
JP 4963179 B2 2012.6.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤面に区画部材により遊技領域を区画形成し、該遊技領域内の略中央部分にセンタ
ーケースを、該センターケースよりも下方に入賞具をそれぞれ配設するとともに、遊技領
域内に遊技釘を複数本植設し、遊技領域の上部に飛入した遊技球が遊技釘に当たりながら
流下し、その流下途中で入賞具に入賞可能な遊技機において、
　前記センターケースは、該センターケースに向けて打込まれた遊技球を側方に案内する
ための庇状の鎧部と、前面側高さを遊技盤面と略同一にして、遊技球の流下路を横切るよ
うに前記鎧部から延設した延設装飾部と、を備える構成とし、
　前記延設装飾部は、外周を鍔状にしたベース部と、該ベース部に囲まれたレンズ部と、
を有する構成とし、
　前記ベース部における遊技球の流下路上流側端部に、遊技球の流下を規制する板状の球
流下規制部材を、該流下路上流側端部からベース部の内側に向けて遊技盤面の前方に突出
するように設けるとともに、該球流下規制部材の上端から下端までが前記鎧部から略等距
離の幅だけ離間するようにして設けたことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記遊技釘の一部として、前記球流下規制部材の上端から遊技球の直径よりも狭い間隔
となる位置に、球流下規制釘を植設したことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記鎧部のうち、前記球流下規制部材と対向するセンターケース側面を該センターケー
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ス上下方向で階段状に形成したことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記延設装飾部は、センターケース上部左側方から帯状に左下方向に延設し、前記球流
下規制部材は、その長さ方向が略上下方向となるように設けたことを特徴とする請求項１
乃至３の何れかに記載の遊技機。
【請求項５】
　前記球流下規制部材の下端部には、後方に延設されてレンズ部の表面より内部に埋没し
た状態となる埋没部が設けられ、該埋没部の上端がベース部の内側面に一体に連結されて
支持され、
　前記レンズ部は、板状であるとともに、前記埋没部がはめ込まれる切欠きを有し、前記
球流下規制部材を支持した状態に取り付けられることを特徴とする請求項１乃至４の何れ
かに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機や雀球遊技機などの遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　遊技球を使用した従来の遊技機、例えばパチンコ機にあっては、遊技領域のほぼ中央に
設けたセンターケース内に液晶表示装置などの表示装置を配置し、遊技球が始動入賞口に
入賞することを条件にして表示装置に数字等の識別表示を例えば高速に変動表示する別遊
技（変動表示ゲーム）を行えるようにしたものが人気を呼んでいる。そして、この様なパ
チンコ機は、別遊技において停止した時の表示態様が７，７，７などの賞態様を成立させ
るか否かが注目されるので、近年、前記表示装置が大型化する傾向にあり、この大型化に
伴ってセンターケースも大型化する。
　さらに、前記表示装置の大型化のみならず、遊技盤面全体での装飾効果を高めるために
、センターケースを含む装飾部材が大型化する傾向にある。
【０００３】
　ところで、センターケースを大型化すると、前記表示装置に表示する数字や絵柄などの
視認性が高まり、また、装飾性が向上する一方で、遊技領域の大きさには限界があるので
、遊技釘に当たって流下方向を変更しながら遊技球が流下する領域が狭められてしまう。
このため、遊技球が遊技釘に当たって流下方向を変更しつつ転動し、その流下途中で入賞
具に入賞するか否かを楽しむパチンコ遊技本来の楽しさを減殺してしまう不都合が生じる
。特に、センターケースの左右両側方における遊技領域が狭められるので、この部分にお
ける遊技球の動きの変化が小さくなってしまう。
　そこで、サイドランプに遊技球の案内部材を設け、遊技領域が減少しても遊技球の流下
を楽しめる遊技機の提案がある。（例えば、特許文献１、特許文献２）
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－０１６４９１号公報
【特許文献２】特開２００１－３３４０２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、案内部材上を転動する遊技球の動きは、遊技球が流下する際のダイナミ
ックな動きが損なわれ、遊技釘に絡んで流下する様子を楽しむ遊技者には物足りないもの
であり興趣向上には不十分なものであった。
　また、サイドランプ内で所要の領域を占めるため、サイドランプ本来の装飾効果を発揮
する上でも支障になっていた。
　さらに、近時のセンターケースの大型化、華やかな装飾効果の追及は、とどまるところ
を知らない勢いであり、十分な大きさのサイドランプを設けることをも困難にしているほ
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どであり、サイドランプに案内部材を設けることにより遊技球が転動流下する領域を確保
することもまた困難な状況である。
　そこで本発明は、遊技盤面内でより大型化するセンターケース、より華やかさを追求す
る遊技盤面、それでいて遊技球が転動流下する領域の確保とを可能にする遊技機の提供を
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願請求項１に記載の遊技機は、
　遊技盤面に区画部材により遊技領域を区画形成し、該遊技領域内の略中央部分にセンタ
ーケースを、該センターケースよりも下方に入賞具をそれぞれ配設するとともに、遊技領
域内に遊技釘を複数本植設し、遊技領域の上部に飛入した遊技球が遊技釘に当たりながら
流下し、その流下途中で入賞具に入賞可能な遊技機において、
　前記センターケースは、該センターケースに向けて打込まれた遊技球を側方に案内する
ための庇状の鎧部と、前面側高さを遊技盤面と略同一にして、遊技球の流下路を横切るよ
うに前記鎧部から延設した延設装飾部と、を備える構成とし、
　前記延設装飾部は、外周を鍔状にしたベース部と、該ベース部に囲まれたレンズ部と、
を有する構成とし、
　前記ベース部における遊技球の流下路上流側端部に、遊技球の流下を規制する板状の球
流下規制部材を、該流下路上流側端部からベース部の内側に向けて遊技盤面の前方に突出
するように設けるとともに、該球流下規制部材の上端から下端までが前記鎧部から略等距
離の幅だけ離間するようにして設けたことを特徴とする遊技機。
【０００７】
　なお、本発明の好ましい態様として、例えば請求項２に記載のように、前記遊技釘の一
部として、前記球流下規制部材の上端から遊技球の直径よりも狭い間隔となる位置に、球
流下規制釘を植設した構成としてもよい。
　また、例えば請求項３に記載のように、前記鎧部のうち、前記球流下規制部材と対向す
るセンターケース側面を該センターケース上下方向で階段状に形成した構成としてもよい
。
【０００８】
　また、例えば請求項４に記載のように、前記延設装飾部は、センターケース上部左側方
から帯状に左下方向に延設し、前記球流下規制部材は、その長さ方向が略上下方向となる
ように設けた構成としてもよい。
　また、例えば請求項５に記載のように、前記球流下規制部材の下端部には、後方に延設
されてレンズ部の表面より内部に埋没した状態となる埋没部が設けられ、該埋没部の上端
がベース部の内側面に一体に連結されて支持され、
　前記レンズ部は、板状であるとともに、前記埋没部がはめ込まれる切欠きを有し、前記
球流下規制部材を支持した状態に取り付けられる構成としてもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に記載の遊技機によれば、遊技盤面内で大型化したセンターケースにより、遊
技釘植設領域が減少しても、延設装飾部によって装飾効果の高い遊技盤面とするための装
飾部の確保を可能にするとともに、延設装飾部の球流下規制部材によって遊技球が転動流
下する領域の確保をも可能とする。また、球流下規制部材をベース部から突設したため、
装飾機能を発揮するレンズ部を大きくすることができる。
【００１０】
　また、請求項２に記載の遊技機によれば、球流下規制部材を球流下規制釘が保護し耐久
性を高めるとともに、遊技釘（球流下規制釘）と球流下規制部材との連続性により好適に
遊技球をセンターケース側方に集めて流下させることができる。
　また、請求項３に記載の遊技機によれば、遊技釘が植設されていない領域であっても、
鎧部の階段状部によって、好適に遊技球を減勢することができる。
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【００１１】
　また、請求項４に記載の遊技機によれば、延設装飾部は、センターケース上部左側方か
ら帯状に左下方向に延設し、球流下規制部材は、その長さ方向が略上下方向となるように
設けた。このため、ベース部材の幅を過大にすることなく、球流下規制部材を略上下方向
に突設することができ、装飾機能を発揮するレンズ部を大きくすることができる。
　また、請求項５に記載の遊技機によれば、球流下規制部材の下端部に、後方に延設され
てレンズ部の表面より内部に埋没した埋没部を設け、該埋没部の上端をベース部の内側面
に一体に連結して支持し、レンズ部には、前記埋没部がはめ込まれ支持される切欠きを形
成した。このため、レンズ部による装飾効果を大きく発揮しながら、球流下規制部材を保
護し耐久性を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態として、パチンコ機に適用した場合の形態例を、図面を参照
して説明する。
Ａ．遊技盤の前面構成
　図１は本形態例のパチンコ機の遊技盤１の前面図である。
　図１において、符号１は遊技盤であり、前面の略円形領域がガイドレール２で囲まれる
ことにより遊技領域３が形成されている。ここで、ガイドレール２は、本発明の区画部材
を構成している。
　遊技盤１の前面には、図１に示すように、アウト球流入口４、センターケース１０、普
通電動役物タイプの始動入賞口１１、変動入賞装置１２、一般入賞口１３～１６、普図表
示器１７、普図記憶表示器１８、普図始動ゲート１９、特図表示器２０、特図記憶表示器
２１、状態表示器２２、サイドランプ２３、多数の遊技釘５（図２に示す）などが設けら
れている。なお遊技釘５は、遊技領域３の上部に飛入した遊技球がこれに当たりながら流
下するものであり、センターケース１０や入賞具の取付部分を除いた遊技領域内に複数本
植設されている。なお本例では、始動入賞口１１、変動入賞装置１２、一般入賞口１３～
１６、及び普図始動ゲート１９が、本発明の入賞具に相当する。
【００１３】
　センターケース１０は、遊技盤１の裏側に取り付けられる表示装置（図示省略する）の
表示部２４の前面周囲を囲む部材である。このセンターケース１０の構成は、後述する。
　表示装置は、数字や文字などの識別情報（場合により特図という）を表示可能な表示部
２４（画面）が形成された表示ユニット（例えば、液晶表示装置よりなるもので、図示省
略する）を内蔵し、複数列の特図を表示可能である。例えば、左側と中央と右側に特図を
縦３列に表示し、各列において数字や文字等よりなる特図を停止状態で表示（停止表示）
したり、あるいは変動状態（例えば、縦方向にスクロールする状態）で表示（即ち、変動
表示）したりすることが可能である。また表示部２４には、上記特図とは別個に背景画像
やキャラクタ画像などの演出用又は情報報知用の画像が表示可能である。
【００１４】
　また、始動入賞口１１は、後述するように特図の始動入賞口として機能する入賞口であ
り、入賞口としての開口部分の開度を変化させる開閉部材１１ａを有する。この始動入賞
口１１は、センターケース１０の中央部下方に配置されている。
　また、変動入賞装置１２は、後述する大当りになったことを条件として開放される大入
賞口１２ａを有する装置である。
【００１５】
　次に、普図表示器１７は、いわゆる普図の表示を行う表示器（例えば点滅する複数のラ
ンプよりなるもの）である。
　また、普図記憶表示器１８は、普図表示器１７の周囲４箇所に設けられた小さなランプ
よりなり、そのランプの点灯数によって、普図始動ゲート１９を遊技球が通過することに
より発生した普図の始動記憶の数（この場合、上限数が４個）を表示するものである。
【００１６】
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　次に、特図表示器２０は、本特図としての数字等を表示可能な７セグメントの表示器で
あり、始動入賞口１１への入賞により発生した特図の始動記憶に基づいて本特図の変動表
示を実行するためのものである。なお、この特図表示器２０によって表示されるものが本
特図であるのに対して、前述の表示装置の表示部２４で行われる特図の表示は、演出用の
ダミー表示である。
　また、特図記憶表示器２１は、特図表示器２０の周囲４箇所に設けられた小さなランプ
よりなり、そのランプの点灯数によって、始動入賞口１１への入賞により発生した始動記
憶の数（この場合、上限数が４個）を表示するものである。
　また、状態表示器２２は、特図記憶表示器２１の隣に設けられた２個の小さなランプよ
りなり、その点灯状態によって、変動表示ゲームの遊技状態を報知する。
【００１７】
Ｂ．センターケースの構成
　次に、本例のセンターケース１０の構成について説明する。
（センターケースの全体構成）
　まず、センターケース１０の全体構成を、図１及び図５によって説明する。図５は、セ
ンターケース１０の後述する枠部材４８や延設装飾部６０を示す斜視図である。
　遊技盤１を構成する基板（いわゆるベニヤ）には、センターケース１０をはめ込むため
のセンターケース用開口（図示省略）が形成されており、センターケース１０は、このセ
ンターケース用開口にはめ込まれて取り付けられる。このセンターケース１０は、前面に
開口し後方に窪んだ凹室３０を内側に有し、この凹室３０の奥手面に窓用開口部３１が形
成されている。窓用開口部３１は、表示装置の表示部２４を前面から視認可能とするもの
である。
【００１８】
　またセンターケース１０には、その凹室３０の底部に、遊技球が転動可能ないわゆる球
見せ用のステージ部３３が形成されている。
　ステージ部３３は、図１に示すように、後方側の上段ステージ３４と前方側の下段ステ
ージ３５を有する。煩雑になるので符号省略するが、各ステージ３４，３５の中央と左右
両側には、前面側に傾斜した溝が形成されている。また、上段ステージ３４の中央の溝の
奥には、遊技球をステージ部３３の内部下方に流下させる始動入賞導入口３６が設けられ
ている。この始動入賞導入口３６は、センターケース１０の下端中央（始動入賞口１１の
真上位置）に形成された始動入賞誘導口３７に連通している。
【００１９】
　なお、上段ステージ３４上に入った遊技球は、場合によってはこの上段ステージ３４上
を左右に転動した後、その中央又は左右の溝から前方（下段ステージ３５上）に流下する
か、始動入賞導入口３６を経由して始動入賞誘導口３７から流出してセンターケース１０
の下方に落下する。
　また、下段ステージ３５上に入った遊技球は、場合によってはこの下段ステージ３５上
を左右に転動した後、その中央又は左右の溝から前方に流出してセンターケース１０の下
方に落下する。
　そして、始動入賞誘導口３７から排出された遊技球は、始動入賞口１１へ誘導される（
即ち、高確率で始動入賞口１１に流入する）構成となっている。また、下段ステージ３５
の中央の溝から落下した遊技球も、比較的高い確率で始動入賞口１１に流入する構成とな
っている。これに対し、下段ステージ３５の左右両側の溝から落下した遊技球は、始動入
賞口１１に入賞する確率は比較的低い。
【００２０】
　また、このセンターケース１０の左側部には、遊技球をステージ部３３内に誘導するワ
ープ誘導部３８が設けられている。このワープ誘導部３８には、例えばセンターケース１
０の上に流下して左に流れ落ちた遊技球等が、図示しない遊技釘に当って、ある程度の確
率で流入するようになっている。また、このようにワープ誘導部３８から流入した遊技球
は、若干奥側に案内された後、ステージ部３３の上段ステージ３４上に左端側から右方に
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向かって流出する構成となっている。
　なお、ステージ部３３上には、このようにワープ誘導部３８を経由した遊技球に限られ
ず、例えば遊技釘に当って跳ねた遊技球が前面から直接入ってくる構成であってもよい。
【００２１】
　また、このセンターケース１０の凹室３０の左右又は上方には、人や建物等を模した各
種装飾部４１～４３や、各種装飾ランプ部４４～４６などが設けられているとともに、凹
室３０の右側奥部には、後部装飾ユニット５０が設けられている。後部装飾ユニット５０
は、前記表示部２４を部分的に遮蔽する遮蔽状態と表示部を開放する開放状態（表示部を
ほとんど遮蔽しない状態）とに変位する変位部材５１（この場合、太陽を模した部材）を
有するユニットである。
　また、センターケース１０には、窓用開口部３１の上方（装飾部４１，４３や、装飾ラ
ンプ部４５等の上方）に、前方に突出する庇状の鎧部４７が設けられている。鎧部４７は
、遊技球が表示部２４の前面に落下しないようにする部分であり、打ち込まれた遊技球を
必ずセンターケース１０の側方（左側又は右側）に案内する。
【００２２】
　ここで、装飾ランプ部４６は、センターケース１０の鎧部４７から延設した延設装飾部
６０に設けられている。延設装飾部６０は、前面側高さを遊技盤面１ａ（遊技盤１を構成
する基板の表面、後述の図１０に示す）と略同一にして、遊技球の流下路（この場合、鎧
部４７の左側の流下路）を横切るように鎧部４７から延設された部分である。
　なお鎧部４７は、図５に示すように、センターケース１０の前面側の外周部を主に構成
する枠部材４８の一部として形成され、延設装飾部６０もこの枠部材４３の左側から延び
るように設けられている。ここで、枠部材４８には、前述の始動入賞誘導口３７、下段ス
テージ３５、ワープ誘導部３８、装飾部４１も形成されている。また枠部材４８の外周に
は、鎧部４７の根元部分から外周側に薄板状に伸びるように鍔状部４９が形成されている
。鍔状部４９は、その裏面が遊技盤面１ａに接合され、遊技球が通過可能なように、前面
側高さが遊技盤面１ａと略同一に形成された薄肉部分である。また、図５等において符号
４９ａで示すのは、センターケース１０を遊技盤１を構成する基板に固定するためのビス
（例えば木ネジ）をねじ込むためのビス孔であり、上記鍔状部４９の複数箇所に設けられ
ている。なお、このビス孔４９ａから上記基板にねじ込まれるビスは、例えば頭が皿状と
なっている皿ネジであり、遊技釘５とは異なり、遊技盤面１ａと略同一の高さまでねじ込
まれ、このビス孔４９ａの部分を遊技球が通過可能となっている。
【００２３】
　また延設装飾部６０は、図１や図５に示すように、センターケース１０の上部左側（鎧
部４７の左側）から帯状に左下方向に延設されている。
　また鎧部４７のうち、延設装飾部６０が延設された箇所（後述する球流下規制部材６４
と対向する位置）は、センターケース１０の上下方向において階段状に形成されて階段状
部４７ａを構成している。この階段状部４７ａは、流下する遊技球の勢いを減らすための
もので、この場合、同様に遊技球を減勢するための階段状部４７ｂが鎧部４７の右下側に
も設けられている。
【００２４】
（延設装飾部の構成）
　次に、センターケース１０の延設装飾部６０の構成を、図２～図１１によって説明する
。
　図２は、遊技盤１の延設装飾部６０の周辺を拡大した前面図である。図３は、センター
ケース１０の延設装飾部６０の周辺を拡大し左斜めより見た斜視図である。図４は、セン
ターケース１０の延設装飾部６０の周辺を拡大し右斜めより見た斜視図である。図５は、
センターケース１０の前面側の外周部を主に構成する枠部材４８と延設装飾部６０を示す
斜視図である。図６は、枠部材４８の延設装飾部６０の部分を拡大した前面図である。図
７は、枠部材４８の延設装飾部６０の部分を拡大し左斜めより見た斜視図である。図８は
、枠部材４８の延設装飾部６０の部分を拡大し右斜めより見た斜視図である。図９は、枠
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部材４８の延設装飾部６０とワープ誘導部３８の部分を拡大した前面図である。図１０（
ａ）は、図９におけるＡ－Ａ断面を示す断面図であり、図１０（ｂ）は、図９におけるＢ
－Ｂ断面を示す断面図であり、図１０（ｃ）は、図９におけるＣ－Ｃ断面を示す断面図で
ある。図１１は、装飾ランプ部４６（装飾ランプユニット６２）の分解斜視図である。
【００２５】
　延設装飾部６０は、図５に示すように、枠部材４８における鎧部４７の左側から左下方
向に延設されたベース部６１と、このベース部６１に裏面側から取り付けられる装飾ラン
プユニット６２よりなる。ここで、装飾ランプユニット６２は、前述の装飾ランプ部４６
を構成するユニットである。なお、この装飾ランプユニット６２の表面側の部材（後述す
る第２レンズ部材７５及び第３レンズ部材７６）が、本発明のレンズ部に相当する。
　まず、ベース部６１を説明する。ベース部６１は、前述の枠部材４８の鍔状部４９の一
部が鎧部４７から離れて枠状に延びるようにして形成されて、帯状の延設装飾部６０の外
縁部を構成するとともに、内側に装飾ランプ部４６を露出させる開口６３を構成する。こ
のベース部６１は、前面から見て、前述した階段状部４７ａの上端位置から左斜め下方向
に円弧状に伸びる上側円弧状部６１ａと、階段状部４７ａの上下方向略中間位置から上側
円弧状部６１ａと略平行に円弧状に伸びる下側円弧状部６１ｂと、これら上側円弧状部６
１ａと下側円弧状部６１ｂの先端を連結するように形成された直線状部６１ｃと、よりな
る。なお、このベース部６１の外周は、鍔状になっており、この鍔状部分によって前述の
鍔状部４９の一部を構成している（図１０参照）。
【００２６】
　そして、延設装飾部６０における遊技球の流下路上流側端部（この場合、ベース部６１
の上側円弧状部６１ａの前面側）には、遊技球の流下を規制する板状の球流下規制部材６
４が一体に形成されている。この球流下規制部材６４は、その幅方向（厚さ方向に直交す
る互いに直交する２方向のうちの一方向）が遊技盤面１ａの前方に突出し、その長さ方向
（厚さ方向に直交する互いに直交する２方向のうちの他方向）が略上下方向となるように
設けられた板状部である。またこの球流下規制部材６４は、その長さ方向の上端から下端
までが前記鎧部４７（階段状部４７ａ）から略等距離の幅だけ離間するようにして設けら
れている。なお図６に示すように、本例の球流下規制部材６４は、長さ方向において、若
干円弧状に湾曲している。
【００２７】
　また、球流下規制部材６４の上端から遊技球の直径よりも狭い間隔となる位置には、図
２に示すように、球流下規制釘６５が、遊技釘５の一部として植設されている。
　また、球流下規制部材６４の下端部には、後方に延設されて装飾ランプユニット６２の
内部（開口６３の奥方）に埋没した状態となる埋没部６４ａが設けられている。この埋没
部６４ａの上端６４ｂは、図８に示すように、ベース部６１の上側円弧状部６１ａの内側
面に一体に連結され、この上側円弧状部６１ａの内側面によって支持されている。また、
この埋没部６４ａは、装飾ランプユニット６２の後述する第２レンズ部材７５及び第３レ
ンズ部材７６に設けられた切欠き７５ｂ，７６ｂ（図１１に示す）にはめ込まれ、この切
欠き７５ｂ，７６ｂによっても変形しないように支持されている。
【００２８】
　また、ベース部６１の裏面側には、図７に示すように、ネジ孔が形成された取付ボス６
６、先端に爪が形成された係合突起６７、係合溝６８，６９が設けられている。これらは
、装飾ランプユニット６２の部材を取り付けるためのものである（詳細後述する）。
　なお本例の場合、遊技球は、球流下規制部材６４と鎧部４７（階段状部４７ａ）の間を
、図２に矢印Ｆ１で示すように流下可能であるとともに、球流下規制部材６４の左側も、
図２に矢印Ｆ２で示すように流下可能である。但し、前述したように間隔が遊技球より狭
くなっているため、球流下規制部材６４と球流下規制釘６５の間を、図２に矢印Ｆ３で示
すように遊技球が流れることは不可能となっている。
【００２９】
　次に、装飾ランプユニット６２の構成について、図１１を参照して説明する。
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　装飾ランプユニット６２は、図１１に示すように、ランプケース７１、ＬＥＤ基板７２
、区画部材７３、第１レンズ部材７４、第２レンズ部材７５、及び第３レンズ部材７６を
、裏面側から前面側に向けて順に積層状に配置したものである。
【００３０】
　ランプケース７１は、前面が開口して奥面に底壁を有する箱型のものである。このラン
プケース７１の底壁又は側壁の複数箇所には、ＬＥＤ基板７２を係止するための可撓性を
有する爪部７１ａが形成されている。また、ランプケース７１の側壁の複数箇所には、区
画部材７３の後述する突出端部７３ｄがはめ込まれる切欠き７１ｂが形成されている。ま
たランプケース７１の側壁には、前述したベース部６１の係合突起６７が係合する係合溝
７１ｃや、後述のコネクタ７２ｅからの配線を引出すための配線用開口７１ｄも形成され
ている。また、このランプケース７１の側壁の外面２箇所の位置（前述のベース部６１の
取付ボス６６に対応する位置）には、取付用の突片７１ｅが形成されており、これら突片
７１ｅには、図１１に示す如くネジ挿入用のネジ貫通孔（符号省略）が形成されている。
【００３１】
　ＬＥＤ基板７２は、前面に、複数の第１ＬＥＤ７２ａと、複数の第２ＬＥＤ７２ｂと、
複数の第３ＬＥＤ７２ｃと、複数の第４ＬＥＤ７２ｄとが、それぞれ列を成して搭載され
、全体としてＬＥＤが４列に搭載されたものである。このＬＥＤ基板７２は、ランプケー
ス７１の底面上にはめ込まれ、外周部において前記爪部７１ａによって係止され、ランプ
ケース７１内に取り付けられる。なお、このＬＥＤ基板７２の前面（前述の配線用開口７
１ｄに対向する位置）には、配線用のコネクタ７２ｅも搭載されている。
【００３２】
　区画部材７３は、透光性のない例えば白色の材料よりなるもので、ＬＥＤ基板７２の前
面に直角な壁であって、同前面に接合して上述したＬＥＤの列間を区画する壁７３ａ，７
３ｂ，７３ｃを有し、各列のＬＥＤからの光が干渉しないようにする部材である。この区
画部材７３の上下左右４箇所の位置には、前述のランプケース７１の切欠き７１ｂにはま
り込む突出端部７３ｄが形成されている。
　第１レンズ部材７４は、透光性のある材料（透明樹脂等）よりなる板状のものであり、
表面に比較的細かい凹凸が形成されて、光を拡散させる部材である。
【００３３】
　第２レンズ部材７５は、やはり透光性のある材料よりなる板状のものであり、表面に比
較的大きな凹凸が形成されて、光を拡散させる部材である。この第２レンズ部材７５には
、前述のベース部６１の係合溝６９に係合する係合突起７５ａが、対応位置に形成されて
いる。また、この第２レンズ部材７５には、前述の球流下規制部材６４の埋没部６４ａが
はまり込む切欠き７５ｂが、対応位置に形成されている。
　第３レンズ部材７６は、やはり透光性のある材料よりなる板状のものであり、前面を遊
技球が滑らかに通過可能となるように、表面が滑らかな面とされたものである。この第３
レンズ部材７６には、前述のベース部６１の係合溝６８に係合する係合突起７６ａが、対
応位置に形成されている。また、この第３レンズ部材７６には、前述の球流下規制部材６
４の埋没部６４ａがはまり込む切欠き７６ｂが、対応位置に形成されている。
【００３４】
　なお、以上のような各部品によって構成される装飾ランプユニット６２は、次のように
して前述のベース部６１に組みつけられる。
　即ち、まず、ＬＥＤ基板７２を前記爪部７１ａによってランプケース７１に組付ける。
その後、区画部材７３、第１レンズ部材７４、第２レンズ部材７５、及び第３レンズ部材
７６を、順に積層状に配置し、前述の突出端部７３ｄを切欠き７１ｂにはめ込み、前述の
係合突起６７，７５ａ，７６ａを対応する係合溝７１ｃ，６９，６８に係合させるととも
に、前述の球流下規制部材６４の埋没部６４ａを切欠き７５ｂ，７６ｂにはめ込みつつ、
これら部品を前記ベース部６１とランプケース７１（ＬＥＤ基板７２）で挟むようにして
取り付ける。そして、ランプケース７１の突片７１ｅの前述のネジ貫通孔に、裏側からネ
ジを挿入し、このネジをベース部６１の取付ボス６６のネジ孔にねじ込むことによって、
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ランプケース７１をベース部６１に固定する。
　これにより、レンズ部（第２レンズ部材７５及び第３レンズ部材７６）を含む装飾ラン
プユニット６２が、前記球流下規制部材６４の埋没部６４ａを支持した状態に取り付けら
れる。
【００３５】
Ｃ．遊技の概要
　次に、本形態例のパチンコ機で行われる遊技の概要や遊技の流れについて説明する。
　まず、遊技開始当初の時点（或は遊技開始前の時点）では、客待ち状態（デモ中）とな
っており、表示装置の画面（表示部２４）には客待ち画像（動画又は静止画）が表示され
る。
　ガイドレール２を介して遊技領域３に打込まれた遊技球が、遊技釘５や延設装飾部６０
の球流下規制部材６４に当たりながら流下し、始動入賞口１１に入賞すると（即ち、特図
の始動入賞があると）、表示部２４において特図の変動表示が行われて、変動表示ゲーム
が行われる。
【００３６】
　そして、この変動表示ゲームの停止表示態様（変動表示により導出された特図の組合せ
）が特別表示態様（例えば、「３、３、３」などのゾロ目）であれば、大当りと呼ばれる
特典が遊技者に付与される。なお制御上は、例えば始動入賞があったことを条件として、
大当り乱数の値が抽出記憶されて、この抽出記憶された乱数値と予め設定された判定値と
が判定時に比較判定され、この比較判定結果に基づいて、予め大当りとするか否かが決定
され、この決定に応じて上記変動表示ゲームが開始される。
【００３７】
　上記大当り状態になると、変動入賞装置１２の大入賞口１２ａが、規定時間（例えば、
３０秒）を越えない範囲内において、例えば１０個入賞までの期間だけ一時的に開放され
る開放動作が行われる。そしてこの開放動作は、例えば、１５ラウンドまで行われる。ま
た、この大当たり状態では、大当たり状態を演出したり大当たりラウンド数などを遊技者
に報知するための大当たり画像の表示が、表示部２４で実行される。
【００３８】
　また、上記特図の変動表示ゲーム中又は大当り中に、始動入賞口１１にさらに遊技球が
入賞したときには、この場合特図記憶表示器２１で特図始動記憶表示が行われて例えば４
個まで記憶され、変動表示ゲーム又は大当りが終了した後に、その記憶（即ち、始動記憶
）に基づいて上記特図の変動表示ゲームが繰り返されたり、客待ち状態に戻ったりする。
　即ち、変動表示ゲームが大当たりで終了すれば大当たり状態に移行し、変動表示ゲーム
がはずれで終了し始動記憶があれば再度変動表示ゲームが実行され、変動表示ゲームがは
ずれで終了し始動記憶がなければ客待ち状態に戻り、大当たりが終了して始動記憶があれ
ば再度変動表示ゲームが実行され、大当たりが終了して始動記憶がなければ客待ち状態に
戻る流れとなっている。
【００３９】
　一方、遊技中に、遊技球が普図始動ゲート１９を通過したときは、普図表示器１７での
普図の変動表示による普図の変動表示ゲームが行われる。そして、この変動表示ゲーム結
果（停止した普図）が所定の態様であれば、普図当りと呼ばれる特典が付与される。
　この普図当りになると、始動入賞口１１の一対の開閉部材１１ａが逆ハの字に開いた開
放状態に、例えば０．５秒程度保持される遊技が行われる。これにより、始動入賞口１１
に遊技球が入賞し易くなり、その分、特図の変動表示ゲームの実施回数が増えて大当りに
なる可能性が増す。
　また、上記普図の変動表示ゲーム中に、普図始動ゲート１９にさらに遊技球が入賞した
ときには、普図記憶表示器１８で普図始動記憶表示が実行されてこの場合４個まで記憶さ
れ、普図の変動表示ゲームの終了後に、その記憶に基づいて上記普図の変動表示ゲームが
繰り返される。
【００４０】
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　以上説明した本例の遊技機によれば、遊技盤面内で大型化したセンターケース１０によ
り、遊技釘植設領域が減少しても、延設装飾部６０の装飾ランプ部４６（装飾ランプユニ
ット６２）によって装飾効果の高い遊技盤面とするための装飾部の確保を可能にするとと
もに、延設装飾部６０の球流下規制部材６４によって遊技球が転動流下する領域の確保を
も可能とする。
【００４１】
　また本例の遊技機によれば、球流下規制部材６４を球流下規制釘６５が保護し耐久性を
高めるとともに、遊技釘（球流下規制釘６５）と球流下規制部材６４の連続性により好適
に遊技球をセンターケース側方に集めて流下させることができる。
　また本例の遊技機によれば、遊技釘が植設されていない領域であっても、鎧部４７の階
段状部４７ａによって、好適に遊技球を減勢することができる。
　また本例の遊技機によれば、球流下規制部材６４をベース部６１から突設したため、装
飾機能を発揮するレンズ部（第２レンズ部材７５及び第３レンズ部材７６）を大きくする
ことができる。
【００４２】
　また本例の遊技機によれば、延設装飾部６０は、センターケース上部左側方から帯状に
左下方向に延設し、球流下規制部材６４は、その長さ方向が略上下方向となるように設け
た。このため、ベース部６１の幅を過大にすることなく、球流下規制部材６４を略上下方
向に突設することができ、装飾機能を発揮するレンズ部（第２レンズ部材７５及び第３レ
ンズ部材７６）を大きくすることができる。
　また本例の遊技機によれば、球流下規制部材６４の下端部に、後方に延設されてレンズ
部の表面より内部に埋没した埋没部６４ａを設け、該埋没部の上端をベース部６１の内側
面に一体に連結して支持し、レンズ部には、前記埋没部がはめ込まれ支持される切欠き７
５ｂ，７６ｂを形成した。このため、レンズ部（第２レンズ部材７５及び第３レンズ部材
７６）による装飾効果を大きく発揮しながら、球流下規制部材６４を保護し耐久性を高め
ることができる。
【００４３】
　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】パチンコ機の遊技盤の前面図である。
【図２】遊技盤の延設装飾部の周辺を拡大した前面図である。
【図３】センターケースの延設装飾部の周辺を拡大し左斜めより見た斜視図である。
【図４】センターケースの延設装飾部の周辺を拡大し右斜めより見た斜視図である。
【図５】センターケースの前面側の外周部を主に構成する枠部材と延設装飾部を示す斜視
図である。
【図６】枠部材の延設装飾部の部分を拡大した前面図である。
【図７】枠部材の延設装飾部の部分を拡大し左斜めより見た斜視図である。
【図８】枠部材の延設装飾部の部分を拡大し右斜めより見た斜視図である。
【図９】枠部材の延設装飾部とワープ誘導部の部分を拡大した前面図である。
【図１０】（ａ）は、図９におけるＡ－Ａ断面図であり、（ｂ）は、図９におけるＢ－Ｂ
断面図であり、（ｃ）は、図９におけるＣ－Ｃ断面図である。
【図１１】装飾ランプ部（装飾ランプユニット）の分解斜視図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１　遊技盤
　２　ガイドレール（区画部材）
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　３　遊技領域
　５　遊技釘
　１０　センターケース
　１１　始動入賞口（入賞具）
　１２　変動入賞装置（入賞具）
　１３～１６　一般入賞口（入賞具）
　１９　普図始動ゲート（入賞具）
　４７　鎧部
　４７ａ　階段状部
　６０　延設装飾部
　６１　ベース部
　６２　装飾ランプユニット
　６４　球流下規制部材
　６４ａ　埋没部
　６５　球流下規制釘
　７５　第２レンズ部材（レンズ部）
　７６　第３レンズ部材（レンズ部）
　７５ｂ　切欠き
　７６ｂ　切欠き
 

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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