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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域が設けられた遊技盤と、前記遊技領域から遊技球が入賞可能
な入賞口への遊技球の入賞が可能または容易となる開放状態および該入賞口への遊技球の
入賞が不能または困難になる閉成状態の間で開閉作動可能な開閉部材を備える入賞装置と
を有する遊技機において、
　前記入賞装置は、
　前記遊技領域に開口する前記入賞口が設けられると共に、該入賞口に入賞した遊技球が
流下する球通路を前後方向に延在するように画成する少なくとも一部が光透過性の本体と
、
　前記本体における前記球通路の左右両側に対向して設けられて該球通路に突出し、該球
通路における遊技球の流下方向に沿って延在するように形成されて遊技球を案内する光透
過性の第１案内部および第２案内部と、
　前記本体の外側に位置し、前記第１案内部および第２案内部に向けて光を照射して該第
１案内部および第２案内部を明輝させる発光手段とを備え、
　前記第１案内部の前部に、当接した遊技球を後側に向けて誘導する傾斜面が形成される
と共に、前記開閉部材の開放状態において前記入賞口の開口縁における該第１案内部が偏
る側の内側に位置するように開閉作動用の作動片が該開閉部材に設けられ、該作動片にお
ける該開閉部材の開放状態での前部に、当接した遊技球を後側に向けて誘導する傾斜面が
形成されて、該作動片の傾斜面は、該開閉部材の開放状態で斜め上側を向くよう構成され
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、
　前記第２案内部の前端部は、前記第１案内部における傾斜面より後側に位置すると共に
、該第２案内部における前記第１案内部と対向する側面の前部に、当接した遊技球を後側
に向けて誘導する傾斜面が、前記第１案内部の傾斜面の長さより長く形成され、
　前記開閉部材の開放状態において前記作動片の傾斜面は、該作動片の傾斜面に当接した
遊技球を前記球通路の幅方向中央側に下向きに誘導するように傾斜すると共に、前記第１
案内部の傾斜面は、該第１案内部の傾斜面に当接した遊技球を前記球通路の内底面に沿っ
て前記第２案内部の傾斜面に向けて誘導可能に傾斜するよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、入賞装置を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、前面に遊技領域が画成された遊技盤の略中央位置
に枠状の装飾体(所謂センター役物)が配設されると共に、複数の図柄を変動表示して図柄
変動演出を行う液晶式やドラム式等の図柄表示装置が遊技盤の裏側に配設されて、該図柄
表示装置の表示部を枠状装飾体の開口部に後方から臨ませて、該開口部を介して表示部で
実行される演出を前側から視認可能に構成されている。また遊技盤に、パチンコ球(遊技
球)の入賞により図柄表示装置での変動を開始させる始動入賞装置(入賞装置)や、大当り
遊技が付与された際に開放する特別入賞装置(入賞装置)を配設したものが多数提案されて
いる(例えば、特許文献１参照)。このようなパチンコ機では、前記始動入賞装置の始動入
賞口(入賞口)へのパチンコ球の入賞を契機として行われる当り判定に当選することで、図
柄表示装置に所定の当り表示(例えば同一図柄の三つ揃等)が表示され、その結果、遊技者
に有利な大当り遊技が付与される。このような大当り遊技では、特別入賞口(入賞口)を開
閉可能に閉鎖する前記特別入賞装置の開閉部材が適宜の開放パターンで開閉動作されて、
特別入賞口へのパチンコ球の入賞機会が与えられ、遊技者が賞球を獲得し得るようになっ
ている。
【０００３】
　また、前記パチンコ機では、入賞口を備えた入賞装置に照明装置を設け、入賞口が設け
られた装飾部材の光透過部を介して発光演出することで、演出効果の向上を図ることが行
われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３４２３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の入賞装置は、入賞口に入賞したパチンコ球を裏側へ案内する球通路から外
れた位置の装飾部材(光透過部)を照明装置で照らしているため、該球通路を流下するパチ
ンコ球の流下状況が見え難く、照明装置の発光演出による興趣の向上は限定的であった。
【０００６】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記問題に鑑み、これらを好適
に解決するべく提案されたものであって、発光手段によって興趣のある発光演出を行い得
る入賞装置を備えた遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
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　遊技球(P)が流下する遊技領域(23)が設けられた遊技盤(20)と、前記遊技領域(23)から
遊技球(P)が入賞可能な入賞口(38)への遊技球(P)の入賞が可能または容易となる開放状態
および該入賞口(38)への遊技球(P)の入賞が不能または困難になる閉成状態の間で開閉作
動可能な開閉部材(59)を備える入賞装置(29)とを有する遊技機において、
　前記入賞装置(29)は、
　前記遊技領域(23)に開口する前記入賞口(38)が設けられると共に、該入賞口(38)に入賞
した遊技球(P)が流下する球通路(62)を前後方向に延在するように画成する少なくとも一
部が光透過性の本体(36)と、
　前記本体(36)における前記球通路(62)の左右両側に対向して設けられて該球通路(62)に
突出し、該球通路(62)における遊技球(P)の流下方向に沿って延在するように形成されて
遊技球(P)を案内する光透過性の第１案内部(73)および第２案内部(74)と、
　前記本体(36)の外側に位置し、前記第１案内部(73)および第２案内部(74)に向けて光を
照射して該第１案内部(73)および第２案内部(74)を明輝させる発光手段(76a)とを備え、
　前記第１案内部(73)の前部に、当接した遊技球(P)を後側に向けて誘導する傾斜面(73c)
が形成されると共に、前記開閉部材(59)の開放状態において前記入賞口(38)の開口縁にお
ける該第１案内部(73)が偏る側の内側に位置するように開閉作動用の作動片(61)が該開閉
部材(59)に設けられ、該作動片(61)における該開閉部材(59)の開放状態での前部に、当接
した遊技球(P)を後側に向けて誘導する傾斜面(61b)が形成されて、該作動片(61)の傾斜面
(61b)は、該開閉部材(59)の開放状態で斜め上側を向くよう構成され、
　前記第２案内部(74)の前端部は、前記第１案内部(73)における傾斜面(73c)より後側に
位置すると共に、該第２案内部(74)における前記第１案内部(73)と対向する側面の前部に
、当接した遊技球を後側に向けて誘導する傾斜面(74b)が、前記第１案内部(73)の傾斜面(
73c)の長さより長く形成され、
　前記開閉部材(59)の開放状態において前記作動片(61)の傾斜面(61b)は、該作動片(61)
の傾斜面(61b)に当接した遊技球(P)を前記球通路(62)の幅方向中央側に下向きに誘導する
ように傾斜すると共に、前記第１案内部(73)の傾斜面(73c)は、該第１案内部(73)の傾斜
面(73c)に当接した遊技球(P)を前記球通路(62)の内底面に沿って前記第２案内部(74)の傾
斜面(74b)に向けて誘導可能に傾斜するよう構成されたことを要旨とする。
【０００８】
　請求項１に係る発明によれば、球通路において遊技球を案内する案内部によって球通路
を照明することができ、球通路内における遊技球の流下状況の視認性を高めて演出効果を
向上し得る。
　また、案内部による照明効果を高めると共に、発光する一対の案内部の間を遊技球が流
下する際の発光演出によって興趣を向上できる。
　更に、左右に対向する両案内部の傾斜面によって遊技球をスムーズに球通路の後側に誘
導することができ、球通路内での球詰りを好適に抑制し得る。
【００１０】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
　前記本体(36)における前記球通路(62)の底面を画成する底壁(49)に開設され、前記球通
路(62)を流下する遊技球(P)が落下する落下口(65a)と、
　前記本体(36)における前記球通路(62)の後面を画成する後壁(47)から球通路(62)に突出
して上下方向に延在するように形成され、前記球通路(62)を流下する遊技球(P)を前記落
下口(65a)に案内する光透過性の落下案内用の案内リブ(66)とを備え、
　前記落下案内用の案内リブ(66)は、前記発光手段(76a)からの光によって明輝するよう
構成されたことを要旨とする。
　この構成によれば、球通路を流下する遊技球で隠れていた落下案内用の案内リブが、該
遊技球が落下口から落下することで露出するので、遊技球の落下前と後とで明輝している
落下案内用の案内リブの見え方が変わり、興趣を向上し得る。
【００１１】
　本願には、次のような技術的思想が含まれている。
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　前記本体(36)に配設され、前記入賞口(38)への遊技球(P)の入賞が可能または容易とな
る開放状態と入賞口(38)への遊技球(P)の入賞が不能または困難になる閉成状態との間で
作動手段(68)により開閉作動される光透過性の開閉部材(59)を備え、
　前記案内部(73,74)の前端が前記開閉部材(59)の裏面に対向するよう構成されたことを
要旨とする。
　この構成によれば、閉成状態の開閉部材を裏側から照明して該開閉部材を明輝させるこ
とができ、入賞装置の発光演出による興趣を向上できる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る遊技機によれば、入賞装置で興趣のある発光演出を行い得る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す概略正面図である。
【図３】実施例に係る始動入賞装置を、始動用開閉部材を閉成状態で示す概略斜視図であ
る。
【図４】実施例に係る始動入賞装置を、始動用開閉部材を開放状態で示す要部概略斜視図
である。
【図５】実施例に係る始動入賞装置を分解して前側から見た概略斜視図である。
【図６】実施例に係る始動入賞装置を分解して後側から見た概略斜視図である。
【図７】実施例に係る始動入賞装置を、始動用開閉部材を閉成状態で示す縦断側面図であ
る。
【図８】実施例に係る始動入賞装置を、始動用開閉部材を開放状態で示す縦断側面図であ
る。
【図９】実施例に係る始動入賞装置の縦断正面図である。
【図１０】実施例に係る始動入賞装置を、始動用開閉部材を開放状態で示す横断平面図で
ある。
【図１１】実施例に係る始動入賞装置を、筒状部材の配設位置で横断して示す底面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いて遊技を行うパチ
ンコ機を例に挙げて説明する。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「
右」とは、特に断りのない限り、図１に示すようにパチンコ機を前側(遊技者側)から見た
状態で指称する。
【実施例】
【００１５】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤２０を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱
可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、複数種類の図柄を変動表示可能な表示装
置(演出手段)１７が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の前面側には、前記
遊技盤２０を透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成された透視保護板１３
ｂで前後に開口する窓部１３ａを覆うよう構成された前枠１３が開閉可能に組み付けられ
ると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球Ｐを貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組み
付けられる。なお、実施例では、前記前枠１３の下部位置に、パチンコ球Ｐを貯留する上
球受け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１４
も一体的に開閉するよう構成される。なお、実施例では、前記表示装置１７としては、各
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種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用されるが、こ
れに限られるものではなく、ドラム式の表示装置やドットマトリックス式の表示装置等の
各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の表示装置を採用し得る。
【００１６】
　図１に示す如く、前記前枠１３には、窓部１３ａを囲繞するようランプ装置(発光手段)
１８が配設されると共に、前枠１３の上部位置に、音声や効果音を出力可能なスピーカ(
音出力手段)１９が配設されている。そして、ランプ装置１８に設けられたＬＥＤ等の発
光体(図示せず)を点灯・点滅したり、前記スピーカ１９から適宜の音声を出力することで
、前記表示装置１７で行われる各種の表示演出(図柄変動演出)に合わせて光による演出や
音による演出を行い得るよう構成されている。すなわち、前記ランプ装置１８やスピーカ
１９は、表示装置１７と同様に演出手段としての機能を有している。また、前記上球受け
皿１４は、前記前枠１３と別体に形成して中枠１２に対して開閉可能に組み付けるように
してもよい。
【００１７】
　また、前記前枠１３の右下方位置には、前記中枠１２に配設された打球発射装置(図示
せず)を作動する変更操作手段としての操作ハンドル１６が設けられている。前記操作ハ
ンドル１６は、左回転方向に付勢された操作レバー１６ａを備えており、該操作レバー１
６ａを右回転するよう遊技者が回動操作することで前記打球発射装置が作動されて、前記
上球受け皿１４に貯留されたパチンコ球Ｐが前記遊技盤２０に向けて発射されるようにな
っている。ここで、前記操作レバー１６ａの回動量に応じて前記打球発射装置によるパチ
ンコ球Ｐの打出し力(打球力)が強弱変化するよう構成されており、遊技者が操作レバー１
６ａの回動量を操作することで、前記遊技盤２０に形成された第１球流下領域２３ａ(後
述)をパチンコ球Ｐが流下する所謂「左打ち」(第１打出し状態)と、該遊技盤２０に形成
された第２球流下領域２３ｂ(後述)をパチンコ球Ｐが流下する所謂「右打ち(ゴム打ち)」
(第１打出し状態よりも強い打出し力の第２打出し状態)とを打ち分け得るようになってい
る。
【００１８】
(遊技盤２０について)
　実施例の前記遊技盤２０は、アクリルやポリカーボネート等の光透過性の合成樹脂材か
ら所定板厚の略矩形状に形成された平板状の透明板(遊技領域形成部材)であって、該遊技
盤２０の裏側に前記表示装置１７が着脱自在に組み付けられている。遊技盤２０の前側に
は、図２に示す如く、前面(盤面)に配設された略円形状の案内レール２１によりパチンコ
球Ｐが流下可能(移動可能)な遊技領域２３が画成されて、前記打球発射装置から発射され
たパチンコ球Ｐが当該遊技領域２３内に打ち出されることで遊技が行われるようになって
いる。また、遊技盤２０には、該遊技盤２０との間に収容空間を画成する設置部材(図示
せず)が配設されており、収容空間には、発光により演出を行う発光演出装置や、可動体
の動作により演出を行う可動演出装置等の各種装置が設置されている。そして、発光演出
装置や可動演出装置は、前記表示装置１７で行われる各種の表示演出(図柄変動演出)に合
わせて発光演出や可動体の動作演出を行い得るよう構成されており、該発光演出装置およ
び可動演出装置についても、表示装置１７と同様に演出手段としての機能を有している。
なお、前記表示装置１７は、設置部材の裏側に取り付けられて、後述するように設置部材
に設けた開口部(可視部)および枠状装飾体２４(後述)の開口部２４ａを介して遊技盤２０
の前側から視認可能に臨むよう構成される。なお、遊技盤２０は、ベニヤ材や合成樹脂材
等の非光透過性の板部材の表面に装飾シール等を貼付したものであってもよい。
【００１９】
　前記遊技盤２０には、前後に貫通する装着口(図示せず)が前記遊技領域２３内に複数開
設されて、各装着口に対して各種の遊技盤設置部品(具体的には後述する枠状装飾体２４
、始動入賞装置２９、特別入賞装置３０、ゲート部３１等)が前側から取り付けられると
共に、遊技領域２３の最下部位置には、該遊技領域２３に打ち出されたパチンコ球Ｐを排
出するアウト口２８が開設されており、遊技領域２３に打ち出されてアウト口２８に入球
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したパチンコ球Ｐが機外に排出されるよう構成される。また、前記遊技盤２０には、前記
遊技領域２３内に多数の遊技釘３２が設けられると共に、後述する枠状装飾体２４の左側
方に、遊技領域２３(第１球流下領域２３ａ)を流下するパチンコ球Ｐの接触に伴って回転
する回転案内部材３３が回転自在に支持されており、遊技釘３２や回転案内部材３３との
接触によりパチンコ球Ｐの流下方向が不規則に変化するよう構成されている。前記回転案
内部材３３は、所謂「風車」とも称される部材であって、該回転案内部材３３の回転に伴
ってパチンコ球Ｐを弾くように左右方向へ放出する部材である。なお、前記装着口の形成
数は、遊技盤２０に対して取り付けられる各種遊技構成部品の個数や配設位置等により必
要に応じて適宜決定される。
【００２０】
　実施例の前記遊技盤２０には、図２に示す如く、前記案内レール２１で囲まれた遊技領
域２３の略中央の大部分が開口する装着口に、前後に開口する開口部２４ａが形成された
枠状装飾体２４が取り付けられ、該枠状装飾体２４の開口部２４ａを介して表示装置１７
の表示部１７ａが遊技盤２０の前面側に臨むよう構成されている。前記設置部材は、前記
遊技盤２０の外郭形状より僅かに小さな形状に形成された略矩形状の背面板と、該背面板
の外周縁部から前方に突出する画壁部とから前方に開口した箱状に形成されて、該画壁部
の開口前端部を遊技盤２０の裏面に当接させた状態で、当該遊技盤２０と設置部材とがネ
ジにより固定される。また、前記設置部材の背面板には、前記枠状装飾体２４の開口部２
４ａと前後に整列する位置に、略矩形状の開口部が前後に開口するよう開設されると共に
、該背面板の裏側に前記表示装置１７が着脱自在に取り付けられて、該開口部を介して表
示装置１７の表示部１７ａが遊技盤２０の前側に臨むようになっている。
【００２１】
(枠状装飾体２４について)
　前記遊技盤２０に配設される前記枠状装飾体２４は、図２に示す如く、前記遊技盤２０
に開設された前記装着口の内側に沿って延在する環状に形成された枠状基部(図示せず)と
、該枠状基部に設けられて前記遊技盤２０の前面より前方に突出し、前記遊技領域２３と
表示装置１７の表示部１７ａを区切って該遊技領域２３の内周を画成する庇状部２４ｂと
、該庇状部２４ｂの後縁から外方に延出する薄板状の台板部２４ｃとを備える。そして、
前記枠状基部を装着口に挿入すると共に台板部２４ｃを遊技盤２０の前面に当接した状態
で、該台板部２４ｃをネジ等の固定手段で遊技盤２０に固定することで、枠状装飾体２４
が遊技盤２０に取り付けられる。ここで、前記庇状部２４ｂは、図２に示す如く、前記枠
状装飾体２４(枠状基部)の左側縁の略中間位置から上縁および右下縁に亘って連続して延
在するように設けられており、開口部２４ａ側、すなわち表示装置１７における表示部１
７ａの前面側を横切ってパチンコ球Ｐが流下(落下)するのを規制している。
【００２２】
　前記枠状装飾体２４には、図２に示す如く、前記開口部２４ａの下側に、ステージ２６
が設けられると共に、開口部２４ａの左側に、遊技領域２３(第１球流下領域２３ａ)に開
口して該遊技領域２３を流下するパチンコ球Ｐを取り込んでステージ２６に案内する球導
入部２７が設けられ、該球導入部２７からステージ２６に通出されたパチンコ球Ｐは、ス
テージ２６上を左右に転動した後に、後述する始動入賞装置２９が配設されている遊技領
域２３に排出される。またステージ２６の後端縁には、左右方向の全長に亘って上側に向
けて所定高さで立上がる透明壁２５が設けられ、ステージ２６上を転動するパチンコ球Ｐ
が表示装置１７の表示部１７ａ側に移動するのを該透明壁２５で防止している。
【００２３】
　前記遊技盤２０に画成された遊技領域２３は、前記枠状装飾体２４における庇状部２４
ｂの左側方をパチンコ球Ｐが流下する第１球流下領域２３ａと、該枠状装飾体２４におけ
る庇状部２４ｂの上方から右側方をパチンコ球Ｐが流下する第２球流下領域２３ｂとに区
画されている。これにより、操作ハンドル１６の操作レバー１６ａを回動操作して打球力
を調節することで、遊技領域２３に打ち出されたパチンコ球Ｐが第１球流下領域２３ａを
流下する遊技形態(左打ち)および当該パチンコ球Ｐが第２球流下領域２３ｂを流下する遊
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技形態(右打ち)の何れかを遊技者が任意に選択し得るようになっている。
【００２４】
　前記遊技盤２０には、枠状装飾体２４の下方に開設された装着口に、遊技領域２３(第
１球流下領域２３ａ,第２球流下領域２３ｂ)を流下するパチンコ球Ｐが入賞可能な始動入
賞口３７,３８を有する始動入賞装置(入賞装置)２９が取り付けられている。また、始動
入賞装置２９の右方に開設された装着口に、遊技領域２３(第２球流下領域２３ｂ)を流下
するパチンコ球Ｐが入賞可能な特別入賞口(入賞口)３０ａを有する特別入賞装置(入賞装
置)３０が取り付けられている。また、枠状装飾体２４の右方に開設された装着口に、遊
技領域２３(第２球流下領域２３ｂを流下するパチンコ球Ｐが通過可能なゲート部３１が
取り付けられている。更に、始動入賞装置２９の左方および右方に開設された装着口に、
遊技領域２３(第１球流下領域２３ａ)を流下するパチンコ球Ｐが入賞可能な普通入賞口３
４ａを有する普通入賞部３４が取り付けられている。実施例では、始動入賞装置２９の左
方に３つの普通入賞部３４が取り付けられると共に、始動入賞装置２９の右方に１つの普
通入賞部３４が取り付けられている。そして、図２に示すように始動入賞装置２９、特別
入賞装置３０、ゲート部３１を配置した盤面構成では、前記第１球流下領域２３ａをパチ
ンコ球Ｐが流下する場合(左打ちした場合)に、パチンコ球Ｐが第２球流下領域２３ｂを流
下する場合に較べて始動入賞装置２９の始動入賞口３７,３８にパチンコ球Ｐが入球(入賞
)する可能性が高くなるよう構成されると共に、該第２球流下領域２３ｂをパチンコ球Ｐ
が流下する場合(右打ちの場合)に、パチンコ球Ｐが第１球流下領域２３ａを流下する場合
に較べてゲート部３１および特別入賞装置３０の特別入賞口３０ａへパチンコ球Ｐが入球
(入賞)する可能性が高くなる。
【００２５】
(始動入賞装置２９について)
　前記枠状装飾体２４の下方位置に取り付けられた前記始動入賞装置２９は、前記第１球
流下領域２３ａと第２球流下領域２３ｂとが合流する合流部に位置して、該始動入賞装置
２９に設けられた始動入賞口３７,３８には両球流下領域２３ａ,２３ｂを流下するパチン
コ球Ｐが入賞可能に構成されている。なお、始動入賞装置２９の具体的構成については後
述し、ここでは始動入賞装置２９の遊技制御に関連する概略構成について説明する。
【００２６】
　前記始動入賞装置２９は、始動入賞口３７,３８に入賞したパチンコ球Ｐを検出する入
賞検出手段としての始動入賞検出センサ６７が設けられている。前記始動入賞検出センサ
６７は、パチンコ機裏側に配設された図示しない制御手段に配線接続されている。そして
、始動入賞検出センサ６７からの検出信号が制御手段に入力されることを賞球の払出条件
として、該制御手段が賞球の払い出しを決定するようになっている。また、始動入賞検出
センサ６７によるパチンコ球Ｐの検出(すなわち始動入賞口３７,３８へのパチンコ球Ｐの
入賞)を遊技の開始条件(遊技開始条件)として、前記制御手段が各種入賞情報(当り判定用
乱数等の遊技情報)を取得して、この取得した入賞情報に基づいて大当り抽選(大当り判定
)が行われるよう構成されている。そして、大当り抽選の結果に基づいて前記表示装置１
７において図柄変動演出が実行されるようになっている。また、前記表示装置１７での図
柄変動演出の結果、該表示装置１７に所定の大当り表示(予め定められた特定表示)となる
組み合わせ(例えば同一飾図の３つ揃い等)で図柄が確定停止表示されることで、遊技者に
有利な大当り遊技(当り遊技)が付与され、大当り遊技の発生に伴って特別入賞装置３０の
特別入賞口３０ａを所定の開放条件で開放する大当り遊技が行われて、遊技者が賞球を獲
得し得る機会が与えられるよう構成されている。
【００２７】
(特別入賞装置３０について)
　前記特別入賞装置(入賞装置)３０は、遊技領域２３(第２球流下領域２３ｂ)に開口する
特別入賞口(入賞口)３０ａを開閉自在に閉成する特別用開閉部材(開閉部材)３０ｂを備え
ており、駆動手段としての特別入賞ソレノイド(図示せず)の駆動に伴って特別用開閉部材
３０ｂが閉鎖する閉鎖位置と開放する開放位置に変位するよう構成されている。また、前
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記特別入賞装置３０には、前記特別入賞口３０ａに入賞したパチンコ球Ｐを検出する特別
入賞検出手段としての特別入賞検出センサ(図示せず)が設けられている。特別入賞検出セ
ンサは、前記制御手段に配線接続されており、特別入賞検出センサからの検出信号が制御
手段に入力されることを賞球の払出条件として、該制御手段が賞球の払い出しを決定する
ようになっている。ここで、前記特別入賞ソレノイドは、前記始動入賞口３７,３８への
パチンコ球Ｐの入賞を契機として特別入賞口３０ａを開閉する大当り遊技が付与される場
合(大当り判定の結果が肯定の場合)に、前記表示装置１７による図柄変動演出の終了後に
制御手段によって駆動制御される。
【００２８】
(ゲート部３１について)
　前記ゲート部３１には、該ゲート部３１をパチンコ球Ｐが通過したことを検出するゲー
トセンサ(図示せず)が配設される。ゲートセンサは、前記制御手段に配線接続されており
、該ゲートセンサから制御手段への球検出信号の入力、すなわちゲートセンサのパチンコ
球Ｐの検出(ゲート部３１のパチンコ球Ｐの通過)に伴って各種通過検出情報(乱数等の遊
技情報)が取得され、この取得した遊技情報に基づいて普図当り抽選(普図当り判定)が行
われるよう構成されている。そして、この普図当り抽選の結果に応じて前記始動入賞装置
２９に設けられた後述する始動入賞ソレノイド６９が駆動制御されて始動用開閉部材５９
が開閉動作するようになっている。
【００２９】
(普通入賞部３４について)
　前記普通入賞部３４は、パチンコ球Ｐが入賞可能な普通入賞口３４ａが上方に常時開口
するように前記遊技盤２０に設けられており、遊技領域２３を流下するパチンコ球Ｐが一
定の確率で普通入賞口３４ａに入賞し得るようになっている。普通入賞部３４は、普通入
賞口３４ａに入賞したパチンコ球Ｐを検出する入賞検出手段としての普通入賞検出センサ
(図示せず)が設けられている。前記普通入賞検出センサは、前記制御手段に配線接続され
ており、普通入賞検出センサからの検出信号が制御手段に入力されることを賞球の払出条
件として、該制御手段が賞球の払い出しを決定するようになっている。
【００３０】
　ここで、実施例のパチンコ機１０では、遊技が行われる遊技状態として３つの状態が設
定されている。すなわち、パチンコ機１０において通常行われる通常状態と、該通常状態
に較べて大当りの発生確率が高く、かつ後述する第２始動入賞口３８への入賞確率が高く
設定された確変状態と、通常状態に較べて大当りの発生確率が同等で、かつ普図当り抽選
での普図当りとなる確率が高く設定された変短状態が設定されている。そして、前記始動
入賞装置２９に設けられた始動入賞口３７,３８へパチンコ球Ｐが入賞した際に、前記遊
技状態を変更するか否かが前記制御手段で決定される。
【００３１】
　前記特別入賞装置３０およびゲート部３１の夫々を、前記第２球流下領域２３ｂに配置
した実施例のパチンコ機１０では、パチンコ球Ｐが第１球流下領域２３ａを流下する場合
に較べて、前記第２球流下領域２３ｂを流下する場合の方が、特別入賞装置３０およびゲ
ート部３１に入球し易くなっている。従って、実施例のパチンコ機１０は、大当り遊技が
付与された状態、遊技状態が確変状態または変短状態となった場合(特定条件が成立した
場合)に、パチンコ球Ｐを第２球流下領域２３ｂへ打ち出す「右打ち(第２打出し状態)」
を実施し、特定条件が不成立の場合(すなわち、遊技状態が通常状態の場合)には、パチン
コ球Ｐを第１球流下領域２３ａへ打ち出す「左打ち(第１打出し状態)」を実施することで
、所定の遊技が行われるよう構成されている。このように、遊技者が遊技状態(特定条件
の成立・不成立)に応じて前記操作ハンドル１６を操作してパチンコ球Ｐの打ち出し位置
を変更するよう構成することで、遊技者に能動的な遊技参加を促し、遊技の興趣を高める
ようになっている。
【００３２】
(始動入賞装置２９の具体的構成について)
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　前記始動入賞装置２９は、遊技盤２０に取り付けられる本体３６に、前記遊技領域２３
に開口して該遊技領域２３からパチンコ球Ｐが入賞可能な始動入賞口(入賞口)３７,３８
が設けられている。実施例の始動入賞装置２９では、本体３６に２つの始動入賞口３７,
３８が上下の関係で設けられており、上側の始動入賞口３７を第１始動入賞口(第１入賞
口)３７と指称し、下側の始動入賞口３８を第２始動入賞口(第２入賞口)３８と指称して
区別する場合がある。
【００３３】
　前記本体３６は、図３,図５～図７等に示す如く、前記遊技盤２０に取り付けられる前
部材３９と、該前部材３９の後側に着脱自在に取り付けられる後部材４０とを備える。前
部材３９は、板状の取着部４１と、該取着部４１の裏面から後側に延在する通路形成部４
２とを備え、該通路形成部４２の後側に後部材４０を取り付けた状態で、該後部材４０お
よび通路形成部４２によって前記各始動入賞口３７,３８に入賞したパチンコ球Ｐを流下
させる後述する球通路５６,６２が画成される。そして、前部材３９の通路形成部４２お
よび後部材４０を遊技盤２０の装着口に前側から挿入すると共に取着部４１を遊技盤２０
の前面に当接した状態で、該取着部４１をネジ等の固定手段で遊技盤２０に固定すること
で、始動入賞装置２９が遊技盤２０に取り付けられる。前記前部材３９および後部材４０
は、全体が光透過性に構成されている。すなわち、始動入賞装置２９の本体３６は、全体
が光透過性に構成されている。なお、前部材３９は、有色の光透過性に構成されるのに対
し、後部材４０は透明に構成されており、前部材３９に対して後部材４０の光透過率が高
く設定されている。
【００３４】
　前記前部材３９の通路形成部４２は、図６に示す如く、前記取着部４１から後側に延在
する上下左右の壁(周壁)４３,４４,４５,４６によって内部空間を後方に開口するように
形成されると共に、前記後部材４０は、図５に示す如く、本体３６の後面を構成する後壁
４７から前側に延在する上下左右の壁(周壁)４８,４９,５０,５１によって内部空間を前
方に開口するように形成されており、通路形成部４２の後側に後部材４０を各対応する壁
４３,４４,４５,４６,４８,４９,５０,５１同士を対向当接するように取り付けることで
、内部に後述する第２球通路６２および配線用空間５５が上下に区画された状態で画成さ
れるようになっている。すなわち、前部材３９および後部材４０の各４３,４４,４５,４
６,４８,４９,５０,５１が、本体３６において内部に通路６２や空間５５を画成する周壁
となっている。前部材３９の上下左右の壁４３,４４,４５,４６について、前上壁４３、
前底壁４４、前左側壁４５、前右側壁４６と指称すると共に、後部材４０の上下左右の壁
４８,４９,５０,５１について、後上壁４８、後底壁４９、後左側壁５０、後右側壁５１
と指称する場合がある。なお、後部材４０における後右側壁５１(一方の側壁)は、上下方
向の途中において左右方向に屈曲されて、該屈曲部より上側の上側壁部５１ａより下側の
下側壁部５１ｂが所定長さだけ左側に変位すると共に(図５参照)、該下側壁部５１ｂに対
応するように前記通路形成部４２には内側壁４２ａが取着部４１から後側に延在するよう
に設けられており、該内側壁４２ａと下側壁部５１ｂとによって第２球通路６２の右側部
が画成されるようになっている(図１０参照)。
【００３５】
(第１始動入賞口３７の関連構成)
　前記前部材３９における取着部４１の上部前面に、後方に開口する箱状の入賞口画成部
材５２が配設されると共に、該入賞口画成部材５２の上部中央には下側に凹む凹部５２ａ
が形成されて、前記遊技領域２３を流下するパチンコ球Ｐが凹部５２ａに受け入れ可能に
構成されている。また、取着部４１には、図７,図８に示す如く、入賞口画成部材５２に
おける凹部５２ａの後開口に整合する位置に切欠部４１ａが形成されており、凹部５２ａ
に受け入れたパチンコ球Ｐが切欠部４１ａを介して取着部４１の裏側に通出可能に構成さ
れている。すなわち、実施例の始動入賞装置２９は、取着部４１の切欠部４１ａと入賞口
画成部材５２の凹部５２ａとによって、遊技領域２３に臨んで上方に開口する第１始動入
賞口３７が形成されており、該第１始動入賞口３７に入賞したパチンコ球Ｐが、前記本体
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３６に形成された後述する第１球通路５６を流下するよう構成される。また、第１始動入
賞口３７は、前記遊技領域２３内で開口する常時開放タイプの入賞口であって、該第１始
動入賞口３７は、遊技領域２３を流下するパチンコ球Ｐが常時一定の確率で入賞可能に構
成されている。
【００３６】
　前記入賞口画成部材５２を構成する前壁５２ｂには、図５,図７に示す如く、前後方向
に貫通する複数の通孔５２ｃが形成されると共に、該前壁５２ｂの前面に、通孔５２ｃを
覆う光透過性の装飾部品５３が配設されている。また、入賞口画成部材５２の内部に第１
発光基板５４が収容配置されると共に、該第１発光基板５４の前面には、各通孔５２ｃと
対応する位置の夫々に発光手段としての第１ＬＥＤ５４ａが実装されている。すなわち、
第１ＬＥＤ５４ａを発光して装飾部品５３を裏側から照明することで該装飾部品５３が明
輝し、第１始動入賞口３７を目立たせる発光演出を実行可能になっている。
【００３７】
　前記前部材３９の取着部４１には、入賞口画成部材５２の後開口に臨む位置にコネクタ
用通孔４１ｂが前後方向に貫通するように形成されており、該コネクタ用通孔４１ｂを介
して第１発光基板５４の裏面に設けられたコネクタ５４ｂが取着部４１の裏側に突出する
よう構成される(図７,図８参照)。また、前記後部材４０の後壁４７には、図７に示す如
く、前部材３９のコネクタ用通孔４１ｂと対応する後方位置において前後方向に貫通する
配線用通孔４７ａが形成されている。また、前部材３９の通路形成部４２には、コネクタ
用通孔４１ｂの下端縁から後側に延出する前配線用画壁４２ｂが形成されると共に、後部
材４０の後壁４７には、該前配線用画壁４２ｂと前後方向に整列する位置に前側に向けて
延出するように後配線用画壁４７ｂが形成されており、前配線用画壁４２ｂの後端と後配
線用画壁４７ｂの前端とが当接している。すなわち、本体３６の内部には、前記コネクタ
５４ｂに接続する配線(図示せず)を引き回すための配線用空間５５が画成されており、コ
ネクタ５４ｂに接続する配線は、配線用空間５５を引き回された後に後壁４７の配線用通
孔４７ａから本体外部に引き出されるよう構成される。前記配線用空間５５は、後述する
第１球通路５６および第２球通路６２とは区画されており、該配線用空間５５を引き回さ
れる配線が各球通路５６,６２に突出する等してパチンコ球Ｐの流下の妨げとならないよ
うになっている。
【００３８】
　前記本体３６には前記第１始動入賞口３７に入賞したパチンコ球Ｐを後側に流下させる
第１球通路(球通路)５６が形成されている。この第１球通路５６は、図３,図７,図８に示
す如く、上方が開放した樋状に形成された部位であって、第１球通路５６は、取着部４１
の後面から所定長さだけ前後方向に直線的に延在した後に左側に向けて折曲し、該第１球
通路５６は本体３６の左側端部で開口するよう形成されている。すなわち、第１始動入賞
口３７に入賞したパチンコ球Ｐは、第１球通路５６を前側から後側に流下して終端部にお
いて本体３６の左側方へ排出される。そして、第１球通路５６から排出されたパチンコ球
Ｐが、図示しない第１始動入賞検出センサで検出されるようになっている。実施例では、
前部材３９における取着部４１から後側に延出する前記通路形成部４２の前上壁４３の上
側に第１球通路５６の直線的に延在する前半部分が形成されると共に、前記後部材４０の
後上壁４８の上側に第１球通路５６の左側方に開口するまでの後半部が形成されている。
【００３９】
(第２始動入賞口３８の関連構成)
　前記第２始動入賞口３８は、前記取着部４１における前記入賞口画成部材５２の下方位
置において、該取着部４１の幅方向の中央で前後方向に貫通するように形成されている。
また、取着部４１の前面には、図３,図４に示す如く、第２始動入賞口３８を挟む左右位
置にガイド部５７が夫々前方に突出して設けられている。なお、両ガイド部５７,５７は
、前端部において板状の連結部５８によって連結されている。各ガイド部５７は、後方に
開口する角筒状に形成された光透過性の部材であって、後述する第３ＬＥＤ７６ｂからの
光によって明輝されて、第２始動入賞口３８の周囲を発光演出によって目立たせ得るよう
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構成されている。また、ガイド部５７の内面には光拡散処理が施されており、ガイド部５
７の全体を第３ＬＥＤ７６ｂからの光によって明輝させ得るようになっている。なお、実
施例の始動入賞装置２９では、第２始動入賞口３８の左右方向の開口寸法をパチンコ球Ｐ
の直径の２倍以上に設定して、後述する始動用開閉部材５９の開放状態において遊技者に
第２始動入賞口３８にパチンコ球Ｐが入り易いように見せ得るように構成されている。
【００４０】
　前記一対のガイド部５７,５７は、第２始動入賞口３８を挟んで左右対称な形状に形成
されている。各ガイド部５７の上面は、第２始動入賞口３８側へ下方傾斜するように形成
されて、各ガイド部５７の上面で遊技領域２３(第１球流下領域２３ａ、第２球流下領域
２３ｂ)を流下するパチンコ球Ｐを第２始動入賞口３８へ向けて案内し得るようになって
いる。ガイド部５７における上面の形状を更に詳しく述べれば、該上面は、他方のガイド
部５７に向かうにつれて下方傾斜すると共に、前側から後側に向けて下方傾斜するように
形成されている。すなわち、左側のガイド部５７の上面に乗ったパチンコ球Ｐは、右側へ
移動しつつ後側へ移動することで、第２始動入賞口３８へ向けて案内され、右側のガイド
部５７の上面に乗ったパチンコ球Ｐは、左側へ移動しつつ後側へ移動することで、第２始
動入賞口３８へ向けて案内される。
【００４１】
　前記各ガイド部５７の上面と前記入賞口画成部材５２の下面との離間間隔は、パチンコ
球Ｐが通過可能な寸法に設定されているが、パチンコ球Ｐの直径の２倍よりは小さな寸法
に設定されている。すなわち、ガイド部５７と入賞口画成部材５２との間をパチンコ球Ｐ
が無理なく通過できると共に２個以上のパチンコ球Ｐが上下に重なった状態では通過でき
ないようにして、ガイド部５７と入賞口画成部材５２との間でパチンコ球Ｐが詰まってし
まったり、一度に複数のパチンコ球Ｐが第２始動入賞口３８に案内されることで該第２始
動入賞口３８での球詰まりが発生するのを防止し得るようになっている。また、一対のガ
イド部５７,５７を連結する前記連結部５８の後面と前記取着部４１の前面との離間間隔
は、パチンコ球Ｐが通過可能な寸法に設定されており、後述する始動用開閉部材５９の閉
成状態(図３,図７)で各ガイド部５７,５７で案内されるパチンコ球Ｐは両ガイド部５７,
５７の間を通過するよう構成される。
【００４２】
(始動用開閉部材５９について)
　前記本体３６(具体的には前部材３９)には、前記第２始動入賞口３８を開閉自在に閉成
する始動用開閉部材(開閉部材)５９が配設されている。この始動用開閉部材５９は、図３
に示す如く、第２始動入賞口３８の開口形状に略合致する矩形形状に形成され、左右両側
面から突出するように設けた支軸６０,６０(図５,図６参照)を介して本体３６における前
部材３９に傾動可能に支持されている。なお、始動用開閉部材５９については、特に断り
のない限り、第２始動入賞口３８を閉成する閉成状態(閉成姿勢)を基準として上下方向お
よび前後方向を指称するものとする。前記支軸６０,６０は、始動用開閉部材５９の下端
部に設けられて、該支軸６０,６０を支点として始動用開閉部材５９は上端側が前後方向
に傾動するよう構成される。そして、始動用開閉部材５９は、第２始動入賞口３８へのパ
チンコ球Ｐの入賞が可能または容易となる開放状態(図４,図８参照)と、第２始動入賞口
３８へのパチンコ球Ｐの入賞が不能または困難になる閉成状態(図３,図７参照)との間で
後述する作動手段６８により開閉作動されるよう構成される。具体的には、始動用開閉部
材５９は、開放状態では第２始動入賞口３８に整合して該第２始動入賞口３８を閉成する
略垂直姿勢(図７)となり、開放状態では第２始動入賞口３８から上端部が前方へ離間して
該第２始動入賞口３８を開放した前傾姿勢(図８)となる。すなわち、第２始動入賞口３８
は、前記普図当り抽選(普図当り判定)の結果に応じた開放条件および閉成条件に従って始
動用開閉部材５９により開閉される開閉型の入賞口とされている。
【００４３】
　前記始動用開閉部材５９は、閉成状態(略垂直姿勢)において、上端部が第２始動入賞口
３８の上部開口縁を画成する取着部４１の前面に凹設された段部４１ｃに収容された状態
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で当接して(図７参照)、第２始動入賞口３８の閉成状態が保持される。そして、始動用開
閉部材５９の前面は、閉成状態(略垂直姿勢)において取着部４１の前面と略面一また僅か
に後側に位置するよう設定されて、始動用開閉部材５９の閉成状態において前記ガイド部
５７で案内されたパチンコ球Ｐが該始動用開閉部材５９の側面に衝突しないよう構成され
る。また、始動用開閉部材５９は、光透過性に構成されて、後述する第２ＬＥＤ７６ａか
らの光によって明輝して閉成状態において第２始動入賞口３８の前側(第２始動入賞口３
８の開口内側)を発光演出により目立たせ得るよう構成される。
【００４４】
　前記始動用開閉部材５９の裏面下端部の左右両端に、後側に突出する案内部５９ａが形
成されている。この案内部５９ａは、図４および図１０に示す如く、始動用開閉部材５９
の開放状態において上側に突出し、該開放状態の始動用開閉部材５９の上面(裏面)を後側
に向けて移動するパチンコ球Ｐを、該案内部５９ａによって後述する第２球通路６２の幅
方向の中央に寄せるようになっている。また、始動用開閉部材５９における左右方向の一
方の側部に、後側に向けて突出する作動片６１が設けられると共に、該作動片６１の突出
端部には外側方に延出する係合部６１ａが設けられている(図６参照)。実施例の始動入賞
装置２９では、図１０に示す如く、始動用開閉部材５９の左側部に作動片６１が設けられ
ている。この作動片６１は、始動用開閉部材５９の開放状態において、第２始動入賞口３
８における左開口縁より内側(左右方向の一方の側)に位置し、該第２始動入賞口３８に入
賞するパチンコ球Ｐが接触可能に構成されている。すなわち、左右方向の開口寸法をパチ
ンコ球Ｐの直径の２倍以上に設定した第２始動入賞口３８に対し、始動用開閉部材５９の
開放状態において作動片６１を第２始動入賞口３８における左開口縁より内側に位置させ
ることで、２つのパチンコ球Ｐが左右に並んだ状態で第２始動入賞口３８に入賞するのを
規制するようになっている。また、作動片６１には、始動用開閉部材５９の開放状態での
前部に、当接したパチンコ球Ｐを後側に向けて誘導する傾斜面６１ｂが形成されている。
具体的には、作動片６１の傾斜面６１ｂは、始動用開閉部材５９の開放状態において前側
から後側に向かうにつれて右方向に変位するよう形成されて、該傾斜面６１ｂに当接した
パチンコ球Ｐを斜め右後方(第２球通路６２の幅方向の中央側)に向けて誘導し得るように
なっている。
【００４５】
(第２球通路６２について)
　前記本体３６には、前記第２始動入賞口３８に入賞したパチンコ球Ｐが後側に向けて流
下する第２球通路(球通路)６２が、前後方向に延在するように設けられている。第２球通
路６２は、前記前部材３９における通路形成部４２と、前記後部材４０とに亘って形成さ
れている。前部材３９の通路形成部４２には、前記前配線用画壁４２ｂから下方に離間し
た位置を後側に向けて延出する前仕切壁４２ｃが設けられると共に、後部材４０の後壁４
７には、前仕切壁４２ｃと前後方向に整列する位置に前側に向けて延出するように後仕切
壁４７ｃが形成されており、前仕切壁４２ｃの後端と後仕切壁４７ｃの前端とが当接して
いる(図７,図８参照)。そして、両仕切壁４２ｃ,４７ｃの下側において、前部材３９の前
左側壁４５、内側壁４２ａ、前底壁４４および後部材４０の後左側壁５０、後右側壁５１
における下側壁部５１ｂ、後底壁４９および後壁４７とによって画成される入賞空間６３
内に、後述する案内リブ７３によって第２球通路６２が画成される(図９参照)。すなわち
、仕切壁４２ｃ,４７ｃが、第２球通路６２の上面を画成している。
【００４６】
　前記通路形成部４２における第２球通路６２を画成する前底壁(本体３６の底壁)４４に
は、前側から後側に向けて上面が下方傾斜する下リブ６４,６４が設けられており、該下
リブ６４,６４によってパチンコ球Ｐが後側(通路奥側)に向けて速やかに流下するよう構
成される。実施例では、図９,図１０に示す如く、パチンコ球Ｐの直径より小さい離間間
隔で２つの下リブ６４,６４が平行に形成されており、両下リブ６４,６４によってパチン
コ球Ｐを２点で支持した状態で該パチンコ球Ｐを安定して流下させ得るようになっている
。



(13) JP 6302444 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

【００４７】
　前記本体３６には、前記第２球通路６２の後端部で開口し、該第２球通路６２を後側に
流下するパチンコ球Ｐを本体外部に排出する排出路６５が形成されている。具体的には、
図７,図８に示す如く、前記後部材４０における第２球通路６２を画成する後底壁(本体３
６の底壁)４９に排出路６５の入口となる落下口６５ａが開設されており、第２球通路６
２を流下するパチンコ球Ｐは、該落下口６５ａから排出路６５に通入して本体外部(下部)
に排出されるよう構成される。また、第２球通路６２を画成する前記後仕切壁４７ｃおよ
び後壁４７の内面(第２球通路６２側の面)に、前記落下口６５ａの上方に位置する上リブ
(落下案内用の案内リブ)６６が設けられている。この上リブ６６における内面は、前側か
ら後側に向かうにつれて下側へ変位する弧状に形成されており、該上リブ６６の内面に接
触したパチンコ球Ｐを落下口６５ａに向けて案内し得るよう構成される。すなわち、上リ
ブ６６は、第２球通路６２を画成する後壁４７から該第２球通路６２に突出して上下方向
に延在して、前側から流下してくるパチンコ球Ｐの流下方向を下向きに変更することで落
下口６５ａに向けて誘導するようになっている。なお、実施例では、上リブ６６は後部材
４０に一体的に形成されており、該上リブ６６も透明(光透過性)に構成されている。また
、上リブ６６は、前記一対の下リブ６４,６４の間に対応する位置に臨んでおり(図９参照
)、両下リブ６４,６４で案内されるパチンコ球Ｐの左右方向の略中央を上リブ６６で落下
口６５ａに向けて案内し得るようになっている。前記本体３６には、第２球通路６２の形
成部位より下側に、前記落下口６５ａに検出口６７ａを整列された状態で第２始動入賞検
出センサ(検出手段)６７が配設されており、落下口６５ａを落下するパチンコ球Ｐが検出
口６７ａを通過することで、該第２始動入賞検出センサ６７が検出信号を前記制御手段に
出力するようになっている。
【００４８】
(作動手段６８について)
　前記始動用開閉部材５９を開閉作動する作動手段６８は、始動入賞ソレノド(駆動手段)
６９と、この始動入賞ソレノイド６９および始動用開閉部材５９を連繋する連繋手段７０
とから構成される(図５,図６参照)。始動入賞ソレノイド６９は、本体部６９ａから前方
に延出するように該本体部６９ａに支持されて前後方向に進退可能なプランジャ６９ｂと
、該プランジャ６９ｂを常には前方に向けて付勢するコイルばね(図示せず)とを備えてい
る。始動入賞ソレノイド６９は、通電された励磁状態においてプランジャ６９ｂがコイル
ばねの付勢に抗して後側へ変位され、これに対し遮電された非励磁状態においてプランジ
ャ６９ｂがコイルばねの付勢によって前側へ変位される。プランジャ６９ｂの先端部は、
外方へ円盤状に突出形成され、この先端部が連繋手段７０に連繋されている。前記後部材
４０の後部には、右方に偏倚した位置において後方に延出する一対の支持板４７ｄ,４７
ｄが上下に離間して設けられており、両支持板４７ｄ,４７ｄの間に前記始動入賞ソレノ
イド６９の本体部６９ａが位置決め固定されている。すなわち、始動入賞ソレノイド６９
は、前記本体３６に対して左右方向の一方に偏倚した位置に配設されている。
【００４９】
　前記連繋手段７０は、前記後部材(本体３６)４０に前後方向に移動可能に支持されると
共に前記プランジャ６９ｂが連繋される作動部材７１と、後部材(本体３６)４０に左右方
向の軸周りに回転可能に支持されると共に作動部材７１に連繋する作動軸７２とを備え、
プランジャ６９ｂの進退動に伴って作動部材７１が前後移動することで、作動軸７２が正
逆方向に所定角度範囲で回転するよう構成されている。作動軸７２は、前記第２球通路６
２の上側において後部材(本体３６)４０の左右の側壁５０,５１(具体的には後左側壁５０
と上側壁部５１ａ)間に回動自在に支持されており、該作動軸７２における作動部材７１
との連繋部位(他端部)とは反対側の端部(一端部)に、前記始動用開閉部材５９の前記係合
部６１ａに係合する連繋部７２ａが設けられている(図９参照)。すなわち、始動入賞ソレ
ノイド６９への通電・遮断によってプランジャ６９ｂを進退動することにより、作動部材
７１および作動軸７２を介して連繋部７２ａを作動することで、該連繋部７２ａに係合部
６１ａが係合する始動用開閉部材５９が前記閉成状態と開放状態との間で開閉作動するよ
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う構成されている。なお、作動軸７２は、前記第２球通路６２を画成する仕切壁４２ｃ,
４７ｃの上側を左右方向に延在するように配設されており、第２球通路６２を流下するパ
チンコ球Ｐが作動軸７２に接触することがないよう構成されている。
【００５０】
(案内リブ７３,７４について)
　前記本体３６には、前記第２球通路６２の内部を前後方向に(第２球通路６２における
パチンコ球Ｐの流下方向に沿って)延在する案内リブ７３,７４が設けられ、第２球通路６
２を流下するパチンコ球Ｐを該案内リブ７３,７４で後側(奥側)に案内し得るよう構成さ
れる。実施例の案内リブ７３,７４は、左右方向に離間する第１案内リブ７３および第２
案内リブ７４からなり、両案内リブ７３,７４の間をパチンコ球Ｐが流下するようになっ
ている。第２球通路６２の左側に位置する第１案内リブ７３は、後部材４０における前記
後壁４７から前側に延在するように設けられている。また、第２球通路６２の右側に位置
する第２案内リブ７４は、該後部材４０(本体３６)における後右側壁５１の前記下側壁部
５１ｂから内側に突出するように設けられている。すなわち、本体３６に設けられた第１
案内リブ７３および第２案内リブ７４は、第２球通路６２に突出して、各案内リブ７３,
７４によって第２球通路６２を流下するパチンコ球Ｐの左右方向の変位を規制しつつ後側
に向けて案内し得るよう構成される(図９参照)。また、実施例では、両案内リブ７３,７
４は前記後部材４０に一体に形成されており、該案内リブ７３,７４も透明(光透過性)に
構成されている。
【００５１】
　前記両案内リブ７３,７４を具体的に説明すると、第１案内リブ(一方の案内リブ)７３
は、図９,図１０に示す如く、前記後壁４７から前側に延在する延出壁７３ａと、該延出
壁７３ａにおける第２球通路６２の中央側を向く内面において上下に離間して内側に突出
する一対の第１突条７３ｂ,７３ｂとを備え、該一対の第１突条７３ｂ,７３ｂによってパ
チンコ球Ｐを案内し得るよう構成される。各第１突条７３ｂの内面は、前側から後側に向
かうにつれて第２球通路６２の中央側に変位するように傾斜し、該内面に接触したパチン
コ球Ｐを第２球通路６２の中央側に向けて導き得るよう構成されている。また、両第１突
条７３ｂ,７３ｂの対向面は、前側から後側に向かうにつれて相互に離間するように傾斜
すると共に、延出壁７３ａにおける両第１突条７３ｂ,７３ｂの間に臨む内面は、前側か
ら後側に向かうにつれて第２球通路６２の中央側に変位するように傾斜している。そして
、後述する第２ＬＥＤ７６ａから入射された光を、第１突条７３ｂおよび延出壁７３ａの
内面(傾斜面)および両第１突条７３ｂ,７３ｂの対向面(傾斜面)で内部反射させてリブ前
端部に導くことで、光を前端部に集めて強い光を射出し得るよう構成されている。また、
第１案内リブ７３の前部には、当接したパチンコ球Ｐを後側に向けて誘導する傾斜面７３
ｃが形成されている。具体的には、第１案内リブ７３の傾斜面７３ｃは、前側から後側に
向かうにつれて第２案内リブ７４側に変位するように形成されており、傾斜面７３ｃに当
接したパチンコ球Ｐは該傾斜面７３ｃによって斜め右後方に向けて案内されるようになっ
ている。
【００５２】
　また、前記第１案内リブ７３は、前記後壁４７において本体３６における前記作動軸７
２の左端部(一端部)が支持される前後の左側壁(一方の側壁)４５,５０の内面(本体３６の
内周壁面)から第２球通路６２の中央側に離間した位置を前側に延在するよう構成される
。そして、該第１案内リブ７３と左側壁４５,５０との間に収容部７５が画成されて、該
収容部７５に、前記始動用開閉部材５９の係合部６１ａと作動軸７２に設けられた前記連
繋部７２ａとが収容されるようになっている。すなわち、本体３６に内部画成された前記
入賞空間６３は、図１０に示す如く、第１案内リブ７３によって第２球通路６２と収容部
７５とに区画されており、収容部７５に収容された係合部６１ａと連繋部７２ａとの係合
部位に第２球通路６２を流下するパチンコ球Ｐが接触するのを、該パチンコ球Ｐを案内す
る第１案内リブ７３によって規制し得るよう構成されている。言い替えると、係合部６１
ａと連繋部７２ａとの係合部位が収容される収容部７５は、第１案内リブ７３を挟んで第
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２球通路６２と反対側に、本体３６の左側壁４５,５０の内面(内周壁面)と第１案内リブ
７３との間に形成されており、第２球通路６２を流下するパチンコ球Ｐが収容部７５へ移
動するのを第１案内リブ７３で規制するようになっている。また、始動入賞装置２９に設
けられた収容部７５は、前記第１球流下領域２３ａ側に位置している。
【００５３】
　前記第１案内リブ７３は、前記始動用開閉部材５９が閉成状態と開放状態との間を変位
する際の前記作動片６１の移動経路より右側(第２球通路６２の中央側)に臨んでいる。ま
た、第１案内リブ７３の前端は、始動用開閉部材５９が開放状態となった状態での作動片
６１と一部が左右方向に重なる位置まで延出するよう設定されている(図４,図８,図１０
参照)。具体的には、始動用開閉部材５９が開放状態となった状態での作動片６１の傾斜
面６１ｂにおける後端縁より後側に、第１案内リブ７３の傾斜面７３ｃにおける前端縁が
位置するように左右方向に重なるよう構成されている。また、第１案内リブ７３の前端は
、第２始動入賞口３８の後方に位置すると共に、始動用開閉部材５９が開放状態となった
状態での作動片６１が第２始動入賞口３８と第１案内リブ７３との間の隙間に位置し、該
作動片６１の前記傾斜面６１ｂと第１案内リブ７３の前記傾斜面７３ｃとが前後方向に略
連続して位置する関係となっている。すなわち、第２始動入賞口３８に入賞するパチンコ
球Ｐを、作動片６１および第１案内リブ７３の傾斜面６１ｂ,７３ｃによって斜め右後方
に向けて誘導し得るようになっている。
【００５４】
　前記第２案内リブ(他方の案内リブ、別の案内リブ)７４は、図９,図１０に示す如く、
前記後右側壁５１における下側壁部(他方の側壁)５１ｂの内面において上下に離間して内
側に突出する一対の第２突条７４ａ,７４ａからなり、該一対の第２突条７４ａ,７４ａに
よってパチンコ球Ｐを案内し得るよう構成される。なお、第２案内リブ７４の後端は、前
記後部材４０の後壁４７に接続している。第２案内リブ７４(各第２突条７４ａ)における
前記第１案内リブ７３と対向する側面(内面)は、前側から後側に向かうにつれて第２球通
路６２の中央側に変位するように傾斜し、該内面に接触したパチンコ球Ｐを第２球通路６
２の中央側に向けて導き得るよう構成されている。また、両第２突条７４ａ,７４ａの対
向面は、前側から後側に向かうにつれて相互に離間するように傾斜している。そして、後
述する第２ＬＥＤ７６ａから入射された光を、各第２突条７４ａの内面(傾斜面)および両
第２突条７４ａ,７４ａの対向面(傾斜面)で内部反射させてリブ前端部に導くことで、光
を前端部に集めて強い光を射出し得るよう構成されている。また、第２案内リブ７４(各
第２突条７４ａ)における前記第１案内リブ７３と対向する側面(内側)の前部には、当接
したパチンコ球Ｐを後側に向けて誘導する傾斜面７４ｂが形成されている。具体的には、
第２案内リブ７４の傾斜面７４ｂは、図１０に示す如く、前側から後側に向かうにつれて
第１案内リブ７３側に変位するように形成されており、傾斜面７４ｂに当接したパチンコ
球Ｐは該傾斜面７４ｂによって斜め左後方に向けて誘導されるようになっている。
【００５５】
　前記第２案内リブ７４の前部は、前記後部材４０の下側壁部５１ｂにおける前端から所
定長さだけ前側に延出し、前記前部材３９と後部材４０とを前後に組み付けた際に、該第
２案内リブ７４の延出部が、前部材３９における前記内側壁４２ａの内側に当接位置する
よう構成される(図１０参照)。また、第２案内リブ７４の前端部は、前記第１案内リブ７
３における傾斜面７３ｃより後側に位置すると共に、該第２案内リブ７４の傾斜面７４ｂ
は前記第１案内リブ７３の傾斜面７３ｃより後側に位置する。そして、第２案内リブ７４
の傾斜面７４ｂは、第１案内リブ７３の傾斜面７３ｃで誘導されるパチンコ球Ｐが当接可
能な位置に臨むよう構成される。すなわち、第１案内リブ７３の傾斜面７３ｃで斜め右後
方に誘導されたパチンコ球Ｐが、第２案内リブ７４の傾斜面７４ｂで斜め左後方に向けて
誘導されて、該パチンコ球Ｐが前記落下口６５ａから落下するようになっている。
【００５６】
　ここで、前記第１案内リブ７３および第２案内リブ７４の前端(具体的には傾斜面７３
ｃ,７４ｂ)は、前記前部材３９の取着部４１に開口する前記第２始動入賞口３８の内側に
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位置して、該前端が閉成状態の始動用開閉部材５９の裏面に対向して、該案内リブ７３,
７４で導びかれて傾斜面７３ｃ,７４ｂから射出される光が始動用開閉部材５９に照射可
能に構成されている。
【００５７】
(第２ＬＥＤ７６ａについて)
　図７,図８,図１０に示す如く、前記本体３６の後側(外側)には、第２発光基板(発光基
板)７６が配設されている。具体的には、本体３６を構成する前記後部材４０における後
壁４７の後側に、該後壁４７から前面を離間して第２発光基板７６が配設されている。そ
して、第２発光基板７６の前面には、前記第２球通路６２と対応する位置に発光手段とし
ての第２ＬＥＤ７６ａが実装されており、該第２ＬＥＤ７６ａを発光することで、透明な
後壁４７を介して第２球通路６２を後方から照明し得るよう構成される。実施例の始動入
賞装置２９では、図９に示す如く、３つの第２ＬＥＤ７６ａ,７６ａ,７６ａが左右方向に
離間して配置されている。具体的には、前記上リブ６６の後方(真後ろ)に１つの第２ＬＥ
Ｄ７６ａが位置し、第１案内リブ７３の後方に１つの第２ＬＥＤ７６ａが位置し、第２案
内リブ７４の後方に１つの第２ＬＥＤ７６ａが位置しており、これら３つの第２ＬＥＤ７
６ａ,７６ａ,７６ａからの光は、上リブ６６および左右の案内リブ７３,７４に向けて照
射されるようになっている。すなわち、第２ＬＥＤ７６ａ,７６ａ,７６ａの光によって上
リブ６６および案内リブ７３,７４が明輝し得るよう構成されている。また、第１案内リ
ブ７３および第２案内リブ７４の後方に位置する各第２ＬＥＤ７６ａは、該第２ＬＥＤ７
６ａの一部が対応する案内リブ７３,７４の真後ろに対向して位置すると共に、他の部分
が該案内リブ７３,７４と上リブ６６との間の後壁４７に対向して位置しており、左右両
側の第２ＬＥＤ７６ａ,７６ａからの光は、一部が対応する案内リブ７３,７４に後端から
入射されると共に、一部は後壁４７を介して第２球通路６２内におよび各リブ６６,７３,
７４の壁面(内面)に照射されるようになっている。
【００５８】
(第３ＬＥＤ７６ｂについて)
　前記前部材３９には、図１１に示す如く、前記各ガイド部５７の配設位置に対応して前
後方向に貫通する光通路７７ａが形成された筒状部７７が一体的に設けられている。また
、前記後部材４０の後壁４７には、各筒状部７７と対応する位置に通孔４７ｅが形成され
ている。そして、前部材３９の筒状部７７と後部材４０の後壁４７との間に、不透明の筒
状部材７８が介挿されて、後壁４７の通孔４７ｅと筒状部７７の光通路７７ａとが筒状部
材７８によって前後方向に連通するよう構成されている。また、前記第２発光基板７６の
前面には、後壁４７の各通孔４７ｅに対応する位置に発光手段としての第３ＬＥＤ７６ｂ
が実装されており、該第３ＬＥＤ７６ｂの光は、通孔４７ｅ、筒状部材７８の内部および
光通路７７ａを通って前記ガイド部５７の内部や後端に照射されるようになっている。
【００５９】
　ここで、前部材３９に一体形成された筒状部７７は、光透過性ではあるものの有色で光
透過度は低く設定されており、該光透過度の低い筒状部７７と不透明の筒状部材７８とで
第３ＬＥＤ７６ｂからの光を前側に案内するよう構成したので、前記ガイド部５７から後
側に離れた位置に配置されている第３ＬＥＤ７６ｂからの光を大きく減衰させることなく
ガイド部５７に照射させ得るようになっている。
【００６０】
　〔実施例の作用〕
　次に、実施例に係るパチンコ機１０の作用について説明する。
【００６１】
　前記前枠１３の前面側に設けられた前記操作ハンドル１６の操作レバー１６ａを遊技者
が回転操作すると、前記打球発射装置から発射されたパチンコ球Ｐが前記遊技領域２３内
に打ち出される。遊技状態が通常状態の場合は、前記操作レバー１６ａの回動量を調節し
て「左打ち」を行うことで、遊技領域２３に打ち出されたパチンコ球Ｐは前記第１球流下
領域２３ａを流下する。そして、第１球流下領域２３ａを流下するパチンコ球Ｐが、前記
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始動入賞装置２９の第１始動入賞口３７に入賞すると、前記第１始動入賞検出センサによ
る球検出を契機として、前記制御手段が各種情報(各種乱数情報)を取得して、この取得し
た入賞情報に基づいて大当り判定が行われる。
【００６２】
　また、前記第１始動入賞検出センサによる球検出を契機と前記表示装置１７で図柄変動
演出が開始され、前記大当り判定が当りの判定結果の場合は、表示装置１７の表示部１７
ａに当り表示が表示されて大当り遊技が開始される。この大当り遊技では、前記特別入賞
装置３０の特別用開閉部材３０ｂが開放作動されて特別入賞口３０ａへのパチンコ球Ｐの
入賞が許容される。従って、遊技者が前記操作レバー１６ａの回転量を変更して「右打ち
」を行うことで、遊技領域２３に打ち出されたパチンコ球Ｐは前記第２球流下領域２３ｂ
を流下し、開放した特別入賞口３０ａにパチンコ球Ｐが入賞することで多くの賞球を獲得
することが可能となる。
【００６３】
　前記制御手段が、大当り遊技の終了後に確変状態や変短状態を付与することを決定した
場合は、「右打ち」を行うことで遊技者にとって有利な遊技が行われる。従って、確変状
態や変短状態が付与された状態では、遊技者は大当り遊技が付与されている状態(大当り
状態)の場合と同様に、前記操作レバー１６ａの回転量を調節して「右打ち」を行う。そ
して、第２球流下領域２３ｂを流下するパチンコ球Ｐの前記ゲート部３１の通過(具体的
にはゲートセンサによる球検出)を契機として制御手段で実行される普図当り判定の結果
が当りの場合に、前記作動手段６８の始動入賞ソレノイド６９が制御手段の制御下に作動
(励磁)されて始動用開閉部材５９が開放作動し、前記第２始動入賞口３８へのパチンコ球
Ｐの入賞が許容される。
【００６４】
　実施例に係るパチンコ機１０の始動入賞装置２９では、前記第２発光基板７６に実装し
た第２ＬＥＤ７６ａを発光させると、その光が前記第２球通路６２においてパチンコ球Ｐ
を案内する第１および第２案内リブ７３,７４に照射されて該案内リブ７３,７４が明輝し
、第２球通路６２内が照明される。すなわち、前記始動用開閉部材５９が開放した状態で
は、案内リブ７３,７４が明輝することで照明された第２球通路６２内におけるパチンコ
球Ｐの流下状況の視認性を高めて演出効果を向上することができる。また、第１案内リブ
７３および第２案内リブ７４は、図９,図１０に示す如く、第２球通路６２の左右両側に
位置しているので、両案内リブ７３,７４による照明効果を高めると共に、明輝(発光)す
る一対の案内リブ７３,７４の間をパチンコ球Ｐが流下する際の発光演出によって興趣を
向上できる。
【００６５】
　前記第２ＬＥＤ７６ａの光は、前記上リブ６６にも照射されて、該上リブ６６が明輝す
ることによっても第２球通路６２内が照明される。この上リブ６６は、前記始動用開閉部
材５９の開放状態では、前記第２始動入賞口３８の幅方向中央の奥側に位置し、前記第１
案内リブ７３と第２案内リブ７４との間を流下するパチンコ球Ｐで一部が隠れる状態とな
る。そして、第２球通路６２を流下して前記落下口６５ａからパチンコ球Ｐが落下すると
、上リブ６６におけるパチンコ球Ｐで隠れていた部分が露出する。すなわち、第２始動入
賞口３８に入賞したパチンコ球Ｐの落下前と落下後とで明輝している上リブ６６の見え方
が変わり、興趣を向上し得る。
【００６６】
　また、前記始動用開閉部材５９は光透過性であるので、該始動用開閉部材５９が閉成状
態であっても、前記各リブ６６,７３,７４が明輝して第２球通路６２内が照明されていれ
ば、始動用開閉部材５９を介して第２球通路６２内の発光演出を認識することができ、興
趣を向上し得る。しかも、前記案内リブ７３,７４の前端は始動用開閉部材５９の裏面に
対向しているので、第２ＬＥＤ７６ａが発光した際には後端から入射して透明な案内リブ
７３,７４で導びかれて前端から射出される光によって始動用開閉部材５９を明輝させる
ことができ、始動入賞装置２９の発光演出による興趣をより向上できる。すなわち、第２
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球通路６２を流下するパチンコ球Ｐを案内する案内リブ７３,７４を、光を導びく導光部
材として機能させているので、閉成状態の始動用開閉部材５９と第２ＬＥＤ７６ａとの離
間距離が長くても強い光で始動用開閉部材５９を照明することができ、発光演出効果を向
上し得る。また、第１案内リブ７３における各第１突条７３ｂの内面、延出壁７３ａにお
ける両第１突条７３ｂ,７３ｂの間に臨む内面および両第１突条７３ｂ,７３ｂの対向面を
夫々傾斜させているので、第２ＬＥＤ７６ａから後端に入射された光を各傾斜面で内部反
射させて第１案内リブ７３の前端部に導き、前端部から強い光を射出することができる。
また、第２案内リブ７４における各第２突条７４ａの内面および両第２突条７４ａ,７４
ａの対向面を夫々傾斜させているので、第２ＬＥＤ７６ａから後端に入射された光を各傾
斜面で内部反射させて第２案内リブ７４の前端部に導き、前端部から強い光を射出するこ
とができる。すなわち、始動用開閉部材５９から後側に離れて位置する第２ＬＥＤ７６ａ
,７６ａからの光を両案内リブ７３,７４で集光して射出できるので、始動用開閉部材５９
をより強い光で照明することができる。更に、各案内リブ７３,７４の前端部に設けられ
た傾斜面７３ｃ,７４ｂからは、第２始動入賞口３８の幅方向の中央に向けて光が射出さ
れるので始動用開閉部材５９の幅方向の中央部が明輝してより目立たせることができる。
【００６７】
　ここで、実施例の始動入賞装置２９では、第１案内リブ７３に対して第２ＬＥＤ７６ａ
は、図９に示す如く、該第１案内リブ７３における延出壁７３ａおよび各第１突条７３ｂ
の後端に対向すると共に、延出壁７３ａおよび両第１突条７３ｂ,７３ｂで囲われた空間
部に対向するように配置されており、該第２ＬＥＤ７６ａから光が照射される部位が異な
ることで第１案内リブ７３の明輝態様が異なって興趣を向上し得る。同様に、第２案内リ
ブ７４に対して第２ＬＥＤ７６ａは、該第２案内リブ７４における各第２突条７４ａの後
端に対向すると共に、両第２突条７４ａ,７４ａおよび下側壁部５１ｂで囲われた空間部
に対向するように配置されており、該第２ＬＥＤ７６ａから光が照射される部位が異なる
ことで第２案内リブ７４の明輝態様が異なって興趣を向上し得る。また、第１案内リブ７
３における延出壁７３ａの両第１突条７３ｂ,７３ｂの間に臨む内面や第２案内リブ７４
の両第２突条７４ａ,７４ａの間に臨む下側壁部５１ｂの内面は、各第２ＬＥＤ７６ａか
ら照射された光によって各リブ７３,７４の延在方向(第２球通路６２の延在方向)に沿う
ように照らされるので第２球通路６２の全体を照明できる。
【００６８】
　実施例の始動入賞装置２９では、前記第２球通路６２を流下するパチンコ球Ｐを案内す
る第１案内リブ７３を利用して、前記始動用開閉部材５９を開閉作動させる作動手段６８
における連繋部７２ａと始動用開閉部材５９の係合部６１ａとの係合部位を収容する収容
部７５と第２球通路６２とを区画するよう構成したので、第２球通路６２を流下するパチ
ンコ球Ｐが係合部位に接触するのを防止するために別部材を設ける場合に比較して構成を
簡略化し得る。すなわち、第１案内リブ７３によってパチンコ球Ｐのスムーズな流下を図
って第２球通路６２内での球詰りを抑制し得るもとで、該第１案内リブ７３によって連繋
部７２ａと係合部６１ａとの係合部位にパチンコ球Ｐが接触するのを防止し得る。また、
収容部７５と第２球通路６２とを区画する壁を別途設ける場合に比較して省スぺース化を
図り、スペース効率を向上することができる。
【００６９】
　また、前記第１案内リブ７３は、図１０に示す如く、前記第２球通路６２の後面を画成
する後壁４７から前側に延在するように形成されているので、該第２球通路６２の後端部
に形成されている排出路６５(落下口６５ａ)までパチンコ球Ｐをスムーズに案内して排出
することができ、球詰りをより抑制し得る。
【００７０】
　実施例の始動入賞装置２９では、前記始動用開閉部材５９を開閉作動させる作動手段６
８における連繋部７２ａと始動用開閉部材５９の係合部６１ａとの係合部位を収容する収
容部７５を本体３６の左側に偏って設けると共に、作動手段６８の駆動手段である始動入
賞ソレノイド６９を右側に偏って設けている。すなわち、収容部７５と始動入賞ソレノイ
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ド６９とを左右に振り分けているので、本体３６に対してスペース効率良く収容部７５と
始動入賞ソレノイド６９とを設けることができる。
【００７１】
　前記始動用開閉部材５９の開放状態において、該始動用開閉部材５９を開閉作動させる
作動手段６８と係合するための作動片６１を第２始動入賞口３８における開口縁の内側に
位置させると共に、該作動片６１に、パチンコ球Ｐを第２球通路６２の後側(奥側)に誘導
する傾斜面６１ｂを形成したので、作動片６１を利用してパチンコ球Ｐを第２球通路６２
の後側に向けてスムーズに誘導することができ、第２球通路６２内での球詰りの発生を抑
制し得る。また、始動用開閉部材５９の開放状態において、作動片６１と前記第１案内リ
ブ７３とを左右方向に部分的に重なる関係とし、作動片６１の傾斜面６１ｂの後側に第１
案内リブ７３の傾斜面７３ｃを位置させたことで、第２始動入賞口３８に入賞したパチン
コ球Ｐを両傾斜面６１ｂ,７３ｃによって第２球通路６２の後側に向けてよりスムーズに
誘導することができる。更に、図１０に示す如く、前記第１案内リブ７３の傾斜面７３ｃ
に対して第２案内リブ７４の傾斜面７４ｂを第２球通路６２の後側(奥側)に離間して位置
させると共に、第１案内リブ７３の傾斜面７３ｃで後側に誘導されるパチンコ球Ｐが第２
案内リブ７４の傾斜面７４ｂに当接可能に構成している。すなわち、左右に対向する両案
内リブ７３,７４の傾斜面７３ｃ,７４ｂによってパチンコ球Ｐをスムーズに第２球通路６
２の後側に誘導することができ、第２球通路６２内での球詰りをより好適に抑制し得る。
【００７２】
　ここで、実施例の始動入賞装置２９では、前記第２始動入賞口３８の左右方向の開口寸
法をパチンコ球Ｐの直径の２倍以上に設定し、前記始動用開閉部材５９の開放状態におい
て遊技者に第２始動入賞口３８の間口を大きく見せ得るよう構成されている。但し、前述
したように始動用開閉部材５９の開放状態において第２始動入賞口３８の開口左端縁側に
前記作動片６１が位置することで、２つのパチンコ球Ｐが左右に並んだ状態では第２始動
入賞口３８に入賞し得ないよう構成されている。すなわち、遊技者に多くのパチンコ球Ｐ
が一度に入賞可能であるように見せ掛けることで興趣を向上しつつ、複数のパチンコ球Ｐ
が一度に入賞することで球詰りが発生するのを防止し得るようになっている。
【００７３】
　また、前記「左打ち」で第１球流下領域２３ａを流下するパチンコ球Ｐに比較して「右
打ち」で第２球流下領域２３ｂを流下するパチンコ球Ｐの勢いは強く、始動入賞装置２９
に対して右側(第２球流下領域２３ｂ)から流れてくるパチンコ球Ｐが第２始動入賞口３８
に入賞する際の勢いは強い。そのため、第２始動入賞口３８の左開口縁に当接したパチン
コ球Ｐの移動方向が乱れて次に流れてくるパチンコ球Ｐと接触することで球詰りを生じ易
い。しかるに、実施例の始動入賞装置２９では、始動用開閉部材５９の開放状態において
第２始動入賞口３８の左開口縁に作動片６１の傾斜面６１ｂを位置させているので、第２
球流下領域２３ｂから流れてくるパチンコ球Ｐを作動片６１の傾斜面６１ｂによって第２
球通路６２の後側にスムーズに導びくことができ、次に流れてくるパチンコ球Ｐとに接触
によって球詰りが発生するのを抑制することができる。
【００７４】
　ここで、前記第２球流下領域２３ｂから勢いよく第２始動入賞口３８に到来するパチン
コ球Ｐが当る第２始動入賞口３８の左開口縁側に、前記連繋部７２ａと係合部６１ａとの
係合部位を収容する収容部７５を画成している。この収容部７５を画成する前記第１案内
リブ７３は、上下端部および前端部は何れも第２球通路６２を画成する壁に接続されてい
ないので、前記収容部７５は第２球通路６２側に大きく開放された状態となっている(図
９参照)。従って、第２球流下領域２３ｂから到来したパチンコ球Ｐが第２始動入賞口３
８の左開口縁側に当った際の衝撃音が大きく響くのを抑えることができる。
【００７５】
　実施例の始動入賞装置２９では、前記第１始動入賞口３７を形成する入賞口画成部材５
２の内部に第１ＬＥＤ５４ａを設置して(図７,図８参照)、該第１ＬＥＤ５４ａの光によ
り入賞口画成部材５２を明輝させることで、遊技者の関心が高い第１始動入賞口３７を目
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立つようにすることができ、興趣を向上し得る。また、第１ＬＥＤ５４ａが実装される第
１発光基板５４に接続する配線を、前記本体３６の内部に画成した配線用空間５５を引き
回して該本体３６の後側から外部に引き出すよう構成したので、該配線が第１始動入賞口
３７に入賞したパチンコ球Ｐが流下する前記第１球通路５６や第２始動入賞口３８に入賞
したパチンコ球Ｐが流下する前記第２球通路６２に突出してパチンコ球Ｐの流下を阻害す
ることはない。
【００７６】
　また、前記本体３６の前部において前記第２始動入賞口３８を挟む左右に位置する前記
ガイド部５７,５７を、本体３６の後側に配設した第３ＬＥＤ７６ｂの光により明輝させ
ることで、遊技者の関心が高い第２始動入賞口３８を目立つようにすることができ、興趣
を向上し得る。また、第３ＬＥＤ７６ｂは、前記第２ＬＥＤ７６ａが実装される第２発光
基板７６に実装してあるので、第３ＬＥＤ７６ｂのための専用の発光基板を別途設ける必
要はなく、部品点数を低減し得ると共に構造を簡略化することができる。しかも、第３Ｌ
ＥＤ７６ｂからの光を不透明な筒状部材７８および光透過度が低い筒状部７７によってガ
イド部５７の後部まで導びくようにしているので(図１１参照)、該ガイド部５７を強い光
で明輝させて発光演出効果を向上し得る。言い替えると、前記第２球通路６２を後方から
照明する第２ＬＥＤ７６ａが実装される第２発光基板７６に第３ＬＥＤ７６ｂを実装して
部品の共通化を図ることで第３ＬＥＤ７６ｂで照明するガイド部５７との距離が離間して
も、該第３ＬＥＤ７６ｂの光を効率的にガイド部５７まで導びいて効果的に明輝させるこ
とができる。また、第３ＬＥＤ７６ｂの光を導びく不透明な筒状部材７８を、前記前部材
３９および後部材４０とは別体で構成したので、前部材３９や後部材４０における第３Ｌ
ＥＤ７６ｂの光を導びく部分を他の部分とは異なる不透明とする必要はなく、部品の製造
を容易化し得る。
【００７７】
〔変更例〕
　本願は前述した実施例の構成に限定されるものではなく、その他の構成を適宜に採用す
ることができる。
(1) 実施例では、始動入賞装置に２つの始動入賞口を設けた場合で説明したが、始動入賞
口は１つであってもよい。すなわち、入賞装置は、開閉部材によって開閉可能な入賞口の
みを設けたものであってもよい。
(2) 実施例では、入賞装置として、パチンコ球の入賞が大当り判定(当り判定)の契機とな
る始動入賞口を設けた始動入賞装置を挙げたが、入賞装置は、賞球のみが発生する入賞口
(普通入賞口)を設けた入賞装置(普通入賞装置)または特別入賞装置であってもよい。
(3) 実施例では、第２球通路(球通路)の左右に設けた案内リブを、本体外部に配置した第
１ＬＥＤ(発光手段)からの光によって明輝させるよう構成したが、球通路の下側(実施例
の下リブ)を発光手段によって明輝させる構成を採用し得る。すなわち、本体外部に配置
した発光手段で明輝させる案内リブは、球通路の上下左右の何れの位置に設けられている
ものであってもよい。
(4) 実施例では、案内リブを明輝させる第１ＬＥＤ(発光手段)を始動入賞装置(入賞装置)
の本体に配設した場合で説明したが、遊技盤に入賞装置を配設した状態で本体外部から案
内リブに向けて光を照射可能であれば、設置部材や遊技盤等に発光手段を配設する構成を
採用し得る。
【００７８】
(5) 実施例では、始動入賞装置(入賞装置)における第２球通路(球通路)を内部画成する本
体の全体を光透過性に構成したが、発光手段からの光を案内リブに照射可能な領域のみを
光透過性として、他の部分は非光透過性としてもよい。すなわち、本体は、外部の発光手
段からの光が案内リブに照射可能な少なくとも一部が光透過性となっていればよい。
(6) 実施例では、第２球通路を流下したパチンコ球を下方に排出するよう構成したが、左
右何れか一側方に排出させる構成を採用し得る。
(7) 実施例では、始動入賞装置(入賞装置)の本体を、球通路の前半部が画成される前部材
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と後半部が画成される後部材とから構成したが、球通路の全体が画成される球通路画成部
材と、該球通路画成部材における球通路の後開口を閉塞する後壁部材とから本体を構成す
ることもできる。
(8) 実施例では、案内リブについて、パチンコ球を案内する２つの突条を設けた構成とし
たが、該案内リブはパチンコ球を一点で支持して案内し得る構成であってもよい。
(9) 実施例では、第１案内リブと第２案内リブとの前端位置を前後方向にずらして配置し
た場合で説明したが、両案内リブの前端位置を前後方向で揃った位置に位置させる構成を
採用し得る。例えば、第１案内リブの前端位置と同じ位置まで第２案内リブの前端を延在
させることで、第１球流下領域から到来して第２始動入賞口に入賞したパチンコ球を第２
案内リブで後側に向けてスムーズに誘導し得ると共に、第２球流下領域から到来して第２
始動入賞口に入賞したパチンコ球を第１案内リブで後側に向けてスムーズに誘導すること
ができる。
【００７９】
(10) 実施例では、上リブおよび左右の案内リブの夫々の後方位置に第２ＬＥＤ(発光手段
)を配置したが、２つの第２ＬＥＤを上リブを挟んで左右方向に離間して配置する構成で
あってもよい。具体的には、第１案内リブと上リブとの間に１つの第２ＬＥＤを配置し、
第２案内リブと上リブとの間に１つの第２ＬＥＤを配置する構成とし、これら２つの第２
ＬＥＤからの光が上リブおよび左右の案内リブに向けて照射されるようになっていればよ
い。この場合においても、第２ＬＥＤからの光の一部が各リブに後端から入射すると共に
、該光の一部が各リブの壁面に照射されるよう構成することで、明輝したリブで第２球通
路内を照明し得ると共に、リブで導かれた光によって始動用開閉部材を後側から照明する
ことができる。
(11) 実施例では、案内リブを明輝させる第２ＬＥＤ(発光手段)を本体の後側に配置した
が、該発光手段は、案内リブに向けて光を照射して該案内リブを明輝し得る位置であれば
、本体の側部、上部または下部であってもよい。
(12) 実施例では、発光手段としてＬＥＤを採用した場合で説明したが、該発光手段はラ
ンプ等、その他の発光手段であってもよい。
(13) 実施例では、第１案内リブの内面(第１突条の内面、延出壁の内面)や両第１突条の
対向面、第２案内リブにおける各第２突条の内面および両第２突条の対向面を夫々傾斜さ
せたが、各面を傾斜させない構成を採用し得る。
【００８０】
(14) 実施例では、始動用開閉部材が開放状態での作動片と、第１案内リブの前端部とが
左右方向に重なるよう構成したが、該作動片の後端と第１案内リブの前端とが、パチンコ
球が収容部へ移動するのを規制し得る寸法であれば前後方向に離間していてもよい。すな
わち、作動片と第１案内リブとは、必ずしも左右方向に重なっていなくてもい。
(15) 実施例では、始動用開閉部材を開閉作動する始動入賞ソレノイド(駆動手段)を本体
の右側に配置すると共に、始動用開閉部材の作動片と作動手段の連繋部との係合部位を収
容する収容部を本体の左側に設けたが、収容部と駆動手段の配置は逆であってもよい。
(16) 実施例では、始動入賞装置(入賞装置)を第１球流下領域と第２球流下領域との合流
部に配置したが、入賞装置の配設位置は、第１球流下領域または第２球流下領域であって
もよく、該入賞装置の機能に応じた位置に配置すればよい。
(17) 実施例では、第２始動入賞口を開閉する始動用開閉部材(開閉部材)として、前後方
向に傾動する形態を採用した場合で説明したが、上下方向または左右方向にスライド移動
することで入賞口を開閉する形態や、一対の羽根部材を相互に近接した閉成状態と相互に
離間した開放状態とに変位する形態等、その他各種形態のものを採用可能である。
(18) 実施例では、第１始動入賞口および第２始動入賞口に入賞したパチンコ球を別々の
始動入賞検出センサで検出するよう構成したが、該第１および第２始動入賞口に入賞した
パチンコ球を検出する始動入賞検出センサ(検出手段)を共通にしてもよい。
(19) 遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機、パチン
コ球(遊技球)を遊技媒体としたスロットマシン等、その他各種の遊技機であってもよい。
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【符号の説明】
【００８１】
　２０ 遊技盤
　２３ 遊技領域
　２９ 始動入賞装置(入賞装置)
　３６ 本体
　３８ 第２始動入賞口(入賞口)
　６２ 第２球通路(球通路)
　７３ 第１案内リブ(案内部)
　７３ｃ 傾斜面
　７４ 第２案内リブ(案内部)
　７４ｂ 傾斜面
　７６ａ 第２ＬＥＤ(発光手段)
　Ｐ パチンコ球(遊技球)

【図１】 【図２】
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