えば、姫のキャラクタ画像ｈ４）は、該画像表示手
段の表示領域内（例えば、サブ表示装置２０９の画像表示領域内）に収まらないように構
成されており、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第一の画像
（例えば、姫のキャラクタ画像ｈ４）が該画像表示手段の表示領域内に収まった第一の表
示（例えば、図１７９（ｈ）に示す姫のキャラクタ画像ｈ４の全体を含む表示）が行われ
る場合があり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われなか
った場合よりも該第一の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４２０７】
　当該構成を備えた遊技台によれば、画像表示手段の運動により画像表示手段に表示され
る表示を大当り信頼度毎に異ならせて、画像表示手段の運動および表示に遊技者を注目さ
せることができる場合がある。
【４２０８】
（Ｘ２）
　上記（Ｘ１）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第二の画像
（例えば、忍者のキャラクタ画像）が該画像表示手段の表示領域内に収まった第二の表示
（例えば、忍者のキャラクタ画像の全体を含む表示）が行われる場合があり、
　前記第一の画像と前記第二の画像は別の画像であり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第二の表示が行われなか
った場合よりも該第二の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
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様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４２０９】
（Ｘ３）
　上記（Ｘ２）に記載の遊技台であって、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示（例えば、図
１７９（ｆ）に示す姫のキャラクタ画像ｈ４の全体を含む表示）が行われた場合よりも前
記第二の表示（例えば、忍者のキャラクタ画像の全体を含む表示）が行われた場合の方が
、該図柄変動表示の後で大当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４２１０】
（Ｘ４）
　上記（Ｘ１）乃至（Ｘ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の運動（例えば、右方向に動く動作）を実行可能であり、
　前記第二の運動とは、前記第二の向きに動く動作のことであり、
　前記第二の運動の実行中に、前記第一の向きに動かされた絵柄の画像（例えば、殿のキ
ャラクタ画像ｈ３と「？！」の文字列画像ｈ８を含む絵柄の画像）を前記画像表示手段に
表示することで、該絵柄が前記第二の向きに動いていないように遊技者に見せることが可
能である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２１１】
（Ｘ５）
　上記（Ｘ１）乃至（Ｘ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の運動の実行中に、前記絵柄の動画像（例えば、図１７９（ｂ）～（ｆ）に示
す吉宗のキャラクタ画像ｈ３や、図１７９（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）に示す姫のキャラクタ
画像ｈ４がサブ表示装置２０９の移動方向と反対方向に移動する動画像）が表示される、
ことを特徴とする遊技台。
【４２１２】
（Ｘ６）
　上記（Ｘ１）乃至（Ｘ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段（以下、「第二の画像表示手段」という。）とは別の第一の画像表示
手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記画像ディスプレイ（以下、「第二の画像ディスプレイ
」という。）とは別の第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の運動が行われる位置は、前記第一の画像表示手段の位置よりも遊技者に近い
位置である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２１３】
（Ｘ７）
　上記（Ｘ６）に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像ディスプレイの高さと幅が異なり（例えば、装飾図柄表示装置２０８の
画像表示領域は横長長方形状である）、
　前記第二の画像ディスプレイの高さと幅が異なる（例えば、サブ表示装置２０９の画像
表示領域は横長長方形状である）、
ことを特徴とする遊技台。
【４２１４】
（Ｘ８）
　上記（Ｘ１）乃至（Ｘ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
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【４２１５】
（Ｘ９）
　上記（Ｘ１）乃至（Ｘ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシン（例えば、スロットマシン２０００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２１６】
（Ｙ１）
　画像ディスプレイを含んで構成される画像表示手段（例えば、サブ表示装置２０９）と
、
　図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ、第４図柄表示領域９
３３、９３４）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の運動（例えば、左方向への直線運動）を実行可能であり、
　前記第一の運動とは、第一の向き（例えば、左方向）に動く動作のことであり、
　前記第一の運動の実行中に、前記第一の向きとは逆の第二の向き（例えば、右方向）に
動かされた絵柄の画像（例えば、図１７９（ｂ）～（ｆ）に示す吉宗のキャラクタ画像ｈ
３と図１７９（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）に示す姫のキャラクタ画像ｈ４を含む画像）を前記
画像表示手段に表示することで、該絵柄が該第一の向きに動いていないように遊技者に見
せることが可能であり、
　前記画像表示手段が前記第一の運動を行う前の状態において、前記絵柄の一部（以下、
「第一の絵柄」という。）の画像（例えば、姫のキャラクタ画像ｈ４）は、該画像表示手
段の表示領域内（例えば、サブ表示装置２０９の画像表示領域内）に収まらないように構
成されており、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第一の画像
（例えば、姫のキャラクタ画像ｈ４）が該画像表示手段の表示領域内に収まった第一の表
示（例えば、図１７９（ｈ）に示す姫のキャラクタ画像ｈ４の全体を含む表示）が行われ
る場合があり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われなか
った場合よりも該第一の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすく、
　前記第一の運動とは、直線移動を含む運動（例えば、上下左右斜め方向への移動動作、
当該移動動作の前後や途中で曲線軌道状に動作する場合を含む）のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４２１７】
　当該構成を備えた遊技台によれば、画像表示手段の運動により画像表示手段に表示され
る表示を大当り信頼度毎に異ならせて、画像表示手段の運動および表示に遊技者を注目さ
せることができる場合がある。なお、第一の運動とは、少なくとも直線移動を含む運動で
あってもよい。第一の運動とは、直線移動運動のことであってもよい。画像表示手段は、
第一の運動によっては直線移動および停止だけしか実行できなくてもよい。
【４２１８】
（Ｙ２）
　上記（Ｙ１）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第二の画像
（例えば、忍者のキャラクタ画像）が該画像表示手段の表示領域内に収まった第二の表示
（例えば、忍者のキャラクタ画像の全体を含む表示）が行われる場合があり、
　前記第一の画像と前記第二の画像は別の画像であり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第二の表示が行われなか
った場合よりも該第二の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
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【４２１９】
（Ｙ３）
　上記（Ｙ２）に記載の遊技台であって、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示（例えば、図
１７９（ｆ）に示す姫のキャラクタ画像ｈ４の全体を含む表示）が行われた場合よりも前
記第二の表示（例えば、忍者のキャラクタ画像の全体を含む表示）が行われた場合の方が
、該図柄変動表示の後で大当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４２２０】
（Ｙ４）
　上記（Ｙ１）乃至（Ｙ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の運動（例えば、右方向に動く動作）を実行可能であり、
　前記第二の運動とは、前記第二の向きに動く動作のことであり、
　前記第二の運動の実行中に、前記第一の向きに動かされた絵柄の画像（例えば、殿のキ
ャラクタ画像ｈ３と「？！」の文字列画像ｈ８を含む絵柄の画像）を前記画像表示手段に
表示することで、該絵柄が前記第二の向きに動いていないように遊技者に見せることが可
能である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２２１】
（Ｙ５）
　上記（Ｙ１）乃至（Ｙ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の運動の実行中に、前記絵柄の動画像（例えば、図１７９（ｂ）～（ｆ）に示
す吉宗のキャラクタ画像ｈ３や、図１７９（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）に示す姫のキャラクタ
画像ｈ４がサブ表示装置２０９の移動方向と反対方向に移動する動画像）が表示される、
ことを特徴とする遊技台。
【４２２２】
（Ｙ６）
　上記（Ｙ１）乃至（Ｙ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段（以下、「第二の画像表示手段」という。）とは別の第一の画像表示
手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記画像ディスプレイ（以下、「第二の画像ディスプレイ
」という。）とは別の第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の運動が行われる位置は、前記第一の画像表示手段の位置よりも遊技者に近い
位置である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２２３】
（Ｙ７）
　上記（Ｙ６）に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像ディスプレイの高さと幅が異なり（例えば、装飾図柄表示装置２０８の
画像表示領域は横長長方形状である）、
　前記第二の画像ディスプレイの高さと幅が異なる（例えば、サブ表示装置２０９の画像
表示領域は横長長方形状である）、
ことを特徴とする遊技台。
【４２２４】
（Ｙ８）
　上記（Ｙ１）乃至（Ｙ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２２５】
（Ｙ９）
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　上記（Ｙ１）乃至（Ｙ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシン（例えば、スロットマシン２０００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２２６】
（Ｚ１）
　画像ディスプレイを含んで構成される画像表示手段（例えば、サブ表示装置２０９）と
、
　図柄表示手段（例えば、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ、第４図柄表示領域９
３３、９３４）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の運動（例えば、左方向への直線運動）を実行可能であり、
　前記第一の運動とは、第一の向き（例えば、左方向）に動く動作のことであり、
　前記第一の運動の実行中に、前記第一の向きとは逆の第二の向き（例えば、右方向）に
動かされた絵柄の画像（例えば、図１７９（ｂ）～（ｆ）に示す吉宗のキャラクタ画像ｈ
３と図１７９（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）に示す姫のキャラクタ画像ｈ４を含む画像）を前記
画像表示手段に表示することで、該絵柄が該第一の向きに動いていないように遊技者に見
せることが可能であり、
　前記画像表示手段が前記第一の運動を行う前の状態において、前記絵柄の一部（以下、
「第一の絵柄」という。）の画像（例えば、姫のキャラクタ画像ｈ４）は、該画像表示手
段の表示領域内（例えば、サブ表示装置２０９の画像表示領域内）に収まらないように構
成されており、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第一の画像
（例えば、姫のキャラクタ画像ｈ４）が該画像表示手段の表示領域内に収まった第一の表
示（例えば、図１７９（ｈ）に示す姫のキャラクタ画像ｈ４の全体を含む表示）が行われ
る場合があり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われなか
った場合よりも該第一の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすく、
　前記画像表示手段の縁部には、構造体（例えば、フレームｆａ１、ｆａ２）が設けられ
ている、
ことを特徴とする遊技台。
【４２２７】
　当該構成を備えた遊技台によれば、画像表示手段の運動により画像表示手段に表示され
る表示を大当り信頼度毎に異ならせて、画像表示手段の運動および表示に遊技者を注目さ
せることができる場合がある。
【４２２８】
（Ｚ２）
　上記（Ｚ１）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第二の画像
（例えば、忍者のキャラクタ画像）が該画像表示手段の表示領域内に収まった第二の表示
（例えば、忍者のキャラクタ画像の全体を含む表示）が行われる場合があり、
　前記第一の画像と前記第二の画像は別の画像であり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第二の表示が行われなか
った場合よりも該第二の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４２２９】
（Ｚ３）
　上記（Ｚ２）に記載の遊技台であって、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示（例えば、図
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１７９（ｆ）に示す姫のキャラクタ画像ｈ４の全体を含む表示）が行われた場合よりも前
記第二の表示（例えば、忍者のキャラクタ画像の全体を含む表示）が行われた場合の方が
、該図柄変動表示の後で大当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４２３０】
（Ｚ４）
　上記（Ｚ１）乃至（Ｚ３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の運動（例えば、右方向に動く動作）を実行可能であり、
　前記第二の運動とは、前記第二の向きに動く動作のことであり、
　前記第二の運動の実行中に、前記第一の向きに動かされた絵柄の画像（例えば、殿のキ
ャラクタ画像ｈ３と「？！」の文字列画像ｈ８を含む絵柄の画像）を前記画像表示手段に
表示することで、該絵柄が前記第二の向きに動いていないように遊技者に見せることが可
能である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２３１】
（Ｚ５）
　上記（Ｚ１）乃至（Ｚ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の運動の実行中に、前記絵柄の動画像（例えば、図１７９（ｂ）～（ｆ）に示
す吉宗のキャラクタ画像ｈ３や、図１７９（ｃ）、（ｅ）、（ｆ）に示す姫のキャラクタ
画像ｈ４がサブ表示装置２０９の移動方向と反対方向に移動する動画像）が表示される、
ことを特徴とする遊技台。
【４２３２】
（Ｚ６）
　上記（Ｚ１）乃至（Ｚ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段（以下、「第二の画像表示手段」という。）とは別の第一の画像表示
手段（例えば、装飾図柄表示装置２０８）を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記画像ディスプレイ（以下、「第二の画像ディスプレイ
」という。）とは別の第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の運動が行われる位置は、前記第一の画像表示手段の位置よりも遊技者に近い
位置である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２３３】
（Ｚ７）
　上記（Ｚ６）に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像ディスプレイの高さと幅が異なり（例えば、装飾図柄表示装置２０８の
画像表示領域は横長長方形状である）、
　前記第二の画像ディスプレイの高さと幅が異なる（例えば、サブ表示装置２０９の画像
表示領域は横長長方形状である）、
ことを特徴とする遊技台。
【４２３４】
（Ｚ８）
　上記（Ｚ１）乃至（Ｚ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機（例えば、パチンコ機１００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２３５】
（Ｚ９）
　上記（Ｚ１）乃至（Ｚ７）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシン（例えば、スロットマシン２０００）である、
ことを特徴とする遊技台。
【４２３６】
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　上記第１の実施の形態の図２３～図２６や、本実施の形態の図１７６～図１８３では、
サブ表示装置２０９が移動や回転する向きと逆の向きに移動させる画像をサブ表示装置２
０９に表示させる演出例を示したが、これらは演出の一例であり、サブ表示装置２０９は
、上向きに移動するようにしてもよいし、下向きに移動するようにしてもよいし、左斜め
上に向かって移動するようにしてもよいし、左斜め下に向かって移動するようにしてもよ
いし、右斜め上に向かって移動するようにしてもよいし、右斜め下に向かって移動するよ
うにしてもよいし、時計回りの向きに回転してもよいし、半時計回りの向きに回転しても
よいし、これらの動作のうちの一の動作の後でこれらのうちの他の動作を行ってもよい。
【４２３７】
　上記第１の実施の形態の図２３～図２６や、本実施の形態の図１７６～図１８３では、
サブ表示装置２０９が移動や回転する向きと逆の向きに移動させる画像をサブ表示装置２
０９に表示させる演出例を示したが、サブ表示装置２０９の移動時や回転時には、サブ表
示装置２０９に表示されている画像がサブ表示装置２０９と同じ方向に移動や回転してい
るように遊技者に見えるように当該画像を表示してもよい（例えば、図２２に示す実施例
参照）。例えば、ある画像（例えば保留アイコン、変動アイコン、装飾図柄等のうちのい
ずれ、またはその他画像）をサブ表示装置２０９に表示し、サブ表示装置２０９が動けば
、その動きによって当該画像も動いて見えるように遊技者に見せるようにしてもよい。パ
チンコ機１００の電源投入時のサブ表示装置２０９の初期動作やサブ表示装置２０９の初
期表示は、図２２に示すようにサブ表示装置２０９が動けば、その動きによって当該初期
表示も動いて見えるように構成してもよい。
【４２３８】
［第８の実施の形態］
　次に、本発明の第８の実施の形態によるパチンコ機１００について図１８４～図１８８
を用いて説明する。本実施の形態によるパチンコ機１００は、上記第１の実施の形態およ
び上記第２の実施の形態によるパチンコ機１００と同様の構成および制御系を有している
。上記第１の実施の形態および上記第２の実施の形態によるパチンコ機１００と同一の構
成要素には同一の符号を付してその説明は省略する。
【４２３９】
　図１８４（ａ）～（ｚ）、（イ）～（ヲ）は、本実施の形態によるパチンコ機１００の
演出例を時系列で示している。図１８４の各図には、図２９に示す遊技盤１０００からメ
イン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【４２４０】
　図１８４（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１８４（ａ）に示す時点の状態において、特図１の保留数は０であり、特図２
の保留数は０である。装飾図柄表示装置２０８の変動中アイコン表示領域には白丸保留ア
イコンの表示態様の変動中アイコンａ１が表示されている。
【４２４１】
　図１８４（ｂ）は、当該特図１変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞し
、特図１の保留数が１増加して、特図１の保留数が１となった状態を示している。装飾図
柄表示装置２０８の表示画面の左下隅の特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域に
は保留アイコンｂ１が表示されている。保留アイコンｂ１は図１０４に示す黒丸保留アイ
コンである。
【４２４２】
　図１８４（ｃ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、保留アイコンｂ
１を対象とする演出である。
【４２４３】
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　図１８４（ｄ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【４２４４】
　図１８４（ｅ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は保
留アイコンｂ１を対象としており、対象である保留アイコンｂ１にＢバードｋ２の目から
レーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【４２４５】
　図１８４（ｆ）は、保留アイコンｂ１にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ１が
表示開始されてもよい。保留アイコンｂ１の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップ
されたことで、保留アイコンｂ１の全体が視認不能となっている。本例のエフェクト画像
ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンａ１の一部にオーバーラップして表示さ
れている。なお、エフェクト画像ｋ８は、保留演出の対象ではない変動中アイコンの一部
や保留アイコンの一部にオーバーラップせずに表示されてもよい。
【４２４６】
　図１８４（ｇ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、保留アイコンｂ１が再度視認可能に表示される。保留ア
イコンｂ１は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした保留アイ
コンが変化しない失敗演出である。
【４２４７】
　図１８４（ｈ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１８４（ｈ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【４２４８】
　図１８４（ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４２４９】
　図１８４（ｊ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された後に、特
図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果はは
ずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾
３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され、当該特図１変動表示の
当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、「装飾３－装飾２－装飾２」
が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ１が消去されている。変動中アイコンは
、装飾図柄の揺れ変動表示中（仮停止表示中）に消去される。
【４２５０】
　図１８４（ｋ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８では
、保留・変動アイコン間の移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移
動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ１が変動中アイコンａ
２となって変動中アイコン表示領域（保留０表示領域）に移動表示される。変動中アイコ
ンａ２は、保留アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。当該特図１変動遊技は、
Ｂバード演出の対象となった保留アイコンｂ１に対応する保留が消化されて開始された特
図変動遊技である。
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【４２５１】
　図１８４（ｌ）は、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。装飾図柄
表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示さ
れている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバー
ドｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、変動中アイコン
ａ２を対象とする演出である。
【４２５２】
　図１８４（ｍ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【４２５３】
　図１８４（ｎ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は変
動中アイコンａ２を対象としており、対象である変動中アイコンａ２にＢバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【４２５４】
　図１８４（ｏ）は、変動中アイコンａ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーン
のアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の
目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ１
が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラ
ップされたことで、変動中アイコンａ２の全体が視認不能となっている。
【４２５５】
　図１８４（ｐ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ２が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ２は黒丸保留アイコンの表示態様のままである。本例のＢバード演出は対象
とした変動中アイコンが変化しない失敗演出である。
【４２５６】
　図１８４（ｑ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１８４（ｑ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【４２５７】
　図１８４（ｒ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４２５８】
　図１８４（ｓ）は、中図柄表示領域２０８ｂに疑似連図柄ｋ１１が仮停止表示された状
態を示している。疑似連図柄ｋ１１は、縦長長方形状の枠内に「ＮＥＸＴ」の文字を含む
図柄であり、疑似連演出が実行される場合に中図柄表示領域２０８ｂに表示される。疑似
連演出は、１回の特図変動遊技中に装飾図柄の変動表示が複数回行われているように見せ
る予告演出である。本例では、図１８４（ｋ）で開始された装飾図柄の変動表示が１回目
ｄの疑似連演出であり、疑似連図柄ｋ１１が仮停止表示されると１回目の疑似連演出は終
了し、次の疑似連演出が開始されることが示唆される。疑似連図柄ｋ１１は、疑似連演出
が終了して次の疑似連演出が開始されることを示唆する図柄である。
【４２５９】
　図１８４（ｔ）は、２回目の疑似連演出が開始された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が再開されて２回目の疑似連演出が開
始されている。装飾図柄の変動表示の開始が２回目の疑似連演出の開始である。
【４２６０】
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　図１８４（ｕ）では、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。本例の
保留演出は２回目の疑似連演出の開始後に開始される。装飾図柄表示装置２０８の表示画
面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示されている。Ｂバードｋ２
が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバードｋ２の登場開始がＢバ
ード演出の開始である。本例のＢバード演出は、変動中アイコンａ２を対象とする演出で
ある。
【４２６１】
　図１８４（ｖ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【４２６２】
　図１８４（ｗ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は変
動中アイコンａ２を対象としており、対象である変動中アイコンａ２にＢバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【４２６３】
　図１８４（ｘ）は、変動中アイコンａ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーン
のアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の
目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ１
が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラ
ップされたことで、変動中アイコンａ２の全体が視認不能となっている。
【４２６４】
　図１８４（ｙ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ２が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ２は黒丸保留アイコンの表示態様のままである。本例のＢバード演出は対象
とした変動中アイコンが変化しない失敗演出である。
【４２６５】
　図１８４（ｚ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１８４（ｚ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【４２６６】
　図１８４（イ）は、図１８４（ｚ）から引き続く状態を示しており、Ｂバードｋ２が消
去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表
示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示して
いる。
【４２６７】
　図１８４（ロ）は、中図柄表示領域２０８ｂに疑似連図柄ｋ１１が仮停止表示された状
態を示している。疑似連図柄ｋ１１が仮停止表示されると２回目の疑似連演出が終了し、
次の疑似連演出が開始されることが示唆される。
【４２６８】
　図１８４（ハ）は、３回目の疑似連演出が開始された状態を示している。左中右図柄表
示領域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が再開されて３回目の疑似連演出が開
始されている。装飾図柄の変動表示の開始が３回目の疑似連演出の開始である。
【４２６９】
　図１８４（ニ）では、保留演出のＢバード演出が開始された状態を示している。本例の
保留演出は３回目の疑似連演出の開始後に開始される。装飾図柄表示装置２０８の表示画
面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが表示されている。Ｂバードｋ２
が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。Ｂバードｋ２の登場開始がＢバ
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ード演出の開始である。本例のＢバード演出は、変動中アイコンａ２を対象とする演出で
ある。
【４２７０】
　図１８４（ホ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが表示され、Ｂバードｋ２の全体が表示されている。
【４２７１】
　図１８４（ヘ）は、Ｂバード演出中に左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃが表示画
面右上隅に縮小され、装飾図柄の変動表示が縮小表示された後、Ｂバード演出が図１４９
に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している。本例のＢバード演出は変
動中アイコンａ２を対象としており、対象である変動中アイコンａ２にＢバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。
【４２７２】
　図１８４（ト）は、変動中アイコンａ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表
示されている状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーン
のアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の
目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ１
が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラ
ップされたことで、変動中アイコンａ２の全体が視認不能となっている。
【４２７３】
　図１８４（チ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト画
像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ２が再度視認可能に表示される。変動
中アイコンａ２は黒丸保留アイコンの表示態様から図１０４に示す埴輪保留アイコンの表
示態様に変化している。本例のＢバード演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功
演出である。
【４２７４】
　図１８４（リ）は、装飾図柄の変動表示の縮小表示が終了された状態を示している。図
１８４（リ）では、Ｂバードｋ２は、態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されており、Ｂバード演出が終了する直前の状態である
。
【４２７５】
　図１８４（ヌ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、左図柄表
示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域２０８ｃに「装
飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１８４（ヌ）において装飾図
柄の変動表示でリーチとなると、３回目の疑似連演出が終了し、ノーマルリーチ演出表示
が開始される。なお、図１８４（ヌ）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後に
スーパーリーチ演出表示が開始されてもよい。
【４２７６】
　図１８４（ル）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。ノーマルリーチ演出は、中図柄表示領域２０８ｂに装飾図柄が仮停止表示され
ると終了する。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、「装飾３－装飾３－装飾３
」が仮停止表示（揺れ変動表示）されている。
【４２７７】
　図１８４（ヲ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果は大当りである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当
り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当りであることが報知されている。また、「装
飾３－装飾３－装飾３」が停止表示されるのに先立って変動中アイコンａ２が消去されて
いる。
【４２７８】
　本実施の形態では、保留アイコンｂ１を対象として保留演出の失敗演出（本例では、Ｂ
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バード演出の失敗演出）が行われ、保留アイコンｂ１に対応する保留が消化されて開始さ
れた図柄変動表示中の疑似連演出中に当該保留演出と同じ種類の保留演出（本例では、Ｂ
バード演出）が行われている。このように、パチンコ機１００は、１度でも保留演出の対
象となった保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示中の疑似連
演出中に、変動中アイコンを対象とする当該保留演出と同じ種類の保留演出が行われやす
いように構成されている。なお、疑似変動中（擬似連演出中）に失敗演出となった保留演
出が本変動（当該擬似変動が行われた特図の図柄変動表示中と同じ図柄変動表示における
最後の擬似変動開始から本停止まで）中も再度同じ種類の保留演出が行われやすいように
構成されている。
【４２７９】
　次変動で変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で保留演出（この例では失敗演出。成功演出で
もよい場合がある。）が行われなかった場合よりも行われた場合の方が当該図柄変動表示
図１８４（ａ）～（ｊ）の次の図柄変動表示等（この例では図１８４（ｋ）～（ヲ）だが
、当該前の図柄変動表示において報知されていた数の保留が消化される以前に開始される
図柄変動表示のいずれかでもよい。）において保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演
出が行われやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出（失敗
）が行われたとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出又は同じ
保留演出又は別の保留演出が行われない場合があってもよい。当該図柄変動表示（図１８
４（ａ）～（ｊ））の次の図柄変動表示における複数の擬似変動（図１８４（ｋ）～（ｓ
）、（ｔ）～（ロ）、（ハ）～（ヲ））のうちの１の擬似変動又は複数の擬似変動又は全
ての擬似変動又は本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））において保留演出又は同じ保
留演出又は別の保留演出が行われやすいように構成されていてもよい。１回の図柄変動表
示におけるある擬似変動（この例では図１８４（ｋ）～（ｓ））で保留演出（この例では
失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）が行われなかった場合よりも行われた場合の
方が当該擬似変動（図１８４（ｋ）～（ｓ）の次の擬似変動等（この例では図１８４（ｔ
）～（ロ）だが、別の擬似変動（この例では、擬似変動（図１８４（ハ）～（ヲ））等で
もよい。）又は本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））において保留演出又は同じ保留
演出又は別の保留演出が行われやすいように構成されていてもよい。だが１の擬似変動で
保留演出（失敗）が行われたとしても当該擬似変動の次の擬似変動や別の擬似変動等にお
いて保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出が行われない場合があってもよい。ここ
で擬似変動とは、図柄変動表示の開始から装飾図柄が例えば擬似連図柄態様等ある図柄態
様で仮停止されるまでや擬似連図柄態様等ある図柄態様で仮停止された後で再度装飾図柄
の変動表示が開始されてから装飾図柄が例えば擬似連図柄態様等ある図柄態様で仮停止さ
れるまでや擬似連図柄態様等ある図柄態様で仮停止された後で再度装飾図柄の変動表示が
開始されてから装飾図柄が本停止するまで等の一回の特図（又は普図）の変動表示中に行
われる装飾図柄による複数回の擬似的な図柄変動表示のこととしてもよい。擬似連図柄態
様等ある図柄態様で仮停止された後で再度装飾図柄の変動表示が開始されてから装飾図柄
が本停止するまでは擬似変動ではなく本変動と呼び、図柄変動表示の開始から装飾図柄が
例えば擬似連図柄態様等ある図柄態様で仮停止されるまでや擬似連図柄態様等ある図柄態
様で仮停止された後で再度装飾図柄の変動表示が開始されてから装飾図柄が例えば擬似連
図柄態様等ある図柄態様で仮停止されるまでのことだけを擬似変動と呼んでもよい。すな
わち１回の特図（又は普図）の変動表示において１又は複数回の擬似変動と１回の本変動
が行われるものとしてもよい。
【４２８０】
　次変動で或る変化演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で或る保留演出（この例ではＢバード演出によ
る失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）が行われなかった場合よりも行われた場合
の方が当該図柄変動表示（図１８４（ａ）～（ｊ））の次の図柄変動表示等（この例では
図１８４（ｋ）～（ヲ））だが、当該前の図柄変動表示において報知されていた数の保留
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が消化される以前に開始される図柄変動表示のいずれかでもよい。）における１の擬似変
動又は複数の擬似変動又は全ての擬似変動（この例では図１８４（ｋ）～（ｓ）や図１８
４（ｔ）～（ロ）や図１８４（ハ）～（ヲ））又は本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ
））において再度保留演出又は同じ保留演出（この例ではＢバード演出）が行われやすい
ように構成されていてもよい。このとき当該保留演出の対象は保留０表示領域の保留アイ
コンでもよいし、別の保留表示領域における保留アイコンが対象になってもよい。だが前
の図柄変動表示で保留演出（失敗）が行われたとしても当該図柄変動表示の次の図柄変動
表示における擬似変動等において保留演出が行われない場合があってもよい。
【４２８１】
　次変動で変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で保留演出の対象とならなかった保留アイコン
よりも対象となった保留アイコンの方が当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等（当該保
留アイコンに対応する保留が消化される以前に開始される図柄変動表示のいずれかでもよ
い。）における１の擬似変動又は複数の擬似変動又は全ての擬似変動（この例では図１８
４（ｋ）～（ｓ）や図１８４（ｔ）～（ロ）や図１８４（ハ）～（ヲ））又は本変動（例
えば図１８４（ハ）～（ヲ））において保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出の対
象になりやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出の対象と
ならなかった保留アイコンが当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出又
は同じ保留演出又は別の保留演出になる場合があってもよい。
【４２８２】
　次変動で或る変化演出の対象になりやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で或る保留演出（この例ではＢバード演出）の
対象となった保留アイコンが当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等（当該前の図柄変動
表示において報知されていた数分の保留が消化される以前に開始される図柄変動表示のい
ずれかでもよい。）における１の擬似変動又は複数の擬似変動又は全ての擬似変動（この
例では図１８４（ｋ）～（ｓ）や図１８４（ｔ）～（ロ）や図１８４（ハ）～（ヲ））又
は本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））において当該前の図柄変動表示において行わ
れなかった保留演出よりも当該前の図柄変動表示において行われた保留演出（この例では
Ｂバード）の対象になりやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動表示で或
る保留演出（例えばＢバード演出）の対象となった場合でも当該図柄変動表示の次の図柄
変動表示等において当該前の図柄変動表示において行われなかった保留演出が当該次の図
柄変動表示等において行われる場合があってもよい。
【４２８３】
　次変動で変化演出の対象になった場合に当該変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で保留演出（この例ではＢバード失敗演出）が
行われなかった場合よりも行われた場合の方が当該図柄変動表示の次の図柄変動表示等（
当該前の図柄変動表示において報知されていた数分の保留が消化される以前に開始される
図柄変動表示のいずれかでもよい。）における１の擬似変動又は複数の擬似変動又は全て
の擬似変動又は本変動（この例では図１８４（ｋ）～（ｓ）や図１８４（ｔ）～（ロ）や
図１８４（ハ）～（ヲ））又は本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））において保留演
出又は同じ保留演出又は別の保留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告
態様やボタン押下変化保留アイコン等への変化に成功）が行われやすいように構成されて
いてもよい。だが前の図柄変動表示で保留演出（失敗）が行われた場合でも当該前の図柄
変動表示の次の図柄変動表示等において保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出が失
敗する場合があってもよい。
【４２８４】
　次変動で或る変化演出の対象になった場合に当該或る変化演出が成功しやすい。
　例示しているとおり、前の図柄変動表示で保留演出（この例ではＢバード失敗演出）の
対象とならなかった保留アイコンよりも対象となった保留アイコンの方が当該図柄変動表
示の次の図柄変動表示（当該保留アイコンに対応する保留が消化される以前に開始される
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図柄変動表示のいずれかでもよい。）における１の擬似変動又は複数の擬似変動又は全て
の擬似変動又は本変動（この例では図１８４（ｋ）～（ｓ）や図１８４（ｔ）～（ロ）や
図１８４（ハ）～（ヲ））又は本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））において再度保
留演出又は同じ保留演出（この例ではＢバード失敗演出）の対象となった場合には当該保
留演出の成功（保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様やボタン押下変化保留アイ
コン等への変化に成功）が行われやすいように構成されていてもよい。だが前の図柄変動
表示で保留演出の対象となった保留アイコンが当該図柄変動表示の次の図柄変動表示（当
該保留アイコンに対応する保留が消化される以前に開始される図柄変動表示のいずれかで
もよい。）において再度保留演出又は同じ保留演出の対象となったとしても当該保留演出
の失敗が行われる場合があってもよい。
【４２８５】
　保留アイコンが１回又は所定回保留演出の対象になった場合に図柄変動表示が大当りし
やすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが１回又は複数回又は所定回又は全ての擬似変
動において保留演出この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象になら
なかった場合よりも対象になった場合の方が当該擬似変動を含む１回の図柄変動表示又は
本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））において最終的に大当り図柄態様が停止表示さ
れやすいように構成されていてもよい。だが或る保留アイコンが１回又は複数回又は所定
回又は全ての擬似変動において保留演出（この例では失敗演出。成功演出でもよい場合が
ある。）の対象になったとしても当該或る保留アイコンに対応する保留が消化されて開始
される図柄変動表示において最終的に外れ図柄態様が停止表示される場合があってもよい
。
【４２８６】
　擬似連中に保留アイコンが保留演出の対象になった場合に本変動で或る演出が行われる
と大当りしやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが１回又は複数回又は所定回又は全ての擬似変
動において保留演出（この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にな
らなかった場合よりも対象になった場合の方が本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））
において或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１８４（ヌ））だが、ノーマルリ
ーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や或る予告表示の発生や擬似連演出
の発生等としてもよい場合がある。）が発生した場合には最終的に大当り図柄態様が停止
表示されやすい又は停止表示されるように構成されていてもよい。だが最終的に外れ図柄
態様が停止表示される場合があってもよい。
【４２８７】
　擬似連中に保留アイコンが保留演出の対象になった場合に本変動で変化演出が発生する
と大当りしやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが１回又は複数回又は所定回又は全ての擬似変
動において保留演出（この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にな
らなかった場合よりも対象になった場合の方が本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））
において保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出Ｂバード
（図１８４（ニ）～（リ））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい
場合がある。）が発生した場合には最終的に大当り図柄態様が停止表示されやすいように
構成されていてもよい。だが最終的に外れ図柄態様が停止表示される場合があってもよい
。
【４２８８】
　擬似連中に保留アイコンが保留演出の対象になった場合に本変動で変化演出が発生しや
すい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが１回又は複数回又は所定回又は全ての擬似変
動において保留演出（この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にな
らなかった場合よりも対象になった場合の方が本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））
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において保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演出（この例では同じ保留演出Ｂバード
（図１８４（ニ）～（リ））だが、ＷＵＦＯ演出等の別の保留演出の発生等としてもよい
場合がある。）が発生しやすいように構成されていてもよい。だが本変動において保留演
出が行われない場合があってもよい。
【４２８９】
　擬似連中に保留アイコンが保留演出の対象になった場合に本変動で変動中アイコンの変
化演出が成功しやすい。
例示しているとおり、或る保留アイコンが１回又は複数回又は所定回又は全ての擬似変動
において保留演出（この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象になら
なかった場合よりも対象になった場合の方が本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））に
おいて当該保留アイコン（変動中アイコン）が保留演出又は同じ保留演出又は別の保留演
出（この例では同じ保留演出Ｂバード（図１８４（ニ）～（リ））だが、ＷＵＦＯ演出等
の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）を対象にした当該保留演出の成功（
保留の態様がより信頼度の高い先読み予告態様やボタン押下変化保留アイコン等への変化
に成功）が行われやすいように構成されていてもよい。だが本変動において失敗演出が行
われたり成功演出が行われない場合があってもよい。
【４２９０】
　対象になった保留アイコンに対応する保留消化で開始される図柄変動表示で或る演出が
発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが１回又は複数回又は所定回又は全ての擬似変
動において保留演出（この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にな
らなかった場合よりも対象になった場合の方が本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））
において或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１８４（ヌ））だが、ノーマルリ
ーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や或る予告表示の発生や擬似連演出
の発生等としてもよい場合がある。）が発生しやすい又は発生するように構成されていて
もよい。だが本変動において或る演出が行われない場合があってもよい。
【４２９１】
　保留演出の対象になった保留アイコンが消化されて開始された図柄変動表示で変動中ア
イコンの変化演出が発生で或る演出が発生しやすい。
　例示しているとおり、或る保留アイコンが１回又は複数回又は所定回又は全ての擬似変
動において保留演出（この例では失敗演出。成功演出でもよい場合がある。）の対象にな
らなかった場合よりも対象になった場合の方が本変動（例えば図１８４（ハ）～（ヲ））
において当該保留アイコン（変動中アイコン）が保留演出又は同じ保留演出又は別の保留
演出（この例では同じ保留演出Ｂバード（図１８４（ニ）～（リ））だが、ＷＵＦＯ演出
等の別の保留演出の発生等としてもよい場合がある。）を対象にした当該保留演出が行わ
れると又は失敗すると又は成功すると或る演出（この例ではノーマルリーチ演出（図１８
４（ヌ））だが、ノーマルリーチよりも大当り信頼度が高いスーパーリーチの発生や或る
予告表示の発生や擬似連演出の発生等としてもよい場合がある。）が発生しやすい又は発
生するように構成されていてもよい。だが本変動で或る演出が行われない場合があっても
よい。
【４２９２】
　図１８５（ａ）～（ｆ）は、本実施の形態によるパチンコ機１００の演出例を時系列で
示している。図１８５（ａ）～（ｆ）の各図は、図２９に示す遊技盤１０００からメイン
液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【４２９３】
　図１８５（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１８５（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は０であり、特図２の保留
数は０であるので、保留アイコンは表示されていない。装飾図柄表示装置２０８の変動中
アイコン表示領域には図１０４に示す白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ０
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が表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８の全表示領域の背景には空の背景画像
が表示されている。
【４２９４】
　図１８５（ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。また、図１８５（ｂ）に示す状態では、特図１変動遊技中に特図１始動口２３
０に遊技球が１個入賞して特図１の保留が１増加して特図１の保留数が１になっており、
保留アイコンｂ０が特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域に表示されている。保
留アイコンｂ０は図１０４に示す白丸保留アイコンである。
【４２９５】
　図１８５（ｃ）は、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。また、図１８５（ｃ）に示す状態では、特図１変動遊技中に特図１始動口２３
０に遊技球が１個入賞して特図１の保留が１増加して、特図１の保留数が２になっており
、保留アイコンｂ１が特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域に表示されている。
保留アイコンｂ１は図１０４に示す黒丸保留アイコンである。
【４２９６】
　図１８５（ｄ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示（揺れ変動表示）されている。また、図１８５（ｄ）に示す状態では、特図１
変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が１個入賞して特図１の保留が１増加して、特
図１の保留数が３になっており、保留アイコンｂ２が特図１保留アイコン表示領域の保留
３表示領域に表示されている。保留アイコンｂ２は図１０４に示す白丸保留アイコンであ
る。
【４２９７】
　図１８５（ｅ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示（確定表示、本停止表示）され
、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動
中アイコンａ０は、装飾図柄の仮停止表示中に消去されている。なお、変動中アイコンは
、装飾図柄の停止表示中に消去されてもよい。
【４２９８】
　図１８５（ｆ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間
の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ０が変動中アイコ
ンａ１となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ１は、保留
アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。変動中アイコンは、変動中アイコン表示
領域への移動中に拡大されてもよいし、変動中アイコン表示領域への移動完了後に拡大さ
れてもよい。また、保留減少アニメーションでは、保留アイコンｂ１が保留１表示領域に
移動表示され、保留アイコンｂ２が保留２表示領域に移動表示される。
【４２９９】
　図１８５（ｆ）に示す演出に引き続いて、例えば、図１５０（Ａ）～（Ｍ）に示す演出
が実行される。本実施の形態によるパチンコ機１００は、図１４９～図１７５に示す演出
例を組み合わせることができる。
【４３００】
　図１８５（Ａ）～（Ｕ）は、本実施の形態によるパチンコ機１００の演出例を時系列で
示している。図１８５（Ａ）～（Ｕ）の各図は、図２９に示す遊技盤１０００からメイン
液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【４３０１】
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　図１８５（Ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１８５（Ａ）に示す状態において、特図１の保留数は０であり、特図２の保留
数は０であるので、保留アイコンは表示されていない。装飾図柄表示装置２０８の変動中
アイコン表示領域には図１０４に示す白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１
が表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８の全表示領域の背景には空の背景画像
が表示されている。
【４３０２】
　図１８５（Ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。また、図１８５（Ｂ）に示す状態では、特図１変動遊技中に特図１始動口２３
０に遊技球が１個入賞して特図１の保留が１増加して特図１の保留数が１になっており、
保留アイコンｂ１が特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域に表示されている。保
留アイコンｂ１は図１０４に示す白丸保留アイコンである。
【４３０３】
　図１８５（Ｃ）は、右図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。また、図１８５（Ｃ）に示す状態では、特図１変動遊技中に特図１始動口２３
０に遊技球が１個入賞して特図１の保留が１増加して特図１の保留数が２になっており、
保留アイコンｂ２が特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域に表示されている。保
留アイコンｂ２は図１０４に示す黒丸保留アイコンである。
【４３０４】
　図１８５（Ｄ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示（揺れ変動表示）されている。また、図１８５（Ｄ）に示す状態では、特図１
変動遊技中に特図１始動口２３０に遊技球が２個入賞して特図１の保留が１増加して、特
図１の保留数が４になっており、保留アイコンｂ３が特図１保留アイコン表示領域の保留
３表示領域に表示され、保留アイコンｂ４が特図１保留アイコン表示領域の保留４表示領
域に表示されている。保留アイコンｂ３、ｂ４は図１０４に示す黒丸保留アイコンである
。
【４３０５】
　図１８５（Ｅ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ１は、装飾図
柄の揺れ変動表示中に消去されている。なお、変動中アイコンは、装飾図柄の停止表示中
に消去されてもよい。
【４３０６】
　図１８５（Ｆ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間
の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ１が変動中アイコ
ンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ２は、保留
アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。また、保留減少アニメーションでは、保
留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３が保留２表示領域に
移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される。
【４３０７】
　また、図１８５（Ｆ）に示す状態では、保留演出のＢバード演出が開始されており、装
飾図柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが
表示されている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。
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Ｂバードｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、黒丸保留
アイコンである保留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４を対象とする演出である。
【４３０８】
　図１８５（Ｇ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。Ｂバードｋ２
は装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示される。このように、保留演出は装飾図
柄の変動表示よりも優先して表示される。本例では、保留演出のＢバード演出のＢバード
ｋ２の登場後、保留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４のいずれかの保留アイコンに保留演出の対
象が絞り込まれることなく（Ｂバードｋ２が保留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４のいずれかに
向かって光線を放つアニメーションが表示されず）、Ｂバードｋ２が通過する。また、図
１８５（Ｇ）に示す状態では、左図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示されている。
【４３０９】
　図１８５（Ｈ）は、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行せ
ずに、Ｂバード演出が終了される直前の状態を示している。装飾図柄表示装置２０８の表
示画面左端上方に消えていく態様でＢバードｋ２が消去されている。本例では、保留演出
のＢバード演出のＢバードｋ２の登場後、保留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４のいずれかの保
留アイコンに保留演出の対象が絞り込まれることなく、Ｂバード演出が失敗演出となる。
また、図１８５（Ｈ）に示す状態では、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表
示されている。
【４３１０】
　図１８５（Ｉ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、特図１変
動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果ははずれで
ある。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾３－装
飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであること
が報知されている。また、装飾図柄の仮停止表示中に変動中アイコンａ２が消去される。
【４３１１】
　図１８５（Ｊ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間
の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコ
ンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ３は、保留
アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。また、保留減少アニメーションでは、保
留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留２表示領域に
移動表示される。
【４３１２】
　図１８５（Ｋ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４３１３】
　図１８５（Ｌ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。
【４３１４】
　図１８５（Ｍ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ３は、装飾図
柄の仮停止表示中に消去されている。図１８５（Ｊ）～（Ｍ）に示す図柄変動表示は、保
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留演出のＢバード演出の対象となった保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示である。
【４３１５】
　図１８５（Ｎ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間
の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコ
ンａ４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留
アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。また、保留減少アニメーションでは、保
留アイコンｂ４が保留１表示領域に移動表示される。
【４３１６】
　図１８５（Ｏ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４３１７】
　図１８５（Ｐ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。
【４３１８】
　図１８５（Ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ４は、装飾図
柄の仮停止表示中に消去されている。図１８５（Ｎ）～（Ｑ）に示す図柄変動表示は、保
留演出のＢバード演出の対象となった保留アイコンｂ３に対応する図柄変動表示である。
【４３１９】
　図１８５（Ｒ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消
化された保留に対応する保留アイコンｂ４が変動中アイコンａ５となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。
【４３２０】
　図１８５（Ｓ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４３２１】
　図１８５（Ｔ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。
【４３２２】
　図１８５（Ｕ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ５は、装飾図
柄の仮停止表示中に消去されている。図１８５（Ｒ）～（Ｕ）に示す図柄変動表示は、保
留演出のＢバード演出の対象となった保留アイコンｂ４に対応する図柄変動表示である。
【４３２３】
　本例では、図１８５（Ｆ）～（Ｈ）に示すように、黒丸保留アイコンである保留アイコ
ンｂ２、ｂ３、ｂ４を対象として保留演出のＢバード演出が行われる。図１８５（Ｊ）～
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（Ｍ）に示す保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示では最終的にはずれ図柄態様が確
定表示されており、図１８５（Ｎ）～（Ｑ）に示す保留アイコンｂ３に対応する図柄変動
表示では最終的にはずれ図柄態様が確定表示されており、図１８５（Ｒ）～（Ｕ）に示す
保留アイコンｂ４に対応する図柄変動表示では最終的にはずれ図柄態様が確定表示されて
いる。本例では、Ｂバード演出の対象となった保留アイコンに対応する図柄変動表示のい
ずれにおいても最終的にはずれ図柄態様が確定表示される。
【４３２４】
　次に、図１８５（Ｓ’）～（Ｕ’）を用いて本演出例の変形例について説明する。図１
８５（Ｓ’）～（Ｕ’）は本変形例の演出例を時系列で示している。
【４３２５】
　図１８５（Ｓ’）は、図１８５（Ｒ）から引き続く状態を示している。図１８５（Ｓ’
）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域
２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１８５（Ｓ’
）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始され
る。スーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１８５（Ｓ
’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノ
ーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリ
ーチ演出表示が開始されなく、相対的に短い変動時間での演出が行われてもよい。
【４３２６】
　図１８５（Ｔ’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。本例のス
ーパーリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾３－装飾３－
装飾３」が仮停止表示開始された後に終了する。スーパーリーチ演出表示が終了すると、
装飾図柄表示装置２０８の全表示領域の背景に空の背景画像が表示され、左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃの縮小表示が終了され、変動中アイコンａ５の表示が再開される
。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは引き続き「装飾３－装飾３－装飾３」が仮
停止表示されている。また、変動中アイコンａ５は、「装飾３－装飾３－装飾３」の仮停
止表示中に消去される。
【４３２７】
　図１８５（Ｕ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示さ
れ、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。図１８５
（Ｒ）、（Ｓ）’～（Ｕ’）で終了した図柄変動表示は、保留演出のＢバード演出の対象
となった保留アイコンｂ４に対応する図柄変動表示である。
【４３２８】
　本例では、図１８５（Ｆ）～（Ｈ）に示すように、黒丸保留アイコンである保留アイコ
ンｂ２、ｂ３、ｂ４を対象として保留演出のＢバード演出が行われている。１８５（Ｊ）
～（Ｍ）に示す保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示では最終的にはずれ図柄態様が
確定表示されており、図１８５（Ｎ）～（Ｑ）に示す保留アイコンｂ３に対応する図柄変
動表示では最終的にはずれ図柄態様が確定表示されており、図１８５（Ｒ）、（Ｓ’）～
（Ｕ’）に示す保留アイコンｂ４に対応する図柄変動表示では最終的に大当り図柄態様が
確定表示されている。パチンコ機１００は、表示中の保留アイコンに対して、図１４９に
示す複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出も出現しなかった当該保留アイコンに
対応する図柄変動表示よりも、保留演出（本例では、Ｂバード演出）の対象となり他の種
類の保留アイコンに変化しなかった保留アイコン（本例では、黒丸保留アイコンである保
留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４）に対応する図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態様が
確定表示されやすいように構成されている。
【４３２９】
　図１８６（ａ）～（ｙ）は、本実施の形態によるパチンコ機１００の演出例を時系列で
示している。図１８６の各図は、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１
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００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【４３３０】
　図１８６（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１８６（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は０であり、特図２の保留
数は０であるので、保留アイコンは表示されていない。装飾図柄表示装置２０８の変動中
アイコン表示領域には図１０４に示す白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１
が表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８の全表示領域の背景には空の背景画像
が表示されている。
【４３３１】
　図１８６（ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。また、図１８６（ｂ）に示す状態では、特図１変動遊技中に特図１始動口２３
０に遊技球が１個入賞して特図１の保留が１増加して特図１の保留数が１になっており、
保留アイコンｂ１が特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域に表示されている。保
留アイコンｂ１は図１０４に示す白丸保留アイコンである。
【４３３２】
　図１８６（ｃ）は、右図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。また、図１８６（ｃ）に示す状態では、特図１変動遊技中に特図１始動口２３
０に遊技球が１個入賞して特図１の保留が１増加して特図１の保留数が２になっており、
保留アイコンｂ２が特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域に表示されている。保
留アイコンｂ２は図１０４に示す黒丸保留アイコンである。
【４３３３】
　図１８６（ｄ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。また、図１８６（ｄ）に示す状態では、特図１変動遊技中に特図
１始動口２３０に遊技球が２個入賞して特図１の保留が２増加して、特図１の保留数が４
になっており、保留アイコンｂ３が特図１保留アイコン表示領域の保留３表示領域に表示
され、保留アイコンｂ４が特図１保留アイコン表示領域の保留４表示領域に表示されてい
る。保留アイコンｂ３、ｂ４は図１０４に示す黒丸保留アイコンである。
【４３３４】
　図１８６（ｅ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ１は、装飾図
柄の仮停止表示中に消去されている。
【４３３５】
　図１８６（ｆ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間
の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ１が変動中アイコ
ンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ２は、保留
アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。また、保留減少アニメーションでは、保
留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３が保留２表示領域に
移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される。
【４３３６】
　また、図１８６（ｆ）に示す状態では、保留演出のＢバード演出が開始されており、装
飾図柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが
表示されている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。
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Ｂバードｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、黒丸保留
アイコンである保留アイコンｂ２、ｂ３を対象とする演出である。
【４３３７】
　図１８６（ｇ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。Ｂバードｋ２
は装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示される。このように、保留演出は装飾図
柄の変動表示よりも優先して表示される。また、図１８６（ｇ）に示す状態では、左図柄
表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」
が仮停止表示されている。
【４３３８】
　図１８６（ｈ）は、Ｂバードｋ２が表示画面中央部に舞い上がるように表示された後に
、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している
。本例のＢバード演出は保留アイコンｂ２、ｂ３を対象としており、対象である保留アイ
コンｂ２、ｂ３にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーショ
ンが表示されている。図１４９に示すＷバード演出、Ｂバード演出、ボタン付きＢバード
演出、Ｗ爆撃機演出、Ｂ爆撃機演出は、複数の保留アイコンが表示されている状態におい
て、該複数の保留アイコンのうちの一以上の保留アイコンを対象とした保留演出として実
行可能である。
【４３３９】
　図１８６（ｉ）は、保留アイコンｂ２にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が表示
され、保留アイコンｂ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ９が表示された状態を示
している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが終
了するとエフェクト画像ｋ８、ｋ９が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目からレーザー
光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８、ｋ９が表示開
始されてもよい。保留アイコンｂ２の全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされた
ことで、保留アイコンｂ２の全体が視認不能となり、保留アイコンｂ３の全体にエフェク
ト画像ｋ９がオーバーラップされたことで、保留アイコンｂ３の全体が視認不能となって
いる。なお、エフェクト画像ｋ８、ｋ９は、保留演出の対象ではない変動中アイコンおよ
び保留アイコンの一部にオーバーラップして表示されてもよい。
【４３４０】
　図１８６（ｊ）は、エフェクト画像ｋ８、ｋ９が消去された状態を示している。エフェ
クト画像ｋ８、ｋ９が消去されたことにより、保留アイコンｂ２、ｂ３が再度視認可能に
表示される。保留アイコンｂ２、ｂ３は黒丸保留アイコンのままである。本例のＢバード
演出は対象とした保留アイコンが変化しない失敗演出である。なお、複数の保留アイコン
を対象とする保留演出では、一の保留アイコンが変化し、残りの保留アイコンが変化しな
い演出パターンが設けられていてもよい。また、図１８６（ｊ）に示す状態では中図柄表
示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示されている。左中右図柄表示領域２０８ａ～２
０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が仮停止表示されている。
【４３４１】
　図１８６（ｋ）は、Ｂバードｋ２が態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されている状態を示している。Ｂバードｋ２が消去され
るとＢバード演出が終了する。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－
装飾２－装飾２」が仮停止表示されている。
【４３４２】
　図１８６（ｌ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、特図１変
動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果ははずれで
ある。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾３－装
飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであること
が報知されている。また、装飾図柄の仮停止表示中に変動中アイコンａ２が消去される。
【４３４３】
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　図１８６（ｍ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間
の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコ
ンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ３は、保留
アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。また、保留減少アニメーションでは、保
留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留２表示領域に
移動表示される。
【４３４４】
　図１８６（ｎ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４３４５】
　図１８６（ｏ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示されている状態を示している。
【４３４６】
　図１８６（ｐ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。
【４３４７】
　図１８６（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ３は、装飾図
柄の仮停止表示中に消去されている。図１８６（ｍ）～（ｑ）に示す図柄変動表示は、保
留演出のＢバード演出の対象となった保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示である。
【４３４８】
　図１８６（ｒ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間
の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコ
ンａ４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留
アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。また、保留減少アニメーションでは、保
留アイコンｂ４が保留１表示領域に移動表示される。
【４３４９】
　図１８６（ｓ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４３５０】
　図１８６（ｔ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。
【４３５１】
　図１８６（ｕ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ４は、装飾図
柄の仮停止表示中に消去されている。図１８６（ｒ）～（ｕ）に示す図柄変動表示は、保
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留演出のＢバード演出の対象となった保留アイコンｂ３に対応する図柄変動表示である。
【４３５２】
　図１８６（ｖ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消
化された保留に対応する保留アイコンｂ４が変動中アイコンａ５となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。
【４３５３】
　図１８６（ｗ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４３５４】
　図１８６（ｘ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。
【４３５５】
　図１８６（ｙ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ５は、装飾図
柄の仮停止表示中に消去されている。
【４３５６】
　本例では、図１８６（ｆ）～（ｋ）に示すように、黒丸保留アイコンである保留アイコ
ンｂ２、ｂ３を対象として保留演出のＢバード演出が行われている。本例のＢバード演出
は、対象とした保留アイコンが変化しない失敗演出である。図１８６（ｍ）～（ｑ）に示
す保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示では最終的にはずれ図柄態様が確定表示され
ており、図１８６（ｒ）～（ｕ）に示す保留アイコンｂ３に対応する図柄変動表示では最
終的にはずれ図柄態様が確定表示されている。本例では、Ｂバード演出の対象となった保
留アイコンに対応する図柄変動表示のいずれにおいても最終的にはずれ図柄態様が確定表
示される。
【４３５７】
　次に、図１８６（ｓ’）～（ｕ’）を用いて本演出例の変形例について説明する。図１
８６（ｓ’）～（ｕ’）は本変形例の演出例を時系列で示している。
【４３５８】
　図１８６（ｓ’）は、図１８６（ｒ）から引き続く状態を示している。図１８６（ｓ’
）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域
２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１８６（ｓ’
）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始され
る。スーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１８６（ｓ
’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノ
ーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリ
ーチ演出表示が開始されなく、相対的に短い変動時間での演出が行われてもよい。
【４３５９】
　図１８６（ｔ’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。本例のス
ーパーリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾３－装飾３－
装飾３」が仮停止表示開始された後に終了する。スーパーリーチ演出表示が終了すると、
装飾図柄表示装置２０８の全表示領域の背景に空の背景画像が表示され、左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃの縮小表示が終了され、変動中アイコンａ５の表示が再開される
。引き続き左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは「装飾３－装飾３－装飾３」が仮



(710) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

停止表示されている。また、変動中アイコンａ４は、「装飾３－装飾３－装飾３」の仮停
止表示中に消去される。
【４３６０】
　図１８６（ｕ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示さ
れ、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。図１８６
（ｒ）、（ｓ’）～（ｕ’）で終了した図柄変動表示は、保留演出のＢバード演出の対象
となった保留アイコンｂ３に対応する図柄変動表示である。
【４３６１】
　本例では、図１８６（ｆ）～（ｋ）に示すように、黒丸保留アイコンである保留アイコ
ンｂ２、ｂ３を対象として保留演出のＢバード演出が行われている。本例のＢバード演出
は、対象とした保留アイコンが変化しない失敗演出である。図１８６（ｍ）～（ｑ）に示
す保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示では最終的にはずれ図柄態様が確定表示され
ており、図１８６（ｒ）、（ｓ’）～（ｕ’）に示す保留アイコンｂ３に対応する図柄変
動表示では最終的に大当り図柄態様が確定表示されている。パチンコ機１００は、表示中
の保留アイコンに対して、図１４９に示す複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出
も出現しなかった当該保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、保留演出（本例では
、Ｂバード演出）の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった保留アイコン（
本例では、黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ２、ｂ３）に対応する図柄変動表示の
方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
【４３６２】
　図１８７（ａ）～（ｙ）は、本実施の形態によるパチンコ機１００の演出例を時系列で
示している。図１８７の各図は、図２９に示す遊技盤１０００からメイン液晶ユニット１
００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【４３６３】
　図１８７（ａ）は、特図１変動遊技が実行中である状態を示している。装飾図柄表示装
置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、装飾図柄の変動表示が表示され
ている。図１８７（ａ）に示す状態において、特図１の保留数は０であり、特図２の保留
数は０であるので、保留アイコンは表示されていない。装飾図柄表示装置２０８の変動中
アイコン表示領域には図１０４に示す白丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ１
が表示されている。また、装飾図柄表示装置２０８の全表示領域の背景には空の背景画像
が表示されている。
【４３６４】
　図１８７（ｂ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示された状態を示
している。また、図１８７（ｂ）に示す状態では、特図１変動遊技中に特図１始動口２３
０に遊技球が１個入賞して特図１の保留が１増加して特図１の保留数が１になっており、
保留アイコンｂ１が特図１保留アイコン表示領域の保留１表示領域に表示されている。保
留アイコンｂ１は図１０４に示す白丸保留アイコンである。
【４３６５】
　図１８７（ｃ）は、右図柄表示領域２０８ａに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。また、図１８７（ｃ）に示す状態では、特図１変動遊技中に特図１始動口２３
０に遊技球が３個入賞して特図１の保留が３増加して特図１の保留数が４になっており、
保留アイコンｂ２が特図１保留アイコン表示領域の保留２表示領域に表示されており、保
留アイコンｂ３が特図１保留アイコン表示領域の保留３表示領域に表示されており、保留
アイコンｂ４が特図１保留アイコン表示領域の保留４表示領域に表示されている。保留ア
イコンｂ２、ｂ３は図１０４に示す黒丸保留アイコンであり、保留アイコンｂ４は図１０
４に示す白丸保留アイコンである。
【４３６６】
　図１８７（ｄ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
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している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。
【４３６７】
　図１８７（ｅ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ１は、装飾図
柄の揺れ変動表示中に消去されている。
【４３６８】
　図１８７（ｆ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間
の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ１が変動中アイコ
ンａ２となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ２は、保留
アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。また、保留減少アニメーションでは、保
留アイコンｂ２が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ３が保留２表示領域に
移動表示され、保留アイコンｂ４が保留３表示領域に移動表示される。
【４３６９】
　また、図１８７（ｆ）に示す状態では、保留演出のＢバード演出が開始されており、装
飾図柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーションが
表示されている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である。
Ｂバードｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、変動中ア
イコンａ２および保留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４の全てを対象とする演出である。
【４３７０】
　図１８７（ｇ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が左
方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。Ｂバードｋ２
は装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示される。このように、保留演出は装飾図
柄の変動表示よりも優先して表示される。また、図１８７（ｇ）に示す状態では、左図柄
表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表示領域２０８ｃに「装飾２」
が仮停止表示されている。
【４３７１】
　図１８７（ｈ）は、Ｂバードｋ２が表示画面中央部に舞い上がるように表示された後に
、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示している
。本例のＢバード演出は変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４を対象
としており、対象である変動アイコンａ２および保留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４にＢバー
ドｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表示されている。図
１４９に示すＷバード演出、Ｂバード演出、ボタン付きＢバード演出、Ｗ爆撃機演出、Ｂ
爆撃機演出は、複数の黒丸保留アイコンが表示されている状態において、該複数の黒丸保
留アイコンのうちの一以上の黒丸保留アイコンを対象とした保留演出として実行可能であ
る。
【４３７２】
　図１８７（ｉ）は、変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４にオーバ
ーラップしてエフェクト画像Ｋが表示された状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレ
ーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像Ｋが表示さ
れる。なお、Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの
表示中にエフェクト画像Ｋが表示開始されてもよい。変動中アイコンａ２および保留アイ
コンｂ２、ｂ３、ｂ４の全体にエフェクト画像Ｋがオーバーラップされたことで変動中ア
イコンａ２および保留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４の全体が視認不能となっている。
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【４３７３】
　図１８７（ｊ）は、エフェクト画像Ｋが消去された状態を示している。エフェクト画像
Ｋが消去されたことにより、変動中アイコンａ２および保留アイコンｂ２、ｂ３、ｂ４が
再度視認可能に表示される。変動中アイコンａ２は白丸保留アイコンの表示態様のままで
あり、保留アイコンｂ２、ｂ３は黒丸保留アイコンのままであり、保留アイコンｂ４は白
丸保留アイコンのままである。本例のＢバード演出は対象とした変動中アイコンおよび保
留アイコンが変化しない失敗演出である。また、図１８７（ｊ）に示す状態では図柄表示
領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示されている。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０
８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が仮停止表示されている。
【４３７４】
　図１８７（ｋ）は、Ｂバードｋ２が態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面
左端上方に消えていく態様で消去されている状態を示している。Ｂバードｋ２が消去され
るとＢバード演出が終了する。
【４３７５】
　図１８７（ｌ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、特図１変
動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果ははずれで
ある。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾３－装
飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであること
が報知されている。また、装飾図柄の仮停止表示中に変動中アイコンａ２が消去される。
図１８７（ｆ）～（ｌ）に示す図柄変動表示は、保留演出のＢバード演出の対象となった
変動中アイコンａ２に対応する図柄変動表示である。
【４３７６】
　図１８７（ｍ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間
の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ２が変動中アイコ
ンａ３となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ３は、保留
アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。また、保留減少アニメーションでは、保
留アイコンｂ３が保留１表示領域に移動表示され、保留アイコンｂ４が保留２表示領域に
移動表示される。
【４３７７】
　図１８７（ｎ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４３７８】
　図１８７（ｏ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示されている状態を示している。
【４３７９】
　図１８７（ｐ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。
【４３８０】
　図１８７（ｑ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ３は、装飾図
柄の仮停止表示中に消去されている。図１８７（ｍ）～（ｑ）に示す図柄変動表示は、保
留演出のＢバード演出の対象となった保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示である。
【４３８１】
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　図１８７（ｒ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションおよび保留減少アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間
の移動アニメーションでは、消化された保留に対応する保留アイコンｂ３が変動中アイコ
ンａ４となって変動中アイコン表示領域に移動表示される。変動中アイコンａ４は、保留
アイコンよりも大きな表示サイズで表示される。また、保留減少アニメーションでは、保
留アイコンｂ４が保留１表示領域に移動表示される。
【４３８２】
　図１８７（ｓ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４３８３】
　図１８７（ｔ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。
【４３８４】
　図１８７（ｕ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ４は、装飾図
柄の仮停止表示中に消去されている。図１８７（ｒ）～（ｕ）に示す図柄変動表示は、保
留演出のＢバード演出の対象となった保留アイコンｂ３に対応する図柄変動表示である。
【４３８５】
　図１８７（ｖ）は、最先の特図１の保留が消化されて特図１変動遊技が開始された状態
を示している。特図１変動遊技の開始に伴い装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領
域２０８ａ～２０８ｃでは装飾図柄の変動表示が開始され、装飾図柄表示装置２０８の変
動中アイコン表示領域および特図１保留アイコン表示領域では、保留・変動アイコン間の
移動アニメーションが表示される。保留・変動アイコン間の移動アニメーションでは、消
化された保留に対応する保留アイコンｂ４が変動中アイコンａ５となって変動中アイコン
表示領域に移動表示される。
【４３８６】
　図１８７（ｗ）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右図柄表
示領域２０８ｃに「装飾２」が仮停止表示された状態を示している。
【４３８７】
　図１８７（ｘ）は、中図柄表示領域２０８ｂに「装飾２」が仮停止表示された状態を示
している。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｄでは、「装飾３－装飾２－装飾２」が
仮停止表示されている。
【４３８８】
　図１８７（ｙ）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技
に係る当否判定結果ははずれである。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はず
れ図柄態様である「装飾３－装飾２－装飾２」が停止表示され、当該特図１変動表示の当
否判定結果がはずれであることが報知されている。また、変動中アイコンａ５は、装飾図
柄の仮停止表示中に消去されている。図１８７（ｖ）～（ｙ）に示す図柄変動表示は、保
留演出のＢバード演出の対象となった保留アイコンｂ４に対応する図柄変動表示である。
【４３８９】
　本例では、図１８７（ｆ）～（ｋ）に示すように、変動中アイコンａ２および保留アイ
コンｂ２、ｂ３、ｂ４の表示中のすべてのアイコンを対象として保留演出のＢバード演出
が行われる。本例のＢバード演出は、対象とした変動中アイコンおよび保留アイコンが変
化しない失敗演出である。図１８７（ｆ）～（ｌ）に示す変動中アイコンｂ２に対応する
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図柄変動表示では最終的にはずれ図柄態様が確定表示されており、図１８７（ｍ）～（ｑ
）に示す保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示では最終的にはずれ図柄態様が確定表
示されており、図１８７（ｒ）～（ｕ）に示す保留アイコンｂ３に対応する図柄変動表示
では最終的にはずれ図柄態様が確定表示されており、図１８７（ｖ）～（ｙ）に示す保留
アイコンｂ４に対応する図柄変動表示では最終的にはずれ図柄態様が確定表示されている
。本例では、Ｂバード演出の対象となった保留アイコンに対応する図柄変動表示のいずれ
においても最終的にはずれ図柄態様が確定表示される。
【４３９０】
　次に、図１８７（ｓ’）～（ｕ’）を用いて本演出例の変形例について説明する。図１
８７（ｓ’）～（ｕ’）は本変形例の演出例を時系列で示している。
【４３９１】
　図１８７（ｓ’）は、図１８７（ｒ）から引き続く状態を示している。図１８７（ｓ’
）は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、次いで、右図柄表示領域
２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示された状態を示している。本例では、図１８７（ｓ’
）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始され
る。スーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１８７（ｓ
’）において装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノ
ーマルリーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリ
ーチ演出表示が開始されなく、相対的に短い変動時間での演出が行われてもよい。
【４３９２】
　図１８７（ｔ’）は、スーパーリーチ演出表示が終了した状態を示している。本例のス
ーパーリーチ演出表示は、左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃで「装飾３－装飾３－
装飾３」が仮停止表示開始された後に終了する。スーパーリーチ演出表示が終了すると、
装飾図柄表示装置２０８の全表示領域の背景に空の背景画像が表示され、左中右図柄表示
領域２０８ａ～２０８ｃの縮小表示が終了され、変動中アイコンａ５の表示が再開される
。引き続き左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは「装飾３－装飾３－装飾３」が仮
停止表示されている。また、変動中アイコンａ４は、「装飾３－装飾３－装飾３」の仮停
止表示中に消去される。
【４３９３】
　図１８７（ｕ’）は、特図１変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊
技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示装置２０８の左中右図柄表示領域２
０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾３－装飾３－装飾３」が停止表示さ
れ、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであることが報知されている。図１８７
（ｒ）、（ｓ’）～（ｕ’）示す図柄変動表示は、保留演出のＢバード演出の対象となっ
た保留アイコンｂ３に対応する図柄変動表示である。
【４３９４】
　本例では、図１８７（ｆ）～（ｋ）に示すように、変動中アイコンａ２および保留アイ
コンｂ２、ｂ３、ｂ４の表示中のすべてのアイコンを対象として保留演出のＢバード演出
が行われている。本例のＢバード演出は、対象とした変動中アイコンおよび保留アイコン
が変化しない失敗演出である。図１８７（ｆ）～（ｌ）に示す変動中アイコンｂ２に対応
する図柄変動表示では最終的にはずれ図柄態様が確定表示されており、図１８７（ｍ）～
（ｑ）に示す保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示では最終的にはずれ図柄態様が確
定表示されており、図１８７（ｒ）、（ｓ’）～（ｕ’）に示す保留アイコンｂ３に対応
する図柄変動表示では最終的に大当り図柄態様が確定表示されている。パチンコ機１００
は、表示中の保留アイコンに対して、図１４９に示す複数種類の保留演出のうちのいずれ
の保留演出も出現しなかった当該保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、保留演出
（本例では、Ｂバード演出）の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった保留
アイコン（本例では、黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ２、ｂ３）に対応する図柄
変動表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。
【４３９５】



(715) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

　図１８８（１ａ）、（１ｂ）は、本実施の形態によるパチンコ機１００の演出例を時系
列で示している。図１８８（１ａ）、（１ｂ）の各図は、図２９に示す遊技盤１０００か
らメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【４３９６】
　図１８８（１ａ）は、図１７４（Ｎ）に示す状態から引き続く状態を示している。図１
８８（１ａ）に示す状態では、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、図１０４に示す黒丸保留アイコ
ンの表示態様の変動中アイコンａ３が表示されている。本例では、図１８８（１ａ）にお
いて装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示が開始される。ス
ーパーリーチ演出表示についての説明および図示は省略する。なお、図１８８（１ａ）に
おいて装飾図柄の変動表示でリーチとなった後にスーパーリーチ演出表示でなくノーマル
リーチ演出表示が開始されてもよいし、スーパーリーチ演出表示およびノーマルリーチ演
出表示が開始されなく、相対的に短い変動時間での演出が行われてもよい。
【４３９７】
　図１８８（１ｂ）は、スーパーリーチ演出表示が終了後に特図１変動遊技が終了した状
態を示している。当該特図１変動遊技の当否判定結果は大当りであるので、装飾図柄表示
装置２０８の左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃには、大当り図柄態様である「装飾
３－装飾３－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動遊技の当否判定結果が大当りであ
ることが報知されている。また、変動中アイコンａ３は、「装飾３－装飾３－装飾３」の
仮停止表示中に消去される。図１８８（１ｂ）で終了した図柄変動表示は、図１７４（Ｃ
）～（Ｈ）に示す保留演出のＷバード演出の対象となった保留アイコンｂ２に対応する図
柄変動表示である。パチンコ機１００は、図１４９に示す複数種類の保留演出のうちのい
ずれの保留演出も出現しなかった保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、保留演出
（本例では、Ｗバード演出）の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった保留
アイコン（本例では、図１７４（Ｂ）～（Ｋ）に示す黒丸保留アイコンである保留アイコ
ンｂ２）に対応する図柄変動表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいよ
うに構成されている。このように、パチンコ機１００は、表示中に複数種類の保留演出の
うちのいずれの保留演出も出現しなかった第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よ
りも、第一の保留演出（例えば、Ｗバード演出、Ｗ爆撃機演出）の対象となり他の種類の
保留アイコンに変化しなかった第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が最終的
に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている。なお、第一の保留演出（
例えば、Ｗバード演出、Ｗ爆撃機演出）よりも第二の保留演出（例えば、Ｂバード演出、
Ｂ爆撃機演出）の方が保留アイコンの態様の変化に成功しやすい。
【４３９８】
　図１８８（２ａ）～（２ｇ）は、本実施の形態によるパチンコ機１００の演出例を時系
列で示している。図１８８（２ａ）～（２ｇ）の各図は、図２９に示す遊技盤１０００か
らメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【４３９９】
　図１８８（２ａ）は、図１７４（Ｎ）に示す状態から引き続く状態を示している。図１
８８（２ａ）に示す状態では、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、図１０４に示す黒丸保留アイコ
ンの表示態様の変動中アイコンａ３が表示されている。
【４４００】
　また、図１８８（２ａ）に示す状態では、保留演出のＢバード演出が開始されており、
装飾図柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーション
が表示されている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である
。Ｂバードｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、図１０
４に示す黒丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ３を対象とする演出である。
【４４０１】
　図１８８（２ｂ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が
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左方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。Ｂバードｋ
２は装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示される。このように、保留演出は装飾
図柄の変動表示よりも優先して表示される。
【４４０２】
　図１８８（２ｃ）は、Ｂバードｋ２が表示画面中央部に舞い上がるように表示された後
に、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示してい
る。本例のＢバード演出は変動中アイコンａ３を対象としており、対象である変動中アイ
コンａ３にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表
示されている。
【４４０３】
　図１８８（２ｄ）は、変動中アイコンａ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が
表示された状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。変動中アイコンａ３に全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラッ
プされたことで、変動中アイコンａ３の全体が視認不能となる。
【４４０４】
　図１８８（２ｅ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト
画像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ３が再度視認可能に表示される。変
動中アイコンａ３は黒丸保留アイコンの表示態様のままである。本例のＢバード演出は対
象とした変動中アイコンが変化しない失敗演出である。
【４４０５】
　図１８８（２ｆ）は、Ｂバードｋ２が態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画
面左端上方に消えていく態様で消去されている状態を示している。Ｂバードｋ２が消去さ
れるとＢバード演出が終了する。また、中図柄表示領域２０８ｂには「装飾２」が仮停止
表示されている。
【４４０６】
　図１８８（２ｇ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、特図１
変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果ははずれ
である。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、はずれ図柄態様である「装飾３－
装飾２－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動表示の当否判定結果がはずれであるこ
とが報知されている。また、装飾図柄の仮停止表示中に変動中アイコンａ３が消去される
。
【４４０７】
　図１８８（２ｇ）で終了した図柄変動表示は、図１７４（Ｃ）～（Ｈ）に示す保留演出
のＷバード演出の対象となった保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示である。本例で
は、Ｗバード演出およびＢバード演出の２回の保留演出の対象となった保留アイコン、変
動中アイコンに対応する図柄変動表示で最終的にはずれ図柄態様が確定表示されている。
このように、複数回の保留演出の対象となった保留アイコン、変動中アイコンに対応する
図柄変動表示ではずれ図柄態様が確定表示される場合がある。なお、Ｗバード演出の対象
となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった第二の保留アイコンに対応する図柄変動
表示よりも、Ｂバード演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった保留ア
イコンに対応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすい。
同様に、Ｗ爆撃機演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった保留アイコ
ンに対応する図柄変動表示よりも、Ｂ爆撃機演出の対象となり他の種類の保留アイコンに
変化しなかった第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄
態様が確定表示されやすい。
【４４０８】
　図１８８（３ａ）～（３ｇ）は、本実施の形態によるパチンコ機１００の演出例を時系
列で示している。図１８８（３ａ）～（３ｇ）の各図は、図２９に示す遊技盤１０００か
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らメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【４４０９】
　図１８８（３ａ）は、図１７４（Ｎ）に示す状態から引き続く状態を示している。図１
８８（３ａ）に示す状態では、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、
右図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、図１０４に示す黒丸保留アイコ
ンの表示態様の変動中アイコンａ３が表示されている。
【４４１０】
　また、図１８８（３ａ）に示す状態では、保留演出のＢバード演出が開始されており、
装飾図柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＢバードｋ２が登場するアニメーション
が表示されている。Ｂバードｋ２が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である
。Ｂバードｋ２の登場開始がＢバード演出の開始である。本例のＢバード演出は、図１０
４に示す黒丸保留アイコンの表示態様の変動中アイコンａ３を対象とする演出である。
【４４１１】
　図１８８（３ｂ）は、Ｂバード演出が行われている状態を示している。Ｂバードｋ２が
左方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。Ｂバードｋ
２は装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示される。このように、保留演出は装飾
図柄の変動表示よりも優先して表示される。
【４４１２】
　図１８８（３ｃ）は、Ｂバードｋ２が表示画面中央部に舞い上がるように表示された後
に、Ｂバード演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行した状態を示してい
る。本例のＢバード演出は変動中アイコンａ３を対象としており、対象である変動中アイ
コンａ３にＢバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションが表
示されている。
【４４１３】
　図１８８（３ｄ）は、変動中アイコンａ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が
表示された状態を示している。Ｂバードｋ２の目からレーザー光線が照射されるシーンの
アニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表示される。なお、Ｂバードｋ２の目
からレーザー光線が照射されるシーンのアニメーションの表示中にエフェクト画像ｋ８が
表示開始されてもよい。変動中アイコンａ３に全体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラッ
プされたことで、変動中アイコンａ３の全体が視認不能となる。
【４４１４】
　図１８８（３ｅ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト
画像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ３が再度視認可能に表示される。変
動中アイコンａ３は黒丸保留アイコンの表示態様から埴輪保留アイコンの表示態様に変化
している。本例のＢバード演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【４４１５】
　図１８８（３ｆ）は、Ｂバードｋ２が態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画
面左端上方に消えていく態様で消去されている状態を示している。Ｂバードｋ２が消去さ
れるとＢバード演出が終了する。また、中図柄表示領域２０８ｂには「装飾３」が仮停止
表示されている。
【４４１６】
　図１８８（３ｇ）は、Ｂバードｋ２が消去されてＢバード演出が終了した後に、特図１
変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当り
である。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－
装飾３－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当りであるこ
とが報知されている。また、装飾図柄の仮停止表示中に変動中アイコンａ３が消去される
。
【４４１７】
　図１８８（３ｇ）で終了した図柄変動表示は、図１７４（Ｃ）～（Ｈ）に示す保留演出
のＷバード演出の対象となった保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示である。一度も
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保留演出の対象とならなかった保留アイコン、変動アイコンに対応する図柄変動表示より
も、複数回の保留演出の対象となった保留アイコン、変動中アイコンに対応する図柄変動
表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすい。
【４４１８】
　図１８８（４ａ）～（４ｇ）は、本実施の形態によるパチンコ機１００の演出例を時系
列で示している。図１８８（４ａ）～（４ｇ）の各図は、図２９に示す遊技盤１０００か
らメイン液晶ユニット１００１および装飾図柄表示装置２０８を抜き出して示している。
【４４１９】
　図１８８（４ａ）は、図１７４（Ｎ）に示す状態から引き続く状態を示している。図１
８８（４ａ）に示す状態は、左図柄表示領域２０８ａに「装飾３」が仮停止表示され、右
図柄表示領域２０８ｃに「装飾３」が仮停止表示され、図１０４に示す黒丸保留アイコン
の表示態様の変動中アイコンａ３が表示されている。
【４４２０】
　また、図１８８（４ａ）に示す状態では、保留演出のＢＵＦＯ演出が開始されており、
装飾図柄表示装置２０８の表示画面右端下方からＢＵＦＯｋ７が登場するアニメーション
が表示されている。ＢＵＦＯｋ７が登場する際の態様は図１４９に示す「態様α」である
。ＢＵＦＯｋ７の登場開始がＢＵＦＯ演出の開始である。本例のＢＵＦＯ演出は、変動中
アイコンａ３を対象とする演出である。
【４４２１】
　図１８８（４ｂ）は、ＢＵＦＯ演出が行われている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が
左方に移動するアニメーションが装飾図柄表示装置２０８に表示されている。ＢＵＦＯｋ
７は装飾図柄の変動表示にオーバーラップして表示される。このように、保留演出は装飾
図柄の変動表示よりも優先して表示される。
【４４２２】
　図１８８（４ｃ）は、ＢＵＦＯ演出が図１４９に示す「態様α」から「態様β」に進行
した状態を示している。ＢＵＦＯ演出は変動中アイコンａ３を対象としており、対象であ
る変動中アイコンａ３にＢＵＦＯｋ７から謎の光線が照射されているシーンのアニメーシ
ョンが表示されている。
【４４２３】
　図１８８（４ｄ）は、変動中アイコンａ３にオーバーラップしてエフェクト画像ｋ８が
表示されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコ
ンａ３に命中して爆発するシーンのアニメーションが終了するとエフェクト画像ｋ８が表
示される。なお、ＢＵＦＯｋ７から照射された謎の光線が変動中アイコンａ３に命中した
後にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよいし、謎の光線が変動中アイコンａ３に命
中するのと同時にエフェクト画像ｋ８が表示開始されてもよい。変動中アイコンａ３の全
体にエフェクト画像ｋ８がオーバーラップされたことで、変動中アイコンａ３の全体が視
認不能となっている。
【４４２４】
　図１８８（４ｅ）は、エフェクト画像ｋ８が消去された状態を示している。エフェクト
画像ｋ８が消去されたことにより、変動中アイコンａ３が再度視認可能に表示される。変
動中アイコンａ３は黒丸保留アイコンから図１０４に示す埴輪保留アイコンの表示態様に
変化している。ＢＵＦＯ演出は対象とした変動中アイコンが変化する成功演出である。
【４４２５】
　図１８８（４ｆ）は、ＢＵＦＯが態様αに戻り、装飾図柄表示装置２０８の表示画面左
端上方に消えていく態様で消去されている状態を示している。ＢＵＦＯｋ７が消去される
とＢＵＦＯ演出が終了する。また、中図柄表示領域２０８ｂには「装飾３」が仮停止表示
されている。
【４４２６】
　図１８８（４ｇ）は、ＢＵＦＯｋ７が消去されてＢＵＦＯ演出が終了した後に、特図１
変動遊技が終了した状態を示している。当該特図１変動遊技に係る当否判定結果は大当り
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である。左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃでは、大当り図柄態様である「装飾３－
装飾３－装飾３」が停止表示され、当該特図１変動表示の当否判定結果が大当りであるこ
とが報知されている。また、装飾図柄の停止表示中に変動中アイコンａ３が消去される。
【４４２７】
　図１８８（４ｇ）で終了した図柄変動表示は、図１７４（Ｃ）～（Ｈ）に示す保留演出
のＷバード演出の対象となった保留アイコンｂ２に対応する図柄変動表示である。一度も
保留演出の対象とならなかった保留アイコン、変動アイコンに対応する図柄変動表示より
も、複数回の保留演出の対象となった保留アイコン、変動中アイコンに対応する図柄変動
表示の方が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすい。
【４４２８】
　次に、以上説明した第６の実施の形態および第８の実施の形態による遊技台の特徴的構
成について再度図１４９乃至図１７５、図１８４乃至図１８８を参照しつつ説明する。
【４４２９】
（１Ａ１）
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、特図１表示装置２１２や特図２表示
装置２１４や左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ）と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装
置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（例えば、図１０４に示す、白丸保
留アイコンや、黒丸保留アイコンや、ボタン保留アイコンや、三角保留アイコンや、顔保
留アイコンや、埴輪保留アイコン）（以下、「複数種類の保留アイコン」という。）を表
示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（例えば、白丸保留アイコン）（以下、「第一の保留アイコン」という。）で
あり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（例えば、黒丸保留アイコン）（以下、「第二の保留アイコン」という。）で
あり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（例えば、ボタン保留アイコンや三角保留アイコン）（以下、「第三の保留ア
イコン」という。）であり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様とは、デフォルトの態様のことであり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出（例えば、図１４９に示す、Ｗバード演出や、Ｂバード演出や、ボタン付きＢ
バード演出や、Ｗ爆撃機演出や、Ｂ爆撃機演出や、ＷＵＦＯ演出や、ＢＵＦＯ演出）が行
われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出（例えば、図１４９
に示す、Ｗバード演出やＷ爆撃機演出）であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
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　前記第一の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第三の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第三の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　表示中に前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出も出現しなかった前記第二
の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種
類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方
が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４４３０】
　当該構成を備えた遊技台によれば、保留演出の失敗演出が遊技者にとって不利な演出で
あるとレッテルが貼られ、当該演出が行われただけで遊技者にはずれかと興醒めされるこ
とを低減させることができる場合がある。
【４４３１】
（１Ａ２）
　上記（１Ａ１）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前（例えば、装飾図柄の揺れ変動表
示中）に消去されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４３２】
（１Ａ３）
　上記（１Ａ１）または（１Ａ２）に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出（例えば、図１４９
に示す、Ｂバード演出や、ボタン付きＢバード演出や、Ｂ爆撃機演出）であり、
　前記第一の保留演出と前記第二の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【４４３３】
（１Ａ４）
　上記（１Ａ３）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様をした変動中アイコン（以下、「第二の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様をした変動中アイコン（以下、「第三の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出（例えば、図１４９
に示すＷＵＦＯ演出）であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変
動中アイコンが前記第三の変動中アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変
動中アイコンが他の種類の変動中アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
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【４４３４】
（１Ａ５）
　上記（１Ａ１）乃至（１Ａ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（以下、「
複数の第二の保留アイコン」という。）が表示されている状態において、該複数の第二の
保留アイコンのうちの複数の第二の保留アイコンを対象とした演出が行われるように構成
されている（例えば、図１８７（ｊ）参照)、
ことを特徴とする遊技台。
【４４３５】
（１Ａ６）
　（１Ａ１）乃至（１Ａ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第四の態様をした保
留アイコン（例えば、図１０４に示す顔保留アイコン）（以下、「第四の保留アイコン」
という。）であり、
　前記第一の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第二の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第三の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第四の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第三の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示と、前記
第四の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示では、最終的に
大当り図柄態様が確定表示されやすさが異なる、
ことを特徴とする遊技台。
【４４３６】
（１Ａ７）
　上記（１Ａ１）乃至（１Ａ６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段（例えば、下皿１２８）を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（例えば、
皿満タン表示ｋ１０）（以下、「球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４３７】
（１Ｂ１）
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、特図１表示装置２１２や特図２表示
装置２１４や左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ）と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装
置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（例えば、図１０４に示す、白丸保
留アイコンや、黒丸保留アイコンや、ボタン保留アイコンや、三角保留アイコンや、顔保
留アイコンや、埴輪保留アイコン）（以下、「複数種類の保留アイコン」という。）を表
示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（例えば、黒丸保留アイコン）（以下、「第二の保留アイコン」という。）で
あり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（例えば、ボタン保留アイコンや三角保留アイコン）（以下、「第三の保留ア
イコン」という。）であり、
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　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出（例えば、図１４９に示す、Ｗバード演出や、Ｂバード演出や、ボタン付きＢ
バード演出や、Ｗ爆撃機演出や、Ｂ爆撃機演出や、ＷＵＦＯ演出や、ＢＵＦＯ演出）が行
われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出（例えば、Ｗバード
演出やＷ爆撃機演出）であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出（例えば、Ｂバード
演出やＢ爆撃機演出）であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第三の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留演出の対象となり他の種類
の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４４３８】
　当該構成を備えた遊技台によれば、保留演出の失敗演出が遊技者にとって不利な演出で
あるとレッテルが貼られ、当該演出が行われただけで遊技者にはずれかと興醒めされるこ
とを低減させることができる場合がある。
【４４３９】
（１Ｂ２）
　上記（１Ｂ１）に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出よりも前記第二の保留演出の方が保留アイコンの態様の変化に成功
しやすい、
ことを特徴とする遊技台。
【４４４０】
（１Ｂ３）
　上記（１Ｂ１）または（１Ｂ２）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前（例えば、装飾図柄の揺れ変動表
示中）に消去されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４４１】
（１Ｂ４）
　上記（１Ｂ３）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様をした変動中アイコン（以下、「第二の変動中ア
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イコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様をした変動中アイコン（以下、「第三の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出（例えば、ＷＵＦＯ
演出）であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変
動中アイコンが前記第三の変動中アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変
動中アイコンが他の種類の変動中アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【４４４２】
（１Ｂ５）
　上記（１Ｂ１）乃至（１Ｂ４）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（以下、「
複数の第二の保留アイコン」という。）が表示されている状態において、該複数の第二の
保留アイコンのうちの複数の第二の保留アイコンを対象とした演出が行われるように構成
されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４４３】
（１Ｂ６）
　上記（１Ｂ１）乃至（１Ｂ５）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（例えば、白丸保留アイコン）（以下、「第一の保留アイコン」という。）で
あり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第一の保留
アイコンが前記第二の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第一の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第一の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第一の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
【４４４４】
（１Ｂ７）
　上記（１Ｂ１）乃至（１Ｂ６）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段（例えば、下皿１２８）を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（例えば、
皿満タン表示ｋ１０）（以下、「球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（１Ｂ８）
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段（例えば、特図１表示装置２１２や特図２表示
装置２１４や左中右図柄表示領域２０８ａ～２０８ｃ）と、
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　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段（例えば、装飾図柄表示装
置２０８）と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（例えば、図１０４に示す、白丸保
留アイコンや、黒丸保留アイコンや、ボタン保留アイコンや、三角保留アイコンや、顔保
留アイコンや、埴輪保留アイコン）（以下、「複数種類の保留アイコン」という。）を表
示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（例えば、黒丸保留アイコン）（以下、「第二の保留アイコン」という。）で
あり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（例えば、ボタン保留アイコンや、三角保留アイコンや、顔保留アイコンや、
埴輪保留アイコン）（以下、「第三の保留アイコン」という。）であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出（例えば、図１４９に示す、Ｗバード演出や、Ｂバード演出や、ボタン付きＢ
バード演出や、Ｗ爆撃機演出や、Ｂ爆撃機演出や、ＷＵＦＯ演出や、ＢＵＦＯ演出）が行
われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出（例えば、Ｗバード
演出やＷ爆撃機演出）であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出（例えば、Ｂバード
演出やＢ爆撃機演出）であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり（例えば、図１５２（ｇ’）～
（ｋ’）参照）、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり（例えば、図１５２（ａ）～
（ｋ）参照）、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり（例えば、図１５２（Ｇ’）～
（Ｋ’）参照）、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり（例えば、図１５２（Ａ）～
（Ｋ）参照）、
　前記第一の保留演出または前記第二の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに
変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第一の保留
演出または前記第二の保留演出の対象となり前記第二の保留アイコンが変化した前記第三
の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示され
やすく（例えば、段落「１６４６」、「２９４３」、「３０５４」、「３０７４」参照）
、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留演出の対象となり他の種類
の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　表示中に前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出も出現しなかった前記第二
の保留アイコンよりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化
しなかった前記第二の保留アイコンの方が、消化されるまでに再度保留演出の対象になり
やすい（例えば、段落「３２７４」、「３４６７」、「３８４３」、「３８４５」、「３
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８４６」参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（１Ｂ９）
　上記（１Ｂ８）に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出よりも前記第二の保留演出の方が保留アイコンの態様の変化に成功
しやすく、
　前記第一の保留演出の対象となり前記第二の保留アイコンが変化した前記第三の保留ア
イコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留演出の対象となり前記第二の保留
アイコンが変化した前記第三の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が、最終的に大
当り図柄態様が確定表示されやすい（例えば、段落「３１１４」参照）、
ことを特徴とする遊技台。
（１Ｂ１０）
　上記（１Ｂ８）または（１Ｂ９）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前（例えば、装飾図柄の揺れ変動表
示中）に消去されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（１Ｂ１１）
　上記（１Ｂ１０）に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様をした変動中アイコン（以下、「第二の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様をした変動中アイコン（以下、「第三の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変
動中アイコンが前記第三の変動中アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変
動中アイコンが他の種類の変動中アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（１Ｂ１２）
　上記（１Ｂ８）乃至（１Ｂ１１）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（以下、「
複数の第二の保留アイコン」という。）が表示されている状態において、該複数の第二の
保留アイコンのうちの複数の第二の保留アイコンを対象とした演出が行われるように構成
されている、
ことを特徴とする遊技台。
（１Ｂ１３）
　上記（１Ｂ８）乃至（１Ｂ１２）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（例えば、白丸保留アイコン）（以下、「第一の保留アイコン」という。）で
あり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第一の保留
アイコンが前記第二の保留アイコンに変化する場合があり、



(726) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

　前記第一の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第一の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第一の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第一の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（１Ｂ１４）
　上記（１Ｂ８）乃至（１Ｂ１３）のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段（例えば、下皿１２８）を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（例えば、
皿満タン表示ｋ１０）（以下、「球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４４５】
　「第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった第二の保留ア
イコン」における「第一の保留演出」を、例えば、図１８５（ｃ）～（ｆ）、図１５０（
Ｂ）～（Ｄ）に示すＢバード演出や、図１５１（Ｂ）～（Ｄ）に示すＢバード演出や、図
１８５（ｆ）～（ｈ）に示すＢバード演出（保留変化の際に登場するキャラクタが登場し
保留変化の対象を絞り込まなかった演出）も含むようにしてもよく、この場合、「第二の
保留アイコン」を図１８５（ｃ）～（ｆ）、図１５０（Ａ）～（Ｊ）に示す黒丸保留アイ
コン（保留アイコンｂ１、変動中アイコンａ２）等としてもよい。
【４４４６】
　「第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった第二の保留ア
イコン」における「第一の保留演出」としては、例えば、図１８５（ｃ）～（ｆ）、図１
５０（Ｂ）～（Ｄ）に示すＢバード演出や図１８５（ｆ）～（ｈ）に示すＢバード演出等
のような、保留演出の際に登場するキャラクタが登場しても保留変化の対象がどの保留ア
イコンであるか、又はどの複数の保留アイコンであるかを絞り込まなかった演出（その他
、図１５１に示した保留演出）を含めず、あくまでも保留演出の対象がどの保留アイコン
であるか、又はどの複数の保留アイコンであるかを絞り込んだ演出（例えば、図１５２～
図１５４や図１６９等に示した保留演出）を第一の保留演出としてもよい。
【４４４７】
　図１８６～図１８７で例示したとおり、「第一の保留演出の対象となり他の種類の保留
アイコンに変化しなかった複数の第二の保留アイコン」のうちの一の第二の保留アイコン
に対応する図柄変動表示は、「第一の保留演出の対象とならなかった第二の保留アイコン
」に対応する図柄変動表示よりも大当り図柄が確定表示されやすくてもよい。
【４４４８】
　図１７４（ａ）～（ｐ）、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（１ａ）～（１ｂ）、
図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（２ａ）～（２ｇ）、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び
図１８８（３ａ）～（３ｇ）、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（４ａ）～（４ｇ）
に示したとおり、保留演出の対象になり変化しなかった保留アイコン（これらの例では、
黒丸保留アイコンである保留アイコンｂ２）が保０の保留アイコン、すなわち変動中アイ
コンａ３になった後で、保留演出が出現しなかったり、同じ保留演出の対象になり他の種
類の保留アイコンの表示態様に変化しなかったり、同じ保留演出の対象になり他の種類の
保留アイコンに変化したり、別の保留演出の対象になり他の種類の保留アイコンの表示態
様に変化したりと、様々な演出パターンが行われるように構成されていてもよい。
【４４４９】
　図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（１ａ）～（１ｂ）の演出パターンよりも、図１
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７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（３ａ）～（３ｇ）の演出パターンの方が、現象として
起りやすくしてもよい。
　図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（２ａ）～（２ｇ）の演出パターンよりも、図１
７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（３ａ）～（３ｇ）の演出パターンの方が現象として起
りやすくしてもよい。
　図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（２ａ）～（２ｇ）の演出パターンよりも、図１
７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（４ａ）～（４ｇ）の演出パターンの方が現象として起
りやすくしてもよい。
　図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（１ａ）～（１ｂ）の演出パターンよりも、図１
７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（４ａ）～（４ｇ）の演出のパターンの方が現象として
起りやすくしてもよい。
【４４５０】
　保留演出の対象とならなかった（例えば登場時から黒丸保留アイコン、第二の保留アイ
コン等であった）保留アイコンよりも、保留演出の対象となり変化しなかった、すなわち
保留演出に失敗した保留アイコン（例えば第二の保留アイコン、黒丸保留アイコン等）の
方が、大当りになりやすいことを例示しているが、保留演出の対象となり変化しなかった
ことを条件として、図柄変動表示の開始時に行われる大当り判定において高確率で大当り
となるような判定が行われるわけではなく、あくまでも図６～図１２及びその説明で記載
しているとおり、図柄変動開始の際の大当り判定は、当該図柄変動開始の際の遊技状態及
び始動口入賞の際に取得した始動情報（乱数）に基づいて行われるものであり、これまで
の説明を言い換えると、大当りとなる図柄変動表示に対応する保留アイコンが保留演出の
対象とならない現象よりも保留演出の対象となり変化しない現象の方が発生しやすくなる
ように演出抽選を実行させていることから、保留演出の対象とならなかったある態様をし
た保留アイコンに対応する保留が消化されて大当りになる現象よりも、保留演出の対象と
なり変化しなかったある態様をした保留アイコンに対応する保留が消化されて大当りにな
る現象の方が発生しやすく構成されている。
【４４５１】
　図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（１ａ）～（１ｂ）演出のパターンよりも図１７
４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（３ａ）～（３ｇ）の演出パターンの方が現象として起り
やすくしてもよかったり、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（２ａ）～（２ｇ）の演
出パターンよりも、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（３ａ）～（３ｇ）の演出パタ
ーンの方が現象として起りやすかったり、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（２ａ）
～（２ｇ）の演出パターンよりも、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（４ａ）～（４
ｇ）の演出パターンの方が現象として起りやすかったりする構成について、例えば、保留
演出の対象とならなかった（例えば登場時から黒丸保留アイコン、第二の保留アイコン等
であった）保留アイコンよりも、保留演出の対象となり変化しなかった、すなわち保留演
出に失敗した保留アイコン（例えば第二の保留アイコン、黒丸保留アイコン等）の方が、
変動中アイコンになってから保留演出の対象となりやすくしてもよいことを例示してきた
が、保留アイコンが登場してから保留演出の対象となり変化しなかったことを条件に、変
動中アイコンになってから保留演出の対象となりやすくなるような演出抽選をしているこ
とに限定されず、あくまでも図６～図１２及びその説明で記載しているとおり、図柄変動
開始の際の大当り判定は、当該図柄変動開始の際の遊技状態（特図低確率状態、特図高確
率状態等）及び始動口入賞の際に取得した始動情報（乱数）に基づいて行われる。
　これまでの説明を言い換えると、大当りとなる図柄変動表示は、保留変化演出の対象と
ならない場合よりも保留化演出の対象となり変化しない場合の方が現象が発生しやすくな
るように演出を実行させており、かつ同じく大当りとなる図柄変動表示は、変動中アイコ
ンが保留演出の対象とならない場合よりも保留演出の対象となる場合の方が現象が発生し
やすくなるように演出を実行させていることから、保留演出の対象とならなかったある態
様をした保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示において変動
中アイコンが保留演出の対象とならない現象よりも、保留演出の対象となり変化しなかっ
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たある態様をした保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示にお
いて変動中アイコンが保留演出の対象となる現象の方が発生しやすいことを示している。
【４４５２】
　図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（１ａ）～（１ｂ）演出のパターンよりも図１７
４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（３ａ）～（３ｇ）の演出パターンの方が現象として起り
やすくしてもよかったり、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（２ａ）～（２ｇ）の演
出パターンよりも、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（２ａ）～（２ｇ）の演出パタ
ーンの方が現象として起りやすかったり、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（２ａ）
～（２ｇ）の演出パターンよりも、図１７４（Ａ）～（Ｎ）及び図１８８（４ａ）～（４
ｇ）の演出パターンの方が現象として起りやすかったりしている構成について、全て同じ
ように、現象として起りやすくなることを例示している。
【４４５３】
　なお、これまでランプや照明と称したものは、発光手段の一例であり、ランプは、ＬＥ
Ｄ、冷陰極管等の光を発するものであれば置換可能である。
【４４５４】
　例えば、上記実施の形態は、遊技機内に封入された遊技球を循環使用する封入式遊技機
にも適用可能である。例えば、ぱちんこ機は、球を封入し、封入した球をぱちんこ機内で
循環させて使用する封入式ぱちんこ機であってもよく、この封入式ぱちんこ機は、封入し
た球を発射球として使用し、球の払出は電子的な表示によって実行されるものであっても
よい。
【４４５５】
　なお、上記詳細な説明で説明した事項、特に第１の実施の形態から第８の実施の形態に
示した実施例および変形例で説明した事項は組み合わせることが可能である。
【４４５６】
　上記実施の形態では、遊技台の例としてパチンコ機を用いたが本発明はこれに限られな
い。本発明は、図１８９に示すようなスロットマシン２０００にも適用可能である。
　本発明に係る遊技台は、図１８９に示す「複数種類の図柄が施され、回転駆動される複
数のリール２００２と、リールの回転を指示するためのスタートレバー２００４と、各々
のリールに対応して設けられ、リールの回転を個別に停止させるための停止ボタン２００
６と、複数種類の役の内部当選の当否を抽選により判定する抽選手段（入賞役内部抽選）
と、抽選手段の抽選結果に基づいてリールの回転の停止に関する停止制御を行うリール停
止制御手段（リール停止制御処理）と、抽選手段の抽選結果に基づいて停止されたリール
によって表示される図柄組合せが、内部当選した役に対応して予め定めた図柄組合せであ
るか否かの判定をする判定手段（入賞判定処理）と、図柄の停止態様が所定の入賞態様で
ある場合、所定の入賞態様に対応する遊技媒体を払出す遊技媒体払出処理を行う払出制御
手段（メダル払出処理２００８）と、に加え、抽選手段の抽選結果に基づいて演出を実行
する演出手段２０１０を備え、この演出手段が、所定の遊技領域２０１２に球を発射する
発射装置２０１４と、発射装置から発射された球を入球可能に構成された入賞口２０１６
と、入賞口２０１６に入球した球を検知する検知手段２０１８と、検知手段２０１８が球
を検知した場合に球を払出す払出手段２０２０と、所定の図柄（識別情報）を変動表示す
る可変表示装置２０２２と、可変表示装置２０２２を遮蔽する位置に移動可能なシャッタ
２０２４と、所定動作態様で動作する可動体２０２６と、を備え、入賞口に遊技球が入っ
て入賞することを契機として、可変表示装置２０２２が図柄を変動させた後に停止表示さ
せて、遊技を演出するような演出装置２０１０、であるスロットマシン２０００」にも好
適である。
【４４５７】
　本発明に係る遊技台は図１９０（ａ）に示す、「紙幣投入口３００２に紙幣を投入し、
ベット３００４およびスタート３００６操作に基づいて抽選を実行し、抽選結果を抽選結
果表示装置３００８で表示し、当選時には特典コイン数を残クレジット数に加算し、キャ
ッシュアウト３００９が選択された場合には、レシート発行機３０１０から残クレジット
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数に対応するコードが記載されたレシートを発行するカジノマシン３０００」であっても
よい。
【４４５８】
　さらには、同図（ｂ）に示すように、本発明を実現する電子データを記憶する記憶部を
備えている携帯電話機４０００、同図（ｃ）に示すように、本発明を実現する電子データ
を記憶する記憶部を備えているポータブルゲーム機５０００、本発明を実現する電子デー
タを記憶する記憶部を備えている家庭用テレビゲーム機６０００、に適用してもよい。
【４４５９】
　より具体的には、同図（ｂ）における携帯電話機４０００は、遊技者によって操作され
る操作部と、ゲームに関するデータを携帯電話回線を通じで取得するデータ取得部と、取
得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と、記憶
部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備えている
。
【４４６０】
　同図（ｃ）におけるポータブルゲーム機５０００は、遊技者によって操作される操作部
と、ゲームに関するデータを所定の記憶媒体（ＤＶＤ等）から取得するデータ取得部と、
取得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と、記
憶部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備えてい
る。同図（ｄ）における家庭用テレビゲーム機６０００は、遊技者によって操作される操
作部と、ゲームに関するデータを所定の記憶媒体（ＤＶＤ等）から取得するデータ取得部
と、取得したゲームに関するデータ（本発明を実現する電子データ）を記憶する記憶部と
、記憶部に記憶したデータと操作部の操作とに基づいてゲームの制御を行う制御部を備え
ている。
【４４６１】
　さらには、同図（ｅ）に示すように、本発明を実現する電子データを記憶したデータサ
ーバ７０００に適用してもよい。このデータサーバ７０００からインターネット回線を介
して同図（ｄ）に示す家庭用テレビゲーム機６０００に本発明を実現する電子データをダ
ウンロードするような場合がある。
【４４６２】
　また、パチンコ機等の実機の動作を家庭用ゲーム機用として擬似的に実行するようなゲ
ームプログラムにおいても、本発明を適用してゲームを実行することができる。その場合
、ゲームプログラムを記録する記録媒体は、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＦＤ（フレ
キシブルディスク）、その他任意の記録媒体を利用できる。
【４４６３】
　さらに、本発明は、遊技台としてパチンコ機およびスロットマシンを例にあげたが、こ
れに限るものではなく、アレンジボール遊技機や、じゃん球遊技機、スマートボール等に
適用してもよい。
【４４６４】
　上記実施の形態による本発明は以下のようにまとめられる。
（付記ａ１）
　画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の画像の回転表示を行う場合があり、
　前記回転表示が行われる際に、前記第一の画像の縦横比が変化する場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ａ２）
　付記ａ１に記載の遊技台であって、
　前記回転表示が行われる際に、第二の画像は回転しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ａ３）
　付記ａ２に記載の遊技台であって、
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　前記回転表示が行われる際に、前記第二の画像は回転しない、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ａ４）
　付記ａ１乃至ａ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記回転表示が行われる際に、該回転表示が行われる前に前記画像表示手段において見
切れていた画像が該回転表示が行われることによって該画像表示手段に表示される場合が
ある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ａ５）
　付記ａ１乃至ａ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記回転表示が行われる際に、該回転表示が行われる前に前記画像表示手段に表示され
ていた画像が該回転表示が行われることによって該画像表示手段において見切れる場合が
ある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ａ６）
　付記ａ１乃至ａ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ａ７）
　付記ａ１乃至ａ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４６５】
（付記ｂ１）
　演出用可動体と、
　画像表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記演出用可動体を前記画像表示手段の前で動作させる際に、第一の位置に第一の画像
を表示する第一の状態となる場合があり、
　前記第一の位置とは、前記画像表示手段における前記演出用可動体の背後の位置のこと
であり、
　前記第一の画像は、エフェクト画像であり、
　前記演出用可動体を前記画像表示手段の前で動作させる際に、第二の位置に前記第一の
画像を表示する第二の状態となる場合があり、
　前記第二の位置とは、前記画像表示手段における前記演出用可動体の背後とは別の位置
のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｂ２）
　付記ｂ１に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態において、前記第一の画像は、前記第一の位置と第三の位置に跨がって
表示される場合があり、
　前記第三の位置とは、前記画像表示手段における前記演出用可動体の背後とは別の位置
のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｂ３）
　付記ｂ１またはｂ２に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態における前記第一の画像の大きさは、第一の大きさであり、
　前記第二の状態における前記第一の画像の大きさは、第三の大きさであり、
　前記第三の大きさは、前記第一の大きさよりも小さい大きさである、
ことを特徴とする遊技台。
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（付記ｂ４）
　付記ｂ１乃至ｂ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態において、第二の画像を第一の向きに表示する場合があり、
　前記第二の状態において、前記第二の画像を第二の向きに表示する場合があり、
　前記第一の画像は、前記第二の画像とは異なる画像であり、
　前記第二の向きとは、前記第一の向きとは異なる向きのことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｂ５）
　付記ｂ４に記載の遊技台であって、
　前記第一の状態における前記第二の画像の大きさは、第二の大きさであり、
　前記第二の状態における前記第二の画像の大きさは、第四の大きさであり、
　前記第四の大きさは、前記第二の大きさよりも小さい大きさである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｂ６）
　付記ｂ１乃至ｂ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｂ７）
　付記ｂ１乃至ｂ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４６６】
（付記ｃ１）
　遊技を演出する演出画像を表示可能な画像表示ユニットと、
　画像表示ユニットを駆動する駆動手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示ユニットは、前記駆動手段の駆動によって動く場合があり、
　前記画像表示ユニットが第一の方向に動いている期間（以下、「第一の期間」という。
）において、該画像表示ユニットに第一の動画が表示される場合があり、
　前記第一の動画は、第一の画像が前記第一の方向に動く態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｃ２）
　付記ｃ１に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、前記第一の画像によるアニメーション表示態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｃ３）
　付記ｃ１またはｃ２に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記画像表示ユニットは第一の向きに動くように構成されて
おり、
　前記第一の期間において、前記第一の画像は第二の向きに動くように構成されており、
　前記第一の向きと前記第二の向きは、逆の向きである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｃ４）
　付記ｃ３に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記画像表示ユニットは前記第一の向きに第一の速さで動く
ように構成されており、
　前記第一の期間において、前記第一の画像は前記第二の向きに第二の速さで動くように
構成されており、
　前記第一の速さと前記第二の速さは、同じ速さである、
ことを特徴とする遊技台。
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（付記ｃ５）
　付記ｃ１乃至ｃ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、第二の画像が表示される態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｃ６）
　付記ｃ５に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記第二の画像は前記第一の方向に動かないように構成され
ている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｃ７）
　付記ｃ５またはｃ６に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、前記第二の画像によるアニメーション表示態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｃ８）
　付記ｃ３またはｃ４に記載の遊技台であって、
　付記ｃ１に記載の「前記駆動手段の駆動によって動く」とは、「前記駆動手段の駆動に
よって回転する」のことであり、
　付記ｃ１に記載の「第一の画像が前記第一の方向に動く」とは、「第一の画像が前記第
一の方向に回転する」のことであり、
　前記第一の方向とは、前記画像表示ユニットの回転軸を中心とする回転方向のことであ
る、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｃ９）
　付記ｃ８に記載の遊技台であって、
　前記第一の向きとは、時計回りおよび反時計回りのうちの一方のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｃ１０）
　付記ｃ１乃至ｃ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　付記ｃ１に記載の「前記駆動手段の駆動によって動く」とは、「前記駆動手段の駆動に
よって直線移動する」のことであり、
　付記ｃ１に記載の「第一の画像が前記第一の方向に動く」とは、「第一の画像が前記第
一の方向に直線移動する」のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４６７】
（付記ｄ１）
　遊技を演出する演出動作を実行可能な第一の可動体を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機またはスロットマシンであり、
　電源がオフにされた際に、前記第一の可動体が第二の位置から第一の位置に移動するよ
うに構成されており、
　電源がオンにされた際に、前記第一の可動体が前記第一の位置から前記第二の位置に移
動するように構成されており、
　前記第二の位置と前記第一の位置とは異なる位置であり、
　前記演出動作は、前記第二の位置から開始され、該第二の位置で終了するように構成さ
れている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｄ２）
　付記ｄ１に記載の遊技台であって、
　前記第一の可動体が前記第二の位置とは異なる位置に位置する状態で電源がオフにされ
た際も、該第一の可動体が前記第一の位置に移動するように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
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（付記ｄ３）
　付記ｄ１またはｄ２に記載の遊技台であって、
　前記演出動作は、第三の位置に移動する動作を含み、
　前記第三の位置と前記第一の位置とは異なる位置であり、
　前記第三の位置と前記第二の位置とは異なる位置である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｄ４）
　付記ｄ３に記載の遊技台であって、
　画像表示手段を備え、
　前記第一の可動体は、前記画像表示手段よりも前側に設けられた可動体であり、
　前記第三の位置は、前記画像表示手段よりも前側の位置である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｄ５）
　付記ｄ４に記載の遊技台であって、
　大当りの動作を実行可能であり、
　前記第一の可動体は、前記画像表示手段よりも前側に設けられた可動体であり、
　前記第一の可動体が前記第三の位置に位置する場合に、前記画像表示手段に表示されて
いる予告画像の少なくとも一部に前記第一の可動体がオーバーラップする場合があり、
　前記予告画像とは、前記大当りの予告画像のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｄ６）
　付記ｄ１乃至ｄ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の可動体は、電源がオンにされたことを条件に、初期動作を実行可能であり、
　付記ｄ１に記載の「前記第一の可動体が前記第一の位置から前記第二の位置に移動する
」とは、「前記第一の可動体が前記第一の位置から前記初期動作を開始し、該初期動作の
終了で前記第二の位置に移動する」ことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｄ７）
　付記ｄ１乃至ｄ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の可動体は、電源がオンにされたことを条件に、初期動作を実行可能であり、
　付記ｄ１に記載の「前記第一の可動体が前記第一の位置から前記第二の位置に移動する
」とは、「前記第一の可動体が前記第一の位置から前記第二の位置に移動した後で、前記
初期動作を開始し、該初期動作の終了で再度、前記第二の位置に移動する」ことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｄ８）
　付記ｄ１乃至ｄ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　付記ｄ１に記載の「電源がオフにされた際」とは、「遊技台の主電源がオフにされた際
」のことであり、
　付記ｄ１に記載の「電源がオンにされた際」とは、「遊技台の主電源がオンにされた際
」のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｄ９）
　付記ｄ１乃至ｄ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の可動体は、姿勢を変化させることが可能な可動体である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｄ１０）
　付記ｄ１乃至ｄ９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技を演出する演出動作を実行可能な第二の可動体を備え、
　前記第二の可動体は、電源がオンにされた際に、電源がオフにされた際の位置から動作
を開始する可動体である、
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ことを特徴とする遊技台。
（付記ｄ１１）
　付記ｄ１乃至ｄ１０のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｄ１２）
　付記ｄ１乃至ｄ１０のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４６８】
（付記ｅ１）
　遊技を演出する演出画像を表示可能な画像表示ユニットと、
　画像表示ユニットを駆動する駆動手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示ユニットは、前記駆動手段の駆動によって動く場合があり、
　前記画像表示ユニットが第一の方向に動いている期間（以下、「第一の期間」という。
）において、該画像表示ユニットに第一の動画が表示される場合があり、
　前記第一の動画は、第一の画像が前記第一の方向に動く態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｅ２）
　付記ｅ１に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、前記第一の画像によるアニメーション表示態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｅ３）
　付記ｅ１またはｅ２に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記画像表示ユニットは第一の向きに動くように構成されて
おり、
　前記第一の期間において、前記第一の画像は第二の向きに動くように構成されており、
　前記第一の向きと前記第二の向きは、逆の向きである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｅ４）
　付記ｅ３に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記画像表示ユニットは前記第一の向きに第一の速さで動く
ように構成されており、
　前記第一の期間において、前記第一の画像は前記第二の向きに第二の速さで動くように
構成されており、
　前記第一の速さと前記第二の速さは、同じ速さである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｅ５）
　付記ｅ１乃至ｅ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、第二の画像が表示される態様を含む動画である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｅ６）
　付記ｅ５に記載の遊技台であって、
　前記第一の期間において、前記第二の画像は前記第一の方向に動かないように構成され
ている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｅ７）
　付記ｅ５またはｅ６に記載の遊技台であって、
　前記第一の動画は、前記第二の画像によるアニメーション表示態様を含む動画である、



(735) JP 6735969 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

ことを特徴とする遊技台。
（付記ｅ８）
　付記ｅ１乃至ｅ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　付記ｅ１に記載の「前記駆動手段の駆動によって動く」とは、「前記駆動手段の駆動に
よって回転する」のことであり、
　付記ｅ１に記載の「第一の画像が前記第一の方向に動く」とは、「第一の画像が前記第
一の方向に回転する」のことであり、
　前記第一の方向とは、前記画像表示ユニットの回転軸を中心とする回転方向のことであ
る、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｅ９）
　付記ｅ３またはｅ４に記載の遊技台であって、
　前記第一の向きとは、時計回りおよび反時計回りのうちの一方のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｅ１０）
　付記ｅ１乃至ｅ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　付記ｅ１に記載の「前記駆動手段の駆動によって動く」とは、「前記駆動手段の駆動に
よって直線移動する」のことであり、
　付記ｅ１に記載の「第一の画像が前記第一の方向に動く」とは、「第一の画像が前記第
一の方向に直線移動する」のことである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４６９】
（付記ｆ１）
　遊技を演出する可動動作を実行可能な演出可動体と、
　窓部が設けられた装飾体と、
を備えた遊技台であって、
　前記装飾体の背後で、前記演出可動体が動作を実行する場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｆ２）
　付記ｆ１に記載の遊技台であって、
　前記演出可動体は、画像を表示可能な可動体であり、
　前記窓部を介して前記演出可動体の画像を遊技者に視認させることが可能に構成されて
いる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｆ３）
　付記ｆ２に記載の遊技台であって、
　前記演出可動体の動作によって、前記窓部を介して遊技者に視認される前記演出可動体
の画像が変化する場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｆ４）
　付記ｆ１乃至ｆ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記装飾体は、動作可能である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｆ５）
　付記ｆ１乃至ｆ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄の変動表示を実行可能な図柄表示手段を備えた、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｆ６）
　付記ｆ５に記載の遊技台であって、
　前記図柄表示手段による前記図柄の変動表示において、前記装飾体の動作によって、該
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装飾体の前記窓部を介して前記演出可動体における画像の一部を遊技者が視認可能となっ
た場合は、該装飾体の該窓部を介して該演出可動体における画像の一部を遊技者が視認可
能とならなかった場合よりも、該図柄の変動表示の最終結果として大当り図柄態様が確定
表示されやすくなるように構成されており、
　前記演出可動体における画像の一部は、予告画像の少なくとも一部の画像である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｆ７）
　付記ｆ５またはｆ６に記載の遊技台であって、
　前記装飾体の動作によって、該装飾体の前記窓部を介して前記演出可動体における先読
み態様をした保留アイコンの画像の一部を遊技者が視認可能となった場合は、該装飾体の
該窓部を介して該演出可動体における先読み態様をした保留アイコンの画像の一部を遊技
者が視認可能とならなかった場合よりも、該保留アイコンに対応する保留が消化されて開
始された前記図柄の変動表示の最終結果として大当り図柄態様が確定表示されやすくなる
ように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｆ８）
　付記ｆ１乃至ｆ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【４４７０】
（付記ｇ１）
　画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、回転動作を実行可能であり、
　前記回転動作が行われている前記画像表示手段は、第一の画像の表示を行う場合があり
、
　前記回転動作が行われる際に、前記第一の画像の縦横比が変化する場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｇ２）
　付記ｇ１に記載の遊技台であって、
　前記回転動作が行われている前記画像表示手段は、第二の画像の表示を行う場合があり
、
　前記回転動作が行われる際に、前記第二の画像は回転しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｇ３）
　付記ｇ２に記載の遊技台であって、
　前記回転動作が行われる際に、前記第二の画像は回転しない、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｇ４）
　付記ｇ１乃至ｇ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記回転動作が行われる際に、該回転動作が行われる前に前記画像表示手段において見
切れていた画像が該回転動作が行われることによって該画像表示手段に表示される場合が
ある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｇ５）
　付記ｇ１乃至ｇ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記回転動作が行われる際に、該回転動作が行われる前に前記画像表示手段に表示され
ていた画像が該回転動作が行われることによって該画像表示手段において見切れる場合が
ある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｇ６）
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　付記ｇ１乃至ｇ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｇ７）
　付記ｇ１乃至ｇ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４７１】
（付記ｈ１）
　遊技を演出する演出動作を実行可能な演出可動体と、
　前記演出可動体を支持可能なベース体と、
を備えた遊技台であって、
　前記演出可動体は、回転動作を実行可能なものであり、
　前記演出可動体および前記ベース体の一方にはスリップリングが設けられており、
　前記演出可動体および前記ベース体の他方には導電部が設けられており、
　前記スリップリングおよび前記導電部が接触することにより、前記ベース体の側から前
記演出可動体の側に電源が供給される、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｈ２）
　付記ｈ１に記載の遊技台であって、
　前記ベース体は、第一の通信手段が設けられており、
　前記演出可動体は、第二の通信手段が設けられており、
　前記第二の通信手段は、前記第一の通信手段から送信される信号を受信可能な手段であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｈ３）
　付記ｈ１またはｈ２に記載の遊技台であって、
　前記第一の通信手段および前記第二の通信手段の両方は、光無線通信が可能な手段であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｈ４）
　付記ｈ１乃至ｈ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の通信手段および前記第二の通信手段の両方は、レーザ通信が可能な手段であ
る、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｈ５）
　付記ｈ１乃至ｈ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記スリップリングは、前記演出可動体に設けられており、
　前記導電部は、前記ベース体に設けられている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｈ６）
　付記ｈ１乃至ｈ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記演出可動体は、画像表示手段が設けられており、
　前記第二の通信手段は、前記第一の通信手段から送信される画像情報信号を受信可能な
手段である、
ことを特徴とする遊技台。
【４４７２】
（付記ｉ１）
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段と、
　画像を表示可能な画像表示手段と、
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　遊技者が操作可能な位置に設けられた第一の操作手段と、
　遊技者が操作可能な位置に設けられた第二の操作手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機であり、
　前記画像表示手段は、第三の種類の操作待ち表示を表示可能な表示手段であり、
　前記第三の種類の操作待ち表示は、前記第一の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
であり、
　前記画像表示手段は、第三の種類の操作応答表示を表示可能な表示手段であり、
　前記画像表示手段は、第四の種類の操作応答表示を表示可能な表示手段であり、
　前記画像表示手段は、第五の種類の操作応答表示を表示可能な表示手段であり、
　前記第三の種類の操作応答表示は、前記第一の操作手段が操作されたことに応答して行
われる表示であり、
　前記第三の種類の操作応答表示は、前記第二の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
の一部を含まずに構成された表示であり、
　前記第四の種類の操作応答表示は、前記第一の操作手段が操作されたことに応答して行
われる表示であり、
　前記第四の種類の操作応答表示は、前記第二の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
の前記一部を含んで構成された表示であり、
　前記第五の種類の操作応答表示は、前記第二の操作手段が操作されたことに応答して行
われる表示であり、
　前記第五の種類の操作応答表示が行われずに前記第三の種類の操作応答表示が行われた
図柄変動表示よりも、前記第五の種類の操作応答表示が行われた図柄変動表示の方が、大
当り図柄が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ２）
　付記ｉ１に記載の遊技台であって、
　第三の操作待ち表示の表示中に前記第一の操作手段が操作されたことに応答して前記第
三の種類の操作応答表示および前記第四の種類の操作応答表示のうちのいずれの種類の表
示が表示されるかは、前記画像表示手段に該第三の操作待ち表示が表示される前に決めら
れており、
　前記第三の操作待ち表示とは、前記第三の種類の操作待ち表示のうちの一の操作待ち表
示である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ３）
　付記ｉ１またはｉ２に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第四の種類の操作待ち表示を表示可能であり、
　前記第四の種類の操作待ち表示は、前記第一の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
であり、
　前記第四の種類の操作待ち表示の表示中に前記第一の操作手段の操作された場合に、前
記第四の種類の操作応答表示が前記画像表示手段に表示されるように構成されており、
　前記第四の種類の操作待ち表示が行われずに前記第三の種類の操作待ち表示が行われた
図柄変動表示よりも、前記第四の種類の操作待ち表示が行われた図柄変動表示の方が、大
当り図柄が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ４）
　付記ｉ３に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の種類の操作待ち表示を表示可能な表示手段であり、
　前記画像表示手段は、第一の種類の操作応答表示を表示可能な表示手段であり、
　前記第一の種類の操作待ち表示は、前記第一の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
であり、
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　前記第一の種類の操作応答表示は、前記第二の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
を含まずに構成された表示であり、
　前記第一の種類の操作待ち表示の表示中に前記第一の操作手段が操作された場合に、前
記第一の種類の操作応答表示が前記画像表示手段に表示されるように構成されており、
　第一の操作応答表示は、第一の操作待ち表示の表示中に前記第一の操作手段が操作され
た場合にのみ表示されるように構成されており、
　第四の操作応答表示は、第四の操作待ち表示の表示中に前記第一の操作手段が操作され
た場合に表示されるように構成されており、
　前記第四の操作応答表示は、前記第四の操作待ち表示の表示中に前記第一の操作手段が
操作されなくても表示されるように構成されており、
　前記第一の操作待ち表示とは、前記第一の種類の操作待ち表示のうちの一の操作待ち表
示のことであり、
　前記第一の操作応答表示とは、前記第一の種類の操作応答表示のうちの一の操作応答表
示のことであり、
　前記第四の操作待ち表示とは、前記第四の種類の操作待ち表示のうちの一の操作待ち表
示のことであり、
　前記第四の操作応答表示とは、前記第四の種類の操作応答表示のうちの一の操作応答表
示のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ５）
　付記ｉ４に記載の遊技台であって、
　前記第五の種類の操作応答表示が行われずに前記第一の種類の操作応答表示が行われた
図柄変動表示よりも、前記第五の種類の操作応答表示が行われた図柄変動表示の方が、大
当り図柄が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ６）
　付記ｉ４またはｉ５に記載の遊技台であって、
　前記第一の種類の操作応答表示が行われずに前記第三の種類の操作応答表示が行われた
図柄変動表示よりも、前記第一の種類の操作応答表示が行われた図柄変動表示の方が、大
当り図柄が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ７）
　付記ｉ１乃至ｉ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第三の種類の操作待ち表示が表示されてから前記第一の操作手段が操作されるまで
の時間が第一の時間であった場合の前記第四の種類の操作応答表示は第一の表示であり、
　前記第三の種類の操作待ち表示が表示されてから前記第一の操作手段が操作されるまで
の時間が第二の時間であった場合の前記第四の種類の操作応答表示は第二の表示であり、
　前記第二の時間は、前記第一の時間よりも長い時間であり、
　前記第一の表示の序盤の表示と前記第二の表示の序盤の表示は同一であり、
　前記第一の表示の終盤の表示と前記第二の表示の終盤の表示は同一であり、
　前記第一の表示の中盤の少なくとも一部の表示が前記第二の表示では表示されない、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ８）
　付記ｉ７に記載の遊技台であって、
　前記第三の種類の操作待ち表示が表示されてから該第三の種類の操作待ち表示の開始前
に定められている操作有効期間が終了するまでに前記第一の操作手段が操作されると該第
一の操作手段が操作されたことに応じた表示が行われるように構成されており、
　前記第一の時間とは、前記第三の種類の操作待ち表示が開始されてから最短のタイミン
グで前記第一の操作手段が操作されるまでの時間のことであり、
　前記第二の時間とは、前記第三の種類の操作待ち表示が開始されてから前記操作有効期
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間の終了直前のタイミングで前記第一の操作手段が操作された場合の時間のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ９）
　付記ｉ１乃至ｉ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の種類の操作待ち表示を表示可能であり、
　前記第二の種類の操作待ち表示は、前記第二の操作手段の操作待ちの際に行われる表示
であり、
　前記第二の種類の操作待ち表示の表示中に前記第二の操作手段の操作された場合に、前
記第二の種類の操作応答表示が前記画像表示手段に表示されるように構成されており、
　前記第五の種類の操作応答表示が行われずに前記第二の種類の操作応答表示が行われた
図柄変動表示よりも、前記第五の種類の操作応答表示が行われた図柄変動表示の方が、大
当り図柄が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ１０）
　付記ｉ１乃至ｉ９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第四の種類の操作応答表示に表示されるキャラクタの表示は、前記第四の種類の操
作待ち表示にも表示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ１１）
　付記ｉ１乃至ｉ１０のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第四の種類の操作応答表示に表示されるキャラクタの表示は、前記第三の種類の操
作待ち表示にも表示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ１２）
　付記ｉ１乃至ｉ１１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の操作手段は、遊技者によって押された場合に、操作されたと判定されるよう
に構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｉ１３）
　付記ｉ１乃至ｉ１２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の操作手段は、遊技者によって回転させられた場合に、操作されたと判定され
るように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４７３】
（付記ｊ１）
　演出表示を実行可能な演出表示手段
を備えた遊技台であって、
　前記演出表示手段は、図柄変動表示を実行可能な表示手段であり、
　前記演出表示手段は、複数種類のリーチ演出を実行可能な表示手段であり、
　前記演出表示手段は、複数の画像表示手段から構成された表示手段であり、
　前記複数の画像表示手段のうちの一の画像表示手段は、第一の画像表示手段であり、
　前記複数の画像表示手段のうちの一の画像表示手段は、第二の画像表示手段であり、
　前記複数種類のリーチ演出のうちの一のリーチ演出は、第一のリーチ演出であり、
　前記複数種類のリーチ演出のうちの一のリーチ演出は、第二のリーチ演出であり、
　前記第一のリーチ演出が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出が行
われた前記図柄変動表示の方が大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されてお
り、
　前記第二のリーチ演出ではずれを示唆する表示が行われた後で、前記第一の画像表示手
段において第一のワイプ演出表示を行うことが可能であり、
　前記第二のリーチ演出ではずれを示唆する表示が行われた後で、前記第二の画像表示手
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段において第二のワイプ演出表示を行うことが可能である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ２）
　付記ｊ１に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されており、
　前記第二のワイプ演出表示によって、前記第二の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ３）
　付記ｊ１またはｊ２に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示および前記第二のワイプ演出表示の少なくとも一方によって
、先読み予告が行われるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ４）
　付記ｊ１乃至ｊ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段を構成する画像表示手段と前記第二の画像表示手段を構成する
画像表示手段は異なる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ５）
　付記ｊ１乃至ｊ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二のリーチ演出において複数種類の図柄を変動表示可能であり、
　前記複数種類の図柄のうちの少なくとも一の図柄は、前記第一のワイプ演出表示および
前記第二のワイプ演出表示のうちの少なくとも一方のワイプ演出表示が表示されたことに
よって消去され、該ワイプ演出表示の表示終了によって、再表示されるように構成されて
おり、
　前記一の図柄は、第一の表示態様から第二の表示態様に変化するように構成されており
、
　前記第一の表示態様とは、前記一方のワイプ演出表示が行われる前における前記一の図
柄の表示態様のことであり、
　前記第二の表示態様とは、前記一方のワイプ演出表示が行われる後における前記一の図
柄の表示態様のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ６）
　付記ｊ１乃至ｊ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二のリーチ演出において複数のキャラクタの表示を実行可能に構成されており、
　複数のキャラクタの表示うちの一のキャラクタは、第一のキャラクタの表示であり、
　前記第一のキャラクタの表示は、前記第一のワイプ演出表示および前記第二のワイプ演
出表示のうちの少なくとも一方のワイプ演出表示が表示されたことによって消去される、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ７）
　付記ｊ１乃至ｊ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示および前記第二のワイプ演出表示のうちの少なくとも一方の
ワイプ演出表示が行われる前後で背景表示が変化する、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ８）
　付記ｊ１乃至ｊ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を抜くことを報知する表示（以
下、「球抜き表示」という。）を表示可能であり、
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　前記球抜き表示は、前記第一のワイプ演出表示にオーバーラップして表示される表示で
あり、
　前記球抜き表示は、前記第一のワイプ演出表示の表示中も遊技者から視認可能なように
構成されており、
　前記球抜き表示は、前記第二のワイプ演出表示の表示中も遊技者から視認可能なように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ９）
　付記ｊ１乃至ｊ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示は、第一のワイプ表示の出現表示を含んで構成されており、
　前記第一のワイプ演出表示は、前記第一のワイプ表示の撤退表示を含んで構成されてお
り、
　前記第二のワイプ演出表示は、第二のワイプ表示の出現表示を含んで構成されており、
　前記第二のワイプ演出表示は、前記第二のワイプ表示の撤退表示を含んで構成されてい
る、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ１０）
　付記ｊ９に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ表示の絵柄と前記第二のワイプ表示の絵柄は異なる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ１１）
　付記ｊ９またはｊ１０に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ表示の前記出現表示の開始タイミングと前記第二のワイプ表示の前記
出現表示の開始タイミングは異なる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ１２）
　付記ｊ１乃至ｊ１１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第二の画像表示手段は、移動動作を実行可能な手段であり、
　前記移動動作を行っている前記第二の画像表示手段において、前記第二のワイプ演出表
示の少なくとも一部が行われる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ１３）
　付記ｊ１乃至ｊ１２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、移動動作を実行可能な手段であり、
　前記移動動作を行っている前記第一の画像表示手段において、前記第一のワイプ演出表
示の少なくとも一部が行われる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｊ１４）
　付記ｊ１乃至ｊ１３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【４４７４】
（付記ｋ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示が表示される場合がある、
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ことを特徴とする遊技台。
（付記ｋ２）
　付記ｋ１に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されており、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｋ３）
　付記ｋ１またはｋ２に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されており、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｋ４）
　付記ｋ１乃至ｋ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｋ５）
　付記ｋ４に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｋ６）
　付記ｋ５に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｋ７）
　付記ｋ１乃至ｋ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段を備え、
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　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｋ８）
　付記ｋ７に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ演出表示が表
示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｋ９）
　付記ｋ１乃至ｋ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
及び前記第三のワイプ演出表示が表示されるようにするかを遊技者が選択可能に構成され
ている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｋ１０）
　付記ｋ１乃至ｋ９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【４４７５】
（付記ｍ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一の先読み予告演出表示であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示の終了の際に、前記第一の先読み予告演出表示が開始される
場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｍ２）
　付記ｍ１に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｍ３）
　付記ｍ１またはｍ２に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｍ４）
　付記ｍ１乃至ｍ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｍ５）
　付記ｍ４に記載の遊技台であって、
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　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示の終了の際に、前記第一の先読み予告演出表示が開始される
場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｍ６）
　付記ｍ５に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｍ７）
　付記ｍ５またはｍ６に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｍ８）
　付記ｍ７に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｍ９）
　付記ｍ１乃至ｍ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｍ１０）
　付記ｍ９に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
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確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ演出表示が表
示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４７６】
（付記ｎ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一の大当り予告演出表示であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示の終了の際に、前記第一の大当り予告演出表示が開始される
場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｎ２）
　付記ｎ１に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｎ３）
　付記ｎ１またはｎ２に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｎ４）
　付記ｎ１乃至ｎ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｎ５）
　付記ｎ４に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示の終了の際に、前記第一の大当り予告演出表示が開始される
場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｎ６）
　付記ｎ５に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｎ７）
　付記ｎ５またはｎ６に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
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　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｎ８）
　付記ｎ７に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｎ９）
　付記ｎ１乃至ｎ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｎ１０）
　付記ｎ９に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ演出表示が表
示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４７７】
（付記ｏ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出調整画面を表示可能な手段であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示において、前記演出調整画面が表示開始される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｏ２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｏ３）
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　付記ｏ１またはｏ２に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｏ４）
　付記ｏ１乃至ｏ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｏ５）
　付記ｏ４に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｏ６）
　付記ｏ５に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｏ７）
　付記ｏ５またはｏ６に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｏ８）
　付記ｏ７に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｏ９）
　付記ｏ１乃至ｏ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
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　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｏ１０）
　付記ｏ９に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ演出表示が表
示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｏ１１）
　付記ｏ１乃至ｏ１０のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【４４７８】
（付記ｐ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出調整画面を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出調整画面のうちの一の表示は、第一の演出調整画面であり、
　前記複数種類の演出調整画面のうちの一の表示は、第二の演出調整画面であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示において、前記第一の演出調整画面が表示開始される場合が
あり、
　前記第一のワイプ演出表示において、前記第二の演出調整画面が表示開始されることが
ない、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｐ２）
　付記ｐ１に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｐ３）
　付記ｐ１またはｐ２に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｐ４）
　付記ｐ１乃至ｐ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｐ５）
　付記ｐ４に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示が表示される場合があり、
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　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｐ６）
　付記ｐ５に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｐ７）
　付記ｐ５またはｐ６に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｐ８）
　付記ｐ７に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｐ９）
　付記ｐ１乃至ｐ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｐ１０）
　付記９に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ演出表示が表
示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４７９】
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（付記ｑ１）
　操作手段と、
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記操作手段の操作を要求する画面の表示中に該操作手段が操作された場合に、前記第
一の画像表示手段において応答表示が表示可能であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示の表示中において、前記応答表示が行われる場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｑ２）
　付記１に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｑ３）
　付記ｑ１またはｑ２に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｑ４）
　付記ｑ１乃至ｑ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｑ５）
　付記ｑ４に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｑ６）
　付記５に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｑ７）
　付記ｑ５またはｑ６に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
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表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｑ８）
　付記ｑ７に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｑ９）
　付記ｑ１乃至ｑ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｑ１０）
　付記ｑ９に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ演出表示が表
示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４８０】
（付記ｒ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段と、
　演出用可動体と、
を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示の少なくとも一部が前記演出用可動体にオーバーラップされ
る場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｒ２）
　付記ｒ１に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示において、前記演出用可動体が動作するように構成されてい
る、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｒ３）
　付記ｒ１またはｒ２に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
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されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｒ４）
　付記ｒ１乃至ｒ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｒ５）
　付記ｒ１乃至ｒ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｒ６）
　付記ｒ５に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｒ７）
　付記ｒ６に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｒ８）
　付記ｒ６またはｒ７に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｒ９）
　付記ｒ８に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
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ことを特徴とする遊技台。
（付記ｒ１０）
　付記ｒ１乃至ｒ９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４８１】
（付記ｓ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　第一のタイミングにおいて、前記第一の画像表示手段において第一のワイプ演出表示の
表示が開始される場合があり、
　前記第一のタイミングとは、大当りが開始された後のタイミングであり、
　前記第一のタイミングとは、図柄の変動表示が開始される前のタイミングである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｓ２）
　付記ｓ１に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において前記第一のワイプ演出表示が表示される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｓ３）
　付記ｓ２に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｓ４）
　付記ｓ１乃至ｓ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｓ５）
　付記ｓ１乃至ｓ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一のタイミングにおいて、前記第一の画像表示手段において第三のワイプ演出表
示の表示が開始される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｓ６）
　付記ｓ５に記載の遊技台であって、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｓ７）
　付記ｓ１乃至ｓ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
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　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｓ８）
　付記ｓ１乃至ｓ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【４４８２】
（付記ｔ１）
　画像表示を表示可能な第一の画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記第一の画像表示手段は、複数種類の演出表示を表示可能な手段であり、
　前記第一の画像表示手段は、保留数を報知可能な保留表示手段を備えた手段であり、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第一のリーチ演出表示であり、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第一のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第一のワイプ演出表示が終了された後で、非表示であった前記保留表示手段の表示
が開始される場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｔ２）
　付記ｔ１に記載の遊技台であって、
　前記第一のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｔ３）
　付記ｔ１またはｔ２に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｔ４）
　付記ｔ１乃至ｔ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段を備えている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｔ５）
　付記ｔ４に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示された後で、前記第一の画像
表示手段において第三のワイプ演出表示が表示される場合があり、
　前記第三のワイプ演出表示によって、前記第一の画像表示手段における画像がぬぐい消
されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｔ６）
　付記ｔ５に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示される場合があるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｔ７）
　付記ｔ５またはｔ６に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第三のリーチ演出表示であり、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
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にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
一のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてから前記図柄表示手段
にはずれ図柄態様が確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第
三のワイプ演出表示が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第一のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｔ８）
　付記ｔ７に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の演出表示のうちの一の演出表示は、第二のリーチ演出表示であり、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第一のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第二のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第一の画像表示手段において前記第三のワイプ演出表示
が表示されることがないように構成されており、
　前記第三のリーチ演出表示が行われた前記図柄変動表示よりも、前記第二のリーチ演出
表示が行われた前記図柄変動表示の方が前記図柄表示手段に大当り図柄態様が確定表示さ
れやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｔ９）
　付記ｔ１乃至ｔ８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　画像表示を表示可能な第二の画像表示手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、第二の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の画像表示手段は、前記第二の画像ディスプレイを含まずに構成されており、
　前記第二の画像表示手段は、前記第一の画像ディスプレイを含まずに構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｔ１０）
　付記ｔ９に記載の遊技台であって、
　前記第一のリーチ演出表示ではずれを示唆する表示が表示されてからはずれ図柄態様が
確定表示されるまでの間に、前記第二の画像表示手段において第二のワイプ演出表示が表
示されるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４８３】
（付記ｕ１）
　図柄の変動表示を実行可能な図柄表示手段と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（以下、「複数種類の保留アイコン
」という。）を表示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（以下、「第二の保留アイコン」という。）であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（以下、「第三の保留アイコン」という。）であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出が行われる場合があり、
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　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも
、前記第三の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されており、
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも対象とならなかった前記第二の
保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも、前記第一の
保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコン
に対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様
が確定表示されやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ２）
　付記ｕ１に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも対象となっていない前記第二の
保留アイコンが前記第一の保留演出の対象となる確率よりも、前記第一の保留演出の対象
となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンが前記第一の保
留演出の対象となる確率の方が高くなるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ３）
　付記ｕ１またはｕ２に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（以下、「第一の保留アイコン」という。）であり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様とは、デフォルトの態様のことであり、
　前記第一の保留アイコンとは、デフォルト保留アイコンのことであり、
　前記第一の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも
、前記第二の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されており、
　前記第一の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示よりも
、前記第三の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄の変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ４）
　付記ｕ３に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前に消去されるように構成されてい
る、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ５）
　付記ｕ３またはｕ４に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出であり、
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　前記第一の保留演出と前記第二の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコンが前記第二の保留演出の対象となる確率よりも、該保留アイコンが前記第一
の保留演出の対象となる確率の方が高くなるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ６）
　付記ｕ５に記載の遊技台であって、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われ該第二の保留アイコ
ンが前記第三の保留アイコンに変化する確率よりも、前記第二の保留アイコンを対象とし
て前記第二の保留演出が行われ該第二の保留アイコンが前記第三の保留アイコンに変化す
る確率の方が高くなるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ７）
　付記ｕ５またはｕ６に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様をした変動中アイコン（以下、「第二の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様をした変動中アイコン（以下、「第三の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変
動中アイコンが前記第三の変動中アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変
動中アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ８）
　付記ｕ７に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコンが変動中アイコンになった後で前記第一の保留演出の対象となる確率よりも
、該変動中アイコンが前記第三の保留演出の対象となる確率の方が高くなるように構成さ
れている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ９）
　付記ｕ７またはｕ８に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出の対象にもならなかった前記第二の
保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示において前記変動中ア
イコンを対象とした前記第三の保留演出が行われる確率よりも、前記第一の保留演出の対
象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する保
留が消化されて開始された図柄変動表示において前記変動中アイコンを対象とした前記第
三の保留演出が行われる確率の方が高くなるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ１０）
　付記ｕ７乃至ｕ９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコンに対応する保留が消化されて開始された図柄変動表示において変動中アイコ
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ンを対象とした前記第三の保留演出が行われた場合は前記成功となりやすいように構成さ
れている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ１１）
　付記ｕ７乃至ｕ１０のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第一の態様をした変動中アイコン（以下、「第一の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記第一の変動中アイコンとは、デフォルト変動中アイコンのことであり、
　前記第一の変動中アイコンが表示され他の種類の変動中アイコンが表示されなかった図
柄の変動表示よりも、前記第二の変動中アイコンが表示された図柄の変動表示の方が、最
終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されており、
　前記第一の変動中アイコンが表示され他の種類の変動中アイコンが表示されなかった図
柄の変動表示よりも、前記第三の変動中アイコンが表示された図柄の変動表示の方が、最
終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されており、
　前記第二の変動中アイコンが表示され他の種類の変動中アイコンが表示されなかった図
柄の変動表示よりも、前記第三の変動中アイコンが表示された図柄の変動表示の方が、最
終的に大当り図柄態様が確定表示されやすいように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ１２）
　付記ｕ１乃至ｕ１１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（以下、「
球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ１３）
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（以下、「複数種類の保留アイコン
」という。）を表示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（以下、「第一の保留アイコン」という。）であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（以下、「第二の保留アイコン」という。）であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（以下、「第三の保留アイコン」という。）であり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様とは、デフォルトの態様のことであり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出が行われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
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　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　前記第一の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第三の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第三の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出にも対象とならなかった前記第二の
保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種類
の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ１４）
　付記ｕ１３に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前に消去されるように構成されてい
る、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ１５）
　付記ｕ１３またはｕ１４に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出であり、
　前記第一の保留演出と前記第二の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ１６）
　付記ｕ１５に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様をした変動中アイコン（以下、「第二の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様をした変動中アイコン（以下、「第三の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変
動中アイコンが前記第三の変動中アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変
動中アイコンが他の種類の変動中アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ１７）
　付記ｕ１３乃至ｕ１６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（以下、「
複数の第二の保留アイコン」という。）が表示されている状態でも、該複数の第二の保留
アイコンのうちの一の第二の保留アイコンを対象とした演出が行われるように構成されて
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いる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ１８）
　付記ｕ１３乃至ｕ１６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（以下、「
複数の第二の保留アイコン」という。）が表示されている状態において、該複数の第二の
保留アイコンのうちの複数の第二の保留アイコンを対象とした演出が行われるように構成
されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ１９）
　付記ｕ１３乃至ｕ１８のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第四の態様をした保
留アイコン（以下、「第四の保留アイコン」という。）であり、
　前記第一の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第二の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第三の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第四の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第三の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示と、前記
第四の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示では、最終的に
大当り図柄態様が確定表示されやすさが異なる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ２０）
　付記ｕ１３乃至ｕ１９のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（以下、「
球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ２１）
　付記ｕ１３乃至ｕ２０のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　「保留アイコンに対応する図柄変動表示」とは、「保留アイコンに対応する保留が消化
されて開始される図柄変動表示」のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ２２）
　付記ｕ１３乃至ｕ２１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　最終的に大当り図柄態様が確定表示されるか最終的にはずれ図柄態様が確定表示される
かは、図柄の変動開始の際に行われる大当り判定によって決定されるように構成されてお
り、
　前記大当り判定は、遊技盤に設けられた始動口に遊技球が進入した場合に取得される乱
数を用いた大当り抽選の結果に応じて判定されるように構成されており、
　前記大当り抽選において大当りと判定される確率（以下、「大当り確率」という。）は
、予め定められており、
　前記大当り確率は、前記画像表示手段における保留アイコンの態様によって変化せず、
　前記大当り確率は、前記画像表示手段において行われた前記複数種類の保留演出の種類
によって変化せず、
　前記大当り確率は、前記画像表示手段において前記保留演出が行われたかどうかで変化
しない、
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ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ２３）
　付記ｕ２２に記載の遊技台であって、
　前記大当り確率は、低確率及び高確率の二つの確率が予め定められており、
　前記大当り抽選において、前記低確率及び前記高確率の二つの確率のうちの一方の確率
が用いられるように構成されており、
　前記低確率及び前記高確率のどちらの確率が前記大当り確率として用いられるかは遊技
状態によって定まるように構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｕ２４）
　付記ｕ１３乃至ｕ２３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、パチンコ機である、
ことを特徴とする遊技台。
【４４８４】
（付記ｖ１）
　画像ディスプレイを含んで構成される画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の運動パターンに従った動作（以下、「第一の動作」という
。）を実行可能であり、
　前記画像表示手段による前記第一の動作の実行中に変更条件の成立があった場合に、前
記第一の運動パターンの途中であっても第四の動作を行う、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｖ２）
　付記ｖ１に記載の遊技台であって、
　前記第一の運動パターンとは、初期位置（以下、「第一の位置」という。）にあった前
記画像表示手段を少なくとも該第一の位置とは別の位置（以下、「第二の位置」という。
）に移動させた後で、該第一の位置に移動させる運動パターンのことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｖ３）
　付記ｖ２に記載の遊技台であって、
　前記第四の動作とは、前記第一の位置に復帰させる動作を含む動作のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｖ４）
　付記ｖ１乃至ｖ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第四の動作とは、停止動作を含む動作のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｖ５）
　付記ｖ１乃至ｖ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の運動パターンに従った動作（以下、「第二の動作」という
。）を実行可能であり、
　前記画像表示手段による前記第二の動作の実行中に前記変更条件の成立があった場合に
、前記第二の運動パターンの途中であっても前記第四の動作を行うように構成されており
、
　前記第二の運動パターンは、前記第一の運動パターンとは別の運動パターンである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｖ６）
　付記ｖ１乃至ｖ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄表示手段を備え、
　前記画像表示手段は、第三の運動パターンに従った動作（以下、「第三の動作」という
。）を実行可能であり、
　前記第三の運動パターンは、前記第一の運動パターンとは別の運動パターンであり、
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　前記第三の動作とは、第一の向きに動く動作を含む動作のことであり、
　前記第三の動作の実行中に、前記第一の向きとは逆の第二の向きに動かされた絵柄の画
像を前記画像表示手段に表示することで、該絵柄が該第一の向きに動いていないように遊
技者に見せることが可能であり、
　前記画像表示手段が前記第三の動作を行う前の状態において、前記絵柄の一部（以下、
「第一の絵柄」という。）の画像は、該画像表示手段の表示領域内に収まらないように構
成されており、
　前記画像表示手段の前記第三の動作によって、前記第一の絵柄の画像として第一の画像
が該画像表示手段の表示領域内に収まった第一の表示が行われる場合があり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われなか
った場合よりも該第一の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｖ７）
　付記ｖ１乃至ｖ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段（以下、「第二の画像表示手段」という。）とは別の第一の画像表示
手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記画像ディスプレイ（以下、「第二の画像ディスプレイ
」という。）とは別の第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段の位置は、前記第一の画像表示手段の位置よりも遊技者に近い
位置である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｖ８）
　付記ｖ１乃至ｖ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｖ９）
　付記ｖ１乃至ｖ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４８５】
（付記ｗ１）
　画像ディスプレイを含んで構成される画像表示手段を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の運動パターンに従った動作（以下、「第一の動作」という
。）を実行可能であり、
　前記画像表示手段による前記第一の動作の実行中に変更条件の成立があった場合に、前
記第一の運動パターンの途中であっても第四の動作を行うように構成されており、
　前記変更条件は、異常状態が発生したと判定された場合に成立する、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｗ２）
　付記ｗ１に記載の遊技台であって、
　前記第一の運動パターンとは、初期位置（以下、「第一の位置」という。）にあった前
記画像表示手段を少なくとも該第一の位置とは別の位置（以下、「第二の位置」という。
）に移動させた後で、該第一の位置に移動させる運動パターンのことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｗ３）
　付記ｗ２に記載の遊技台であって、
　前記第四の動作とは、前記第一の位置に復帰させる動作を含む動作のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｗ４）
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　付記ｗ１乃至ｗ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第四の動作とは、停止動作を含む動作のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｗ５）
　付記ｗ１乃至ｗ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の運動パターンに従った動作（以下、「第二の動作」という
。）を実行可能であり、
　前記画像表示手段による前記第二の動作の実行中に前記変更条件の成立があった場合に
、前記第二の運動パターンの途中であっても前記第四の動作を行うように構成されており
、
　前記第二の運動パターンは、前記第一の運動パターンとは別の運動パターンである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｗ６）
　付記ｗ１乃至ｗ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　図柄表示手段を備え、
　前記画像表示手段は、第三の運動パターンに従った動作（以下、「第三の動作」という
。）を実行可能であり、
　前記第三の運動パターンは、前記第一の運動パターンとは別の運動パターンであり、
　前記第三の動作とは、第一の向きに動く動作を含む動作のことであり、
　前記第三の動作の実行中に、前記第一の向きとは逆の第二の向きに動かされた絵柄の画
像を前記画像表示手段に表示することで、該絵柄が該第一の向きに動いていないように遊
技者に見せることが可能であり、
　前記画像表示手段が前記第三の動作を行う前の状態において、前記絵柄の一部（以下、
「第一の絵柄」という。）の画像は、該画像表示手段の表示領域内に収まらないように構
成されており、
　前記画像表示手段の前記第三の動作によって、前記第一の絵柄の画像として第一の画像
が該画像表示手段の表示領域内に収まった第一の表示が行われる場合があり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われなか
った場合よりも該第一の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｗ７）
　付記ｗ１乃至ｗ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段（以下、「第二の画像表示手段」という。）とは別の第一の画像表示
手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記画像ディスプレイ（以下、「第二の画像ディスプレイ
」という。）とは別の第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第二の画像表示手段の位置は、前記第一の画像表示手段の位置よりも遊技者に近い
位置である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｗ８）
　付記ｗ１乃至ｗ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｗ９）
　付記ｗ１乃至ｗ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４８６】
（付記ｘ１）
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　画像ディスプレイを含んで構成される画像表示手段と、
　図柄表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の運動を実行可能であり、
　前記第一の運動とは、第一の向きに動く動作のことであり、
　前記第一の運動の実行中に、前記第一の向きとは逆の第二の向きに動かされた絵柄の画
像を前記画像表示手段に表示することで、該絵柄が該第一の向きに動いていないように遊
技者に見せることが可能であり、
　前記画像表示手段が前記第一の運動を行う前の状態において、前記絵柄の一部（以下、
「第一の絵柄」という。）の画像は、該画像表示手段の表示領域内に収まらないように構
成されており、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第一の画像
が該画像表示手段の表示領域内に収まった第一の表示が行われる場合があり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われなか
った場合よりも該第一の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｘ２）
　付記ｘ１に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第二の画像
が該画像表示手段の表示領域内に収まった第二の表示が行われる場合があり、
　前記第一の画像と前記第二の画像は別の画像であり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第二の表示が行われなか
った場合よりも該第二の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｘ３）
　付記ｘ２に記載の遊技台であって、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われた場
合よりも前記第二の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態様が
確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｘ４）
　付記ｘ１乃至ｘ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の運動を実行可能であり、
　前記第二の運動とは、前記第二の向きに動く動作のことであり、
　前記第二の運動の実行中に、前記第一の向きに動かされた絵柄の画像を前記画像表示手
段に表示することで、該絵柄が前記第二の向きに動いていないように遊技者に見せること
が可能である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｘ５）
　付記ｘ１乃至ｘ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の運動の実行中に、前記絵柄の動画像が表示される、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｘ６）
　付記ｘ１乃至ｘ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段（以下、「第二の画像表示手段」という。）とは別の第一の画像表示
手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記画像ディスプレイ（以下、「第二の画像ディスプレイ
」という。）とは別の第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
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　前記第一の運動が行われる位置は、前記第一の画像表示手段の位置よりも遊技者に近い
位置である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｘ７）
　付記ｘ６に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像ディスプレイの高さと幅が異なり、
　前記第二の画像ディスプレイの高さと幅が異なる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｘ８）
　付記ｘ１乃至ｘ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｘ９）
　付記ｘ１乃至ｘ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４８７】
（付記ｙ１）
　画像ディスプレイを含んで構成される画像表示手段と、
　図柄表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の運動を実行可能であり、
　前記第一の運動とは、第一の向きに動く動作のことであり、
　前記第一の運動の実行中に、前記第一の向きとは逆の第二の向きに動かされた絵柄の画
像を前記画像表示手段に表示することで、該絵柄が該第一の向きに動いていないように遊
技者に見せることが可能であり、
　前記画像表示手段が前記第一の運動を行う前の状態において、前記絵柄の一部（以下、
「第一の絵柄」という。）の画像は、該画像表示手段の表示領域内に収まらないように構
成されており、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第一の画像
が該画像表示手段の表示領域内に収まった第一の表示が行われる場合があり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われなか
った場合よりも該第一の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすく、
　前記第一の運動とは、直線移動を含む運動のことである、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｙ２）
　付記ｙ１に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第二の画像
が該画像表示手段の表示領域内に収まった第二の表示が行われる場合があり、
　前記第一の画像と前記第二の画像は別の画像であり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第二の表示が行われなか
った場合よりも該第二の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｙ３）
　付記ｙ２に記載の遊技台であって、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われた場
合よりも前記第二の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態様が
確定表示されやすい、
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ことを特徴とする遊技台。
（付記ｙ４）
　付記ｙ１乃至ｙ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の運動を実行可能であり、
　前記第二の運動とは、前記第二の向きに動く動作のことであり、
　前記第二の運動の実行中に、前記第一の向きに動かされた絵柄の画像を前記画像表示手
段に表示することで、該絵柄が前記第二の向きに動いていないように遊技者に見せること
が可能である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｙ５）
　付記ｙ１乃至ｙ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の運動の実行中に、前記絵柄の動画像が表示される、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｙ６）
　付記ｙ１乃至ｙ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段（以下、「第二の画像表示手段」という。）とは別の第一の画像表示
手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記画像ディスプレイ（以下、「第二の画像ディスプレイ
」という。）とは別の第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の運動が行われる位置は、前記第一の画像表示手段の位置よりも遊技者に近い
位置である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｙ７）
　付記ｙ６に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像ディスプレイの高さと幅が異なり、
　前記第二の画像ディスプレイの高さと幅が異なる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｙ８）
　付記ｙ１乃至ｙ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｙ９）
　付記ｙ１乃至ｙ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４８８】
（付記ｚ１）
　画像ディスプレイを含んで構成される画像表示手段と、
　図柄表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第一の運動を実行可能であり、
　前記第一の運動とは、第一の向きに動く動作のことであり、
　前記第一の運動の実行中に、前記第一の向きとは逆の第二の向きに動かされた絵柄の画
像を前記画像表示手段に表示することで、該絵柄が該第一の向きに動いていないように遊
技者に見せることが可能であり、
　前記画像表示手段が前記第一の運動を行う前の状態において、前記絵柄の一部（以下、
「第一の絵柄」という。）の画像は、該画像表示手段の表示領域内に収まらないように構
成されており、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第一の画像
が該画像表示手段の表示領域内に収まった第一の表示が行われる場合があり、
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　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われなか
った場合よりも該第一の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすく、
　前記画像表示手段の縁部には、構造体が設けられている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｚ２）
　付記ｚ１に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段の前記第一の運動によって、前記第一の絵柄の画像として第二の画像
が該画像表示手段の表示領域内に収まった第二の表示が行われる場合があり、
　前記第一の画像と前記第二の画像は別の画像であり、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第二の表示が行われなか
った場合よりも該第二の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態
様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｚ３）
　付記ｚ２に記載の遊技台であって、
　前記図柄表示手段による図柄変動表示の実行中において、前記第一の表示が行われた場
合よりも前記第二の表示が行われた場合の方が、該図柄変動表示の後で大当り図柄態様が
確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｚ４）
　付記ｚ１乃至ｚ３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、第二の運動を実行可能であり、
　前記第二の運動とは、前記第二の向きに動く動作のことであり、
　前記第二の運動の実行中に、前記第一の向きに動かされた絵柄の画像を前記画像表示手
段に表示することで、該絵柄が前記第二の向きに動いていないように遊技者に見せること
が可能である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｚ５）
　付記ｚ１乃至ｚ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の運動の実行中に、前記絵柄の動画像が表示される、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｚ６）
　付記ｚ１乃至ｚ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段（以下、「第二の画像表示手段」という。）とは別の第一の画像表示
手段を備え、
　前記第一の画像表示手段は、前記画像ディスプレイ（以下、「第二の画像ディスプレイ
」という。）とは別の第一の画像ディスプレイを含んで構成されており、
　前記第一の運動が行われる位置は、前記第一の画像表示手段の位置よりも遊技者に近い
位置である、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｚ７）
　付記ｚ６に記載の遊技台であって、
　前記第一の画像ディスプレイの高さと幅が異なり、
　前記第二の画像ディスプレイの高さと幅が異なる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記ｚ８）
　付記ｚ１乃至ｚ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、ぱちんこ機である、
ことを特徴とする遊技台。
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（付記ｚ９）
　付記ｚ１乃至ｚ７のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記遊技台は、スロットマシンである、
ことを特徴とする遊技台。
【４４８９】
（付記１ａ１）
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（以下、「複数種類の保留アイコン
」という。）を表示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（以下、「第一の保留アイコン」という。）であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（以下、「第二の保留アイコン」という。）であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（以下、「第三の保留アイコン」という。）であり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様とは、デフォルトの態様のことであり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出が行われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　前記第一の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第三の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第三の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　表示中に前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出も出現しなかった前記第二
の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種
類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方
が最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ａ２）
　付記１ａ１に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前に消去されるように構成されてい
る、
ことを特徴とする遊技台。
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（付記１ａ３）
　付記１ａ１または１ａ２に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出であり、
　前記第一の保留演出と前記第二の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ａ４）
　付記１ａ３に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様をした変動中アイコン（以下、「第二の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様をした変動中アイコン（以下、「第三の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変
動中アイコンが前記第三の変動中アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変
動中アイコンが他の種類の変動中アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ａ５）
　付記１ａ１乃至１ａ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（以下、「
複数の第二の保留アイコン」という。）が表示されている状態において、該複数の第二の
保留アイコンのうちの複数の第二の保留アイコンを対象とした演出が行われるように構成
されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ａ６）
　付記１ａ１乃至１ａ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第四の態様をした保
留アイコン（以下、「第四の保留アイコン」という。）であり、
　前記第一の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第二の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第三の態様と前記第四の態様は異なる態様であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第四の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第三の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示と、前記
第四の保留アイコンに対応する保留が消化されて開始される図柄変動表示では、最終的に
大当り図柄態様が確定表示されやすさが異なる、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ａ７）
　付記１ａ１乃至１ａ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（以下、「
球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
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構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【４４９０】
（付記１ｂ１）
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（以下、「複数種類の保留アイコン
」という。）を表示可能に構成されており、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（以下、「第二の保留アイコン」という。）であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（以下、「第三の保留アイコン」という。）であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出が行われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第三の保留アイコンに対
応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留演出の対象となり他の種類
の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ２）
　付記１ｂ１に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出よりも前記第二の保留演出の方が保留アイコンの態様の変化に成功
しやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ３）
　付記１ｂ１または１ｂ２に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前に消去されるように構成されてい
る、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ４）
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　付記１ｂ３に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様をした変動中アイコン（以下、「第二の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様をした変動中アイコン（以下、「第三の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変
動中アイコンが前記第三の変動中アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変
動中アイコンが他の種類の変動中アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ５）
　付記１ｂ１乃至１ｂ４のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（以下、「
複数の第二の保留アイコン」という。）が表示されている状態において、該複数の第二の
保留アイコンのうちの複数の第二の保留アイコンを対象とした演出が行われるように構成
されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ６）
　付記１ｂ乃至１ｂ５のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（以下、「第一の保留アイコン」という。）であり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第一の保留
アイコンが前記第二の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第一の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第一の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第一の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ７）
　付記１ｂ１乃至１ｂ６のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（以下、「
球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ８）
　図柄変動表示を実行可能な図柄表示手段と、
　保留数に応じた数の保留アイコンを表示可能な画像表示手段と、
を備えた遊技台であって、
　前記画像表示手段は、複数種類の前記保留アイコン（以下、「複数種類の保留アイコン
」という。）を表示可能に構成されており、
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　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第二の態様をした保
留アイコン（以下、「第二の保留アイコン」という。）であり、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第三の態様をした保
留アイコン（以下、「第三の保留アイコン」という。）であり、
　前記第二の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記画像表示手段において、保留アイコンの態様の変化に成功及び失敗のいずれかとな
る保留演出が行われる場合があり、
　前記画像表示手段において、複数種類の前記保留演出（以下、「複数種類の保留演出」
という。）のうちのいずれかが行われる場合があり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第一の保留演出であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第二の保留演出であり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第二の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第二の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留演出または前記第二の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに
変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第一の保留
演出または前記第二の保留演出の対象となり前記第二の保留アイコンが変化した前記第三
の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が、最終的に大当り図柄態様が確定表示され
やすく、
　前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化しなかった前記第二の
保留アイコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留演出の対象となり他の種類
の保留アイコンに変化しなかった前記第二の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が
、最終的に大当り図柄態様が確定表示されやすく、
　表示中に前記複数種類の保留演出のうちのいずれの保留演出も出現しなかった前記第二
の保留アイコンよりも、前記第一の保留演出の対象となり他の種類の保留アイコンに変化
しなかった前記第二の保留アイコンの方が、消化されるまでに再度保留演出の対象になり
やすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ９）
　付記１ｂ８に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出よりも前記第二の保留演出の方が保留アイコンの態様の変化に成功
しやすく、
　前記第一の保留演出の対象となり前記第二の保留アイコンが変化した前記第三の保留ア
イコンに対応する図柄変動表示よりも、前記第二の保留演出の対象となり前記第二の保留
アイコンが変化した前記第三の保留アイコンに対応する図柄変動表示の方が、最終的に大
当り図柄態様が確定表示されやすい、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ１０）
　付記１ｂ８または１ｂ９に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、保留アイコンとして変動中アイコンを表示可能に構成されており
、
　保留減少の際に、最も過去に出現した保留アイコンが前記変動中アイコンとして表示さ
れるように構成されており、
　前記変動中アイコンは、少なくとも保留減少よりも前に消去されるように構成されてい
る、
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ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ１１）
　付記１ｂ１０に記載の遊技台であって、
　前記画像表示手段は、前記第二の態様をした変動中アイコン（以下、「第二の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記画像表示手段は、前記第三の態様をした変動中アイコン（以下、「第三の変動中ア
イコン」という。）を表示可能であり、
　前記複数種類の保留演出のうちの一の保留演出は、第三の保留演出であり、
　前記第一の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の保留演出と前記第三の保留演出は別の保留演出であり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われると、該第二の変
動中アイコンが前記第三の変動中アイコンに変化する場合があり、
　前記第二の変動中アイコンを対象として前記第三の保留演出が行われても、該第二の変
動中アイコンが他の種類の変動中アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ１２）
　付記１ｂ８乃至１ｂ１１のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記第一の保留演出は、前記画像表示手段に複数の前記第二の保留アイコン（以下、「
複数の第二の保留アイコン」という。）が表示されている状態において、該複数の第二の
保留アイコンのうちの複数の第二の保留アイコンを対象とした演出が行われるように構成
されている、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ１３）
　付記１ｂ８乃至１ｂ１２のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　前記複数種類の保留アイコンのうちの一の種類の保留アイコンは、第一の態様をした保
留アイコン（以下、「第一の保留アイコン」という。）であり、
　前記第一の態様と前記第二の態様は異なる態様であり、
　前記第一の態様と前記第三の態様は異なる態様であり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われると、該第一の保留
アイコンが前記第二の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第一の保留演出が行われても、該第一の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われると、該第一の保留
アイコンが前記第三の保留アイコンに変化する場合があり、
　前記第一の保留アイコンを対象として前記第二の保留演出が行われても、該第一の保留
アイコンが他の種類の保留アイコンに変化しない場合がある、
ことを特徴とする遊技台。
（付記１ｂ１４）
　付記１ｂ８乃至１ｂ１３のいずれか一項に記載の遊技台であって、
　遊技球を貯留可能な球貯留手段を備え、
　前記画像表示手段は、前記球貯留手段から遊技球を排出することを促す表示（以下、「
球排出表示」という。）を表示可能な手段であり、
　前記球排出表示が表示されている状態において表示される前記複数種類の保留演出のう
ちの少なくとも一の保留演出が、該球排出表示にオーバーラップされる場合があるように
構成されている、
ことを特徴とする遊技台。
【符号の説明】
【４４９１】
１００　パチンコ機
１３６　チャンスボタン
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２０８　装飾図柄表示装置
２２４　演出可動体
２２６　一般入賞口
２２８、２２９　普図始動口
２３０　特図１始動口
２３２　特図２始動口
２３２ａ　羽根部材
２３４　可変入賞口
２３４ａ　扉部材
３００　主制御部
４００　第１副制御部
５００　第２副制御部
２０００　スロットマシン
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