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(57)【要約】
【課題】遊技球に興趣のある動きを与え得ると共に、装
飾部材の大型化によりインパクトを与えることができる
遊技機を提供する。
【解決手段】パチンコ球が移動可能な遊技領域を設けた
遊技盤に、遊技領域の内周を庇状部３６で区画する枠状
装飾体３４が配設される。庇状部３６から外側に延出し
て遊技領域の一部を構成する遊技領域形成部４３に、前
側に突出する第１突出部４５が設けられる。枠状装飾体
３４に配設した電飾役物４７の装飾板５２は、枠状装飾
体３４の内側に位置する内装飾部５２ａと、枠状装飾体
３４の外側に位置して第１突出部４５で支持される外装
飾部５２ｂとを有する。遊技領域形成部４３と外装飾部
５２ｂとの間に、パチンコ球が移動可能な庇側流路７１
が画成される。これにより、パチンコ球に興趣のある動
きを与え得る広さの遊技領域を確保しつつ大型の装飾板
５２を設けて演出のインパクトを高め得る。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が移動可能な遊技領域が前側に設けられた遊技盤と、該遊技盤に配設されて前記
遊技領域の内周を区画する枠状装飾体とを備えた遊技機において、
　前記枠状装飾体に設けられて遊技盤の前面より前方に突出し、前記遊技領域の内周を画
成する庇状部と、
　前記庇状部から遊技領域側に遊技球が通過可能な間隔で離間し、前記遊技盤の前面より
前方に突出して遊技領域に位置する突出部と、
　前記枠状装飾体の内側および外側に亘って位置し、前記庇状部から外側に延出する外装
飾部が前記突出部で支持される装飾部材とを備え、
　前記外装飾部の後側に、遊技球が移動可能な通路が画成されるよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記庇状部から外側に延出するように設けられ、前記遊技領域の一部を構成して前記外
装飾部との間に前記通路を画成する遊技領域形成部とを備え、
　前記遊技領域形成部に前記突出部が設けられている請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　透光性に構成された前記遊技領域形成部の後方に、該遊技領域形成部に向けて光を照射
する発光手段を備え、
　前記発光手段から遊技領域形成部に向けて照射されて該遊技領域形成部を透過した光に
よって、前記外装飾部が照明されるよう構成された請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記装飾部材における枠状装飾体の内側に位置する内装飾部の裏側に設けられ、該内装
飾部に向けて光を照射する発光手段と、
　前記内装飾部に向けて光を照射する発光手段と内装飾部との間に配設され、当該発光手
段から照射される光を拡散する透光性の光拡散部材とを備え、
　前記遊技領域形成部には、前記遊技領域形成部に向けて光を照射する発光手段から照射
される光を拡散する光拡散部が設けられている請求項３記載の遊技機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球が流下する遊技領域を備える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、機内にセットされる遊技盤の盤面に画成した遊技
領域の略中央位置に、該遊技領域の内周を区画する枠状の枠状装飾体(所謂センター役物)
が配設されて、該枠状装飾体に設けられた開口部を介して複数の図柄を変動表示する液晶
式やドラム式等の図柄表示装置を後方から臨ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体
の下方位置に、パチンコ球(遊技球)の入賞により図柄表示装置での図柄変動演出を開始さ
せる始動入賞装置(始動入賞手段)や大当り時等に開放する特別入賞装置を配設するよう構
成されたものが多数提案されている(例えば、特許文献１参照)。この種のパチンコ機では
、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘等との接触に
より跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で前記始動入賞
装置に入賞することにより、所定数の賞球が払い出されると共に、前記図柄表示装置での
図柄変動演出に伴うリーチ演出等の各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装置に図柄が所
定の組み合わせで停止することにより所謂大当りが発生し、前記特別入賞装置が開放して
多数の賞球を獲得し得るよう構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２００８－１６１３６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記パチンコ機では、近年の図柄表示装置の大型化に伴い、枠状装飾体における開口部
を大きくして、インパクトのある図柄変動演出を行う傾向にある。また、枠状装飾体の内
側に、パチンコ機のモチーフとなるキャラクタ等の意匠を施した装飾部材を配設すること
で、興趣を向上すると共に他機種との差別化を図っている。この装飾部材は、図柄表示装
置での図柄変動演出の視認性を確保する必要から、該装飾部材を大型化するためには枠状
装飾体の更なる大型化が必要となるが、遊技盤の前面において枠状装飾体が占める面積が
大きくなるのに従って遊技領域が狭くなってしまい、遊技領域に植設し得る遊技釘が少な
くなってパチンコ球が流下する態様が単調なものとなる問題を招く。すなわち、図柄表示
装置の大型化を図ると共に、遊技球に興趣のある動きを与え得るだけの遊技領域を確保し
ようとすると、枠状装飾体に配設可能な装飾部材の大きさが限定されてしまい、インパク
トのある大型の装飾部材を採用し得なかった。
【０００５】
　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課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、遊技球に興趣のある動きを与え得ると共に、装飾
部材の大型化によりインパクトを与えることができる遊技機を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　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に記載の発明は、
　遊技球が移動可能な遊技領域(23)が前側に設けられた遊技盤(20)と、該遊技盤(20)に配
設されて前記遊技領域(23)の内周を区画する枠状装飾体(34)とを備えた遊技機において、
　前記枠状装飾体(34)に設けられて遊技盤(20)の前面より前方に突出し、前記遊技領域(2
3)の内周を画成する庇状部(36)と、
　前記庇状部(36)から遊技領域(23)側に遊技球が通過可能な間隔で離間し、前記遊技盤(2
0)の前面より前方に突出して遊技領域(23)に位置する突出部(44,45)と、
　前記枠状装飾体(34)の内側および外側に亘って位置し、前記庇状部(36)から外側に延出
する外装飾部(52b)が前記突出部(44,45)で支持される装飾部材(52)とを備え、
　前記外装飾部(52b)の後側に、遊技球が移動可能な通路(71)が画成されるよう構成され
たことを要旨とする。
【０００７】
　請求項１の発明によれば、枠状装飾体に配設される装飾部材を、該枠状装飾体の内側と
外側とに亘って延在するよう構成したので、枠状装飾体の寸法や設置領域が限定される状
況であっても大型の装飾部材を採用することができ、インパクトを高めて興趣を向上し得
る。また、他機種との差別化を図ることができる。しかも、枠状装飾体の外側に延出する
外装飾部の後側を遊技球が移動可能に構成したので、装飾部材を大型化しても遊技球に興
趣のある動きを与えることができる広さの遊技領域を確保し得る。
【０００８】
　請求項２に記載の発明では、
　前記庇状部(36)から外側に延出するように設けられ、前記遊技領域(23)の一部を構成し
て前記外装飾部(52b)との間に前記通路(71)を画成する遊技領域形成部(43)とを備え、
　前記遊技領域形成部(43)に前記突出部(44,45)が設けられていることを要旨とする。
　これによれば、庇状部に設けられた遊技領域形成部に突出部を設けるようにしたので、
庇状部と突出部との関係を一定に保つことができ、前記外装飾部の後側の通路での球詰り
等が発生するのを防ぐことができる。
【０００９】
　請求項３に記載の発明では、
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　透光性に構成された前記遊技領域形成部(43)の後方に、該遊技領域形成部(43)に向けて
光を照射する発光手段(61a)を備え、
　前記発光手段(61a)から遊技領域形成部(43)に向けて照射されて該遊技領域形成部(43)
を透過した光によって、前記外装飾部(52b)が照明されるよう構成されたことを要旨とす
る。
　これによれば、枠状装飾体から外側に延出する外装飾部を裏側から照明することができ
るので、演出効果を向上し得る。
【００１０】
　請求項４に記載の発明では、
　前記装飾部材(52)における枠状装飾体(34)の内側に位置する内装飾部(52a)の裏側に設
けられ、該内装飾部(52a)に向けて光を照射する発光手段(50a)と、
　前記内装飾部(52a)に向けて光を照射する発光手段(50a)と内装飾部(52a)との間に配設
され、当該発光手段(50a)から照射される光を拡散する透光性の光拡散部材(51)とを備え
、
　前記遊技領域形成部(43)には、前記遊技領域形成部(43)に向けて光を照射する発光手段
(61a)から照射される光を拡散する光拡散部(43a)が設けられていることを要旨とする。
　これによれば、枠状装飾体の内側および外側に位置する内外の装飾部を裏側から照明す
ることができるので、演出効果をより向上し得る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る遊技機によれば、遊技球に興趣のある動きを与え得ると共に、装飾部材の
大型化によりインパクトを与えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【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】実施例に係る枠状装飾体、透明パネル、遊技盤および設置部材を分解して前側か
ら視た概略斜視図である。
【図４】実施例に係る遊技盤を縦断して示す正面図である。
【図５】図４における電飾役物の配設部位を拡大して示す要部正面図である。
【図６】図２のＡ－Ａ線断面図である。
【図７】図２のＢ－Ｂ線断面図である。
【図８】実施例に係る枠状装飾体における電飾役物の配設部位を前側から視た要部概略斜
視図である。
【図９】実施例に係る枠状装飾体に配設される電飾役物を分解して前側から視た概略斜視
図である。
【図１０】実施例に係る枠状装飾体に配設される電飾役物を分解して後側から視た概略斜
視図である。
【図１１】実施例に係る設置部材に配設される発光演出装置を分解して前側から視た概略
斜視図である。
【図１２】実施例に係る設置部材に配設される発光演出装置を分解して後側から視た概略
斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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】
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【００１４】
(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１３ｂ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。
【００１５】
　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。すなわち、前記ランプ装置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。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。
【００１６】
　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１６ａ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の打球力が強弱変
化するよう構成されており、遊技者が操作レバー１６ａ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球流下経路２３ａ(後述)をパチンコ球が流下する所謂「左打
ち」と、該遊技盤２０に形成された第２球流下経路２３ｂ(後述)をパチンコ球が流下する
所謂「右打ち(ゴム打ち)」とを打ち分け得るようになっている。
【００１７】
(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、図６,図７に示す如く、該遊技盤２０との間に収容空間３８を画
成する設置部材(収容空間画成部材)２２が配設されており、収容空間３８には、発光によ
り演出を行う後述する発光演出装置５９や、可動体の動作により演出を行う可動演出装置
等の各種演出手段が設置されている。なお、前記表示装置１７は、設置部材２２の裏側に
取り付けられて、後述するように設置部材２２に設けた開口部(可視部)２２ａおよび枠状
装飾体３４(後述)の開口部３４ａ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
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飾シール等を貼付したものであってもよい。
【００１８】
　前記案内レール２１は、図２,図３に示す如く、前記遊技盤２０の左下部から右上部に
至るよう左方向に膨出する円弧状に形成された外レール２４と、遊技盤２０の右上部、右
下部および左上部に至るよう右方向に膨出する円弧状に形成された内レール２５,２６と
から構成されている。前記内レール２５,２６は、外レール２４の右上端部に連接して遊
技盤２０の右上部から下部に亘って配設され、左端縁が右方に凹む円弧状に形成された盤
面飾り部材２５と、遊技盤２０の下部から左上部に亘って配設されて盤面飾り部材２５の
下端部に連接し、前記外レール２４の右方(内側)に離間して位置するレール部材２６とか
ら構成され、該外レール２４およびレール部材２６により１個のパチンコ球が通過可能な
発射通路２１ａが画成されている。ここで、前記内レールを構成するレール部材２６は、
前記遊技盤２０の左上部に開放端を臨ませて外レール２４との間に遊技領域２３に開口す
る打出し口２１ｂを画成するよう構成されて、前記打球発射装置から発射されたパチンコ
球が発射通路２１ａの下方開口から飛翔して、レール部材２６の開放端側の打出し口２１
ｂから遊技領域２３内に打ち出されるようになっている。
【００１９】
　図２,図４に示す如く、前記外レール２４と盤面飾り部材２５との接続位置は、外レー
ル２４および盤面飾り部材２５の曲率の相違から段差が形成されており、該段差部分に緩
衝ゴム２７が配設されている。すなわち、前記外レール２４の終端位置に臨むように緩衝
ゴム２７が配設されて、前記打球発射装置から発射されて外レール２４に沿って終端位置
まで移動して緩衝ゴム２７に当接したパチンコ球を減勢し得るようになっている。なお、
前記緩衝ゴム２７は、前記第２球流下経路２３ｂに位置している。
【００２０】
　前記遊技盤２０には、前後に貫通する装着口が前記遊技領域２３内に複数開設されて、
各装着口に対して各種遊技構成部品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に開口するアウト口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に入球したパチンコ球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２９が設けられると共に
、後述する枠状装飾体３４の左側方に、遊技領域２３(第１球流下経路２３ａ)を流下する
パチンコ球の接触に伴って回転する回転案内部材３０が回転自在に支持されており、遊技
釘２９や回転案内部材３０との接触によりパチンコ球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３０は、所謂「風車」とも称される部材であって、該
回転案内部材３０の回転に伴ってパチンコ球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。
【００２１】
　実施例の前記遊技盤２０には、図３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３３に、前後に開口する開口部３４ａが形成さ
れた枠状装飾体３４が取り付けられ、該枠状装飾体３４の開口部３４ａ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。また、遊技盤２０
には、枠状装飾体３４の外側における遊技領域２３に臨む位置に、該遊技領域２３を流下
するパチンコ球が入賞可能な始動入賞部３１が配設されており、始動入賞部３１の始動入
賞口へのパチンコ球の入賞を契機として、所定数のパチンコ球が賞球として前記上下の球
受け皿１４,１５に払い出されると共に前記表示装置１７の表示部１７ａにおいて図柄変
動演出が開始されるようになっている。また、枠状装飾体３４に、特別入賞部３２が配設
されている。そして、表示装置１７での図柄変動演出の結果、該表示装置１７の表示部１
７ａに所定の図柄組み合わせ(例えば同一図柄の三つ揃い等)で図柄が停止表示されること
で所謂「大当り」が発生し、これにより特別入賞部３２へのパチンコ球の入賞が許容され
て多数の賞球を獲得し得るようになっている。
【００２２】
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(枠状装飾体３４について)
　前記遊技盤２０に配設される前記枠状装飾体３４は、図２,図３,図４に示す如く、前記
遊技盤２０に開設された前記装着口３３の内側に沿って延在する環状に形成された枠状基
部３５と、該枠状基部３５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３６と、該庇状部３６の後縁から外方に延出する薄板状の台板部３７とを備える。そ
して、前記枠状基部３５を装着口３３に挿入すると共に台板部３７を遊技盤２０の前面に
当接した状態で、該台板部３７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３４が遊技盤２０に取り付けられる。ここで、前記庇状部３６は、図２,図４に示
す如く、前記枠状装飾体３４(枠状基部３５)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３４ａ側、すなわち表示装置１
７における表示部１７ａの前面側を横切ってパチンコ球が流下(落下)するのを規制してい
る。
【００２３】
　前記枠状装飾体３４には、図２～図４に示す如く、前記開口部３４ａの下側に、ステー
ジ３９が配設されると共に、開口部３４ａの左側に、遊技領域２３(第１球流下経路２３
ａ)に開口して該遊技領域２３を流下するパチンコ球を取り込んでステージ３９に案内す
る球導入部４０が設けられ、該球導入部４０からステージ３９に通出されたパチンコ球は
、ステージ３９上を左右に転動した後に、前記始動入賞部３１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３９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４１が設けられ、ステージ３９上を転動するパチンコ球が表
示装置１７の表示部１７ａ側に移動するのを該透明壁４１で防止している。実施例では、
枠状装飾体３４の開口部３４ａの略全体を塞ぐ透明パネル４２が、該開口部３４ａの内側
に配設されて、該透明パネル４２を介して表示装置１７の表示部１７ａが前側に臨むよう
構成される。なお、透明パネル４２として、凹凸により文字等の図柄が形成された乱反射
領域を有し、該透明パネル４２の端面から発光体の光をパネル内に導入することで、該光
が乱反射領域で乱反射して図柄が発光表示されるものが採用されている。
【００２４】
(庇状部３６について)
　前記庇状部３６は、図２,図４に示す如く、最上部位置から左右方向に下方傾斜するよ
う形成されて、遊技領域２３に打ち出されたパチンコ球が庇状部３６上で滞ることなく前
記枠状装飾体３４の左側方または右側方へ誘導されるよう形成されている。前記開口部３
４ａの上方に臨む庇状部３６は、左右方向の所定領域が上側に凸となる略弧状に形成され
た右転動面３６ａを有しており、該右転動面３６ａの頂部は遊技盤２０の左右方向の略中
央に位置している。また、庇状部３６には、右転動面３６ａにおける左端部(第１球流下
経路２３ａ側の端部)に接続して、該右転動面３６ａから所定高さで下がる段部３６ｂが
設けられている。更に、庇状部３６には、段部３６ｂの下端に接続して左方に向かうにつ
れて下方に変位する左転動面７０が設けられている。そして、実施例では、庇状部３６と
案内レール２１とで画成される遊技領域２３において、前記右転動面３６ａの左端部を境
界として、該左端部より左側が第１球流下経路２３ａとされ、該左端部より右側が第２球
流下経路２３ｂとされ、前記案内レール２１の打出し口２１ｂは、第１球流下経路２３ａ
の上方で開口している。また、右転動面３６ａは、前記外レール２４から下方(内側)に離
間して対向するように位置し、第２球流下経路２３ｂを画成する右転動面３６ａと外レー
ル２４との間は、パチンコ球１個分の幅寸法より大きく、かつ遊技球２個分の幅寸法より
小さな幅寸法に設定されている。
【００２５】
　すなわち、前記遊技盤２０に画成された遊技領域２３には、前記枠状装飾体３４におけ
る庇状部３６の左側方をパチンコ球が流下する第１球流下経路２３ａ、および該枠状装飾
体３４における庇状部３６の上方から右側方をパチンコ球が流下する第２球流下経路２３
ｂが設けられており、前記庇状部３６の段部３６ｂに当ったパチンコ球は第１球流下経路



(8) JP 2016-202332 A 2016.12.8

10

20

30

40

50

２３ａを流下し、該庇状部３６の右転動面３６ａに到来したパチンコ球は第２球流下経路
２３ｂを流下するようになっている。換言すると、前記打球発射装置により遊技領域２３
内に発射されたパチンコ球は、到達位置に応じて前記枠状装飾体３４の庇状部３６および
レール部材２６(内レール２６)の間に形成される第１球流下経路２３ａか、或いは枠状装
飾体３４の庇状部３６、外レール２４および盤面飾り部材２５(内レール２５)の間に形成
される第２球流下経路２３ｂの何れかを流下する。そして、実施例に係るパチンコ機１０
では、前記第１球流下経路２３ａをパチンコ球が流下する場合(左打ちした場合)に、パチ
ンコ球が第２球流下経路２３ｂを流下する場合に較べて前記始動入賞部３１にパチンコ球
が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球流下経路２３ｂをパチンコ
球が流下する場合(右打ちの場合)に、パチンコ球が第１球流下経路２３ａを流下する場合
に較べて前記特別入賞部３２へパチンコ球が入賞する可能性が高くなるよう構成されてい
る。
【００２６】
　前記庇状部３６に設けた段部３６ｂは、図２,図４に示す如く、前記案内レール２１に
設けた打出し口２１ｂの右上方に位置して、該打出し口２１ｂから遊技領域２３に打ち出
されたパチンコ球が当り得るよう構成される。そして、一般的に「左打ち」を行う遊技者
は、打球発射装置から打ち出されたパチンコ球が段部３６ｂに当るように、前記操作ハン
ドル１６の操作レバー１６ａの回動量を調節している。
【００２７】
(遊技領域形成部４３について)
　前記枠状装飾体３４には、図２,図４に示す如く、前記段部３６ｂの形成位置から前記
球導入部４０の形成位置より上側(打出し口２１ｂより下側)までの領域において、前記第
１球流下経路２３ａを流下するパチンコ球が前面を転動可動な遊技領域形成部４３が設け
られている。この遊技領域形成部４３の外縁は、前記外レール２４およびレール部材２６
の内周面に近接するように位置している。具体的には、遊技領域形成部４３の外縁と打出
し口２１ｂより右側における外レール２４の内周面との間は、パチンコ球１個分の幅寸法
より大きく、かつ遊技球２個分の幅寸法より小さな幅寸設に設定されており、前記段部３
６ｂに当って左側に戻るパチンコ球は、枠状装飾体３４に設けられた遊技領域形成部４３
の前面を転動(流下)するよう構成される。そして、遊技領域形成部４３の下端を通過した
パチンコ球は、遊技盤２０の前面を転動(流下)するようになっている。遊技領域形成部４
３の前側に画成される領域は、前記遊技領域２３の一部を構成するものであって、実施例
では、該遊技領域形成部４３の前側に画成されるパチンコ球が転動(流下)する領域を、枠
側遊技領域Ｓと指称するものとする。
【００２８】
　実施例の遊技領域形成部４３は、庇状部３６の後縁に接続して外方に延出する部分であ
って、遊技領域形成部４３の外縁部が遊技盤２０における装着口３３の開口縁前面に当接
しており、該外縁部が、前記台板部３７の一部を構成している(図６参照)。また、遊技領
域形成部４３の裏面に、該遊技領域形成部４３の外周縁に沿って前記枠状基部３５の一部
が後方に向けて突設されており、該遊技領域形成部４３に設けられている枠状基部３５が
装着口３３の内周縁に沿って延在している。すなわち、遊技領域形成部４３の裏側には、
図７に示す如く、前記遊技盤２０の前面に重ならない領域が形成されて、前記設置部材２
２に配設されている後述する発光演出装置５９の前側に遊技領域形成部４３が直に対向す
るよう構成されている。また、遊技領域形成部４３は、光透過性(透光性で、実施例では
透明)に構成されており、後方に位置する発光演出装置５９によって該遊技領域形成部４
３が後方から照明されるよう構成される。なお、実施例では、枠状装飾体３４の全体が光
透過性に構成されているが、該遊技領域形成部４３のみを光透過性に構成したものであっ
てもよい。
【００２９】
(突出部４４,４５,４６について)
　前記遊技領域形成部４３の前面に、図２,図４,図５に示す如く、複数(実施例では３つ)
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の突出部４４,４５,４６が突設されており、該遊技領域形成部４３の前面(枠側遊技領域
Ｓ)を流下(移動)するパチンコ球が該突出部４４,４５,４６に接触することで、該パチン
コ球の流下方向(移動方向)が変更されるよう構成される。すなわち、遊技領域形成部４３
に設けられる突出部４４,４５,４６は、前記遊技盤２０の前面より前方に突出して遊技領
域２３の一部を構成する枠側遊技領域Ｓに位置して、遊技釘２９と同様に該遊技領域Ｓ(
２３)を流下するパチンコ球の流路を変更する部材として機能するようになっている。実
施例では、後述する電飾役物４７における装飾板(装飾部材)５２の支持部として兼用され
る第１突出部４４,４５と、専らパチンコ球の流路変更に用いられる第２突出部４６とが
設けられる。また、実施例では、前記段部３６ｂに近接する側に２つの第１突出部４４,
４５が設けられると共に、段部３６ｂから最も離間する位置の突出部が第２突出部４６と
されている。なお、２つの第１突出部４４,４５について、段部３６ｂに近接する側を上
第１突出部４４と指称すると共に、段部３６ｂから離間する側を下第１突出部４５と区別
する場合もある。
【００３０】
　前記各突出部４４,４５,４６は、図７に示す如く、遊技領域形成部４３の前面から前方
に突出する筒状の壁部の前端に前壁を設けて前部を塞いだ、後方に開口する中空形状に形
成された部分であって、該突出部４４,４５,４６は、全体が光透過性に構成されて、後述
する発光体６１ａからの光によって明輝して光演出可能に構成されている。また、第１突
出部４４,４５における前壁の後面には、光拡散処理が施された光拡散部６４が設けられ
ており、前記発光体６１ａからの光を該光拡散部６４で拡散して効果的に明輝し得るよう
構成される。なお、第１突出部４４,４５の光拡散部６４に施される光拡散処理の形態は
、後述する遊技領域形成部４３の光拡散部４３ａに施される光拡散処理の形態と同じに設
定されている。実施例では、第２突出部４６における前壁の後面に光拡散処理が施されて
おらず、前記発光体６１ａからの光で明輝した明輝形態が第１突出部４４,４５とは異る
よう構成されている。
【００３１】
　前記３つの突出部４４,４５,４６は、前記庇状部３６(具体的には左転動面７０)から遊
技領域２３側にパチンコ球が通過可能な間隔で離間して遊技領域形成部４３に突設されて
いる。更に、３つの突出部４４,４５,４６の相互の間隔も、パチンコ球が通過可能な寸法
に設定されて、前記遊技領域形成部４３の前側の枠側遊技領域Ｓにおいてパチンコ球は、
庇状部３６と突出部４４,４５,４６との間および各突出部４４,４５,４６の間を通過(移
動)可能に構成されている。具体的には、突出部４４,４５,４６は、前記庇状部３６の左
転動面７０に対してパチンコ球の直径以上かつ該直径の２倍以下の間隔をあけて対向する
よう設けられている。そして、前記遊技領域形成部４３の前側において、前記庇状部３６
の左転動面７０と、該左転動面７０に離間して対向する突出部４４,４５,４６の各対向面
４４ａ,４５ａ,４６ａとの間には、パチンコ球が一列で転動可能な庇側流路７１が画成さ
れている。また、突出部４４,４５,４６は、遊技釘２９の外形よりも大きなブロック状に
形成され、前記庇状部３６の延在方向に(左転動面７０に)隣接する突出部４４,４５,４６
同士がパチンコ球の直径以上離間するよう相互に間隔をあけて設けられている。これら複
数の突出部４４,４５,４６は、前記遊技領域形成部４３の前側において前記打出し口２１
ｂより上側(右側)に位置して、該打出し口２１ｂから遊技領域２３に打ち出されたパチン
コ球の飛翔経路を前記外レール２４との間に画成している。また、上第１突出部４４と下
第１突出部４５との間、下第１突出部４５と第２突出部４６との間には、パチンコ球を庇
側流路７１へ向けて流下させるための突出部間流路７２が夫々画成され、各突出部間流路
７２の下端が庇側流路７１に接続している。
【００３２】
(突出部４４,４５,４６と左転動面７０との関係について)
　前記各突出部４４,４５,４６と前記左転動面７０との関係について具体的に説明する。
前記庇側流路７１を画成する左転動面７０は、図５に示すように、傾斜角度(遊技盤２０
の左右方向の中央を上下方向に通る基準線と交差する下側の角度)が異なる複数の面部７



(10) JP 2016-202332 A 2016.12.8

10

20

30

40

50

０ａ,７０ｂ,７０ｃ,７０ｄが連続する階段状に形成されている。すなわち、左転動面７
０は、段部３６ｂの下端を傾斜上端として上第１突出部４４に次第に接近するよう下方傾
斜する第１面部７０ａと、該第１面部７０ａの傾斜下端部より急勾配で下方傾斜するよう
該第１面部７０ａの傾斜下端に連続し、上第１突出部４４の右端の下方から該上第１突出
部４４の左端の下方にかけて延在する第２面部７０ｂと、該第２面部７０ｂの傾斜下端部
より緩勾配で下方傾斜するよう該第２面部７０ｂの傾斜下端に連続し、上第１突出部４４
の左端の下方から下第１突出部４５の左端の下方より下流にかけて延在する第３面部７０
ｃと、該第３面部７０ｃの傾斜下端部より急勾配で下方傾斜するよう該第３面部７０ａの
傾斜下端に連続し、前記第２突出部４６の右端の下方より上流から該第２突出部４６の左
端の下方より下流にかけて延在する第４面部７０ｄとを有している。前記第２面部７０ｂ
は、上第１突出部４４の前記対向面４４ａと対向すると共に下流側に向かうにつれて対向
間隔が離間するように延在している。また、前記第３面部７０ｃは、下第１突出部４５の
前記対向面４５ａと対向すると共に下流側に向かうにつれて対向間隔が近接するように延
在している。これに対し、前記第４面部７０ｄは、第２突出部４６の前記対向面４６ａと
略平行に延在している。そして、庇側流路７１は、左転動面７０を転動するパチンコ球を
上下の第１突出部４４,４５および第２突出部４６に衝突させて当該パチンコ球を減速し
得るよう構成されている。
【００３３】
(上第１突出部４４について)
　図５,図９に示すように、前記上第１突出部４４は、前記外レール２４からパチンコ球
の直径以上に離間するよう設けられ、打出し口２１ｂから打ち出されたパチンコ球が外レ
ール２４との間を通過して第２球流下領域２３ｂ側に飛翔したり、外レール２４の途中で
飛翔する勢いを失って上第１突出部４４の上に落下したりするのを許容するよう設けられ
ている。そして、上第１突出部４４における庇状部３６の左転動面７０との対向面４４ａ
ａが、当該左転動面７０から１個のパチンコ球が通過可能な間隔で離間するよう構成され
て、当該対向面４４ａと庇状部７０との間にパチンコ球が一列で流下可能な前記庇側流路
７１の一部を画成するようになっている。
【００３４】
　前記上第１突出部４４は、打出し口２１ｂに近接する側(左側)の端部から離間する側(
右側)の端部にかけて次第に外レール２４に近接するよう延在する受け面４４ｂが設けら
れており、当該受け面４４ｂが外レール２４に対向するようになっている。このように、
上第１突出部４４の受け面４４ｂは、当該受け面４４ｂに直交する垂線が打出し口２１ｂ
側に傾くよう形成されている。すなわち、打出し口２１ｂから遊技領域２３に打ち出され
て上第１突出部４４の受け面４４ｂにパチンコ球が接触した際に、当該受け面４４ｂの傾
斜により減勢してパチンコ球が庇状部３６に接触する際の衝撃を緩和すると共に、打出し
口２１ｂから離間する方向(庇状部３６の段部３６ｂ側)へパチンコ球を受け流し得るよう
構成されている。このように、上第１突出部４４の受け面４４ｂに接触したパチンコ球を
、打出し口２１ｂから離間する方向に受け流すことで、外レール２４に沿って打ち出され
る次のパチンコ球との接触を回避して、当該次のパチンコ球の飛翔を阻害するのを防ぐよ
うになっている。
【００３５】
　また、図５に示すように、前記上第１突出部４４は、前記受け面４４ｂの傾斜上端部に
、打出し口２１ｂから離間する側(右側)に下方傾斜する傾斜面４４ｃが連続するように設
けられており、当該傾斜面４４ｃが前記外レール２４に対向するようになっている。前記
上第１突出部４４の傾斜面４４ｃは、当該傾斜面４４ｃに直交する垂線が打出し口２１ｂ
から離間する側に傾くよう形成されている。すなわち、打出し口２１ｂから遊技領域２３
に打ち出されて上第１突出部４４の傾斜面４４ｃに接触したパチンコ球を、当該傾斜面４
４ｃの傾斜により減勢してパチンコ球が庇状部３６に接触する際の衝撃を緩和すると共に
、打出し口２１ｂから離間する方向(庇状部３６の段部３６ｂ側)へパチンコ球を受け流し
得るよう構成されている。また、上第１突出部４４の傾斜面４４ｃは、その傾斜により当
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該傾斜面４４ｃ上のパチンコ球を外レール２４から離間する方向へ転動させるよう構成さ
れており、前記遊技領域形成部４３の前側に画成された枠側遊技領域Ｓから外レール２４
側へのパチンコ球の移動を制限する移動制限手段として機能するようになっている。すな
わち、上第１突出部４４の傾斜面４４ｃに接触するパチンコ球を、打出し口２１ｂから離
間する方向に受け流すことで、外レール２４に沿って打ち出される次のパチンコ球との接
触を回避して、当該次のパチンコ球の飛翔を阻害するのを防ぐようになっている。なお、
前記上第１突出部４４の傾斜面４４ｃの傾斜下端部は、当該上第１突出部４４の前記対向
面４４ａの上端部に連続するよう構成されている。
【００３６】
　更に、上第１突出部４４には、前記受け面４４ｂの傾斜下端と対向面４４ａの傾斜下端
部の夫々に連設する側面４４ｄを有している。上第１突出部４４の側面４４ｄは、図５に
示す如く、下第１突出部４５から離間する方向に凹となる曲面状に形成されており、打出
し口２１ｂから放出されたパチンコ球を受けて庇側流路７１側(前記第３面部７０ｃ)に落
下させるようになっている。すなわち、上第１突出部４４の側面４４ｄに接触するパチン
コ球を庇側流路７１側に落下させるように弾くことで、外レール２４に沿って打ち出され
る次のパチンコ球との接触を回避して、当該次のパチンコ球の飛翔を阻害するのを防ぐよ
うになっている。
【００３７】
(下第１突出部４５について)
　前記下第１突出部４５は、図５に示すように、前記外レール２４からパチンコ球の直径
以上に離間するように設けられ、打出し口２１ｂから遊技領域２３に打ち込まれたパチン
コ球が外レール２４との間を通過して第２球流下領域２３ｂ側に飛翔したり、外レール２
４の途中で飛翔する勢いを失って第１突出部４４,４５の上に落下したりするのを許容す
るよう設けられている。そして、下第１突出部４５における庇状部３６の左転動面７０と
の対向面４５ａが、当該左転動面７０から１個のパチンコ球が通過可能な間隔で離間する
よう構成されて、当該対向面４５ａと庇状部３６(左転動面７０)との間にパチンコ球が一
列で流下可能な前記庇側流路７１の一部を画成するようになっている。
【００３８】
　前記下第１突出部４５は、打出し口２１ｂに近接する側(左側)の端部から離間する側(
右側)の端部にかけて次第に外レール２４に近接するよう延在する受け面４５ｂが設けら
れており、当該受け面４５ｂが外レール２４に対向するようになっている。このように、
下第１突出部４５の受け面４５ｂは、当該受け面４５ｂに直交する垂線が打出し口２１ｂ
側に傾くよう形成されている。すなわち、打出し口２１ｂから遊技領域２３に打ち出され
て下第１突出部４５の受け面４５ｂにパチンコ球が接触した際に、当該受け面４５ｂの傾
斜により減勢してパチンコ球が庇状部３６に接触する際の衝撃を緩和するようになってい
る。また、下第１突出部４５の受け面４５ｂの水平面に対する傾斜角度は、前記上第１突
出部４４の受け面４４ｂの水平面に対する傾斜角度と比べて大きくなるよう形成されてい
る。すなわち、打出し口２１ｂから遊技領域２３に打ち出されて下第１突出部４５の受け
面４５ｂに接触したパチンコ球を、第２突出部４６側に跳ね返し得るよう構成されている
。
【００３９】
　また、図５に示すように、前記下第１突出部４５は、前記受け面４５ｂの傾斜上端部に
、打出し口２１ｂから離間する側(右側)に下方傾斜する上傾斜面４５ｃが連続するように
設けられており、当該上傾斜面４５ｃが前記外レール２４に対向するようになっている。
前記下第１突出部４５の上傾斜面４５ｃは、当該上傾斜面４５ｃに直交する垂線が打出し
口２１ｂから離間する側に傾くよう形成されている。すなわち、打出し口２１ｂから遊技
領域２３に打ち出されて下第１突出部４５の上傾斜面４５ｃに接触したパチンコ球を、当
該上傾斜面４５ｃの傾斜により減勢してパチンコ球が庇状部３６に接触する際の衝撃を緩
和すると共に、打出し口２１ｂから離間する方向(上第１突出部４４側)へパチンコ球を受
け流し得るよう構成されている。また、下第１突出部４５の上傾斜面４５ｃは、その傾斜
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により上傾斜面４５ｃ上のパチンコ球を外レール２４から離間する方向へ転動させるよう
構成されており、前記遊技領域形成部４３の前側に画成された枠側遊技領域Ｓから外レー
ル２４側へのパチンコ球の移動を制限する移動制限手段として機能するようになっている
。すなわち、下第１突出部４５の上傾斜面４５ｃに接触するパチンコ球を、打出し口２１
ｂから離間する方向に受け流すことで、外レール２４に沿って打ち出される次のパチンコ
球との接触を回避して、当該次のパチンコ球の飛翔を阻害するのを防ぐようになっている
。更に、下第１突出部４５には、前記上傾斜面４５ｃの傾斜下端と対向面４５ａの傾斜上
端の夫々に連設する下傾斜面４５ｄを有している。この下傾斜面４５ｄは、前記上第１突
出部４４の側面４４ｄと対向しており、該側面４４ｄに当って跳ね返ったパチンコ球を庇
側流路７１側に落下させるように弾くことで、上第１突出部４４と下第１突出部４５との
間の突出部間流路７２でパチンコ球のスムーズな流れが阻害されるのを防止するようにな
っている。
【００４０】
　また、前記下第１突出部４５には、前記受け面４５ｂの傾斜下端と対向面４５ａの傾斜
下端部の夫々に連設する側面４５ｅを有している。下第１突出部４５の側面４５ｅは、前
記第２突出部４６の下部側に対向すると共に、上端から下端に向けて右側に傾斜しており
、打出し口２１ｂから放出されたパチンコ球を受けて庇側流路７１側に落下させるように
なっている。すなわち、下第１突出部４５の側面４５ｅに接触するパチンコ球を庇側流路
７１側に落下させるように弾くことで、外レール２４に沿って打ち出される次のパチンコ
球との接触を回避して、当該次のパチンコ球の飛翔を阻害するのを防ぐようになっている
。
【００４１】
(第２突出部４６について)
　前記第２突出部４６は、図５に示すように、前記外レール２４に対してパチンコ球の直
径以上に離間するよう設けられ、打出し口２１ｂから前記遊技領域２３に打ち出されたパ
チンコ球が外レール２４との間を通過して第２球流下経路２３ｂ側に飛翔したり、外レー
ル２４の途中で飛翔する勢いを失って突出部４４,４５,４６の上に落下したりするのを許
容するよう設けられている。そして、第２突出部４６における庇状部３６の左転動面７０
との対向面４６ａが、当該左転動面７０から１個のパチンコ球が通過可能な間隔で離間す
るよう構成されて、当該対向面４６ａと庇状部３６との間にパチンコ球が一列で流下可能
な前記庇側流路７１の一部を画成するようになっている。
【００４２】
　また、図５に示すように、前記第２突出部４６は、打出し口２１ｂに近接する側(左側)
の端部から離間する側(右側)の端部にかけて次第に外レール２４に近接するよう延在する
受け面４６ｂが設けられており、当該受け面４６ｂが外レール２４に対向するようになっ
ている。このように、第２突出部４６の受け面４６ｂは、当該受け面４６ｂに直交する垂
線が打出し口２１ｂ側に傾くよう形成されている。すなわち、打出し口２１ｂから遊技領
域２３に打ち出されて第２突出部４６の受け面４６ｂにパチンコ球が接触した際に、当該
受け面４６ｂの傾斜により減勢してパチンコ球が庇状部３６に接触する際の衝撃を緩和す
ると共に、打出し口２１ｂから離間する方向(下第１突出部４５側)へパチンコ球を受け流
し得るよう構成されている。このように、第２突出部４６の受け面４６ｂに接触したパチ
ンコ球を、打出し口２１ｂから離間する方向に受け流すことで、外レール２４に沿って打
ち出される次のパチンコ球との接触を回避して、当該次のパチンコ球の飛翔を阻害するの
を防ぐようになっている。
【００４３】
　また、図５に示すように、前記第２突出部４６は、前記受け面４６ｂの傾斜上端部に、
打出し口２１ｂから離間する側(右側)に下方傾斜する傾斜面４６ｃが設けられており、当
該傾斜面４６ｃが前記外レール２４に対向するようになっている。前記第２突出部４６の
傾斜面４６ｃは、当該傾斜面４６ｃに直交する垂線が打出し口２１ｂから離間する側に傾
くよう形成されている。すなわち、打出し口２１ｂから遊技領域２３に打ち出されて第２
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突出部４６の傾斜面４６ｃに接触したパチンコ球を、当該傾斜面４６ｃの傾斜により減勢
してパチンコ球が庇状部３６に接触する際の衝撃を緩和すると共に、打出し口２１ｂから
離間する方向(下第１突出部４５側)へパチンコ球を受け流し得るよう構成されている。ま
た、第２突出部４６の傾斜面４６ｃは、その傾斜により当該傾斜面４６ｃ上のパチンコ球
を外レール２４から離間する方向へ転動させるよう構成されており、前記遊技領域２３に
おいて遊技領域形成部４３の前側に画成された枠側遊技領域Ｓから外レール２４側へのパ
チンコ球の移動を制限する移動制限手段として機能するようになっている。すなわち、第
２突出部４６の傾斜面４６ｃに接触するパチンコ球を、打出し口２１ｂから離間する方向
に受け流すことで、外レール２４に沿って打ち出される次のパチンコ球との接触を回避し
て、当該次のパチンコ球の飛翔を阻害するのを防ぐようになっている。なお、前記第２突
出部４６の傾斜面４６ｃの傾斜下端部は、当該第２突出部４６の前記対向面４６ａの上端
部に連続するよう構成されている。
【００４４】
　更に、第２突出部４６には、前記受け面４６ｂの傾斜下端と対向面４６ａの傾斜下端部
の夫々に連設する側面４６ｄを有している。第２突出部４６の側面４６ｄは、上端から下
端に向けて右側に傾斜しており、打出し口２１ｂから放出されたパチンコ球を受けて庇側
流路７１側に落下させるようになっている。すなわち、第２突出部４６の側面４６ｄに接
触するパチンコ球を庇側流路７１側に落下させるように弾くことで、外レール２４に沿っ
て打ち出される次のパチンコ球との接触を回避して、当該次のパチンコ球の飛翔を阻害す
るのを防ぐようになっている。
【００４５】
　図５および図８に示すように、前記第２突出部４６には、傾斜面４６ｃにおける前記打
出し口２１ｂに近接する傾斜上端部から上方へ突出する球止め部４６ｅが設けられている
。この球止め部４６ｅは、傾斜面４６ｃの面方向に突出し、先端に向かうにつれて当該傾
斜面４６ｃ側に窄まる突起状に設けられている。また、球止め部４６ｅは、第２突出部４
６(傾斜面４６ｃ)において外レール２４に最も近接する部位に設けられ、遊技領域形成部
４３の外縁近くに位置している。すなわち、球止め部４６ｅは、第１突出部４４,４５よ
りも打出し口２１ｂに近接する第２突出部４６に設けられると共に、前記遊技領域２３に
おいて遊技領域形成部４３の前側に画成された前記枠側遊技領域Ｓから外レール２４側(
打出し口２１ｂ側)へのパチンコ球の移動を制限する移動制限手段として機能している。
【００４６】
(電飾役物４７について)
　前記枠状装飾体３４には、図２,図３に示す如く、パチンコ機１０のモチーフとなるロ
ゴやキャラクタ等の意匠が施された電飾役物４７が、該枠状装飾体３４における前記庇状
部３６の内側および外側に亘って設けられている。本実施例では、左右方向に横長の電飾
役物４７が枠状装飾体３４の上部側に配置されて、該電飾役物４７によって、前記表示装
置１７の表示部１７ａを前側に臨ませる開口部３４ａの上端縁が画成されるようになって
いる。
【００４７】
　前記電飾役物４７は、図９,図１０に示す如く、前面に前記意匠が施された本体４８と
、該本体４８の裏側に配設された前部発光基板(発光基板)５０と、本体４８および前部発
光基板５０の間に配設された光拡散部材５１とを備える。本体４８は、板状の装飾板(装
飾部材)５２の裏側に、後方に向けて側壁５３を枠状に延出するように形成されて、後側
に開口するトレー状に形成された部材であって、装飾板５２の全体が、パチンコ機１０の
モチーフとなるロゴやキャラクタ等の意匠を象った形状に形成されると共に、その前面に
は関連する意匠が施されている。実施例では、本体４８の全体が光透過性に構成されて、
装飾板５２に非光透過性の塗料やメッキを施すことで意匠が形成されるようになっている
。本体４８の装飾板５２は、図７,図８に示す如く、前記枠状装飾体３４における庇状部
３６の内側に位置する内装飾部５２ａと、該庇状部３６の外側に位置する外装飾部５２ｂ
とを有し、内装飾部５２ａの外周縁に沿って前記側壁５３が設けられている。すなわち、
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本体４８は、装飾板５２における外装飾部５２ｂに対応する位置には側壁５３が形成され
ていない(図１０参照)。また、前記装飾板５２に施されている意匠は、内装飾部５２ａお
よび外装飾部５２ｂで一連となるよう形成されて、庇状部３６の内側と外側、すなわち枠
状装飾体３４の内側と外側とに亘る一連の意匠が遊技盤２０の前面に位置するよう構成さ
れる。
【００４８】
　前記前部発光基板５０は、図５に示す如く、前記側壁５３の内側に収容可能な形状およ
び大きさに形成されており、該前部発光基板５０の前面には、前側に向けて光を照射する
ＬＥＤ等の複数の内発光体(内装飾部５２ａに向けて光を照射する発光手段)５０ａが実装
されている。また、前記光拡散部材５１は、前記側壁５３の内側に収容可能な形状および
大きさに形成されており、前記本体４８における内装飾部５２ａと前部発光基板５０との
間に配置される(図６,図７参照)。光拡散部材５１は、光透過性(透光性)の板材の前面ま
たは後面に、所要の形態で凹凸を形成した光拡散処理を施した部材であって、前記内発光
体５０ａから照射された光を該光拡散部材５１によって広範囲に拡散して、内装飾部５２
ａの全体を明輝し得るよう構成される。すなわち、前部発光基板５０および光拡散部材５
１は、前記装飾板５２における内装飾部５２ａの後側に対向するように配置されて、光拡
散部材５１で拡散された光は装飾板５２における内装飾部５２ａに照射されるようになっ
ている。言い替えると、光拡散部材５１で拡散された光は装飾板５２における外装飾部５
２ｂには照射されないようになっている。なお、実施例では、光拡散部材５１の後側に離
間してベース部材４９が配設されて、該ベース部材４９と光拡散部材５１との間に前部発
光基板５０が収容されている。
【００４９】
　前記枠状装飾体３４には、上部側の前記庇状部３６から内側に延在する取着部５４が設
けられており、前記電飾役物４７は、該取着部５４の前側に取り付けられている。なお、
取着部５４は光透過性に構成されると共に、該取着部５４の下部側に偏倚して電飾役物４
７が配設されて、図５,図６に示す如く、庇状部３６の内面と電飾役物４７の外面との間
に、取着部５４が前側に露出する露出領域５５が画成されるようになっている。そして、
この露出領域５５において、前記設置部材２２に配設された発光演出装置５９が、取着部
５４を透して前側から見えるよう構成されている。
【００５０】
　前記外装飾部５２ｂは、図７,図８に示す如く、前記庇状部３６から外側に、前記第１
突出部４４,４５の前側に重なる位置まで延出して、該第１突出部４４,４５によって外装
飾部５２ｂは遊技盤２０の前面に近接する方向への変位を規制するように支持される。実
施例では、外装飾部５２ｂの裏面に、各第１突出部４４,４５と対応する位置に固定ボス
５６が後方に向けて突出するように設けられると共に、該固定ボス５６には後方に開口す
るネジ孔が形成されている。また、各第１突出部４４,４５に、対応する固定ボス５６と
対向する位置に前側に開口する凹部６３が設けられると共に、該凹部６３の底側には前後
に貫通する通孔が形成されており、外装飾部５２ｂの裏面を第１突出部４４,４５の前面
に当接すると共に固定ボス５６を凹部６３に挿入した状態で、第１突出部４４,４５の通
孔に裏側から挿通したネジを固定ボス５６のネジ孔に螺挿することで、外装飾部５２ｂが
第１突出部４４,４５の前側に位置決め固定されるよう構成される。また、第１突出部４
４,４５の前側に外装飾部５２ｂを固定した状態で、該外装飾部５２ｂの裏面と前記遊技
領域形成部４３の前面との離間間隔は、パチンコ球の１個分より大きく設定されており、
外装飾部５２ｂの裏面と遊技領域形成部４３の前面との間(外装飾部５２ｂの後側)に、パ
チンコ球が通過可能(移動可能)な前記庇側流路７１の一部が画成されるように構成されて
いる(図７参照)。実施例では、庇側流路７１における第１突出部４４,４５と庇状部３６(
左転動面７０)との間において外装飾部５２ｂの後側に臨む部分が、該外装飾部５２ｂの
後側をパチンコ球が移動可能な通路７１となっている。
【００５１】
　また、前記庇状部３６には、図８に示す如く、前記外装飾部５２ｂが外側に延出する部
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分に対応して切欠部３６ｃが形成されており、該切欠部３６ｃに外装飾部５２ｂが嵌り込
むことで、該外装飾部５２ｂの横方向(遊技盤２０の前面に沿う方向)の変位が規制される
ようになっている。なお、外装飾部５２ｂは、前記第１突出部４４,４５の全体を前側か
ら覆う寸法に設定されておらず、該外装飾部５２ｂの外周縁から第１突出部４４,４５の
一部が前側に露出するよう構成されて、該第１突出部４４,４５における外装飾部５２ｂ
の外周縁から外方に延出して露出する部分において、前記外発光体６１ａと光拡散部６４
とによって明輝するよう構成される。
【００５２】
(設置部材２２について)
　前記設置部材２２は、図３に示す如く、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５８
とから前方に開口した箱状に形成されて、該画壁部５８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２２とがネジにより固定される。そして
、設置部材２２において遊技盤２０との間に画成される収容空間３８に、各種の発光演出
装置５９や可動演出装置等の演出手段が設置されて、設置部材２２を基材とする１つのユ
ニットとして扱い得るようになっている。また、前記設置部材２２の背面板には、前記枠
状装飾体３４の開口部３４ａと前後に整列する位置に、略矩形状の開口部２２ａ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２２ａ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。
【００５３】
　前記設置部材２２には、図６,図７に示す如く、前記画壁部５８の前端近接に、前記遊
技盤２０の裏面から離間する取付部５８ａが設けられ、該取付部５８ａの前側に、前記電
飾役物４７の後側に重なるように発光演出装置５９が配設されている。実施例の発光演出
装置５９は、前記遊技盤２０における上部領域の左右幅方向の略全長に亘って後側に重な
るような長さ寸法に設定されており、当該発光演出装置５９によって前記遊技領域２３の
幅方向の全体を裏側から照明し得るよう構成されている。
【００５４】
　前記発光演出装置５９は、図１１,図１２に示す如く、光透過性に構成された支持基体
６０と、該支持基体６０の裏側に配設された後部発光基板６１と、該支持基体６０の前側
に配設された光透過性の複数の装飾品６２とを備えている。後部発光基板６１は、前記枠
状装飾体３４における前記取着部５４、前記遊技領域形成部４３および該遊技領域形成部
４３より外側の遊技盤２０の後側に重なる長さおよび形状に形成されている。また、後部
発光基板６１の前面には、複数のＬＥＤ等の発光体(発光手段)６１ａが、前側に向けて光
を照射するように実装されている。なお、後部発光基板６１に配設される発光体６１ａに
ついては、前記遊技盤２０の後方に対応して配設されるものを遊技盤用発光体６１ａ、取
着部５４の後方に対応して配設されるものを取着部用発光体６１ａ、遊技領域形成部４３
の後方に対応して配設されるものを外発光体(遊技領域形成部４３に向けて光を照射する
発光手段)６１ａと指称して区別する場合もある。そして、遊技盤用発光体６１ａを発光
することによって、前記枠状装飾体３４の外側(遊技領域２３)に位置する遊技盤２０の裏
側に重なる装飾品６２を照明することで、透明な遊技盤２０を介して前側から視認可能な
装飾品６２によって発光演出を行い得るよう構成される。また、取着部用発光体６１ａを
発光することによって、前記取着部５４の裏側に重なる装飾品６２を照明することで、該
取着部５４を介して前側から視認可能な装飾品６２によって発光演出を行い得るよう構成
される。更に、外発光体６１ａを発光することによって、前記遊技領域形成部４３の裏側
に重なる装飾品６２を介して該遊技領域形成部４３を裏側から照明し得るよう構成される
。また、遊技領域形成部４３を透過した光で前記外装飾部５２ｂが裏側から照明されて、
該外装飾部５２ｂが明輝し得るよう構成されている。また、外発光体６１ａを発光するこ
とによって、遊技領域形成部４３に設けられている前記突出部４４,４５,４６も裏側から
照明されるようになっている。
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【００５５】
　ここで、前記遊技領域形成部４３における外発光体６１ａと対向する裏面に、所要の形
態で凹凸を形成した光拡散処理が施された光拡散部４３ａが設けられており(図１２参照)
、前記外発光体６１ａから照射された光を該光拡散部４３ａによって広範囲に拡散して、
外装飾部５２ｂの全体を明輝し得るよう構成される。また、前記電飾役物４７に配設され
た前記光拡散部材５１に施される光拡散処理の形態と、遊技領域形成部４３の光拡散部４
３ａに施される光拡散処理の形態とが同じに設定されて、前記内装飾部５２ａおよび外装
飾部５２ｂを異なる発光体５０ａ,６１ａで裏側から照明した際に、両装飾部５２ａ,５２
ｂの明輝形態が同じとなり、前記枠状装飾体３４の内側と外側とに亘って延在している装
飾部５２ａ,５２ｂが一連であることを認識させ得るようになっている。更に、前記外装
飾部５２ｂを支持する前記第１突出部４４,４５の光拡散部６４に施される光拡散処理の
形態は、遊技領域形成部４３の光拡散部４３ａに施される光拡散処理の形態と同じに設定
されており、当該第１突出部４４,４５における外装飾部５２ｂの外周縁から露出する部
分における明輝形態が外装飾部５２ｂの明輝形態と同じとなって一体感が得られるように
なっている。
【００５６】
(実施例の作用)
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００５７】
　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が前記遊技盤２０に設け
た案内レール２１により画成された発射通路２１ａを通って打出し口２１ｂから遊技領域
２３内に打ち出される。このとき、前記操作レバー１６ａの回動量に応じてパチンコ球の
打ち出し位置が変化し、打ち出し位置に応じて遊技領域２３の第１球流下経路２３ａまた
は第２球流下経路２３ｂをパチンコ球が流下する。前記枠状装飾体３４に設けた段部３６
ｂにめがけてパチンコ球を打ち出す「左打ち」が行われた場合は、打出し口２１ｂから打
ち出されて段部３６ｂに当接したパチンコ球は、前記枠状装飾体３４に設けられた前記遊
技領域形成部４３の前側に画成された枠側遊技領域Ｓ(庇側流路７１,突出部間流路７２)
を流下する。このとき、遊技領域形成部４３に設けられた複数の突出部４４,４５,４６に
パチンコ球が接触することで、該パチンコ球の流下方向が変更される。
【００５８】
　すなわち、図３に示す如く、前記遊技盤２０に形成する装着口３３を大きくして大型の
枠状装飾体３４を採用した場合であっても、装着口３３の前側に、パチンコ球が移動可能
な枠側遊技領域Ｓを形成する遊技領域形成部４３を設けたので、パチンコ球が移動可能な
広い遊技領域２３(枠側遊技領域Ｓ)を確保することができる。また、遊技領域形成部４３
にパチンコ球の移動方向を変更可能な複数の突出部４４,４５,４６を設けているので、パ
チンコ球に興趣のある動きを与えることができ、パチンコ球の挙動が単調となるのを防止
して遊技の興趣を向上することができる。
【００５９】
　前記左転動面７０に沿って流下するパチンコ球は、他のパチンコ球との衝突等によって
突出部間流路７２側に跳ね上がり、外レール２４側へ向けて上昇移動することがある。こ
こで、前記枠側遊技領域Ｓから前記飛翔経路(外レール２４側)へ向けたパチンコ球の移動
を制限する移動制限手段(傾斜面４４ｃ,４５ｃ,４６ｃおよび球止め部４６ｅ)が前記第１
,第２突出部４４,４５,４６に設けられていることで、外レール２４および第１,第２突出
部４４,４５,４６の間におけるパチンコ球の飛翔が妨げられるのを防止し得る。従って、
前記打出し口２１ｂから遊技領域２３に打ち出されたパチンコ球と、新たに打ち出された
パチンコ球との衝突を防いで、意図する位置へのパチンコ球の打ち出しを可能にすること
ができるから、パチンコ球の挙動に一喜一憂するというパチンコ遊技特有の興趣を損うこ
とがない。また、打出し口２１ｂに近接する側から離間する側に向かって下方傾斜する傾
斜面４６ｃと、該傾斜面４６ｃにおける打出し口２１ｂに近接する傾斜上端部から上方へ
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突出する球止め部４６ｅとを第２突出部４６の外周面に設けることで、枠側遊技領域Ｓか
ら打出し口２１ｂ側へ向かうパチンコ球の勢いを第３突出部４６の傾斜面４６ｃによって
削ぐことができ、打出し口２１ｂからのパチンコ球の放出が妨げられるのを抑制できる。
また、傾斜面４６ｃを傾斜上端側へ向けて移動するパチンコ球を球止め部４６ｅによって
該傾斜面４６ｃの下流側に戻すことができるから、傾斜面４６ｃを上り移動するパチンコ
球が打出し口２１ｂから放出されるパチンコ球の進行の妨げになることはない。更に、移
動制限手段(傾斜面４６ｃ、球止め部４６ｅ)を、複数の突出部４４,４５,４６の内で最も
打出し口２１ｂに近接する第２突出部４６に設けることにより、発射球が集中する打出し
口２１ｂ近傍においてパチンコ球の逆戻りを効果的に防ぎ、打出し口２１ｂからのパチン
コ球の放出が妨げられるのを抑制できる。
【００６０】
　前記枠状装飾体３４に設けられた遊技領域形成部４３は光透過性に構成されており、裏
側に配設された前記発光演出装置５９における外発光体６１ａの光によって該遊技領域形
成部４３を裏側から照明することで、枠側遊技領域Ｓを流下するパチンコ球の動きと発光
演出とによって遊技の興趣を向上し得る。特に、「左打ち」を行う場合に、遊技者が注目
する打出し口２１ｂと段部３６ｂとの間の遊技領域２３を構成する枠側遊技領域Ｓを裏側
から照明することで、演出効果を高めることができる。
【００６１】
　実施例のパチンコ機１０で、前記枠状装飾体３４に配設される電飾役物４７における装
飾板５２を、図２,図７,図８に示す如く、該枠状装飾体３４の内側と外側とに亘って延在
するよう構成したので、枠状装飾体３４の寸法や設置領域が限定される状況であっても大
型の電飾役物４７(装飾板５２)を採用することができ、インパクトを高めて興趣を向上し
得る。また、他機種との差別化を図ることができる。しかも、枠状装飾体３４の外側に延
出する外装飾部５２ｂの後側に画成された庇側流路(通路)７１をパチンコ球が通過可能(
移動可能)であるので、電飾役物４７(装飾板５２)を大型化してもパチンコ球に興趣のあ
る動きを与えることができる広さの遊技領域２３を確保し得る。また、外装飾部５２ｂは
、前記遊技領域形成部４３に設けた第１突出部４４,４５に位置決め固定されているので
、遊技領域形成部４３と外装飾部５２ｂとの前後方向の位置を一定に保つことができ、外
装飾部５２ｂが後側に変位して前記庇側流路７１での球詰り等が発生するのを防ぐことが
できる。更に、庇側流路７１を画成する第１突出部４４,４５や第２突出部４６は、前記
庇状部３６から外側に延在する遊技領域形成部４３に設けられているので、庇状部３６と
突出部４４,４５,４６との離間隔隔を一定に保つことができ、これによっても庇側流路７
１での球詰り等が発生するのを防ぐことができる。
【００６２】
　前記枠状装飾体３４の外側に延出する外装飾部５２ｂは、前記発光演出装置５９の外発
光体６１ａを発光した場合に、前記遊技領域形成部４３を透過した光によって明輝し得る
よう構成してあるので、演出効果を向上し得る。ここで、外装飾部５２ｂを遊技領域２３
に延出する場合、該外装飾部５２ｂの後側にパチンコ球が移動可能な庇側流路７１を画成
する関係から該外装飾部５２ｂに発光基板を直に配設することはできず、外装飾部５２ｂ
の装飾性が低下するおそれがある。しかるかに、実施例のパチンコ機１０では、遊技領域
２３の一部を画成する遊技領域形成部４３の後方に位置する外発光体６１ａからの光によ
って外装飾部５２ｂを明輝し得るよう構成したので、外装飾部５２ｂの後側に庇側流路７
１を画成しても該外装飾部５２ｂの装飾性を向上し得る。
【００６３】
　前記電飾役物４７に設けた内発光体５０ａを発光することで、前記枠状装飾体３４の内
側に位置する前記内装飾部５２ａが明輝されて、前記表示装置１７における表示部１７ａ
の上側での発光演出によって興趣を向上し得る。また、図４,図５に示す如く、電飾役物
４７の外周と前記庇状部３６の内周との間に、前記取着部５４が前側に露出する露出領域
５５が画成されており、前記発光演出装置５９の取着部用発光体６１ａを発光した場合は
、該取着部５４の裏側において照明された装飾品６２が前側から見えるようになり、最も
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前側に位置する内装飾部５２ａによる発光演出と、遊技盤２０の裏側に位置する装飾品６
２による発光演出とによって興趣を向上することができる。
【００６４】
　前記電飾役物４７の内装飾部５２ａを内発光体５０ａによって裏側から照明すると共に
、前記外装飾部５２ｂを外発光体６１ａによって裏側から照明するので、枠状装飾体３４
の内側および外側に亘って延在する大型の装飾板５２が明輝することで、よりインパクト
のある演出ができて遊技の興趣を向上し得る。また、内装飾部５２ａを照明する光を拡散
する前記光拡散部材５１に施される光拡散処理の形態と、外装飾部５２ｂを照明する光を
拡散する遊技領域形成部４３の光拡散部４３ａに施される光拡散処理の形態とを同じに設
定したので、内装飾部５２ａおよび外装飾部５２ｂを異なる発光体５０ａ,６１ａで裏側
から照明しても、両装飾部５２ａ,５２ｂの明輝形態が同じとなり、枠状装飾体３４の内
側と外側とに亘って延在している装飾板５２が一連の部材であることを認識させることが
できる。更に、前記外装飾部５２ｂを支持する前記第１突出部４４,４５の光拡散部６４
に施される光拡散処理の形態は、遊技領域形成部４３の光拡散部４３ａに施される光拡散
処理の形態と同じに設定されているので、当該第１突出部４４,４５における外装飾部５
２ｂの外周縁から露出する部分における明輝形態が外装飾部５２ｂの明輝形態と同じとな
って一体感が得られる。言い替えると、パチンコ球の流下方向を変更するように機能する
第１突出部４４,４５における外装飾部５２ｂの外周縁からの露出部分を、該外装飾部５
２ｂの一部であるかのように見せ掛けることができ、より大型の装飾板５２が配設されて
いると錯覚させることで演出のインパクトを向上し得る。
【００６５】
(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、枠状装飾体の遊技領域形成部に突出部を設けたが、該突出部を遊技盤に
設けるようにしてもよい。
(2) 実施例では、枠状装飾体の上部側に電飾役物を配置したが、該電飾役物を枠状装飾体
における左右の一方の側部または両方の側部、あるいは下部側に配置し、その配置位置に
おいて枠状装飾体の内側と外側とに亘って装飾板(装飾部材)を延在させるようにしてもよ
い。
(3) 実施例では、外装飾部を２つの突出部で支持するよう構成したが、該外装飾部の大き
さに応じて１つまたは３つ以上の突出部で支持する構成を採用し得る。
(4) 実施例では、装飾板(装飾部材)に１つの外装飾部を設けたが、該装飾板に複数の外装
飾部を設けて、各外装飾部を対応する位置に設けた突出部で支持する構成を採用し得る。
【００６６】
(5) 実施例では、外装飾部を突出部にネジ止め固定するよう構成したが、外装飾部および
突出部の一方に係合部を設けると共に他方に該係合部に対して係脱可能な被係合部を設け
、係合部と被係合部とを係合することで突出部に対して外装飾部を位置決めする構成を採
用し得る。
(6) 実施例では、発光演出装置の外発光体と枠状装飾体の遊技領域形成部との間に、発光
演出装置の装飾品が配置される構成としたが、該外発光体からの光を遊技領域形成部に直
接照射する構成を採用し得る。
(7) 実施例では、内装飾部と外装飾部とを異なる発光基板に実装した発光体で裏側から照
明するよう構成したが、同じ発光基板に実装した発光体で裏側から照明するようにしても
よい。例えば、実施例において内装飾部の裏側に配置した内発光基板およびベース部材を
省略し、発光演出装置の発光体(取着部用発光体)によって内装飾部を裏側から照明するよ
う構成する。すなわち、実施例では、自身を照明するための発光体(発光手段)を備えた電
飾役物を構成する装飾部材を、枠状装飾体の内側と外側とに亘って延在するよう構成した
が、該装飾部材は、自身を明輝するための発光手段を備えていない装置を構成するもので
あってもよい。
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(8) 電飾役物の装飾板(装飾部材)を、遊技盤に設けた突出部の前側に配設し、該装飾板(
装飾部材)と遊技盤との対向面間に、パチンコ球が移動可能な通路を画成する構成を採用
することができる。
(9) 遊技機としては、パチンコ機に限られるものではなく、アレンジボール機やパチンコ
球を用い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。
【符号の説明】
【００６７】
　２０ 遊技盤
　２３ 遊技領域
　３４ 枠状装飾体
　３６ 庇状部
　４３ 遊技領域形成部
　４３ａ 光拡散部
　４４ 上第１突出部(突出部)
　４５ 下第１突出部(突出部)
　５０ａ 内発光体(内装飾部に向けて光を照射する発光手段)
　５１ 光拡散部材
　５２ 装飾板(装飾部材)
　５２ａ 内装飾部
　５２ｂ 外装飾部
　６１ａ 外発光体(遊技領域形成部に向けて光を照射する発光手段)
　７１ 庇側流路(通路)

【図１】 【図２】
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