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(57)【要約】
【課題】排出球通路ユニットの交換を簡単に行うことが
できるようにする。
【解決手段】排出球通路ユニット２０は、内枠４にボル
ト２９により着脱可能に固定される。制御基板ユニット
１８、１９は、内枠４に支持されると共に、排出球通路
ユニット２０の裏面側に重なる使用位置から排出球通路
ユニット２０の裏面側を開放及びボルト２９の頭部を露
出させる開放位置へ移動させることによって、排出球通
路ユニット２０の着脱を可能とする。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持枠と、遊技球が打ち込まれる遊技領域を形成した遊技盤と、前記遊技盤の裏面側か
ら排出される遊技球を回収する排出球通路ユニットと、前記排出球通路ユニットの裏面側
に配置される制御基板ユニットを備えた弾球遊技機において、
　前記排出球通路ユニットは、前記支持枠に固定手段により着脱可能に固定され、
　前記制御基板ユニットは、前記排出球通路ユニットの裏面側に重なる使用位置から前記
排出球通路ユニットの裏面側を開放する開放位置へ移動可能とし、
　前記制御基板ユニットが前記開放位置に移動した場合に、前記固定手段が露出すること
を特徴とする弾球遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技領域に遊技球を発射することによって所定の遊技が行われるようにした
弾球遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　弾球遊技機（パチンコ機）においては、遊技者が発射ハンドルを操作することによって
発射装置を作動させて支持枠に取り付けられた遊技盤の遊技領域に遊技球を打ち込み、当
該打ち込んだ遊技球が遊技領域に設けた各種入賞口に入賞することにより、球払出装置か
ら所定量の遊技球が賞球として前面に設けられた上皿に払い出される。また、各種入賞口
に入賞した遊技球及び各種入賞口に入賞しなかった遊技球は、遊技領域での遊技が完了し
たものとして、遊技盤の裏面側へ排出球として排出される。そして、当該排出球は、遊技
盤の裏面下側にあって、支持枠の下部裏面側に配置される合成樹脂製の排出球通路ユニッ
トの上面に落下した後、排出球通路ユニットの通路に誘導されて弾球遊技機外に排出され
る。
【０００３】
　また、支持枠の下部には、球払出装置及び発射装置等をそれぞれ電気的に制御するため
の制御基板ユニットが排出球通路ユニットの後面側に重なり合うように固定される（例え
ば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１８５７５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載の弾球遊技機においては、排出球通路ユニットの上面に排出球が
多数落下することに起因して、排出球が落下するときの衝撃や経年劣化等により、排出球
通路ユニットに亀裂が生じる等して最悪の場合には排出球通路ユニットの交換が必要にな
ることがある。
【０００６】
　しかし、排出球通路ユニットの裏面側には、制御基板ユニットがボルト等の固定手段に
より固定されていることから、排出球通路ユニットを支持枠から取外すには、先に制御基
板ユニットを支持枠から取外した後、排出球通路ユニットを支持枠に固定しているボルト
等の固定手段を外さなければならないため、排出球通路ユニットの交換作業に多大な時間
を要する問題がある。
【０００７】
　本発明は、かかる課題に鑑みなされたものであって、排出球通路ユニットの交換を簡単
に行うことができるようにした弾球遊技機を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
　本発明は、支持枠と、遊技球が打ち込まれる遊技領域を形成した遊技盤と、前記遊技盤
の裏面側から排出される遊技球を回収する排出球通路ユニットと、前記排出球通路ユニッ
トの裏面側に配置される制御基板ユニットを備えた弾球遊技機において、前記排出球通路
ユニットは、前記支持枠に固定手段により着脱可能に固定され、前記制御基板ユニットは
、前記排出球通路ユニットの裏面側に重なる使用位置から前記排出球通路ユニットの裏面
側を開放する開放位置へ移動可能とし、前記制御基板ユニットが前記開放位置に移動した
場合に、前記固定手段が露出することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によると、制御基板ユニットを支持枠から取り外すことなく使用位置から開放位
置へ移動させるだけで、支持枠に固定手段により固定された排出球通路ユニットを支持枠
から簡単に取り外すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明における一実施形態を適用した弾球遊技機を示す正面側から見た斜視図で
ある。
【図２】弾球遊技機における前扉を外した状態を示す正面図である。
【図３】弾球遊技機の裏面図である。
【図４】弾球遊技機における外枠、内枠及び遊技球通路ユニット等を示す正面側から見た
斜視図である。
【図５】弾球遊技機における排出球通路ユニットをホール仕様とした状態を示す要部の横
断面図である。
【図６】弾球遊技機における排出球通路ユニットを展示仕様とした状態を示す要部の横断
面図である。
【図７】弾球遊技機における裏面側から見た要部の分解斜視図である。
【図８】弾球遊技機における排出球通路ユニットの交換部品のみを外した状態を示す裏面
側から見た要部の斜視図である。
【図９】弾球遊技機における排出球通路ユニットをホール仕様とした状態を示す裏面側か
ら見た要部の斜視図である。
【図１０】弾球遊技機における排出球通路ユニットを展示仕様とした状態を示す裏面側か
ら見た要部の斜視図である。
【図１１】弾球遊技機における排出球通路ユニットをホール仕様とした状態を示す要部の
裏面図である。
【図１２】弾球遊技機における排出球通路ユニットを展示仕様とした状態を示す要部の裏
面図である。
【図１３】弾球遊技機における電装基板ユニット及び払出発射制御基板ユニットを使用位
置にロックした状態を示す裏面側から見た要部の斜視図である。
【図１４】弾球遊技機における電装基板ユニットを使用位置にロックし、払出発射制御基
板ユニットを開放位置に移動させた状態を示す裏面側から見た要部の斜視図である。
【図１５】弾球遊技機における電装基板ユニット及び払出発射制御基板ユニットを開放位
置に移動させた状態を示す裏面側から見た要部の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１、２に示すように、弾球遊技機１は、外郭を形成してパチンコホール等の遊技施設
に据え付けられる矩形枠状の外枠２と、外枠２の左上下部に上下のヒンジ３、３により鉛
直軸回りに枢支され前後方向へ揺動可能な合成樹脂または金属等で形成される内枠（支持
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枠）４と、内枠４に着脱可能に取り付けられる遊技盤５と、内枠４の左上下部に上下のヒ
ンジ６、６により鉛直軸回りに枢支され前後方向へ開閉可能で、かつ内側に遊技盤５の盤
面（正面）を透視可能に覆うガラス板７１が嵌め込まれた前扉７とを備える。なお、図２
は、前扉７を外した状態の弾球遊技機１の正面図を示す。
【００１２】
　前扉７の左右両側には、遊技の状況に応じて点灯、消灯及び点滅等の照明による演出を
行う複数の光源を内蔵した照明部１１Ｌ、１１Ｒが設けられ、また、同じく左右上部には
、遊技状況に応じた効果音を出力するスピーカ１２Ｌ、１２Ｒが設けられる。さらに、前
扉７の前面下部には、内枠４の後側に設置される球払出装置８（図５、６参照）から払い
出される遊技球を貯留すると共に内枠４の下部前面に取り付けられる発射装置９へ供給可
能な上皿１３と、上皿１３の真下にあって、上皿１３が遊技球で満杯となったときその溢
球を受け入れて貯留するための下皿１４が設けられる。
【００１３】
　上皿１３は、貯留される遊技球が正面視で右方向へ転動するように、底面が左側から右
側へ向けて下り傾斜すると共に、上皿１３の底面には、上皿１３に貯留される遊技球を１
列に整列して発射装置９へ誘導するための整列通路１３２が設けられる。さらに、上皿１
３の左奥面には、球払出装置８から払い出される貸し球や賞球等の遊技球を導入するため
の導入口１３１が設けられる。
【００１４】
　下皿１４の奥面には、上皿１３が遊技球で満杯になったときの溢球を導入するための導
入口１４１が設けられる。さらに、下皿１４の底面には、下皿１４の前面に設けられるス
ライドレバー１４２をスライド操作することにより開放して下皿１４に貯留されている遊
技球を排出するための球抜き孔１４３が設けられる。
【００１５】
　前扉７の前面右下部には、発射ハンドル１５及び当該発射ハンドル１５の握り部位に前
後方向軸回りに回転可能に設けられ、発射装置９と電気的に接続されて打球の発射力を調
整するためのハンドルリング１５１が設けられる。
【００１６】
　図２に示すように、遊技盤５の盤面には、内側のガイドレール５２及び外側のガイドレ
ール５３によって包囲されるほぼ円形の遊技領域５１が形成される。遊技領域５１には、
発射装置９により遊技領域５１に打ち込まれた遊技球の流下方向を変化させる多数の遊技
釘５４と、遊技領域５１に打ち込まれた遊技球が入賞可能な複数（４個）の一般入賞口５
５、始動入賞口５６Ａ及び第２の始動入賞口でもある普通電動役物５６Ｂと、複数列の図
柄を変動表示可能な例えば液晶ディスプレイからなる演出表示器５７と、遊技者にとって
不利な第１状態（遊技球が入賞不能な閉鎖状態）と遊技者にとって有利な第２状態（遊技
球が入賞可能な開放状態）とに変化可能な大入賞口５８と、遊技領域５１に打ち込まれた
遊技球のうち各入賞口５５、５６Ａ、５６Ｂ、５８に入賞しなかったアウト球を遊技盤５
の裏面側に送り出すアウト口５９が設けられる。
【００１７】
　図３に示すように、遊技盤５の裏面下部には、各入賞口５５、５６Ａ、５６Ｂ、５８に
入賞した遊技球を導入して後述の排出球通路ユニット２０の上面に落下させるように誘導
する透明な合成樹脂製の排出通路１６が設けられる。排出通路１６には、各入賞口５５、
５６Ａ、５６Ｂ、５８に対応して入賞した遊技球をそれぞれ検出可能な検出スイッチ１６
Ａ、１６Ｂ、１６Ｃ、１６Ｄが設けられる。各検出スイッチ１６Ａ、１６Ｂ、１６Ｃ、１
６Ｄが検出した各入賞検出信号は、排出通路１６の裏面側に設置される図示略の主制御基
板に入力される。主制御基板は、各入賞検出信号を入力することにより、各入賞検出信号
に応じた遊技球が球払出装置８から払い出されるように球払出装置８を制御する。
【００１８】
　図２、４に示すように、内枠４の前面下部には、上皿１３から供給される遊技球を遊技
領域５１へ発射する発射装置９と、球払出装置８から払い出される貸し球や賞球等の遊技
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球を上皿１３へ誘導したり、上皿１３が遊技球で満杯なったときその溢球を下皿１４へ誘
導したり、発射装置９により発射された遊技球のうち遊技領域５１に到達することなく戻
ってきたファール球を下皿１４へ向けて誘導したりする遊技球通路ユニット１７が設けら
れる。
【００１９】
　遊技球通路ユニット１７は、前面が透明なカバー２４により覆われると共に、図５、６
に横断面図で示すように、球払出装置８から払い出される遊技球Ｂを上皿１３へ誘導する
上皿通路２１と、上皿１３及び上皿通路２１に遊技球Ｂが満杯になったとき、球払出装置
８から払い出される遊技球Ｂのうちオーバーフローした溢球Ｂ１を下皿１４へ誘導する溢
球通路２２と、発射装置９により発射された遊技球Ｂのうち遊技領域５１に到達すること
なく戻ってきたファール球を溢球通路２２を通過させて下皿１４へ誘導可能な図示略のフ
ァール球通路とを有する。
【００２０】
　上皿通路２１は、球払出装置８から払い出される貸し球や賞球等の遊技球Ｂを前方へ誘
導し得るように若干前下り傾斜すると共に、前扉７を閉じた状態において前端部の導出口
２１１が上皿１３の導入口１３１に連通することによって遊技球Ｂの上皿１３への導出を
可能にする。
【００２１】
　溢球通路２２は、前扉７を閉じた状態において、下端に設けた導出口２２１が下皿１４
の導入口１４１に連通することによって、溢球Ｂ１の下皿１４への導出を可能にする。
【００２２】
　主に図７、８に示すように、内枠４の下部裏面には、排出通路１６及びアウト口５９か
ら排出される排出球（遊技領域５１に打ち込まれた遊技球のうち遊技領域５１での遊技が
完了した遊技球）Ｂ２を回収し、当該排出球Ｂ２を、弾球遊技機１の仕様に応じて弾球遊
技機１外に排出したり上皿１３へ誘導したりする排出球通路ユニット２０が固定される。
さらに排出通路ユニット２０の裏面側には、主に図３に示すように、球払出装置８や発射
装置９等の各種電装機器に電気を供給する電源基板ユニット（制御基板ユニット）１８と
、主制御基板からのコマンドに基づいて球払出装置８及び発射装置９の制御を行う払出発
射制御基板ユニット１９（制御基板ユニット）とが設置される。
【００２３】
　弾球遊技機１の遊技は、遊技者によりハンドルリング１５１が操作されて、上皿１３に
貯留されている遊技球Ｂが発射装置９により遊技領域５１に打ち込まれることで開始され
る。遊技領域５１に打ち込まれた遊技球Ｂのうちいずれの入賞口５５、５６Ａ、５６Ｂに
入賞しなかったアウト球は、排出球Ｂ２として、遊技盤５のアウト口５９から遊技盤５の
裏面側に排出されて排出球通路ユニット２０における後述の案内面２５２上に落下して後
述のように誘導されて弾球遊技機１外に排出される。但し、アウト球が弾球遊技機１外に
排出されるのは、弾球遊技機１をホール仕様に設定した場合だけであって、弾球遊技機１
を展示仕様に設定した場合には、アウト球は、後述の排出球通路ユニット２０における循
環仕様部品２８の案内面２８１に落下することにより上皿１３に再び戻される。
【００２４】
　遊技領域５１に打ち込まれた遊技球Ｂが始動入賞口５６Ａに入賞した場合には、これを
契機に主制御部によって所定の確率に基づいて抽選が実行される。当該抽選の結果、大当
りとなって演出表示器５７に変動表示されている複数列の図柄が所定の組合せで停止して
大当りに確定表示された場合（例えば、複数列に同一の図柄が揃った場合）には、大当り
状態を生起させて、大入賞口５８を第１状態から第２状態に変化させる。大当り状態のと
きには、第２状態にある大入賞口５８に多数の遊技球Ｂが入賞可能となり、球払出装置８
から賞球として大量の遊技球Ｂが払い出される。また、始動入賞口５６Ａ及び大入賞口５
８に入賞した遊技球は、排出球Ｂ２として、排出通路１６に誘導されてアウト球と同様に
排出球通路ユニット２０における案内面２５２上に落下することにより後述のように誘導
されて弾球遊技機１外に排出される。また、弾球遊技機１を展示仕様に設定した場合には
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、排出球Ｂ２は、アウト球と同様に排出球通路ユニット２０における循環仕様部品２８の
案内面２８１に落下することにより上皿１３に再び戻される。
【００２５】
　球払出装置８から払い出された遊技球Ｂは、弾球遊技機１がホール仕様及び展示仕様の
いずれの場合であっても、上皿１３が満杯でなければ、図５、６に矢印ａで示す方向へ転
動して上皿１３に導出される。そして、弾球遊技機１がホール仕様の場合には、上皿１３
及び上皿通路２１が遊技球Ｂで満杯になったとき、溢球Ｂ１は、図５、６に矢印ｂで示す
方向へ誘導されて下皿１４に導出される。
【００２６】
　さらに、球払出装置８から遊技球Ｂが払い出されて、下皿１４が溢球Ｂ１で満杯になる
と、溢球通路２２に滞留する溢球Ｂ１が溢球通路２２に設けられる図示略の満杯検出スイ
ッチがＯＦＦ状態からＯＮ状態に切り替わり、当該ＯＮ信号は主制御部に送信される。主
制御部は、満杯検出スイッチからのＯＮ信号を所定時間継続して受信した場合には、下皿
１４に溢球Ｂ１が満杯状態であると判断し、下皿１４が満杯である旨を遊技者に対して音
声等で報知する。
【００２７】
　球抜きの報知に基づいて、遊技者がスライドレバー１４２をスライド操作して、球抜き
孔１４３を開放すると、下皿１４に貯留されている溢球Ｂ１は、球抜き孔１４３から排出
される。
【００２８】
　次に、排出球通路ユニット２０について説明する。
　主に図７～１０に示すように、排出球通路ユニット２０は、内枠４の裏面、すなわち遊
技球通路ユニット１７の裏面に着脱可能に固定される合成樹脂製の大型の排出球通路本体
２５及び排出球通路本体２５の裏面に固定されるカバー２６と、排出球通路本体２５と別
体で形成される小型の合成樹脂製の交換部品でもあるホール仕様の排出部品２７または展
示仕様の循環部品２８のいずれかを含んで構成される。
【００２９】
　弾球遊技機１をパチンコホール等の遊技施設で使用されるホール仕様に設定する場合に
は、図９、１１に示すように、排出球通路本体２５に排出部品２７を組み付けることで排
出球通路ユニット２０を構成し、また、同じく展示会場等で使用する展示仕様に設定する
場合には、図１０、１２に示すように、排出球通路本体２５に循環部品２８を組み付ける
ことで排出球通路ユニット２０を構成する。換言すると、排出球通路本体２５に組み付け
る交換部品を、排出部品２７から循環部品２８、またはその逆に交換することよって、弾
球遊技機１をホール仕様から展示仕様、またはその逆に変更することができる。
【００３０】
　排出球通路本体２５は、図８、９に示すように、内枠４の下部裏面にカバー２６と共に
固定手段をなす前方を向く複数のボルト２９により着脱可能に固定されると共に、上面に
形成された横長の凹部２５１の底面には、遊技盤５のアウト口５９及び排出通路１６から
排出される排出球Ｂ２を正面視で左方向へ誘導し得るように左下り傾斜の案内面２５２が
設けられ、また、主に図１１、１２に示すように、案内面２５２の下側には、案内面２５
２に落下した排出球Ｂ２を導入して排出球通路本体２５の下端から排出するように、案内
面２５２に繋がって、かつ左右方向へ蛇曲状に屈曲した排出通路部２５３が設けられる。
【００３１】
　弾球遊技機１をホール仕様に設定する場合には、図９に示すように、排出部品２７を排
出球通路本体２５の上部に隣接する凹部２５４（図８参照）に嵌合固定する。これにより
、図１１に示すように、アウト口５９及び排出通路１６から排出される排出球Ｂ２は、排
出球通路本体２５の案内面２５２または排出部品２７に形成された凹状の案内部２７１に
落下して下り方向へ誘導されることにより、排出通路部２５３に導入されて排出通路部２
５３の下端から弾球遊技機１外に排出される。
【００３２】
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　弾球遊技機１を展示仕様に設定する場合には、図１０に示すように、循環部品２８を排
出球通路本体２５における凹部２５１上及び凹部２５４に嵌合固定する。嵌合固定された
循環部品２８は、自体の上面に形成される正面視左下り傾斜の案内面２８１が排出球通路
本体２５の案内面２５２を上側から覆うと共に、図６に示すように、正面視で左端部が上
皿通路２１に連通する。これにより、図１２に示すように、アウト口５９及び排出通路１
６から排出される排出球Ｂ２は、循環部品２８の案内面２８１に落下して下り方向（矢印
方向）へ誘導されることにより、図６に示すように、上皿通路２１に誘導されて上皿１３
に再び戻される。すなわち、上皿１３から供給されて遊技領域５１に打ち込まれて遊技領
域５１での遊技が完了して遊技盤５の裏面側から排出される排出球Ｂは、循環部品２８を
使用した場合には、弾球遊技機１内を循環して上皿１３に再び戻される。
【００３３】
　上述のように、排出球通路ユニット２０を、大型の排出球通路本体２５に対して必要に
応じて小型の交換部品である排出部品２７または循環部品２８のいずれかを組み付けるこ
とで、弾球遊技機１をホール仕様または展示仕様に設定することが可能となる。また、大
型の排出球通路本体２５は、ホール仕様及び展示仕様間での共用化が可能であるため、コ
ストの削減を図ることをできる。
【００３４】
　次に、電源基板ユニット１８及び払出発射制御基板ユニット１９について説明する。
　電源基板ユニット１８は、横長矩形のケース１８１内に図示略の各種電子部品が実装さ
れた電源基板を収容することで構成され、正面視でケース１８１の右端が上下方向の軸１
８２（図１５参照）により内枠４の下部裏面に揺動可能に枢支されることによって、主に
図１３、１４に示すように、内枠４の裏面及び排出球通路本体２５の裏面に重なる使用位
置（弾球遊技機１が稼働状態にあるときの位置）と、使用位置から後方へ揺動してボルト
２９の頭部を含む内枠４の下部裏面及び排出球通路本体２５の裏面を開放する開放位置（
排出球通路ユニット２０を交換するときの位置）に揺動可能である。
【００３５】
　電源基板ユニット１８のケース１８１の前面には、主に図１４に示すように、第１スラ
イドロックレバー１８３及び第２スライドロックレバー１８４が左右方向へスライド可能
に支持される。第１スライドロックレバー１８３は、排出球通路ユニット２０におけるカ
バー２６に設けた係合溝２６１（図７～１０参照）に係合することにより電源基板ユニッ
ト１８を使用位置にロックする。第２スライドロックレバー１８４は、図３、１３に示す
ように、払出発射制御基板ユニット１９における後述のカバー１９１に係合することによ
って払出発射制御基板ユニット１９を後述の使用位置にロックする。
【００３６】
　払出発射制御基板ユニット１９は、主に図３に示すように、横長矩形のケース１９１内
に図示略の各種電子部品が実装された払出制御基板及び発射制御基板を収容することで構
成されると共に、正面視でケース１９１の左端が上下方向の軸１９２により内枠４の下部
裏面に揺動可能に枢支されることにより、電源基板ユニット１８におけるケース１８１の
裏面の左半分（裏側から見た場合は右半分）及び排出球通路本体２５の裏面に重なる使用
位置（弾球遊技機１が稼働状態にあるときの位置）（図３、１３参照）から後方へ揺動し
てボルト２９の頭部を含むケース１８１の裏面及び排出球通路本体２５の裏面を開放する
開放位置（排出球通路ユニット２０を交換するときの位置）（主に図７、１４及び図１５
参照）、及びその逆に揺動可能である。
【００３７】
　例えば、排出球通路ユニット２０が経年劣化等により新しいものへの交換が必要になっ
た場合には、次のような要領で交換作業が行われる。
【００３８】
　先ず、図１３に示すように、使用位置にロックされている電源基板ユニット１８の第２
スライドロックレバー１８４を正面視で右方へスライドさせ、使用位置にロックされてい
る払出発射制御基板ユニット１９のロックを解除し、図１４に示すように、払出発射制御
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基板ユニット１９を軸１９２を中心に開放位置に揺動させる。
【００３９】
　次に、電源基板ユニット１８の第１スライドロックレバー１８３を正面視で右方へスラ
イドさせて、電源基板ユニット１８のロックを解除し、図１５に示すように、電源基板ユ
ニット１８を軸１８２を中心に使用位置から開放位置に揺動させる。
【００４０】
　電源基板ユニット１８及び払出発射制御基板ユニット１９を開放位置に揺動させること
により、排出球通路ユニット２０の裏面が開放されて全てのボルト２９の頭部が露出する
。この状態で、ドライバー等を用いて全てのボルト２９を外して、排出球通路本体２５、
カバー２６及び排出部品２７（または循環部品２８）を内枠４の裏面から取り外して、交
換の対象となる部品を交換する。
【００４１】
　排出球通路ユニット２０を交換した後は、先に電動基板ユニット１８を使用位置に戻し
て第１スライドロックレバー１８３をスライドさせてロックする。続いて、払出発射制御
基板ユニット１９を使用位置に戻して、第２スライドロックレバー１８４をスライドさせ
て、払出発射制御基板ユニット１９を使用位置にロックする。
【００４２】
　上述により、電源基板ユニット１８及び払出発射制御基板ユニット１９を内枠１４から
取り外すことなく、排出球通路ユニット２０を簡単に交換することができる。
【００４３】
　なお、本実施形態においては、排出球通路ユニット２０の裏面側に配置される制御基板
ユニットを電源基板ユニット１８及び払出発射基板ユニット１９としたが、本発明は、本
実施形態に限定されるものでなく、排出球通路ユニット２０の裏面側に電源基板ユニット
１８または払出発射基板ユニット１９のいずれか一方を配置したり、または他の制御基板
ユニットに代えたりしても良い。
【符号の説明】
【００４４】
１　弾球遊技機　　　　　　　　　　　　　２　外枠
３　ヒンジ　　　　　　　　　　　　　　　４　内枠（支持枠）
５　遊技盤　　　　　　　　　　　　　　　６　ヒンジ
７　前扉　　　　　　　　　　　　　　　　８　球払出装置
９　発射装置　　　　　　　　　　　　　　１１Ｌ、１１Ｒ　照明部
１２Ｌ、１２Ｒ　スピーカ　　　　　　　　１３　上皿
１４　下皿　　　　　　　　　　　　　　　１５　発射ハンドル
１６　排出通路
１６Ａ、１６Ｂ、１６Ｃ、１６Ｄ　検出スイッチ
１７　遊技球通路ユニット
１８　電源基板ユニット（制御基板ユニット）
１９　払出発射制御基板ユニット（制御基板ユニット）
２０　排出球通路ユニット　　　　　　　　２１　上皿通路
２２　溢球通路　　　　　　　　　　　　　２４　カバー
２５　排出球通路本体　　　　　　　　　　２６　カバー
２７　排出部品（交換部品）　　　　　　　２８　循環部品（交換部品）
２９　ボルト（固定手段）　　　　　　　　５１　遊技領域
５２、５３　ガイドレール　　　　　　　　５４　遊技釘
５５　一般入賞口　　　　　　　　　　　　５６Ａ　始動入賞口
５６Ｂ　普通電動役物　　　　　　　　　　５７　演出表示器
５８　大入賞口　　　　　　　　　　　　　５９　アウト口
７１　ガラス板　　　　　　　　　　　　　１３１　導入口
１３２　整列通路　　　　　　　　　　　　１４１　導入口
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１４２　スライドレバー　　　　　　　　　１４３　球抜き孔
１５１　ハンドルリング　　　　　　　　　１８１　ケース
１８２　軸　　　　　　　　　　　　　　　１８３　第１スライドロックレバー
１８４　第２スライドロックレバー　　　　１９１　ケース
１９２　軸　　　　　　　　　　　　　　　２１１　導出口
２２１　導出口　　　　　　　　　　　　　２５１　凹部
２５２　案内面　　　　　　　　　　　　　２５３　排出通路部
２５４　凹部　　　　　　　　　　　　　　２６１　係合溝
２７１　案内部　　　　　　　　　　　　　２８１　案内面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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