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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向に複数種類の図柄が配置され、前記縦方向に回転可能な回転リールが、前記縦方
向に交差する横方向に複数個並んだ複数の前記回転リールと、
　複数の前記回転リールの前記図柄を視認可能とする図柄表示窓部と、
　遊技者の操作により複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示を開始させるためのス
タートスイッチと、
　複数の前記回転リールの各々に対応して設けられ、複数の前記回転リールの前記図柄の
変動表示の開始後、遊技者の操作により複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示を個
別に停止させるための複数のストップスイッチと、
　遊技者に対して種々の情報を表示する表示部と、
　前記種々の情報を前記表示部に表示させる報知手段と、
　役に当選するか否かの役抽選を行う役抽選手段と、
　を備えた遊技機であって、
　前記複数種類の前記図柄には、特定図柄が含まれ、
　前記特定図柄は、複数の前記回転リールのうち、少なくとも２個の前記回転リールにお
いて複数個連続して配置され、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止した場
合に、前記縦方向に複数個、かつ、前記横方向に複数個並んだ状態が前記図柄表示窓部か
ら視認可能となるよう構成され、
　前記役抽選で当選する前記役には、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止
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した場合に、複数の前記特定図柄が前記図柄表示窓部から視認可能となる所定態様で停止
可能な特定役を備え、
　前記報知手段は、
　前記役抽選で前記特定役に当選した場合、前記特定図柄とは見た目が異なる所定数の対
象物、及び、推奨される前記ストップスイッチの操作態様を示唆する示唆表示を前記表示
部に表示させるとともに、
　複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止したことにより前記図柄表示窓部か
ら視認可能となった停止出目のうち、前記所定態様で停止した前記特定図柄の停止位置に
対応する前記対象物の表示を変化させ、
　前記対象物には、特定対象物が含まれ、
　前記報知手段は、
　前記役抽選で前記特定役に当選した場合、前記特定対象物を含む所定数の前記対象物、
及び、前記示唆表示を前記表示部に表示させるとともに、
　前記停止出目のうち、前記所定態様で停止した前記特定図柄の停止位置に対応して前記
特定対象物が前記表示部に表示されている場合には、前記特定対象物の表示を変化させた
後、遊技者にとって有利な状況を示す有利表示を前記表示部に表示させる遊技機。
【請求項２】
　縦方向に複数種類の図柄が配置され、前記縦方向に回転可能な回転リールが、前記縦方
向に交差する横方向に複数個並んだ複数の前記回転リールと、
　複数の前記回転リールの前記図柄を視認可能とする図柄表示窓部と、
　遊技者の操作により複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示を開始させるためのス
タートスイッチと、
　複数の前記回転リールの各々に対応して設けられ、複数の前記回転リールの前記図柄の
変動表示の開始後、遊技者の操作により複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示を個
別に停止させるための複数のストップスイッチと、
　遊技者に対して種々の情報を表示する表示部と、
　前記種々の情報を前記表示部に表示させる報知手段と、
　役に当選するか否かの役抽選を行う役抽選手段と、
　を備えた遊技機であって、
　前記複数種類の前記図柄には、特定図柄が含まれ、
　前記特定図柄は、複数の前記回転リールのうち、少なくとも２個の前記回転リールにお
いて複数個連続して配置され、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止した場
合に、前記縦方向に複数個、かつ、前記横方向に複数個並んだ状態が前記図柄表示窓部か
ら視認可能となるよう構成され、
　前記役抽選で当選する前記役には、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止
した場合に、複数の前記特定図柄が前記図柄表示窓部から視認可能となる所定態様で停止
可能な特定役を備え、
　前記報知手段は、
　前記役抽選で前記特定役に当選した場合、前記特定図柄とは見た目が異なる所定数の対
象物、及び、推奨される前記ストップスイッチの操作態様を示唆する示唆表示を前記表示
部に表示させるとともに、
　複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止したことにより前記図柄表示窓部か
ら視認可能となった停止出目のうち、前記所定態様で停止した前記特定図柄の停止位置に
対応する前記対象物の表示を変化させ、
　前記ストップスイッチに対する操作態様には、複数の前記回転リールの前記図柄の変動
表示が停止した場合に、前記役抽選で当選した前記特定役に基づき停止可能な前記所定態
様のうちの特定態様が前記図柄表示窓部から視認できる第１操作態様と、複数の前記回転
リールの前記図柄の変動表示が停止した場合に、前記役抽選で当選した前記特定役に基づ
き停止可能な前記特定態様が前記図柄表示窓部から視認できない第２操作態様と、が含ま
れ、
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　前記報知手段は、前記役抽選で前記特定役に当選した場合に、前記第１操作態様又は前
記第２操作態様で前記ストップスイッチが停止操作されたとしても、前記役抽選で当選し
た前記特定役に基づき停止可能な前記特定態様における前記特定図柄の停止位置に対応す
る前記対象物の表示を変化させる遊技機。
【請求項３】
　前記特定役には、前記ストップスイッチに対する操作態様により、複数の前記回転リー
ルの前記図柄の変動表示が停止した場合に、前記所定態様のうちの特別態様で停止可能な
特別役が含まれ、
　前記役抽選で前記特別役に当選した場合に前記表示部の特定領域に前記特定対象物が表
示される割合は、前記役抽選で前記特別役に当選した場合に前記表示部の前記特定領域以
外の部分に前記特定対象物が表示される割合に比べて高い請求項１に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記報知手段は、前記役抽選で前記特定役に当選した場合に前記有利表示を前記表示部
に表示させることが決定されたときには、前記役抽選で当選した前記特定役に基づき停止
可能な前記所定態様のうちの特定態様における前記特定図柄の停止位置に対応する前記表
示部の表示部分に前記特定対象物を表示させる請求項１又は３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記報知手段は、前記役抽選で前記特定役に当選した場合に前記有利表示を前記表示部
に表示させることが決定されなかったときには、前記役抽選で当選した前記特定役に基づ
き停止可能な前記所定態様のうちの特定態様における前記特定図柄の停止位置に対応しな
い前記表示部の表示部分に前記特定対象物を表示させる請求項１、３又は４に記載の遊技
機。
【請求項６】
　前記ストップスイッチに対する操作態様には、複数の前記回転リールの前記図柄の変動
表示が停止した場合に、前記役抽選で当選した前記特定役に基づき停止可能な前記所定態
様のうちの特定態様が前記図柄表示窓部から視認できる第１操作態様と、複数の前記回転
リールの前記図柄の変動表示が停止した場合に、前記役抽選で当選した前記特定役に基づ
き停止可能な前記特定態様が前記図柄表示窓部から視認できない第２操作態様と、が含ま
れ、
　前記報知手段は、前記役抽選で前記特定役に当選した場合に、前記第１操作態様又は前
記第２操作態様で前記ストップスイッチが停止操作されたとしても、前記役抽選で当選し
た前記特定役に基づき停止可能な前記特定態様における前記特定図柄の停止位置に対応す
る前記対象物の表示を変化させる請求項１、３、４、又は５に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、リールの停止時に２連図柄が停止した場合、画像表示装置にターゲッ
ト画像を出現させた後、抽選で選択された上乗せ数上でターゲット画像を停止させ、その
上乗せ数を爆破する演出を出力する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１９－１３３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、特許文献１のようなリールの停止時に停止表示された出目（停止出目）に応じ
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た画像を画像表示装置に表示する演出を行う遊技機では、停止出目の演出への活かし方が
不十分であった。
【０００５】
　そこで、本発明は、停止出目と表示部の表示との間に関連性を生じさせることで、停止
出目に対する遊技者の関心を高め、遊技の興趣を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、以下のような構成を備える。
　本発明に係る遊技機は、縦方向に複数種類の図柄が配置され、前記縦方向に回転可能な
回転リールが、前記縦方向に交差する横方向に複数個並んだ複数の前記回転リールと、複
数の前記回転リールの前記図柄を視認可能とする図柄表示窓部と、遊技者の操作により複
数の前記回転リールの前記図柄の変動表示を開始させるためのスタートスイッチと、複数
の前記回転リールの各々に対応して設けられ、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表
示の開始後、遊技者の操作により複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示を個別に停
止させるための複数のストップスイッチと、遊技者に対して種々の情報を表示する表示部
と、前記種々の情報を前記表示部に表示させる報知手段と、役に当選するか否かの役抽選
を行う役抽選手段と、を備えた遊技機であって、前記複数種類の前記図柄には、特定図柄
が含まれ、前記特定図柄は、複数の前記回転リールのうち、少なくとも２個の前記回転リ
ールにおいて複数個連続して配置され、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停
止した場合に、前記縦方向に複数個、かつ、前記横方向に複数個並んだ状態が前記図柄表
示窓部から視認可能となるよう構成され、前記役抽選で当選する前記役には、複数の前記
回転リールの前記図柄の変動表示が停止した場合に、複数の前記特定図柄が前記図柄表示
窓部から視認可能となる所定態様で停止可能な特定役を備え、前記報知手段は、前記役抽
選で前記特定役に当選した場合、前記特定図柄とは見た目が異なる所定数の対象物、及び
、推奨される前記ストップスイッチの操作態様を示唆する示唆表示を前記表示部に表示さ
せるとともに、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止したことにより前記図
柄表示窓部から視認可能となった停止出目のうち、前記所定態様で停止した前記特定図柄
の停止位置に対応する前記対象物の表示を変化させ、前記対象物には、特定対象物が含ま
れ、前記報知手段は、前記役抽選で前記特定役に当選した場合、前記特定対象物を含む所
定数の前記対象物、及び、前記示唆表示を前記表示部に表示させるとともに、前記停止出
目のうち、前記所定態様で停止した前記特定図柄の停止位置に対応して前記特定対象物が
前記表示部に表示されている場合には、前記特定対象物の表示を変化させた後、遊技者に
とって有利な状況を示す有利表示を前記表示部に表示させる。
　また、本発明に係る遊技機は、縦方向に複数種類の図柄が配置され、前記縦方向に回転
可能な回転リールが、前記縦方向に交差する横方向に複数個並んだ複数の前記回転リール
と、複数の前記回転リールの前記図柄を視認可能とする図柄表示窓部と、遊技者の操作に
より複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示を開始させるためのスタートスイッチと
、複数の前記回転リールの各々に対応して設けられ、複数の前記回転リールの前記図柄の
変動表示の開始後、遊技者の操作により複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示を個
別に停止させるための複数のストップスイッチと、遊技者に対して種々の情報を表示する
表示部と、前記種々の情報を前記表示部に表示させる報知手段と、役に当選するか否かの
役抽選を行う役抽選手段と、を備えた遊技機であって、前記複数種類の前記図柄には、特
定図柄が含まれ、前記特定図柄は、複数の前記回転リールのうち、少なくとも２個の前記
回転リールにおいて複数個連続して配置され、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表
示が停止した場合に、前記縦方向に複数個、かつ、前記横方向に複数個並んだ状態が前記
図柄表示窓部から視認可能となるよう構成され、前記役抽選で当選する前記役には、複数
の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止した場合に、複数の前記特定図柄が前記図
柄表示窓部から視認可能となる所定態様で停止可能な特定役を備え、前記報知手段は、前
記役抽選で前記特定役に当選した場合、前記特定図柄とは見た目が異なる所定数の対象物
、及び、推奨される前記ストップスイッチの操作態様を示唆する示唆表示を前記表示部に
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表示させるとともに、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止したことにより
前記図柄表示窓部から視認可能となった停止出目のうち、前記所定態様で停止した前記特
定図柄の停止位置に対応する前記対象物の表示を変化させ、前記ストップスイッチに対す
る操作態様には、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止した場合に、前記役
抽選で当選した前記特定役に基づき停止可能な前記所定態様のうちの特定態様が前記図柄
表示窓部から視認できる第１操作態様と、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が
停止した場合に、前記役抽選で当選した前記特定役に基づき停止可能な前記特定態様が前
記図柄表示窓部から視認できない第２操作態様と、が含まれ、前記報知手段は、前記役抽
選で前記特定役に当選した場合に、前記第１操作態様又は前記第２操作態様で前記ストッ
プスイッチが停止操作されたとしても、前記役抽選で当選した前記特定役に基づき停止可
能な前記特定態様における前記特定図柄の停止位置に対応する前記対象物の表示を変化さ
せる。
【０００７】
　この構成では、役抽選で特定役に当選した場合、特定図柄とは見た目が異なる所定数の
対象物、及び、推奨されるストップスイッチの操作態様を示唆する示唆表示が表示部に表
示される。そして、この構成では、停止出目のうち、所定態様で停止した特定図柄の停止
位置に対応する対象物の表示が変化される。
【０００８】
　つまり、この構成では、停止出目と表示部の表示との間に関連性が生じ、停止出目を表
現した演出が表示部上で行われる。これにより、この構成によれば、停止出目と表示部の
表示との間に関連性が生じることで、停止出目に対する遊技者の関心を高め、遊技の興趣
を高めることができる。また、この構成によれば、停止出目と表示部の表示との間に関連
性が生じるため、演出に出目がどう関わるかが明瞭となり、特定図柄を停止させたことに
対する達成感を与えることができる。
【０００９】
　また、本発明に係る遊技機の具体例としては、さらに、前記対象物には、特定対象物が
含まれ、前記報知手段は、前記役抽選で前記特定役に当選した場合、前記特定対象物を含
む所定数の前記対象物、及び、前記示唆表示を前記表示部に表示させるとともに、前記停
止出目のうち、前記所定態様で停止した前記特定図柄の停止位置に対応して前記特定対象
物が前記表示部に表示されている場合には、前記特定対象物の表示を変化させた後、遊技
者にとって有利な状況を示す有利表示を前記表示部に表示させる。
【００１０】
　この構成では、役抽選で特定役に当選した場合、特定対象物を含む所定数の対象物、及
び、示唆表示が表示部に表示される。そして、この構成では、停止出目のうち、所定態様
で停止した特定図柄の停止位置に対応して特定対象物が表示部に表示されている場合には
、特定対象物の表示が変化された後、遊技者にとって有利な状況を示す有利表示が表示部
に表示される。
【００１１】
　つまり、この構成では、特定対象物の表示が変化したことに基づき有利表示が表示部に
表示されるため、所定態様で停止する特定図柄の停止位置についての遊技者の関心を高め
、遊技の興趣を高めることができる。
【００１２】
　また、本発明に係る遊技機の具体例としては、さらに、前記特定役には、前記ストップ
スイッチに対する操作態様により、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止し
た場合に、前記所定態様のうちの特別態様で停止可能な特別役が含まれ、前記役抽選で前
記特別役に当選した場合に前記表示部の特定領域に前記特定対象物が表示される割合は、
前記役抽選で前記特別役に当選した場合に前記表示部の前記特定領域以外の部分に前記特
定対象物が表示される割合に比べて高い。
【００１３】
　この構成では、特定役に、ストップスイッチに対する操作態様により、複数の回転リー
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ルの図柄の変動表示が停止した場合に、所定態様のうちの特別態様で停止可能な特別役が
含まれている。そして、この構成では、役抽選で特別役に当選した場合に表示部の特定領
域に特定対象物が表示される割合が、役抽選で特別役に当選した場合に表示部の特定領域
以外の部分に特定対象物が表示される割合に比べて高くなっている。
【００１４】
　これにより、この構成では、役抽選で特別役に当選した場合に、表示部の特定領域に特
定対象物が表示される頻度が高くなることが予想される。そのため、この構成によれば、
表示部の特定領域に特定対象物が表示される規則性を予測する楽しみを遊技者に与えるこ
とができる。
【００１５】
　また、本発明に係る遊技機の具体例としては、さらに、前記報知手段は、前記役抽選で
前記特定役に当選した場合に前記有利表示を前記表示部に表示させることが決定されたと
きには、前記役抽選で当選した前記特定役に基づき停止可能な前記所定態様のうちの特定
態様における前記特定図柄の停止位置に対応する前記表示部の表示部分に前記特定対象物
を表示させる。
【００１６】
　この構成では、役抽選で特定役に当選した場合に有利表示を表示部に表示させることが
決定されたときには、役抽選で当選した特定役に基づき停止可能な所定態様のうちの特定
態様における特定図柄の停止位置に対応する表示部の表示部分に特定対象物が表示される
。これにより、この構成によれば、役抽選で特定役に当選した場合に有利表示を表示部に
表示させることが決定されたときに、停止出目と表示部の表示との間に関連性を生じさせ
、停止出目を表現した演出を表示部上で行うことができる。
【００１７】
　また、本発明に係る遊技機の具体例としては、さらに、前記報知手段は、前記役抽選で
前記特定役に当選した場合に前記有利表示を前記表示部に表示させることが決定されなか
ったときには、前記役抽選で当選した前記特定役に基づき停止可能な前記所定態様のうち
の特定態様における前記特定図柄の停止位置に対応しない前記表示部の表示部分に前記特
定対象物を表示させる。
【００１８】
　この構成では、役抽選で特定役に当選した場合に有利表示を表示部に表示させることが
決定されなかったときには、役抽選で当選した特定役に基づき停止可能な所定態様のうち
の特定態様における特定図柄の停止位置に対応しない表示部の表示部分に特定対象物が表
示される。これにより、この構成によれば、役抽選で特定役に当選した場合に有利表示を
表示部に表示させることが決定されなかったときに、表示部に表示された特定対象物の表
示位置に停止出目における特定図柄の停止位置が対応してしまう不都合を防止できる。
【００１９】
　また、本発明に係る遊技機の具体例としては、さらに、前記ストップスイッチに対する
操作態様には、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停止した場合に、前記役抽
選で当選した前記特定役に基づき停止可能な前記所定態様のうちの特定態様が前記図柄表
示窓部から視認できる第１操作態様と、複数の前記回転リールの前記図柄の変動表示が停
止した場合に、前記役抽選で当選した前記特定役に基づき停止可能な前記特定態様が前記
図柄表示窓部から視認できない第２操作態様と、が含まれ、前記報知手段は、前記役抽選
で前記特定役に当選した場合に、前記第１操作態様又は前記第２操作態様で前記ストップ
スイッチが停止操作されたとしても、前記役抽選で当選した前記特定役に基づき停止可能
な前記特定態様における前記特定図柄の停止位置に対応する前記対象物の表示を変化させ
る。
【００２０】
　この構成では、役抽選で特定役に当選した場合に、第１操作態様又は第２操作態様でス
トップスイッチが停止操作されたとしても、役抽選で当選した特定役に基づき停止可能な
特定態様における特定図柄の停止位置に対応する対象物の表示が変化される。
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【００２１】
　つまり、この構成では、ストップスイッチに対する操作態様にかかわらず、役抽選で当
選した特定役に基づき停止可能な特定態様における特定図柄の停止位置に対応する対象物
の表示が変化されることとなっている。
　そのため、この構成によれば、第１操作態様と第２操作態様とでストップスイッチが停
止操作された場合に対象物の表示内容が異なる場合に比べて、演出の制御を容易にするこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施の形態における遊技機の概略正面図である。
【図２】本実施の形態における図柄の配列を説明するための説明図である。
【図３】図２に示す図柄の中の一部の図柄の絵柄を示す。
【図４】本実施の形態における遊技機の入力、制御及び出力を示すブロック図である。
【図５】図４のメイン制御手段の詳細を説明するための概略ブロック図である。
【図６】図４のサブ制御手段の詳細を説明するための概略ブロック図である。
【図７】本実施の形態における遊技状態の説明図である。
【図８】本実施の形態における非有利区間及び有利区間の説明図である。
【図９】本実施の形態における遊技の流れを説明するためのフローチャートである。
【図１０】特定演出のステージを説明するための説明図である。
【図１１】特定演出において通常演出が行われた場合の表示例である。
【図１２】特定演出において通常演出が行われた場合の表示例である。
【図１３】特定演出の流れを説明するためのフローチャートである。
【図１４】表示態様決定手段による表示態様決定抽選の振り分け、及び特定役に応じたド
ミノ牌の転倒数を示す。
【図１５】９つの分割領域（Ａ）、転倒前表示が「３×３」の場合に各分割領域に配置さ
れる牌数（Ｂ）、転倒前表示が「６×６」の場合に各分割領域に配置される牌数（Ｃ）、
転倒前表示が「９×９」の場合に各分割領域に配置される牌数（Ｄ）を示す。
【図１６】表示位置決定手段による表示領域決定抽選の振り分けを示す。
【図１７】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【図１８】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【図１９】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【図２０】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【図２１】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【図２２】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【図２３】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【図２４】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【図２５】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【図２６】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【図２７】特定演出において好機演出が行われた場合の表示例である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　（遊技機10）
　本明細書では、各説明箇所において、方向についての定義等が示されていない場合には
、遊技機10の方を向いて位置している遊技者から見て、遊技機10から遊技者の手前側に向
かう方向を「前」方向とし、その逆方向を「後」方向とする。また、同様に、「左」や「
右」等の左右方向及び「上」や「下」等の上下方向も、遊技者から見た場合の左方向や右
方向、又は上方向や下方向を意味する。同様に、各部材の説明においても、方向について
の定義等が示されていない場合には、各部材を、遊技機10の所定位置に固定した場合にお
ける遊技者から見た方向を意味する。
　本実施の形態に係る遊技機10としてのスロットマシンを、以下、図面を参照しながら説
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明する。
【００２４】
　（筐体12、前扉14）
　図１に示すように、本実施の形態に係る遊技機10としてのスロットマシンは、前方向に
向かって開口する正面開口を有する四角箱状の筐体12と、この筐体12の正面開口を開閉自
在に覆う前扉14とを備えている。
【００２５】
　（回転リール62）
　前扉14の上部には、薄板樹脂からなる上パネル20を備えている。この上パネル20の略中
央には、上下方向（縦方向と同義）に複数種類の図柄61が配置され、上下方向に回転可能
な回転リール62が上下方向に交差する左右方向（横方向と同義）に３個（正面から向かっ
て左側の左回転リール64、中央の中回転リール66、右側の右回転リール68）並んでいる。
この「上下方向に交差する左右方向」には、上下方向に対して直交する直交方向及び上下
方向に対して斜めに交差する斜め方向が含まれる。
【００２６】
　また、上パネル20の略中央には、３個の回転リール62の円周上の図柄61を見ることがで
きる透過可能な図柄表示窓部16が形成されている。この図柄表示窓部16は、３個全ての回
転リール62の回転が停止した際には、縦３列横３行に配置した合計９個の図柄61を遊技者
に見せるように形成されている。この図柄表示窓部16は、回転リール62の正面側に設けら
れて、回転リール62の回転が停止した際、後述する有効ライン86上に停止している複数の
図柄61を視認するためのものである。回転リール62は、複数の図柄61を図柄表示窓部16を
介して変動表示可能なものである。
【００２７】
　（リールユニット60）
　前記図柄表示窓部16の後方向（奥方向）には、３個のリール駆動モータ65と、この各リ
ール駆動モータ65によってそれぞれ回転させられる合計３個の前記回転リール62と、前記
リール駆動モータ65及び前記回転リール62を保持するユニットホルダ（図示せず）とを有
するリールユニット60が配置されている。また、リールユニット60には、回転リール62の
回転位置が基準となる位置（基準位置）であることを検出するためリール位置センサ63が
設けられている。このリール駆動モータ65は、メイン制御手段200から出力されるリール
駆動モータ65を駆動するための駆動信号に基づき駆動する。
【００２８】
　（クレジット表示器87、払出枚数表示器88）
　前記図柄表示窓部16の下方には、クレジットメダルの貯留枚数（以下、「クレジットメ
ダル数」とする）を表示するクレジット表示器87と、このクレジット表示器87の左側に配
置され、遊技機10から払い出されたメダルの総数を表示する払出枚数表示器88とが設けら
れている。これらの表示器は、例えば２個の７セグメントＬＥＤで構成されている。この
ような構成により、クレジット表示器87では、クレジットメダル数に対応する２桁の数字
が表示可能となっており、払出枚数表示器88では、払出枚数に対応する２桁の数字が表示
可能となっている。
【００２９】
　本実施の形態に係る遊技機10は、後述するメダル投入口38に投入したメダルを最大５０
枚までクレジットメダルとして内部に貯留可能なクレジット機能（投入枚数を電子データ
として電子的に記憶し管理する機能）を有している。そして、このクレジットメダルとし
て貯留可能な最大枚数である５０枚を「最大クレジットメダル数」とする。
【００３０】
　（区間報知ランプ90）
　前扉14のうち、クレジット表示器87と払出枚数表示器88との間には、現在の状態が「有
利区間」であることを発光態様により報知する区間報知ランプ90が設けられている。
　ここで、「有利区間」とは、遊技者にとって有利なストップスイッチ50の押し順の表示
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が行われない非有利区間から移行可能であり、上記の押し順の表示が可能な区間である。
【００３１】
　この区間報知ランプ90は、有利区間へ移行する契機となる予め定められた役に当選した
ゲームの所謂第３停止後に点灯するように設定されている。そして、区間報知ランプ90が
点灯した場合には、当該有利区間中は常時点灯される。
　なお、区間報知ランプ90の点灯は、上述した場合に限定されず、他の場合、例えば、後
述するＡＴ状態への移行時に点灯するようにしてもよい。
【００３２】
　ここで、区間報知ランプ90のみで現在の状態が「有利区間」であることを発光態様によ
り報知することに限らず、例えば、クレジット表示器87又は払出枚数表示器88を構成する
特定の７セグメントＬＥＤと区間報知ランプ90との双方を用いて、現在の状態が「有利区
間」であることを発光態様により報知してもよい。
【００３３】
　また、区間報知ランプ90を設けずに、例えば、クレジット表示器87又は払出枚数表示器
88を構成する特定の７セグメントＬＥＤを用いて、現在の状態が「有利区間」であること
を発光態様により報知してもよい。
【００３４】
　（操作部30）
　前記前扉14の下部には下パネル22が設けられている。そして、前扉14には下パネル22の
上に位置して前扉14の前方向へ向けて突出する操作部30を備えている。この操作部30は、
メダル投入口38と、精算スイッチ36と、ストップスイッチ50と、スタートスイッチ40と、
ベットスイッチ32と、演出用ボタンスイッチ42と、を備えている。
【００３５】
　（メダル投入口38）
　操作部30の右側部分には、遊技機10の内部へ遊技用価値としてのメダルを投入するため
のメダル投入口38が設けられている。
【００３６】
　（メダルセレクタ17）
　前扉14の裏側であって、前記メダル投入口38の近傍には、メダル投入口38に投入された
メダルが正規のものか否かを選別して、正規のメダルのみをホッパーユニット24に導くメ
ダルセレクタ17が設けられている。このメダルセレクタ17には、メダル投入口38に投入さ
れたメダルを１枚ずつ検知する投入センサ92が設けられている。
【００３７】
　なお、前扉14の裏側には図示しないメダル通路が設けられており、メダルセレクタ17に
おいて非正規のメダルとして排除されたメダルや、ホッパーユニット24から払い出された
メダルが、このメダル通路を通過してメダル払出口28から払い出される。
【００３８】
　（精算スイッチ36）
　メダル投入口38の下方には、クレジット機能によりクレジットしたメダルの全てを払い
出すための精算スイッチ36が設けられている。
【００３９】
　（ストップスイッチ50）
　前記操作部30の中央には、操作により対応する回転リール62の回転を停止させるため、
３個の回転リール62のそれぞれに対応する３個のストップスイッチ50が設けられている。
このストップスイッチ50は、左回転リール64を停止させるための左ストップスイッチＬと
、中回転リール66を停止させるための中ストップスイッチＣと、右回転リール68を停止さ
せるための右ストップスイッチＲとを有している。すなわち、これらのストップスイッチ
50は、複数の回転リール62それぞれに対応して設けられ、複数の回転リール62の図柄61の
変動表示の開始後、遊技者の操作により回転リール62の図柄61の変動表示を個別に停止さ
せるためのものである。
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【００４０】
　（スタートスイッチ40）
　このストップスイッチ50の左側には、メダルの投入又は後述するベットスイッチ32の操
作を条件に回転リール62の回転を開始させるためのスタートスイッチ40が設けられている
。すなわち、このスタートスイッチ40は、遊技者の操作により回転リール62の図柄61の変
動表示を開始させるためのものである。
【００４１】
　（ベットスイッチ32）
　このスタートスイッチ40の上方には、ベットスイッチ32として、クレジットしたメダル
数から最大投入枚数（具体的には３枚）に達するまで投入可能なメダル数を減じて３枚の
メダル投入に代えるマックスベットスイッチ34と、クレジットしたメダル数から１枚のメ
ダル数を減じて１枚のメダル投入に代えるシングルベットスイッチ35とが設けられている
。
【００４２】
　（演出用ボタンスイッチ42）
　マックスベットスイッチ34の右側には、所定の演出において遊技者が操作可能な演出用
ボタンスイッチ42が設けられている。
　また、前記前扉14の裏側には、扉開閉用スイッチ19、設定変更スイッチ46、設定表示器
89などが配置されている（図４参照）。
【００４３】
　（扉開閉用スイッチ19）
　扉開閉用スイッチ19は前扉14が閉じているか否かを検知するためのものである。この扉
開閉用スイッチ19は、前扉14が閉塞している場合に、前扉14の背面と扉開閉用スイッチ19
の前面とが押圧されることでオンとなり、前扉14が開放するに従って、前扉14の背面が扉
開閉用スイッチ19の前面から離間して押圧が解除されることでオフとなる。
【００４４】
　（設定変更スイッチ46）
　設定変更スイッチ46は、後述する電源ユニット43の設定キースイッチ45と共に設定変更
を行うためのものである。
【００４５】
　（設定表示器89）
　設定表示器89は、例えば７セグメントの小型のＬＥＤにより、複数段階設けられた設定
値を表示するものである。設定表示器89には、当該遊技機10の設定値が表示されるが、外
部から視認できないようにすべく、設定後一定時間が経過するとその表示は解除される。
【００４６】
　また、前記前扉14の下部に相当する筐体12の内部には、メダルを貯留することができる
とともに、メダルを払い出すことができるホッパーユニット24と、電源投入又は電源遮断
のための操作が可能な電源スイッチ44を有すると共に各部品に電力を供給するための電源
ユニット43とが配置されている（図４参照）。
【００４７】
　（ホッパーユニット24）
　このホッパーユニット24には、その駆動によりメダルをメダル払出口28に向けて払い出
すホッパーモータ95と、ホッパーユニット24の出口に設けられ、メダル払出口28に払い出
されたメダルを１枚ずつ検出する払出センサ94と、ホッパーユニット24のメダルタンクか
ら溢れたメダルを収納するための補助タンクの近傍に設けられ、補助タンク内のメダルが
満杯になったことを検出してメイン制御手段200へ信号を出力するオーバーフローセンサ9
6とが設けられている。
【００４８】
　（電源ユニット43）
　この電源ユニット43には、電源投入又は電源遮断のための操作が可能な電源スイッチ44
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と、設定変更処理のための設定キースイッチ45とが設けられている。
【００４９】
　（メダル払出口28等）
　前記前扉14の下部には、所定の場合にホッパーユニット24からメダルが払い出されるメ
ダル払出口28が形成されている。このメダル払出口28の下方には、メダル払出口28から払
い出されたメダルを貯留するため、上方に向かって開口する皿状のメダル受け皿26が形成
されている。なお、クレジットされているメダル数が最大クレジットメダル数である５０
枚未満の場合は、５０枚に到達するまで、獲得したメダルはメダル払出口28から払い出さ
れずにクレジットメダルの枚数に加算される。
【００５０】
　（遊技の流れの説明）
　本実施の形態に係る遊技機10は、マックスベットスイッチ34やシングルベットスイッチ
35等の操作又はメダル投入により所定枚数のメダルを投入することにより遊技の開始を可
能とするものである。そして、スタートスイッチ40の押下操作により、回転リール62の回
転を開始させて遊技が開始されるとともに、複数の役の少なくとも何れか１つに当選か又
はハズレかの役抽選が行われる。そして、当該遊技機10は、各回転リール62に対応するス
トップスイッチ50の操作タイミング及び役抽選の結果に基づいて、回転リール62の回転を
役抽選の結果に適合するように停止させる。当該遊技機10は、停止時の図柄61の組合せに
よって、当選した役を構成する図柄61の組合せが所定の有効なライン（所定の役の図柄61
の組合せが当該ライン上に揃ったときに所定の配当としてのメダルが付与されるラインの
ことであり、以下、有効ライン86とする。）上に停止した場合に、入賞等となり、所定枚
数のメダルを払い出す等の所定の配当を遊技者に付与する。これにより、１回の遊技が終
了するものである。有効ライン86は、３個の回転リール62にそれぞれ表示されている図柄
61のうち図柄表示窓部16から視認可能な図柄61を各回転リール62につき１個ずつ繋いでで
きる入賞等するために有効となる図柄61の組合せの並びを規定したラインである。本実施
の形態における有効ライン86は、左回転リール64の中段、中回転リール66の下段、右回転
リール68の上段を結んだ１本のラインである。
【００５１】
　（演出装置70）
　前記前扉14には、遊技者に役抽選の当選等の種々の情報を音や光や映像等で報知させる
ための演出装置70が形成されている。この演出装置70は、スピーカー72と、演出用ランプ
78と、表示部84と、バックランプ67と、を備えている。
【００５２】
　（スピーカー72）
　前記スピーカー72は、前扉14の上部左右に配置された上部スピーカー74と、前扉14の下
部左右に配置された下部スピーカー76とを備えている。
【００５３】
　（演出用ランプ78）
　前記演出用ランプ78は、前扉14の上部に配置された上部ランプ80と、前扉14の下部の左
右に配置された下部ランプ82とを備えている。
【００５４】
　（表示部84）
　前記表示部84は、その画面に種々の情報を表示するための液晶表示装置である。
【００５５】
　（バックランプ67）
　前記バックランプ67は、リールユニット60に設けられており、回転リール62上の図柄61
を照らすためのものである。
【００５６】
　（図柄61）
　図２に示すように、左回転リール64、中回転リール66、及び右回転リール68の表面には
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、７図柄（７）、星７図柄（星７）、スイカ図柄（スイカ）、ベル図柄（ベル）、リプレ
イ図柄(リプレイ）、バー図柄（バー）、チェリー図柄（チェリー）、月バー図柄（月バ
ー）、星バー図柄（星バー）、雷バー図柄（雷バー）、ブランク図柄（ブランク）の複数
の図柄61が形成されている。
【００５７】
　これらの図柄61は、それぞれの絵柄がプリントされたテープを回転リール62の外周表面
に貼付することで形成されている。なお、図２の図柄61の図柄番号（コマ番号）は、回転
リール62の外周表面に物理的に付されているものではなく、仮想的な番号であって、各図
柄61の停止を制御するためのプログラムで特定の図柄61を指定するためのものである。そ
して、これらの図柄61は、回転リール62の回転に伴い、図柄番号（コマ番号）の小さい側
から大きい側に向かって順回転する。
【００５８】
　なお、星バー図柄、雷バー図柄、及び月バー図柄の各々は、「特定図柄」の一例である
。そして、以下では、星バー図柄、雷バー図柄、及び月バー図柄を総称して「特定図柄」
と記載することがある。
【００５９】
　そして、特定図柄は、全ての回転リール62において３個連続して配置されている。例え
ば、左回転リール64では、上から順に、月バー図柄、星バー図柄、雷バー図柄が連続して
配置され、中回転リール66では、上から順に、星バー図柄、月バー図柄、雷バー図柄が連
続して配置され、右回転リール68では、上から順に、雷バー図柄、星バー図柄、月バー図
柄が連続して配置されている。
【００６０】
　そして、特定図柄は、全ての回転リール62の図柄61の変動表示が停止した場合（以下、
「全リール停止時」とする）に、上下方向に複数個、かつ、左右方向に複数個並んだ状態
が図柄表示窓部16から視認可能となっている。この詳細については後述する。
【００６１】
　（図柄61の絵柄）
　図３は、図２に示す図柄61の中の一部の図柄61の絵柄を示している。具体的には、図３
（Ａ）は「バー図柄」、図３（Ｂ）は「７図柄」、図３（Ｃ）は「星７図柄」、図３（Ｄ
）は「星バー図柄」、図３（Ｅ）は「雷バー図柄」、図３（Ｆ）は「月バー図柄」の絵柄
を各々示している。
【００６２】
　そして、図３（Ｂ）及び（Ｃ）は見た目が類似しているが、図３（Ｃ）の「星７図柄」
には、図３（Ｂ）の「７図柄」にはない「星マーク61A」が付されている。
　また、図３（Ｄ）、（Ｅ）及び（Ｆ）は見た目が類似しているが、図３（Ｄ）の「星バ
ー図柄」には、図３（Ｅ）の「雷バー図柄」及び図３（Ｆ）の「月バー図柄」にはない「
星マーク61B」が付され、図３（Ｅ）の「雷バー図柄」には、図３（Ｄ）の「星バー図柄
」及び図３（Ｆ）の「月バー図柄」にはない「雷マーク61C」が付され、図３（Ｆ）の「
月バー図柄」には、図３（Ｄ）の「星バー図柄」及び図３（Ｅ）の「雷バー図柄」にはな
い「月マーク61D」が付されている。
【００６３】
　（制御装置100）
　図４に示すように、遊技機10の内部には、遊技機10の全体の動作を制御するための制御
装置100が形成されている。この制御装置100は、遊技を進行させて遊技を制御するメイン
制御手段200と、このメイン制御手段200からの情報（コマンド）を受けて、遊技の進行に
応じた演出を制御し、主に遊技内容に関する情報を遊技者に報知する演出を行うサブ制御
手段500とを備えている。
【００６４】
　なお、メイン制御手段200とサブ制御手段500との間は、メイン制御手段200への不正操
作を防止するために、メイン制御手段200からサブ制御手段500への一方向の通信により行
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われ、サブ制御手段500からメイン制御手段200への逆方向の通信は行われていない（すな
わち双方向の通信ではない）。メイン制御手段200は、メダルセレクタ17、スタートスイ
ッチ40、ベットスイッチ32、ストップスイッチ50、設定変更スイッチ46、精算スイッチ36
、扉開閉用スイッチ19、電源ユニット43、リールユニット60及びホッパーユニット24の入
力を受け付け、クレジット表示器87、払出枚数表示器88、リールユニット60、ホッパーユ
ニット24、設定表示器89及び区間報知ランプ90の作動を制御する。サブ制御手段500は、
メイン制御手段200、及び演出用ボタンスイッチ42からの信号を入力し、演出用ランプ78
等の演出装置70の作動を制御する。サブ制御手段500には、演出装置70としての演出用ラ
ンプ78、スピーカー72、表示部84及びバックランプ67の各パーツが接続されている。
【００６５】
　なお、特に図示していないが、メイン制御手段200を有するメイン基板と、サブ制御手
段500を有するサブ基板とは、それぞれ専用の基板ケースの内部に収納されている。具体
的には、メイン制御手段200は、メイン基板ケースの内部に収納され、サブ制御手段500は
、サブ基板ケースの内部に収納されている。そして、メイン基板ケースは、筐体12内部の
奥側の上部に固定され、サブ基板ケースは、筐体12内部の正面から向かって左側に固定さ
れている。
【００６６】
　メイン制御手段200及びサブ制御手段500は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、Ｉ／Ｏポート（
図示せず）を備えたマイクロコンピュータにより構成される。ＣＰＵは、タイマ割込など
の割込機能を持ち、ＲＯＭに記憶されたプログラムを実行して、種々の処理を行う。ＲＯ
Ｍは、ＣＰＵが実行するプログラムや各種テーブル等の固定的なデータを記憶し、ＲＡＭ
は、ＣＰＵがプログラムを実行する際の一時的な記憶領域、例えば遊技機10の状態を記憶
するための記憶領域や、役抽選の抽選結果を記憶するための記憶領域として使用される。
【００６７】
　（外部集中端子板18）
　また、筐体12内部の正面から向かって右側には、外部集中端子板18が設けられている。
　外部集中端子板18は、遊技データを遊技機10外部に出力させるものであり、メイン制御
手段200と配線される接続端子（コネクタ）や、外部機器（図示省略）と配線される接続
端子（コネクタ）が設けられた端子板である。また、外部集中端子板18は、図示しないが
、遊技島設備（例えばデータ表示器）やホールコンピュータに接続されている。
【００６８】
　（メイン制御手段200）
　メイン制御手段200は、図５に示すように、役抽選手段210、リール制御手段220、停止
図柄判定手段230、配当付与手段240、遊技状態制御手段250、有利区間制御手段260、特定
演出制御手段270及び送信手段280の各手段を有する。各手段の詳細については後述する。
【００６９】
　以上の構成をもって、メイン制御手段200は、役の抽選を行い、回転リール62の回転及
び停止を制御し、回転リール62が全て停止したときに停止図柄61の判定を行い、遊技の進
行を行う手段として機能することとなる。
　メイン制御手段200は、遊技を制御するためのものであって、遊技を進行させるための
ものである。以下、本実施の形態における遊技について説明する。
【００７０】
　規定の賭け数（３枚又は２枚）が設定されると、１本の有効ライン86が設定される。な
お、本実施の形態に係る遊技機10は、規定の賭け数として３又は２が設定されている。賭
け数を設定する方法には、メダル投入口38からメダルを投入する方法と、ベットスイッチ
32を操作することによってクレジットメダルを賭け数として設定する方法とがある。そし
て、規定の賭け数（３枚又は２枚）が設定されていることを条件に、スタートスイッチ40
を操作すると、賭け数が確定し、役抽選手段210により、複数の役の何れかに当選したか
又はハズレかの抽選（役抽選）が行われる。また、役抽選とほぼ同時に、前回の遊技での
回転リール62の回転開始時から所定の時間（本実施の形態では、４．１秒）が経過してい
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るか否かが判定され、所定の時間が経過すると、３個全ての回転リール62の回転が開始す
る。
【００７１】
　回転リール62の回転開始後、所定の条件（本実施の形態では、回転リール62を加速する
処理を実行した後、所定のセンサにより回転リール62の回転位置が基準位置であることを
検出すること）が成立すると、ストップスイッチ50の操作が可能な状態（停止操作可能状
態）となる。
　その後に、３個のストップスイッチ50のうち１個を操作すると、当該ストップスイッチ
50に対応した回転リール62の回転が停止する。そして、３個全てのストップスイッチ50の
操作を終えると、３個全ての回転リール62の回転が停止する。
【００７２】
　このとき、有効ライン86上に所定の図柄61の組合せが揃うと、当該図柄61の組合せに対
応した処理が行われる。本実施の形態に係る遊技機10は、有効ライン86上に予め定められ
た図柄61の組合せが揃うと遊技者に配当としてのメダルが付与されるように形成されてい
る。例えば小役（メダルの払い出しを伴う役）に対応した図柄61の組合せが有効ライン86
上に揃うと、小役に対応した枚数のメダルが遊技者に対して付与される。
【００７３】
　また、有効ライン86上に再遊技役（遊技者所有のメダルを使用することなく次回の遊技
を開始可能とする役、所謂リプレイ役）に対応する図柄61の組合せが揃うと、メダルの払
い出しはないものの、次回の遊技において遊技者所有のメダルを使用することなく賭け数
が自動的に設定され遊技を行うことができる。
【００７４】
　（役抽選手段210）
　役抽選手段210は、当選役を決定する役抽選を実行するものである。すなわち、役抽選
手段210は、スタートスイッチ40の操作を契機に、複数の役の何れか（１つ又は複数）に
当選か又はハズレかの役抽選を行うためのものである。役抽選手段210は、役に当選した
か否かを決定するための役抽選テーブルを、主な分類としてノーマル遊技状態用、ボーナ
ス内部中状態用、ボーナス遊技状態用のそれぞれに対応して複数備えており、メイン制御
手段200のＲＯＭ上に記憶されている。役抽選手段210は、予め定めた抽選データと、所定
範囲の整数値を繰り返してカウントするループカウンタを有する所定の乱数発生手段（乱
数発生回路）が発生した乱数のうちから抽出した乱数とを比較して、当選か否かを判定す
る。
【００７５】
　役抽選手段210の役抽選に用いる当選確率は、図示しない役抽選テーブルにより、予め
プログラムされた範囲内で遊技ホールの管理者により変更可能に形成されている。具体的
には、その当選確率を規定するための値である複数段階の設定値を変更するための筐体12
内部の設定変更スイッチ46を操作することにより、複数段階の設定値のうち何れか１つの
特定の設定値が選択される。そして、役抽選手段210は、選択された設定値毎に予め定め
られた抽選確率で役抽選を行っている。
【００７６】
　また、本実施の形態における設定値は、設定値「１」から「６」の６段階に設定されて
いる。なお、設定値は複数段階であれば、設定値「１」から「６」の６段階に限られず、
例えば「１・３・６」又は「２・４・６」としてもよい。
【００７７】
　本実施の形態では、役抽選手段210により抽選される役として、大別すると、小役、リ
プレイ役、ボーナス移行役（遊技状態の移行を伴う役）が設けられている。
　ここで、リプレイ役には、全リール停止時に、星バー図柄、雷バー図柄、及び月バー図
柄の少なくとも２個以上が図柄表示窓部16から視認可能となる所定態様で停止可能な特定
役が含まれている。特定役の詳細については後述する。
【００７８】
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　（リール制御手段220）
　リール制御手段220は、各回転リール62の回転を停止させるためのものである。リール
制御手段220は、役抽選手段210の役抽選結果と、各ストップスイッチ50が操作されたとき
の対応する回転リール62の回転位置とに基づいて、各回転リール62の回転を停止させる。
なお、リール制御手段220は、必要に応じて各ストップスイッチ50の押し順が所定の条件
に適合しているか否かも停止させる条件にする場合がある。
【００７９】
　（停止図柄判定手段230）
　停止図柄判定手段230は、全ての回転リール62が停止した際における有効ライン86上の
図柄61の組合せを記憶するとともに入賞等の判定をするためのものである。
【００８０】
　（配当付与手段240）
　配当付与手段240は、停止図柄判定手段230の判定結果に基づいて、メダル払い出し等の
所定の配当の付与を行うものである。配当付与手段240は、停止図柄判定手段230の判定の
結果、小役が入賞していると判定されると配当としてのメダルの払い出しを行う。
【００８１】
　（遊技状態制御手段250）
　遊技状態制御手段250は、遊技状態を制御するものである。
　具体的には、遊技状態制御手段250は、図５に示すように、大別すると、ノーマル遊技
状態制御手段251、ボーナス内部中状態制御手段252及びボーナス遊技状態制御手段253の
各手段を有する。
【００８２】
　（ノーマル遊技状態制御手段251）
　ノーマル遊技状態制御手段251は、「ノーマル遊技状態」（図７参照）を制御するもの
である。ここで、ノーマル遊技状態は、ボーナス内部中状態制御手段252によるボーナス
内部中状態、ボーナス遊技状態制御手段253によるボーナス遊技状態、以外の状態をいう
。
【００８３】
　（ボーナス内部中状態制御手段252）
　ボーナス内部中状態制御手段252は、「ボーナス内部中状態」（図７参照）を制御する
ものである。ここで、ボーナス内部中状態は、ボーナス移行役として、例えば、「ＣＢＢ
１」、「ＣＢＢ２」に当選したが、当該ボーナス移行役に対応した図柄61の組み合わせを
有効ライン86上に停止表示できなかった場合に移行する。
【００８４】
　（ボーナス遊技状態制御手段253）
　ボーナス遊技状態制御手段253は、「ボーナス遊技状態」（図７参照）を制御するもの
である。
　ボーナス遊技状態は、ボーナス移行役として、例えば、「ＣＢＢ１」、「ＣＢＢ２」に
当選し、当該ボーナス移行役に対応した図柄61の組み合わせを有効ライン86上に停止表示
させることで移行する。
【００８５】
　ここで、ボーナス遊技状態「ＣＢＢ１」、「ＣＢＢ２」は、所定の枚数、例えば２００
枚を超えるメダルの払い出しで終了する。
　そして、ボーナス遊技状態終了後、ノーマル遊技状態に移行する。
【００８６】
　（有利区間制御手段260）
　有利区間制御手段260は、図８を用いて後述するストップスイッチ50の押し順を報知不
可能な非有利区間と、報知可能な有利区間とを制御するものである。そして、有利区間制
御手段260は、後述する報知手段520を用いてストップスイッチ50の押し順を報知させる演
出等を実行させる。
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【００８７】
　また、有利区間制御手段260は、所定条件が成立した場合、例えば、役抽選により予め
定められた役に当選した場合に行われる「非有利区間」から「有利区間」への移行抽選に
当選することにより「非有利区間」から「有利区間」へ移行させる（図８参照）。
　なお、役抽選により予め定められた役に当選することを契機に実行される抽選（有利区
間移行抽選）により、有利区間へ移行することが決定された場合に移行する場合に限定さ
れず、予め定められた役に当選することにより、有利区間移行抽選をすることなく非有利
区間から有利区間へ移行するようにしてもよい。
【００８８】
　また、有利区間制御手段260は、役抽選により予め定められた役に当選した場合に、有
利区間通常状態からＡＴ状態へ移行するか否かの移行抽選（ＡＴ移行抽選）を行い、当該
ＡＴ移行抽選に当選した場合に、有利区間通常状態からＡＴ状態へ移行させる。
【００８９】
　なお、役抽選により予め定められた役に当選した場合に、ＡＴ移行抽選を行う場合に限
定されず、役抽選により入賞した役に基づいて、ＡＴ移行抽選を行うようにしてもよい。
また、役抽選により予め定められた役に当選した場合は、ＡＴ移行抽選をせずに、ＡＴ状
態へ移行するようにしてもよい。また、役抽選の結果やゲーム数経過で移行するチャンス
ゾーン状態において、所定のミッションをクリアすることによりＡＴ状態へ移行させるよ
うにしてもいい。
【００９０】
　また、有利区間制御手段260は、有利区間へ移行したときにゲーム数の計数を開始し、
計数されたゲーム数が、天井ゲーム数抽選により決定された所定のゲーム数、例えば６６
６ゲーム、に到達することにより、後述するＡＴ状態へ移行させるようにしている（所謂
天井）。
　なお、所定のゲーム数は、抽選により決定される場合に限定されず、予め定められたゲ
ーム数であってもよい。
【００９１】
　さらに、有利区間制御手段260は、有利区間通常状態において、後述する特定演出に成
功した場合に有利区間通常状態からＡＴ状態へ移行させる。
　また、有利区間は、遊技可能な遊技区間に上限が設定されており、非有利区間から有利
区間へ移行してから、所定の上限ゲーム数、例えば１５００ゲームを消化した場合は、有
利区間の上限ゲーム数に到達したとして、有利区間から非有利区間へ移行するようにして
いる。
【００９２】
　また、本実施の形態では、非有利区間から有利区間へ移行した後、所定の上限ゲーム数
（１５００ゲーム）を消化する前（有利区間の上限ゲーム数に到達する前）であっても、
予め定められた所定枚数の出玉（例えば所謂ＭＹ２４００枚）を獲得したときには、これ
を契機に、上限ゲーム数を消化する前であっても、有利区間から非有利区間へ移行するよ
うにしている。
【００９３】
　なお、有利区間において、有利区間の上限ゲーム数に到達する前や、ＭＹ２４００枚を
獲得する前であっても、ボーナス遊技状態の終了やＡＴ状態の終了等といった任意の契機
で有利区間から非有利区間へ移行させることもできる。
【００９４】
　（特定演出制御手段270）
　特定演出制御手段270は、特定演出を制御するものである。特定演出は、所定ゲーム数
（例：２０ゲーム）の間に、表示部84に表示されたドミノ牌110に含まれる特定ドミノ牌1
12の表示を変化させることで有利区間通常状態からＡＴ状態への移行が決定される演出で
ある。なお、ドミノ牌110は「対象物」の一例であり、特定ドミノ牌112は「特定対象物」
の一例である。
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【００９５】
　ここで、特定演出制御手段270は、特定演出を制御する具体的構成として、図５に示す
ように、ステージ決定手段271、残り数カウント手段272、表示態様決定手段273、特典抽
選手段274、及び表示位置決定手段275の各手段を有する。なお、特定演出の詳細について
は後述する。
【００９６】
　（送信手段280）
　送信手段280は、サブ制御手段500へ信号を送信するためのものである。
　送信手段280は、例えば、投入センサ92の検知を契機に送信される投入検知信号、ベッ
トスイッチ32での検知を契機に送信される投入操作信号、スタートスイッチ40での検知を
契機に送信されるスタート信号、ストップスイッチ50での検知を契機に送信されるストッ
プ信号、をサブ制御手段500へ送信する。
【００９７】
　また、送信手段280は、これらスイッチの検知に対応する信号に加え、メイン制御手段2
00において管理する遊技状態（例えば遊技中の状態であるか、非遊技中の状態であるか）
を識別可能にするための遊技状態信号も、適宜のタイミングで送信する。
【００９８】
　（サブ制御手段500）
　サブ制御手段500は、図６に示すように、受信手段510、報知手段520の各手段を有する
。各手段の詳細については後述する。
　以上の構成をもって、サブ制御手段500は、メイン制御手段200からの信号を受けて、遊
技の進行に伴う演出を行うものである。
【００９９】
　具体的には、サブ制御手段500は、演出用ランプ78を駆動するためのＬＥＤ駆動回路（
図示せず）に対してＬＥＤの点灯や消灯を規定するデータを出力したり、スピーカー72か
ら音を出力するための音声出力回路（図示せず）に対して出力する音声を規定するデータ
を出力したり、表示部84を駆動するための液晶制御基板（図示せず）に対して出力する映
像データを規定するデータを出力したりする。
【０１００】
　（受信手段510）
　受信手段510は、送信手段280からの信号を受信するものである。
【０１０１】
　（報知手段520）
　報知手段520は、演出装置70を用いて種々の情報、具体的には、演出を遊技者に報知す
るためのものである。
　この報知手段520は、役抽選の結果に基づく当選役に応じた演出、各遊技状態に応じた
演出、各演出状態に応じた演出、又は押し順を報知するための演出等を遊技者に報知する
。これらの演出は、それぞれ複数設けられており、報知手段520は、抽選により選択され
た演出やメイン制御手段200からの信号（コマンド）に対応する演出を演出装置70を用い
て遊技者に報知する。
【０１０２】
　（図７を用いた遊技状態の説明）
　次に、図７を用いて遊技状態について説明する。
　遊技状態は、メイン制御手段200により管理され、図７に示すように、大別すると、ノ
ーマル遊技状態、ボーナス内部中状態、ボーナス遊技状態がある。
【０１０３】
　（ノーマル遊技状態）
　ノーマル遊技状態（ＮＯＭ）は、ノーマル遊技状態制御手段251により制御される。
　ノーマル遊技状態におけるリプレイ役への当選確率は、通常（１／７．３）に設定され
ている。
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　ノーマル遊技状態における役抽選によりボーナス移行役に当選し、当該ボーナス移行役
に対応する図柄組み合わせが有効ライン86上に停止表示されなかった場合に、ノーマル遊
技状態からボーナス内部中状態へ移行し、停止表示された場合はボーナス遊技状態へ移行
する。
【０１０４】
　（ボーナス内部中状態）
　ボーナス内部中状態は、ボーナス内部中状態制御手段252により制御され、ノーマル遊
技状態において、ボーナス移行役として、例えば、「ＣＢＢ１」、「ＣＢＢ２」に当選し
、当該ボーナス移行役「ＣＢＢ１」、「ＣＢＢ２」に対応する図柄組み合わせが有効ライ
ン86上に停止表示されなかった場合に移行する。
【０１０５】
　具体的には、ボーナス移行役「ＣＢＢ１」に当選した場合は「ＣＢＢ１Ｆ」に、ボーナ
ス移行役「ＣＢＢ２」に当選した場合は「ＣＢＢ２Ｆ」に、それぞれ移行する。
　ボーナス内部中状態におけるリプレイ役への当選確率は、ノーマル遊技状態よりも高く
設定されている。
【０１０６】
　また、ボーナス内部中状態は、複数のボーナス遊技状態のそれぞれに対応して複数設け
られる。
　具体的には、ボーナス遊技状態「ＣＢＢ１Ｆ」からはボーナス遊技状態「ＣＢＢ１」に
移行可能であり、ボーナス遊技状態「ＣＢＢ２Ｆ」からはボーナス遊技状態「ＣＢＢ２」
に移行可能である。
【０１０７】
　（ボーナス遊技状態）
　ボーナス遊技状態は、ボーナス遊技状態制御手段253により制御され、本実施の形態で
は、ボーナス移行役として、例えば、「ＣＢＢ１」、「ＣＢＢ２」に当選し、当該ボーナ
ス移行役「ＣＢＢ１」、「ＣＢＢ２」に対応する図柄組み合わせが有効ライン86上に停止
表示された場合に移行する。
【０１０８】
　ボーナス遊技状態におけるリプレイ役への当選確率は、「０」に設定されている。
　ボーナス遊技状態は、本実施の形態では、ボーナス移行役「ＣＢＢ１」に当選した場合
に移行可能な「ＣＢＢ１」に、ボーナス移行役「ＣＢＢ２」に当選した場合に移行可能な
「ＣＢＢ２」が、それぞれ設けられている。
【０１０９】
　ここで、本実施の形態では、「ＣＢＢ」は、規定枚数が２枚のみの所謂２枚賭けのみで
あり、所謂チャレンジボーナス（ＣＢ）が連続作動し、２００枚を超えるメダルの払い出
しで終了する。
　そして、「ＣＢＢ」の終了後は、ノーマル遊技状態（ＮＯＭ）に移行する。
【０１１０】
　なお、この「ＣＢＢ」における第２種特別役物としてのＣＢでは、抽選とは無関係に小
役が成立（当選）している状態となる。また、当該ＣＢ中以外の他の遊技、例えばボーナ
ス非当選状態では、全ての回転リール62は、ストップスイッチ50の停止操作タイミングか
ら１９０ｍｓ以内に停止させなければならないのに対して、当該ＣＢ中では、左回転リー
ル64のみ、ストップスイッチ50の停止操作タイミングから７５ｍｓ以内に停止させるよう
に設定されている。なお、中回転リール66及び右回転リール68は、他の遊技と同様に停止
操作タイミングから１９０ｍｓ以内の制限時間が設定されている。
【０１１１】
　（図８を用いた有利区間の説明）
　図８に示すように、役抽選により予め定められた押し順でストップスイッチ50の操作が
された場合に入賞となる押し順役に当選した場合に、当該押し順を遊技者に報知不可能な
「非有利区間」と、「非有利区間」から移行可能であり、役抽選により予め定められた押
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し順でストップスイッチ50の操作がされた場合に入賞となる押し順役に当選した場合に、
当該押し順を遊技者に報知可能な「有利区間」とがある。
　「非有利区間」は、「有利区間」を除いた区間であって、「非有利区間通常状態」を備
える。
【０１１２】
　「非有利区間」から「有利区間」には、本実施の形態では、役抽選により予め定められ
た役に当選した場合に「非有利区間」から「有利区間」への有利区間移行抽選がされ、当
該有利区間移行抽選に当選することにより移行させる。
　なお、本実施の形態では、有利区間移行抽選の当選確率は、高確率に設定されており、
非有利区間の数ゲームで有利区間へ移行するように設定されている。
【０１１３】
　また、「非有利区間」から「有利区間」へは、役抽選により予め定められた役に当選し
た場合に行われる有利区間移行抽選に当選することにより移行する場合に限定されず、役
抽選により予め定められた役に当選した場合は有利区間移行抽選をすることなく有利区間
へ移行するようにしてもよい。
【０１１４】
　（有利区間）
　「有利区間」は、「非有利区間」よりも遊技者にとって有利な区間であって、「有利区
間通常状態」、「ＡＴ状態」を備える。
　なお、ここで、遊技者に有利な区間とは、例えば、非有利区間では、役抽選により予め
定められた押し順でストップスイッチ50の操作がされた場合に入賞となる押し順役に当選
した場合であっても、当該押し順を遊技者に報知することが不可能であった状態から可能
な状態になったことや、非有利区間では実行されないＡＴ状態が実行されることなどから
、遊技者に有利な区間となっている。
【０１１５】
　したがって、「有利区間」全体を通して遊技者にとって有利である必要はなく、「有利
区間」の一部で遊技者にとって有利ではないことがあってもよい。なお、有利区間におけ
る遊技者にとっての有利度合に差を設けてもよい。
　また、非有利区間から有利区間へ移行してから、有利区間を遊技可能な遊技区間の上限
、本実施の形態では、所定の上限ゲーム数、例えば１５００ゲームを消化した場合は、有
利区間の上限ゲーム数に到達したとして、有利区間から非有利区間へ移行するようにして
いる。
【０１１６】
　そのため、メイン制御手段200では、上限ゲーム数カウンタを備え、所定の上限ゲーム
数（１５００ゲーム）に到達するか否か判定するため、有利区間へ移行した後の消化ゲー
ム数を計数している。
【０１１７】
　また、非有利区間から有利区間へ移行した後、所定の上限ゲーム数（１５００ゲーム）
を消化する前（有利区間の上限ゲーム数に到達する前）であっても、有利区間で投入され
たメダルの数と払い出したメダルの数との差である差枚数が所定枚数に到達したとき（上
限差枚数）には、これを契機に、上限ゲーム数を消化する前であっても、有利区間から非
有利区間へ移行するようにしている。
【０１１８】
　ここで、有利区間で投入されたメダルの数と払い出したメダルの数との差である差枚数
は、例えば、有利区間で最もメダルが減った状態と有利区間で最もメダルが増えた状態と
の差によって求められる数、所謂ＭＹである。
　そのため、メイン制御手段200では、所定枚数の差枚数（所謂ＭＹ２４００枚）に到達
するか否か判定するため、有利区間へ移行した後の投入枚数と払出枚数とを計数している
。
【０１１９】
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　（有利区間通常状態）
　有利区間通常状態は、「有利区間」における「ＡＴ状態」等の特殊な状態を除いた状態
である。
　有利区間通常状態は、非有利区間の非有利区間通常状態を継続した状態となっており、
非有利区間通常状態と同様の演出が行われる。つまり、非有利区間通常状態と有利区間通
常状態との違いは、滞在している区間が「非有利区間」か「有利区間」かの違いとなって
いる。
【０１２０】
　（ＡＴ状態）
　「ＡＴ状態」は、有利区間通常状態より遊技者にとって有利な状態である。
　当該「ＡＴ状態」に移行すると、所定の役の入賞をアシストするための報知演出として
、当選した役の押し順が報知（押し順ナビ）される遊技（ＡＴ）が開始され、報知された
押し順に従ってストップスイッチ50を操作することで、当選した小役やリプレイ役の図柄
61の組み合わせを停止表示させることができる。このため、成立した小役に対応する所定
枚数のメダルが払い出される。
【０１２１】
　「ＡＴ状態」は、上述したＡＴ移行抽選に当選することで移行してくる状態である。
　また、「ＡＴ状態」へは、非有利区間から有利区間へ移行後、計数が開始されるゲーム
数が、上述した天井ゲーム数抽選により決定されたゲーム数（６６６ゲームなど）に到達
すること（所謂天井）によっても移行してくるようにしている。
【０１２２】
　さらに、「ＡＴ状態」へは、有利区間通常状態において特定演出に成功することによっ
ても移行してくるようにしている。
　そして、「ＡＴ状態」の終了後、非有利区間通常状態へ移行する。
【０１２３】
　なお、「有利区間」は、有利区間通常状態やＡＴ状態に限定されず、ＡＴ状態などへの
移行を示唆する前兆演出が実行される前兆状態や、ＡＴ状態などに高確率で移行可能なチ
ャンスゾーン状態、ＡＴ状態の遊技区間を上乗せ可能な上乗せ状態などの状態を備えても
よい。
【０１２４】
　（図９を用いた遊技の基本的な流れの説明）
　図９に示すフローチャートに基づいて、メイン制御手段200が１ゲーム毎に実行する一
般的な遊技制御処理について説明する。
　ステップS10において、メイン制御手段200により、スタートスイッチ40の操作があった
か否かの判定が行われる。ここで、スタートスイッチ40の操作があったと判定されると、
賭け数の設定が不可能な状態とされる。その後、次のステップS11に進む。一方、スター
トスイッチ40の操作がないと判定されると、再度ステップS10となる。
【０１２５】
　なお、このステップS10の前提として、賭け数設定処理が行われている。この賭け数設
定処理では、賭け数として規定の賭け数（３枚又は２枚）が設定されたか否かが判定され
るものである。具体的には、メイン制御手段200により、当該ゲームの賭け数として設定
されているメダルの枚数が規定の賭け数（３枚又は２枚）に達しているか否かの判定が行
われる。
【０１２６】
　ステップS11において、役抽選手段210により、役抽選処理が行われる。また、このとき
、役抽選の結果がメイン制御手段200からサブ制御手段500へ送信される。役抽選処理が終
了すると、次のステップS12に進む。
【０１２７】
　ステップS12において、リールユニット60における回転リール62の回転変動処理が行わ
れる。回転リール62が所定の回転速度に達した後、回転中の回転リール62に対応するスト
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ップスイッチ50の操作があった場合に、リール制御手段220により、各回転リール62の回
転が停止させられる。このときのストップスイッチ50（左ストップスイッチＬ、中ストッ
プスイッチＣ、右ストップスイッチＲ）の当選役に対応する押し順は、メイン制御手段20
0に形成された所定の記憶領域に記憶されると共に、その後の処理にて読み出される。
【０１２８】
　また、全ての停止操作終了後、メイン制御手段200からサブ制御手段500へ全回転リール
62の回転停止情報が送信される。そして、全ての回転リール62の回転変動処理が終了する
と、次のステップS13に進む。
【０１２９】
　ステップS13において、停止図柄判定手段230により、有効ライン86上の図柄61の組合せ
に対して所定の役の図柄61の組合せが揃っているか否かの停止図柄判定処理が行われる。
ここで、入賞等の判定処理の判定結果のデータは、メイン制御手段200からサブ制御手段5
00へ送信される。そして、判定処理が終わると、次のステップS14に進む。
【０１３０】
　ステップS14において、配当付与手段240により、停止図柄判定手段230の判定結果に対
応した払出処理等が行われる。なお、判定の結果、払出が不要な場合には、払出処理は行
われない。そして、当該処理を終了する。
【０１３１】
　（特定演出）
　以下、特定演出について説明する。この特定演出では、報知手段520による表示制御に
基づき表示部84に種々の情報（演出）が表示される。
　特定演出は、有利区間通常状態における役抽選にて、特定演出を開始するための開始契
機役に当選したことに基づいて開始される。
【０１３２】
　開始契機役に当選し、特定演出を開始することが決定されると、ステージ決定手段271
は、当該特定演出に対応するステージを決定するステージ決定抽選を行う。本実施の形態
では、特定演出のステージが４種類設けられており、ステージ毎に表示部84に表示される
映像や特定演出の成功しやすさ等が異なっている。
【０１３３】
　具体的には、特定演出のステージは、図１０に示すように、牌数が「８０」のステージ
Ａ、牌数が「６０」のステージＢ、牌数が「４０」のステージＣ、牌数が「２０」のステ
ージＤの４種類が設けられている。そして、本実施の形態では、牌数が少ない順に特定演
出が成功しやすくなっており、ステージＡ→ステージＢ→ステージＣ→ステージＤの順に
特定演出が成功しやすくなっている。つまり、ステージＡ→ステージＢ→ステージＣ→ス
テージＤの順に特定ドミノ牌112の表示が変化しやすくなっており、特定演出の成功率が
高くなっている。
【０１３４】
　そして、ステージ決定抽選では、「４０％」の確率でステージＡが選択され、「３０％
」の確率でステージＢが選択され、「２０％」の確率でステージＣが選択され、「１０％
」の確率でステージＤが選択される。
【０１３５】
　特定演出が開始され、後述する好機演出とは異なる通常演出が一遊技内で行われる場合
は、スタートスイッチ40の操作が行われたことに基づいて、図１１（Ａ）に示すように、
所定数のドミノ牌110、キャラクター120、及び残りの牌数（以下、「残り数122」とする
）が表示部84に表示される。図１１（Ａ）において、キャラクター120は、一番下のドミ
ノ牌110に接するように表示され、残り数122は、後述する左領域84Lの下方に表示されて
いる。なお、図中において、市松模様が施されたドミノ牌110が「特定ドミノ牌112」であ
り、左下がり斜線が施されたドミノ牌110が特定ドミノ牌112とは異なる「通常ドミノ牌11
4」である。そして、図中において、市松模様又は左下がり斜線が施されたドミノ牌110の
状態を「起立状態」と称する。つまり、図１１（Ａ）は、９個のドミノ牌110が起立した
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状態を示している。
【０１３６】
　そして、通常演出では、各ストップスイッチ50が順押し（左ストップスイッチＬ、中ス
トップスイッチＣ、右ストップスイッチＲの順）で操作される都度、操作された各回転リ
ール62に対応する表示部84の表示部分におけるドミノ牌110の表示の変化が許容される。
【０１３７】
　通常演出では、各ストップスイッチ50が操作された結果、表示部84の表示部分、具体的
には、表示部84の左側の領域である「左領域84L」、表示部84の中央側の領域である「中
領域84C」、及び表示部84の右側の領域である「右領域84R」に配置されたドミノ牌110の
表示が変化することがある。なお、本実施の形態において、「ドミノ牌110の表示が変化
する」とは、起立状態のドミノ牌110が転倒した「転倒状態」になることであり、「ドミ
ノ牌110の表示が変化しない」とは、ドミノ牌110の起立状態が維持されることである。そ
のため、以下では、「ドミノ牌110の表示を変化」を「ドミノ牌110を転倒」等と記載する
こともある。そして、図中において、起立状態のドミノ牌110よりも長方形の短辺の長さ
が長いドミノ牌110の状態が「転倒状態」である。転倒状態のドミノ牌110は、通常ドミノ
牌114を「白塗り」で表現し（図１１（Ｂ）等参照）、特定ドミノ牌112を「黒塗り」で表
現している（図２２等参照）。
【０１３８】
　本実施の形態では、通常演出における役抽選の結果により、当該遊技で転倒させるドミ
ノ牌110の組合せが決定されている。例えば、小役のうち、第１のベル役に当選した場合
には、左領域84Lにおける牌数の１／３、中領域84Cにおける牌数の２／３、右領域84Rに
おける牌数の０／３のドミノ牌110が転倒される。また、小役のうち、第２のベル役に当
選した場合には、左領域84Lにおける牌数の１／３、中領域84Cにおける牌数の１／３、右
領域84Rにおける牌数の０／３のドミノ牌110が転倒される。その他の当選役と転倒させる
ドミノ牌110の組合せとの記載は省略するが、上記のように、通常演出における役抽選の
結果毎に応じて当該遊技で転倒させるドミノ牌110の組合せが決定されている。
【０１３９】
　ここで、図１１は、通常演出における役抽選の結果が第１のベル役である例を示してい
る。このとき、図１１（Ａ）では、左領域84Lに３個、中領域84Cに３個、右領域84Rに３
個の合計９個の起立状態のドミノ牌110が表示されている。そして、図１１（Ｂ）では、
各ストップスイッチ50が操作された結果、左領域84Lにおける１個（３個に１／３を乗じ
た結果）、中領域84Cにおける２個（３個に２／３を乗じた結果）、右領域84Rにおける０
個（３個に０／３を乗じた結果）の合計３個の転倒状態のドミノ牌110、及び左領域84Lに
２個、中領域84Cに１個、右領域84Rに３個の合計６個の起立状態のドミノ牌110が表示さ
れている。また、図１１（Ｂ）では、図１１（Ａ）における残り数122「６０個」から転
倒状態となった牌数「３個」が減算された「５７個」が新たな残り数122として表示され
ている。
【０１４０】
　なお、残り数122の減算は、残り数カウント手段272により行われる。具体的には、残り
数カウント手段272は、ステージ決定手段271によるステージ決定抽選により決定されたス
テージ（例：ステージＢ）に対応する牌数（例：「６０個」）を残り数122として記憶し
、減算される牌数が決定される都度、上記のように記憶している残り数122から減算する
。
【０１４１】
　また、好機演出の有利性を際立たせるため、通常演出において表示部84に表示される牌
数を最大で９個とすることが望ましいが、通常演出において表示部84に表示される牌数は
これに限らず、９個より多くても少なくてもよい。
　例えば、通常演出では、図１２（Ａ）に示すように、左領域84Lに３個、中領域84Cに２
個、右領域84Rに１個の合計６個の起立状態のドミノ牌110が表示されることもある。ここ
で、図１２は、通常演出における役抽選の結果が第２のベル役である例を示している。
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【０１４２】
　なお、図１２では、中領域84Cに表示されているドミノ牌110は２個であり、右領域84R
に表示されているドミノ牌110は１個であるが、表示部84の各表示部分におけるドミノ牌1
10の転倒数を決定する際には、表示部84の各表示部分に表示可能な最大の牌数（例：３個
）が用いられる。そのため、図１２（Ｂ）では、各ストップスイッチ50が操作された結果
、左領域84Lにおける１個（表示可能な最大の牌数である３個に１／３を乗じた結果）、
中領域84Cにおける１個（表示可能な最大の牌数である３個に１／３を乗じた結果）、右
領域84Rにおける０個（表示可能な最大の牌数である３個に０／３を乗じた結果）の合計
２個の転倒状態のドミノ牌110、及び左領域84Lに２個、中領域84Cに１個、右領域84Rに１
個の合計４個の起立状態のドミノ牌110が表示されている。また、図１２（Ｂ）では、図
１２（Ａ）における残り数122「６０個」から転倒状態となった牌数「２個」が減算され
た「５８個」が新たな残り数122として表示されている。
【０１４３】
　さらに、通常演出において表示部84に表示されるドミノ牌110は、図１１に示すように
特定ドミノ牌112を含んでもよいし、図１２に示すように特定ドミノ牌112を含まなくても
よい。
【０１４４】
　次に、特定演出中に実行される好機演出の流れについて説明する。この好機演出は、通
常演出に比べて、一遊技あたりのドミノ牌110の転倒数が多くなる割合が高い演出である
。
　図１３に示すステップS20において、特定演出における役抽選の結果、特定役に当選し
たか否かの判定が行われる。
【０１４５】
　ここで、特定演出における役抽選の結果、特定役に当選したと判定されると、ステップ
S21に進む。つまり、ステップS20において、特定演出における役抽選の結果、特定役に当
選したと判定されると、特定演出において好機演出が開始される。
　一方、特定演出における役抽選の結果、特定役に当選したと判定されないと、図１３に
示す処理を終了する。つまり、ステップS20において、特定演出における役抽選の結果、
特定役に当選したと判定されないと、特定演出において通常演出が開始される。
【０１４６】
　ステップS21において、特定演出における役抽選の結果、特定役のうち特別役（後述す
る「３－３－３」と同義）に当選したか否かの判定が行われる。ここで、特定演出におけ
る役抽選の結果、特定役のうち特別役に当選したと判定されると、ステップS27に進む。
一方、特定演出における役抽選の結果、特定役のうち特別役に当選したと判定されないと
、ステップS22に進む。
【０１４７】
　ここで、特別役は、特定役に含まれる役であって、ストップスイッチ50に対する操作態
様により、全リール停止時に所定態様のうちの特別態様で停止可能となっている。この「
特別態様」とは、停止出目の全てが特定図柄で構成されるものである（図２２参照）。な
お、本実施の形態における「停止出目」とは、全ての回転リール62の図柄61の変動表示が
停止したことにより図柄表示窓部16から視認可能となった上下方向に３個、左右方向に３
個の合計９個の図柄61の組合せのことである。
【０１４８】
　ステップS22において、表示部84に表示されるドミノ牌110の表示態様が決定される。そ
の後、ステップS23に進む。
　ここで、ステップS22では、表示が変化する前、すなわち、転倒前のドミノ牌110の表示
態様（以下、「転倒前表示」とする）と、表示が変化した後、すなわち、転倒後のドミノ
牌110の表示態様（以下、「転倒後表示」とする）とが決定される。
【０１４９】
　転倒前表示には、
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　（１）左領域84Lに３個、中領域84Cに３個、右領域84Rに３個の合計９個のドミノ牌110
が表示される「３×３」
　（２）左領域84Lに１２個、中領域84Cに１２個、右領域84Rに１２個の合計３６個のド
ミノ牌110が表示される「６×６」
　（３）左領域84Lに２７個、中領域84Cに２７個、右領域84Rに２７個の合計８１個のド
ミノ牌110が表示される「９×９」
　の３種類が設けられている。なお、本実施の形態では、特定演出のステージにおける最
大の牌数が「８０」であるため（図１０参照）、その最大の牌数「８０」をやや超える「
９×９」の「８１個」のドミノ牌110を転倒前表示で表示する最大数としている。しかし
、これに限らず、左領域84Lに４８個、中領域84Cに４８個、右領域84Rに４８個の合計１
４４個のドミノ牌110が表示される「１２×１２」のように、「９×９」の「８１個」よ
りも多い転倒数となる他の転倒前表示を設けてもよい。
【０１５０】
　ここで、上記の３種類の転倒前表示は、１個の特定ドミノ牌112と、その他の数の通常
ドミノ牌114とが表示部84に表示されるものである。例えば、転倒前表示が「６×６」で
ある場合、１個の特定ドミノ牌112と、３５個の通常ドミノ牌114とが表示部84に表示され
る。これは、当該遊技におけるドミノ牌110の残り数122（例：１０個）が当該遊技におけ
る転倒前表示で表示可能な最大の牌数（例：「６×６」の３６個）より少ない場合も同様
であり、この場合にも１個の特定ドミノ牌112と、３５個の通常ドミノ牌114とが表示部84
に表示される。
【０１５１】
　転倒後表示は、当選した特定役の種類に応じた９種類が設けられている。
　具体的には、特定役には、
　（１）左領域84Lにおける牌数の３／３、中領域84Cにおける牌数の３／３、右領域84R
における牌数の３／３のドミノ牌110が転倒される「３－３－３」（上記の「特別役」と
同義）
　（２）左領域84Lにおける牌数の１／３、中領域84Cにおける牌数の２／３、右領域84R
における牌数の３／３のドミノ牌110が転倒される「１－２－３」
　（３）左領域84Lにおける牌数の１／３、中領域84Cにおける牌数の３／３、右領域84R
における牌数の３／３のドミノ牌110が転倒される「１－３－３」
　（４）左領域84Lにおける牌数の１／３、中領域84Cにおける牌数の１／３、右領域84R
における牌数の３／３のドミノ牌110が転倒される「１－１－３」
　（５）左領域84Lにおける牌数の２／３、中領域84Cにおける牌数の３／３、右領域84R
における牌数の３／３のドミノ牌110が転倒される「２－３－３」
　（６）左領域84Lにおける牌数の２／３、中領域84Cにおける牌数の２／３、右領域84R
における牌数の３／３のドミノ牌110が転倒される「２－２－３」
　（７）左領域84Lにおける牌数の１／３、中領域84Cにおける牌数の１／３、右領域84R
における牌数の１／３のドミノ牌110が転倒される「１－１－１」
　（８）左領域84Lにおける牌数の３／３、中領域84Cにおける牌数の３／３、右領域84R
における牌数の１／３のドミノ牌110が転倒される「３－３－１」
　（９）左領域84Lにおける牌数の３／３、中領域84Cにおける牌数の１／３、右領域84R
における牌数の３／３のドミノ牌110が転倒される「３－１－３」
　の９種類が設けられている。
【０１５２】
　ここで、特定役に当選した場合には、ストップスイッチ50に対する操作態様により、全
リール停止時に所定態様のうちの特定態様が図柄表示窓部16から視認可能となる。
　「特定態様」とは、所定態様の中から予め定められた９種類の停止出目である。そして
、「特定態様」を構成する停止出目には、１種類の特別態様と、特別態様とは異なる８種
類の通常態様とがある。
【０１５３】
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　特定役として特別役に当選した場合には、ストップスイッチ50に対する操作態様により
、全リール停止時に特別態様が図柄表示窓部16から視認可能となる（図２２参照）。特別
態様は、左回転リール64の出目が上から順に「月バー図柄」、「星バー図柄」、「雷バー
図柄」、中回転リール66の出目が上から順に「星バー図柄」、「月バー図柄」、「雷バー
図柄」、右回転リール68の出目が上から順に「雷バー図柄」、「星バー図柄」、「月バー
図柄」となるものである。つまり、特別態様は、上記のように、停止出目の全てが特定図
柄で構成されるものである。
【０１５４】
　特定役として「１－２－３」、「１－３－３」、「１－１－３」、「２－３－３」、「
２－２－３」、「１－１－１」、「３－３－１」、又は「３－１－３」に当選した場合に
は、ストップスイッチ50に対する操作態様により、全リール停止時に通常態様が図柄表示
窓部16から視認可能となる。
【０１５５】
　特定役として「１－２－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目が上
から順に「ベル図柄」、「リプレイ図柄」、「月バー図柄」、中回転リール66の出目が上
から順に「ベル図柄」、「星バー図柄」、「月バー図柄」、右回転リール68の出目が上か
ら順に「雷バー図柄」、「星バー図柄」、「月バー図柄」となるものである。つまり、特
定役として「１－２－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目の１つ、
中回転リール66の出目の２つ、右回転リール68の出目の３つが特定図柄で構成されるもの
である。
【０１５６】
　特定役として「１－３－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目が上
から順に「ベル図柄」、「リプレイ図柄」、「月バー図柄」、中回転リール66の出目が上
から順に「星バー図柄」、「月バー図柄」、「雷バー図柄」、右回転リール68の出目が上
から順に「雷バー図柄」、「星バー図柄」、「月バー図柄」となるものである。つまり、
特定役として「１－３－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目の１つ
、中回転リール66の出目の３つ、右回転リール68の出目の３つが特定図柄で構成されるも
のである。
【０１５７】
　特定役として「１－１－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目が上
から順に「ベル図柄」、「リプレイ図柄」、「月バー図柄」、中回転リール66の出目が上
から順に「リプレイ図柄」、「ベル図柄」、「星バー図柄」、右回転リール68の出目が上
から順に「雷バー図柄」、「星バー図柄」、「月バー図柄」となるものである（図２３参
照）。つまり、特定役として「１－１－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール
64の出目の１つ、中回転リール66の出目の１つ、右回転リール68の出目の３つが特定図柄
で構成されるものである。
【０１５８】
　特定役として「２－３－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目が上
から順に「リプレイ図柄」、「月バー図柄」、「星バー図柄」、中回転リール66の出目が
上から順に「星バー図柄」、「月バー図柄」、「雷バー図柄」、右回転リール68の出目が
上から順に「雷バー図柄」、「星バー図柄」、「月バー図柄」となるものである。つまり
、特定役として「２－３－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目の２
つ、中回転リール66の出目の３つ、右回転リール68の出目の３つが特定図柄で構成される
ものである。
【０１５９】
　特定役として「２－２－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目が上
から順に「リプレイ図柄」、「月バー図柄」、「星バー図柄」、中回転リール66の出目が
上から順に「ベル図柄」、「星バー図柄」、「月バー図柄」、右回転リール68の出目が上
から順に「雷バー図柄」、「星バー図柄」、「月バー図柄」となるものである。つまり、
特定役として「２－２－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目の２つ
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、中回転リール66の出目の２つ、右回転リール68の出目の３つが特定図柄で構成されるも
のである。
【０１６０】
　特定役として「１－１－１」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目が上
から順に「ベル図柄」、「リプレイ図柄」、「月バー図柄」、中回転リール66の出目が上
から順に「リプレイ図柄」、「ベル図柄」、「星バー図柄」、右回転リール68の出目が上
から順に「リプレイ図柄」、「ベル図柄」、「雷バー図柄」となるものである。つまり、
特定役として「１－１－１」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目の１つ
、中回転リール66の出目の１つ、右回転リール68の出目の１つが特定図柄で構成されるも
のである。
【０１６１】
　特定役として「３－３－１」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目が上
から順に「月バー図柄」、「星バー図柄」、「雷バー図柄」、中回転リール66の出目が上
から順に「星バー図柄」、「月バー図柄」、「雷バー図柄」、右回転リール68の出目が上
から順に「リプレイ図柄」、「ベル図柄」、「雷バー図柄」となるものである（図２１及
び図２４参照）。つまり、特定役として「３－３－１」に当選した場合の通常態様は、左
回転リール64の出目の３つ、中回転リール66の出目の３つ、右回転リール68の出目の１つ
が特定図柄で構成されるものである。
【０１６２】
　特定役として「３－１－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目が上
から順に「月バー図柄」、「星バー図柄」、「雷バー図柄」、中回転リール66の出目が上
から順に「リプレイ図柄」、「ベル図柄」、「星バー図柄」、右回転リール68の出目が上
から順に「雷バー図柄」、「星バー図柄」、「月バー図柄」となるものである。つまり、
特定役として「３－１－３」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の出目の３つ
、中回転リール66の出目の１つ、右回転リール68の出目の３つが特定図柄で構成されるも
のである。
【０１６３】
　また、転倒後表示は、上記の特定役に応じた９種類がある。このとき、上記の特定役の
種類を示す「３－３－３」や「１－２－３」は、特定役の種類と共に「転倒後表示」も示
している。
【０１６４】
　そして、ステップS22におけるドミノ牌110の表示態様は、表示態様決定手段273により
、当選した特定役の種類に基づいて決定される。表示態様決定手段273は、当選した特定
役の種類に応じて予め定められた抽選確率を用いて表示態様決定抽選を行う。図１４は表
示態様決定手段273による表示態様決定抽選の振り分け、及び特定役に応じたドミノ牌110
の転倒数を示している。
【０１６５】
　例えば、図１４に示すように、当該遊技における特定役が「３－３－１」の場合、表示
態様決定抽選の結果は、「４６％」の確率で「３×３」となり、「４６％」の確率で「６
×６」となり、「８％」の確率で「９×９」となる。
【０１６６】
　そして、表示態様決定手段273による表示態様決定抽選が行われたことに基づき、表示
部84に表示されるドミノ牌110の表示態様、及びドミノ牌110の転倒数が決定される。つま
り、上記の例において、表示態様決定抽選の結果が「６×６」となった場合、転倒前表示
は「６×６」となる。そして、ステップS22にて決定された転倒前表示は、後述するステ
ップS26やステップS28において特定ドミノ牌112の表示位置が決定されたことに基づいて
表示部84に表示される。
【０１６７】
　また、転倒後表示は、当該遊技における特定役が「３－３－１」であるため「３－３－
１」となる。そして、ステップS22にて決定された転倒後表示は、後述するステップS29に
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おいて全ての回転リール62の回転変動処理が終了したと判定され、後述するステップS30
に進んだ場合に表示部84に表示される。
【０１６８】
　そして、上記のように、当該遊技における特定役が「３－３－１」であり、表示態様決
定抽選の結果が「６×６」となった場合は、図１４に示すように、ドミノ牌110の転倒数
が「２８個」となる。このとき、ドミノ牌110の転倒数「２８個」の内訳は、左領域84Lが
１２個（１２個に３／３を乗じた結果）、中領域84Cが１２個（１２個に３／３を乗じた
結果）、右領域84Rが４個（１２個に１／３を乗じた結果）となる。なお、好機演出にお
ける転倒数は、その都度算出することにより求めてもよいし、想定されるパターンを予め
記憶していてもよい。
【０１６９】
　図１３に示すステップS23において、残り数カウント手段272が記憶している残り数122
（例：６０個）からステップS22にて決定された転倒数（例：２８個）を減じた結果が０
より大きいか否かの判定が行われる。ここで、残り数122からステップS22にて決定された
転倒数を減じた結果が０より大きいと判定されると、ステップS28に進む。一方、残り数1
22からステップS22にて決定された転倒数を減じた結果が０より大きいと判定されないと
、ステップS24に進む。
【０１７０】
　ステップS24において、特典抽選手段274により特典抽選が行われる。その後、ステップ
S25に進む。ここで、特典抽選は、当該遊技において特定演出を成功させるか否かを決定
するものである。そして、この特典抽選に当選した場合は、当該遊技において特定演出が
成功することとなっている。すなわち、特典抽選に当選した場合は、ドミノ牌110の残り
数122が０にならないものの、特定ドミノ牌112を転倒させることで特定演出が成功するこ
ととなる。
【０１７１】
　ステップS25において、ステップS24における特典抽選に当選したか否かの判定が行われ
る。ここで、ステップS24における特典抽選に当選したと判定されると、ステップS28に進
む。一方、ステップS24における特典抽選に当選したと判定されないと、ステップS26に進
む。
【０１７２】
　ステップS26において、表示部84における特定ドミノ牌112の表示位置が決定される。こ
のステップS26は当該遊技では特定演出が成功しない場合に実行される処理のため、特定
ドミノ牌112の表示位置が、役抽選で当選した特定役に基づき停止可能な通常態様におけ
る特定図柄の停止位置に対応しない表示部84の表示部分（図１３における「回避位置」と
同義）に決定される。その後、ステップS29に進む。
【０１７３】
　ここで、表示部84における特定ドミノ牌112の表示位置は、左領域84L、中領域84C、及
び右領域84Rの各々を３分割した合計９つの分割領域140の内部とされている。
　図１５（Ａ）は、上記した９つの分割領域140を示している。そして、図１５（Ａ）に
示す９つの分割領域140のうち、左領域84Lの上段を領域＜１＞、中段を領域＜４＞、下段
を領域＜７＞と称する。同様に、図１５（Ａ）に示す９つの分割領域140のうち、中領域8
4Cの上段を領域＜２＞、中段を領域＜５＞、下段を領域＜８＞と称し、右領域84Rの上段
を領域＜３＞、中段を領域＜６＞、下段を領域＜９＞と称する。このとき、領域＜１＞、
領域＜４＞、領域＜７＞の順に、左回転リール64の上段、中段、下段の出目に対応し、領
域＜２＞、領域＜５＞、領域＜８＞の順に、中回転リール66の上段、中段、下段の出目に
対応し、領域＜３＞、領域＜６＞、領域＜９＞の順に、右回転リール68の上段、中段、下
段の出目に対応する。
【０１７４】
　ここで、上記の領域＜１＞～＜９＞の各々に配置される牌数は、転倒前表示により異な
る。
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　図１５（Ｂ）～（Ｄ）は、転倒前表示毎に各分割領域140に配置される牌数を示してい
る。
　図１５（Ｂ）は、転倒前表示が「３×３」の場合である。この場合、図１５（Ｂ）に示
すように、各分割領域140には、１個のドミノ牌110が配置される。
【０１７５】
　図１５（Ｃ）は、転倒前表示が「６×６」の場合である。この場合、図１５（Ｃ）に示
すように、各分割領域140には、上下方向に２個のドミノ牌110が整列された列が左右方向
に２列形成され、合計４個のドミノ牌110が配置される。
　図１５（Ｄ）は、転倒前表示が「９×９」の場合である。この場合、図１５（Ｄ）に示
すように、各分割領域140には、上下方向に３個のドミノ牌110が整列された列が左右方向
に３列形成され、合計９個のドミノ牌110が配置される。
【０１７６】
　ここで、表示位置決定手段275は、当該遊技において特定演出が成功するか否かに応じ
て予め定めた抽選確率を用いて表示領域決定抽選を行う。この表示位置決定手段275は、
本実施の形態のようにメイン制御手段200が備えてもよいし、これに限らず、サブ制御手
段500が備えてもよい。この場合は、メイン制御手段200が備えるステージ決定手段271、
残り数カウント手段272、表示態様決定手段273、及び特典抽選手段274に基づく情報を受
信手段510が受信し、サブ制御手段500側の表示位置決定手段275で対応する特定ドミノ牌1
12の表示位置を決定してもよい。すなわち、この場合は、残り数122や特典抽選の結果を
メイン制御手段200側で管理し、具体的な特定ドミノ牌112の表示位置に関してはサブ制御
手段500側で管理できる。そのため、この場合は、メイン制御手段200の容量を削減できる
ことで開発の自由度が増すとともに、特定ドミノ牌112の表示位置にバリエーションを持
たせることができ、飽きのこない遊技を提供できることとなる。
【０１７７】
　図１６（Ａ）は、当該遊技では特定演出が成功しない場合における表示領域決定抽選の
振り分けを示している。また、図１６（Ｂ）は、当該遊技において特定演出が成功する場
合における表示領域決定抽選の振り分けを示している。なお、ここでは、当該遊技では特
定演出が成功しないステップS26に対応する図１６（Ａ）について説明し、図１６（Ｂ）
については後述するステップS28にて説明する。
【０１７８】
　例えば、図１６（Ａ）に示すように、当該遊技における特定役が「３－３－１」の場合
、表示領域決定抽選の結果は、「３０％」の確率で領域＜３＞となり、「７０％」の確率
で領域＜６＞となる。
　さらに、表示位置決定手段275は、表示領域決定抽選の実行後、当該表示領域決定抽選
で決定された分割領域140内における特定ドミノ牌112の表示位置を決定する。
【０１７９】
　例えば、表示位置決定手段275は、転倒前表示が「３×３」である場合、分割領域140の
うち、図１５（Ｂ）に示す「a」を特定ドミノ牌112の表示位置として決定する。また、表
示位置決定手段275は、転倒前表示が「６×６」である場合、特定ドミノ牌112の表示位置
を決定する表示位置決定抽選を行い、分割領域140のうち、図１５（Ｃ）に示す「a」～「
d」の中の１つを特定ドミノ牌112の表示位置として決定する。さらに、表示位置決定手段
275は、転倒前表示が「９×９」であるときには、上記の表示位置決定抽選を行い、分割
領域140のうち、図１５（Ｄ）に示す「a」～「i」の中の１つを特定ドミノ牌112の表示位
置として決定する。
【０１８０】
　つまり、ステップS26では、表示領域決定抽選で特定ドミノ牌112が表示される分割領域
140が決定された後、転倒前表示に応じた当該分割領域140内における特定ドミノ牌112の
表示位置が決定される。
【０１８１】
　そして、ステップS26では、特定ドミノ牌112の表示位置が決定されたことに基づいて、
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ステップS22にて決定された転倒前表示（例：「６×６」）が表示部84に表示される。転
倒前表示は、例えば、図１７に示すように、左領域84Lに１２個、中領域84Cに１２個、右
領域84Rに１２個の合計３６個の起立状態のドミノ牌110が表示されたものとなる。このと
き、図１７では、特定ドミノ牌112が右領域84Rにおける領域＜３＞の「b」（図１５（Ａ
）及び（Ｃ）参照）に表示され、それ以外のドミノ牌110は通常ドミノ牌114が表示されて
いる。
【０１８２】
　さらに、転倒前表示を表示部84に表示する際に、報知手段520は、キャラクター120、残
り数122、及び推奨されるストップスイッチ50の操作態様を示唆する示唆表示124を表示す
る。図１７において、示唆表示124は、残り数122の右方に表示されている。
【０１８３】
　このように、報知手段520は、役抽選で特定役（例：「３－３－１」）に当選した場合
、特定ドミノ牌112の表示位置が決定されたことに基づいて、特定図柄とは見た目が異な
る所定数のドミノ牌110（通常ドミノ牌114及び特定ドミノ牌112）、キャラクター120、残
り数122、及び示唆表示124を表示部84に表示させる。
【０１８４】
　ここで、本実施の形態における「ストップスイッチ50の操作態様」には、「ストップス
イッチ50の操作タイミング（以下、単に「操作タイミング」とする）」と「ストップスイ
ッチ50の押し順（以下、単に「押し順」とする）」とが含まれている。図１７では、示唆
表示124のうち、操作タイミングとして、星バー図柄を狙うことを推奨しており、押し順
として、逆押し（右ストップスイッチＲ、中ストップスイッチＣ、左ストップスイッチＬ
の順）で操作することを推奨している。
【０１８５】
　なお、図１７に示すように、報知手段520により、転倒前表示、キャラクター120、残り
数122、及び示唆表示124が表示部84に表示された際には、全ての回転リール62の図柄61の
変動表示が開始している、すなわち、全ての回転リール62が回転中となっている。
【０１８６】
　図１３に示すステップS27において、表示部84に表示されるドミノ牌110の表示態様が決
定される。その後、ステップS28に進む。
　このとき、ステップS27における転倒前表示は、当該遊技における特定役が特別役であ
るため「９×９」となる。図１４に示すように、当該遊技における特定役が特別役（「３
－３－３」）の場合、表示態様決定抽選の結果が「１００％」の確率で「９×９」となる
ためである。
【０１８７】
　また、ステップS27における転倒後表示は、当該遊技における特定役が特別役であるた
め「３－３－３」となる。
　そして、ステップS27にて決定された転倒前表示は、後述するステップS28において特定
ドミノ牌112の表示位置が決定されたことに基づいて表示部84に表示される。また、ステ
ップS27にて決定された転倒後表示は、後述するステップS29において全ての回転リール62
の回転変動処理が終了したと判定され、後述するステップS30に進んだ場合に表示部84に
表示される。
【０１８８】
　図１３に示すステップS28において、表示部84における特定ドミノ牌112の表示位置が決
定される。このステップS28は当該遊技において特定演出が成功する場合に実行される処
理のため、特定ドミノ牌112の表示位置が、役抽選で当選した特定役に基づき停止可能な
特定態様（通常態様又は特別態様）における特定図柄の停止位置に対応する表示部84の表
示部分（図１３における「転倒位置」と同義）に決定される。その後、ステップS29に進
む。
【０１８９】
　本実施の形態において、「特定ドミノ牌112の表示位置が特定図柄の停止位置に対応す
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る」とは、特定ドミノ牌112が表示された分割領域140に対応する回転リール62の出目が特
定図柄となることである。また、「特定ドミノ牌112の表示位置が特定図柄の停止位置に
対応しない」とは、特定ドミノ牌112が表示された分割領域140に対応する回転リール62の
出目が特定図柄以外の図柄61となることである。
【０１９０】
　例えば、特定ドミノ牌112が分割領域140の領域＜５＞に表示され、中回転リール66の中
段の出目が特定図柄となった場合、「特定ドミノ牌112の表示位置が特定図柄の停止位置
に対応する」といえる（図１５及び図２２参照）。また、特定ドミノ牌112が分割領域140
の領域＜３＞に表示され、右回転リール68の上段の出目が特定図柄以外の図柄61となった
場合、「特定ドミノ牌112の表示位置が特定図柄の停止位置に対応しない」といえる（図
１５及び図２１参照）。
【０１９１】
　ここで、ステップS27からステップS28に進んだ場合、表示位置決定手段275は、図１６
（Ｂ）に示す抽選テーブルを用いて表示領域決定抽選を行う。この場合、当該遊技におけ
る特定役が特別役（「３－３－３」）であるため、図１６（Ｂ）に示すように、表示領域
決定抽選の結果は「１００％」の確率で領域＜５＞となる。このように、役抽選で特別役
に当選した場合に中領域84Cに特定ドミノ牌112が表示される割合は、役抽選で特別役に当
選した場合に中領域84C以外の表示部84の表示部分（左領域84L又は右領域84R）に特定ド
ミノ牌112が表示される割合に比べて高くなっている。ここでの「中領域84C」は「特定領
域」の一例である。
【０１９２】
　さらに、表示位置決定手段275は、上記のステップS26と同様に、表示領域決定抽選の実
行後、当該表示領域決定抽選で決定された分割領域140内における特定ドミノ牌112の表示
位置を決定する。
【０１９３】
　そして、ステップS28では、特定ドミノ牌112の表示位置が決定されたことに基づいて、
ステップS27にて決定された転倒前表示「９×９」が表示部84に表示される。転倒前表示
は、例えば、図１８に示すように、左領域84Lに２７個、中領域84Cに２７個、右領域84R
に２７個の合計８１個の起立状態のドミノ牌110が表示されたものとなる。このとき、図
１８では、特定ドミノ牌112が中領域84Cにおける領域＜５＞の「e」（図１５（Ａ）及び
（Ｄ）参照）に表示され、それ以外のドミノ牌110は通常ドミノ牌114が表示されている。
このように、図１８では、特定ドミノ牌112の表示位置が、役抽選で当選した特別役に基
づき停止可能な特別態様における特定図柄の停止位置（図２２参照）に対応している。
【０１９４】
　また、ステップS23からステップS28に進んだ場合、表示位置決定手段275は、図１６（
Ｂ）に示す抽選テーブルを用いて表示領域決定抽選を行う。
　例えば、図１６（Ｂ）に示すように、当該遊技における特定役が「１－１－３」の場合
、表示領域決定抽選の結果は、「５％」の確率で領域＜３＞となり、「２０％」の確率で
領域＜６＞となり、「３５％」の確率で領域＜７＞となり、「３５％」の確率で領域＜８
＞となり、「５％」の確率で領域＜９＞となる。
【０１９５】
　さらに、表示位置決定手段275は、上記のステップS26と同様に、表示領域決定抽選の実
行後、当該表示領域決定抽選で決定された分割領域140内における特定ドミノ牌112の表示
位置を決定する。
【０１９６】
　そして、ステップS28では、特定ドミノ牌112の表示位置が決定されたことに基づいて、
ステップS22にて決定された転倒前表示（例：「３×３」）が表示部84に表示される。転
倒前表示は、例えば、図１９に示すように、左領域84Lに３個、中領域84Cに３個、右領域
84Rに３個の合計９個の起立状態のドミノ牌110が表示されたものとなる。このとき、図１
９では、特定ドミノ牌112が左領域84Lにおける領域＜７＞の「a」（図１５（Ａ）及び（
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Ｂ）参照）に表示され、それ以外のドミノ牌110は通常ドミノ牌114が表示されている。こ
のように、図１９では、特定ドミノ牌112の表示位置が、役抽選で当選した特定役「１－
１－３」に基づき停止可能な通常態様における特定図柄の停止位置（図２３参照）に対応
している。
【０１９７】
　また、ステップS25からステップS28に進んだ場合、表示位置決定手段275は、図１６（
Ｂ）に示す抽選テーブルを用いて表示領域決定抽選を行う。
　例えば、図１６（Ｂ）に示すように、当該遊技における特定役が「３－３－１」の場合
、表示領域決定抽選の結果は、「３０％」の確率で領域＜１＞となり、「３０％」の確率
で領域＜２＞となり、「１０％」の確率で領域＜４＞となり、「１０％」の確率で領域＜
５＞となり、「１０％」の確率で領域＜７＞となり、「５％」の確率で領域＜８＞となり
、「５％」の確率で領域＜９＞となる。
【０１９８】
　さらに、表示位置決定手段275は、上記のステップS26と同様に、表示領域決定抽選の実
行後、当該表示領域決定抽選で決定された分割領域140内における特定ドミノ牌112の表示
位置を決定する。
【０１９９】
　そして、ステップS28では、特定ドミノ牌112の表示位置が決定されたことに基づいて、
ステップS22にて決定された転倒前表示（例：「６×６」）が表示部84に表示される。転
倒前表示は、例えば、図２０に示すように、左領域84Lに１２個、中領域84Cに１２個、右
領域84Rに１２個の合計３６個の起立状態のドミノ牌110が表示されたものとなる。このと
き、図２０では、特定ドミノ牌112が左領域84Lにおける領域＜４＞の「d」（図１５（Ａ
）及び（Ｃ）参照）に表示され、それ以外のドミノ牌110は通常ドミノ牌114が表示されて
いる。このように、図２０では、特定ドミノ牌112の表示位置が、役抽選で当選した特定
役「３－３－１」に基づき停止可能な通常態様における特定図柄の停止位置（図２４参照
）に対応している。
【０２００】
　図１３に示すステップS29において、全ての回転リール62の回転変動処理が終了したか
否かの判定が行われる。ここで、全ての回転リール62の回転変動処理が終了したと判定さ
れると、ステップS30に進む。一方、全ての回転リール62の回転変動処理が終了したと判
定されないと、再度ステップS29となる。
【０２０１】
　ステップS30において、報知手段520により、ドミノ牌110の表示が変化される、すなわ
ち、ドミノ牌110が転倒される。その後、ステップS31に進む。なお、ステップS30におい
て、ドミノ牌110が転倒される前には、各キャラクター120が一斉にドミノ牌110を押すよ
うな演出描写が行われ、その後、対応するドミノ牌110が転倒することとなっている。
【０２０２】
　ここで、好機演出では、役抽選で当選した特定役の種類により、当該遊技で転倒させる
ドミノ牌110の組合せが決定されている。
　例えば、特定役のうち、特別役に当選した場合には、左領域84Lにおける牌数の３／３
、中領域84Cにおける牌数の３／３、右領域84Rにおける牌数の３／３のドミノ牌110が転
倒される。また、特定役のうち、「１－１－３」に当選した場合には、左領域84Lにおけ
る牌数の１／３、中領域84Cにおける牌数の１／３、右領域84Rにおける牌数の３／３のド
ミノ牌110が転倒される。さらに、特定役のうち、「３－３－１」に当選した場合には、
左領域84Lにおける牌数の３／３、中領域84Cにおける牌数の３／３、右領域84Rにおける
牌数の１／３のドミノ牌110が転倒される。
【０２０３】
　このとき、報知手段520は、停止出目のうち、特定態様（特別態様又は通常態様）で停
止した特定図柄の停止位置に対応するドミノ牌110を転倒させる、とも言える。ここでの
「特定図柄の停止位置に対応するドミノ牌110」とは、出目が特定図柄となった回転リー
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ル62の各々の出目に対応する分割領域140に表示されたドミノ牌110のことである。
【０２０４】
　例えば、役抽選で特別役に当選し、ストップスイッチ50に対する操作態様により、全リ
ール停止時に特別態様が図柄表示窓部16から視認可能となった場合、その後、特別態様で
停止した特定図柄の停止位置に対応するドミノ牌110が転倒される、と言える（図２２参
照）。
【０２０５】
　また、役抽選で特定役（例：「１－１－３」、「３－３－１」等）に当選し、ストップ
スイッチ50に対する操作態様により、全リール停止時に通常態様が図柄表示窓部16から視
認可能となった場合、その後、通常態様で停止した特定図柄の停止位置に対応するドミノ
牌110が転倒される、と言える（図２１、図２３及び図２４参照）。
【０２０６】
　そして、ステップS30では、ステップS22又はステップS27にて決定された転倒後表示が
表示部84に表示される。
　ステップS26を経由してステップS30に至った場合、転倒後表示は、図２１に示すように
、左領域84Lに１２個、中領域84Cに１２個、右領域84Rに４個の合計２８個の転倒状態の
ドミノ牌110、及び右領域84Rに８個の起立状態のドミノ牌110が表示されたものとなる。
さらに、図２１では、図１７における残り数122「５０個」から転倒状態となった牌数「
２８個」が減算された「２２個」が新たな残り数122として表示されている。この際、図
示しないが、残り数122付近、又は残り数122に重畳して当該転倒後表示に対応するドミノ
牌110の転倒数が減算表示として表示される。例えば、減算表示として「－２８」との文
字が表示される。そして、この図２１では、特定ドミノ牌112が起立状態となっているた
め、当該遊技では特定演出が成功しないことが示されている。
【０２０７】
　また、図２１では、ストップスイッチ50に対する操作態様により、全リール停止時に役
抽選で当選した特定役「３－３－１」に基づき停止可能な通常態様が図柄表示窓部16から
視認可能となっている。つまり、図２１では、通常態様で停止した特定図柄の停止位置に
対応するドミノ牌110が転倒しており、停止出目を表現した演出が表示部84上に表示され
ている。
【０２０８】
　ステップS27を経由してステップS30に至った場合、転倒後表示は、図２２に示すように
、左領域84Lに２７個、中領域84Cに２７個、右領域84Rに２７個の合計８１個の転倒状態
のドミノ牌110が表示されたものとなる。さらに、図２２では、図１８における残り数122
「５０個」から転倒状態となった牌数「８１個」が減算された「０個」が新たな残り数12
2として表示されている。なお、減算結果が０より小さくなる場合であっても、残り数122
として「０」が表示されるよう設定されている。この際、図示しないが、残り数122付近
、又は残り数122に重畳して当該転倒後表示に対応するドミノ牌110の転倒数が減算表示と
して表示される。そして、減算表示は、直前の残り数122よりも大きい数字は表示せず、
最大でも直前の残り数122に対応する数字が表示されることとなっている。そのため、こ
の場合は、直前の残り数122「５０」よりも転倒数「８１」の方が多いが、例えば、減算
表示として「－５０」との文字が表示される。仮に減算表示として「－８１」との文字を
表示すると表示された残り数122と減算結果とが相違するため、遊技者を困惑させたり、
余分に減算した分の特典があるのかと遊技者を誤認させたりするおそれがある。一方で、
転倒後表示は、停止出目を表現する形で８１個のドミノ牌110が転倒するため、停止出目
と表示部84の表示との関連性を高め達成感を与えることができる。
【０２０９】
　そして、この図２２では、特定ドミノ牌112が転倒状態となっているため、当該遊技に
おいて特定演出が成功することが示されている。
　また、図２２では、ストップスイッチ50に対する操作態様により、全リール停止時に役
抽選で当選した特別役に基づき停止可能な特別態様が図柄表示窓部16から視認可能となっ
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ている。つまり、図２２では、特別態様で停止した特定図柄の停止位置に対応するドミノ
牌110が転倒しており、停止出目を表現した演出が表示部84上に表示されている。
【０２１０】
　ステップS23からステップS28に進んでステップS30に至り、特定役が「１－１－３」で
あり、転倒前表示が「３×３」である場合、転倒後表示は、図２３に示すように、左領域
84Lに１個、中領域84Cに１個、右領域84Rに３個の合計５個の転倒状態のドミノ牌110、及
び左領域84Lに２個、中領域84Cに２個の起立状態のドミノ牌110が表示されたものとなる
。さらに、図２３では、図１９における残り数122「２個」から転倒状態となった牌数「
５個」が減算された「０個」が新たな残り数122として表示されている。この際、図示し
ないが、残り数122付近、又は残り数122に重畳して当該転倒後表示に対応するドミノ牌11
0の転倒数が減算表示として表示される。例えば、減算表示として「－２」との文字が表
示される。そして、この図２３では、特定ドミノ牌112が転倒状態となっているため、当
該遊技において特定演出が成功することが示されている。
【０２１１】
　また、図２３では、ストップスイッチ50に対する操作態様により、全リール停止時に役
抽選で当選した特定役「１－１－３」に基づき停止可能な通常態様が図柄表示窓部16から
視認可能となっている。つまり、図２３では、通常態様で停止した特定図柄の停止位置に
対応するドミノ牌110が転倒しており、停止出目を表現した演出が表示部84上に表示され
ている。
【０２１２】
　ステップS25からステップS28に進んでステップS30に至り、特定役が「３－３－１」で
あり、転倒前表示が「６×６」である場合、転倒後表示は、図２４に示すように、左領域
84Lに１２個、中領域84Cに１２個、右領域84Rに４個の合計２８個の転倒状態のドミノ牌1
10、及び右領域84Rに８個の起立状態のドミノ牌110が表示されたものとなる。さらに、図
２４では、図２０における残り数122「５０個」から転倒状態となった牌数「２８個」が
減算された「２２個」が新たな残り数122として表示されている。この際、図示しないが
、残り数122付近、又は残り数122に重畳して当該転倒後表示に対応するドミノ牌110の転
倒数が減算表示として表示される。例えば、減算表示として「－２８」との文字が表示さ
れる。そして、この図２４では、特定ドミノ牌112が転倒状態となっているため、当該遊
技において特定演出が成功することが示されている。
【０２１３】
　また、図２４では、ストップスイッチ50に対する操作態様により、全リール停止時に役
抽選で当選した特定役「３－３－１」に基づき停止可能な通常態様が図柄表示窓部16から
視認可能となっている。つまり、図２４では、通常態様で停止した特定図柄の停止位置に
対応するドミノ牌110が転倒しており、停止出目を表現した演出が表示部84上に表示され
ている。
【０２１４】
　図１３に示すステップS31において、報知手段520により、結果表示が表示部84に表示さ
れる。そして、当該処理を終了する。
　結果表示には、当該遊技において特定演出が成功した場合に表示される遊技者にとって
有利な状況を示す有利表示126（図２５参照）と、当該遊技では特定演出が成功しない場
合に表示される遊技者にとって不利な状況を示す不利表示（図示せず）とが設けられてい
る。
【０２１５】
　ここで、有利表示126は、上記のように、当該遊技において特定演出が成功した場合に
表示される結果表示である。ただし、ストップスイッチ50に対する操作態様により、全リ
ール停止時に役抽選で当選した特定役に基づき停止可能な特定態様（特別態様又は通常態
様）が図柄表示窓部16から視認可能となった場合、有利表示126は「特定態様（特別態様
又は通常態様）で停止した特定図柄の停止位置に対応して特定ドミノ牌112が表示されて
いた場合に表示される」とも言える。このとき、有利表示126は、特定ドミノ牌112が転倒
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された後に表示される。
【０２１６】
　そして、有利表示126は、図２５に示すように、表示部84に「ＧＥＴ」の文字が表示さ
れ、遊技者にとって有利な状況、具体的には、有利区間通常状態からＡＴ状態へ移行する
ことを示唆している。一方、不利表示は、図示しないが、例えば、表示部84に「ＦＡＩＬ
ＵＲＥ」の文字が表示され、遊技者にとって不利な状況、具体的には、有利区間通常状態
からＡＴ状態へ移行しないことを示唆している。
【０２１７】
　上記で説明した好機演出は、特定態様（特別態様又は通常態様）で停止した特定図柄の
停止位置に対応するドミノ牌110が転倒していた、すなわち、停止出目を表現した演出が
表示部84上に表示されていた。しかし、好機演出は、ストップスイッチ50に対する操作態
様によっては、停止出目を表現した演出が表示部84上に表示されないこともある。
【０２１８】
　ここで、ストップスイッチ50に対する操作態様には、全リール停止時に役抽選で当選し
た特定役に基づき停止可能な特定態様（特別態様又は通常態様）が図柄表示窓部16から視
認できる第１操作態様と、全リール停止時に役抽選で当選した特定役に基づき停止可能な
特定態様（特別態様又は通常態様）が図柄表示窓部16から視認できない第２操作態様と、
が含まれている。
【０２１９】
　つまり、第１操作態様とは、役抽選で当選した特定役に応じた「操作タイミング」及び
「押し順」に適合するストップスイッチ50の操作方法（以下、「正解の操作方法」とする
）であり、第２操作態様とは、役抽選で当選した特定役に応じた「操作タイミング」及び
「押し順」に適合しないストップスイッチ50の操作方法（以下、「失敗の操作方法」とす
る）である。
【０２２０】
　そして、報知手段520は、役抽選で特定役に当選した場合に、第１操作態様又は第２操
作態様でストップスイッチ50が停止操作されたとしても、役抽選で当選した特定役に基づ
き停止可能な特定態様（特別態様又は通常態様）における特定図柄の停止位置に対応する
ドミノ牌110を転倒させる。
　つまり、本実施の形態では、役抽選で当選した特定役に応じた正解の操作方法（例：「
星バー図柄を狙う」＋「逆押し」）でストップスイッチ50が停止操作されなくとも、当選
した特定役の種類により定まるドミノ牌110の組合せに応じたドミノ牌110が転倒される。
【０２２１】
　例えば、図２６には、転倒前表示として、左領域84Lに１２個、中領域84Cに１２個、右
領域84Rに１２個の合計３６個の起立状態のドミノ牌110が表示されている。このとき、図
２６に示す場合における特定役は「１－１－１」とされている。つまり、図２６に示す場
合は、当該遊技における特定役「１－１－１」により予め定められた、左領域84Lにおけ
る牌数の１／３、中領域84Cにおける牌数の１／３、右領域84Rにおける牌数の１／３のド
ミノ牌110が転倒される。
【０２２２】
　図２７は、役抽選で当選した特定役に応じた正解の操作方法でストップスイッチ50が停
止操作されていない、すなわち、失敗の操作方法でストップスイッチ50が停止操作された
場合における表示例である。
【０２２３】
　ここで、特定役として「１－１－１」に当選した場合の通常態様は、左回転リール64の
出目が上から順に「ベル図柄」、「リプレイ図柄」、「月バー図柄」、中回転リール66の
出目が上から順に「リプレイ図柄」、「ベル図柄」、「星バー図柄」、右回転リール68の
出目が上から順に「リプレイ図柄」、「ベル図柄」、「雷バー図柄」となる。
【０２２４】
　しかし、図２７では、役抽選で当選した特定役「１－１－１」に応じた正解の操作方法
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でストップスイッチ50が停止操作されなかったため、全リール停止時に上記の通常態様が
図柄表示窓部16から視認可能となっていない。以下、この詳細について説明する。
【０２２５】
　具体的には、図２７は、第１停止操作の右ストップスイッチＲ及び第２停止操作の中ス
トップスイッチＣは役抽選で当選した特定役に応じた正解の操作方法で停止操作されたが
、第３停止操作の左ストップスイッチＬは役抽選で当選した特定役に応じた正解の操作方
法で停止操作されなかった例である。
【０２２６】
　図２７の例において、右回転リール68は、図柄表示窓部16の中段に図柄番号「１０」の
「ベル図柄」（図２参照）を引込可能な位置で右ストップスイッチＲが停止操作されたた
め、その出目が上から順に「リプレイ図柄」、「ベル図柄」、「雷バー図柄」となってい
る。
　また、中回転リール66は、図柄表示窓部16の中段に図柄番号「１０」の「ベル図柄」（
図２参照）を引込可能な位置で中ストップスイッチＣが停止操作されたため、その出目が
上から順に「リプレイ図柄」、「ベル図柄」、「星バー図柄」となっている。
【０２２７】
　一方、左回転リール64は、図柄表示窓部16の中段に図柄番号「１０」の「リプレイ図柄
」（図２参照）を引込可能な位置で左ストップスイッチＬが停止操作されなかったため、
他の図柄61が図柄表示窓部16内に停止する。この場合、本実施の形態は、図柄番号「３」
、「８」、及び「１８」の「スイカ図柄」（図２参照）、又は図柄番号「１５」の「リプ
レイ図柄」（図２参照）が左回転リール64の中段の出目となる停止制御を行うよう構成さ
れている。つまり、本実施の形態は、役抽選で当選した特定役に応じた正解の操作方法で
停止操作されなかった場合には、例えば、対応する回転リール62の上段の出目が「雷バー
図柄」となる停止制御は行わず、特定図柄の何れもが対応する回転リール62の出目に含ま
れないように停止制御を行う。
【０２２８】
　例えば、図２７では、図柄番号「１５」の「リプレイ図柄」（図２参照）が図柄表示窓
部16の中段に表示される停止制御が行われたため、左回転リール64の出目が上から順に「
ベル図柄」、「リプレイ図柄」、「ブランク図柄」となっている。
　上記のような停止制御を行うことにより、本来表示されることのない位置に特定図柄が
表示されることで停止出目と表示部84の表示とが整合せず、操作方法が正しくないにもか
かわらず、操作方法が正しく表示部84の表示が間違っているかのような誤解や疑念を遊技
者に与えることを抑制できる。つまり、役抽選で当選した特定役に応じた正解の操作方法
で停止操作されなかった場合の停止出目に特定図柄を含めないことで、停止出目と表示部
84の表示とが整合しなくなるが、自らの操作方法が正しくなかったと理解させることがで
き、上記のような誤解や疑念を与えることがない。　
【０２２９】
　ここで、第１停止操作である右ストップスイッチＲが役抽選で当選した特定役に応じた
正解の操作方法で停止操作されなかった場合には、それ以降の停止操作である中ストップ
スイッチＣ及び左ストップスイッチＬで当該特定役に応じた正解の操作方法で停止操作さ
れたとしても、中回転リール66及び左回転リール64の出目に何れの特定図柄も含めない停
止制御を行ってもよい。この場合、第１停止操作である右ストップスイッチＲにおいて当
該特定役に応じた正解の操作方法を行わなかったことに対して反省を促すことができ、今
後の停止操作に注力させることができる。
【０２３０】
　一方、第１停止操作である右ストップスイッチＲが役抽選で当選した特定役に応じた正
解の操作方法で停止操作されなかったが、それ以降の停止操作である中ストップスイッチ
Ｃ又は左ストップスイッチＬで当該特定役に応じた正解の操作方法で停止操作された場合
には、対応する回転リール62の出目に特定図柄を含めてもよい。この場合、第１停止操作
である右ストップスイッチＲの停止操作を失敗したとしても、それ以降の停止操作につい
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て停止出目と表示部84の表示との関連性の高い演出を楽しむことができ、途中で投げやり
な停止操作を行うことを抑制できる。
【０２３１】
　以上説明したように、本実施の形態では、上記のように、役抽選で当選した特定役に応
じた正解の操作方法（例：「星バー図柄を狙う」＋「逆押し」）でストップスイッチ50が
停止操作されなくとも、当選した特定役の種類により定まるドミノ牌110の組合せに応じ
たドミノ牌110が転倒される。
【０２３２】
　そのため、図２７では、役抽選で当選した特定役「１－１－１」に応じた正解の操作方
法でストップスイッチ50が停止操作されなかったが、転倒後表示として、左領域84Lに４
個、中領域84Cに４個、右領域84Rに４個の合計１２個の転倒状態のドミノ牌110、及び左
領域84Lに８個、中領域84Cに８個、右領域84Rに８個の合計２４個の起立状態のドミノ牌1
10が表示されている。
【０２３３】
　（作用効果）
　本実施の形態では、役抽選で特定役に当選した場合、特定図柄とは見た目が異なる所定
数のドミノ牌110（転倒前表示）、及び、推奨されるストップスイッチ50の操作態様を示
唆する示唆表示124が少なくとも表示部84に表示される。そして、本実施の形態では、停
止出目のうち、所定態様で停止した特定図柄の停止位置に対応するドミノ牌110が転倒さ
れた転倒後表示が表示部84に表示されることがある。
【０２３４】
　つまり、本実施の形態では、停止出目と表示部84の表示との間に関連性が生じることが
あり、この場合は停止出目を表現した演出が表示部84上で行われることとなる。これによ
り、本実施の形態によれば、停止出目と表示部84の表示との間に関連性が生じることで、
停止出目に対する遊技者の関心を高め、遊技の興趣を高めることができる。また、本実施
の形態によれば、停止出目と表示部84の表示との間に関連性が生じるため、演出に出目が
どう関わるかが明瞭となり、特定図柄を停止させたことに対する達成感を与えることがで
きる。
【０２３５】
　また、本実施の形態では、役抽選で特定役に当選した場合、特定ドミノ牌112を含む所
定数のドミノ牌110（通常ドミノ牌114及び特定ドミノ牌112）が転倒前表示として表示部8
4に表示される。そして、転倒前表示において、停止出目のうち所定態様で停止した特定
図柄の停止位置に対応して特定ドミノ牌112が表示されていた場合には、特定ドミノ牌112
が転倒された転倒後表示が表示部84に表示された後、遊技者にとって有利な状況を示す有
利表示126が表示部84に表示される。
【０２３６】
　つまり、本実施の形態では、特定ドミノ牌112が転倒されたことに基づき有利表示126が
表示部84に表示されるため、所定態様で停止する特定図柄の停止位置についての遊技者の
関心を高め、遊技の興趣を高めることができる。
【０２３７】
　また、本実施の形態では、特定役に、ストップスイッチ50に対する操作態様により、全
リール停止時に所定態様のうちの特別態様で停止可能な特別役が含まれている。そして、
本実施の形態では、役抽選で特別役に当選した場合に中領域84Cに特定ドミノ牌112が表示
される割合が、役抽選で特別役に当選した場合に中領域84C以外の表示部84の表示部分に
特定ドミノ牌112が表示される割合に比べて高くなっている。
【０２３８】
　これにより、本実施の形態では、役抽選で特別役に当選した場合に、中領域84Cに特定
ドミノ牌112が表示される頻度が高くなることが予想される。そのため、本実施の形態に
よれば、中領域84Cに特定ドミノ牌112が表示される規則性を予測する楽しみを遊技者に与
えることができる。
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【０２３９】
　また、本実施の形態によれば、役抽選で特別役に当選した場合に、表示部84の左右方向
の略端部部分である左領域84L又は右領域84Rに特定ドミノ牌112が表示される頻度が高く
なる場合に比べて、表示部84の目立つ表示部分に特定ドミノ牌112を表示でき、特定ドミ
ノ牌112に対する遊技者の注目度を高めることができる。
【０２４０】
　さらに、本実施の形態によれば、役抽選で特別役に当選した場合に、示唆表示124にて
最初に操作することが推奨されている右ストップスイッチＲの操作に基づき回転が停止す
る右回転リール68の出目に対応した右領域84Rに特定ドミノ牌112が表示される頻度が高く
なる場合に比べて、特定演出の成否が判明するタイミングを延ばすことができ、遊技者の
緊張感（ドキドキ感）を長続きさせることができる。
【０２４１】
　また、本実施の形態では、当該遊技において特定演出が成功する場合、役抽選で当選し
た特定役に基づき停止可能な特定態様（通常態様又は特別態様）における特定図柄の停止
位置に対応する表示部84の表示部分に特定ドミノ牌112が表示される。これにより、本実
施の形態によれば、当該遊技において特定演出が成功する場合に、停止出目と表示部84の
表示との間に関連性を生じさせ、停止出目を表現した演出を表示部84上で行うことができ
る。
【０２４２】
　また、本実施の形態では、当該遊技において特定演出が成功しない場合、役抽選で当選
した特定役に基づき停止可能な通常態様における特定図柄の停止位置に対応しない表示部
84の表示部分に特定ドミノ牌112が表示される。これにより、本実施の形態によれば、当
該遊技において特定演出が成功しない場合に、表示部84に表示された特定ドミノ牌112の
表示位置に停止出目における特定図柄の停止位置が対応してしまう不都合を防止できる。
【０２４３】
　また、本実施の形態では、役抽選で特定役に当選した場合に、第１操作態様又は第２操
作態様でストップスイッチ50が停止操作されたとしても、役抽選で当選した特定役に基づ
き停止可能な特定態様（特別態様又は通常態様）における特定図柄の停止位置に対応する
ドミノ牌110が転倒される。
【０２４４】
　つまり、本実施の形態では、役抽選で当選した特定役に応じた正解の操作方法（例：「
星バー図柄を狙う」＋「逆押し」）でストップスイッチ50が停止操作されなくとも、当選
した特定役の種類により定まるドミノ牌110の組合せに応じたドミノ牌110が転倒されるこ
ととなっている。
【０２４５】
　そのため、本実施の形態によれば、第１操作態様と第２操作態様とでストップスイッチ
50が停止操作された場合にドミノ牌110の転倒数が異なる場合に比べて、特定演出の制御
を容易にすることができる。
【０２４６】
　（その他）
　上記の実施形態では、星バー図柄、雷バー図柄、及び月バー図柄の各々が「特定図柄」
の一例であるとした。しかし、これに限らず、「特定図柄」は１種類の図柄61であっても
よい。例えば、星バー図柄のみを「特定図柄」の一例とし、星バー図柄が回転リール62に
おいて複数個連続して配置されてもよいし、星バー図柄、雷バー図柄、及び月バー図柄以
外の図柄61、例えば、７図柄を「特定図柄」の一例とし、７図柄が回転リール62において
複数個連続して配置されてもよい。
【０２４７】
　上記の実施形態では、一の特定図柄で一の絵柄を表現していたが、これに限らず、上下
方向又は左右方向に連続した複数の特定図柄で一の絵柄を表現してもよい。例えば、左回
転リール64における特定図柄の絵柄を上から順に「チャ」、「ン」、「ス」とすることに
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より、左回転リール64の回転が停止した場合に上下方向に「チャンス」との絵柄が視認可
能となるように構成してもよい。また、左回転リール64の特定図柄の絵柄を「チャ」、中
回転リール66の特定図柄の絵柄を「ン」、中回転リール66の特定図柄の絵柄を「ス」とす
ることにより、全ての回転リール62の回転が停止した場合に左右方向に「チャンス」との
絵柄が視認可能となるように構成してもよい。
【０２４８】
　上記の実施形態では、特定図柄を全ての回転リール62において３個連続して配置したが
、これに限らず、特定図柄は少なくとも２個の回転リール62において複数個連続して配置
されていればよい。そして、段落番号「０２４６」から「０２４８」に記載された態様は
、適宜組み合わせて実現してもよい。
【０２４９】
　上記の実施形態では、特定演出の一のステージを成功した場合に有利区間通常状態から
ＡＴ状態へ移行することとしたが、これに限らず、特定演出の全てのステージ（ステージ
Ａ～ステージＤ）を成功した場合に有利区間通常状態からＡＴ状態へ移行することとして
もよい。この場合、登場するステージの順序は、予め固定で定められていてもよいし、抽
選により決定してもよい。また、役抽選で特殊役（所謂レア役）に当選した場合には、未
だ成功していないステージを成功したこととして扱ってもよい。つまり、遊技者が実際に
ステージ毎に定められたドミノ牌110を転倒させたり、特定ドミノ牌112を転倒させたりし
なくとも、ステージの成功とみなしてもよい。また、有利区間への移行契機となった役抽
選結果に基づいて、ＡＴ状態へ移行するために成功すべきステージの数や種類が変化する
ようにしてもいい。
【０２５０】
　上記の実施形態では、有利区間通常状態において特定演出が行われることとしたが、特
定演出が行われる状態は限定されず、例えば、ＡＴ状態等の他の状態で特定演出を行って
もよい。そして、ＡＴ状態等の他の状態で特定演出を行った場合には、特定演出に成功し
た際の特典も適宜変更可能である。例えば、ＡＴ状態で特定演出を行い、特定演出に成功
した場合には、上記の特典として、ＡＴ状態の遊技区間を上乗せしたり、次のセットのＡ
Ｔ状態の実行権利を獲得できたりしてもよい。
【０２５１】
　上記の実施形態では、特定演出は固定の所定ゲーム数（例：２０ゲーム）の間で行われ
ることとしたが、これに限らず、特定演出のゲーム数は所定の抽選により複数の候補の中
から決定されてもよい。また、特定演出のゲーム数は、特定演出中の所定条件の成立に基
づき上乗せさせることがあってもよい。
【０２５２】
　上記の実施形態では、特定演出のステージを４種類設けたが、特定演出のステージの種
類はこれより多くても少なくてもよい。また、上記の実施形態では、牌数が少ないステー
ジの順に特定演出が成功しやすくなっていたが、ステージ毎の特定演出の成功しやすさは
これに限定されず、例えば、牌数が少ないステージの順に特定演出が成功しにくくなって
いてもよい。さらに、特定演出の成功しやすさは各ステージで同じとし、各ステージの違
いを初期牌数だけとしてもよい。
【０２５３】
　上記の実施形態では、特定演出中に実行される演出として、通常演出と好機演出とを設
けたが、これらの他に特定演出中に実行される演出を設けてもよい。例えば、通常演出（
期待度：小）に比べて一遊技あたりのドミノ牌110の転倒数が多くなる割合が高く、好機
演出（期待度：大）に比べて一遊技あたりのドミノ牌110の転倒数が少なくなる割合が高
い中間演出（期待度：中）を設けてもよい。
【０２５４】
　上記の実施形態では、役抽選で特別役に当選した場合における表示領域決定抽選の結果
を「１００％」の確率で領域＜５＞とすることで（図１６（Ｂ）参照）、役抽選で特別役
に当選した場合に中領域84Cに特定ドミノ牌112が表示される割合を、役抽選で特別役に当
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選した場合に中領域84C以外の表示部84の表示部分に特定ドミノ牌112が表示される割合に
比べて高くした。しかし、役抽選で特別役に当選した場合に中領域84Cに特定ドミノ牌112
が表示される割合が、役抽選で特別役に当選した場合に中領域84C以外の表示部84の表示
部分に特定ドミノ牌112が表示される割合に比べて高くなれば、例えば、役抽選で特別役
に当選した場合における表示領域決定抽選の結果を「９０％」の確率で領域＜５＞、「１
０％」の確率で領域＜１＞等となるようにしてもよい。
【０２５５】
　上記の実施形態では、「ストップスイッチ50の操作態様」に「操作タイミング」と「押
し順」とを含んでいた。しかし、これに限らず、ストップスイッチ50の操作態様を「操作
タイミング」のみとしてもよいし、ストップスイッチ50の操作態様を「押し順」のみとし
てもよい。
【０２５６】
　上記の実施形態では、役抽選で当選した特定役に応じた正解の操作方法（例：「星バー
図柄を狙う」＋「逆押し」）でストップスイッチ50が停止操作されなくとも、当選した特
定役の種類により定まるドミノ牌110の組合せに応じたドミノ牌110が転倒されることとし
た。つまり、上記の実施形態では、当選した特定役に基づいて転倒されるドミノ牌110が
決定されていた。
【０２５７】
　しかし、これに限らず、役抽選で特定役に当選した場合、停止出目のうち、所定態様で
停止した特定図柄の停止位置に対応するドミノ牌110のみを転倒させてもよい。つまり、
停止出目に基づいて転倒されるドミノ牌110を決定してもよい。このように構成すること
で、正解の操作方法、すなわち、第１操作態様でストップスイッチ50が停止操作された場
合と、失敗の操作方法、すなわち、第２操作態様とでストップスイッチ50が停止操作され
た場合とでドミノ牌110の転倒数が異なることとなる。
【０２５８】
　上記の実施形態では、通常演出における役抽選の結果により、当該遊技で転倒させるド
ミノ牌110の組合せを決定した。しかし、これに限らず、役抽選の結果に基づき転倒させ
るドミノ牌110の組合せを決定する抽選を行ったり、役抽選の結果にかかわらず毎ゲーム
転倒させるドミノ牌110の組合せを決定する抽選を行ったりしてもよい。また、上記の実
施形態は、通常演出において特定ドミノ牌112が転倒しない構成としたが、これに限らず
、通常演出において特定ドミノ牌112を転倒させるか否かの抽選を行うようにしてもいい
。
【０２５９】
　上記の実施形態では、好機演出が行われる場合、残り数122にかかわらず転倒前表示で
表示可能な最大の牌数を表示することとした。しかし、これに限らず、好機演出における
転倒前表示を残り数122に応じた牌数としてもよい。
【０２６０】
　この場合、転倒前表示は、１個の特定ドミノ牌112と、残り数122に応じた通常ドミノ牌
114とが表示部84に表示される。例えば、転倒前表示が「６×６」であり、かつ残り数122
が３７個以上の場合、１個の特定ドミノ牌112と、３５個の通常ドミノ牌114とが表示部84
に表示される。
【０２６１】
　ただし、当該遊技におけるドミノ牌110の残り数122（例：１０個）が当該遊技における
転倒前表示で表示可能な最大の牌数（例：「６×６」の３６個）よりも少ない場合には、
上記の残り数122に対応した数のドミノ牌110（例：９個の通常ドミノ牌114＋１個の特定
ドミノ牌112）が表示部84に表示される。
【０２６２】
　上記の実施形態では、転倒前表示が「６×６」又は「９×９」である場合、分割領域14
0が決定された後、表示位置決定抽選により当該分割領域140内における特定ドミノ牌112
の表示位置を決定した。そのため、上記の実施形態では、特定ドミノ牌112の表示位置の
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バリエーションが豊富となり、飽きのこない遊技を提供できる。
【０２６３】
　しかし、これに限らず、転倒前表示が「６×６」の場合は図１５（Ｃ）に示す「ｂ」、
転倒前表示が「９×９」の場合は図１５（Ｄ）に示す「e」等のように、分割領域140内に
おける特定ドミノ牌112の表示位置が予め決定されていてもよい。このように構成した場
合は、特定ドミノ牌112の表示位置するためのデータ量や処理負荷を軽減できる。また、
分割領域140内における特定ドミノ牌112の表示位置を予め決定する場合、転倒前表示が「
９×９」のときは、図１５（Ｄ）に示す「e」を特定ドミノ牌112の表示位置とすることが
望ましい。図１５（Ｄ）に示す「e」は、転倒前表示「９×９」の中心となる位置である
ことから好機演出の見栄えをよくできるためである。
【０２６４】
　上記の実施形態では、特定演出において、通常演出の場合と好機演出の場合とで共通の
キャラクター120を表示部84に表示していた。しかし、これに限らず、通常演出の場合と
好機演出の場合とで表示部84に表示されるキャラクター120を異ならせてもよい。例えば
、通常演出のキャラクター120を「人間」、好機演出のキャラクター120を「牛」として、
好機演出の方が多くのドミノ牌110が転倒するとの印象を遊技者に与えることが望ましい
。また、好機演出の中でも、特定役の種類や表示態様の種類に応じて「牛」のキャラクタ
ー120を「象」のキャラクター120に変更する等、より多くのドミノ牌110が転倒するとの
印象を遊技者に与えるキャラクター120に変更してもよい。
【０２６５】
　上記の実施形態では、ドミノ倒しを題材として特定演出について説明したが、特定演出
は停止出目と表示部84の表示との間に関連性が生じる演出であれば、表示部84の表示とし
てドミノ倒し以外を題材としてもよい。例えば、特定演出における表示部84の表示は、野
球のストライクゾーンを表現したものや、縁日での射的を表現したものでもいい。そして
、特定演出における表示部84の表示を野球のストライクゾーンとした場合、通常演出で使
用するボール（上記の実施形態の「キャラクター120」に相当）を「野球ボール」とし、
好機演出で使用するボールを「バスケットボール」として、好機演出の方が多くのストラ
イクゾーンをボールが通過するとの印象を遊技者に与えることが望ましい。また、特定演
出における表示部84の表示を縁日での射的とした場合、通常演出で使用する銃（上記の実
施形態の「キャラクター120」に相当）を「射的銃（コルク銃）」とし、好機演出で使用
する銃を「機関銃（マシンガン）」として、好機演出の方が多くの景品を倒せるとの印象
を遊技者に与えることが望ましい。
【０２６６】
　上記の実施形態では、特定役に当選した場合の停止出目を、各回転リール62の下段の出
目から上段の出目に向けて特定役の種類に応じた特定図柄が連続するように構成していた
。例えば、特定役として「１－２－３」に当選した場合は、左回転リール64の下段の出目
、中回転リール66の下段及び中段の出目、並びに右回転リール68の下段、中段、及び上段
の出目が特定図柄で構成されていた。
【０２６７】
　しかし、これに限らず、特定役に当選した場合の停止出目を、各回転リール62の上段の
出目から下段の出目に向けて特定役の種類に応じた特定図柄が連続するように構成しても
よい。例えば、特定役として「１－２－３」に当選した場合は、左回転リール64の上段の
出目、中回転リール66の上段及び中段の出目、並びに右回転リール68の上段、中段、及び
下段の出目を特定図柄で構成してもよい。そして、このように構成した場合は、表示部84
上の上部に表示された対象物だけの表示を変化させても違和感がないように、特定演出に
おける表示部84の表示を上記のような「野球のストライクゾーン」とすることが望ましい
。
【０２６８】
　ただし、このように構成した場合でも、特定演出における表示部84の表示を上記の実施
形態のような「ドミノ倒し」とすることは可能である。例えば、表示部84上の上部に表示
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されたドミノ牌110だけを転倒させる場合は、キャラクター120が表示部84上の下部のドミ
ノ牌110を押してもドミノ牌110が転倒せず、その後、風が吹いたり飛んできた物が当たっ
たりすることで、表示部84上の下部のドミノ牌110を残しつつ表示部84上の上部に表示さ
れたドミノ牌110が転倒するような映像とすることが望ましい。
【０２６９】
　上記の実施形態では、示唆表示124の操作タイミングとして、「「星バー」を狙え」と
の文字を表示することで星バー図柄を狙うことを推奨していたが、「「星バー」を狙え」
との文字を表示することに加えて又は代えて、星バー図柄の絵柄（図３（Ｄ）参照）を表
示してもよい。
【０２７０】
　上記の実施形態では、示唆表示124として、「操作タイミングを示す表示」と「押し順
を示す表示」とを別々に表示していたが、これに限らず、これら２種類の表示を１つの表
示領域で一体的に表現してもよい（例：「逆押しで「星バー」を狙え」）。これにより、
示唆表示124の省スペース化を実現できる。
【０２７１】
　上記の実施形態では、遊技者に最初に停止させることを推奨させる回転リール62が右回
転リール68であり、この右回転リール68において３個連続する特定図柄の真ん中の図柄61
が星バー図柄であるため、示唆表示124の操作タイミングとして星バー図柄を狙うことを
推奨していたが、これに限らず、示唆表示124の操作タイミングとして雷バー図柄又は月
バー図柄を狙うことを推奨してもよい。
【０２７２】
　また、示唆表示124の操作タイミングとして遊技者に狙うことを推奨する特定図柄は、
特定図柄の中で同じ絵柄の数が多い図柄61としてもよい。例えば、９個の特定図柄を５個
の星バー図柄と４個の雷バー図柄とで構成した場合には、同じ絵柄の数が多い「星バー図
柄」を遊技者に狙うことを推奨する特定図柄としてもよい。
【０２７３】
　上記の実施形態では、特定役のうち特別役に当選した場合は、当該遊技において特定演
出を成功させることとしたが、これに限らず、特別役に当選した場合でも当該遊技におい
て特定演出が成功しない状況を設けてもよい。例えば、特別役に当選した場合の転倒前表
示として「９×９」の他に「３×３」又は「６×６」の少なくとも一方を設けたり、「８
２以上」の牌数が設定されたステージを設けたりすることが想定される。これにより、特
別役に当選しても必ずしも当該遊技において特定演出が成功することがないように形成で
き、各遊技で着実に転倒数を増やすことを求めるゲーム性を創出できる。
【０２７４】
　上記の実施形態では、転倒後表示は、全ての回転リール62の回転変動処理が終了した後
に表示されることとしたが、これに限らず、各回転リール62の回転変動処理が終了する都
度、対応する表示部84の表示部分の転倒後表示が表現されるようにしてもよい。すなわち
、遊技者のストップスイッチ50の停止操作毎に転倒後表示を表示部84に表示してもよい。
【０２７５】
　上記の実施形態では、表示位置決定手段275は、表示領域決定抽選の結果が「１００％
」の確率で同じ領域が選択される場合にも抽選を行うこととしたが、これに限らず、「１
００％」の確率で同じ領域が選択される場合には抽選を行うことなく予め定められた領域
に決定してもよい。
【０２７６】
　上記の実施形態において、特定演出を成功できなかった場合（例：２０ゲーム以内で牌
数を０にできなかった場合、特定ドミノ牌112を倒せなかった場合）には、当該特定演出
でそれまでに転倒した牌数をリセットしてもよいし、次回に引き継いでもよい。
【０２７７】
　上記の実施形態において、成功できなかったステージと同じステージに再び挑むことと
なった場合には、前回転倒した分の牌数を引継いでもいいし、そのステージに対応する初
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期牌数を半分に減らした状態から開始してもいい。
【０２７８】
　上記の実施形態において、特定演出を実行するか否かの前兆期間を設けてもよく、その
場合、前兆期間の開始時にステージを決定し、前兆期間の開始から残り数122の減算を行
ってもよい。つまり、特定演出の実行前においても残り数122の減算を行ってもよい。た
だし、前兆期間よりも特定演出の方が、より多くの減算が行われるよう構成することが望
ましい。
【符号の説明】
【０２７９】
10　遊技機　　　　　　　　　　　　　　　12　筐体
14　前扉　　　　　　　　　　　　　　　　16　図柄表示窓部
17　メダルセレクタ　　　　　　　　　　　18　外部集中端子板
19　扉開閉用スイッチ　　　　　　　　　　20　上パネル
22　下パネル　　　　　　　　　　　　　　24　ホッパーユニット
26　メダル受け皿　　　　　　　　　　　　28　メダル払出口
30　操作部　　　　　　　　　　　　　　　32　ベットスイッチ
34　マックスベットスイッチ　　　　　　　35　シングルベットスイッチ
36　精算スイッチ　　　　　　　　　　　　38　メダル投入口
40　スタートスイッチ　　　　　　　　　　42　演出用ボタンスイッチ
43　電源ユニット　　　　　　　　　　　　44　電源スイッチ
45　設定キースイッチ　　　　　　　　　　46　設定変更スイッチ
50　ストップスイッチ　　　　　　　　　　Ｌ　左ストップスイッチ
Ｃ　中ストップスイッチ　　　　　　　　　Ｒ　右ストップスイッチ
60　リールユニット　　　　　　　　　　　61　図柄
61A　星マーク　　　　　　　　　　　　　61B　星マーク
61C　雷マーク　　　　　　　　　　　　　61D　月マーク
62　回転リール　　　　　　　　　　　　　63　リール位置センサ
64　左回転リール　　　　　　　　　　　　65　リール駆動モータ
66　中回転リール　　　　　　　　　　　　67　バックランプ
68　右回転リール　　　　　　　　　　　　70　演出装置
72　スピーカー　　　　　　　　　　　　　74　上部スピーカー
76　下部スピーカー　　　　　　　　　　　78　演出用ランプ
80　上部ランプ　　　　　　　　　　　　　82　下部ランプ
84　表示部　　　　　　　　 　　　　　　 84L　左領域
84C　中領域　　　　　　　　　　　　　　 84R　右領域
86　有効ライン
87　クレジット表示器　　　　　　　　　　88　払出枚数表示器
89　設定表示器　　　　　　　　　　　　　90　区間報知ランプ
92　投入センサ
94　払出センサ　　　　　　　　　　　　　95　ホッパーモータ
96　オーバーフローセンサ　　　　　　
100　制御装置　　　　　　　　　　　　　 110　ドミノ牌
112　特定ドミノ牌　　　　　　　　　　　 114　通常ドミノ牌
120　キャラクター　　　　　　　　　　　 122　残り数
124　示唆表示　　　　　　　　　　　　　 126　有利表示
140　分割領域
200　メイン制御手段　　　　　　　　　　 210　役抽選手段
220　リール制御手段　　　　　　　　　　 230　停止図柄判定手段
240　配当付与手段　　　　　　　　　　　 250　遊技状態制御手段
251　ノーマル遊技状態制御手段　　　　　 252　ボーナス内部中状態制御手段
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253　ボーナス遊技状態制御手段
260　有利区間制御手段　　　　　　　　　 270　特定演出制御手段
271　ステージ決定手段　　　　　　　　　 272　残り数カウント手段
273　表示態様決定手段　　　　　　　　　 274　特典抽選手段
275　表示位置決定手段　　　　　　　　　 280　送信手段
500　サブ制御手段　　　　　　　　　　　 510　受信手段
520　報知手段
【要約】
【課題】停止出目と表示部の表示との間に関連性を生じさせることで、停止出目に対する
遊技者の関心を高め、遊技の興趣を高める。
【解決手段】特定図柄は、少なくとも２個の回転リールにおいて複数個連続して配置され
、複数の回転リールが停止した場合に、縦に複数個かつ横に複数個並んだ状態が視認可能
となるよう構成され、複数の回転リールが停止した場合に、複数の特定図柄が視認可能と
なる所定態様で停止可能な特定役を備え、報知手段は、役抽選で特定役に当選した場合、
特定図柄とは見た目が異なる所定数の対象物、及び、推奨されるストップスイッチの操作
態様を示唆する示唆表示を表示部に表示させるとともに、複数の回転リールが停止したこ
とにより視認可能となった停止出目のうち、所定態様で停止した特定図柄の停止位置に対
応する対象物の表示を変化させる。
【選択図】図４

【図１】 【図２】
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