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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１演出役物と、
　前記第１演出役物の前側位置に移動可能な可動の第２演出役物と、
　前記第２演出役物が前記第１演出役物の前側に位置するとき、前記第１演出役物から前
記第２演出役物に向けて発光する電飾ランプと、
　前記第１演出役物の前面に設けられ、前記電飾ランプから照射されて前記第２演出役物
から反射された光を前方へ反射する鏡面部を設けたことを特徴とする遊技機の役物装置。
【請求項２】
　第１演出役物と、
　前記第１演出役物の前側位置に移動可能な可動の第２演出役物と、
　前記第２演出役物が前記第１演出役物の前側に位置するとき、前記第１演出役物から前
記第２演出役物に向けて発光する電飾ランプとを備え、
　前記第２演出役物の裏面部が前記電飾ランプの光を第１演出役物側に反射可能に構成さ
れ、
　前記第１演出役物の前面に設けられ、前記電飾ランプから照射されて前記裏面部により
反射された光を前方へ反射する鏡面部を設けたことを特徴とする遊技機の役物装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は遊技機の役物装置に関し、特に、第１演出役物と第１演出役物の前側位置を移
動可能な可動の第２演出役物とを備え、第２演出役物が第１演出役物の前側に位置すると
き、第１演出役物のうち第２演出役物で影になる部分を明るく照らすようにしたものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ遊技機には、遊技興趣を高めるために、遊技演出を行う為の役物装置が
設けられている。近年のパチンコ遊技機の役物装置は、一般に、多彩な遊技演出を可能に
するために、可動の役物を備えており、役物装置の構成や動作も複雑になりつつある。例
えば、特許文献１に記載の遊技機の役物装置では、可動の第１役物、第１役物の前側を開
閉する可動の第２役物を備え、第２役物が左右に開閉動作し、第２役物が第１役物の前側
を開けた状態で、第１役物が前後に出没動作する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２９２５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のように、第１役物の前側を第２役物が開閉する遊技機の役物装置では、第
１，第２役物は、この役物装置外の光源（例えば、遊技機を設置する遊技ホールの照明等
）で前側から明るく照らされるが、第２役物が第１役物の前側を閉じた状態では、第１役
物には第２役物で影になる部分ができるので、この第１役物の影部分が暗く見えて、第１
役物の見栄えが悪くなるという課題がある。この種の役物装置において、遊技中の大半を
第２役物が第１役物の前側を閉じた状態になるようにすると、一般に、そうなるように構
成することが多いが、この場合、上記課題が顕著になる。
【０００５】
　本発明の目的は、第１演出役物の前側位置を第２演出役物が移動するようにして多彩な
遊技演出を可能にするとともに、第２演出役物が第１演出役物の前側に位置するとき、第
１演出役物のうち第２演出役物で影になる部分を明るく照らすことができ、第１演出役物
の見栄えが悪くなることを防止できる、遊技機の役物装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本願発明は以下の構成を有するものである。尚、参照符号は、本願発明の理解促進の為
に図面に図示した構成要素との対応関係の一例を示したものであり、本願発明の技術的範
囲を限定するものではない。
　第１の発明（遊技機の役物装置）は、第１演出役物(40,45)と、前記第１演出役物(40,4
5)の前側位置に移動可能な可動の第２演出役物(41)と、前記第２演出役物(41)が前記第１
演出役物(40,45)の前側に位置するとき、前記第１演出役物(40,45)から前記第２演出役物
(41)に向けて発光する電飾ランプ(42)と、前記第１演出役物(40,45)の前面に設けられ、
前記電飾ランプ(42)から照射されて前記第２演出役物(41)から反射された光を前方へ反射
する鏡面部を設けたことを特徴としている。
【０００７】
　第２の発明（遊技機の役物装置）は、第１演出役物(40,45)と、前記第１演出役物(40,4
5)の前側位置に移動可能な可動の第２演出役物(41)と、前記第２演出役物(41)が前記第１
演出役物(40,45)の前側に位置するとき、前記第１演出役物(40,45)から前記第２演出役物
(41)に向けて発光する電飾ランプ(42)とを備え、前記第２演出役物(41)の裏面部が前記電
飾ランプ(42)の光を第１演出役物側に反射可能に構成され、前記第１演出役物(40,45)の
前面に設けられ、前記電飾ランプ(42)から照射されて前記裏面部により反射された光を前
方へ反射する鏡面部を設けたことを特徴としている。
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【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、第１，第２演出役物と電飾ランプにより多彩な遊技演出を可能にする
とともに、第２演出役物が第１演出役物の前側に位置するとき、電飾ランプから照射され
て第２演出役物から反射された光により第１演出役物を明るく照らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】パチンコ遊技機の正面図である。
【図２】遊技盤の第２役物が閉塞状態の正面図である。
【図３】パチンコ遊技機の制御系のブロック図である。
【図４】遊技盤の第２役物が開放状態で第１役物が下降途中状態の正面図である。
【図５】遊技盤の第２役物が開放状態で第１役物が下降状態の正面図である。
【図６】役物装置の概略平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明を実施するための形態について実施例に基づいて説明する。
【実施例】
【００１１】
　図１、図２に示すように、パチンコ遊技機１には、遊技ホールに取付けられる外枠に開
閉枠２が開閉自在に装着され、開閉枠２に開閉扉３が開閉自在に装着されている。開閉枠
２には遊技盤４が装着され、その遊技盤４の前面側に遊技領域５が形成されている。開閉
扉３には窓３ａが形成され、その窓３ａに透明板３ｂが装着され、その透明板３ｂにより
遊技領域５の前側が覆われている。
【００１２】
　開閉扉３の窓３ａの下側に、遊技球を貯留する貯留皿６と、遊技者が操作する発射ハン
ドル７が装着されている。発射ハンドル７が回動操作されると、貯留皿６から発射位置に
導入された遊技球が発射され、ここで、貯留皿６に複数の遊技球が存在する場合には、例
えば、複数の遊技球が約０．６秒間隔で連続発射される。発射された遊技球は、ガイドレ
ール８で案内されて遊技領域５の上部に投入される。
【００１３】
　図２、図３に示すように、遊技盤４には、遊技領域５に、多数の障害釘１０、始動入賞
口装置１１、ゲート１２、大入賞口装置１３、普通入賞口１４、画像表示器１５、役物装
置１６、センタ役物１７が装着され、遊技領域５外に遊技表示盤１８が装着され、遊技盤
４の裏面側に制御装置２０が装着されている。
【００１４】
　始動入賞口装置１１は、センタ役物１７の下側に配置され、所謂電チューを含む構成で
、上始動入賞口１１ａ、下始動入賞口１１ｂ、下始動入賞口１１ｂを開閉する開閉部材１
１ｃ、始動入賞口１１ａ，１１ｂに入賞した遊技球を検出する始動口ＳＷ１１ｄ、開閉部
材１１ｃを開閉駆動する電チューソレノイド１１ｅを有する。開閉部材１１ｃは、左右対
称の２つの短い羽根部材が盤面直角方向の軸回りに動作するように構成され、閉塞位置で
下始動入賞口１１ｂへの遊技球の入賞を不可能にし、開放位置で下始動入賞口１１ｂへの
遊技球の入賞を可能にする。図２の開閉部材１１ｃは閉塞位置にある。
【００１５】
　ゲート１２はセンタ役物１７の左側に配置され、このゲート１２を通過した遊技球を検
出するゲートＳＷ１２ａが付設されている。ゲート１２を遊技球が通過することを契機に
行われる当り抽選で当選した場合に、補助遊技が発生し、始動入賞口装置１１が作動して
、通常は閉塞の下始動入賞口１１ｂが開閉するように開閉部材１１ｃを動作させる。
【００１６】
　大入賞口装置１３は、始動入賞口装置１１の下側に配置され、大入賞口１３ａ、大入賞
口１３ａを開閉する開閉部材１３ｂ、大入賞口１３ａに入賞した遊技球を検出する大入賞
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口ＳＷ１３ｃ、開閉部材１３ｂを開閉駆動する大入賞口ソレノイド１３ｄを有する。開閉
部材１３ｂは、盤面平行方向の軸回りに動作するように構成され、閉塞位置で大入賞口１
３ａへの遊技球の入賞を不可能にし、開放位置で大入賞口１３ａへの遊技球の入賞を可能
にする。図２の開閉部材１３ｂは開放位置にある。
【００１７】
　始動入賞口１１ａ，１１ｂへの遊技球の入賞を契機に行われる大当り抽選で当選した場
合に、大当り遊技が発生し、大入賞口装置１３が作動して、通常は閉塞の大入賞口１３ａ
が開閉するように開閉部材１３ｂを動作させる。普通入賞口１４は複数設けられ、この普
通入賞口１４に入賞した遊技球を検出する普通入賞口ＳＷ１４ａが付設されている。
【００１８】
　画像表示器１５は、液晶ディスプレイからなり、センタ役物１７の大部分に設けられて
いる。この画像表示器１５には、始動入賞口１１ａ，１１ｂへの遊技球の入賞を契機に大
当り抽選演出が表示され、その大当り抽選演出では、例えば、演出図柄を用いて図柄変動
や大当り抽選の結果が表示され、また、大当り遊技中には大当り演出が表示される。役物
装置１６はセンタ役物１７の上部に設けられている。この役物装置１６については後で詳
しく説明する。尚、センタ役物１７には、画像表示器１５と役物装置１６の他に種々の電
飾も設けられている。
【００１９】
　遊技表示盤１８は、遊技領域５の下部右側に前方へ向けて配置され、７セグメントの特
別図柄表示器１８ａ、○×で表示する普通図柄表示器１８ｂ、４つの特別図柄保留ランプ
１８ｃ、４つの普通図柄保留ランプ１８ｄを備え、これら表示器１８ａ～１８ｄはＬＥＤ
を発光源としている。特別図柄表示器１８ａでは、始動入賞口１１ａ，１１ｂへの遊技球
の入賞を契機に行われる大当り抽選の結果が変動表示後に表示され、普通図柄表示器１８
ｂでは、ゲート１２を遊技球が通過することを契機に行われる抽選の結果が変動表示後に
表示される。
【００２０】
　特別図柄表示器１８ａの変動表示中に、始動入賞口１１ａ，１１ｂに入賞した遊技球の
数であって、特別図柄表示器１８ａの変動に供しない（後で大当り抽選の結果が得られる
）特別図柄の保留数が最大で４つまで保留され、特別図柄保留ランプ１８ｃには、その特
別図柄の保留数が表示される。同様に、普通図柄表示器１８ｂの変動表示中に、ゲート１
２を通過した遊技球の数であって、普通図柄表示器１８ｂの変動に供しない（後で当り抽
選の結果が得られる）普通図柄の保留数が最大で４つまで保留され、普通図柄保留ランプ
１８ｄには、その普通図柄の保留数が表示される。
【００２１】
　発射ハンドル７を回動操作することで、発射され遊技領域５の上部に投入された遊技球
は、複数の障害釘１０に当たって方向を変えながら落下して、入賞口１１ａ，１１ｂ，１
３ａ，１４の何れかに入賞した場合、そこから遊技領域５外へ排出され、入賞口１１ａ，
１１ｂ，１３ａ，１４の何れにも入賞しなかった場合には、最終的に、遊技領域５の下端
部に形成されたアウト口１９から遊技領域５外へ排出される。
【００２２】
　図３に示すように、制御装置２０は、メイン制御装置２１とサブ制御装置２５とで構成
されている。メイン制御装置２１は、メイン制御基板２２にＣＰＵとＲＯＭとＲＡＭを備
えて構成され、サブ制御装置２５は、払出制御基板２６、演出制御基板２７、画像制御基
板２８、ランプ制御基板２９を備え、この複数の制御基板２６～２９は夫々ＣＰＵとＲＯ
ＭとＲＡＭを備えて構成されている。
【００２３】
　メイン制御基板２２が、始動口ＳＷ１１ｄ、ゲートＳＷ１２ａ、大入賞口ＳＷ１３ｃ、
普通入賞口ＳＷ１４ａから検出信号を受けて、また、払出制御基板２６から制御情報を受
けて、電チューソレノイド１１ｅ、大入賞口ソレノイド１３ｄ、特別図柄表示器１８ａ、
普通図柄表示器１８ｂ、特別図柄保留ランプ１８ｃ、普通図柄保留ランプ１８ｄを制御す
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る。
【００２４】
　メイン制御装置２１は、始動入賞口１１ａ，１１ｂへの遊技球の入賞を契機に大当り抽
選を行い、この大当り抽選で当選した場合に大当り遊技として大入賞口１３ａを所定の開
閉パターンで開閉させるように大入賞口装置１３を制御し、また、大当り抽選で当選した
場合に確変抽選を行い、大当り抽選の当選確率を確変抽選で落選した場合に所定の低確率
（例えば、約１／３００）に設定し且つ確変抽選で当選した場合に低確率よりも高い高確
率（例えば、約１／３０）に設定するように構成されている。
【００２５】
　払出制御基板２６は、メイン制御基板２２から制御情報を受けて、払出駆動モータ３０
を制御し、入賞口１１ａ，１１ｂ，１３ａ，１４への遊技球の入賞１個について、入賞口
１１ａ，１１ｂ，１３ａ，１４毎に設定された数の遊技球を貯留皿６に払い出す。演出制
御基板２７は、メイン制御基板２２から制御情報を受けて、また、演出ボタン３１から入
力信号を受けて、画像制御基板２８とランプ制御基板２９に夫々制御情報を出力する。
【００２６】
　画像制御基板２８は、演出制御基板２７から制御情報を受けて、画像表示器１５とスピ
ーカ３２を制御する。ランプ制御基板２９は、演出制御基板２７から制御情報を受けて、
主に画像制御基板２８による制御に同期させて、枠ランプ３３と盤ランプ３４と役物装置
１６を制御する。例えば、スピーカ３２と枠ランプ３３は開閉扉３に設けられ、盤ランプ
３４は遊技盤４に設けられている。
【００２７】
　次に、役物装置１６について詳しく説明する。
　図２、図４～図６に示すように、役物装置１６は、可動の第１役物４０、第１役物４０
の前側を開閉する可動の第２役物４１、第１役物４０の周辺近傍部から第１役物４０より
も前側に向けて発光する電飾ランプ４２、第２役物４１の裏面部に一体的に設けられ、第
２役物４１が第１役物４０の前側を閉じた状態で、電飾ランプ４２の光を第１役物４０の
うち第２役物４１で影になる部分に向けて反射させるリフレクタ４３を備えている。
【００２８】
　第１役物４０は、固定役物部材４０ａと２つの可動役物部材４０ｂ，４０ｃからなり、
例えば、この３つの役物部材４０ａ～４０ｃは、夫々、キャラクターの頭部と胴部と脚部
を形成し、固定役物部材４０ａの前側が第２役物４１で開閉されるように構成されている
。第１役物４０の後側に背面板４５が位置し、この背面板４５が遊技盤４に固定的に設け
られ、背面板４５の下側に画像表示器１５の画面が位置している。尚、第１役物４０と背
面板４５とにより第１演出役物が構成される。
【００２９】
　固定役物部材４０ａは、背面板４５の前面中央部分に固定的に取付けられ、可動役物部
材４０ｂ，４０ｃは、一体的に、固定役物部材４０ａに対して上下に図２に示す退入位置
と図５に示す突出位置とに亙って昇降するように構成されている。尚、図４の可動役物部
材４０ｂ，４０ｃは退入位置と突出位置の間に位置している。可動役物部材４０ｂ，４０
ｃにおいて、固定役物部材４０ａとラップする部分が固定役物部材４０ａの後側に隠れ、
固定役物部材４０ａよりも下側の部分が露出して、画像表示器１５の前側に位置する。
【００３０】
　また、可動役物部材４０ｂ，４０ｃは一体的に固定役物部材４０ａに対して前後に振動
するように、更に、可動役物部材４０ｃは可動役物部材４０ｂに対して揺動するように構
成されている。可動役物部材４０ｂ，４０ｃの前記昇降、振動、揺動は、１又は複数のア
クチュエータを含む駆動機構（図示略）により行われ、この１又は複数のアクチュエータ
がサブ制御装置２５により制御される。
【００３１】
　第２役物４１は、左右１対の可動役物部材４１ａ，４１ｂからなり、この１対の可動役
物部材４１ａ，４１ｂで所謂タイトルギミック（第２演出役物）を構成し、この１対の可
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動役物部材４１ａ，４１ｂの裏面部に１対のリフレクタ４３が夫々一体的に設けられてい
る。第２役物４１（可動役物部材４１ａ，４１ｂ）は、第１役物４０の前方と側方とに亙
って、つまり、第２役物４１の前側を閉塞する図２に示す閉塞位置と第２役物４１の前側
を開放する図４、図５に示す開放位置とに亙って、平面視円弧状の軌跡で動作するように
構成され、この可動役物部材４１ａ，４１ｂの動作は、アクチュエータを含む駆動機構（
図示略）により行われ、このアクチュエータがサブ制御装置２５により制御される。
【００３２】
　可動役物部材４１ａ，４１ｂは、夫々、前記円弧状の軌跡に沿う平面視円弧状に形成さ
れ、両可動役物部材４１ａ，４１ｂの表面部に、このパチンコ遊技機１のタイトル文字（
例えば、「おぼっちゃまくん」）を表示した半透明の透過部を有するタイトル表示部４１
ｃが形成され、第２役物４１が第１役物４０の前側を閉じた状態で、このタイトル表示部
４１ｃの全部が出現して一連のタイトル文字が表示される。
【００３３】
　各可動役物部材４１ａ，４１ｂは、適当な上下幅（例えば、第１役物４０の固定役物部
材４０ａの上下幅の２／３程度の上下幅）を有するとともに、その動作方向と直交する水
平方向に所定の肉厚を有するように形成され、裏面側を開口した円弧箱状の本体部材４１
ｄと、この本体部材４１ｄの開口を覆うように本体部材４１ｄに取付けられた円弧板状の
基板裏カバー４１ｅとを有する。
【００３４】
　各可動役物部材４１ａ，４１ｂの内部には、ＬＥＤ基板（図示略）が基板裏カバー４１
ｅに取付けられた状態で配設されるとともに、複数のＬＥＤ（図示略）がそのＬＥＤ基板
に実装された状態で配設され、この複数のＬＥＤが点灯することで、タイトル表示部４１
ｃがその透過部から発光する。尚、この複数のＬＥＤはサブ制御装置２５で制御される。
【００３５】
　電飾ランプ４２は、第２役物４１が第１役物４０の前側を開けた状態で、遊技演出を行
う為の複数のＬＥＤ４２ａからなり、第１役物４０の後側に位置する背面板４５に取付け
られている。例えば、背面板４５の裏面にＬＥＤ基板（図示略）が取付けられ、複数のＬ
ＥＤ４２ａはそのＬＥＤ基板に実装され、背面板４５に形成された複数の孔からその前方
へ臨むように取付けられている。
【００３６】
　複数のＬＥＤ４２ａは、背面板４５に適当に分散した状態で配置されているが、この複
数のＬＥＤ４２ａのうち、主に、第１役物４０の前側を閉じた状態の第２役物４１の後側
に位置し、且つ、第１役物４０の左右両側に位置する少なくとも２つのＬＥＤ４２ａが、
第１役物４０のうち第２役物４１で影になる部分を明るく照らすのに寄与する。
【００３７】
　１対のリフレクタ４３は、第２役物４１の１対の可動役物部材４１ａに夫々設けられた
１対の合成樹脂製の基板裏カバー４１ｅにメッキ加工を施して形成されている。前記のよ
うに、基板裏カバー４１ｅは円弧板状に形成され、その基板裏カバー４１ｅの裏面にメッ
キ加工を施して形成されたリフレクタ４３が、第１役物４０に対して円弧状凹面となる反
射面４３ａを有する。
【００３８】
　以上説明した役物装置１６によれば次の作用・効果を奏する。
　第１役物４０、第１役物４０の前側を左右に開閉する可動の第２役物４１、第１役物４
０の周辺近傍部から第１役物４０よりも前側に向けて発光する電飾ランプ４２を備えたの
で、更に、第１役物４０も可動で前記昇降、振動、揺動が可能であるため、多彩な遊技演
出が可能になる。但し、第２役物４１が第１役物４０の前側を閉じた状態では、第１役物
４０には第２役物４１で影になる部分ができ、このままでは、第１役物４０の影部分が暗
く見えて、第１役物４０の見栄えが悪くなる。
【００３９】
　そこで、第２役物４１を利用し、その第２役物４１の裏面部にリフレクタ４３を一体的
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に設け、図６に示すように、第２役物４１が第１役物４０の前側を閉じた状態で、このリ
フレクタ４３により電飾ランプ４２の光を第１役物４０（固定役物部材４０ａ）のうち第
２役物４１で影になる部分に向けて反射させるので、この第１役物４０の影部分を明るく
照らすことができ、第１役物４０の見栄えが悪くなることを防止できる。
【００４０】
　電飾ランプ４２は、第２役物４１が第１役物４０の前側を開けた状態で、遊技演出を行
う為の複数のＬＥＤ４２ａからなるので、このＬＥＤ４２ａにより第１役物４０を電飾す
ることができ、そして、このＬＥＤ４２ａを利用して、第２役物４１が第１役物４０の前
側を閉じた状態では、第１役物４０の影部分を明るく照らすことができる。
【００４１】
　ＬＥＤ４２ａは第１役物４０の後側に位置する背面板４５に取付けられたので、第２役
物４１が第１役物４０の前側を開けた状態で、第１役物４０及び背面板４５を電飾するこ
とができ、第２役物４１が第１役物４０の前側を閉じた状態で、第１役物４０の影部分を
確実に照らすことができる位置にＬＥＤ４１ａを設置することができる。
【００４２】
　リフレクタ４３は第２役物４１に設けられた合成樹脂製の基板裏カバー４１ｅにメッキ
加工を施して形成されたので、第２役物４１にＬＥＤ基板を設けて、そのＬＥＤ基板を基
板裏カバー４１ｅでカバーするとともに、このＬＥＤ基板に複数のＬＥＤを実装して、第
２役物４１を電飾することができ、そして、その基板裏カバー４１ｅにメッキ加工を施し
てリフレクタ４３を簡単に確実に形成することができる。
【００４３】
　第２役物４１は第１役物４１の前方と側方とに亙って平面視円弧状の軌跡で動作するよ
うに構成され、リフレクタ４３が第１役物４０に対して円弧状凹面となる反射面４３ａを
有するので、第２役物４１が平面視円弧状の軌跡で動作することを利用して、第２役物４
１の形状も平面視円弧状に形成して、第２役物４１の裏面部に、第１役物４０に対して円
弧状凹面となる反射面４３ａを有するリフレクタ４３を容易に設けて、第２役物４１が第
１役物４０の前側を閉じた状態で、第１役物４０の影部分を確実に照らすことができる。
【００４４】
　次に、前記実施例を部分的に変更した変形例について説明する。
（１）電飾ランプ４２として、前記実施例では、複数のＬＥＤ４２ａを設けているが、１
つのＬＥＤ４２ａを設け、第２役物４１が第１役物４０の前側を開けた状態で、その１つ
のＬＥＤ４２ａの光をリフレクタ４３により第１役物４０のうち第２役物４１で影になる
部分に向けて反射させるようにしてもよい。
（２）前記実施例では、ＬＥＤ４２ａは、第２役物４１が第１役物４０の前側を開けた状
態で、遊技演出を行う為にも使用されるが、第２役物４１で影部分を明るく照らすものだ
けに使用するＬＥＤ４２ａを設けてもよい。
【００４５】
（３）第１役物４０から第１役物４０よりも前側に向けて発光するＬＥＤを、第１役物４
０（例えば、固定役物部材４０ａ）に取付けて設け、このＬＥＤの光をリフレクタ４３で
反射させて第２役物４１で影部分を明るく照らすようにしてもよい。
（４）第２役物４１が第１役物４０の前側を閉じた状態で、基本的には、ＬＥＤの光で第
１役物４０の影部分を明るく照らすようにするが、遊技の何らかの告知を行うために、Ｌ
ＥＤの発光を停止する、或いは、点滅させる等の遊技演出処理を行ってもよい。
【００４６】
（５）背面板４５（第１演出役物）の前面を鏡面状（鏡面部）に形成することが好ましい
。即ち、電飾ランプ４２の光がリフレクタ４３に発射して背面板４５の前面に達すると、
更に、その光を背面板４５でリフレクタ４３の方へ反射させ、リフレクタ４３によって第
１役物４０の方へ反射させることができる。つまり、第１役物４０のうち第２役物４１で
影になる部分を確実にしかも一層明るく照らすことが可能になる。
【００４７】
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　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、前記開示事項以外の種々の変更を付
加して実施可能である。また、本発明は、第１役物（固定の第１役物でも可動の第１役物
でもよい）と、第１役物の前側を開閉する可動の第２役物を備えた種々の役物装置に、ま
た、この種の役物装置を備えた種々のパチンコ遊技機に、或いは、パチンコ遊技機以外の
スロットマシン等、種々の遊技機に適用できる。
【符号の説明】
【００４８】
１　パチンコ遊技機
１６　役物装置
４０　第１役物
４１　第２役物
４１ｅ　基板裏カバー
４２　電飾ランプ
４２ａ　ＬＥＤ
４３　リフレクタ
４３ａ　反射面
４５　背面板
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