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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変動表示装置の表示結果が予め定めた特定表示結果となって特定遊技状態となった場合
に、遊技球が入賞できない状態から入賞し易い状態に変化する大入賞口装置を備えた遊技
機において、
　前記大入賞口装置は、左右方向に列設される第１大入賞口と第２大入賞口とから構成さ
れ、
　前記第１大入賞口は、少なくとも、
　前記大入賞口装置の縦中心線の左側方に設けられて開閉動作をする左羽根部材と、
　該左羽根部材が開放状態のときに該左羽根部材の先端との間隔が遊技球の直径以下とな
るように前記左羽根部材の左側方に設けられて遊技球を前記左羽根部材側へ向けて誘導す
る左側方誘導部と、
　前記左羽根部材が閉塞状態のとき該左羽根部材の先端との間隔が遊技球の直径以下とな
るように前記左羽根部材の上方に設けられて遊技球を前記左側方誘導部側へ向けて誘導す
る左上方誘導部と、を備えて、前記左側方誘導部の左端と前記左上方誘導部の右端との間
隔が前記第１大入賞口の横幅寸法を構成し、
　前記第２大入賞口は、少なくとも、
　前記大入賞口装置の縦中心線の右側方に設けられて開閉動作をする右羽根部材と、
　該右羽根部材が開放状態のときに該右羽根部材の先端との間隔が遊技球の直径以下とな
るように前記右羽根部材の右側方に設けられて遊技球を前記右羽根部材側へ向けて誘導す
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る右側方誘導部と、
　前記右羽根部材が閉塞状態のとき該右羽根部材の先端との間隔が遊技球の直径以下とな
るように前記右羽根部材の上方に設けられて遊技球を前記右側方誘導部側へ向けて誘導す
る右上方誘導部と、を備えて、前記右側方誘導部の右端と前記右上方誘導部の左端との間
隔が前記第２大入賞口の横幅寸法を構成し、
　前記左羽根部材と前記右羽根部材との間には、前記第１大入賞口に入賞した遊技球と前
記第２大入賞口に入賞した遊技球とを分離する分離壁が形成され、
　前記変動表示装置の表示結果が前記特定表示結果のうち、特別表示結果となったときに
当該特別表示結果に基づく前記特定遊技状態の終了後に前記変動表示装置の表示結果が前
記特定表示結果となる確率が高くなる特別遊技状態となり、前記変動表示装置の表示結果
が前記特別表示結果に基づく前記特定遊技状態となった場合に、前記左羽根部材と前記右
羽根部材のうち、予め定められた一方の羽根部材が開放され、
　前記変動表示装置の表示結果が前記特別表示結果以外の前記特定表示結果に基づく前記
特定遊技状態となった場合に、前記特別遊技状態で開放される羽根部材と異なる羽根部材
が開放されることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　変動表示装置の表示結果が予め定めた特定表示結果となって特定遊技状態となった場合
に、遊技球が入賞できない状態から入賞し易い状態に変化する大入賞口装置を備えた遊技
機において、
　前記大入賞口装置は、左右方向に列設される第１大入賞口と第２大入賞口とから構成さ
れ、
　前記第１大入賞口は、少なくとも、
　前記大入賞口装置の縦中心線の左側方に設けられて開閉動作をする左羽根部材と、
　該左羽根部材が開放状態のときに該左羽根部材の先端との間隔が遊技球の直径以下とな
るように前記左羽根部材の左側方に設けられて遊技球を前記左羽根部材側へ向けて誘導す
る左側方誘導部と、
　前記左羽根部材が閉塞状態のとき該左羽根部材の先端との間隔が遊技球の直径以下とな
るように前記左羽根部材の上方に設けられて遊技球を前記左側方誘導部側へ向けて誘導す
る左上方誘導部と、
　前記第１大入賞口に入賞した遊技球を検出する第１検出センサと、を備えて、前記左側
方誘導部の左端と前記左上方誘導部の右端との間隔が前記第１大入賞口の横幅寸法を構成
し、
　前記第２大入賞口は、少なくとも、
　前記大入賞口装置の縦中心線の右側方に設けられて開閉動作をする右羽根部材と、
　該右羽根部材が開放状態のときに該右羽根部材の先端との間隔が遊技球の直径以下とな
るように前記右羽根部材の右側方に設けられて遊技球を前記右羽根部材側へ向けて誘導す
る右側方誘導部と、
　前記右羽根部材が閉塞状態のとき該右羽根部材の先端との間隔が遊技球の直径以下とな
るように前記右羽根部材の上方に設けられて遊技球を前記右側方誘導部側へ向けて誘導す
る右上方誘導部と、
　前記第２大入賞口に入賞した遊技球を検出する第２検出センサと、を備えて、前記右側
方誘導部の右端と前記右上方誘導部の左端との間隔が前記第２大入賞口の横幅寸法を構成
し、
　前記変動表示装置の表示結果が前記特定表示結果のうち、特別表示結果となったときに
当該特別表示結果に基づく前記特定遊技状態の終了後に前記変動表示装置の表示結果が前
記特定表示結果となる確率が高くなる特別遊技状態となり、前記変動表示装置の表示結果
が前記特別表示結果に基づく前記特定遊技状態となった場合に、前記左羽根部材と前記右
羽根部材のうち、予め定められた一方の羽根部材が開放され、
　前記変動表示装置の表示結果が前記特別表示結果以外の前記特定表示結果に基づく前記
特定遊技状態となった場合に、前記特別遊技状態で開放される羽根部材と異なる羽根部材



(3) JP 4867188 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

が開放されることを特徴とする遊技機。
【請求項３】
　前記第１検出センサ及び前記第２検出センサは、遊技球を検出することにより賞球を払
い出すための第１払出信号及び第２払出信号をそれぞれ出力し、
　前記第１払出信号に基づいて払い出される賞球の個数と前記第２払出信号に基づいて払
い出される賞球の個数とは異なることを特徴とする請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記左側方誘導部には、前記左羽根部材が開放するときに点灯する第１側方電飾部材が
設けられ、
　前記右側方誘導部には、前記右羽根部材が開放するときに点灯する第２側方電飾部材が
設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の遊技機。
【請求項５】
　前記左上方誘導部には、前記左羽根部材が開放するときに点灯する第１上方電飾部材が
設けられ、
　前記右上方誘導部には、前記右羽根部材が開放するときに点灯する第２上方電飾部材が
設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の遊技機。
【請求項６】
　前記左上方誘導部と前記右上方誘導部との間には、
　前記右上方誘導部側に傾斜することにより遊技球を前記左上方誘導部側に誘導する状態
と、
　前記左上方誘導部側に傾斜することにより遊技球を前記右上方誘導部側に誘導する状態
と、に変化する切換誘導部が設けられていることを特徴とする請求項１乃至請求項５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、予め定めた遊技状態となった場合に、遊技球が入賞できない状態から入賞し
易い状態に変化する大入賞口装置を備えた遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、遊技機としてのパチンコ機には、特別図柄が変動表示される変動表示装置、
パチンコ玉が入賞することにより変動表示装置の変動表示を開始させる入賞口装置、変動
表示装置での表示結果が大当りとなったときに開放して遊技球を受け入れる大入賞口装置
等が備えられており、大入賞口装置が開放することにより遊技客が多量の賞球を獲得でき
るようになっている。従来、この大入賞口装置は、パチンコ機の遊技盤面に１個だけ設け
られていたが、規則が改正されて遊技盤面に２個の大入賞口装置を設けることができるよ
うになったため、近年、例えば、大入賞口装置を上下方向で２個並べたものが好んで採用
されるようになっている（例えば、特許文献１）。
【特許文献１】特開２０００－７９２１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一方、近年のパチンコ機においては、上記した変動表示装置等が大型化される傾向にあ
り、遊技盤面でその他の部材を使用できる面積が減少し、従来の構造の大入賞口装置を上
下方向、あるいは左右方向に２個並べて設置した場合、遊技領域内に収まらないという問
題が出てきている。また、大入賞口装置における大入賞口の横幅寸法は、規則上「５５ｍ
ｍ以上１３５ｍｍ以下」と規定されているため、大入賞口を小さく設計しようとしても限
界があった。
【０００４】
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　例えば、上記した特許文献１に開示されるパチンコ機のように、大入賞口装置を上下方
向で２個並べて設置した場合、大入賞口の横幅寸法を最低の「５５ｍｍ」とした場合であ
っても、大入賞口装置の高さ寸法が大きくなり、下方に位置する大入賞口装置に対して釘
を配置するスペースがなくなってしまい、パチンコ玉を誘導し難いという問題点があった
。
【０００５】
　また、大入賞口装置を左右方向で２個並べた場合、やはり、大入賞口の横幅寸法を最低
の「５５ｍｍ」とした場合であっても、大入賞口の横幅以外にも大入賞口装置を取り付け
るためのフランジ等の部位が必要となるため、遊技領域内に収まらないという問題があっ
た。
【０００６】
　本発明は、上記した事情に鑑みなされたもので、その目的とするところは、規則上の大
入賞口の大きさとしながら、その装置全体の大きさを極力抑えた大入賞口装置を備えた遊
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】
【０００７】
　上記した目的を達成するために、請求項１に係る発明においては、図２及び図３に示す
ように、変動表示装置４の表示結果が予め定めた特定表示結果となって特定遊技状態とな
った場合に、遊技球が入賞できない状態から入賞し易い状態に変化する大入賞口装置５を
備えたパチンコ機（遊技機）において、前記大入賞口装置５は、左右方向に列設される第
１大入賞口２１と第２大入賞口２２とから構成され、前記第１大入賞口２１は、少なくと
も、前記大入賞口装置５の縦中心線の左側方に設けられて開閉動作をする左羽根部材３０
と、該左羽根部材３０が開放状態のときに該左羽根部材３０の先端との間隔がパチンコ玉
（遊技球）の直径以下となるように前記左羽根部材３０の左側方に設けられてパチンコ玉
を前記左羽根部材３０側へ向けて誘導する左側方誘導部３３と、前記左羽根部材３０が閉
塞状態のとき該左羽根部材３０の先端との間隔がパチンコ玉の直径以下となるように前記
左羽根部材３０の上方に設けられてパチンコ玉を前記左側方誘導部３３側へ向けて誘導す
る左上方誘導部３１と、を備えて、前記左側方誘導部３３の左端と前記左上方誘導部３１
の右端との間隔が前記第１大入賞口２１の横幅寸法を構成し、前記第２大入賞口２２は、
少なくとも、前記大入賞口装置５の縦中心線の右側方に設けられて開閉動作をする右羽根
部材５０と、該右羽根部材５０が開放状態のときに該右羽根部材５０の先端との間隔がパ
チンコ玉の直径以下となるように前記右羽根部材５０の右側方に設けられてパチンコ玉を
前記右羽根部材５０側へ向けて誘導する右側方誘導部５３と、前記右羽根部材５０が閉塞
状態のとき該右羽根部材５０の先端との間隔がパチンコ玉の直径以下となるように前記右
羽根部材５０の上方に設けられてパチンコ玉を前記右側方誘導部５３側へ向けて誘導する
右上方誘導部５１と、を備えて、前記右側方誘導部５３の右端と前記右上方誘導部５１の
左端との間隔が前記第２大入賞口２２の横幅寸法を構成し、前記左羽根部材３０と前記右
羽根部材５０との間には、前記第１大入賞口２１に入賞したパチンコ玉と前記第２大入賞
口２２に入賞したパチンコ玉とを分離する分離壁２４が形成され、前記変動表示装置４の
表示結果が前記特定表示結果のうち、特別表示結果（例えば、「７７７」）となったとき
に当該特別表示結果に基づく前記特定遊技状態の終了後に前記変動表示装置４の表示結果
が前記特定表示結果となる確率が高くなる特別遊技状態となり、前記変動表示装置の表示
結果が前記特別表示結果に基づく前記特定遊技状態となった場合に、前記左羽根部材３０
と前記右羽根部材５０のうち、予め定められた一方の羽根部材（例えば、第１大入賞口２
１を構成する左羽根部材３０）が開放され、前記変動表示装置４の表示結果が前記特別表
示結果以外の前記特定表示結果に基づく前記特定遊技状態となった場合に、前記特別遊技
状態で開放される羽根部材（例えば、第１大入賞口２１を構成する左羽根部材３０）と異
なる羽根部材（例えば、第２大入賞口２２を構成する右羽根部材５０）が開放されること
を特徴とする。
【０００８】
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【０００９】
　また、請求項２に係る発明においては、図４に示すように、変動表示装置４の表示結果
が予め定めた特定表示結果となって特定遊技状態となった場合に、パチンコ玉が入賞でき
ない状態から入賞し易い状態に変化する大入賞口装置５を備えたパチンコ機において、前
記大入賞口装置５は、左右方向に列設される第１大入賞口２１と第２大入賞口２２とから
構成され、前記第１大入賞口２１は、少なくとも、前記大入賞口装置５の縦中心線の左側
方に設けられて開閉動作をする左羽根部材３０と、該左羽根部材３０が開放状態のときに
該左羽根部材３０の先端との間隔がパチンコ玉の直径以下となるように前記左羽根部材３
０の左側方に設けられてパチンコ玉を前記左羽根部材３０側へ向けて誘導する左側方誘導
部３３と、前記左羽根部材３０が閉塞状態のとき該左羽根部材３０の先端との間隔がパチ
ンコ玉の直径以下となるように前記左羽根部材３０の上方に設けられてパチンコ玉を前記
左側方誘導部３３側へ向けて誘導する左上方誘導部３１と、前記第１大入賞口２１に入賞
したパチンコ玉を検出する第１検出センサ３４と、を備えて、前記左側方誘導部３３の左
端と前記左上方誘導部３１の右端との間隔が前記第１大入賞口２１の横幅寸法を構成し、
前記第２大入賞口２２は、少なくとも、前記大入賞口装置５の縦中心線の右側方に設けら
れて開閉動作をする右羽根部材５０と、該右羽根部材５０が開放状態のときに該右羽根部
材５０の先端との間隔がパチンコ玉の直径以下となるように前記右羽根部材５０の右側方
に設けられてパチンコ玉を前記右羽根部材５０側へ向けて誘導する右側方誘導部５３と、
前記右羽根部材５０が閉塞状態のとき該右羽根部材５０の先端との間隔がパチンコ玉の直
径以下となるように前記右羽根部材５０の上方に設けられてパチンコ玉を前記右側方誘導
部５３側へ向けて誘導する右上方誘導部５１と、前記第２大入賞口２２に入賞したパチン
コ玉を検出する第２検出センサ５４と、を備えて、前記右側方誘導部５３の右端と前記右
上方誘導部５１の左端との間隔が前記第２大入賞口２２の横幅寸法を構成し、前記変動表
示装置４の表示結果が前記特定表示結果のうち、特別表示結果（例えば、「７７７」）と
なったときに当該特別表示結果に基づく前記特定遊技状態の終了後に前記変動表示装置４
の表示結果が前記特定表示結果となる確率が高くなる特別遊技状態となり、前記変動表示
装置の表示結果が前記特別表示結果に基づく前記特定遊技状態となった場合に、前記左羽
根部材３０と前記右羽根部材５０のうち、予め定められた一方の羽根部材（例えば、第１
大入賞口２１を構成する左羽根部材３０）が開放され、前記変動表示装置４の表示結果が
前記特別表示結果以外の前記特定表示結果に基づく前記特定遊技状態となった場合に、前
記特別遊技状態で開放される羽根部材（例えば、第１大入賞口２１を構成する左羽根部材
３０）と異なる羽根部材（例えば、第２大入賞口２２を構成する右羽根部材５０）が開放
されることを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項３に係る発明においては、図２乃至図４に示すように、請求項２記載のパ
チンコ機は、前記第１検出センサ３４及び前記第２検出センサ５４は、パチンコ玉を検出
することにより賞球を払い出すための第１払出信号及び第２払出信号をそれぞれ出力し、
前記第１払出信号に基づいて払い出される賞球の個数と前記第２払出信号に基づいて払い
出される賞球の個数とは異なることを特徴とする。
【００１１】
　また、請求項４に係る発明においては、図６に示すように、請求項１乃至請求項３のい
ずれかに記載のパチンコ機は、前記左側方誘導部３３には、前記左羽根部材３０が開放す
るときに点灯する第１側方電飾部材３６が設けられ、前記右側方誘導部５３には、前記右
羽根部材５０が開放するときに点灯する第２側方電飾部材５６が設けられていることを特
徴とする。
【００１２】
　また、請求項５に係る発明においては、図６に示すように、請求項１乃至請求項４のい
ずれかに記載のパチンコ機は、前記左上方誘導部３１には、前記左羽根部材３０が開放す
るときに点灯する第１上方電飾部材３５が設けられ、前記右上方誘導部５１には、前記右
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羽根部材５０が開放するときに点灯する第２上方電飾部材５５が設けられていることを特
徴とする。
【００１３】
 
【００１４】
 
【００１５】
　また、請求項６に係る発明においては、図７に示すように、請求項１乃至請求項５のい
ずれかに記載のパチンコ機は、前記左上方誘導部３１と前記右上方誘導部５１との間には
、前記右上方誘導部５１側に傾斜することによりパチンコ玉を前記左上方誘導部３１側に
誘導する状態と、前記左上方誘導部３１側に傾斜することによりパチンコ玉を前記右上方
誘導部５１側に誘導する状態と、に変化する切換誘導部２５が設けられていることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１６】
　請求項１に係る発明においては、大入賞口装置５は、左右方向に列設される第１大入賞
口２１と第２大入賞口２２とから構成され、第１大入賞口２１は、少なくとも、開閉動作
をする左羽根部材３０と、左羽根部材３０が開放状態のときに左羽根部材３０の先端との
間隔がパチンコ玉の直径以下となるように設けられてパチンコ玉を左羽根部材３０側へ向
けて誘導する左側方誘導部３３と、左羽根部材３０が閉塞状態のとき左羽根部材３０の先
端との間隔がパチンコ玉の直径以下となるように左羽根部材３０の上方に設けられてパチ
ンコ玉を左側方誘導部３３側へ向けて誘導する左上方誘導部３１と、を備えて、左側方誘
導部３３の左端と左上方誘導部３１の右端との間隔が第１大入賞口２１の横幅寸法を構成
し、第２大入賞口２２は、少なくとも、大入賞口装置５の縦中心線の右側方に設けられて
開閉動作をする右羽根部材５０と、右羽根部材５０が開放状態のときに右羽根部材５０の
先端との間隔がパチンコ玉の直径以下となるように右羽根部材５０の右側方に設けられて
パチンコ玉を右羽根部材５０側へ向けて誘導する右側方誘導部５３と、右羽根部材５０が
閉塞状態のとき右羽根部材５０の先端との間隔がパチンコ玉の直径以下となるように右羽
根部材５０の上方に設けられてパチンコ玉を右側方誘導部５３側へ向けて誘導する右上方
誘導部５１と、を備えて、右側方誘導部５３の右端と右上方誘導部５１の左端との間隔が
第２大入賞口２２の横幅寸法を構成し、左羽根部材３０と右羽根部材５０との間には、第
１大入賞口２１に入賞したパチンコ玉と第２大入賞口２２に入賞したパチンコ玉とを分離
する分離壁２４が形成され、変動表示装置４の表示結果が特定表示結果のうち、特別表示
結果（例えば、「７７７」）となったときに当該特別表示結果に基づく特定遊技状態の終
了後に変動表示装置４の表示結果が特定表示結果となる確率が高くなる特別遊技状態とな
り、変動表示装置４の表示結果が特別表示結果に基づく特定遊技状態となった場合に、左
羽根部材３０と右羽根部材５０のうち、予め定められた一方の羽根部材（例えば、第１大
入賞口２１を構成する左羽根部材３０）が開放され、変動表示装置４の表示結果が特別表
示結果以外の特定表示結果に基づく特定遊技状態となった場合に、特別遊技状態で開放さ
れる羽根部材（例えば、第１大入賞口２１を構成する左羽根部材３０）と異なる羽根部材
（例えば、第２大入賞口２２を構成する右羽根部材５０）が開放されるようになっている
。
【００１７】
　上記のように、左羽根部材３０が開放したときには、この左羽根部材３０の先端と左側
方誘導部３３との間隔がパチンコ玉の直径以下となり、左側方誘導部３３によってパチン
コ玉が左羽根部材３０側へ誘導されると共に、左上方誘導部３１によってパチンコ玉が左
側方誘導部３３側へ向けて誘導されるようになるため、左側方誘導部３３の左端と左上方
誘導部３１の右端との間隔が実質的に第１大入賞口２１の横幅寸法となる。同様に、右側
方誘導部５３の右端と右上方誘導部５１の左端との間隔が実質的に第２大入賞口２２の横
幅寸法となる。
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【００１８】
　このように、固定された左側方誘導部３３と右側方誘導部５３をそれぞれ第１大入賞口
２１及び第２大入賞口２２の開口部分の一部としているため、開放動作させる部分を第１
大入賞口２１及び第２大入賞口２２の一端に位置する左羽根部材３０及び右羽根部材５０
だけにすることができる。これにより、左羽根部材３０及び右羽根部材５０が位置する大
入賞口装置５の中央部分だけにソレノイド等の駆動装置を設置すればよく、大入賞口装置
５の両側方部分が大きくなることがないと共に、第１大入賞口２１と第２大入賞口２２と
の間に取付フランジ等の部位が形成されないため、大入賞口装置５の左右方向の寸法を小
さくすることができる。
【００１９】
　また、第１大入賞口２１と第２大入賞口２２との間に分離壁２４が形成されているため
、第１大入賞口２１に入賞したパチンコ玉と第２大入賞口２２に入賞したパチンコ玉とを
区別することができるため、それぞれの入賞球に対して異なった効果を付与する等の構成
が可能となる。
【００２０】
　また、変動表示装置４の表示結果が特定表示結果のうち、特別表示結果（例えば、「７
７７」）となったときに当該特別表示結果に基づく特定遊技状態の終了後に変動表示装置
４の表示結果が特定表示結果となる確率が高くなる特別遊技状態となり、変動表示装置４
の表示結果が特別表示結果に基づく特定遊技状態となった場合に、左羽根部材３０と右羽
根部材５０のうち、予め定められた一方の羽根部材（例えば、第１大入賞口２１を構成す
る左羽根部材３０）が開放され、変動表示装置４の表示結果が特別表示結果以外の特定表
示結果に基づく特定遊技状態となった場合に、特別遊技状態で開放される羽根部材（例え
ば、第１大入賞口２１を構成する左羽根部材３０）と異なる羽根部材（例えば、第２大入
賞口２２を構成する右羽根部材５０）が開放されるものであるため、入賞率が高くなり過
ぎることを防止することができると共に、一方の羽根部材が開放される特別遊技状態の終
了後には、変動表示装置４での大当り図柄の出現確率が高くなる遊技者に有利な特別遊技
状態となる。
【００２１】
 
【００２２】
　また、請求項２に係る発明においては、大入賞口装置５は、左右方向に列設される第１
大入賞口２１と第２大入賞口２２とから構成され、第１大入賞口２１は、少なくとも、大
入賞口装置５の縦中心線の左側方に設けられて開閉動作をする左羽根部材３０と、左羽根
部材３０が開放状態のときに左羽根部材３０の先端との間隔がパチンコ玉の直径以下とな
るように左羽根部材３０の左側方に設けられてパチンコ玉を左羽根部材３０側へ向けて誘
導する左側方誘導部３３と、左羽根部材３０が閉塞状態のとき左羽根部材３０の先端との
間隔がパチンコ玉の直径以下となるように左羽根部材３０の上方に設けられてパチンコ玉
を左側方誘導部３３側へ向けて誘導する左上方誘導部３１と、第１大入賞口２１に入賞し
たパチンコ玉を検出する第１検出センサ３４と、を備えて、左側方誘導部３３の左端と左
上方誘導部３１の右端との間隔が第１大入賞口２１の横幅寸法を構成し、第２大入賞口２
２は、少なくとも、大入賞口装置５の縦中心線の右側方に設けられて開閉動作をする右羽
根部材５０と、右羽根部材５０が開放状態のときに右羽根部材５０の先端との間隔がパチ
ンコ玉の直径以下となるように右羽根部材５０の右側方に設けられてパチンコ玉を右羽根
部材５０側へ向けて誘導する右側方誘導部５３と、右羽根部材５０が閉塞状態のとき右羽
根部材５０の先端との間隔がパチンコ玉の直径以下となるように右羽根部材５０の上方に
設けられてパチンコ玉を右側方誘導部５３側へ向けて誘導する右上方誘導部５１と、第２
大入賞口２２に入賞したパチンコ玉を検出する第２検出センサ５４と、を備えて、右側方
誘導部５３の右端と右上方誘導部５１の左端との間隔が第２大入賞口２２の横幅寸法を構
成し、左羽根部材３０と右羽根部材５０とは、いずれか一方ずつ開放されるようになって
いる。
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【００２３】
　上記のように、左羽根部材３０が開放したときには、この左羽根部材３０と左側方誘導
部３３との間隔がパチンコ玉の直径以下となり、左側方誘導部３３によってパチンコ玉が
左羽根部材３０側へ誘導されると共に、左上方誘導部３１によってパチンコ玉が左側方誘
導部３３側へ向けて誘導されるようになるため、左側方誘導部３３の左端と左上方誘導部
３１の右端との間隔が実質的に第１大入賞口２１の横幅寸法となる。同様に、右側方誘導
部５３の右端と右上方誘導部５１の左端との間隔が実質的に第２大入賞口２２の横幅寸法
となる。
【００２４】
　このように、固定された左側方誘導部３３と右側方誘導部５３をそれぞれ第１大入賞口
２１及び第２大入賞口２２の開口部分の一部としているため、開放動作させる部分を第１
大入賞口２１及び第２大入賞口２２の一端に位置する左羽根部材３０及び右羽根部材５０
だけにすることができる。これにより、左羽根部材３０及び右羽根部材５０が位置する大
入賞口装置５の中央部分だけに駆動装置を設置すればよく、大入賞口装置５の両側方部分
が大きくなることがないと共に、第１大入賞口２１と第２大入賞口２２との間に取付フラ
ンジ等の部位が形成されないため、大入賞口装置５の左右方向の寸法を小さくすることが
できる。
【００２５】
　また、第１大入賞口２１には、第１検出センサ３４を備え、第２大入賞口２２には、第
２検出センサ５４を備えているため、第１大入賞口２１に入賞したパチンコ玉と第２大入
賞口２２に入賞したパチンコ玉とを迅速且つ確実に検出し分けることができ、それぞれの
検出センサ３４，５４から出力される検出信号をデータ収集等のために活用することがで
きる。
【００２６】
　また、変動表示装置４の表示結果が特定表示結果のうち、特別表示結果（例えば、「７
７７」）となったときに当該特別表示結果に基づく特定遊技状態の終了後に変動表示装置
４の表示結果が特定表示結果となる確率が高くなる特別遊技状態となり、変動表示装置４
の表示結果が特別表示結果に基づく特定遊技状態となった場合に、左羽根部材３０と右羽
根部材５０のうち、予め定められた一方の羽根部材（例えば、第１大入賞口２１を構成す
る左羽根部材３０）が開放され、変動表示装置４の表示結果が特別表示結果以外の特定表
示結果に基づく特定遊技状態となった場合に、特別遊技状態で開放される羽根部材（例え
ば、第１大入賞口２１を構成する左羽根部材３０）と異なる羽根部材（例えば、第２大入
賞口２２を構成する右羽根部材５０）が開放されるものであるため、入賞率が高くなり過
ぎることを防止することができると共に、一方の羽根部材が開放される特別遊技状態の終
了後には、変動表示装置４での大当り図柄の出現確率が高くなる遊技者に有利な特別遊技
状態となる。
【００２７】
　また、請求項３に係る発明においては、第１検出センサ３４及び第２検出センサ５４は
、パチンコ玉を検出することにより賞球を払い出すための第１払出信号及び第２払出信号
をそれぞれ出力し、第１払出信号に基づいて払い出される賞球の個数と第２払出信号に基
づいて払い出される賞球の個数とは異なるため、第１大入賞口２１と第２大入賞口２２と
のいずれにパチンコ玉が入賞するかということに遊技者が期待感を持つことができる。
【００２８】
　また、請求項４に係る発明においては、左側方誘導部３３には、左羽根部材３０が開放
するときに点灯する第１側方電飾部材３６が設けられ、右側方誘導部５３には、右羽根部
材５０が開放するときに点灯する第２側方電飾部材５６が設けられているため、遊技者は
、側方電飾部材３６，５６を見るだけで第１大入賞口２１と第２大入賞口２２のいずれが
開放されるか、及び開放する側の大入賞口の位置を容易に認識することができる。
【００２９】
　また、請求項５に係る発明においては、左上方誘導部３１には、左羽根部材３０が開放
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するときに点灯する第１上方電飾部材３５が設けられ、右上方誘導部５１には、右羽根部
材５０が開放するときに点灯する第２上方電飾部材５５が設けられているため、遊技者は
、上方誘導部材２３を見るだけで第１大入賞口２１と第２大入賞口２２のいずれが開放さ
れるか、及び開放する側の大入賞口の位置を容易に認識することができる。
【００３０】
 
【００３１】
 
【００３２】
　また、請求項６に係る発明においては、左上方誘導部３１と右上方誘導部５１との間に
は、右上方誘導部５１側に傾斜することによりパチンコ玉を前記左上方誘導部３１側に誘
導する状態と、左上方誘導部３１側に傾斜することによりパチンコ玉を右上方誘導部５１
側に誘導する状態と、に変化する切換誘導部２５が設けられている。
【００３３】
　上記のように、切換誘導部２５は、左上方誘導部３１側と右上方誘導部５１側とのいず
れかに傾斜するものであり、左側方誘導部３３の左側端部と切換誘導部２５の先端との間
隔が実質的に第１大入賞口２１の横幅寸法となり、右側方誘導部５３の右側端部と切換誘
導部２５の先端との間隔が実質的に第２大入賞口２２の横幅寸法となる。このため、切換
誘導部２５が右上方誘導部５１側に傾斜した場合には、第１大入賞口２１の横幅寸法の横
幅寸法が拡大され、また、切換誘導部２５が左上方誘導部３１側に傾斜した場合には、第
２大入賞口２２の横幅寸法の横幅寸法が拡大されることとなる。このように、切換誘導部
２５が傾斜した分だけ大入賞口の横幅寸法を拡大することができるため、大入賞口装置５
の左右方向の寸法をより小さくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。まず、図１を参照して、パ
チンコ機の正面に備えられる遊技盤１について説明する。図１は、遊技盤１の正面図であ
る。遊技盤１は、ほぼ正方形状の合板（図示しない）により形成され、その表面には、円
形うず巻き状に誘導レール２が取り付けられ、該誘導レール２の内側が遊技領域３とされ
て発射されたパチンコ玉が流下するものである。遊技領域３には、図示の場合、変動表示
装置４、大入賞口装置５、普通入賞口装置６、通過口７等が設けられると共に、単にパチ
ンコ玉を入賞とする入賞口８、打球の流下方向，速度を変化せしめる風車１６又は多数の
障害釘が設けられ、また、遊技領域３の最下方には、いずれの入賞装置にも入賞しないパ
チンコ玉が取り込まれるアウト口９が設けられている。
【００３５】
　遊技領域３の構成をその遊技動作に従ってより詳細に説明すると、変動表示装置４の下
方に普通入賞口装置６が設けられ、この普通入賞口装置６の両側方には、それぞれ通過口
７が設けられている。この通過口７をパチンコ玉が通過すると、変動表示装置４の上方に
設けられる左右一対のＬＥＤからなる普通図柄表示器１０を可変表示（点灯移動）して表
示結果を導出する（左右いずれか一方のＬＥＤのみを点灯表示する）。しかして、普通図
柄表示器１０の表示結果が予め定められた当りＬＥＤの点灯（図示の場合は、右側のＬＥ
Ｄ）である場合に、普通入賞口装置６が所定時間開放される。なお、普通図柄表示器１０
の可変時間は、後述する非特別遊技状態のときに相対的に長く（例えば、３０秒）、後述
する特別遊技状態のときに相対的に短く（例えば、３～５秒）設定されている。また、普
通図柄表示器１０の左右両側方には、通過口７を通過したパチンコ玉数を記憶表示する普
通図柄始動記憶表示ＬＥＤ１５（最高４個まで記憶表示する）が設けられている。
【００３６】
　普通入賞口装置６は、遊技領域３のほぼ中央に配置される変動表示装置４と遊技領域３
のアウト口９の上部に配置される大入賞口装置５との間に配置され、ソレノイド（図示し
ない）によって開閉駆動される電動チューリップタイプの可変入賞球装置である。そして
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、普通入賞口装置６は、開放中にパチンコ玉を受け入れるようになっており、パチンコ玉
が入賞すると変動表示装置４が可変表示を開始する。なお、普通入賞口装置６の開放時間
は、非特別遊技状態のときに相対的に短く（例えば、０．５秒）、特別遊技状態のときに
相対的に長く（例えば、２秒）設定されている。なお、普通入賞口装置６が開放していな
い場合でもパチンコ玉を受け入れることができるようになっている。
【００３７】
　変動表示装置４は、識別情報（特別図柄）を可変表示する画像表示部１２を有した液晶
タイプの表示器であり、この画像表示部１２は、左・中・右の３つの表示領域に識別情報
を表示するものである。この画像表示部１２の前方外周には、横長形状の窓開口が開設さ
れた装飾部材１３が設けられている。この装飾部材１３の外周には、装飾部材１３を遊技
盤１に取り付けるための取付穴１４が穿設されている。そして、変動表示装置４の変動停
止時における図柄の組合せが予め定めた大当り図柄の組合せ（例えば、同一の図柄が当り
ラインのいずれかに揃った場合；「７７７」、「３３３」等）である特定表示結果となっ
た場合に特定遊技状態（いわゆる大当り状態）となり、大入賞口装置５を次に説明する所
定の態様で開閉駆動するものである。ただし、特定表示結果の一部は、特別表示結果（例
えば、「７７７」）として設定され、この特別表示結果で特定遊技状態となったときには
、その特定遊技状態終了後における普通図柄表示器１０での当り（当りＬＥＤの点灯）の
出現確率や、変動表示装置４での大当り図柄の出現確率が高くなる遊技者に有利な特別遊
技状態となるように設定されている。これに対し、特別表示結果以外の特定表示結果（例
えば、「５５５」）は、特別遊技状態よりも遊技者に不利な非特別遊技状態となる非特別
表示結果として設定されている。また、変動表示装置４の表示領域下部には、特別図柄の
可変動作中に普通入賞口装置６に入賞したパチンコ玉数を記憶表示する特別図柄始動記憶
表示部１１（最高４個まで記憶表示する）が表示される。
【００３８】
　特定遊技状態となったときに駆動制御される大入賞口装置５は、左右方向に列設される
第１大入賞口２１と第２大入賞口２２とにより構成されるものである。この第１大入賞口
２１と第２大入賞口２２とは、いずれか一方ずつ開放されるものであり、両方同時に開放
することはないため、入賞率が高くなり過ぎるということはない。
【００３９】
　例えば、変動表示装置４において、上記した特別表示結果によって大当りになったとき
には、第１大入賞口２１が開放し、特別表示結果以外の特定表示結果によって大当りにな
ったときには、第２大入賞口２２が開放する、というようにいずれか一方ずつ開放するよ
うになっている。従って、この場合には、第１入賞口２１が開放される特別遊技状態の終
了後には、普通図柄表示器１０での当りの出現確率や変動表示装置４での大当り図柄の出
現確率が高くなる遊技者に有利な特別遊技状態となる。
【００４０】
　上記した大入賞口装置５には、この大入賞口５の縦中心線の左側方に設けられて開閉動
作をする左羽根部材３０と、大入賞口５の縦中心線の右側方に設けられて開閉動作をする
右羽根部材５０と、が備えられており、この左羽根部材３０及び右羽根部材５０は、大入
賞口装置５に内蔵されたソレノイド（図示しない）によって、開閉動作するようになって
いる。そして、特定遊技状態となった場合には、一定時間（例えば、２８秒）が経過する
まで又はその一定時間内に所定個数（例えば、１０個）の入賞球が入賞するまで左羽根部
材３０又は右羽根部材５０を開放（以下、この開放を開放サイクルという）し、所定回数
(例えば、最高１６回)の開放サイクルを繰り返すことができるようになっている。なお、
大入賞口装置５の構成については、以下に詳述する。
【００４１】
　以上、パチンコ機の正面に備えられる遊技盤１について説明したが、次に、本発明の要
部を構成する大入賞口装置５について図２乃至図７を参照して説明する。図２は、第１実
施形態に係る大入賞口装置５の正面図であり、図３は、第１実施形態に係る大入賞口装置
５の横幅寸法及びパチンコ玉の流れを示す正面図であり、図４は、第２実施形態に係る大
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入賞口装置５の横幅寸法及びパチンコ玉の流れを示す正面図であり、図５は、第３実施形
態に係る大入賞口装置５及びそのパチンコ玉の流れを正面図であり、図６は、第４実施形
態に係る大入賞口装置５の正面図であり、図７は、第５実施形態に係る大入賞口装置５の
横幅寸法及びパチンコ玉の流れを示す正面図である。
【００４２】
　図２において、大入賞口装置５は、左右方向に列設される第１大入賞口２１と第２大入
賞口２２とから構成されるものである。そこで、以下、大入賞口装置５の構成について説
明する。
【００４３】
　大入賞口装置５は、少なくとも、大入賞口装置５を遊技盤１に取り付けるためのベース
部材２０と、このベース部材２０の表面のほぼ中央に形成される開閉式入賞装置２９と、
ベース部材２０の表面の左側方に形成される左側方誘導部材３２と、ベース部材２０の表
面の右側方に形成される右側方誘導部材５２と、から構成されている。
【００４４】
　まず、ベース部材２０は、平板形状に形成されるものであり、その四隅には、大入賞口
装置５を遊技盤１に取り付ける際、取付用の取付ネジが挿通される取付穴２０ａが複数箇
所（図の場合、４箇所）穿設されている。
【００４５】
　また、開閉式入賞装置２９は、左右対称形状に形成されるものであり、その左右両側方
には、互いに対称なほぼ三角形状で、開閉動作する左羽根部材３０及び右羽根部材５０が
それぞれ備えられている。この左羽根部材３０及び右羽根部材５０の上方には、中央から
左右両側方に向かって下り傾斜する三角形状の上方誘導部材２３が形成されており、この
上方誘導部材２３の左側傾斜面が、パチンコ玉を後述する左側方誘導部３３側へ向けて誘
導する左上方誘導部３１、右傾斜面が、パチンコ玉を後述する右側方誘導部５３側へ向け
て誘導する右上方誘導部５１として形成されている。
【００４６】
　また、開閉式入賞装置２９の下部には、開閉式入賞装置２９の前面側を装飾すると共に
、左羽根部材３０及び右羽根部材５０を開閉動作ができるように支持する正面装飾部材２
６が備えられている。
【００４７】
　そして、上方誘導部材２３から正面装飾部材２６に亘って、空間を左右で区画するよう
に、分離壁２４が上下方向で設けられている。このように、第１大入賞口２１と第２大入
賞口２２との間に分離壁２４が形成されているため、第１大入賞口２１に入賞したパチン
コ玉と第２大入賞口２２に入賞したパチンコ玉とを区別することができるため、それぞれ
の入賞球に対して異なった効果を付与する等の構成が可能となる。
【００４８】
　また、分離壁２４で区画された左側の空間であって左羽根部材３０の下方には、第１大
入賞口２１に入賞したパチンコ玉を検出するための第１検出センサ３４が、分離壁２４で
区画された右側の空間であって右羽根部材５０の下方には、第２大入賞口２２に入賞した
パチンコ玉を検出するための第２検出センサ５４が、それぞれ備えられている。この第１
検出センサ３４及び第２検出センサ５４は、パチンコ玉を検出することにより賞球を払い
出すための第１払出信号及び第２払出信号をそれぞれ出力し、第１払出信号に基づいて払
い出される賞球の個数と第２払出信号に基づいて払い出される賞球の個数とは異なるため
、第１大入賞口２１と第２大入賞口２２とのいずれにパチンコ玉が入賞するかということ
に遊技者が期待感を持つことができる。
【００４９】
　また、左側方誘導部材３２は、左側方から開閉式入賞装置２９側に向って下り傾斜する
三角形状のものであり、その傾斜面がパチンコ玉を左羽根部材３０側へ向けて誘導する左
側方誘導部３３として形成されている。また、右側方誘導部材５２は、右側方から開閉式
入賞装置２９側に向って下り傾斜する三角形状のものであり、その傾斜面がパチンコ玉を
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右羽根部材５０側へ向けて誘導する右側方誘導部５３として形成されている。
【００５０】
　大入賞口装置５は、上記した部材により構成されるものであるが、第１大入賞口２１は
、上記した部材のうち、少なくとも、左羽根部材３０と左側方誘導部３３と左上方誘導部
３１とを備えるものである。そして、図３（Ａ）に示すように、左側方誘導部３３の左端
と左上方誘導部３１の右端との間隔が第１大入賞口２１の横幅寸法を構成しており、その
寸法は５９ｍｍとなっている。
【００５１】
　また、第２大入賞口２２は、上記した部材のうち、少なくとも、右羽根部材５０と右側
方誘導部５３と右上方誘導部５１とを備えるものである。そして、図３（Ａ）に示すよう
に、右側方誘導部５３の右端と右上方誘導部５１の左端との間隔が第２大入賞口２２の横
幅寸法を構成しており、その寸法は５９ｍｍとなっている。
【００５２】
　また、左側方誘導部３３及び右側方誘導部５３は、図２の実線で示すように、左羽根部
材３０又は右羽根部材５０がそれぞれ開放状態のときに、左羽根部材３０及び右羽根部材
５０の先端との間隔がパチンコ玉の直径以下となるように、左羽根部材３０の左側方及び
右羽根部材５０の右側方にそれぞれ設けられている。このため、図３（Ｂ）の第１大入賞
口２１側で示すように、左側方誘導部３３（右側方誘導部５３）上を転動するパチンコ玉
は、左側方誘導部３３（右側方誘導部５３）と左羽根部材３０（右羽根部材５０）との間
から落下することなく、左羽根部材３０（右羽根部材５０）に誘導されて第１大入賞口２
１（第２大入賞口２２）へ入賞し、第１検出センサ３４（第２検出センサ５４）によって
検出される。
【００５３】
　また、左上方誘導部３１及び右上方誘導部５１は、図２の破線で示すように、左羽根部
材３０又は右羽根部材５０がそれぞれ閉塞状態のときに、左羽根部材３０及び右羽根部材
５０の先端との間隔がパチンコ玉の直径以下となるように、左羽根部材３０の及び右羽根
部材５０の上方にそれぞれ設けられている。このため、図３（Ｂ）の第２大入賞口２２側
で示すように、右側方誘導部５３（左側方誘導部３３）上を転動するパチンコ玉は、右側
方誘導部５３（左側方誘導部３３）と右羽根部材５０（左羽根部材３０）との間から落下
し、第２大入賞口２２（第１大入賞口２１）へ入賞することはない。
【００５４】
　なお、上記した実施形態（第１実施形態）においては、第１大入賞口２１及び第２大入
賞口２２に入賞したパチンコ玉をそれぞれ検出する第１検出センサ３４及び第２検出セン
サ５４が、左羽根部材３０又は右羽根部材５０の下方に備えられているものを示したが、
このようなものに限らず、第１検出センサ３４及び第２検出センサ５４がそれぞれ左上方
誘導部３１及び右上方誘導部５１の下流端の下方に備えられているものであってもよい。
このような実施形態（第２実施形態）について、図４を参照して説明する。なお、第２実
施形態に係る大入賞口装置５については、第１実施形態に係る大入賞口装置５と異なる部
分のみ説明する。また、図４において、第１実施形態に係る大入賞口装置５と同様の機能
を奏する部材には、同じ符号を付してある。
【００５５】
　図４において、第２実施形態に係る大入賞口装置５においては、第１検出センサ３４及
び第２検出センサ５４が備えられている位置が、第１実施形態に係る大入賞口装置５と異
なっている。具体的には、第２実施形態に係る大入賞口装置５では、第１検出センサ３４
及び第２検出センサ５４がそれぞれ左上方誘導部３１及び右上方誘導部５１の下流端の下
方に備えられている。このため、左羽根部材３０又は右羽根部材５０で誘導されたパチン
コ玉が入賞すると同時に第１検出センサ３４又は第２検出センサ５４によって検出され、
検出信号を迅速に出力することができる。また、それぞれの検出センサによって検出され
た後は、第１大入賞口２１に入賞したパチンコ玉か、あるいは第２大入賞口２２に入賞し
たパチンコ玉かを区別する必要がないため、空間を仕切る上下に長い分離壁２４を設ける
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必要がない。この場合、分離壁２４をまったく無くしてしまうと、一方の検出センサで検
出されたパチンコ玉が、中央部分を通過して他方の検出センサで再び検出されるおそれが
あるため、他方の検出センサで再び検出されないよう、図４に示すように、分離壁２４の
代わりに分離壁２４よりも短い防護壁２７が設けられている。また、防護壁２７の下方に
は、第１大入賞口２１又は第２大入賞口２２に入賞したパチンコ玉が排出される共通の排
出口２８が形成されている。
【００５６】
　上記のように、左羽根部材３０が開放したときには、この左羽根部材３０の先端と左側
方誘導部３３との間隔がパチンコ玉の直径以下となり、左側方誘導部３３によってパチン
コ玉が左羽根部材３０側へ誘導されると共に、左上方誘導部３１によってパチンコ玉が左
側方誘導部３３側へ向けて誘導されるようになるため、左側方誘導部３３の左端と左上方
誘導部３１の右端との間隔が実質的に第１大入賞口２１の横幅寸法となる。同様に、右側
方誘導部５３の右端と右上方誘導部５１の左端との間隔が実質的に第２大入賞口２２の横
幅寸法となる。
【００５７】
　このように、固定された左側方誘導部３３と右側方誘導部５３をそれぞれ第１大入賞口
２１及び第２大入賞口２２の開口部分の一部としているため、開放動作させる部分を第１
大入賞口２１及び第２大入賞口２２の一端に位置する左羽根部材３０及び右羽根部材５０
だけにすることができる。これにより、左羽根部材３０及び右羽根部材５０が位置する大
入賞口装置５の中央部分だけに駆動装置を設置すればよく、大入賞口装置５の両側方部分
が大きくなることがないと共に、第１大入賞口２１と第２大入賞口２２との間に取付フラ
ンジ等の部位が形成されないため、大入賞口装置５の左右方向の寸法を小さくすることが
できる。
【００５８】
　また、上記のように、第１大入賞口２１には、第１検出センサ３４を備え、第２大入賞
口２２には、第２検出センサ５４を備えているため、第１大入賞口２１に入賞したパチン
コ玉と第２大入賞口２２に入賞したパチンコ玉とを迅速且つ確実に検出し分けることがで
き、それぞれの検出センサ３４，５４から出力される検出信号をデータ収集等のために活
用することができる。
【００５９】
　なお、上記した第１実施形態及び第２実施形態に係る大入賞口装置５は、大当り状態と
なったときに行なわれる第１大入賞口２１又は第２大入賞口２２の開放サイクルが、無条
件に所定回数（例えば、１６回）行なわれるものとして説明したが、このようなものに限
らず、開放サイクル中に入賞したパチンコ玉が特定の検出センサによって検出されたとき
に継続権が成立して、再度上記した開放サイクルが実行され、各開放サイクルにおいて継
続権が成立していることを条件に所定回数の開放サイクルを繰り返すことができるもので
あってもよい。このような実施形態（第３実施形態）ついて、図５を参照して説明する。
なお、第３実施形態に係る大入賞口装置５については、第１実施形態に係る大入賞口装置
５と異なる部分のみ説明する。また、図５において、第１実施形態に係る大入賞口装置５
と同様の機能を奏する部材には、同じ符号を付してある。
【００６０】
　図５において、第３実施形態に係る大入賞口装置５においては、上方誘導部材２３及び
正面装飾部材２６の左右方向の長さが第１実施形態に係る大入賞口装置５よりも長く形成
されると共に、大入賞口装置５全体の左右方向の長さも長く形成されている。また、第１
入賞口２１側には、入賞したパチンコ玉を検出する検出センサとしての特定領域３８及び
一般領域３９が備えられている。第３実施形態に係る大入賞口装置５の第１入賞口２１で
は、遊技状態が大当り状態となって左羽根部材３０の開放サイクルが開始された場合、第
１入賞口２１に入賞したパチンコ玉が特定領域３８を通過した場合に、次の開放サイクル
が実行されるようになっている。即ち、開放サイクルが開始されて所定時間経過する前あ
るいは所定個数のパチンコ玉が第１入賞口２１に入賞するまでの間に、入賞したパチンコ
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玉が１つも特定領域３８を通過することなく、一般領域３９しか通過しなかったときには
、開放サイクルの継続権が成立することなく、現在の開放サイクルだけで終了してしまう
ようになっている。一方、第２入賞口２２の開放サイクルは、第１実施形態と同様に、無
条件で所定回数実行されるようになっている。なお、特定領域３８及び一般領域３９は、
第１入賞口２１へ入賞したパチンコ玉を検出するものであるため、特定領域３８及び一般
領域３９によって第１検出センサ３４としての機能を有するものである。
【００６１】
　このように、第３実施形態に係る大入賞口装置５においては、第１大入賞口２１には、
入賞したパチンコ玉が通過することにより左羽根部材３０の開放を継続させる特定領域３
８と、入賞したパチンコ玉が通過することにより左羽根部材３０の開放を継続させない一
般領域３９と、が設けられているため、第１大入賞口２１にパチンコ玉が入賞した場合に
は、左羽根部材３０の開放が継続するときと継続しないときがあり、一方、特定領域３８
と一般領域３９とが設けられていない側の第２大入賞口２２にパチンコ玉が入賞した場合
には、無条件に羽根部材の開放が継続する。これにより、第１大入賞口２１と第２大入賞
口２２とのいずれにパチンコ玉が入賞するかということに遊技者が期待感を持つことがで
きる。
【００６２】
　なお、第１大入賞口２１には特定領域３８と一般領域３９とが設けられておらず、第２
大入賞口２２に特定領域３８と一般領域３９とが設けられているものや、あるいは、第１
大入賞口２１及び第２大入賞口２２の両方に特定領域３８と一般領域３９とが設けられて
いるものであってもよい。
【００６３】
　以上、第１実施形態乃至第３実施形態に係る大入賞口装置５について説明したが、次に
、第１大入賞口２１と第２大入賞口２２のいずれが開放サイクルを実施しているかを報知
する実施形態（第４実施形態）について、図６を参照して説明する。なお、第４実施形態
に係る大入賞口装置５については、第１実施形態に係る大入賞口装置５と異なる部分のみ
説明する。また、図６において、第１実施形態に係る大入賞口装置５と同様の機能を奏す
る部材には、同じ符号を付してある。
【００６４】
　図６（Ａ）に示すように、第４実施形態に係る大入賞口装置５においては、左側方誘導
部３３には、左羽根部材３０が開放するときに点灯する第１側方電飾部材３６が設けられ
、右側方誘導部５３には、右羽根部材５０が開放するときに点灯する第２側方電飾部材５
６が設けられている。また、左上方誘導部３１には、左羽根部材３０が開放するときに点
灯する第１上方電飾部材３５が設けられ、右上方誘導部５１には、右羽根部材５０が開放
するときに点灯する第２上方電飾部材５５が設けられている。更に、正面装飾部材２６の
第１大入賞口２１側には、左羽根部材３０が開放するときに点灯する第１前面電飾部材３
７が設けられ、正面装飾部材２６の第２大入賞口２２側には、右羽根部材５０が開放する
ときに点灯する第２前面電飾部材５７が設けられている。
【００６５】
　上記のように、左羽根部材３０が開放するときには、図６（Ｂ）に示すように、第１上
方電飾部材３５，第１側方電飾部材３６及び第１前面電飾部材３７が点灯し、右羽根部材
５０が開放するときには、第２上方電飾部材５５、第２側方電飾部材５６及び第２前面電
飾部材５７が点灯するため、遊技者は、上方誘導部材２３、側方誘導部材３２，５２３６
，５６及び前面電飾部材３７，５７正面装飾部材２６のいずれかを見るだけで第１大入賞
口２１と第２大入賞口２２のいずれが開放されるか、及び開放する側の大入賞口の位置を
容易に認識することができる。
【００６６】
　なお、上方誘導部材２３電飾部材３１，５１、側方誘導電飾部材３６，５６及び前面電
飾部材３７，５７のうち１種又は２種以上のものが設けられていればよい。また、第４実
施形態に係る大入賞口装置５については、第１実施形態に係る大入賞口装置５に上方誘導
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部材２３電飾部材３１，５１、側方誘導電飾部材３６，５６及び前面電飾部材３７，５７
が設けられているものを示したが、上記した第２実施形態及び第３実施形態にも適用する
ことができる。
【００６７】
　なお、上記した上方誘導部材２３電飾部材３１，５１、側方誘導電飾部材３６，５６及
び前面電飾部材３７，５７は、左羽根部材３０が閉塞している状態で第１検出センサ３４
が遊技玉を検出したとき又は右羽根部材５０が閉塞している状態で第２検出センサ５４が
遊技玉を検出したときには、エラーである旨を報知するエラー報知手段としての機能を有
するものである。このようにエラーが発生したときには、上方誘導部材２３電飾部材３１
，５１、側方誘導電飾部材３６，５６及び前面電飾部材３７，５７のすべてが点灯してエ
ラーである旨の報知をするようになっているため、大入賞口装置５あるいは検出センサ等
が異常を来たしていることを認識することができ、修理等の処置を迅速に行なうことがで
きる。なお、エラーを報知するエラー報知手段は、上方誘導部材２３電飾部材３１，５１
、側方誘導電飾部材３６，５６及び前面電飾部材３７，５７に限らず、例えば、エラー時
に点灯する呼出ランプや報知音を発生するスピーカ等であってもよい。
【００６８】
　以上、第１実施形態乃至第４実施形態に係る大入賞口装置５について説明したが、次に
、パチンコ玉を前記左上方誘導部３１側に誘導する状態と、右上方誘導部５１側に誘導す
る状態と、に変化する切換誘導部２５が上方誘導部材２３に設けられている実施形態（第
５実施形態）について、図７を参照して説明する。なお、第５実施形態に係る大入賞口装
置５については、第１実施形態に係る大入賞口装置５と異なる部分のみ説明する。また、
図７において、第１実施形態に係る大入賞口装置５と同様の機能を奏する部材には、同じ
符号を付してある。
【００６９】
　図７（Ａ）に示すように、第５実施形態に係る大入賞口装置５においては、上方誘導部
材２３の頂点部、即ち、左上方誘導部３１と右上方誘導部５１との間には、右上方誘導部
５１側に傾斜することによりパチンコ玉を前記左上方誘導部３１側に誘導する状態と、左
上方誘導部３１側に傾斜することによりパチンコ玉を右上方誘導部５１側に誘導する状態
と、に変化する切換誘導部２５が設けられている。図７（Ａ）に示すように、切換誘導部
２５が垂直の状態である場合、左側方誘導部３３の左端と切換誘導部２５の先端との間隔
が第１大入賞口２１の横幅寸法を構成し、右側方誘導部５３の右端と切換誘導部２５の左
端との間隔が第２大入賞口２２の横幅寸法を構成することとなり、いずれも５９ｍｍであ
る。
【００７０】
　切換誘導部２５が垂直の状態から、図７（Ｂ）に示すように、右上方誘導部５１側に傾
斜することにより、パチンコ玉を左上方誘導部３１側に誘導する状態となったときには、
左側方誘導部３３の左側端部と切換誘導部２５の先端との間隔が最大７２ｍｍ程度となり
、第１大入賞口２１の横幅寸法が拡大される。
【００７１】
　このように、切換誘導部２５は、左上方誘導部３１側と右上方誘導部５１側とのいずれ
かに傾斜するものであり、左側方誘導部３３の左側端部と切換誘導部２５の先端との間隔
が実質的に第１大入賞口２１の横幅寸法となり、右側方誘導部５３の右側端部と切換誘導
部２５の先端との間隔が実質的に第２大入賞口２２の横幅寸法となる。このため、切換誘
導部２５が右上方誘導部５１側に傾斜した場合には、第１大入賞口２１の横幅寸法の横幅
寸法が拡大され、また、切換誘導部２５が左上方誘導部３１側に傾斜した場合には、第２
大入賞口２２の横幅寸法の横幅寸法が拡大されることとなる。このように、切換誘導部２
５が傾斜した分だけ大入賞口の横幅寸法を拡大することができるため、大入賞口装置５の
左右方向の寸法をより小さくすることができる。
【００７２】
　なお、第５実施形態に係る大入賞口装置５については、第１実施形態に係る大入賞口装
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実施形態にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】遊技盤の正面図である。
【図２】第１実施形態に係る大入賞口装置の正面図である。
【図３】第１実施形態に係る大入賞口装置の横幅寸法及びパチンコ玉の流れを示す正面図
である。
【図４】第２実施形態に係る大入賞口装置の横幅寸法及びパチンコ玉の流れを示す正面図
である。
【図５】第３実施形態に係る大入賞口装置及びそのパチンコ玉の流れを正面図である。
【図６】第４実施形態に係る大入賞口装置の正面図である。
【図７】第５実施形態に係る大入賞口装置の横幅寸法及びパチンコ玉の流れを示す正面図
である。
【符号の説明】
【００７４】
５　大入賞口装置
２１　第１大入賞口
２２　第２大入賞口
２４　分離壁
２５　切換誘導部
３０　左羽根部材
３１　左上方誘導部
３３　左側方誘導部
３４　第１検出センサ
３５　第１上方電飾部材
３６　第１側方電飾部材
３８　特定領域
３９　一般領域
５０　右羽根部材
５１　右上方誘導部
５３　右側方誘導部
５４　第２検出センサ
５５　第２上方電飾部材
５６　第２側方電飾部材
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