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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に、遊技に用いられる電気部品が設けられている遊技盤を備
えた遊技機であって、
　前記電気部品に接続されている電気配線と、
　透光性を有する材料で形成されており、所定の装飾が施されることにより奥側が視認し
にくくなるように形成されている第１の領域と、前記所定の装飾がなく奥側が視認しやす
くなるように形成されている第２の領域とを有し、前記遊技盤に取付固定されている装飾
枠部材とを備え、
　前記装飾枠部材は、前記装飾枠部材の枠内において遊技球が転動可能に形成されたステ
ージと、前記装飾枠部材の手前側に向けて前記遊技球を排出する排出路と、前記ステージ
の奥側に位置しており、前記ステージ上を転動する前記遊技球を前記排出路まで案内する
案内路と、前記装飾枠部材のベースとなる部材である枠本体の背面において段差状に形成
されている段差部とを有しており、前記電気配線は、前記装飾枠部材における前記第１の
領域の奥側であって、かつ前記段差部の裏側において、前記段差部に沿うように配置され
ていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技球が流下する遊技領域に、遊技に用いられる電気部品が設けられている遊技盤を備
えた遊技機であって、
　前記電気部品に接続されている電気配線と、
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　透光性を有する材料で形成されており、所定の装飾が施されることにより奥側が視認し
にくくなるように形成されている第１の領域と、前記所定の装飾のなく奥側が視認しやす
くなるように形成されている第２の領域とを有し、前記遊技盤に取付固定されている装飾
枠部材とを備え、
　前記装飾枠部材は、
　　枠本体と、
　　前記枠本体に取り付けられており、前記装飾枠部材の枠内において遊技球が転動可能
に形成されたステージと、
　　前記枠本体の奥側に取り付けられており、前記ステージを転動する前記遊技球を前記
遊技領域へ排出するための排出路形成部材とを備え、
　前記排出路形成部材は、
　　前記ステージ上を転動する前記遊技球を案内する案内路と、
　　前記案内路と連続形成されて前記案内路を案内された前記遊技球を前記遊技領域に向
けて排出するための排出路と、
　　前記装飾枠部材に前記排出路形成部材を取り付けることにより、前記装飾枠部材の奥
側に突出形成された段差部と、
　　前記段差部と近接する位置に形成された前記電気配線の位置決めを行うための配線止
め部とを備え、
　前記電気配線は、前記装飾枠部材の後方であって、前記段差部の後方において、前記配
線止め部により位置決めをされながら前記装飾枠部材の奥側において、前記装飾枠部材に
沿うように配置されていることを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　前記電気部品は、前記遊技盤の一方側及び他方側に設置されるとともに、前記電気部品
の電気配線は前記遊技盤の一方側又は他方側のいずれかから取り出すことができるように
形成されており、前記電気部品が設置されている箇所と前記電気配線が取り出される箇所
とが前記遊技盤の一方側又は他方側において異なる位置に形成されている場合には、前記
遊技盤の奥側において、前記電気配線が一方及び他方で配置され、一方の電気配線は、他
方の前記電気配線に近接しながら配置され、一方の電気配線と他方の電気配線は、ともに
取り出されるように形成されている請求項１又は２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記段差部には、上部に前記排出路を形成する排出路形成部が形成されるとともに、下
部に突出部が奥側に向けて突出形成されており、前記電気配線は、前記排出路形成部と前
記突出部との間に位置する箇所に配線されている請求項１から３のいずれかに記載の遊技
機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技盤に形成されている遊技領域に各種の電気部品が設けられている遊技機
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から知られている遊技機の一つに、遊技球を遊技媒体として遊技を行うパチンコ遊
技機がある。このパチンコ遊技機は、遊技者の操作によって遊技球が順次弾発されていき
、この弾発された遊技球が遊技盤に形成されている遊技領域を流下するように構成されて
いる。遊技領域には、例えば各種の入賞口を有する入賞装置のような各種の電気部品が設
けられている。
【０００３】
　電気部品は、遊技機の所定位置に設けられている基板との間で電気配線によって電気的
に接続されている。この場合、電気配線は、遊技者に視認されないよう取り回すように配
置されていることが多い。例えば、下記に示す特許文献１に記載されている遊技機では、
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透光性領域を有する遊技基板に対して複数の遊技部材を遊技盤に設け、遊技部材のうちの
少なくとも１つが透光性領域において遊技盤の背面側に配設しているリード線を隠蔽する
ための隠蔽部を有する遊技機が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１８７７９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年は、遊技機における演出の多様化の観点から、より遊技者の興趣を向上させる演出
を行う遊技機が望まれる傾向にある。一般に、遊技機における演出の態様としては、光を
用いることによる演出態様と遊技機に取り付けられている各種の部材の形状や模様、キャ
ラクターなどを遊技者に見せることによる演出とがあり、遊技の進行に応じて、これら光
を用いることによる演出と各種の形状等を遊技者に見せることによる演出とを組み合わせ
て、遊技者の興趣をより向上させる演出を行っている。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載されている遊技機では、リード線を隠蔽するための隠
蔽部が設けられているのは、遊技者が視認しにくい場所のみであり、他の遊技者が視認で
きる箇所においてリード線を隠蔽することができないという問題があった。この場合、隠
蔽することのできる場所が限定されるため、リード線と接続している各種の遊技部材を設
置する場所も限定されるおそれもあり、遊技機において遊技部材を設置する時の自由度が
低下してしまうといった問題もあった。
　また、引用文献１に記載されている遊技機は、隠蔽部材によってリード線を隠蔽してい
るものの、この隠蔽部材が不透明な材料によって形成されているため、遊技盤の装飾性を
却って低下させてしまうと言った問題もあった。
【０００７】
　本発明は、上記した問題点に鑑みてなされたもので、装飾性を低下させることなく各種
の電気部品と接続する電気配線を配置することができ、かつ電気部品を遊技盤に設置する
際の自由度も低下させることのない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】
【０００８】
本発明は、
（１）遊技球が流下する遊技領域に、遊技に用いられる電気部品が設けられている遊技盤
を備えた遊技機であって、前記電気部品に接続されている電気配線と、透光性を有する材
料で形成されており、所定の装飾が施されることにより奥側が視認しにくくなるように形
成されている第１の領域と、前記所定の装飾がなく奥側が視認しやすくなるように形成さ
れている第２の領域とを有し、前記遊技盤に取付固定されている装飾枠部材とを備え、前
記装飾枠部材は、前記装飾枠部材の枠内において遊技球が転動可能に形成されたステージ
と、前記装飾枠部材の手前側に向けて前記遊技球を排出する排出路と、前記ステージの奥
側に位置しており、前記ステージ上を転動する前記遊技球を前記排出路まで案内する案内
路と、前記装飾枠部材のベースとなる部材である枠本体の背面において段差状に形成され
ている段差部とを有しており、前記電気配線は、前記装飾枠部材における前記第１の領域
の奥側であって、かつ前記段差部の裏側において、前記段差部に沿うように配置されてい
ることを特徴とする遊技機、
（２）遊技球が流下する遊技領域に、遊技に用いられる電気部品が設けられている遊技盤
を備えた遊技機であって、前記電気部品に接続されている電気配線と、透光性を有する材
料で形成されており、所定の装飾が施されることにより奥側が視認しにくくなるように形
成されている第１の領域と、前記所定の装飾のなく奥側が視認しやすくなるように形成さ
れている第２の領域とを有し、前記遊技盤に取付固定されている装飾枠部材とを備え、
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　前記装飾枠部材は、枠本体と、前記枠本体に取り付けられており、前記装飾枠部材の枠
内において遊技球が転動可能に形成されたステージと、前記枠本体の奥側に取り付けられ
ており、前記ステージを転動する前記遊技球を前記遊技領域へ排出するための排出路形成
部材とを備え、前記排出路形成部材は、前記ステージ上を転動する前記遊技球を案内する
案内路と、前記案内路と連続形成されて前記案内路を案内された前記遊技球を前記遊技領
域に向けて排出するための排出路と、前記装飾枠部材に前記排出路形成部材を取り付ける
ことにより、前記装飾枠部材の奥側に突出形成された段差部と、前記段差部と近接する位
置に形成された前記電気配線の位置決めを行うための配線止め部とを備え、前記電気配線
は、前記装飾枠部材の後方であって、前記段差部の後方において、前記配線止め部により
位置決めをされながら前記装飾枠部材の奥側において、前記装飾枠部材に沿うように配置
されていることを特徴とする遊技機、
（３）前記電気部品は、前記遊技盤の一方側及び他方側に設置されるとともに、前記電気
部品の電気配線は前記遊技盤の一方側又は他方側のいずれかから取り出すことができるよ
うに形成されており、前記電気部品が設置されている箇所と前記電気配線が取り出される
箇所とが前記遊技盤の一方側又は他方側において異なる位置に形成されている場合には、
前記遊技盤の奥側において、前記電気配線が一方及び他方で配置され、一方の電気配線は
、他方の前記電気配線に近接しながら配置され、一方の電気配線と他方の電気配線は、と
もに取り出されるように形成されている上記（１）又は（２）記載の遊技機、
（４）前記段差部には、上部に前記排出路を形成する排出路形成部が形成されるとともに
、下部に突出部が奥側に向けて突出形成されており、前記電気配線は、前記排出路形成部
と前記突出部との間に位置する箇所に配線されている上記（１）から（３）のいずれかに
記載の遊技機を要旨とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、電気配線が所定の装飾が施されている第１の領域の裏側に位置する状
態で装飾枠部材に配置されているので、遊技中に遊技者に視認されることのない状態で電
気配線を配置させることができる。そのため、遊技機における電気部品の設置を自由に決
定することができ、より遊技の興趣を向上させることのできる遊技機を提供することが可
能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る遊技機の正面図である。
【図２】裏ユニットから装飾枠部材を分解した状態を表す分解斜視図である。
【図３】装飾枠部材の表面側からの分解斜視図である。
【図４】装飾枠部材の裏面側からの分解斜視図である。
【図５】装飾枠部材のステージを拡大した拡大斜視図である。
【図６】装飾枠部材のステージを正面から見た拡大図である。
【図７】装飾枠部材における電気配線の設置について説明する説明図である。
【図８】装飾枠部材における排出路形成部材と電気配線の位置関係を説明する説明図であ
る。
【図９】ステージにおける遊技球の経路と案内経路及び排出経路の関係を説明する説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明に係る遊技機の実施の形態について、図面を用いて具体的に説明する。なお、本
明細書では、本発明に係る遊技機の例としてパチンコ遊技機を用いて説明するが、本発明
ではパチンコ遊技機以外の遊技機にも適用することが可能である。また、本明細書におい
ては、パチンコ遊技機（以下、単に「遊技機」と言う。）及び遊技機を構成する各部材の
「前側」、「後側」は、遊技機を正面から見た場合における表面側（前面側）、背面側（
後面側）を示すものとし、遊技機及び遊技機を構成する各部材に対して「上側」、「下側
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」、「左側」及び「右側」は、図１に示すように遊技機を正面から見た場合における上側
、下側、左側及び右側を示すものとする。また、本明細書においては、遊技球が各種入賞
口に流入することを「入賞」と言い、遊技球が入賞することによって遊技者に払い出され
る遊技球のことを「賞球」と言う。
【００１２】
［遊技機１の構成］
　図１に示すように、遊技機１は、機体の外郭を構成する縦長方形の外枠２を備えている
。この外枠２の開口前面側には、縦長方形の中枠３が外枠２に対して着脱自在に組み付け
られている。中枠３は、全体的に合成樹脂材料を用いて形成されており、内部に裏ユニッ
ト１１を着脱できるように取付固定することができるように構成されている。前枠４は、
中枠３の前面側に、該前枠４の左側に設けられたヒンジを中心に中枠３に対して横開きで
きるように開閉自在に組み付けられている。前枠４は、ガラス板５を備えており、遊技者
が遊技盤３１を視認することができ、かつ遊技盤３１を保護することができるように構成
されている。また、前枠４は、遊技に使用する遊技球を一時的に貯留する上受け皿６と、
上受け皿６から溢れ出て流下した遊技球を貯留する下受け皿７とがガラス板５の下方に備
えられている。
【００１３】
　遊技機１は、遊技盤３１に向けて遊技球を弾発する発射装置（図示せず）が内部に設け
られている。この発射装置は、遊技者が操作可能に構成されている操作ハンドル８の回動
量によって遊技球を弾発する際の弾発強さを調節することができるように構成されている
。つまり、遊技者が操作ハンドル８の回動量を大きくすると発射装置における遊技球の弾
発強さが強くなり、逆に遊技者が操作ハンドル８の回動量を小さくすると発射装置におけ
る遊技球の弾発強さが弱くなる。操作ハンドル８は、遊技機１を正面視した場合の右下部
であって、遊技者が右手で操作しやすい位置に設けられている。
【００１４】
　上受け皿６には、遊技球を貯留する貯留スペース６ａの前側に、遊技者が遊技中に遊技
の進行に応じて押圧操作を適宜行うことのできる各種ボタン９が配置されている。これら
各種ボタン９は従来から公知のものを任意に選択して用いてよい。また、遊技機１の上部
には、音声を出力するためのスピーカ１０が設けられており、遊技の進行に応じて予め設
定された音声や音楽などが流れるようになっている。
【００１５】
［裏ユニット１１の構成］
　図２に示すように、裏ユニット１１は、遊技機１の中枠３の内部に取付固定することが
できるように形成されている。この裏ユニット１１は、透光性を有する合成樹脂材料で形
成されており、内部に収納空間１２が形成されている。また、裏ユニット１１には、前側
と奥側にそれぞれ開口１１ａ，１１ｂが形成されて収納空間１２に通じるように形成され
ている。本実施の形態では、収納空間１２内には、左右のそれぞれに例えば数字を模した
外観形状を有するとともに内部に発光体を有し、遊技の進行に伴って発光態様や明るさ、
発光色などを任意に変化させて遊技の演出を行う第１演出部材１９、第２演出部材２０が
ネジ止め等によって取付固定されている。また、収納空間１２内には、例えばアルファベ
ット等のような文字を模した外観形状を有するとともに内部に発光部材を有し、遊技の進
行に伴って発光態様や明るさ、発光色などを任意に変化させて遊技の演出を行う第３演出
部材２１がネジ止め等によって取付固定されている。
【００１６】
　さらに、収納空間１２内には、下部に装飾部材１４が取付固定されている。装飾部材１
４は、遊技機１を正面視した時の左右方向中央部にハート形状を模した第１装飾部１５と
、第１装飾部１５の左右両側に線状に形成された第２装飾部１６とを有している。この第
２装飾部１６は、後述する図柄表示装置としての液晶表示装置の液晶表示画面に近い側に
位置する一端側から液晶表示画面に遠い側に位置する他端側に向けて下り傾斜するように
形成されており、遊技球が液晶表示画面に近づく方向、本実施の形態では奥側に向けて転
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動している場合に、その転動する方向を液晶表示画面から遠ざかる方向に変更させるため
の戻し部１８が形成されている。戻し部１８は、遊技をスムーズに進行させる場合に遊技
球が液晶表示画面に近づく方向に転動すると却って遊技の進行をスムーズにできないおそ
れがあり、このように遊技球の転動方向を液晶表示画面に近づく方向から液晶表示画面か
ら遠ざかる方向へと変更させることによって、遊技をスムーズに進行させることができる
。
【００１７】
　裏ユニット１１の奥側の開口部１１ｂには、図２においては図示していない図柄表示装
置としての液晶表示装置が挿入されるとともに該液晶表示装置が取付固定される。すなわ
ち、遊技機１においては液晶表示装置は大型のものを使用するため、裏ユニット１１にネ
ジ止め等の方法で取付固定する際に、裏ユニット１１と液晶表示装置とが互いに干渉し合
わないようにするための逃げ部として形成されている。したがって、液晶表示装置が裏ユ
ニット１１に取付固定されると、裏ユニット１１のさらに奥側には、液晶表示装置の一部
が延出した状態となる。
【００１８】
　このように、収納空間１２内に第１演出部材１９、第２演出部材２０、第３演出部材２
１及び装飾部材１４を取付固定すると、液晶表示装置の周囲にこれら第１演出部材１９、
第２演出部材２０、第３演出部材２１及び装飾部材１４が配置されることになる。また、
裏ユニット１１の前側には遊技盤３１がネジ止め等によって取付固定されるため、第１演
出部材１９、第２演出部材２０、第３演出部材２１及び装飾部材１４は遊技盤３１の奥側
に位置するように配置される。
【００１９】
［遊技盤３１の構成］
　遊技盤３１は、裏ユニット１１の前側にネジ止め等の方法によって取付固定されている
。遊技盤３１は、アクリルやポリカーボネート等の合成樹脂材料で成形された略正方形の
平板状の部材である。この遊技盤３１は、ビス等によって裏ユニット１１に取付固定され
ている。遊技盤３１には、センター役物３２の装飾枠部材３３を取り付けるための開口部
３４が略中央部に開口形成されている。また、遊技盤３１の表面には、発射装置で弾発さ
れた遊技球を遊技盤３１の上部へ案内する案内レール３５が設けられている。また、遊技
盤３１には、案内レール３５により遊技盤３１の上部に案内された遊技球が該遊技盤３１
の下部に向けて流下する遊技領域３６が形成されている。
【００２０】
　遊技領域３６には、装飾枠部材３３を取付固定するための開口部３４が該遊技領域３６
の略中央部に開口形成されている。また、遊技領域３６には、普通入賞装置３７、始動入
賞装置３８、大入賞装置３９、通過入賞装置４０等のような、遊技に用いられる電気部品
としての各種入賞装置が設けられている。通常は、電気部品としての各種入賞装置には、
コネクタ等によって電気配線４３が電気的に接続されており、図示しない主制御装置や副
制御装置等のような各種制御装置とも電気的に接続されている。
【００２１】
　また、遊技領域３６には、多数の遊技釘４１が打たれている。遊技領域３６を流下する
遊技球は、遊技釘４１に当たって流下方向を変化させながら、遊技領域３６の上部から下
部に向かって流下する。遊技領域３６を流下する遊技球の一部は、各種入賞装置に設けら
れている各種入賞口（図示せず）に入賞する。また、遊技領域３６を流下する遊技球のう
ち、各種入賞口に入賞しなかった遊技球は、遊技領域３６の最下部に設けられたアウト口
４２に流入する。
【００２２】
　普通入賞装置３７は、遊技領域３６において、装飾枠部材３３の下方であって、左右方
向中央寄りも左側の所定箇所に配置されている。本実施の形態では、複数個（本実施の形
態では３個）の普通入賞装置３７が一つのユニット化された形態で形成されているが、普
通入賞装置３７の形態はこれに限定されるものではなく、従来から知られている形態のも
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のを任意に選択して用いてよい。普通入賞装置３７は、遊技球が流入可能な大きさに形成
された普通入賞口（図示せず）が開口形成されている。普通入賞口は、遊技領域３６にお
いて上方に向けて開口しており、遊技領域３６を流下してくる遊技球が流入しやすいよう
に開口形成されている。遊技機１では、遊技球が普通入賞口に入賞すると、所定数（例え
ば１０個）の賞球を上受け皿６又は下受け皿７へ払い出すように構成されている。
【００２３】
　始動入賞装置３８は、遊技領域３６において、装飾枠部材３３の下方であって、左右方
向の略中央の所定箇所に配置されている。この始動入賞装置３８は、遊技領域３６を流下
してくる遊技球や、装飾枠部材３３に形成されている後述するステージ６０などを転動し
て流下してくる遊技球が入賞できる位置に配置されている。始動入賞装置３８は、始動入
賞口を有しており、この始動入賞口は遊技球１個が流入できる大きさに形成されている。
始動入賞口は、遊技領域３６において上方に向けて開口しており、遊技領域３６を流下し
てくる遊技球又は装飾枠部材３３から流出してきた遊技球が流入可能に開口形成されてい
る。遊技機１では、遊技球が始動入賞口に入賞すると、遊技者に不利な状態で遊技を行う
通常遊技状態から、遊技者にとって有利な状態で遊技を行う特別遊技状態に移行して遊技
を行うか否かを抽選する大当り抽選を行う。
【００２４】
　大入賞装置３９は、遊技機１を正面視した時に、装飾枠部材３３の下方であって左右方
向中央寄りも右側の所定箇所に配置されている。この大入賞装置３９は大入賞口（図示せ
ず）を備えている。大入賞装置３９は大入賞口を開閉するシャッター部材（図示せず）を
有しており、遊技機１が通常遊技状態で遊技を行っている時は、シャッター部材が大入賞
口を閉じる状態となっている。そして、遊技球が始動入賞口に入賞し、大当り抽選に当選
して遊技状態が通常遊技状態から特別遊技状態に移行すると、シャッター部材が稼働して
、大入賞口を開く状態にする。大入賞口は、通常は遊技球が複数個流入可能な大きさに開
口形成しており、遊技球が流入できるように、遊技領域３６の上方に向けて開口している
。そのため、特別遊技状態では、遊技球が大入賞口に入賞しやすい状態となっており、大
量の遊技球が大入賞口に入賞し、遊技球が１個入賞する毎に所定個数（例えば１０個）の
賞球が上受け皿６又は下受け皿７に払い出される。
【００２５】
　大入賞装置３９のシャッター部材は、特別遊技状態において所定個数（例えば１０個）
の遊技球が大入賞口に入賞するか、又は所定時間（例えば３０秒）が経過するまでの間だ
け大入賞口を開口する。遊技機１では、通常は特別遊技状態になると所定のラウンド数（
例えば７回）だけ、シャッター部材が開いて大入賞口に遊技球が入賞しやすい状態にする
ことができるように構成されている。
【００２６】
　通過入賞装置４０は、遊技領域３６において、左右方向中央よりも左方向の所定位置と
、右方向の所定位置とにそれぞれ１つずつ設けられている。この通過入賞装置４０は、遊
技球が１個通過できる大きさの通過入賞口が貫通形成されている。そして、遊技球が通過
入賞口を通過したことを検知する電気部品としてのセンサ部材４４が配置されている。こ
のセンサ部材４４は、従来から公知のものを任意に選択して用いてよく、本実施形態では
、例えばコイル式のセンサを用いているが、他のセンサであってもよい。遊技機１では、
遊技領域３６を流下する遊技球が通過入賞口を通過すると、センサ部材４４が遊技球の通
過を検知する。そして、電気配線４３を介して電気的に接続されている各種制御装置に対
して、通過入賞口を遊技球が通過したことについての信号を出力している。そして、遊技
機１は、通過入賞口を遊技球が通過すると、所定個数（例えば１０個）の賞球が上受け皿
６又は下受け皿７に払い出す。なお、本実施の形態では、通過入賞装置４０は所定個数の
賞球を払い出す構成にしているが、これ以外の態様であってもよい。例えば、通過入賞装
置４０の通過入賞口に遊技球が通過すると、普通図柄の抽選を行う普図抽選の契機となる
ように構成してもよい。
【００２７】
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　なお、上記した普通入賞装置３７、始動入賞装置３８、大入賞装置３９及び通過入賞装
置４０の構成は一つの例を示したにすぎず、各種入賞装置や各種入賞口の個数や配置する
場所は上記した以外のものであってもよい。
【００２８】
［センター役物３２の構成］
　センター役物３２は、遊技盤３１の略中央に位置するように配置されている。センター
役物３２は、図柄表示装置としての液晶表示装置及び装飾枠部材３３を備えている。液晶
表示装置は、種々のアニメーション画像や各種の図柄等を表示させるためのもので、遊技
の進行に応じて種々の画像等を遊技者に視認させることができるようになっている。この
液晶表示装置は、裏ユニット１１にネジ止め等によって取付固定されており、前側が遊技
盤３１の開口部３４よりも前方に位置するように配置されている。
【００２９】
［装飾枠部材３３の構成］
　装飾枠部材３３は、枠本体５１、装飾体５２、第１ステージ形成部材５３、第２ステー
ジ形成部材５４及び排出路形成部材５５を備えている。これら装飾枠部材３３を構成する
各部材は、装飾体５２、第１ステージ形成部材５３、第２ステージ形成部材５４及び排出
路形成部材５５が枠本体５１にネジ止め等の任意な方法によって取り付けられている。枠
本体５１に対して第１ステージ形成部材５３、第２ステージ形成部材５４及び排出路形成
部材５５が取り付けられている状態では、装飾枠部材３３には、第１ステージ部５７、第
２ステージ部５８及び第３ステージ部５９からなり、装飾枠部材３３の枠内において遊技
球が転動可能に形成されたステージ６０と、ステージ６０の中の第１ステージ部５７又は
第２ステージ部５８を転動する遊技球を装飾枠部材３３の外方に向けて排出する排出路６
１と、ステージ６０の後方に位置し、第１ステージ部５７の上を転動する遊技球を排出路
６１まで案内する案内路６２が形成されている。なお、詳細は後述するが、排出路６１及
び案内路６２は装飾枠部材３３の奥側に向けて突出形成されており、この突出している部
分には段差部６３が形成されている。
【００３０】
　枠本体５１は、装飾枠部材３３のベースとなる部材であり、遊技盤３１に対してネジ止
め等の方法によって取付固定されるように構成されている。図３に示すように、この装飾
枠部材３３は、内部に開口部３４ｂが形成されており、遊技盤３１に取り付けた時に、該
遊技盤３１にも形成されている開口部３４ａの位置と装飾枠部材３３の開口部３４ｂの位
置とが一致するように取り付けられる。この開口部３４ｂは、裏ユニット１１に取付固定
されている液晶表示装置の液晶表示画面を遊技者に対して視認させることができるように
該液晶表示画面を配置するためのもので、装飾枠部材３３に取り付けられている各種の装
飾体５２や液晶表示画面に表示される各種の動画等によって、遊技の演出を行うようにな
っている。なお、本実施の形態では、この装飾枠部材３３と液晶表示装置とを合わせて、
センター役物３２と呼ぶ。即ち、センター役物３２は、液晶表示装置と装飾枠部材３３と
を組み合わせて構成される、遊技者の興趣を向上させるために用いられる遊技機１の要素
の一つである。
【００３１】
　枠本体５１は、上記した開口部３４ｂを有している略枠状に形成されている部材であり
、合成樹脂材料で成形することによって形成されている。なお、枠本体５１は、後方に配
置されている第１演出部材１９、第２演出部材２０、第３演出部材２１による演出効果を
遊技者に対して視認させることができるようにする趣旨で、透光性を有する合成樹脂材料
で形成することが好ましい。
【００３２】
　枠本体５１には、上記した通過入賞装置４０が左右に一つずつ設けられている（以下で
は、遊技機１を正面視した時の左側に位置する通過入賞装置４０を第１通過入賞装置４０
ａ、遊技機１を正面視した時の右側に位置する通過入賞装置４０を第２通過入賞装置４０
ｂと言うことがある。）。通過入賞装置４０は、遊技領域３６を流下してくる遊技球が通
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過可能な大きさに開口するとともに、その遊技球が通過できるように貫通形成されている
通過入賞口と、通過入賞口を遊技球が通過したことを検知するためのセンサ部材４４を備
えている。センサ部材４４は、上記した通りコネクタ等によって電気配線４３と接続され
ており、センサ部材４４で検知した信号が電気配線４３を通じて各種の制御装置へ送信で
きるようになっている。
【００３３】
　電気配線４３は、センサ部材４４の背面から該センサ部材４４の外部へ延出するように
なっている。つまり、本実施の形態では、枠本体５１に通過入賞装置４０が形成されてお
り、この通過入賞装置４０は、枠本体５１の後方からセンサ部材４４が取り付けられるよ
うに構成されていて、センサ部材４４の後端部は枠本体５１の背面よりも後方に向けて突
出するように配置されている。そして、電気配線４３は、センサ部材４４の背面から後方
に向けて延出するようになっており、枠本体５１の背面側に配置されるようになっている
。
【００３４】
　このとき、電気配線４３は、例えば枠本体５１の所定位置に取り回すことができるよう
に、枠本体５１の後面側にフック状の配線止め部６４を形成しておくことが好ましい。ま
た、配線止め部６４に電気配線４３を取回した時に、その電気配線４３が配線止め部６４
から外れないようにして、確実に位置決めをすることができるように、結線バンド（図示
せず）等によって固定しておくことがより好ましい。このように配線止め部６４や結線バ
ンドを用いることによって、電気配線４３が別の部材に引っかかって断線したり、枠本体
５１を所定箇所に取り付けたり取り外したりする時に、電気配線４３が引っかかることに
よって別の部材を損傷させたりすることを防止し、作業効率を大きく向上させることや、
製造時の不良品の発生を大きく減少させることができる。
【００３５】
　また、枠本体５１には、高さ方向の略中央よりも上位置に、遊技球を流下させる際の流
下経路６５が形成されている。流下経路６５は、枠本体５１の左右方向中央よりも左側に
形成されている第１流下経路６６と、枠本体５１の左右方向中央寄りも右側に形成されて
いる第２流下経路６７とから構成されている。第１流下経路６６は、いわゆる左打ちの遊
技が行われている時に、発射装置から弾発された遊技球を装飾枠部材３３よりも左側に流
下するように形成されている。この第１流下経路６６を転動又は流下する遊技球は、第１
通過入賞装置４０ａに形成されている通過入賞口である第１通過入賞口に流入する可能性
を有しており、第１通過入賞口内を通過してさらに下流へ流下するか、又は第１通過入賞
装置４０ａが設けられている以外の経路を流下するかのいずれかの経路をたどって流下す
るようになっている。
【００３６】
　第２流下経路６７は、いわゆる右打ちの遊技が行われている時に、発射装置から弾発さ
れた遊技球を装飾枠部材３３よりも右側に案内するように形成されている。この第２流下
経路６７を転動又は流下する遊技球は、第２通過入賞装置４０ｂに形成されている通過入
賞口である第２通過入賞口に流入する可能性を有しており、第２通過入賞口内を通過して
さらに下流へ流下するか、又は第２通過入賞装置４０ｂが設けられている以外の経路を流
下するかのいずれかの経路をたどって流下するようになっている。
【００３７】
　図２、図３に示すように、この第２流下経路６７には、複数の減速リブ６８が形成され
ている。この減速リブ６８は、第２流下経路６７を転動又は流下する遊技球の速度を減速
させるためのものである。この減速リブ６８は、第２流下経路６７に対して突出するよう
に形成されており、遊技球がこの減速リブ６８に衝突することで該遊技球の速度を減速さ
せることができるようになっている。また、本実施の形態では、減速リブ６８を複数形成
することによって、遊技球の速度をより減速させやすくすることができるようになってい
る。
【００３８】
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　次に、枠本体５１には、表面に、所定の装飾が施されている第１の領域７１と、所定の
装飾のない第２の領域７２とを有している。例えば、図３においては、枠本体５１の下部
には所定の凹凸模様により形成されている所定の装飾が施されている領域があり、この領
域が上記した第１の領域７１となる。また、図３において示している所定の凹凸模様が形
成されていない領域も存在する。この領域が上記した第２の領域７２となる。この第１の
領域７１には、裏側に配線領域７３が形成されており、この配線領域７３に電気配線４３
を配線することができるようになっている。
【００３９】
　なお、本実施の形態では、第１の領域７１及び配線領域７３を枠本体５１の下部に形成
している例を用いて説明しているが、これら第１の領域７１及び配線領域７３は、枠本体
５１の下部以外の任意の場所、例えば枠本体５１の上部であってもよいし、他の場所であ
ってもよい。つまり、第１の領域７１は、その裏に形成されている配線領域７３に取り回
される配線の存在を遊技者が視認できないようにすることができればよく、電気配線４３
を取り回す場所の設定や他の部品との関係において取り回ししやすい箇所に形成されてい
ればよい。言い換えれば、第１の領域７１と配線領域７３は互いに表面と裏面とでペアで
配置されるようになっていることが好ましい。つまり、枠本体５１の裏側に配線領域７３
が形成されると、その配線領域７３が形成されている箇所と対応する箇所の表側に第１の
領域７１が形成されるようになっていれば、これら第１の領域７１と配線領域７３をと形
成する箇所は上記した以外の場所であってもよい。
【００４０】
　装飾体５２は、枠本体５１の上部に形成されている部材であり、枠本体５１に対してネ
ジ止め等の任意な方法で取付固定されている。この装飾体５２は、例えば遊技機１の機種
名などを図案化したものなどにより形成されるが、装飾体５２の構成はこれに限定される
ものではない。
【００４１】
　ステージ６０は、枠本体５１の下部に形成されている。ステージ６０は、枠本体５１に
形成されているワープ通路を通じて遊技球が流入するように形成されている。ワープ通路
は、枠本体５１に形成されており、遊技領域３６を流下する遊技球が入球する入球口７５
が遊技領域３６に向かって開口し、入球口７５から入球した遊技球がステージ６０を構成
する第１ステージ部５７に向けて出球する出球口７６が開口している。遊技機１では、遊
技領域３６を流下する遊技球が入球口７５から入球するとワープ通路内を転動し、出球口
７６から出球して第１ステージ部５７に流入するようになっている。なお、本実施の形態
では、図５に示すように、ステージ６０として第１ステージ部５７、第２ステージ部５８
及び第３ステージ部５９から構成される例を用いているが、これに限定されるものではな
く、ステージを構成する各種ステージ部の数は上記した以外であってもよい。
【００４２】
　ステージ６０は、第１ステージ形成部材５３、第２ステージ形成部材５４及び排出路形
成部材５５から構成されている。第１ステージ形成部材５３は、第１ステージ部５７、第
２ステージ部５８、第１転動路８０、第２転動路８１及び第１流入口７７を備えている。
また、この第１ステージ形成部材５３は、枠本体５１の後部にネジ止め等の任意な方法に
よって取付固定することができるように構成されている。第１ステージ部５７は、枠本体
５１に取付固定されると、第１転動部が出球口７６と連続するように形成されている。
【００４３】
　第１ステージ部５７は、後述する第２ステージ部５８及び第３ステージ６０よりも上側
に位置するように形成されている。この第１ステージ部５７は、左右方向中央部が起伏し
、この中央部よりも左右両側が中央部よりも凹む凹状に形成されている。つまり、第１ス
テージ部５７は、遊技球が左右方向左側端部から遊技球が流入した時に、一つ目の凹部（
第１凹部７８）を経て左右方向中央の起伏部８２に到達し、この起伏部８２よりも右側に
転動すると二つ目の凹部（第２凹部７９）に向けて転動するように形成されている。第１
転動路８０は、第１ステージ部５７に形成されている、遊技球が転動する路である。この
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第１転動路８０は、上記した第１凹部７８、起伏部８２及び第２凹部７９の上面に形成さ
れており、第１転動路８０上を転動する遊技球の転動速さが左右方向の場所によって変化
させることができるように形成されている。
【００４４】
　この第１ステージ部５７には、第１凹部７８及び第２凹部７９に、第１転動路８０上を
転動する遊技球をこの第１ステージ部５７よりも下方に位置する第２ステージ部５８又は
第３ステージ部５９へ流下させるための第１誘導路８３が形成されている。この第１誘導
路８３は、第１凹部７８及び第２凹部７９において、第１ステージ部５７の前側に向けて
遊技球が転動しやすくなるような傾斜面として形成されている。また、第１ステージ部５
７には起伏部８２に、第１転動路８０上を転動する遊技球をこの第１ステージ部５７の後
方に位置する後述する第１流入口７７に向けて案内するための第２誘導路８４が形成され
ている。この第２誘導路８４は、第１流入口７７に向けて遊技球が転動しやすくなるよう
な傾斜面が形成されている。つまり、第１ステージ部５７において第１転動路８０上を転
動する遊技球は、第１凹部７８、起伏部８２及び第２凹部７９を経て転動するうちに、第
１誘導路８３によって第２ステージ部５８又は第３ステージ部５９に誘導されるか、又は
第２誘導路８４によって第１流入口７７に誘導されるようになっている。
【００４５】
　第２ステージ部５８は、高さ方向の位置において第１ステージ部５７と後述する第３ス
テージ部５９との間に位置するように形成されている。第２ステージ部５８は、左右方向
の左右両端部が第１ステージ部５７に形成されている第１誘導路８３の下方に位置するよ
うに形成されている。また、この左右両端部は、第１誘導路８３から流下してきた遊技球
を第２ステージ６０に向けて転動させるか又は第３ステージ６０に向けてさらに流下させ
るかを仕分けることができるようになっている。第２ステージ部５８は、左右両端部が最
も高く、左右方向中央部が最も低くなる凹状に形成されている。また、第２ステージ部５
８には、遊技球が転動する第２転動路８１が形成されている。この第２転動路８１は、左
右方向両端部は、第２ステージ部５８の中央から離れる方向に向けて下り傾斜するように
形成されており、遊技球を第３ステージ部５９に向けて流下させることができるように形
成されている。さらに、第２転動路８１は、左右両端に形成されている第３ステージ部５
９に向けて流下させる部位の間に、左右方向中央部に向けて遊技球が転動するように形成
されている。
【００４６】
　また、第２転動路８１は、左右方向中央部に、第２流入口９０に向けて遊技球を誘導す
る第３誘導路８６が形成されている。第２流入口９０は、第２ステージ部５８の左右方向
中央部に形成されており、流入した遊技球を案内路６２に向けて案内することができるよ
うに形成されている開口である。この第２流入口９０は後述する排出路６１に通じており
、排出路６１内において第１流入口７７から後述する排出口９９に至る排出路６１と合流
するように形成されている。
【００４７】
　さらに第２転動路８１は、左右方向中央部において、第３誘導路８６が形成されている
周囲の箇所に、第２転動路８１を転動する遊技球を遊技領域３６に向けて誘導する第４誘
導路８７が形成されている。この第４誘導路８７は、第２転動路８１において前側に向け
て遊技球が転動するように形成されている。この第４誘導路８７によって遊技領域３６に
向けて誘導された遊技球は、センター役物３２の外部にある遊技領域３６に向けて流下し
、遊技領域３６内をさらに流下するようになっている。
【００４８】
　第３ステージ部５９は、高さ方向の位置において第１ステージ部５７及び第２ステージ
部５８よりも下方に位置するように形成されている。第３ステージ部５９は、左右方向の
高さ位置が最も高く、そして中央部に向けて曲線を描くように下り傾斜し、中央部におい
て隆起する隆起部があるように形成されている。この第３ステージ部５９は、第１ステー
ジ部５７から流下してきた遊技球のうち、第２ステージ部５８において第３ステージ部５
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９に向けて振り分けられた遊技球が流入するように形成されている。
【００４９】
　第３ステージ部５９は、第３転動路８５を備えている。この第３転動路８５は、上記し
た経路で流入してきた遊技球が転動するように形成された路であり、この第３転動路８５
上を遊技球が転動しながら遊技が進められていくようになっている。また、この第３転動
路８５は、隆起部において第３流入口９１に向けて遊技球を誘導する第５誘導路８８が形
成されている。この第５誘導路８８は、第３転動路８５上を転動している遊技球を隆起部
の後方に開口形成する第３流入口９１に向けて誘導するように形成されている路である。
第３転動路８５上を転動する遊技球は、この第５誘導路８８によって第３流入口９１に流
入することもできるようになっている。第３流入口９１は、第３ステージ部５９の左右方
向中央部に形成されており、第３転動路８５上を転動する遊技球を排出路６１に向けて誘
導することができるように形成されている開口である。この第３流入口９１は後述する排
出路６１に通じており、排出路６１内において、第１流入口７７から後述する排出口９９
に至る排出路６１と合流するように形成されている。
【００５０】
　また、第３ステージ部５９には、第３転動路８５を転動する遊技球を第３ステージ部５
９よりも下流に向けて流下させるように誘導する第６誘導路８９が形成されている。この
第６誘導路８９は、第３ステージ部５９における左右両端部と左右方向中央部との間に形
成されている最下端部に形成されており、この最下端部において、第３ステージ部５９の
前方に向けて第３転動路８５上を転動する遊技球を案内することができるように形成され
ている。この第６誘導部によって誘導された遊技球は、さらに下方へ流下し、再度遊技領
域３６内を流下するようになっている。
【００５１】
　図３に示すように、排出路形成部材５５は、第１ステージ形成部材５３及び第２ステー
ジ形成部材５４の後方側に、ネジ止め等の任意な方法によって枠本体５１に取付固定され
ている。この排出路形成部材５５は、枠本体５１に取付固定するための取付部９３が前側
に形成されており、この取付部９３にネジ孔が開口形成されている。このネジ孔は、枠本
体５１に排出路形成部材５５をネジ止めにより取付固定するためのものである。また、こ
の排出路形成部材５５は、上下に延びる案内路形成部９４と、この案内路形成部９４の下
端から前後方向の前側に向かって延びる排出路形成部９５とを備えており、案内路形成部
９４及び排出路形成部９５が略Ｌ字形状に連続するように形成されている。上記した取付
部９３は、排出路形成部９５の前端に形成されている。
【００５２】
　案内路形成部９４は、遊技球が流下可能な大きさの開口が内部に形成されている筒状の
部材である。この案内路形成部９４は、上部に第１流入口７７が開口し、内部に案内路６
２が形成されている。案内路６２、言い換えれば案内路形成部９４の内周面には、該案内
路形成部９４の内周面から内側に向けて突出する突起部９６が形成されている。この突起
部９６は、第１流入口７７から流入した遊技球が案内路６２を流下する時に、その遊技球
の流下速度を減少させるためのものである。すなわち、この突起部９６は、遊技球が案内
路６２を流下する時にその流下する遊技球が衝突することによって、遊技球の流下速度を
減少させるためのものである。この突起部９６は複数設けられており、これら複数の突起
部９６が互いに向き合う面から交互に突出していることが好ましい。
【００５３】
　排出路形成部９５は、遊技球が転動可能な大きさに内部が形成されている部材である。
この排出路形成部９５は、案内路形成部９４と連続的に形成されており、第１流入口７７
から流入して案内路６２を流下してきた遊技球が転動することのできるように形成されて
いる。この遊技球が転動する経路は転動路として形成されており、案内路６２から連続的
に排出路６１となるように形成されている。排出路６１は、最終的に排出口９９に至るよ
うに形成されている。なお、図９では、案内路６２と排出路６１とにより形成される経路
をＲ１で示す。また、排出路６１には、第２流入口９０から該排出路６１に至る経路Ｒ１
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と、第３流入口９１から該排出路６１に至る経路とがそれぞれ合流するように形成されて
いる。なお、排出路６１は、案内路６２よりも広くなるように形成されていてもよい。例
えば、排出路６１は、第１流入口７７、第２流入口９０及び第３流入口９１から流入した
遊技球が転動するので、排出路６１を大きく形成する、例えば遊技球が２から３個同時に
転動できるだけの幅を有するように形成することで、排出路６１内における球詰まりを防
止することができ、遊技の進行をスムーズに行うことができる。
【００５４】
　図８に示すように、この排出路形成部材５５は、側面視すると装飾枠部材３３の枠本体
５１の裏側において後方に突出するようにして取付固定されている。このように、枠本体
５１に対して排出路形成部材５５を取付固定することにより、枠本体５１の後部に段差部
６３が形成されている。段差部６３は、枠本体５１の背面に対して、後方に向けて突出す
るように段差状に形成されている凸部である。また、段差部６３には、後方に向けて突出
する突出部６３ａが形成されている。
　段差部６３において、電気配線４３は、該段差部６３の裏柄に位置する状態で配置され
ている。具体的には、段差部６３は、下部に突出部６３ａが形成されており、上部に排出
路形成部９５が形成されている。そして、電気配線４３は、段差部６３の裏側において、
この排出路形成部９５と突出部６３ａとの間に位置する箇所に配線されている。
【００５５】
　上記した通り、本実施の形態における電気配線４３は、第１通過入賞装置４０ａに設け
られているセンサ部材である第１センサ部材９７及び第２通過入賞装置４０ｂに設けられ
ているセンサ部材である第２センサ部材９８に対して電気的に接続されているものである
。これら第１センサ部材９７及び第２センサ部材９８は、装飾枠部材３３において左右そ
れぞれの所定位置に対となるようにして配置されている。一方、第１センサ部材９７及び
第２センサ部材９８に接続されている電気配線４３は、最終的に主制御基板や副制御基板
といった、各種の制御基板に電気的に接続される。近年の遊技機１は、遊技機１内のスペ
ースに液晶表示装置や各種の発光装置等が種々配置されており、その構造は複雑になる傾
向がある。また、遊技機１内のスペースに各種の装置が配置されることによって、遊技機
１内のスペースも少なくなる。そして、そのような遊技機１内のスペースにおいて電気配
線４３の取り回しをしようとすると、電気配線４３が他の装置などに引っかかる等して断
線したり、他の装置を損傷させたりすることもある。そのため、本実施の形態に係る遊技
機１では、電気配線４３を枠本体５１に接続させておくとともに、段差部６３の裏側で、
かつ奥側から見たときに排出路形成部９５よりも前側に奥まった箇所に位置する状態で配
線することによって、枠本体５１を着脱する時に、電気配線４３を断線させたり、他の装
置に損傷を及ぼしたりすることを容易に防止することができる。また、このように電気配
線を段差部６３の裏側に配置することによって、遊技者から見て装飾枠部材３３の表面よ
りもさらに奥まった箇所に電気配線４３が配線されることになる。そのため、より遊技者
に電気配線４３が配線されている箇所を知られにくくすることができ、電気配線４３が見
えることによる遊技の興趣の低下を防止することができ、また電気配線４３に対して何ら
かの不正行為が行われるということも防止することができるようになっている。
【００５６】
　次に、本実施の形態に係る遊技機１の作用効果について説明する。
　本実施の形態に係る遊技機１においては、枠本体５１の裏側において段差部６３の裏に
電気配線４３が配置されている。また、本実施の形態に係る遊技機１においては、電気配
線４３が枠本体５１の裏面側に形成されている配線領域７３に位置するように配置されて
いる。上記した通り、配線領域７３が形成されている箇所と対応する枠部材の表面側の箇
所は第１領域が形成されている箇所である。そのため、このように配線領域７３に電気配
線４３を配線することによって、枠本体５１に対して電気配線４３が密着した状態で配置
されている。したがって、本実施の形態にかかる遊技機１においては、枠本体５１を着脱
する時に電気配線４３を他の装置等に引っかけて断線させたり、他の装置を損傷させたり
する不具合を防止することができる。また、本実施の形態にかかる遊技機１においては、
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枠本体５１が遊技盤３１に設置された時に、該枠本体５１の後方に位置する演出装置が発
光したり点滅すると、枠本体５１が透光性を有する合成樹脂材料で形成されているため、
通常だと電気配線４３が発光装置によって照らされて、配線領域７３に電気配線４３が配
置していることを遊技者が視認できる状態になる。
【００５７】
　このように、遊技者が電気配線４３の存在を視認すると、遊技の進行に応じて行う各種
の演出による効果が低減し、遊技者の興趣が低下してしまうおそれがある。また、このよ
うに電気配線４３の存在を遊技者が視認すると、遊技者によってはゴト行為を呼ばれる不
正行為を行いやすくすることができる。つまり、遊技機１において電気配線４３の配置さ
れている位置を特定できると、その遊技者によってはその電気配線４３を不正な目的でわ
ざと断線したりするおそれもある。そのため、第１領域に対して模様を形成することによ
って、遊技者に対して電気配線４３の存在を隠すことができる。特に、本実施の形態に係
る遊技機１においては、枠本体５１の後方に配置されている光源装置が発光しても、第１
領域に形成されている模様等の装飾によって、電気配線４３の存在を遊技者に対して確実
に隠すことができ、遊技者に電気配線４３がどこに配線されているかを知られることなく
遊技に供させることができる。また、電気配線４３を段差部６３の裏側に配線することで
、より奥まった位置に配線することができるので、より遊技者に電気配線４３が配線され
ている箇所を知られにくくすることができ、電気配線４３が見えることによる遊技の興趣
の低下を防止することができ、また電気配線４３に対して何らかの不正行為が行われると
いうことも防止することができる。
【００５８】
　このように、本発明に係る遊技機１においては、装飾枠部材３３において、所定の装飾
が施されている第１の領域７１の裏側に形成されている配線領域７３に電気配線４３が配
置されているので、遊技中に遊技者に視認されることなく電気配線４３を配置させること
ができる。そのため、遊技機１における電気部品の設置を自由に決定することができ、よ
り遊技の興趣を向上させることのできる遊技機１を提供することが可能になる。
【００５９】
　以上、本発明に係る遊技機１の実施の形態について詳細に説明したが、上記したものは
本発明に係る遊技機１の構成の一つの例を示したに過ぎず、本発明の趣旨を逸脱しない範
囲において、適宜変更してもよい。
【符号の説明】
【００６０】
　１　遊技機
　１１　裏ユニット
　１２　収納空間
　３１　遊技盤
　３２　センター役物
　３３　装飾枠部材
　３６　遊技領域
　３８　始動入賞装置
　４０　通過入賞装置
　４０ａ　第１通過入賞装置
　４０ｂ　第２通過入賞装置
　４３　電気配線
　４４　センサ部材
　５１　枠本体
　５３　第１ステージ形成部材
　５４　第２ステージ形成部材
　５５　排出路形成部材
　５７　第１ステージ部
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　５８　第２ステージ部
　５９　第３ステージ部
　６０　ステージ
　６１　排出路
　６２　案内路
　６３　段差部
　６３ａ　突出部
　７１　第１の領域
　７２　第２の領域
　７３　配線領域
　９７　第１センサ部材
　９８　第２センサ部材
　Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３　経路

【図１】 【図２】
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