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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球を貯留する球受け皿(9) と、該球受け皿(9) 内の遊技球を排出する球抜き孔(87)
(88)と、該球抜き孔(87)(88)を開閉する開閉手段(90)(141)(142)とを備えた弾球遊技機に
おいて、前記球受け皿(9) に、遊技球を一定方向に案内する案内部(89)を設け、その案内
部(89)の最下流側に第１球抜き孔(87)を、それよりも上流側に第２球抜き孔(88)を配置し
、前記第１球抜き孔(87)よりも前記第２球抜き孔(88)を大きく形成し、前記開閉手段(90)
は、１つの操作部(125) の操作により前記第１球抜き孔(87)と前記第２球抜き孔(88)とを
開閉可能であり、前記操作部(125) の開方向への操作時には前記最下流側の第１球抜き孔
(87)から順次開放し、前記操作部(125) の閉方向への操作時には前記上流側の第２球抜き
孔(88)から順次閉鎖するように構成されていることを特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ機、アレンジボール機、雀球遊技機等の弾球遊技機に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
　パチンコ機等の弾球遊技機では、球受け皿の底面に、開閉可能な球抜き孔が設けられて
おり、この球抜き孔を開放して、球受け皿内の遊技球を下側の球受け箱に排出し得るよう
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になっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　例えば球受け皿に複数の球抜き孔を設けることが考えられる。
【０００７】
　本発明は、球受け皿内の遊技球の多少に応じた開閉操作で球受け皿内の遊技球の抜き取
りを行うことが可能な弾球遊技機を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、遊技球を貯留する球受け皿９と、該球受け皿９内の遊技球を排出する球抜き
孔８７，８８と、該球抜き孔８７，８８を開閉する開閉手段９０，１４１，１４２とを備
えた弾球遊技機において、前記球受け皿９に、遊技球を一定方向に案内する案内部８９を
設け、その案内部８９の最下流側に第１球抜き孔８７を、それよりも上流側に第２球抜き
孔８８を配置し、前記第１球抜き孔８７よりも前記第２球抜き孔８８を大きく形成し、前
記開閉手段９０は、１つの操作部１２５の操作により前記第１球抜き孔８７と前記第２球
抜き孔８８とを開閉可能であり、前記操作部１２５の開方向への操作時には前記最下流側
の第１球抜き孔８７から順次開放し、前記操作部１２５の閉方向への操作時には前記上流
側の第２球抜き孔８８から順次閉鎖するように構成されているものである。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳述する。図１～図１１は、本発明に係る弾
球遊技機を具現化した第１の実施形態を例示している。１は遊技機本体で、矩形状の外枠
２と、その前側に開閉自在に枢着された前枠３とを備えている。４はガラス扉、５は前面
板で、これらは前枠３の窓孔６に対応して上下に配置され、前枠３に開閉自在に枢支され
ている。７は発射用の遊技球を貯留する上皿（球供給皿）で、前面板５の前側に装着され
、上皿カバー８により覆われている。また、９は余剰球等を貯留する下皿（球受け皿）、
１０は灰皿で、これらは前面板５の下側で前枠３の前側に左右に配置され、下皿カバー１
１により覆われている。１２は遊技盤で、前枠３の窓孔６に対応するように、前枠３の裏
側の遊技盤装着枠１３に裏側から着脱自在に装着され、窓孔６の下部側で前枠３の裏側に
装着された支持板１４により下側から支持されている。
【００１０】
１５は発射手段で、下皿９の一側で前枠３の前側に装着された発射ハンドル１６と、支持
板１４の前側に装着された発射レール１７と、前枠３の裏側に配置された発射モータ１８
及び打撃槌１９等を備え、発射ハンドル１６を操作したときに、発射モータ１８により打
撃槌１９が作動して、上皿７から図外の球送り手段を介して発射レール１７上に１個ずつ
供給される遊技球を遊技盤１２側に発射させるようになっている。
【００１１】
遊技盤１２には、発射手段１５により発射された遊技球を案内するガイドレール２１が略
環状に配置されると共に、そのガイドレール２１の内側の遊技領域２２には、液晶表示手
段２３、特別図柄始動手段２４、大入賞手段２５、普通図柄始動手段２６、普通入賞手段
２７等の各種遊技部品が配置されている。液晶表示手段２３は、特別図柄表示手段２８を
構成するもので、その上部に普通図柄表示手段２９が設けられている。
【００１２】
遊技盤１２の裏側には、図３に示すように、液晶表示手段２３等の遊技部品を裏側から覆
う裏カバー３１が装着されており、その裏カバー３１の裏側には、主制御基板３２を収納
する主基板ケース３３と、ランプ表示制御基板３４を収納するランプ表示基板ケース３５
と、音声制御基板３６を収納する音声基板ケース３７とが着脱自在に装着されている。
【００１３】
遊技盤装着枠１３は門形状であって、前枠３の窓孔６に沿って前枠３の裏側に固定され、
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この遊技盤装着枠１３の下端部間に、前面板５の裏側に対応するように支持板１４が前枠
３の裏側に固定されている。遊技盤装着枠１３には、遊技盤１２を裏側から押圧して固定
するように、裏機構板４１が開閉自在に枢着され、４個の締結具４２により遊技盤装着枠
１３に締結されている。
【００１４】
裏機構板４１には、その中央部に裏カバー３１が嵌合する開口部４３が形成され、この開
口部４３の上側に遊技球タンク４４とタンクレール４５が、左右一側に払い出し手段４６
が、下側に通路ユニット４７と設置部４８とが夫々設けられており、遊技球が大入賞手段
２５等に入賞したとき、或いは図外の自動球貸し機から球貸し指令があったときに、遊技
球タンク４４内の遊技球をタンクレール４５を経て払い出し手段４６により払い出し、そ
の遊技球を通路ユニット４７を経て上皿７等に案内するようになっている。
【００１５】
設置部４８には、払い出し制御基板４９を収納する払い出し基板ケース５０と、電源基板
５１を収納する電源基板ケース５２とが裏側から着脱自在に取り付けられている。なお、
大入賞手段２５等に入賞して遊技盤１２の裏側に案内された遊技球は、裏カバー３１の下
部で集められ、裏機構板４１側の回収通路を経て島側に排出されるようになっている。
【００１６】
支持板１４は合成樹脂製であって、図２、図４等に示すように、遊技盤１２を下側から支
持する遊技盤支持部６１、この遊技盤支持部６１の前縁側から上方に突設された左右一対
の起立板部６２、払い出し手段４６から払い出された遊技球を上皿７側に案内する払い出
し連絡通路６３、ファール球を下皿９側に案内するファール球回収通路６４、前面板５を
開いたときに案内通路６３から零れた遊技球を下皿９側に案内する零れ球回収通路６５、
裏側からスピーカが装着されるスピーカ装着部６６、通路ユニット４７により案内された
上皿７側からの溢流球を下皿９側に案内する案内樋６７等が一体に形成され、またその前
側には発射レール１７が着脱自在に装着されている。
【００１７】
通路ユニット４７は、図４に示すように、払い出し手段４６から払い出された遊技球を払
い出し連絡通路６３を介して上皿７側に案内する払い出し案内通路７１、上皿７側が満杯
になったときに払い出し手段４６側からの払い出し球を後側に溢流させて支持板１４側の
案内樋６７に案内する溢流通路７２等を備えている。
【００１８】
上皿７は、図１に示すように、多数の遊技球を貯留可能な容積の貯留部７３と、この貯留
部７３からの遊技球を一列状に整列させる整列部７４とを備え、前面板５の前面側に、こ
の上皿７を覆う上皿カバー８と共に着脱自在に装着され、その底壁７５は前面板５に沿っ
て貯留部７３から整列部７４へと遊技球が移動するように傾斜状になっている。
【００１９】
貯留部７３の後側には、払い出し手段４６から払い出し案内通路７１、払い出し連絡通路
６３を介して案内された払い出し球を貯留部７３側に排出する払い出し排出通路８０が配
置され、前面板５の裏側に着脱自在に装着されている。払い出し手段４６から貯留部７３
に払い出された遊技球は、貯留部７３から整列部７４側に案内され、整列部７４の下流側
端部の前面板５側に形成された発射側案内孔からその後側に設けられた球送り手段を経て
発射レール１７上に送られるようになっている。
【００２０】
また、整列部７４の下流側端部の底壁７５側には、遊技球を下向きに案内する抜き取り側
案内孔７６が形成され、その下側には下皿９に連通する抜き取り通路７７が接続されてい
る。また、抜き取り側案内孔７６の下側には、この抜き取り側案内孔７６を開閉する開閉
部材７８が装着されている。この開閉部材７８は、前面板５の前側の抜き取りレバー７９
によりその開閉を切り換え可能であり、この抜き取りレバー７９を開方向に操作したとき
に開閉部材７８が抜き取り側案内孔７６を開放して、上皿７内の遊技球を抜き取り通路７
７を介して下皿９側に抜き取り得るようになっている。なお、上皿カバー８内には、抜き
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取り通路７７の上流側通路部分７７ａが配置されており、前面板５を閉じたとき、この上
流側通路部分７７ａが下皿９側の下流側通路部分７７ｂと連通するようになっている。
【００２１】
下皿９は、図４及び図５に示すように、ベース板８１を介して前枠３の下部に前側から装
着され、且つその上側開口部分を除いて下皿カバー１１により覆われている。ベース板８
１は、支持板１４側の案内樋６７の前側に連通する溢流側排出口８２を備え、支持板１４
との間で前枠３を前後から挟んだ状態でネジ等により着脱自在に固定されている。溢流側
排出口８２は、下皿９の背面側に、発射ハンドル１６側に偏位して配置されている。
【００２２】
下皿９の発射ハンドル１６側の側壁８３には、抜き取り側排出口８４が設けられており、
この抜き取り側排出口８４に抜き取り通路７７の下流側通路部分７７ｂが連通している。
この抜き取り通路７７の下流側通路部分７７ｂは下皿カバー１１内に配置されており、下
皿カバー１１の上壁部１１ａには、上皿７側の上流側通路部分７７ａに連通する連通孔８
５が設けられている。なお、下皿カバー１１の上壁部１１ａは、下皿９の発射ハンドル１
６側の一部分を上側から覆っている。
【００２３】
下皿９の底壁８６には、この下皿９内の遊技球を下方に排出する２つの球抜き孔８７，８
８が左右に設けられ、一方の第１球抜き孔８７が抜き取り側排出口８４及び溢流側排出口
８２の近傍に、他方の第２球抜き孔８８はそれら２つの排出口８４，８２とは離れた位置
に、夫々配置されている。２つの球抜き孔８７，８８は、任意形状、例えば円形に形成さ
れており、第２球抜き穴８８が第１球抜き孔８７よりも大径となっている。
【００２４】
下皿９の底壁８６は、下皿９内の遊技球を第１球抜き孔８７側に案内する傾斜状の案内部
８９を備えている。即ち、第１球抜き孔８７は案内部８９の最下流側に設けられ、その上
流側に第２球抜き孔８８が設けられている。また、底壁８６の下面側には、図７に示すよ
うに、第１，第２球抜き孔８７，８８に入った遊技球を下方に案内する案内筒８７ａ，８
８ａが、第１，第２球抜き孔８７，８８の周縁部分から下方に延設されている。
【００２５】
また、２つの案内筒８７ａ，８８ａ間には、それらを左右方向に接続する押さえ突条部８
６ａが、例えば前後方向に２本設けられている。２つの案内筒８７ａ，８８ａと押さえ突
条部８６ａとは、それらの下端面が同一水平面上に載るように形成されている。
【００２６】
下皿９の下側には、図４、図６及び図７に示すように、第１，第２球抜き孔８７，８８を
開閉する開閉板（開閉手段）９０が配置され、さらにその下側には、開閉板９０を左右方
向に摺動自在に支持する開閉支持板９１が設けられている。
【００２７】
開閉支持板９１は、下皿９から下方に突出する４本のボス部９２に下側から当接され、各
ボス部９２に螺合するネジ９３により下側から着脱自在に固定されている。開閉支持板９
１は左右方向に長い矩形状であって、下皿カバー１１の底面側に形成された横長状の下開
口部９４を塞ぐように嵌合されている。
【００２８】
開閉支持板９１の上面側には、開閉板９０を摺動自在に支持するレールとしての２本の横
突条部９５，９６が、左右方向に長く且つ前後に平行に設けられており、更にそれら横突
条部９５，９６の両端部を含む長手方向の４箇所を前後に接続するように、４本の縦突条
部９７，９８，９９，１００が設けられている。また、開閉支持板９１には、横突条部９
５，９６と縦突条部９９，１００とで囲まれた範囲内、及び横突条部９５，９６と縦突条
部９７，９８とで囲まれた範囲内に、それぞれ第１開口部１０１と第２開口部１０２が形
成されている。第１開口部１０１は、下皿９側の第１球抜き孔８７の下方で且つ第１球抜
き孔８７を取り囲むように、また第２開口部１０２は、第２球抜き孔８８の下方で且つ第
２球抜き孔８８を取り囲むように、夫々配置されている。
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【００２９】
更に、開閉支持板９１には、その上面側に位置決め手段１０３、開放規制手段１０４、開
閉検知スイッチ１０５、及び球受け箱検知スイッチ（球受け箱検知手段）１０６が設けら
れている。
【００３０】
位置決め手段１０３は、開閉板９０を左右方向の所定の摺動位置で位置決めするためのも
ので、例えば縦突条部９７の側方に配置されている。位置決め手段１０３は、球体１０７
と、この球体１０７を上向きに弾性付勢するバネ部材１０８と、このバネ部材１０８によ
り弾勢付勢された球体１０７の一部を突条部９７～１００の上面より上向きに突出させた
状態で球体１０７とバネ部材１０８とを格納するケース体１０９とを備え、開閉板９０が
所定の摺動位置にきたとき、開閉板９０の下面側に設けられた１又は複数、例えば３つの
位置決め凹部１１０，１１１，１１２の何れかに係脱自在に係合して位置決めするように
なっている。
【００３１】
開閉検知スイッチ１０５は、開閉板９０の開閉状態を検知するもので、例えば横突条部９
６と縦突条部１００との接続部分の後側近傍に設けられ、開閉板９０が全閉位置にあると
きに、開閉板９０の後側面の発射ハンドル１６側端部に装着された金属板１１３を検知し
て全閉検知信号を出力するようになっている。
【００３２】
球受け箱検知スイッチ１０６は、下皿９の下方に載置された球受け箱１１４を検知するた
めのもので、開閉支持板９１の下側に揺動自在に垂下された検知部１１５を備え、球受け
箱１１４の後側上縁部分が検知部１１５を蹴り上げたときに箱検知信号を出力するように
なっている。
【００３３】
開放規制手段１０４は、下皿９の下側に球受け箱１１４が置かれていない状態での開閉板
９０の開放を規制するためのもので、全閉位置にあるときの開閉板９０の開放側端面１１
６の後方に配置されている。開放規制手段１０４は、ソレノイド等の駆動手段１１７と、
この駆動手段１１７の駆動により開閉板９０の開放側端面１１６の開放方向への移動を規
制する位置（開放阻止状態）とその規制を解除する位置（開放許容状態）とに切り換え可
能な規制部材１１８とを備え、球受け箱検知スイッチ１０６から箱検知信号が出力された
ことを条件に開放阻止状態から開放許容状態に切り換えられるようになっている。
【００３４】
なお、開放規制手段１０４は、開閉板９０が全閉位置にない状態、即ち開閉検知スイッチ
１０５から全閉検知信号が出力されていない状態では、球受け箱検知スイッチ１０６から
の箱検知信号が途絶えた場合でも、開放許容状態を維持するように制御される。
【００３５】
開閉板９０は、開閉支持板９１側の一対の横突条部９５，９６と、下皿９の底壁８６側の
案内筒８７ａ，８８ａ及び押さえ突条部８６ａとの間で、下皿９側の２つの球抜き穴８７
，８８を開閉するように横突条部９５，９６に沿って左右方向に摺動自在に設けられてい
る。
【００３６】
開閉板９０は、左右方向に長い矩形板状の平板部１２１と、この平板部１２１の前後の縁
部に沿って下向きに設けられる１組の案内突条部１２２と、平板部１２１の前縁側の例え
ば発射ハンドル１６側端部及びその近傍から前向きに突設されたレバー支持部１２４と、
このレバー支持部１２４の前側に設けられる球抜き孔開閉レバー（操作部）１２５とを備
えている。
【００３７】
案内突条部１２２は、開閉支持板９１側の横突条部９５，９６の前後に摺動自在に嵌合し
、開閉板９０を横突条部９５，９６に沿って左右方向に案内するようになっている。
【００３８】
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平板部１２１は、少なくとも開閉支持板９１側の縦突条部９７，１００間を完全に覆うよ
うな左右方向長さに形成されており、その閉鎖側端面１２６には、第１球抜き孔８７と略
同径の部分円弧状に切り欠かれた第１通過許容部１２７が、またその第１通過許容部１２
７から左右方向に所定距離隔てた位置には、第２球抜き孔８８と略同径の開口状に形成さ
れた第２通過許容部１２８が、夫々設けられている。
【００３９】
第１通過許容部１２７と第２通過許容部１２８との距離Ｌａは、図８に示すように、例え
ば第１球抜き孔８７と第２球抜き孔８８との間の距離Ｌｂから第２球抜き孔８８の直径Ｌ
２を差し引いた長さ以下で、且つ第１球抜き孔８７の直径Ｌ１以上となるように設定され
ている。なお、この条件を満たすためには、Ｌｂ≧Ｌ１＋Ｌ２の条件が満たされている必
要がある。
【００４０】
これにより、平板部１２１における第１通過許容部１２７と第２通過許容部１２８との間
の部分で第１球抜き孔８７を、第２通過許容部１２７よりも開放側端面１１６側の部分で
第２球抜き孔８８を、同時に閉鎖することができると共に、開閉板９０を全閉状態から順
次開放側に移動させていく過程で、まず第１通過許容部１２７により第１球抜き孔８７が
完全に開放され、その後に第２通過許容部１２８により第２球抜き孔８８が開放される。
即ち、第１球抜き孔８７と第２球抜き孔８８とを共に閉鎖した状態（以下、全閉状態とい
う）、第１球抜き孔８７のみを完全に開放した状態（以下、第１球抜き孔開放状態という
）、第１，第２球抜き孔８７，８８を共に完全に開放した状態（以下、全開状態という）
の間を無段階に切り換えることが可能である。
【００４１】
また、平板部１２１の下面側には、位置決め手段１０３が係合する３つの位置決め凹部１
１０，１１１，１１２が、開閉板９０の開閉方向に沿って一列状に設けられている。３つ
の位置決め凹部１１０，１１１，１１２は，それぞれ全閉状態、第１球抜き孔開放状態、
全開状態において位置決め手段１０３に係合するように配置されている。
【００４２】
レバー支持部１２４は、球抜き開閉レバー１２５を平板部１２１の前側で支持するための
もので、下皿カバー１１の前側下部に形成された左右方向の案内孔１３１から前側に突出
するように平板部１２１に一体に設けられている。案内孔１３１は、開閉板９０の全閉状
態と全開状態との間の移動範囲に対応する位置及び左右方向長さに形成されており、開閉
板９０がその移動範囲を越えないようにレバー支持部１２４の左右方向移動を規制するよ
うになっている。
【００４３】
球抜き孔開閉レバー１２５は、第１，第２球抜き孔８７，８８を開閉操作する操作部を構
成するものであって、レバー支持部１２４の前側に設けられ、下皿カバー１１の前側下部
に案内孔１３１に対応して左右方向に形成された凹部１３２内に左右方向に移動可能に配
置されている。球抜き孔開閉レバー１２５を凹部１３２に沿って左右方向に移動させるこ
とにより、レバー支持部１２４を介して平板部１２１が左右に移動し、第１，第２球抜き
孔８７，８８が開閉されるようになっている。
【００４４】
また、球抜き孔開閉レバー１２５の上側には、その後縁部に沿って上向きに突設された板
状の開閉報知板１３３が、例えば一体に設けられている。開閉報知板１３３の前面側は、
例えば赤色に着色されている。この開閉放置板１３３は、下皿カバー１１の凹部１３２の
上面側に左右方向に形成された案内孔１３４を介して下皿カバー１１内に嵌入され、球抜
き孔開閉レバー１２５の操作に伴って案内孔１３４に沿って左右方向に移動するようにな
っている。更に、下皿カバー１１には、凹部１３２の上側に左右方向に２つの開口状の第
１，第２報知窓１３５，１３６が左右方向に設けられている。これら第１，第２放置窓１
３５，１３６と開閉放置板１３３とで開閉報知手段１３７を構成している。
【００４５】
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開閉報知板１３３は、開閉板９０が全閉状態にあるときには第１，第２報知窓１３５，１
３６よりも右側に位置して下皿カバー１１内に完全に隠れた状態となり（図１１（ａ））
、開閉板９０が第１球抜き孔開放状態となったときには右側の第１報知窓１３５の後方ま
で進出して第１報知窓１３５内にその前面側の赤色が現れ（図１１（ｂ））、開閉板９０
が全開状態となったときには更に第２報知窓１３６の後方まで進出して第１，第２報知窓
１３５，１３６内にその前面側の赤色が現れる（図１１（ｃ））ようになっている。即ち
、第１報知窓１３５が赤色を呈している場合には第１球抜き孔８７が、第２報知窓１３６
が赤色を呈している場合には第２球抜き孔８８が、それぞれ開放状態にあることを示して
いる。なお、第１，第２報知窓１３５，１３６の後方の背面部１３８は、開閉放置板１３
３の前面側の色とは異なる色であればよい。
【００４６】
次に、上記パチンコ機における動作について説明する。遊技に際して遊技者が図外の自動
球貸し機を操作すると、遊技球タンク４４内の遊技球がタンクレール４５を経て払い出し
手段４６により払い出される。払い出し手段４６から払い出された遊技球は、通路ユニッ
ト４７の払い出し案内通路７１、支持板１４の払い出し連絡通路６３、前面板５の払い出
し排出通路８０を経て上皿７の貯留部７３に排出される。払い出し手段４６から貯留部７
３に払い出された遊技球は、貯留部７３から整列部７４側に案内されて横一列状に整列す
る。
【００４７】
遊技者が発射手段１５の発射ハンドル１６を操作すると、発射モータ１８により打撃槌１
９が作動すると共に、これと連動して図外の球送り手段が動作して、上皿７内の整列部７
４上の遊技球が整列部７４の下流側端部の前面板５側に形成された発射側案内孔から発射
レール１７上に１個ずつ供給され、その遊技球を打撃槌１９で打撃してガイドレール２１
に沿って順次遊技盤１２側に発射していく。
【００４８】
遊技盤１２の上部側に発射された遊技球が遊技盤１２の盤面に沿って遊技領域２２内を落
下する間に、その遊技球が例えば普通入賞手段２７等の入賞手段に入賞すると、払い出し
制御基板４９の制御によって払い出し手段４６が動作し、その入賞に応じた所定数の遊技
球が賞球として払い出される。払い出し手段４６から払い出された遊技球は、貸し球の場
合と同様、通路ユニット４７の払い出し案内通路７１、支持板１４の払い出し連絡通路６
３、前面板５の払い出し排出通路８０を介して上皿７の貯留部７３に排出される。
【００４９】
例えば大当たりが発生して大量の賞球が上皿７に払い出され、上皿７内の遊技球が満杯状
態になると、後から払い出された遊技球は、払い出し排出通路８０の上流側で後側に溢流
し、通路ユニット４７の溢流通路７２、支持板１４の案内樋６７、ベース板８１の溢流側
排出口８２を介して下皿９側に排出される。
【００５０】
また、上皿７内に遊技球が残っている状態でそのパチンコ機でのゲームを終了しようとす
る場合に、遊技者が発射ハンドル１６から手を離して抜き取りレバー７９を操作すると、
開閉部材７８がスライドして抜き取り側案内孔７６が開放する。これにより、上皿７内の
遊技球は、整列部７４の下流側から順次抜き取り側案内孔７６に落下し、抜き取り通路７
７、抜き取り側排出口８４を介して下皿９側に抜き取られる。
【００５１】
溢流側排出口８２及び抜き取り側排出口８４は、第１球抜き穴８７の近傍、即ち案内部８
９の最下流側近傍に設けられているため、溢流側排出口８２及び抜き取り側排出口８４か
ら下皿９内に流れ込んだ遊技球は、第１球抜き穴８７及びその近傍から順次上流側の第２
球抜き穴側に向けて貯留されていく。
【００５２】
下皿９内の遊技球は、ゲームの終了時に遊技球が残っている場合は勿論のこと、ゲーム中
であっても、大当たり等の場合に抜き取る必要がある。即ち、大当たり等が発生した場合
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には、払い出し手段４６から多数の遊技球が連続して払い出されるので、上皿７から下皿
９側に大量の遊技球が溢流するが、下皿９が満杯状態になれば、図外の満杯検出スイッチ
が作動して発射手段１５を停止させるようになっているため、大当たり等の場合には、下
皿９の遊技球が満杯状態にならないように抜き取って行く必要がある。
【００５３】
開閉板９０は、通常状態では全閉状態の位置にあり、下皿９の第１，第２球抜き孔８７，
８８は共に閉鎖された状態となっている（図９（ａ）、図１０（ａ））。このとき、開閉
支持板９１側の位置決め手段１０３は開閉板９０側の位置決め凹部１１０に係合し、また
開放規制手段１０４の規制部材１１８は前側に突出して開閉板９０の開放側端面１１６の
開放側（左側）への移動を規制した状態となっている。更に、球抜き孔開閉レバー１２５
は凹部１３２内の最も右側に位置しており、第１，第２報知窓１３５，１３６共に非報知
状態（開閉報知板１３３の赤色が認識できない状態）となっている（図１１（ａ））。
【００５４】
下皿９内の遊技球を抜き取る場合には、まず球受け箱１１４を下皿９の下側に載置する。
すると、開閉支持板９１の下側に垂下されている検知部１１５が球受け箱１１４の後側上
縁部分によって蹴り上げられ、球受け箱検知スイッチ１０６がＯＮとなって箱検知信号が
出力される。
【００５５】
球受け箱検知スイッチ１０６から箱検知信号が出力されると、これに基づいて開放規制手
段１０４の駆動手段１１７が駆動され、規制部材１１８が後方に退去して開閉板９０の開
放側端面１１６の規制が解除され、開閉板９０が移動可能な状態となる。
【００５６】
この状態で、球抜き孔開閉レバー１２５を左方向にスライドさせると、位置決め手段１０
３が位置決め凹部１１０から外れた後、第１通過許容部１２７が第１球抜き孔８７に右側
から重なって第１球抜き孔８７が徐々に開放される。そして、第１球抜き孔８７が完全に
開放されたとき、図９（ｂ）及び図１０（ｂ）に示すように位置決め手段１０３が位置決
め凹部１１１に係合して開閉板９０がその位置で位置決めされると共に、図１１（ｂ）に
示すように第１報知窓１３５の後方まで開閉報知板１３３が進出して第１報知窓１３５が
赤色を呈し、第１球抜き孔８７が開放状態となったことを報知する。
【００５７】
図９（ａ）に示すように下皿９内の遊技球が少量の場合には、図９（ｂ）に示す第１球抜
き孔開放状態でそのまま放置すれば、最小限の開放操作で下皿９内の全ての遊技球を抜き
取ることができる。
【００５８】
例えば図１０（ａ），（ｂ）に示すように下皿９内に大量の遊技球が貯留されている場合
には、第１球抜き孔開放状態から更に球抜き孔開閉レバー１２５を左方向にスライドさせ
ると、位置決め手段１０３が位置決め凹部１１１から外れた後、第２通過許容部１２８が
第２球抜き孔８８に右側から重なって第２球抜き孔８８が徐々に開放される。そして、第
２球抜き孔８８が完全に開放されたとき、図１０（ｃ）に示すように位置決め手段１０３
が位置決め凹部１１２に係合して開閉板９０がその位置で位置決めされると共に、図１１
（ｃ）に示すように第２報知窓１３６の後方まで開閉報知板１３３が進出して第１，第２
報知窓１３５，１３６が共に赤色を呈し、第１，第２球抜き孔８７，８８が共に開放状態
となったことを報知する。
【００５９】
この全開状態のまま放置すると、下皿９内の遊技球は第１，第２球抜き孔８７，８８の両
方から球受け箱１１４内に落下する。このとき、遊技球は球受け箱１１４内の２箇所に落
下するため、遊技者が手で均さなくても、排出された遊技球は球受け箱１１４内の１箇所
に山積みになることなく適当に分散される。また、第２球抜き孔８８は第１球抜き孔８７
に比べて大径であるため、第１球抜き孔８７よりも第２球抜き孔８８の方が遊技球の単位
時間当たりの排出量は多くなる。
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【００６０】
遊技球の排出が進んで下皿９内の遊技球の量が少なくなってくると、まず案内部８９の上
流側にある第２球抜き孔８７からの遊技球の排出が止まり、残りの遊技球は最下流側の第
１球抜き孔８８側から全て排出される。即ち、全開状態においては、前半は第２球抜き孔
８７の方が排出量が多いが、後半は第１球抜き孔８８のみからの排出となるため、最終的
には第１，第２球抜き孔８７，８８の遊技球の排出量は略均等化される。
【００６１】
下皿９内の遊技球が全て排出されれば、上記開放の場合と逆の手順で球抜き孔開閉レバー
１２５を右向きに操作すれば、開閉板９０により第２球抜き孔８８から順に閉鎖され、全
閉状態となる。このとき、全閉状態となって開閉検知スイッチ１０５が開閉板９０側の金
属板１１３を検知するまでは、球受け箱検知スイッチ１０６の検知状態の如何に拘わらず
開放規制手段１０４は開放規制を解除した状態で維持されるため、全閉状態となる前に球
受け箱１１４を下皿９の下側から除去したとしても、開閉板９０の開閉をスムーズに行う
ことができる。
【００６２】
全閉状態とした後に球受け箱１１４が除去されたとき、或いは球受け箱１１４を除去した
後に全閉状態となったとき、開放規制手段１０４の規制部材１１８が前向きに突出して開
閉板９０の開放側への移動が規制される。
【００６３】
以上説明したように、本実施形態の弾球遊技機では、下皿９に、遊技球を一定方向に案内
する案内部８９を設け、その案内部８９の最下流側から上流側にかけて２つの球抜き孔８
７，８８を配置しているため、下皿９内の遊技球が多量の場合にはそれら２つの球抜き孔
８７，８８から球受け箱１１４内に分散して落下させることができると共に、例えば下皿
９内の遊技球が少量の場合には、下流側の球抜き穴８７を介して全ての遊技球を排出する
ことができる。即ち、例えば下皿９内の遊技球が少量の場合には下流側の球抜き穴８７の
みを開放するなど、下皿９内の遊技球の多少に応じた最小限の開閉操作で下皿９内の遊技
球の抜き取りを行うことができる。
【００６４】
また、案内部８９の最下流側の球抜き孔８７よりも上流側の球抜き孔８８を大きく形成し
ているため、２つの球抜き孔８７，８８からの遊技球の最終的な排出量を略均等化するこ
とができる。
【００６５】
更に、開閉板９０は、１つの球抜き孔開閉レバー１２５の操作により２つの球抜き孔８７
，８８を開閉可能であり、球抜き孔開閉レバー１２５の開方向への操作時には最下流側の
球抜き孔８７から順次開放し、球抜き孔開閉レバー１２５の閉方向への操作時には上流側
の球抜き孔８８から順次閉鎖するように構成されているため、球抜き孔８７，８８の開閉
操作が容易であると共に、下皿９内の全ての遊技球を確実に抜き取ることができる。
【００６６】
また、各球抜き孔８７，８８の開閉状態を報知する開閉報知手段１３７を備えているため
、遊技者は各球抜き孔８７，８８の開閉状態を容易に認識することができる。
【００６７】
球抜き孔８７，８８の下方に配置された球受け箱１１４を検知する球受け箱検知スイッチ
１０６と、この球受け箱検知スイッチ１０６が球受け箱１１４を検知していない状態で開
閉板９０の開動作を規制する開放規制手段１０４とを備えているため、球受け箱１１４を
セットしていない状態で球抜き孔８７，８８を開放してしまう誤操作を防止できる。
【００６８】
抜き取り通路７７に連通する抜き取り側排出口８４と溢竜通路７２に連通する溢流側排出
口８２を共に最下流側の球抜き孔８７の近傍に配置しているため、上皿７側からの遊技球
を確実に球抜き孔８７の近傍から上流側に向けて蓄積することができる。
【００６９】
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図１２及び図１３は本発明の第２の実施形態を例示し、２つの開閉板１４１，１４２によ
り第１，第２球抜き孔８７，８８を夫々個別に開閉可能とした例を示している。
【００７０】
開閉支持板９１の上面側には、第１，第２開閉板１４１，１４２を摺動自在に支持するレ
ールとしての２本の横突条部９５，９６が、左右方向に長く且つ前後に平行に設けられて
おり、更にそれら横突条部９５，９６の長手方向の４箇所を前後に接続するように、４本
の縦突条部９７，９８，９９，１００が設けられている。
【００７１】
また、開閉支持板９１には、横突条部９５，９６と縦突条部９９，１００とで囲まれた範
囲内、及び横突条部９５，９６と縦突条部９７，９８とで囲まれた範囲内に、それぞれ第
１開口部１０１と第２開口部１０２が形成されている。第１開口部１０１は、下皿９側の
第１球抜き孔８７の下方で且つ第１球抜き孔８７を取り囲むように、また第２開口部１０
２は、第２球抜き孔８８の下方で且つ第２球抜き孔８８を取り囲むように、夫々配置され
ている。
【００７２】
更に、開閉支持板９１には、その上面側に第１，第２位置決め手段１４３，１４４、第１
，第２開放規制手段１４５，１４６、第１，第２開閉検知スイッチ１４７，１４８、及び
球受け箱検知スイッチ（球受け箱検知手段）１０６が設けられている。
【００７３】
第１，第２位置決め手段１４３，１４４は、それぞれ第１，第２開閉板１４１，１４２を
左右方向の所定の摺動位置で位置決めするもので、例えば縦突条部１００，９７の側方に
配置されている。第１，第２位置決め手段１４３，１４４は、球体１０７と、この球体１
０７を上向きに弾性付勢するバネ部材１０８と、このバネ部材１０８により弾勢付勢され
た球体１０７の一部を突条部９７～１００の上面より上向きに突出させた状態で球体１０
７とバネ部材１０８とを格納するケース体１０９とを備え、第１，第２開閉板１４１，１
４２が所定の摺動位置にきたとき、第１，第２開閉板１４１，１４２の下面側に設けられ
た１又は複数、例えばそれぞれ２つの位置決め凹部１４９，１５０、１５１，１５２の何
れかに係脱自在に係合して位置決めするようになっている。
【００７４】
第１，第２開閉検知スイッチ１４７，１４８は、第１，第２開閉板１４１，１４２の開閉
状態を検知するもので、例えば横突条部９６と縦突条部９９との接続部分、横突条部９６
と縦突条部９８との接続部分のそれぞれ後側近傍に設けられ、第１，第２開閉板１４１，
１４２が全閉位置にあるときに、第１，第２開閉板１４１，１４２の後側面に装着された
金属板１５３，１５４を検知して全閉検知信号を出力するようになっている。
【００７５】
球受け箱検知スイッチ１０６は、下皿９の下方に載置された球受け箱１１４を検知するも
ので、開閉支持板９１の下側に揺動自在に垂下された検知部１１５を備え、球受け箱１１
４の後側上縁部分が検知部１１５を蹴り上げたときに箱検知信号を出力するようになって
いる。
【００７６】
第１，第２開放規制手段１４５，１４６は、下皿９の下側に球受け箱１１４が置かれてい
ない状態での第１，第２開閉板１４１，１４２の開放を規制するためのもので、全閉位置
にあるときの第１，第２開閉板１４１，１４２の開放側端面１５５，１５６の後方に配置
されている。第１，第２開放規制手段１４５，１４６は、ソレノイド等の駆動手段１１７
と、この駆動手段１１７の駆動により第１，第２開閉板１４１，１４２の開放側端面１５
５，１５６の開放方向への移動を規制する位置（開放阻止状態）とその規制を解除する位
置（開放許容状態）とに切り換え可能な規制部材１１８とを備え、球受け箱検知スイッチ
１０６から箱検知信号が出力されたことを条件に開放阻止状態から開放許容状態に切り換
えられるようになっている。
【００７７】
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なお、第１，第２開放規制手段１４５，１４６は、第１，第２開閉板１４１，１４２が全
閉位置にない状態、即ち第１，第２開閉検知スイッチ１４７，１４８から全閉検知信号が
出力されていない状態では、球受け箱検知スイッチ１０６からの箱検知信号が途絶えた場
合でも、開放許容状態を維持するように制御される。
【００７８】
第１，第２開閉板１４１，１４２は、開閉支持板９１側の一対の横突条部９５，９６と、
下皿９の底壁８６側の案内筒８７ａ，８８ａ及び押さえ突条部８６ａとの間で、下皿９側
の２つの球抜き穴８７，８８を開閉するように横突条部９５，９６に沿って左右方向に摺
動自在に設けられている。
【００７９】
第１，第２開閉板１４１，１４２は、左右方向に長い矩形板状の平板部１５７，１５８と
、この平板部１５７，１５８の前後の縁部に沿って下向きに設けられる１組の案内突条部
１５９，１６０と、平板部１５７，１５８の前縁側の一部分から前向きに突設されたレバ
ー支持部１６１，１６２と、このレバー支持部１６１，１６２の前側に設けられる球抜き
孔開閉レバー（操作部）１６３，１６４とを備えている。
【００８０】
案内突条部１５９，１６０は、開閉支持板９１側の横突条部９５，９６の前後に摺動自在
に嵌合し、第１，第２開閉板１４１，１４２を横突条部９５，９６に沿って左右方向に案
内するようになっている。
【００８１】
平板部１５７，１５８は、それぞれ少なくとも開閉支持板９１側の第１開口部１０１、第
２開口部１０２を完全に覆うような左右方向長さに形成されており、その閉鎖側端面１６
５，１６６には、それぞれ第１，第２球抜き孔８７，８８と略同径の部分円弧状に切り欠
かれた第１，第２通過許容部１６７，１６８が設けられている。
【００８２】
また、平板部１５７，１５８の下面側には、位置決め手段１０３が係合するそれぞれ２つ
の位置決め凹部１４９，１５０、１５１，１５２が、第１，第２開閉板１４１，１４２の
開閉方向に設けられている。位置決め凹部１４９，１５１は，それぞれ第１，第２開閉板
１４１，１４２の全閉状態において、位置決め凹部１５０，１５２は、それぞれ第１，第
２開閉板１４１，１４２の全開状態において第１，第２位置決め手段１４３，１４４に係
合するように配置されている。
【００８３】
レバー支持部１６１，１６２は、下皿カバー１１の前側下部に形成された左右方向の案内
孔から前側に突出するように平板部１５７，１５８に一体に設けられている。球抜き孔開
閉レバー１６３，１６４は、レバー支持部１６１，１６２の前側に設けられ、下皿カバー
１１の前側下部に左右方向に形成された凹部１７１，１７２内に左右方向に移動可能に配
置されている。球抜き孔開閉レバー１６３，１６４を凹部１７１，１７２に沿って左右方
向に移動させることにより、レバー支持部１６１，１６２を介して平板部１５７，１５８
が左右に移動し、第１，第２球抜き孔８７，８８がそれぞれ開閉されるようになっている
。
【００８４】
また、球抜き孔開閉レバー１６３，１６４の上側には、その後縁部に沿って上向きに突設
された板状の開閉報知板１７３，１７４が例えば一体に設けられている。開閉報知板１７
３，１７４の前面側は、例えば赤色に着色されている。この開閉放置板１７３，１７４は
、下皿カバー１１の凹部１７１，１７２の上面側に左右方向に形成された案内孔を介して
下皿カバー１１内に嵌入され、球抜き孔開閉レバー１６３，１６４の操作に伴って左右方
向に移動するようになっている。更に、下皿カバー１１には、凹部１７１，１７２の上側
にそれぞれ開口状の第１，第２報知窓１３５，１３６が左右方向に設けられている。これ
ら第１，第２放置窓１３５，１３６と開閉放置板１７３，１７４とで開閉報知手段１３７
を構成している。
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【００８５】
開閉報知板１７３，１７４は、第１，第２開閉板１４１，１４２がそれぞれ全閉状態にあ
るときには第１，第２報知窓１３５，１３６から外れた位置にあって下皿カバー１１内に
完全に隠れた状態となり、第１，第２開閉板１４１，１４２がそれぞれ全開状態となった
ときには第１，第２報知窓１３５，１３６の後方まで進出してそれら第１，第２報知窓１
３５，１３６内にその前面側の赤色が現れるようになっている。即ち、第１報知窓１３５
が赤色を呈している場合には第１球抜き孔８７が、第２報知窓１３６が赤色を呈している
場合には第２球抜き孔８８が、それぞれ開放状態にあることを示している。
【００８６】
以上のように、第１，第２球抜き孔８７，８８を第１，第２開閉板１４１，１４２で個別
に開閉可能としてもよい。
【００８７】
図１４は本発明の第３の実施形態を例示し、第１の実施形態の下皿９の底壁８６上に、第
１球抜き孔８７と第２球抜き孔８８との間を分離する分離壁１８１を設けた例を示してい
る。この分離壁１８１は、上流側への遊技球の流動を妨げる流動妨害手段の一例であって
、上皿９内を完全に２つに分離するものではなく、溢流側排出口８２及び抜き取り側排出
口８４から第１球抜き孔８７の近傍に排出されて蓄積された遊技球の数がある程度多くな
ってくると、この分離壁１８１を越えて遊技球が第２球抜き孔８８側に流れ込む程度の適
当な高さに形成されている。
【００８８】
このような構成とすることで、溢流側排出口８２及び抜き取り側排出口８４から排出され
た遊技球が少量の状態では、第２球抜き孔８８の周縁部等に遊技球が引っ掛かるようなこ
とがなく、それら遊技球を第１球抜き孔８７側から全て確実に排出することが可能となる
。なお、この分離壁１８１は、第２の実施形態にも同様に設けることができる。
【００８９】
図１５は本発明の第４の実施形態を例示し、球抜き孔8 8 を開閉板９０等で閉鎖している
状態で球抜き孔８８と開閉板９０とで形成される凹部１８２を略閉鎖する板状の凹部閉鎖
手段１８３を設けた例を示している。底壁８６の上面側と開閉板９０の上面側とは上下方
向に距離があるため、開閉板９０を閉じた状態でも球抜き孔８８は底壁８６の上面よりも
低い位置で閉鎖され、球抜き孔８８の内側には凹部１８２が形成される。この凹部１８２
に遊技球が入ってしまうと、その遊技球は案内部８９に従って下流側に流れることができ
ず、手で下流側に流すか、或いは球抜き孔８８を開放しなければ下皿９内の全ての遊技球
を抜き取ることができない。
【００９０】
本実施形態では、図１５に示すように、球抜き孔8 8 を開閉板９０等で閉鎖している状態
では凹部１８２を凹部閉鎖手段１８３で閉鎖し、下皿９内の全ての遊技球を案内部８９に
沿って下流側に流れるようにしている。凹部閉鎖手段１８３は、縦突条部９７の上方に設
けられた前後方向のヒンジ１８４により底壁８６に揺動自在に枢支され、その先端側には
下側に突出する閉鎖支持部１８３ａが一体に設けられており、開閉板９０が閉鎖された状
態では閉鎖支持部１８３ａが開閉板９０の上面側に支持されて凹部１８２を閉鎖する（図
１５（ａ））と共に、全開状態では閉鎖支持部１８３ａの支持が外れて下向きに揺動して
球抜き穴８８を開放する（図１５（ｂ））ようになっている。
【００９１】
これにより、遊技球が球抜き孔８８内に引っ掛かることがなく、下流側の球抜き穴８７の
みを開いただけで下皿９内の全ての遊技球を抜き取ることができる。
【００９２】
図１６は本発明の第５の実施形態を例示し、凹部閉鎖手段１８３を開閉板９０と平行に開
閉させるようにした例を示している。図１６に示す凹部閉鎖手段１８３は凹部１８２を略
閉鎖可能な板状に形成され、底壁８６内に設けられた水平方向の案内溝１８５に沿って摺
動自在であり、その閉鎖側端部には下向きに突出する開閉係合部１８３ｂが一体に設けら
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れている。また、開閉板９０の上面側には、開放動作時に開閉係合部１８４ｂと係合して
凹部閉鎖手段１８３を開放する開放側係合部１８６と、閉鎖動作時に開閉係合部１８３ｂ
と係合して凹部閉鎖手段１８３を閉鎖する閉鎖側係合部１８７とが一体に設けられている
。
【００９３】
このような構成でも、第４の実施形態と同様、遊技球が球抜き孔８８内に引っ掛かること
がなく、下流側の球抜き穴８７のみを開いただけで下皿９内の全ての遊技球を抜き取るこ
とができる。
【００９４】
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこの実施形態に限定されるもので
はなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、下皿９に設
ける球抜き孔は２つに限られるものではなく、３つ以上であってもよい。また、各球抜き
孔の大きさは、下流側ほど大きくすることが望ましいが、例えば全て同じ大きさにしたり
、下流側の球抜き孔を上流側の球抜き穴よりも大きくしてもよい。
【００９５】
球抜き孔８７，８８の開閉状態を報知する開閉報知手段は、例えばＬＥＤ等の発光手段を
用いてもよいし、液晶表示手段２３等に表示してもよいし、視覚的報知だけでなく音声に
よる報知を併用してもよい。もちろん音声による報知のみを用いてもよい。
【００９６】
実施形態では、溢流側排出口８２を下流側の球抜き穴８７の近傍に設けたが、これに限ら
れるものではなく、例えば上流側の球抜き穴８８の近傍に設けてもよい。この場合、下皿
９内を例えば第３の実施形態の分離壁１８１により球抜き孔８７と球抜き孔８８側とに分
離し、溢流側排出口８２からの遊技球を球抜き孔８８から、抜き取り側排出口８４からの
遊技球を球抜き孔８７から夫々抜き取るようにしてもよい。
【００９７】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、遊技球を貯留する球受け皿９と、該球受け皿９
内の遊技球を排出する球抜き孔８７，８８と、該球抜き孔８７，８８を開閉する開閉手段
９０，１４１，１４２とを備えた弾球遊技機において、球受け皿９に、遊技球を一定方向
に案内する案内部８９を設け、その案内部８９の最下流側に第１球抜き孔８７を、それよ
りも上流側に第２球抜き孔８８を配置し、第１球抜き孔８７よりも第２球抜き孔８８を大
きく形成し、開閉手段９０は、１つの操作部１２５の操作により第１球抜き孔８７と第２
球抜き孔８８とを開閉可能であり、操作部１２５の開方向への操作時には最下流側の第１
球抜き孔８７から順次開放し、操作部１２５の閉方向への操作時には上流側の第２球抜き
孔８８から順次閉鎖するように構成されているため、球受け皿９内の遊技球を球受け箱内
に均等に落下させることができると共に、球受け皿９内の遊技球の多少に応じた開閉操作
で球受け皿９内の遊技球の抜き取りを行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態を示す弾球遊技機の正面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態を示す前面板を取り外した状態での前枠の正面図である
。
【図３】本発明の第１の実施形態を示す断球遊技機の背面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態を示す断球遊技機の側面断面図である。
【図５】本発明の第１の実施形態を示す下皿の平面図である。
【図６】本発明の第１の実施形態を示す下皿の分解斜視図である。
【図７】本発明の第１の実施形態を示す下皿の正面断面図である。
【図８】本発明の第１の実施形態を示す開閉板の平面図である。
【図９】本発明の第１の実施形態を示す遊技球が少量の場合の全閉状態と第１球抜き孔開
放状態との説明図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態を示す遊技球が多量の場合の全閉状態と第１球抜き孔



(14) JP 4832667 B2 2011.12.7

10

20

30

開放状態と全開状態との説明図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態を示す開閉報知手段１３７の報知動作の説明図である
。
【図１２】本発明の第２の実施形態を示す下皿の分解斜視図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態を示す下皿の正面断面図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態を示す下皿の正面断面図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態を示す下皿の正面断面図である。
【図１６】本発明の第５の実施形態を示す下皿の正面断面図である。
【符号の説明】
７　　上皿（球供給皿）
９　　下皿（球受け皿）
１５　　発射手段
７２　　溢流通路
７７　　抜き取り通路
８２　　溢流側排出口
８４　　抜き取り側排出口
８７　　第１球抜き孔
８８　　第２球抜き孔
８９　　案内部
９０　　開閉板（開閉手段）
１０４　　開放規制手段
１０６　　球受け箱検知スイッチ
１１４　　球受け箱
１２５　　球抜き孔開閉レバー（操作部）
１３７　　開閉報知手段
１４１　　第１開閉板（開閉手段）
１４２　　第２開閉板（開閉手段）
１４５　　第１開放規制手段
１４６　　第２開放規制手段
１８１　　分離壁（流動妨害手段）
１８２　　凹部
１８３　　凹部閉鎖手段
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