
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域が形成された遊技盤に、表示状態が変化可能な変動表示装置を配設した弾球遊
技機において、
　前記変動表示装置は、
　表示部を有する表示装置本体と、
　前記遊技盤に形成された取付用開口部に対して取り付けられると共に、前記表示装置本
体の前面側に配設される前面構成部材と、
　から構成され、
　前記前面構成部材は、
　当該前面構成部材を前記遊技盤に取り付けるための取付部を有すると共に前記表示装置
本体の表示部を前面側に臨ませるための表示用開口部が形成される取付枠体と、
　前記表示部の表示状態に関する演出を行う演出装置と、
　前記遊技領域を流下する遊技球を受け入れて、該遊技球を誘導流路を介して前記表示部
前面に流入させるためのワープ手段と、
　を有し、
　前記取付枠体は、前記取付部を前記遊技盤の表面に取り付けた際に、その後方部が前記
取付用開口部に挿入される前面開口の凹室状に形成され、当該凹室を前記表示装置本体の
表示部よりも周囲に延在させて前記演出装置を収納可能な収納部を形成し、
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前記演出装置は、内部に電気的発光部材が搭載された基板を収納可能であると共に裏面



　 演出装置を前記収納部に収納した
際に、該収納部の後方壁と前記流路構成壁とにより 誘導流路を形成す
るようにしたことを特徴とする弾球遊技機。
【請求項２】
　前記演出装置は、前記変動表示装置で行われる変動表示ゲームの結果を予告するための
補助表示ゲームを行う補助表示装置で構成されていることを特徴とする請求項１に記載の
弾球遊技機。
【請求項３】
　

ことを特徴とする請求
項１又は２に記載の弾球遊技機。
【請求項４】
　

に記載の弾
球遊技機。
【請求項５】
　

、
　

ことを特徴とする に記載の弾球遊技機。
【請求項６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、弾球遊技機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、変動表示ゲームを行うためのディスプレイを備えた変動表示装置を有するパチン
コ遊技機が知られている。
従来より、変動表示装置には、ディスプレイの他に、ディスプレイにおける表示状態を装
飾する電気的装飾装置（ＬＥＤやランプ）がディスプレイの周囲に備えられている。例え
ば、変動表示器（ディスプレイ）の左右にランプ装置を配置すると共に、その前方に透光
部材を配置し、ランプによる電気的発光を用いた装飾を行うものが知られている（例えば
、特許文献１参照。）。
【０００３】
また、変動表示装置には、遊技領域を流下する遊技球を上部の受入口から受け入れて、表

10

20

30

40

50

(2) JP 4037290 B2 2008.1.23

側が開口した前面カバー部材と、該前面カバー部材の裏面側の開口を塞ぐ裏面板部材と、
を含み、該裏面板部材の裏面側に前記誘導流路を形成するための少なくとも一対の流路構
成壁を間隔をあけて互いに対向して立設して、該裏面板部材により前面側の電気的発光部
材の収納領域と裏面側の流路構成領域とを離隔するように構成し、

前記流路構成壁を左右方向に屈曲して形成して、前記
左右方向に屈曲した

前記取付枠体は、前記表示装置本体の表示部における左右方向の側部及び上側部に収納
部を形成して構成され、
　前記取付枠体の左右方向の側部に前記演出装置を収納すると共に、前記取付枠体の上側
部に変動表示ゲームの始動記憶表示部を有する機能装置を収納する

前記誘導流路は、前記前面カバー部材の上端部に流路入口が形成されると共にその下流
側で前記裏面板部材の裏面側に流下方向を変換するように構成され、
　前記機能装置の上方部は、前記遊技領域に突出すると共に前記演出装置の上方部に隣接
して構成され、該機能装置の上方部には、前記ワープ手段における遊技球の受入口と、該
受入口から受け入れられた遊技球の流下方向を後方側に変換すると共に前記前面カバー部
材の流路入口に連通する導出流路が形成されていることを特徴とする請求項３

前記裏面板部材は、前記誘導流路を分岐させて前記表示部前面に流入させるための流路
とは別の流路を形成可能に前記流路構成壁を立設し

前記誘導流路の分岐部に、一方の流路の開放から閉鎖への変換に応じて他方の流路を閉
鎖から開放するように変換することで遊技球が流下する流路を変換可能な流路変換部材を
備えた 請求項１～４のいずれか一項

前記誘導流路に対応する収納部の後方壁における前面に、誘導流路を流下する遊技球の
流下勢を減衰させるための突出部を前方に向けて形成したことを特徴とする請求項１～５
の何れか一項に記載の弾球遊技機。



示部の前面に形成された凹室内に導入する、所謂ワープ装置（ワープ手段）を備えたもの
も考えられている。このワープ装置により凹室内に導入された遊技球は、該凹室の下面に
形成されたステージ上で転動した後、変動表示装置の下方の遊技領域に配設されている始
動入賞口に向けて流下するようになっている。例えば、特別図柄表示装置を備え、変動表
示装置となるセンターケースに、ワープ手段となるワープルートを備えたものが知られて
いる（例えば、特許文献２参照。）。なお、特許文献２においては、ワープルートを備え
るセンターケースが、遊技盤の前面に取り付けられる前面部材（前面構成部材）と、遊技
盤の背面に取り付けられる背面部材とから構成され、ワープルートが、遊技盤の前面側の
前面部材上部から遊技盤の背面側の背面部材に至った後に再び遊技盤前面に出るようにな
っている。
【０００４】
【特許文献１】
特開平８－１５５１０７号公報（第３－４頁、図１）
【特許文献２】
特開２０００－１４０２５０号公報（第３頁、図４）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、近年、変動表示装置を構成する表示器として液晶表示装置を設けることが
多くなっている。液晶表示装置を設けることにより多彩な表示が可能となるが、その反面
、多彩な表示を行うための広い表示画面が必要となり変動表示装置が大型化してしまうと
いった問題点があり、限られた領域である遊技領域に効率よく変動表示装置を配設するこ
とが困難となっている。
しかも、最近の変動表示装置には、上記したように、電気的な装飾装置が補助的に設けら
れることが多いほか、ワープ装置を備えることも多くなっている。これら電気的装飾装置
とワープ装置を変動表示装置を構成する前面構成部材に設けた場合、前面構成部材が更に
大型化し、その分周りの遊技領域を狭めたり、前面構成部材の構造が複雑化したりする。
さらに、装飾装置やワープ装置を前面構成部材に設けた場合には、前面構成部材の限られ
た面積の中に装飾装置とともに、ワープ装置が配置されることから、前面構成部材の組み
立て構造が非常に複雑化し、組み立て作業性が悪くなる。
【０００６】
一方、ワープ装置による前面構成部材の大型化を防止するために、特許文献２に示すよう
に、ワープ装置の入口及び出口を除く流路を遊技盤の前面に取り付けられる前面部材では
なく、遊技盤の背面に取り付けられる別体の背面部材に形成することも考えられるが、別
体の背面部材に遊技球を導入させると、遊技盤の前面側と背面側とでワープ誘導流路を連
結する必要があり、ワープ装置の構造が複雑化し、ワープ装置の組み立て作業性が悪くな
る。また、遊技盤の前面側と背面側とでワープ誘導流路を連結する構造を十分に考慮して
設計しないと、流下途中で遊技球が詰まってしまう虞がある。すなわち、ワープ誘導流路
を前面部材と背面部材とに分離させると、遊技球が流下途中に詰まりやすくなる可能性が
高い。
【０００７】
また、上述のように変動表示装置を構成する表示器として液晶表示装置を設けることが多
くなっていることから、遊技盤裏面には、表示画面が大きくなる傾向の液晶表示装置が配
置され、さらに、遊技球の補給（供給）手段及び排出（払出）手段、入賞口から入賞した
遊技球の誘導流路、変動表示装置における表示の制御を含む各種制御を行う複数の制御装
置等が配置され、遊技盤裏面は、以前に比較してかなり煩雑な状態となっている。従って
、ワープ装置のワープ誘導流路を遊技盤の裏面に設けることが困難になっていると共に、
ワープ誘導流路を裏面に設けると、遊技機自体の構造がさらに複雑なものとなり、組み立
て作業性が悪くなる。
【０００８】
この発明は、前記のような問題点を解決するためになされたもので、発光等による装飾や
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演出を行う装置とワープ装置とをスペースを有効に利用して前面構成部材に効率よく配設
することができる弾球遊技機を提供する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するため、
　請求項１に記載の発明は、遊技領域が形成された遊技盤に、表示状態が変化可能な変動
表示装置を配設した弾球遊技機において、
　前記変動表示装置は、
　表示部を有する表示装置本体と、
　前記遊技盤に形成された取付用開口部に対して取り付けられると共に、前記表示装置本
体の前面側に配設される前面構成部材と、
　から構成され、
　前記前面構成部材は、
　当該前面構成部材を前記遊技盤に取り付けるための取付部を有すると共に前記表示装置
本体の表示部を前面側に臨ませるための表示用開口部が形成される取付枠体と、
　前記表示部の表示状態に関する演出を行う演出装置と、
　前記遊技領域を流下する遊技球を受け入れて、該遊技球を誘導流路を介して前記表示部
前面に流入させるためのワープ手段と、
　を有し、
　前記取付枠体は、前記取付部を前記遊技盤の表面に取り付けた際に、その後方部が前記
取付用開口部に挿入される前面開口の凹室状に形成され、当該凹室を前記表示装置本体の
表示部よりも周囲に延在させて前記演出装置を収納可能な収納部を形成し、

　 演出装置を前記収納部に収納した
際に、該収納部の後方壁と前記流路構成壁とにより 誘導流路を形成す
るようにしたことを特徴としている。
【００１０】
　ここで、弾球遊技機には、パチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機などが
含まれる。
　また、表示装置本体としては、液晶表示装置、ＣＲＴ（陰極線管）表示装置、ＥＬ表示
装置、発光素子を配列した表示装置などの各種ディスプレイや、回転ドラムを使用したメ
カ式の表示装置などでもよく、表示部で識別情報を変動表示可能となっていれば良い。
　また、表示部とは、表示装置本体において実際に表示が行われる部分であり、ディスプ
レイの表示画面や、メカ式の表示装置において、識別情報が遊技者に対して露出する部分
である。
　また、演出装置とは、ランプやＬＥＤ等の発光態様により演出を行う装置や、役物部材
の可動により演出を行う装置などであり、後述する変動表示ゲームにおけるリーチや、大
当たり等の発生を演出する装置であっても良く、また、変動表示ゲームにおいて、リーチ
や大当たりや大当たりの連続（確率変動での大当たり）を予告する演出を行う装置であっ
ても良い。
　

【００１１】
この請求項１に記載の発明によれば、演出装置の裏面側に流路構成壁を立設し、該演出装
置を、遊技盤の取付用開口部に取り付けられる取付枠体の収納部に収納した際に、該収納
部の後方壁と前記流路構成壁とによりワープ手段の誘導流路を形成するようにしたことに
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　前記演出装置は、内部に電気的発光部材が搭載された基板を収納可能であると共に裏面
側が開口した前面カバー部材と、該前面カバー部材の裏面側の開口を塞ぐ裏面板部材と、
を含み、該裏面板部材の裏面側に前記誘導流路を形成するための少なくとも一対の流路構
成壁を間隔をあけて互いに対向して立設して、該裏面板部材により前面側の電気的発光部
材の収納領域と裏面側の流路構成領域とを離隔するように構成し、

前記流路構成壁を左右方向に屈曲して形成して、前記
左右方向に屈曲した

また、電気的発光部材とは、例えば、ランプ（電灯、豆球）、ＬＥＤ、ＥＬ素子、蛍光
管（陰極管）、半導体レーザ等の各種の電気により発光する部材である。



より、演出装置の裏側に演出装置と前後に重なってワープ手段の誘導流路が形成されるこ
とになり、演出装置とワープ手段とをスペースを有効に利用して前面構成部材に効率よく
配設することができる。
また、演出装置を取付枠体の収納部に収納するように設置するだけで、ワープ手段の誘導
流路が形成されることになり、前面構成部材を組み立てる際の組み立て作業性が向上する
。
【００１２】
また、取付枠体に形成された収納部に演出装置を収納することで、演出装置及びワープ手
段を容易に正確な位置に取り付けることができる。すなわち、収納部の形状が演出装置に
対応していれば、収納部に演出装置を収納することで、演出装置の位置決めが行われるこ
とになり、演出装置が位置決めされれば、演出装置の裏面側に立設された流路構成壁によ
り形成されるワープ手段の誘導流路も位置決めされるので、これらを容易に正確な位置に
配置して取り付けることができる。
また、ワープ手段の誘導流路は、収納部の後方壁を利用しているので、誘導流路を簡単且
つ効率よく形成できる。すなわち、遊技球を確実に所定の経路に沿って誘導するためには
、誘導流路がほぼ管状（筒状）となっていることが好ましいが、後方壁を誘導流路の一部
とすれば、例えば、合成樹脂を管状に成形したり、加工したりする必要なく、上述のよう
に演出装置の裏面と裏面に形成された二枚の流路構成壁を用いて簡単に誘導流路を形成す
ることができる。また、後方壁の前側に誘導流路となる管状の構造物を配置した場合には
、誘導流路の裏面側において管状構造物の裏側部分と後方壁とが二重に配置された状態と
なり、構造的に余分な部分ができるが、上述のように誘導流路の形成に後方壁を利用した
場合には、誘導流路の裏部分は、後方壁だけが存在することになり、効率的な構造となる
。
【００１３】
　また、ワープ手段の誘導流路の自由度が増し、流路途中での球詰まり等を防止できる。
例えば、誘導流路を演出装置の裏側ではなく、演出装置の周囲に並んだ状態に設けるもの
とした場合に誘導流路の経路は、演出装置の位置や外周形状、取付枠体の内部の形状、表
示装置本体の表示部の位置や形状に制限されることになり、経路を変更するには、上述の
各装置や部材の形状を変更しなければならず、誘導流路の自由度が極めて低くなる。しか
し、この発明によれば、演出装置と収納部の後方壁とが重なる範囲、実質的に演出装置の
正面と重なる範囲であれば、その範囲内で自由に誘導流路の経路を決めることができる。
従って、遊技球が詰まらないような最適な経路に沿って誘導流路を形成することが可能で
ある。
　

【００１４】
請求項２に記載の発明は、
請求項１に記載の弾球遊技機において、
前記演出装置は、前記変動表示装置で行われる変動表示ゲームの結果を予告するための補
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さらに、裏面側が開口した前面カバー部材内に演出装置の演出に用いられる電気的的発
光部材を搭載した基板を収納し、前面カバー部材の開口を塞ぐ蓋として機能する裏面板部
材に流路構成壁を設けたので、演出装置とワープ手段を効率よく形成することができる。
また、裏面板部材は、電気的発光部材及び基板と誘導流路を通過する遊技球とを隔てる隔
壁として機能し、演出装置内に電気的発光部材が配置され、演出装置の裏側を遊技球が通
過する構造としても、電気的発光部材や基板が遊技球により影響を受けるのを防止するこ
とができる。また、裏面板部材により電気的発光部材を搭載した基板と誘導流路を形成可
能な領域が前後に分離されるので、演出装置に電気的発光部材や、基板が備えられるもの
としても、誘導流路の経路が電気的発光部材や基板により制限されることがなく、誘導流
路の経路を演出装置と前後に重なる範囲内で自由に設定できる。
　また、ワープ手段の誘導流路を電気的発光部材の裏面側の流路構成領域に形成するので
、電気的発光部材や、電気的発光部材を搭載した基板に関係なく、演出装置の面積の範囲
内で誘導流路の流路形状を自由に設定することができる。



助表示ゲームを行う補助表示装置で構成されていることを特徴としている。
【００１５】
ここで、変動表示ゲームとは、複数の識別図柄（識別情報）を変動表示装置の表示装置本
体に備えられた表示部の複数の領域（例えば、左、中、右の三つの領域）で変動表示し、
変動表示ゲームの開始から所定時間経過した時点で、各表示領域の変動表示を所定の順に
停止させて各々所定の図柄を停止表示することで表示結果を導出するものが挙げられる。
変動表示ゲームの結果とは、大当たり、ハズレの他に、大当たり後に所謂確率変動状態と
なるか否かを含んでいても良いし、停止態様が決定する前にリーチとなるか否かを含んで
も良く、また、リーチなった際のリーチ態様（例えば、スーパーリーチやプレミアムリー
チ）が複数ある場合に、どのリーチ態様でのリーチが行われるかを含んでも良い。
【００１６】
また、補助表示ゲームとは、変動表示ゲームの上述のような結果を、変動表示ゲームが終
わる前（結果がリーチを含む場合は、リーチとなるか否かが確定する前）に予告するもの
である。なお、補助表示ゲームが行われても、変動表示ゲームの結果を予告しない場合が
あっても良い。
そして、補助表示ゲームの結果として、変動表示ゲームの結果が予告された場合には、変
動表示ゲームの結果が予告された結果となる（外れる場合があっても良い）。補助表示装
置は、表示装置本体と同様に、各種ディスプレイや、回転ドラム等の機械式の表示装置で
あっても良いし、予め、表示内容に対応した画像や構造物が表示部に形成され、これら画
像や構造物を各部分毎に発光させるランプやＬＥＤ等の発光部材を備え、表示部の発光し
た部分によって、変動表示ゲームの結果が予告されるようになっていても良い。
【００１７】
この請求項２に記載の発明によれば、演出装置としての補助表示装置において変動表示ゲ
ームと別の補助表示ゲームにより予告表示を行うことができ興趣を高めることができる。
また、前面構成部材内にワープ手段と補助表示装置との両方を設けるものとしても、ワー
プ手段の誘導流路が演出装置の裏面側にあるので、演出装置と誘導流路とを別々の場所に
設けた場合よりも、前面構成部材内の補助表示装置の大きさを大きくすることが可能とな
り、補助表示装置を興趣性の高い予告表示が行えるような大型なものにできる。また、前
面構成部材にワープ手段を備えた上に補助表示装置を備えても、補助表示装置（演出装置
）を設置することにより、誘導流路が形成されるので、その取付を容易にすることができ
る。
【００２０】
　請求項 に記載の発明は、
　請求項１ に記載の弾球遊技機において、
　前記取付枠体は、前記表示装置本体の表示部における左右方向の側部及び上側部に収納
部を形成して構成され、
　前記取付枠体の左右方向の側部に前記演出装置を収納すると共に、前記取付枠体の上側
部に変動表示ゲームの始動記憶表示部を有する機能装置を収納することを特徴としている
。
【００２１】
　この請求項 に記載の発明によれば、取付枠体の左右方向の側部の収納部に演出装置を
収納すると共に、取付枠体の上側部の収納部に変動表示ゲームの始動記憶表示部を有する
機能装置を収納するので、取付枠体の左右の側部の間で、上側部の下に表示装置本体の表
示部を前面側に臨ませるための表示用開口部を配置することができ、演出装置と機能装置
及びワープ手段とをスペースを有効に利用して、前面構成部材に効率よく配設することが
できる。
　また、演出装置と機能装置及びワープ手段を有する前面構成部材を組み立てる際の組み
立て作業性が向上する。さらに、演出装置と機能装置及び及びワープ手段を容易に正確な
位置に取り付けることができる。
　すなわち、取付枠体には、左右方向の側部に演出装置を収納する収納部が形成され、上
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側部に変動表示ゲームの始動記憶表示部を有する機能装置を収納する収納部が形成されて
いるので、それぞれの収納部に演出装置、機能装置を収納することにより、演出装置、演
出装置の裏面に形成されるワープ手段の誘導流路、機能装置を容易に正確な位置に位置決
めして、簡単に取り付けることができる。
【００２２】
　請求項 に記載の発明は、
　請求項 に記載の弾球遊技機において、
　前記誘導流路は、前記前面カバー部材の上端部に流路入口が形成されると共にその下流
側で前記裏面板部材の裏面側に流下方向を変換するように構成され、
　前記機能装置の上方部は、前記遊技領域に突出すると共に前記演出装置の上方部に隣接
して構成され、該機能装置の上方部には、前記ワープ手段における遊技球の受入口と、該
受入口から受け入れられた遊技球の流下方向を後方側に変換すると共に前記前面カバー部
材の流路入口に連通する導出流路が形成されていることを特徴としている。
【００２３】
　この請求項 に記載の発明によれ 導流路は、演出装置の裏面側に形成されるので
、弾球遊技機において、例えば、遊技盤の前面より後方に配置される。しかし、誘導流路
に流入させる遊技球は、遊技盤の前面側の遊技領域を流下するので、ワープ手段の遊技球
の流路入口は、誘導流路より前方、すなわち、遊技盤前面側の遊技領域に設ける必要があ
るが、本発明によれば、遊技領域の位置に形成されているワープ手段における流路入口か
ら裏面側への流路の変更を、取付枠体の上側部、すなわち、前面構成部材の上側部に配置
される機能装置を利用して効率よく行うことができる。なお、機能装置は、変動表示ゲー
ムの始動記憶表示部としての機能以外に、前面構成部材の上側部において、遊技盤の前面
側の遊技領域に突出しているので、前面構成部材の機能装置より下に配置される表示用開
口部から露出する表示画面を保護する鎧部として機能するものとしても良いし、その他に
普通図柄変動表示装置、普通図柄変動表示ゲームの始動記憶表示部として機能するものと
しても良い。
【００２４】
　請求項 に記載の発明は、
　請求項 に記載の弾球遊技機において、
　

、
　

ことを特徴としている。
【００２５】
　この請求項 に記載の発明によれば、
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５
１～４の何れか一項

前記裏面板部材は、前記誘導流路を分岐させて前記表示部前面に流入させるための流路
とは別の流路を形成可能に前記流路構成壁を立設し

前記誘導流路の分岐部に、一方の流路の開放から閉鎖への変換に応じて他方の流路を閉
鎖から開放するように変換することで遊技球が流下する流路を変換可能な流路変換部材を
備えた

５ 流路変換部材により、普通変動入賞装置へ入賞確
率や、その下にある特別変動入賞装置への入賞確率を変更することができる。従って、例
えば、変動表示ゲームが大当たりとなり、特別遊技状態となった場合には、普通変動入賞
装置への入賞確率が低い流路から遊技球を排出させるようにし、特別遊技状態中に普通変
動入賞装置への遊技球の入賞に基づいて、始動記憶数が多くなってしまうの防止したり、
始動記憶数が直ぐに上限になってしまうのを防止したりすることができる。
　また、取付枠体内の演出装置の裏面側の空間にワープ装置の誘導流路を形成するものと
したので、演出装置の面積の占める範囲内で、誘導流路を高い自由度を持って形成するこ
とができる。従って、誘導流路に分岐となる誘導流路を設けることも可能となる。さらに
、取付枠体内の演出装置の裏面側には、２つの誘導流路を形成してもさらに空間に余裕が
あるので、誘導流路に分岐を設けた際に、どの誘導流路に沿って遊技球を流下させるかを
変更可能な、すなわち、誘導流路を流下する遊技球の流下方向を変換可能な流路変換部材
を配置することが可能となると共に、流路変換部材の駆動手段や、駆動手段と流路変換部
材との伝動手段等を演出装置の裏面側に容易に配置することができる。
　すなわち、演出装置の裏面側の空間を利用して流路変換部材を備えることができるし、



【００２６】
　請求項 に記載の発明は、
　請求項１～５の何れか一項に記載の弾球遊技機において、
　前記誘導流路に対応する収納部の後方壁における前面に、誘導流路を流下する遊技球の
流下勢を減衰させるための突出部を前方に向けて形成したことを特徴としている。
【００２７】
　この請求項 に記載の発明によれば、誘導流路に対応する収納部の後方壁における前面
に、誘導流路を流下する遊技球の流下勢を減衰させるための突出部を前方に向けて形成し
たので、複雑な突出部でも何ら問題なく形成でき流下勢を確実に減衰させることができる
。なお、上述のように演出装置の裏面側で遊技球が詰まらないように誘導流路の経路を決
められるが、この場合に、遊技球を詰まらせないためには、誘導流路をなるべく鉛直方向
に沿って直線的に設けることが好ましい。しかし、このような経路の誘導流路を設けた場
合に、誘導流路内を流下する遊技球の流下速度が高まり、ワープ手段の流路出口から遊技
球が強い流下勢で排出され、前面構成部材内下部のステージ上から遊技球がほとんどはじ
き飛ばされてしまう可能性があるが、収納部の後方壁に遊技球の流下勢を減衰させるため
の突出部を形成することで、遊技球がステージ上からはじき飛ばされるのを抑制すること
ができる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明に係る実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
図１は、本発明に係る遊技機の一形態として例示するパチンコ遊技機１００の遊技盤１を
示す正面図である。
【００２９】
この遊技盤１のガイドレール２で囲まれた遊技領域１ａでは、図示しない発射装置によっ
て発射された遊技球が流下するようになっている。また、前記遊技領域１ａには、遊技球
の通過により普通変動表示ゲームの始動条件を付与する普図始動ゲート６，６、普通変動
表示ゲームを表示する普通図柄（普図）表示装置７、普通図柄変動表示装置７での普通変
動表示ゲームの結果如何によって開閉部材９ａ，９ａを開（遊技者にとって有利な状態）
閉（遊技者にとって不利な状態）させる始動入賞口（特図始動入賞口）を兼ねた普通変動
入賞装置９、普通変動入賞装置（始動入賞口）９への遊技球の入賞に基づき変動表示ゲー
ム（ここでは特別変動表示ゲーム）を表示する変動表示装置（特別図柄表示装置）４、変
動表示装置４での特別変動表示ゲームの結果如何によって大入賞口５ｂを閉じた状態（遊
技者にとって不利な状態）から開放状態（遊技者にとって有利な状態）に変換するサイク
ル遊技を行う特別変動入賞装置５、一般入賞口８，…、サイドランプ１２，１２、風車と
呼ばれる打球方向変換部材１４、多数の障害釘（図示略）などが配設されている。遊技領
域１ａの最下端部中央にはアウト球を回収するためのアウト穴１３が設けられている。
【００３０】
このうち、変動表示装置４は、識別情報としての特別図柄（特図）の変動表示ゲームの表
示等を行う表示装置本体４ａ（例えば、液晶表示装置からなる）と、この表示装置本体４
ａの前面側に配設される前面構成部材２０から構成されている。なお、表示装置本体４ａ
には、液晶表示装置等のディスプレイと、ディスプレイの裏面に配置され、ディスプレイ
の表示の制御等を含む演出の制御を行う後述の演出制御装置となる演出制御基板（図示略
）とが含まれる。
【００３１】
表示装置本体４ａは、表示状態が変化可能な表示画面（表示部）４ｂを備え、この表示画
面４ｂにおいて複数種類の識別情報（例えば、キャラクタ、数字、記号などからなる図柄
等）を変動表示させることにより特図の変動表示ゲームを実行可能となっている。
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多彩な流路変換構成も可能である。そして、演出装置の裏面側の空間を利用して流路変換
部材を設けることで、例えば、変換された流路毎に、遊技球の入賞の確率を変えるなどし
て、遊技の興趣を高めることができる。

６

６



つまり、本実施形態のパチンコ遊技機１００は、遊技領域１ａが形成された遊技盤１に、
表示状態が変化可能な変動表示装置４（表示装置本体４ａを含む）を配設した弾球遊技機
である。
【００３２】
また、例えば、表示装置本体４ａの上側には、普通変動入賞装置９に遊技球が入賞して特
図変動表示ゲームが未処理となっている未処理回数を点灯表示する特図始動記憶表示部３
が設けられている。なお、特図始動記憶表示部３には、例えば図示しないＬＥＤなどから
なる特図始動記憶表示器３ａ，…（図２、図６等に図示）が設けられている。
【００３３】
普図変動表示装置７は、複数種の普通図柄（普図）が描かれて透光性を有する表示板７ａ
と、表示板７ａの奥に配置され、表示板７ａに描かれた各普図に対応して配置されたＬＥ
Ｄなどからなる普図変動表示器（図示略）とを備える。そして、各ＬＥＤを順番に点滅さ
せていくことにより、点灯表示される普図を変更させるように、普図変動表示器の表示状
態を変化させることで、普図変動表示装置７において普通図柄（例えば、数字、記号など
からなる図柄等）の変動表示ゲームを実行可能となっている。
【００３４】
また、例えば、普図変動表示装置７の上側で、特図始動記憶表示部３の右側には、普図始
動ゲート６，６を遊技球が通過（普図の始動入賞）して普図変動表示ゲームが未処理とな
っている未処理回数を表示する普図始動記憶表示部１０が配設されている。なお、普図始
動記憶表示部１０は、後述する普図始動記憶表示部材５３と、この普図始動記憶表示部材
５３の位置で発光するように配置された複数の普図始動記憶表示器１１，…から形成され
、普図始動記憶表示器１１，…の発光により上述の未処理回数を表示する。
【００３５】
普通変動入賞装置９は左右一対の開閉部材９ａ，９ａを具備し、この開閉部材９ａ，９ａ
は、常時は遊技球が１個流入可能な程度の間隔で閉じた状態を保持しているが、普図変動
表示装置７における変動表示ゲームの結果が特別の結果態様となった場合には、逆「ハ」
の字状に開いて普通変動入賞装置９に遊技球が流入し易い状態に変化されるようになって
いる。
この普通変動入賞装置９は、特図の始動口（始動入賞口）も兼ねる。
【００３６】
特別変動入賞装置５は、アタッカー形式の開閉扉５ａによって開閉される大入賞口５ｂを
備えている。
開閉扉５ａはその上端側が手前側に倒れる方向に回動して開放可能になっていて、特図の
変動表示ゲームの結果が特別結果態様（例えば、「７、７、７」等、ゾロ目数字の何れか
）となって大当たり等が発生した場合に、大入賞口５ｂが開放されるようになっている。
【００３７】
ここで、遊技を開始することにより遊技領域１ａ内に打ち込まれた遊技球が、一般入賞口
８、普通変動入賞装置９、大入賞口５ｂの何れかに入賞すると、それぞれ所定数の賞球が
排出される（払い出される）ようになっている。
【００３８】
また、遊技領域１ａ内に打ち込まれた遊技球が、普図始動ゲート６，６内を通過すると、
普図変動表示装置７において普図の変動表示ゲームが行われる。
この普図の変動表示ゲームは、普図変動表示装置７の表示状態（点灯状態）を所定時間変
動表示させた後、停止表示させることにより行うようになっている。
この普図の変動表示ゲームの結果、普図変動表示装置７における停止表示が特別の結果態
様となれば、普図の変動表示ゲームが当たりとなって、普通変動入賞装置９が所定時間（
例えば、０ .５秒間）開放される。それにより、普通変動入賞装置９に遊技球が入賞しや
すくなり、特図の変動表示ゲームの始動が容易となる。
【００３９】
また、遊技領域１ａ内に打ち込まれた遊技球が、普通変動入賞装置９に入賞すると、特図
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の変動表示装置４の表示画面４ｂにおいて、複数種類の識別情報が変動表示される特図の
変動表示ゲームが開始される。
この特図の変動表示ゲームの結果として、表示画面４ｂの表示態様が特別結果態様（例え
ば、「１，１，１」等、ゾロ目数字の何れか）となった場合には、大当たりとなって特別
遊技状態（所謂、大当たり状態）となる。
この大当たり状態中は、特別変動入賞装置５の大入賞口５ｂを閉じた状態から開放状態に
変換するサイクル遊技が、所定回数を限度に行われ、これにより遊技者は遊技球を大量獲
得する機会を得る。すなわち、パチンコ遊技機は、特図変動表示ゲームの結果、予め定め
られた特別結果態様となることに関連して、遊技者に有利な特別遊技状態が発生するとい
った所定の遊技価値を付与可能となる。
【００４０】
なお、遊技盤１の裏面側には、図示は省略するが、球の排出動作等を制御する排出制御装
置と、遊技領域に設けられた変動表示装置４の表示制御、パチンコ遊技機が備えるランプ
やＬＥＤなどの発光部材の点灯・点滅状態の制御（後述する演出装置４０におけるＬＥＤ
の点灯、点滅状態の制御も含む）、及び、スピーカ等の出力の制御等を行う演出制御装置
と、遊技機前面の操作ハンドル（図示略）の操作に基づき遊技球を遊技領域に発射させる
発射装置と、この発射装置の制御を行う発射制御装置と、これら各制御装置等を統括制御
する遊技制御装置等とが設けられている。
【００４１】
次に、本実施形態のパチンコ遊技機１００における主要な構成である変動表示装置４の詳
細について説明する。
【００４２】
変動表示装置４は、表示画面（表示部）４ｂを有する表示装置本体（表示装置本体）４ａ
と、この表示装置本体４ａの前面側に配設されると共に、前記表示画面（表示部）４ｂが
臨む後述の表示用開口部３０ａを有し、前記変動表示ゲームに関連した演出を行う後述の
演出装置４０を配設した前面構成部材２０とを備えて構成されている。
【００４３】
図２～図５に示すように、前面構成部材２０は、遊技盤１に取り付けられる取付部３１が
外周部分に形成された取付枠体３０に各種の構成部材が取り付けられて構成されるもので
ある。そして、取付枠体３０には、大当たり予告やリーチ予告等を行う補助表示ゲームを
表示する補助表示装置となる演出装置４０と、特図始動記憶表示部３、普図変動表示装置
７、普図始動記憶表示部１０等を備え、複数の機能を有する機能装置５０と、発光による
装飾が可能な装飾装置６０と、後述する鎧部２０ｂの一部として機能する装飾鎧部材７０
と、上面が後述するワープ装置４１（ワープ手段）から遊技球が排出されるステージ８１
となる転動態様変更部材８０とが取り付けられている。
なお、一体成形された装飾鎧部材７０除く、演出装置４０と、機能装置５０と、装飾装置
６０と、転動態様変更部材８０とは、それぞれ、取付枠体３０に取り付けられる前に、複
数の部材を組み付けたユニットの状態となっており、取付枠体３０に、これらの構成部材
を取り付けることにより、前面構成部材２０が形成されるようになっている。なお、転動
態様変更部材８０に設けられ、転動態様変更部材８０を発光させる後述のＬＥＤ８５１，
…を搭載した二枚のステージ基板８５，８５だけは、転動態様変更部材８０を取付枠体３
０に取り付けた後に取り付けられるようになっており、転動態様変更部材８０を取付枠体
３０から取り外すことなく、ステージ基板８５，８５を交換できるようになっている。
【００４４】
図４に示すように、取付枠体３０は、遊技盤１に形成された図示しない取付用開口内に挿
入されて後方に筒状に延出して形成される筒状壁部３２を有し、この筒状壁部３２の前端
部の外周部分から外側に遊技盤１前面に沿って延出する鍔状の取付部３１が筒状壁部３２
と一体に設けられている。そして、取付枠体３０は、前記取付部３１を前記遊技盤１の表
面に取り付けた際に、その後方部が前記取付用開口部に挿入される前面開口の凹室状に形
成されている。すなわち、取付枠体３０の筒状壁部３２内が、前面が開口する凹室３０ｂ
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とされている。
また、取付枠体３０（取付部３１、筒状壁部３２）の外周形状は、上述の表示用開口部３
０ａの周囲に配置される演出装置４０、機能装置５０、装飾装置６０、装飾鎧部材７０、
転動態様変更部材８０等の形状に対応して複雑なものとなっている。なお、これら演出装
置４０、機能装置５０、装飾装置６０、転動態様変更部材８０は、それぞれ、筒状壁部３
２の内周面に沿って配置されるようになっており、これらの構成要素の筒状壁部３２の外
周側の形状に対応して、筒状壁部３２、取付部３１の外周形状が相対的に決まっている。
また、取付枠体３０内に、筒状壁部３２の内周面に沿って演出装置４０、機能装置５０、
装飾装置６０、転動態様変更部材８０を収納すると、これら構成要素（演出装置４０、機
能装置５０、装飾装置６０、転動態様変更部材８０）の取付枠体３０の中央部に向かう各
面から構成される内周面により、表示用開口部３０ａから露出する表示画面（表示部）４
ｂに対応した（矩形状）の表示窓が形成される。
【００４５】
取付枠体３０内、すなわち凹室３０ｂの右側部の空間が演出装置用収納部３３とされ、演
出装置用収納部３３の上部の左側に隣接する取付枠体３０（凹室３０ｂ）内の上側部の空
間が機能装置用収納部３４とされ、取付枠体３０（凹室３０ｂ）内の左側部の空間が装飾
装置用収納部３５とされ、取付枠体３０（凹室３０ｂ）内の下側部の空間が転動態様変更
部材用収納部３６とされている。そして、演出装置用収納部３３及び機能装置用収納部３
４の背面側には、これら収納部３３，３４の上部を除く部分に、筒状壁部３２と一体で、
且つ、遊技盤１と平行に第１後方壁３７が形成されている。
【００４６】
また、演出装置用収納部３３及び機能装置用収納部３４の上部の背面側には、第１後方壁
３７より一段前となる位置に第２後方壁３８が筒状壁部３２と一体で、且つ、遊技盤１と
平行に設けられている。なお、第１後方壁３７と第２後方壁３８とは隙間無く一体となる
ように段差の部分で後方壁３７，３８に直角な図示しない壁部でつながれている。また、
装飾装置用収納部３５の背面側には、第３後方壁３９が形成されている。そして、演出装
置４０、機能装置５０は、それぞれの収納部３３，３４に収納された状態で第１後方壁３
７及び第２後方壁３８にビス止めされて取付枠体３０に固定される。また、装飾装置６０
は、対応する収納部３５に収納された状態で、第３後方壁３９にビス止めされて取付枠体
３０に固定される。
【００４７】
そして、第１後方壁３７と第２後方壁３８と筒状壁部３２とに囲まれた部分には、開口部
３０ｃが形成されている。この開口部３０ｃは、表示装置本体４ａの表示画面４ｂを露出
させるためのものであるが、表示画面４ｂより広くされており、図５に示すように、取付
枠体３０の開口部３０ｃの部分に、表示装置本体４ａの表示部（表示画面４ｂ）を前面側
に臨ませるための表示用開口部３０ａが形成された後方板９０が取り付けられるようにな
っている。そして、後方板９０の下部は、転動態様変更部材用収納部３６の第４後方壁９
１となっている。従って、取付枠体３０から後方板９０を取り外すことにより、転動態様
変更部材用収納部３６に収納されて固定された状態の転動態様変更部材８０の背面を開放
し、転動態様変更部材８０のステージ基板８５，８５を交換できるようになっている。
なお、取付枠体３０の筒状壁部３２の転動態様変更部材用収納部３６に対応する内周面に
は、左右二つのステージ取付部材３６１，３６１が取り付けられ、転動態様変更部材８０
は、対応する収納部３６に収納された状態で、ステージ取付部材３６１，３６１にビス止
めされて取付枠体３０に固定される。
【００４８】
以上のことから、前記取付枠体３０は、前記取付部３１を前記遊技盤１の表面に取り付け
た際に、その後方部が前記取付用開口部に挿入される前面開口の凹室状に形成され、当該
凹室３０ｂを前記表示装置本体４ａの表示部（表示画面４ｂ）よりも周囲に延在させて前
記演出装置４０を収納可能な収納部（演出装置用収納部３３）を形成している。また、取
付枠体３０は、前記表示装置本体４ａの表示部（表示画面４ｂ）における左右方向の側部
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及び上側部に収納部（装飾装置用収納部３５、演出装置用収納部３３、機能装置用収納部
３４）を形成して構成され、前記取付枠体３０の左右方向の側部（右側の側部）に前記演
出装置４０を収納すると共に、前記取付枠体３０の上側部に変動表示ゲームの始動記憶表
示部３を有する機能装置５０を収納する
【００４９】
また、演出装置４０の配線を引き出すために、演出装置用収納部３３に対応する位置で、
かつ、第１後方壁３７の右側縁部と筒状壁部３２との境界部分に、この境界に沿うととも
に、第１後方壁３７と筒状壁部３２とに渡って連続した開口部３７１が形成されている。
また、第１後方壁３７には、機能装置用収納部３４に対応する位置に機能装置５０の配線
を引き出す開口部３７２が形成されている。さらに、第１後方壁３７の前面には、ワープ
装置４１の後述する第３誘導流路４１ｅに対応する位置に、前方に向かう複数の突出部３
７３，…が形成されている。突出部３７３は、第３誘導流路４１ｅとほぼ同じ幅で水平に
延在するように形成されると共に、第３誘導流路４１ｅに沿って互いに間隔（ほぼ等間隔
）をあけて形成されている。
すなわち、誘導流路（第３誘導流路４１ｅ）に対応する収納部（演出装置用収納部３３）
の後方壁（第１後方壁３７）における前面に、誘導流路を流下する遊技球の流下勢を減衰
させるための突出部３７３…を前方に向けて形成している。
また、取付枠体３０の機能装置用収納部３４の左側と装飾装置用収納部３５の上部との間
には、取付部３１と面一となるように、装飾鎧部材７０を取り付けるための鎧取付面３１
ａが形成されている。
そして、鎧取付面３１ａに装飾鎧部材７０がビス止めされて取付枠体３０に固定される。
【００５０】
装飾鎧部材７０は、遊技盤１前面より僅かに前方に設けられた鎧取付面３１ａに取り付け
られることで、取付枠体３０の左上部で遊技領域１ａ内に突出して設けられる。従って、
装飾鎧部材７０は、取付枠体３０の上から取付枠体３０内に遊技球が侵入するのを防止す
る鎧部２０ｂの一部として機能すると共に、前面構成部材２０の装飾部材としての機能を
有する。この例においては、前面構成部材２０の装飾及び表示装置本体４ａで表示される
変動表示ゲームの内容が温泉旅行をイメージしたものとなっており、装飾鎧部材７０は、
例えば、露天風呂に設けられた屋根をイメージするものとなっている。
【００５１】
また、装飾装置６０は、装飾鎧部材７０の装飾内容に対応して、装飾鎧部材７０が示す屋
根の下の露天風呂をイメージするものとなっている。そして、装飾装置６０は、図５に示
すように装飾レンズ部材６１と、装飾レンズ部材６１の前面部より後方に配置されて装飾
レンズ部材６１を発光させるためのＬＥＤ６２を搭載した装飾基板６３と、装飾レンズ部
材６１の前面に配置された装飾部材６４とを備える。
そして、装飾レンズ部材６１は、透明な合成樹脂（透光性を有する合成樹脂ならば良い）
から形成され、取付枠体３０の装飾装置用収納部３５の前面側を覆う前板部６５と、この
前板部６５と平行となる収納部３５の第３後方壁３９との間の空間の左側を閉塞するよう
に前板部６５の左側縁部に沿うと共に、前板部６５、第３後方壁３９及び遊技盤１の前面
とほぼ直角に後方に延出する側板部６６とからなっている。そして、取付枠体３０の筒状
壁部３２と第３後方壁３９と装飾レンズ部材６１とにより、装飾装置用収納部３５となる
空間の外周のほぼ全体が覆われた状態となる。
【００５２】
装飾レンズ部材６１の裏面（内面）は、細かな凹凸が繰り返される形状に成型され、光を
散乱するようになっている。
装飾レンズ部材６１には、装飾レンズ部材６１の前板部６５との間にＬＥＤ６２を収容可
能な間隔をあけ、且つ、前板部６５と平行に装飾基板６３を装飾レンズ部材６１に取り付
ける取付部（図示略）が設けられている。また、装飾レンズ部材６１の前面には、露天風
呂にいる人をイメージした装飾部材６４が取り付けられている。そして、装飾レンズ部材
６１に、装飾基板６３、装飾部材６４が取り付けられて装飾装置６０が一つのユニットと
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された状態で、取付枠体３０の装飾装置用収納部３５に装飾装置６０が収納されて、取付
枠体３０に固定されるようになっている。
なお、この例において、後方から光を照射されて発光した状態となる透光性を有する部材
をレンズ部材と称する場合があるが、透光部材と称しても良い。また、レンズ部材には、
実際にレンズ形状を有してレンズ（光学素子）として機能するものと、光を透過させ、透
過する光の方向を変更する可能性が高いが必ずしもレンズ（光学素子）として機能するこ
とを意図されていないものとがある。
【００５３】
前記転動態様変更部材８０は、図３及び図５に示すように、その前面が取付枠体３０の前
面とほぼ同じ前後位置となる前ステージ部材８２と、前ステージ部材８２の後に配置され
る後ステージ部材８３と、後ステージ部材８３の前板８４より後方に左右に分離して配置
されたステージ基板８５，８５とを有する。そして、転動態様変更部材８０は、前ステー
ジ部材８２と後ステージ部材８３とが接合されることにより一つのユニットされ、このユ
ニットが取付枠体３０の転動態様変更部材用収納部３６に収納されて上述のように取付枠
体３０に固定される。
また、後ステージ部材８３は、透明な合成樹脂からなるとともに内面が細かな凹凸が繰り
返される形状に成形され、光を散乱するようになっている。また、前ステージ部材８２も
透明な合成樹脂からなり、後ステージ部材８３内に収納された状態のステージ基板８５，
８５に搭載されたＬＥＤ８５１により、後ステージ部材８３及び前ステージ部材８２が発
光させられると共に、前ステージ部材８２内に入った遊技球が視認できるようになってい
る。
【００５４】
前ステージ部材８２は、下側が円弧状で上側がほぼ水平な形状を有する前面板８２１と、
下側の円弧状の側縁に沿って後方に延出する下面板８２２と、ステージ８１の前半分を構
成する上面板８１ａとからなる。そして、前面板８２１の中央には、後述するように前ス
テージ部材８２内に入った遊技球を排出する開口部８２３が形成されている。
前記下面板８２２は、その上面が左右が高く中央部が低い円弧状とされると共に、前面板
８２１の開口部８２３に対応する下面板８２２の上面の中央部は、前側が低くなる傾斜面
が形成されており、下面板８２２の中央部上の遊技球を前側に転動させるようになってい
る。
【００５５】
また、上面板８１ａの上面は、左右の端部が高く中央部が低くなるような傾斜を有する谷
状とされると共に、中央部は、さらに傾斜がきつくなるように、中央がその左右より低く
なる円弧状とされた円弧部８１１となっている。また、円弧部８１１の上面は、前が低く
なるように傾斜しており、円弧部８１１の中央から遊技球を前側に落下させるようになっ
ている。
また、上面板８１ａの円弧部８１１の左右には、それぞれ、円弧部８１１と離れて遊技球
が通過可能な大きさを有する切欠部８１２，８１２が形成され、切欠部８１２，８１２上
を低速で通過しようとする遊技球が前ステージ部材８２内に落下するようになっている。
切欠部８１２，８１２から落下した遊技球は、円弧上の下面板８２２上を転動して開口部
８２３から落下するようになっている。
また、上面板８１ａの後側縁部には、円弧部８１１及び切欠部８１２，８１２の部分を除
いて、遊技球が後ステージ部材８３の上面板８１ｂから前ステージ部材８２の上面板８１
ａ上に移動するのを抑制する突条部８２５が、上面板の後側縁に沿って形成されている。
【００５６】
後ステージ部材８３は、下側が円弧状で上側がほぼ水平な形状を有する前面板８３１と、
ステージ８１の後半分を構成する上面板８１ｂとからなる。そして、前面板８３１の中央
部には、前ステージ部材８２内に連通すると共に、上面板８１ｂの後述する切欠部８１３
に連通する落下誘導流路８１４となっている。前面板８３１の落下誘導流路８１４は、前
面板８３１の中央部が上下に渡って後方に凹んだ溝状に形成されることで構成されている
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。また、落下誘導流路８１４の下端には、底部８１５が形成され、該底部８１５には、遊
技盤１に対して直角に前後に沿った溝が形成されると共に、底部８１５の上面が前側が低
くなるように傾斜し、底部８１５上に至った遊技球を前側に転動させて前ステージ部材８
２内の下面板８２２上に移動させるようになっている。また、この際に溝に沿って真っ直
ぐ前に遊技球を誘導するようになっている。
【００５７】
また、前面板８３１の背面には、左右に、それぞれ、ステージ基板８５，８５を前面板８
３１に平行で、且つ、前面板８３１との間にＬＥＤ８５１，…を配置可能な空間をあけて
取り付ける取付部（図示略）が設けられている。
後ステージ部材８３の上面板８１ｂは、中央が低く左右側縁が高い谷状に形成されると共
に中央部に遊技球が落下可能な大きさの前記切欠部８１３が形成されている。そして、上
面板８１ｂの切欠部８１３上を低速で通過しようとする遊技球は、切欠部８１３で落下誘
導流路８１４内に落下する。この際に落下誘導流路８１４は、遊技球の大きさに対応して
遊技球より僅かに広い状態となることで、遊技球の左右方向への移動を規制し、ほぼ鉛直
方向に沿って遊技球を落下させる。
【００５８】
このような転動態様変更部材８０によれば、ワープ装置４１から転動態様変更部材８０の
上面のステージ８１上に左右端部のうちの一方の端部（この例においては、右側の端部だ
が、両方の端部でも良い）から遊技盤１の前面にほぼ沿って他方の端部側に向かって流下
勢を有する遊技球が放出される。なお、この際には、ステージ８１の後部の上面板８１ｂ
側に遊技球が放出され、遊技球が撥ねた場合を除いて、後ステージ部材８３の上面板８１
ｂの谷状の上面を左右に往復移動し、左右への移動速度が低下すると、前ステージ部材８
２の上面板８１ａの突条部８２５が無い部分において、前ステージ部材８２上に移動する
か、もしくは、切欠部８１３から落下する。
【００５９】
また、切欠部８１３から落下しなかった遊技球は、前ステージ部材８２の上面板８１ｂの
円弧部８１１もしくは切欠部８１２，８１２に至る。そして、円弧部８１１に至った遊技
球は、円弧部８１１から前面構成部材２０の下の遊技領域１ａの普通変動入賞装置９の上
方に落下する。一方、円弧部８１１の左右の切欠部８１２に至った遊技球は、上述のよう
に前ステージ部材８２内に入り、開口部８２３から前面構成部材２０の下の遊技領域１ａ
の普通変動入賞装置９の上方に落下する。
【００６０】
一方、後ステージ部材８３の上面板８１ｂの切欠部８１３から落下した遊技球は、上述の
ように落下誘導流路８１４内を落下する際に左右への移動が規制され、落下誘導流路８１
４の底部８１５の溝により前側に誘導されて、開口部８２３から前面構成部材２０の下の
遊技領域１ａの普通変動入賞装置９の上方に落下する。
なお、上述の遊技球の移動経路は、一例であり、全ての遊技球が上述の経路のうちの一つ
の経路を必ず通過するわけではなく、ステージ８１上で撥ねて、様々な動きをする可能性
がある。また、ステージ８１上には、ワープ装置４１を経由する遊技球だけではなく、前
面構成部材２０の左右や下側から障害釘等にぶつかって撥ねた遊技球が進入する場合があ
る。
【００６１】
そして、上述のような転動態様変更部材８０は、ステージ上８１で遊技球を転動させるこ
とで、遊技球を遊技者に長い間見せると共に、ステージ８１上の遊技球を普通変動入賞装
置９側に誘導することで、遊技者の興趣を高めている。
なお、普通変動入賞装置９への入賞確率が遊技球の経路によって異なり、後ステージ部材
８３の上面板８１ｂの切欠部８１３から落下して前ステージ部材８２の前面板８２１の開
口部８２３から排出されたものが、普通変動入賞装置９のほぼ真上に落下すると共に、左
右への移動が規制された状態で誘導されて落下するので、最も入賞確率が高い。それに対
して前ステージ部材８２の切欠部８１２，８１２から落下して開口部８２３から排出され
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た遊技球は、開口部８２３から排出される際に遊技球の左右への勢いが少し残り、切欠部
８１３から落下した遊技球よりも入賞率が低くなる。さらに、前ステージ部材８２の上面
板８１ａの円弧部８１１から落下した遊技球は、開口部８２３より高い位置から落下する
とともに、左右への移動が規制されておらず、普通変動入賞装置９上に落下しても障害釘
に撥ねられる可能性が高く、入賞確率が開口部８２３から排出される場合より低くなる。
すなわち、転動態様変更部材８０は、遊技球の転動態様を変更して、普通変動入賞装置９
への入賞確率が異なる複数の経路に遊技球を振り分ける機能を有する。
【００６２】
前記機能装置５０は、主に図６～図８に示すように、透明で、前面等の表面の多くの部分
が細かな凹凸が繰り返す形状に成形されたベース部材５１と、ベース部材５１の前面に取
り付けられた特図始動記憶表示部材５２及び普図始動記憶表示部材５３と、同じくベース
部材５１の前面に取り付けられた複数の装飾部材５４，５５，５６と、ワープ装置４１の
入口を構成するワープ入口部材５７と、ベース部材５１の裏面に取り付けられて、複数の
ＬＥＤが取り付けられた機能基板（図示略）とを有する。
【００６３】
前記ベース部材５１は、装飾部材５４，５５，５６、特図始動記憶表示部材５２、普図始
動記憶表示部材５３等が取り付けられる前面部５１１と、前面部５１１の上側縁に沿って
前方に突出して上述の鎧部２０ｂの一部となる前後二段に設けられた後鎧壁５１２及び前
鎧壁５１３と、前記前面部５１１の右上部分に後鎧壁５１２と同じ前後位置に設けられて
ワープ装置４１の一部となるワープ導入部５１４と、前面部の右下部に垂れ下がった状態
に形成された表示板７ａと、表示板７ａを含む前面部５１１の周縁部から後方に延出する
筒状カバー部材５１５とを備えている。
【００６４】
前面部５１１は、その上部が三角形状とされ、観光地（温泉）をイメージして、温泉のの
れんを示す装飾部材５４、富士山を示す装飾部材５５、松を示す装飾部材５６が取り付け
られている。また、前面部５１１の下部には、特図始動記憶表示部材５２が水平に左右に
延在して取り付けられると共に、その横（右横）に普図始動記憶表示部材５３が取り付け
られている。また、普図始動記憶表示部材５３の右下に上述の表示板７ａが配置されてい
る。
そして、この前面部５１１の下部には、特図始動記憶表示部３の特図始動記憶表示器３ａ
の一部となる複数のＬＥＤと、普図始動記憶表示部材５３の普図始動記憶表示器１１の一
部となる複数のＬＥＤと、普図変動表示装置７の表示板７ａを裏面側から照らす複数のＬ
ＥＤとを搭載した一枚の前記機能基板が配置される。
【００６５】
また、前面部５１１の下部には、上述の特図始動記憶表示器３ａの一部となる複数のＬＥ
Ｄと前後に重なり、特図始動記憶表示部材５２の特図始動記憶表示器３ａとなる部分（Ｌ
ＥＤの光を透過する部分）と前後に重なる部分に光を通すための貫通孔が形成されている
。
また、前面部５１１の下部に取り付けられる特図始動記憶表示部材５２は、光を透過しな
い非透光性合成樹脂からなり、前面部５１１に取り付けられる始動記憶ベース５２１と、
始動記憶ベース５２１の前面に取り付けられた透光性合成樹脂からなる始動記憶レンズ部
材５２２とからなる。始動記憶ベース５２１には、ベース部材５１の前面部５１１の上記
貫通孔と重なる位置に貫通孔が形成されると共に、貫通孔の部分の周囲が筒状に形成され
、光が広い範囲に拡散するのを防止し、複数の特図始動記憶表示器３ａのそれぞれに個別
に対応するＬＥＤの光が、他の特図始動記憶表示器３ａを発光させないようになっている
。なお、始動記憶ベース５２１は、特図始動記憶表示部３の始動記憶レンズ部材５２２の
右横に、普図始動記憶表示部材５３が取り付けられるようになっており、普図始動記憶表
示部材５３の取付用のベースも兼ねている。また、始動記憶ベース５２１及び始動記憶レ
ンズ部材５２２は、特図始動記憶表示部３としての機能の他に装飾部材を兼ねており、始
動記憶ベース５２１は、上述の富士山を示す装飾部材５５に対応して岩もしくは雲をイメ
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ージする装飾となっている。また、始動記憶レンズ部材５２２は、各特図始動記憶表示器
３ａに対応する部分に、パチンコ遊技機１００の名称に対応する文字が付されおり、タイ
トル表示としての機能を有する。
【００６６】
そして、前面部５１１の下部の右側には、普図始動記憶表示器１１の一部となる複数のＬ
ＥＤと前後に重なり、普図始動記憶表示部材５３の普図始動記憶表示器１１となる部分（
ＬＥＤの光を透過する部分）と前後に重なる部分に光を通すための貫通孔が形成されてい
る。
前面部５１１の下部の右側に、普図始動記憶表示部材５３が始動記憶ベース５２１を介し
て取り付けられる。普図始動記憶表示部材５３は、前記始動記憶ベース５２１の右端部の
前側に取り付けられると共に、その内部に普図始動記憶レンズ部材（図示略）が収納され
る。
普図始動記憶表示部材５３は、上述のように始動記憶ベース５２１に取り付けられるが、
始動記憶ベース５２１には、前面部５１１の貫通孔と前後に重なって連通する位置に普図
始動記憶表示部材５３の数に対応して複数の貫通孔が形成されている。また、始動記憶ベ
ース５２１の前記貫通孔の部分には、各貫通孔同士を仕切る位置に前後にそれぞれ突出す
る仕切壁が形成され、光が広い範囲に拡散するのを防止し、複数の普図始動記憶表示器１
１のそれぞれに個別に対応するＬＥＤの光が、他の普図始動記憶表示器１１を発光させな
いようになっている。
【００６７】
また、始動記憶ベース５２１の前側に突出する上述の仕切壁は、普図始動記憶表示部材５
３内に配置され、図示しない普図始動記憶レンズ部材の位置決め部材として機能する。普
図始動記憶レンズ部材は、普図始動記憶表示器１１の一部となるＬＥＤの光を透光するレ
ンズ部材となると共に、ＬＥＤの光を前側に導光する。なお、複数の普図始動記憶表示器
１１に対して一つ普図始動記憶レンズ部材が用いられるようになっている。そして、普図
始動記憶レンズ部材には、上述の前側の仕切壁に対応する部分に溝が形成され、この溝に
仕切壁が挿入されることで位置決めされ、且つ、普図始動記憶レンズ部材内部で、複数の
普図始動記憶表示器１１に対応するＬＥＤの光が重なり合うのを上記仕切壁で防止し、よ
り確実に、複数の普図始動記憶表示器１１のそれぞれに個別に対応するＬＥＤの光が、他
の普図始動記憶表示器１１を発光させないようになっている。
【００６８】
また、普図始動記憶表示部材５３には、その前部側に前面に開口して、各普図始動記憶表
示器１１の発光部となる複数の貫通孔が形成されている。また、普図始動記憶表示部材５
３の後部は、裏面側に開口して、普図始動記憶表示器１１の発光部となる複数の貫通孔に
連通する一つの凹部が形成されている。この凹部内に普図始動記憶レンズ部材が収納され
ると共に、さらに、普図始動記憶レンズ部材の前部が各普図始動記憶表示器１１の発光部
となる複数の貫通孔に挿入されるようになっている。
【００６９】
また、普図始動記憶表示部材５３の凹部内には、上述の貫通孔同士の間から後方に突出す
る仕切壁が形成されている。そして、この仕切壁は、普図始動記憶レンズ部材の前側で、
普図始動記憶表示部材５３の各貫通孔に挿入される部分同士の間に形成される溝に挿入さ
れて、普図始動記憶表示部材５３に対する普図始動記憶レンズ部材の位置決めとしての機
能を果たすと共に、普図始動記憶レンズ部材内部で、複数の普図始動記憶表示器１１に対
応するＬＥＤの光が重なり合うの防止し、さらに確実に、複数の普図始動記憶表示器１１
のそれぞれに個別に対応するＬＥＤの光が、他の普図始動記憶表示器１１を発光させない
ようになっている。
【００７０】
なお、普図始動記憶表示部材５３は、装飾部材としての機能を兼ねており、観光地の石灯
籠をイメージしたものとなっている。
また、機能装置５０のベース部材５１の前面部５１１と一体に、前面部５１１の右下に形
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成された普図変動表示装置７の表示板７ａには、例えば、複数の図柄（普図）が記載され
、機能基板に搭載された複数のＬＥＤがそれぞれ、個々の普図の部分を発光させるように
なっており、複数のＬＥＤがタイミングをずらして点滅することにより、個々の普図が順
番に変動表示されるようになっている。そして、一つの普図が発光させられた状態で停止
することにより普通変動表示ゲームが終了し、その際に発光している普図の種類によって
、当たり外れかがわかるようになっている。例えば、普図として丸が停止表示された際に
当たりとなる。
【００７１】
前記後鎧壁５１２及び前鎧壁５１３のうちの後鎧壁５１２は、遊技盤１の前面より後方に
配置されたベース部材５１の前面部５１１から遊技盤１のほぼ前面（取付枠体３０の取付
部３１の前面）まで前方に延出するもので、実際に鎧壁として機能する前鎧壁５１３のベ
ースとなると共に、一部が取付枠体３０の筒状壁部３２の内周面に沿う筒状カバー部材５
１５と同様に、取付枠体３０の筒状壁部３２の内周面に沿うようになっている。
前鎧壁５１３は、後鎧壁５１２より外側の位置で前方に突出するようになっており、後鎧
壁５１２の上端部には、取付枠体３０の取付部３１の前面に沿って外側に突出する段差部
５１２ａが形成され、段差部５１２ａの周縁部から前方に遊技領域１ａを仕切るように前
鎧壁５１３が突出している。なお、前鎧壁５１３は、左側の装飾鎧部材７０と隣接する位
置から機能装置５０の上側のほぼ全体を覆う位置まで形成されている。
【００７２】
また、前鎧部５１３は、機能装置５０のベース部材５１の上部の右側では、上述の前面部
５１１の上側縁に沿って配置され、ベース部材５１の上部の左側では、ワープ導入部５１
４の上側縁に沿って配置されている。また、前鎧部５１３は、ワープ導入部５１４の左側
部分において、外面が左斜め上方を向いた状態とされると共に、遊技領域１ａの遊技球が
通過可能な切欠部５１３ａが形成されている。
この前鎧部５１３の切欠部５１３ａは、ワープ導入部５１４に遊技球を進入可能とするも
ので、ワープ装置４１の遊技球の受入口の一部となる。
【００７３】
そして、ワープ導入部５１４は、ベース部材５１の上部の右側で且つ、前鎧部５１３の下
となる位置に形成され、上述の段差部５１２ａとほぼ同一平面（遊技盤前面と平行な平面
）で一体となるように形成される第１流路形成板５１４ａと、第１流路形成板５１４ａに
形成されたほぼ四角形状（概略正方形状）の開口部５１４ｂと、第１流路形成板５１４ａ
の開口部５１４ｂの外周部から後方に延出する四角筒状の後筒部５１４ｃとを有する。な
お、開口部５１４ｂ及び後筒部５１４ｃは、その内径が遊技球の外径より大きくされて、
遊技球が通過可能な大きさとされている。そして、ワープ導入部５１４は、ワープ入口部
材５７とともに、ワープ装置４１の遊技球の受入口を構成すると共に、演出装置４０に形
成されるワープ装置４１の第２及び第３誘導流路４１ｃ，４１ｅに遊技球を導出するもの
である。
前記開口部５１４ｂは、前記前鎧部５１３の切欠部５１３ａが形成された部分に対して、
略平行な二辺と直交する二辺とから概略正方形状となっている。そして、上記後筒部５１
４ｃは、前記開口部５１４ｂの四辺に沿って後方に突出する四つの壁部（二つの壁部５１
４ｄ，５１４ｅだけ図示）から構成され、そのうちの前鎧部５１３の切欠部５１３ａが形
成された部分に対して平行な二つの壁部５１４ｄ，５１４ｅは、前鎧部５１３の切欠部５
１３ａが形成された部分に対して直角な方向に沿って、前記切欠部５１３ａと一列に並ん
で配置されている。
【００７４】
また、後筒部５１４ｃの前鎧部５１３の切欠部５１３ａが形成された部分に対して平行な
二つの壁部５１４ｄ，５１４ｅのうちの切欠部５１３ａに近い方の壁部５１４ｄには、壁
部５１４ｄに対して直角で、その先端面が斜めに傾斜した二つの第１ガイド壁５１４ｆ，
５１４ｆが形成されている。
二つの第１ガイド壁５１４ｆ，５１４ｆは、互いの間隔が遊技球の直径より狭いものとさ
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れ、後筒部５１４ｃの内周面（壁部５１４ｄと直交する壁部のうちの近い方）からの距離
も遊技球の直径より狭いものとされている。
【００７５】
また、第１ガイド壁５１４ｆ，５１４ｆは、前側が狭く、後側が広い台形状とされること
で先端面が壁部５１４ｄに対して傾斜した状態となっており、後筒部５１４ｃ内を前から
後側に移動する遊技球の方向を遊技盤１の前面に対して直交せずに斜めにしている。第１
ガイド壁５１４ｆ，５１４ｆは、後述するように遊技球を第１誘導流路４１ａより後方に
形成された第２誘導流路４１ｃに導出するためのガイドとして機能し、遊技球を前から後
方で、且つ、誘導流路の上流から下流に斜めに案内する。さらに、第１ガイド壁５１４ｆ
，５１４ｆは、複数の遊技球が互いに近接もしくは接触して後筒部５１４ｃ内に進入した
場合に、複数の遊技球を整列させるように案内して、遊技球が詰まるのを防止する。
【００７６】
また、後筒部５１４ｃの前鎧部５１３の切欠部５１３ａが形成された部分に対して平行な
二つの壁部５１４ｄ，５１４ｅのうちの切欠部５１３ａから遠い方の壁部５１４ｅには、
遊技球を通過させる切欠部５１４ｇが形成されている。
なお、後筒部５１４ｃの二つの壁部５１４ｄ，５１４ｅは、後筒部５１４ｃの外側に向か
って直線状に延出し、一方の端部が下側の後鎧部５１２に当接し、他方の端部がワープ導
入部５１４の上部に至り、取付枠体３０の筒状壁部３２の内周面に沿った外周壁部５１４
ｈに一体に接続されている。
なお、ベース部材５１のワープ導入部５１４の裏面側には、演出装置４０の裏面板部材４
４の上端部の後述する延出部４４２が配置される。また、裏面板部材４４のワープ導入部
５１４と重なる部分が取付枠体３０の機能装置用収納部３４の第１後方壁３７より一段前
となる位置に形成された第２後方壁３８の前面に当接するように配置されている。
【００７７】
そして、ワープ導入部５１４の前側には、ワープ入口部材５７が取り付けられている。ワ
ープ入口部材５７は、遊技盤１の前面と平行な前装飾板５７１、前装飾板５７１の周縁部
から後方に延出する外周壁部５７２と、外周壁部５７２内において前装飾板５７１から後
方に突出するとともに互いに平行に設けられた誘導路形成壁（図示略）と、外周壁部５７
２の二枚の第１流路形成壁の一方の端部と当接する部分に、誘導路形成壁同士の間の空間
と連通して設けられた入口用切欠部５７４（図３に図示）と、前記外周壁部５７２の二枚
の誘導路形成壁の他方の端部と当接する部分同士の間の内周面に形成された第２ガイド壁
（図示略）とを有する。
すなわち、ワープ入口部材５７の裏面側は、円筒状の外周壁部５７２により外周を囲まれ
、その内部に直径方向に平行で互いに離間した二つの第１流路形成壁が形成され、二枚の
第１流路形成壁の両端部がそれぞれ外周壁部５７２の内周面に一体に接続されている。そ
して、外周壁部５７２の二枚の第１流路形成壁の一方の端部に接続された部分に切欠部５
７４が形成され、外周壁部５７２の二枚の第１流路形成壁の他方の端部に接続された部分
に第２ガイド壁が形成されている。また、外周壁部５７２及び二枚の第１流路形成壁の後
端面は、遊技盤１と平行な一平面内に配置される。
【００７８】
そして、ワープ入口部材５７を機能装置５０のベース部材５１のワープ導入部５１４に取
り付けた場合に、ワープ入口部材５７の外周壁部５７２及び二枚の第１流路形成壁の後端
面が、ワープ導入部５１４の第１流路形成板５１４ａの前面に当接する。また、前鎧部５
１３の切欠部５１３ａと外周壁部５７２の切欠部５７４とが重なり、ワープ装置４１の受
入口となる開口部が形成される。また、二枚の第１流路形成壁は、ワープ装置４１の受入
口となる開口部（互いに重なった切欠部５１３ａ及び切欠部５７４）からワープ導入部５
１４の第１流路形成板５１４ａの開口部５１４ｂまでの第１誘導流路４１ａの左右を囲む
ように配置され、上述の外周壁部５７２の第２ガイド壁が設けられた部分が、第１誘導流
路４１ａの後端を塞ぐようになっている。なお、第２ガイド壁は、第１ガイド壁５１４ｆ
，５１４ｆとほぼ同様の形状を有すると共に、第２ガイド壁の先端面と第１ガイド壁５１
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４ｆ，５１４ｆの先端面とが互いにほぼ平行に、遊技球の直径より広い間隔をあけて配置
されており、第２ガイド壁と第１ガイド壁５１４ｆ，５１４ｆとにより、遊技盤１前面に
対して斜めの遊技球用の誘導流路が形成される。
【００７９】
従って、ワープ装置４１のワープの入口となる開口部（互いに重なった切欠部５１３ａ及
び切欠部５７４）に続く第１誘導流路４１ａは、ベース部材５１のワープ導入部５１４の
第１流路形成板５１４ａと、ワープ入口部材５７の前装飾板５７１と図示しない二つの第
１流路形成壁とで囲まれた部分となる。
また、第１流路形成板５１４ａの開口部５１４ｂから後筒部５１４ｃ内は、第１誘導流路
４１ａから、第１誘導流路４１ａより後側の後述する第２誘導流路４１ｃに球を導出する
第１導出路４１ｂとなっている。
なお、第１導出路４１ｂの後端側は、ベース部材５１のワープ導入部５１４の背面側に重
ねて配置される演出装置４０の裏面板部材４４の延出部４４２により塞がれた状態となっ
ており、第１導出路４１ｂに進入した遊技球は、後筒部５１４ｃの壁部５１４ｅに形成さ
れた切欠部５１４ｇから演出装置４０の第２誘導流路４１ｃに導出される。
なお、ワープ入口部材５７は、その前面が上述の富士山を示す装飾部材５５に対応して、
富士山の斜め上に浮かぶ月と雲とをイメージする装飾部材としての機能を備えている。
【００８０】
演出装置４０は、図７及び図８に示すように、内部に電気的発光部材としてのＬＥＤが搭
載された基板４２を収納可能であると共に裏面側が開口した前面カバー部材４３と、前面
カバー部材４３の裏面側の開口を塞ぐ裏面板部材４４とを含むものである。
前記前面カバー部材４３は、その前面が、後述する補助表示ゲームを行う補助表示装置と
して機能する演出装置４０の表示部となるものである。なお、補助表示装置の表示部は、
日本列島の概略形状を模したものとなっており、日本列島において、九州を始点として、
四国、本州を経てゴールとなる北海道に至る双六状の表示となっている。
【００８１】
そして、前面カバー部材４３は、その外周部を構成する外周枠部４３１と、外周枠部４３
１内に配置されて表示部のベースとなる前面を構成する前面ベース４３２と、前面ベース
４３２に取り付けられると共に、光が透過して所定の内容を表示するためのベースレンズ
部材４３３と、双六のコマ（齣）とコマの間の通過地点に配置される通過地点レンズ部材
４３４と、通過地点レンズ部材４３４の周囲に配置され通過経路を示す通過経路部材４３
５と、ベースレンズ部材４３３のコマの前面側に配置される凸レンズ状のコマレンズ部材
４３６と、各コマの周囲を覆って装飾する装飾部材４３７ａ、４３７ｂ、４３７ｃ、４３
７ｄとを有する。なお、図２に示すように、装飾部材４３７ａが九州、装飾部材４３７ｂ
が四国、装飾部材４３７ｃが本州、装飾部材４３７ｄが北海道を示すものとなっている。
【００８２】
そして、図２に示すように九州の部分に双六の第１コマＡが配置され、四国の部分に双六
の第２コマＢが配置され、本州の部分に南側か北側に向かって双六の第３コマＣ、第４コ
マＤ、第５コマＥが配置され、北海道の部分に双六の第６コマＦが配置される。また、各
コマの間には、双六の通過地点Ｐが一つもしくは複数配置される、そして、第１コマＡは
、スタート地点を示しこの部分が点灯することで補助表示ゲームがスタートする。そして
、スタート地点となる第１コマＡから双六の経路に沿って、順次、通過地点Ｐが点灯して
いき、次のコマＢに達した際にコマＢの部分が点灯し、このコマＢの部分を越えて順路の
先側の通過地点Ｐが点灯し、さらに次のコマＣに達したらコマＣが点灯すうような補助表
示ゲームが行われる。
そして、スタート地点となる第１コマＡより先の第２～第６コマＢ～Ｆの何れかが点灯し
た状態で補助表示ゲームが停止すると、変動表示ゲームのリーチもしくは大当たりの予告
となる。そして、ベースレンズ部材４３３の第１～第６コマＡ～Ｆに対応する部分には、
表示用の文字や記号や絵等の図柄が付されている。例えば、ベースレンズ部材４３３の第
１コマＡには、スタート等の始点を示す図柄が付されている。また、第２コマＢには、ク
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エスチョンマーク等の未確定を示す図柄、すなわち、リーチや大当たりになるかも知れな
いと思わせる図柄が付されている。そして、第３～第５コマＣ～Ｅには、例えば、複数の
スーパーリーチ（リーチ態様の中でも大当たりとなる期待度の高いもの）の一つのスーパ
ーリーチを示す図柄（例えば、スーパーリーチに付けられた名称を示す文字）が付されて
いる。また、第６コマには、大当たり等の変動表示ゲームの大当たりを示す図柄が付され
ている。
【００８３】
外周枠部４３１は、外周枠４３１ａと、鎧壁４３１ｂとからなり、外周枠４３１ａは、日
本列島の概略形状の外側を囲う筒状とされている。
また、外周枠４３１ａには、前記機能装置５０のベース部材５１のワープ導入部５１４と
隣接する部分（左上部分）に遊技球が通過可能な大きさの切欠部４３１ｄが形成されてい
る。そして、演出装置４０の切欠部４３１ｄが形成されている外周枠４３１ａの外面は、
演出装置４０と機能装置５０とを取付枠体３０の各収納部３３，３４に収納した状態で、
機能装置５０のベース部材５１の切欠部５１４ｇが形成された壁部５１４ｅの外面に当接
し、切欠部４３１ｄと切欠部５１４ｇが重ね合わされて、切欠部４３１ｄと切欠部５１４
ｇとの部分を遊技球が通過可能となる。すなわち、演出装置４０と機能装置５０とが取付
枠体３０に収納されて位置決めされることにより、演出装置４０の切欠部４３１ｄと機能
装置５０の切欠部５１４ｇが重ね合わされるようになっている。
【００８４】
なお、演出装置４０の外周枠４３１ａの切欠部４３１ｄが設けられた部分の近傍の角部に
Ｒが付けられ、機能装置５０の切欠部５１４ｇが設けられる壁部５１４ｅの前記角部に対
応する部分には、角部のＲに対応する形状に形成されて位置決めするようになっている。
すなわち、演出装置４０の外周枠４３１ａの切欠部４３１ｄが設けられた部分と、機能装
置５０の切欠部５１４ｇが設けられるか壁部５１４ｅとは、互いに相補的な形状となって
おり、互いを突き合わせることにより、切欠部４３１ｄと切欠部５１４ｇとを位置合わせ
できるようになっている。
【００８５】
また、外周枠４３１ａの前端面は、遊技盤１の前面とほぼ同じ前後位置とされている。外
周枠４３１ａは、内部に配置される前面ベース４３２の前方への移動を規制する縁部４３
１ｃが、外周枠４３１ａの前端部から外周枠４３１ａの内側に向かうと共に、遊技盤１の
前面と平行に外周枠４３１ａの外径形状に沿って帯状に形成されている。また、縁部４３
１ｃのうちの外周枠４３１ａの右側と下側の部分は、外周枠４３１ａの外側にも突出して
いる。そして、外周枠４３１ａの右側には、縁部４３１ｃの外縁に沿って前方に突出して
遊技領域１ａを仕切る上述の鎧壁４３１ｂが形成されている。
【００８６】
そして、鎧壁４３１ｂは、演出装置４０を取付枠体３０の演出装置用収納部３３に収納し
た状態で、前面構成部材２０の右斜め上に配置され、鎧部２０ｂの一部として、遊技球の
前面構成部材２０のへの進入を防止するものである。なお、鎧部２０ｂは、上述のように
左側から右側に向かって装飾鎧部材７０、機能装置５０の前鎧部５１３、演出装置４０の
鎧壁４３１ｂとがほぼ繋がって状態で配置されて構成されるもので、主に表示装置本体４
ａの表示画面４ｂを保護するものであるが、装飾鎧部材７０は、主にその下の装飾装置６
０を保護し、演出装置４０の鎧壁４３１ｂは、主に演出装置４０自身を保護する。
【００８７】
前記前面ベース４３２は、演出装置４０の前面を構成する前板４３２ａと、前板４３２ａ
の周縁に沿うと共に、前記外周枠４３１ａの内周に沿う内枠部４３２ｂと、第１誘導流路
４１ａに第１導出路４１ｂを介して繋がる第２誘導流路４１ｃを形成する第２流路形成壁
４３２ｆとが設けられている。
そして、前面ベース４３２の前板４３２ａの裏面側の内枠部４３２ｂに囲まれた空間が、
基板４２を収納する空間となっている。また、前面ベース４３２には、その裏面と基板４
２との間に基板４２に搭載されたＬＥＤを収容可能な空間をあけた状態で基板４２を前面
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ベース４３２の裏面に取り付ける複数の取付部４３ｂが形成されている。また、前面ベー
ス４３２の前板４３２ａには、上述の通過地点Ｐに対応する部分に径の小さい貫通孔ＰＨ
が形成され、通過地点レンズ部材４３４の各通過点となるレンズ部分が挿入されるように
なっている。
また、前面ベース４３２の前板４３２ａには、上述の第１～第６コマＡ～Ｆに対応する部
分に貫通孔ＰＨより大きな貫通孔ＦＨが形成されている。
【００８８】
また、前面ベース４３２の内枠部４３２ｂには、外周枠４３１ａの切欠部４３１ｄと重な
る位置に切欠部４３２ｄが形成されている。従って、機能装置５０のワープ導入部５１４
の壁部５１４ｅに形成された切欠部５１４ｇと、演出装置４０の外周枠４３１ａに形成さ
れた切欠部４３１ｄと、前面ベース４３２の内枠部４３２ｂに形成された切欠部４３２ｄ
とが重なる部分を遊技球が通過可能とされ、これにより遊技球が機能装置５０内部から演
出装置４０内部に移動可能となっている。
【００８９】
また、内枠部４３２ｂの切欠部４３２ｄが設けられた部分の前から向かって左側の部分は
、切欠部４３２ｄの近傍で、切欠部４３２ｄの設けられた部分と直角に曲がった状態とさ
れている。一方、内枠部４３２ｂの切欠部４３２ｄの右側には、上述の切欠部４３２ｄの
左側のほぼ直角に曲がった部分に沿って、上述の第２流路形成壁４３２ｆが形成され、第
２流路形成壁４３２ｆと、内枠部４３２ｂに囲まれる部分とがワープ装置４１の遊技球の
第２誘導流路４１ｃとされている。なお、第２流路形成壁４３２ｆは、第２誘導流路４１
ｃの始点側端部が内枠部４３２ｂの切欠部４３２ｄの前から向かって右側の側縁部に接続
され、第２誘導流路４１ｃの終点側端部が内枠部４３２ｂの切欠部４３２ｄの前から向か
って左側で、切欠部４３２ｄから遊技球の径より離れた部分に接続されている。また、第
２流路形成壁４３２ｆには、第２誘導流路４１ｃの入口部分に段差部４３２ｇが設けられ
、第２誘導流路４１ｃの入口部分より後方を僅かに狭めて遊技球の流下方向を規制するよ
うになっている。
【００９０】
また、第２流路形成壁４３２ｆの第２誘導流路４１ｃの終点側端部（内枠部４３２ｂに接
続される部分の近傍）には、先端側を切欠部４３２ｄに向けた第３ガイド壁４３２ｈが形
成されている。第３ガイド壁４３２ｈは、前側が長く後側が短い台形状にされ、その先端
面が遊技盤１に対して斜めの斜面とされ、遊技球の流下方向を第２誘導流路４１ｃの入口
側から奥側に向かう方向から、斜め後側に向かう方向にガイドするようになっている。
【００９１】
また、第２誘導流路４１ｃは、第２流路形成壁４３２ｆの第２誘導流路４１ｃの終点側端
部が内枠部４３２ｂに接合されることで閉塞された状態となるが、前面ベース４３２の第
２誘導流路の下流側端部となる部分は、裏面板部材４４に形成された後述する開口部４４
４と前後に重なるようになっており、第２誘導流路４１ｃの後端部から裏面板部材４４の
裏側（後側）に形成される第３誘導流路４１ｅに導出されるようになっている。すなわち
、第２誘導流路４１ｃの終点側端部（裏面板部材４４の開口部４４４と前後に重なる部分
が）が第２誘導流路４１ｃから第３誘導流路４１ｅへの第２導出路４１ｄとなっている。
以上のことから演出装置４０に形成されるワープ装置４１の誘導流路（第２誘導流路４１
ｃ及び第３誘導流路４１ｅ）は、前記前面カバー部材４３の上端部に流路入口（切欠部４
３１ｄ及び切欠部４３２ｄ）が形成されると共にその下流側で前記裏面板部材４４の裏面
側に流下方向を変換するように構成されている。
【００９２】
前記基板４２は、前面カバー部材４３内に収納された際に位置決めされるように、外周形
状が、前面カバー部材４３の前面ベース４３２の内枠部４３２ｂの内周にほぼ沿ったもの
とされている。
また、前記基板４２は、前面カバー部材４３の表示面の上述の通過地点Ｐと前後に重なる
位置に一つずつ電気的発光部材が搭載されると共に、第１～第６コマＡ～Ｆに対応する位
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置に、それぞれ、第１～第６コマＡ～Ｆを面として照らすために複数の電気的発光部材で
あるＬＥＤが搭載されている。また、基板４２は、複数のコネクタ部４２１，４２１を有
し、コネクタ部に図示しない配線が接続されている。
【００９３】
裏面板部材４４は、基板４２を収納した前面カバー部材４３の裏面側の開口を塞ぐもので
あり、裏面板部材４４の裏面側には、ワープ装置４１の第３誘導流路４１ｅを形成するた
めの一対の流路構成壁４４１，４４１が、一部（上部と下部）を除いて断面コ字状となる
ように平行状態で後方に立設されている。従って、裏面板部材４４により、前面側の前面
カバー部材４３内部の電気的発光部材となるＬＥＤの収納領域４３ａと裏面側の流路構成
領域４４ａとを離隔するように構成している。
裏面板部材４４は、その外周形状が前面カバー部材４３の外周形状（外周枠部４３１の外
周形状）と略等しくされ、前面カバー部材４３の裏面に取り付けられることで、裏面側が
開口した前面カバー部材４３の開口を塞ぐようになっている。
なお、裏面板部材４４の上端部には、前面カバー部材４３に取り付けた際に前面カバー部
材４３の上端部から左上に延出する延出部４４２が形成され、且つ、裏面板部材４４の前
から向かって右側部には、基板４２に接続された配線を引き出すための切欠部４４３が形
成されている。これら延出部４４２及び切欠部４４３の部分で、裏面板部材４４の外周形
状が前面カバー部材４３の外周形状と異なっている。
【００９４】
前記延出部４４２は、前記機能装置５０のワープ導入部５１４と前後に重なるように配置
され、第１導出路４１ｂの底部を構成するようになっている。
また、裏面板部材４４の延出部４４２に隣接する部分は、前面ベース４３２の裏面側に形
成された第２流路形成壁４３２ｆと内枠部４３２ｂの該第２流路形成壁４３２ｆと対向す
る部分によって形成された第２誘導流路４１ｃの背面側に重なって、第２誘導流路４１ｃ
の背面を塞ぐようになっている。
また、裏面板部材４４の第２誘導流路４１ｃの下流側端部に対応する部分に開口部４４４
が形成されている。開口部４４４は、二枚の流路構成壁４４１，４４１の間に配置される
ようになっている。
そして、二枚の流路構成壁４４１，４４１は、これらの間の空間が裏面板部材４４の開口
部４４４の部分を始点とし、後述のワープ出口４４５の部分を終点とする第３誘導流路４
１ｅを構成するようになっている。
【００９５】
また、基板４２を収納した前面カバー部材４３の裏面に裏面板部材４４を取り付けて演出
装置４０とし、この演出装置４０を取付枠体３０の演出装置用収納部３３に収納すると、
二枚の流路構成壁４４１，４４１の後方の開口が塞がれて、裏面板部材４４と、二枚の流
路構成壁４４１，４４１と、取付枠体３０の演出装置用収納部３３の裏面側に設けられた
第１後方壁３７とで囲まれる管状の空間が第３誘導流路４１ｅとなる。
すなわち、前記演出装置４０は、内部に電気的発光部材（ＬＥＤ）が搭載された基板４２
を収納可能であると共に裏面側が開口した前面カバー部材４３と、該前面カバー部材４３
の裏面側の開口を塞ぐ裏面板部材４４と、を含み、該裏面板部材４４の裏面側に前記流路
構成壁４４１，４４１が前記誘導流路（第３誘導流路４１ｅ）となる間隔をあけて互いに
対向して立設されている。従って、演出装置４０の裏面側に流路構成壁４４１，４４１を
立設し、該演出装置４０を前記収納部（演出装置用収納部３３）に収納した際に、該収納
部の後方壁（第１後方壁３７）と前記流路構成壁４４１，４４１（及び演出装置４０の裏
面）とにより前記誘導流路（第３誘導流路４１ｅ）を形成するようになっている。
なお、流路構成壁４４１，４４１は、全体が一様な高さ（前後幅）とされると共に、互い
に高さとほぼ同じ間隔があけられており、第３誘導流路４１ｅの断面がほぼ正方形状とさ
れている。
【００９６】
また、二枚の流路構成壁４４１，４４１は、始点側で互いに接続されて一体とされ、第３
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誘導流路４１ｅの始点側端部を閉塞している。そして、裏面板部材４４の開口部４４４の
部分は、裏面板部材４４より前側の第２誘導流路４１ｃから裏面板部材４４のより後側（
裏面側）の第３誘導流路４１ｅに遊技球が導出される第２導出路４１ｄとなっている。
【００９７】
そして、裏面板部材４４の前から向かって左上端部の始点部分から二枚の流路構成壁４４
１，４４１、すなわち第３誘導流路４１ｅは、右斜め下に向かうように斜めに形成されて
裏面板部材４４の左右幅のほぼ中央部に至るようになっている。そして、第３誘導流路４
１ｅは、裏面板部材４４の左右の中央部からほぼ鉛直方向に沿って下方に向かって形成さ
れて、裏面板部材４４の下部に至るようになっている。
【００９８】
さらに、第３誘導流路４１ｅは、裏面板部材４４の下部で左に屈曲するように形成されて
、水平より僅かに下に傾斜した状態で裏面板部材４４の左側縁部に至り、裏面板部材４４
の左側縁部から裏面板部材４４の左側縁部に沿って（ほぼ鉛直方向に沿って）裏面板部材
４４（演出装置４０）の左下端部の終点に至るようになっている。そして、右側の流路構
成壁４４１のみが延在して左に屈曲し、裏面板部材４４の左下端部において、二枚の流路
構成壁４４１，４４１の端部が互いに間隔をあけて配置されて開口を形成し、この開口が
ワープ出口４４５となっている。なお、ワープ出口４４５は、転動態様変更部材８０上の
ステージ８１の右側に配置され、遊技球をステージ８１の右端側から左に向けて排出する
ようになっている。
【００９９】
また、裏面板部材４４の裏面の前記流路構成壁４４１同士の間には、上述の第１後方壁３
７に形成された前方に突出する複数の突出部３７３と対応する位置に、図示しない後方に
突出する複数の突出部が上下一列に互いに間隔をあけて形成されている。なお、後方に突
出する前記突出部は、第３誘導流路４１ｅの左右幅とほぼ同じ幅で水平に延在する突条と
なっている。
なお、裏面板部材４４の突出部は、第３誘導流路４１ｅが裏面板部材４４の左右の中央部
でほぼ鉛直方向に沿った状態となる部分に形成される。また、裏面板部材４４の突出部は
、第１後方壁３７の上下に隣り合う突出部３７３の間に形成され、裏面板部材４４の突出
部と、第１後方壁３７の突出部３７３，…とが互い違いに配置されるようになっている。
従って、第３誘導流路４１ｅの略鉛直方向に沿った部分を流下する遊技球は、流下する際
に前側の裏面板部材４４の突出部と、後側の第１後方壁３７の突出部３７３，…とに交互
にぶつかって、下降する際に前後にジグザグに移動することになる。
【０１００】
これにより、第３誘導流路４１ｅの鉛直方向に沿った部分を通過する際に遊技球の流下勢
が減衰される。すなわち、鉛直方向に沿った第３誘導流路４１ｅを遊技球が流下する際に
重力により遊技球が加速されてしまうのを防止し、ワープ出口４４５からステージ８１上
に排出される遊技球の速度を適度なものに調整できるようになっている。また、第３誘導
流路４１ｅの裏面板部材４４の中央部で鉛直方向に沿った部分の後に、水平より僅かに傾
斜した傾斜の緩い部分があり、ここでも、遊技球の流下勢が減衰され、遊技球のワープ装
置４１から排出される速度を調整するようになっている。
【０１０１】
なお、演出装置４０を取付枠体３０の演出装置用収納部３３に収納した状態で、裏面板部
材４４は第１後方壁３７との間に流路構成壁４４１の高さに対応した間隔があくようにな
っており、この間隔（空間）の取付枠体３０の筒状壁部３２に覆われない部分（裏面板部
材４４の左側縁側）が露出しないように、裏面板部材４４の左側縁部に該側縁部に沿って
後方に突出する側壁部４４６が設けられている。
なお、裏面板部材４４の左側縁部の上下端部においては、前から向かって左側の流路構成
壁４４１，４４１が裏面板部材４４の左側縁部に沿って形成されており、流路構成壁４４
１が側壁部４４６を兼ねた状態となっている。また、裏面板部材４４の左側縁部の上部は
、機能装置５０と隣接するようになっており、第１後方壁３７と、裏面板部材４４との間
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の空間が露出することはないが、側壁部４４６（左側の流路構成壁４４１の上端部を含む
）が、機能装置５０の右側面と当接するように配置されて、裏面板部材４４（演出装置４
０）と機能装置５０との相対的な位置決めが可能となっている。
【０１０２】
また、裏面板部材４４の第３誘導流路４１ｅの外側には、裏面側に突出して第１後方壁３
７とのスペーサとなると共に、第１後方壁３７への取付用のボスとなる円柱部４４７が複
数配置されている。また、裏面板部材４４には、裏面板部材を前面カバー部材４３にビス
止めする際のビス孔４４８が形成されている。なお、演出装置４０は、裏面板部材４４を
、基板４２を収納した前面カバー部材４３に取り付けてユニットとした状態で、取付枠体
３０内に収納し、裏面板部材４４を取付枠体３０の第１後方壁３７にビス止めすることで
取付枠体３０に固定される。また、裏面板部材４４の前面側には、前面カバー部材４３内
に収納された基板４２の上下端部のそれぞれに向かって突出して、基板４２の裏面に先端
部が当接する突出片（図示略）が設けられている。そして、前面カバー部材４３の前面ベ
ース４３２の裏面に形成された複数の取付部４３ｂと、複数の突出片との間に基板４２を
挟み込んだ状態とすることで、基板４２の近傍のワープ装置４１内を遊技球が流下した際
に、基板４２が振動するのを防止している。
【０１０３】
ここで、機能装置５０と演出装置４０とに渡って形成されたワープ装置４１における遊技
球の流れを説明する。なお、ワープ装置４１は、上述の第１誘導流路４１ａ、第１導出路
４１ｂ、第２誘導流路４１ｃ、第２導出路４１ｄ、第３誘導流路４１ｅとこれらを構成す
る部材からなる。
そして、ワープ装置４１は、機能装置５０の前鎧部５１３の切欠部５１３ａと、ワープ入
口部材５７の外周壁部５７２に形成された切欠部５７４とが重なる部分が受入口とされる
。また、受入口となる部分は、前面構成部材２０の上端部に斜め左上を向いた状態とされ
、パチンコ遊技機１００の図示しない発射装置から発射され、誘導レールから飛び出て前
面構成部材２０の上方に到達した遊技球のうちの障害釘等により振り分けられた一部がワ
ープの受入口に進入する。なお、ワープの受入口の前後位置は、遊技盤１前面より前の遊
技領域１ａと同じ位置となっている。
【０１０４】
そして、機能装置５０のワープ導入部５１４に設けられた第１流路形成板５１４ａの前面
とワープ入口部材５７の前装飾板５７１の裏面と図示しない前装飾板５７１の裏面に立設
された二枚の第１流路形成壁の互いに対向する面とに囲まれた部分が第１誘導流路４１ａ
とされている。
そして、遊技球は、第１誘導流路４１ａ内を右斜め下に向かって流下する。
次に遊技球は、第１誘導流路４１ａの流下端部側で第１流路形成板５１４ａに形成された
開口部５１４ｂに至り、第１流路形成板５１４ａの開口部５１４ｂの周囲から後方に向か
って突出する後筒部５１４ｃ内に入る。すなわち、遊技球は、第１誘導流路４１ａから、
後筒部５１４ｃの部分である第１導出路４１ｂに入る。
【０１０５】
また、第１導出路４１ｂの出口は、後筒部５１４ｃに形成された切欠部５１４ｇとなって
おり、切欠部５１４ｇの部分が機能装置５０と機能装置５０に隣接する演出装置４０との
境となっている。そして、機能装置５０側の切欠部５１４ｇから出た遊技球は、演出装置
４０の外周枠部４３１（外周枠４３１ａ）に形成された切欠部４３１ｄとその内側の内枠
部４３２ｂに形成された切欠部４３２ｄから演出装置４０内の裏面板部材４４より前側（
遊技盤１前面より後側）に形成された第２誘導流路４１ｃに入る。なお、第２誘導流路４
１ｃは、演出装置４０の裏面板部材４４より前方の前面カバー部材４３内に形成されるの
で、前面カバー部材４３内に収納された基板４２と同じ前後位置となるが、第２流路形成
壁４３２ｆにより、第２誘導流路４１ｃと前面カバー部材４３内の基板４２の収納領域４
３ａとが仕切られている。
また、第２誘導流路４１ｃは、前面ベース４３２の裏面と、第２流路形成壁４３２ｆと、
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前面ベース４３２の内枠部４３２ｂの第２流路形成壁４３２ｆと対向する部分と、裏面板
部材４４の上端部の前面とに囲まれて形成されている。
【０１０６】
そして、第２誘導流路４１ｃを流下した遊技球は、第２誘導流路４１ｃの流下端部の裏面
板部材４４に形成された開口部４４４の部分、すなわち、第２導出路４１ｄを通って、裏
面板部材４４の裏面側、すなわち、演出装置４０の裏面と取付枠体３０の演出装置用収納
部３３の第１後方壁３７の間に形成された第３誘導流路４１ｅに導出される。
【０１０７】
そして、裏面板部材４４の裏面と、二枚の流路構成壁４４１，４４１と、取付枠体３０の
演出装置用収納部３３の第１後方壁３７とで囲まれた部分が第３誘導流路４１ｅとなり、
第３誘導流路４１ｅを流下した遊技球は、ワープ出口４４５からステージ８１に向けて排
出される。
すなわち、演出装置４０は、電気的発光部材（ＬＥＤ）が搭載された基板４２を内部に収
納可能であると共に裏面側が開口した前面カバー部材４３と、該前面カバー部材４３の裏
面側の開口を塞ぐと共に裏面側に少なくとも一対の前記流路構成壁４４１，４４１が前記
誘導流路（第３誘導流路４１ｅ）となる間隔をあけて互いに対向して立設された裏面板部
材４４と、を含み、該裏面板部材４４により前面側の電気的発光部材の収納領域４３ａと
裏面側の流路構成領域４４ａとを離隔するように構成し、前記誘導流路（第３誘導流路４
１ｅ）は、前記前面カバー部材４３の上端部に流路入口（切欠部４３１ｄ及び切欠部４３
２ｄ）が形成されると共にその下流側で前記裏面板部材４４の裏面側に流下方向を変換す
るように構成され、前記機能装置５０の上方部（ワープ導入部５１４及びワープ入口部材
５７）は、前記遊技領域１ａに突出すると共に前記演出装置４０の上方部に隣接して構成
され、該機能装置５０の上方部には、前記ワープ手段（ワープ装置４１）における遊技球
の受入口（切欠部５１３ａ、切欠部５７４）と、該受入口から受け入れられた遊技球の流
下方向を後方側に変換すると共に前記前面カバー部材４３の流路入口（４３１ｄ，４３２
ｄ）に連通する導出流路（第１導出路４１ｂ）が形成されている。
【０１０８】
また、演出装置４０は、前記変動表示装置４で行われる変動表示ゲームの結果を予告する
ための補助表示ゲームを行う補助表示装置で構成されるものであり、補助表示ゲームにつ
いて説明する。
変動表示装置４で行われる変動表示ゲームの結果としては、基本的に大当たりとハズレと
があり、例えば、乱数を用いた抽選により所定の確率で大当たりが発生するようになって
いる。また、大当たりが決定した場合には、大当たりとなり、遊技者が遊技媒体である遊
技球を大量に獲得可能な特別遊技状態での遊技が行われた後に、大当たりとなる確率を通
常の場合より高めた確率変動状態での変動表示ゲームを行うか否かを、例えば、乱数を用
いた抽選等により決定するようになっている。従って、変動表示ゲームの結果としての大
当たりには、特別遊技状態後に確率変動状態となる場合とならない場合とがある。
【０１０９】
また、変動表示ゲームにおいては、最終結果ではないが、その表示態様の結果（途中結果
）としてリーチとなるか否かがある。リーチとは、表示装置本体４ａの表示画面４ｂの特
別図柄（識別情報）がそれぞれ変動表示される複数の領域での停止表示態様の一部がまだ
導出表示されていない段階で、既に導出表示されている停止表示態様が大当たりとなる特
別の図柄組み合わせ態様となる条件を満たしている表示状態である。例えば、三つの数字
がぞろ目で揃った場合に、変動表示ゲームが大当たりとなる場合に、二つの数字が停止表
示され、一つの数字が変動表示されている状態で、停止した二つの数字がぞろ目で揃って
いる場合にリーチとなる。
【０１１０】
また、リーチとなった場合の変動表示ゲームの態様（リーチ態）には、複数の態様があり
、大当たりとなる期待度の高いスーパーリーチ態様やさらに期待度の高いプレミアムリー
チ態様等がある。また、スーパーリーチ態様やプレミアムリーチ態様には、表示態様の異
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なる複数のものがある。すなわち、これらのリーチとなった場合の変動表示ゲームの態様
には、登場するキャラクタの違いや、キャラクタの動作の違いや、背景の違いにより複数
の種類がある。
そして、この例の演出装置４０で行われる補助表示ゲームにおける変動表示ゲームの結果
の予告には、大当たり予告もしくは確変大当たり予告（確率変動状態となる大当たりの予
告）と、リーチ予告とがある。そして、リーチ予告には、複数種のスーパーリーチ態様（
プレミアムリーチ態様）のうちのどのスーパーリーチ態様となるかの予告、すなわち、リ
ーチとなった場合の変動表示ゲームの態様の種類の予告が含まれる。
なお、複数種類のリーチ態様は、各種類毎に、変動表示ゲームの結果が大当たりとなる場
合の出現率と、ハズレとなる場合の出現率が設定されており、大当たりとなる場合の出現
率が高く、ハズレの場合の出現率が低いものが、出現した場合に大当たりとなる期待度が
高いものとなり、大当たりとなる場合の出現率が低く、ハズレとなる場合の出現率が高い
ものが期待度の低いリーチ態様となる。
【０１１１】
そして、演出装置４０においては、変動表示ゲームが開始される際に、例えば、乱数を用
いた抽選等により所定の確率で、補助表示ゲームが開始される。なお、補助表示ゲームが
開始される確率は、変動表示ゲームが、大当たりとなる場合（必ずリーチとなる）と、リ
ーチとなって外れる場合と、リーチならずに外れる場合で異なるものとすることが好まし
い。
そして、補助表示ゲームの結果が大当たり予告もしくは確変大当たり予告の場合には、補
助表示ゲームが開始されると図２に示す演出装置４０の表示部となる前面で、補助表示ゲ
ームのスタートを示す第１コマＡが点灯する。次いで、コマＡ～Ｆ同士の間に配置された
通過地点Ｐを順次発光させながら第１コマＡから第６コマＦまで発光していき、第６コマ
Ｆが発光した状態で補助表示ゲームが終了する。
【０１１２】
なお、上述のような演出を確率変動状態の発生が確定した大当たりの場合だけ所定の確率
で行うようにすれば、確率変動状態となる大当たりの予告、すなわち、確変大当たり予告
となる。また、確率変動状態になるか否かに拘わらず大当たりの場合に所定の確率（確率
変動状態か否かで異なる確率としても良い）で上述の演出を行うようにすれば、大当たり
予告となる。
また、次のコマＢ～Ｆや通過地点が発光した場合に、その前のコマＡ～Ｅや通過地点Ｐを
消灯するものとしても良い。また、補助表示ゲームの終了時には、一つのコマＡ～Ｆもし
くは一つの通過地点Ｐが点灯されて、点灯されたコマＡ～Ｆもしくは通過地点Ｐが補助表
示ゲームの結果を示すものとしても良いし、始点側から複数の通過地点ＰやコマＡ～Ｆが
点灯した状態で、終点に最も近い（最短距離ではなく経路に沿った距離で）位置で点灯し
ているコマＡ～Ｆもしくは通過地点Ｐが補助表示ゲームの結果を示すものとしても良い。
【０１１３】
また、リーチ予告の場合には、第６コマＦまで発光せずに、第２コマＢ～第５コマＥまで
の間の何れかのコマＢ～Ｅが発光した状態で補助表示ゲームが終了する。そして、第２コ
マＢの発光は、例えば、リーチ態様の種類に関係なく、リーチを予告するが、予告が外れ
る場合を含むものである。すなわち、第２コマＢが発光することによりリーチが予告され
るが、変動表示ゲームがリーチ態様とならずに終了する場合がある。
第３コマＣ～第５のコマＥの発光は、各コマＣ～Ｅに異なる種類のリーチ態様の予告が割
り当てられており、第３コマＣ～第５のコマＥの何れかが発光するかでリーチ態様の種類
が予告され、変動表示ゲームにおいて、予告された種類のリーチ態様での表示が行われる
。なお、例えば、第３コマＣ～第５コマＥでそれぞれ示されるリーチ態様は、互いに大当
たりの期待度が異なるものとし、双六のゴール（第６コマＦ）に近いコマＣ～Ｅの方が期
待度が高いものとされても良い。また、補助ゲーム終了時にゴール（第６のコマＦ）の最
も近くで点灯状態となったものが通過地点Ｐの場合に、補助表示ゲームがハズレとなり、
変動表示ゲームの途中結果がリーチとなることなく、変動表示ゲームが（ハズレとなって
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）終了する。
【０１１４】
以上のようなパチンコ遊技機１００（弾球遊技機）は、遊技領域１ａが形成された遊技盤
１に、表示状態が変化可能な変動表示装置４を配設したもので、前記変動表示装置４は、
表示部（表示画面４ｂ）を有する表示装置本体４ａと、前記遊技盤１に形成された取付用
開口部（図示略）に対して取り付けられると共に、前記表示装置本体４ａの前面側に配設
される前面構成部材２０とから構成され、前記前面構成部材２０は、当該前面構成部材２
０を前記遊技盤１に取り付けるための取付部３１を有すると共に前記表示装置本体４ａの
表示部を前面側に臨ませるための表示用開口部３０ａが形成される取付枠体３０と、前記
表示部の表示状態に関する演出を行う演出装置４０と、前記遊技領域１ａを流下する遊技
球を受け入れて、該遊技球を誘導流路（第１誘導流路４１ａ、第２誘導流路４１ｃ、第３
誘導流路４１ｅ）を介して前記表示部前面に流入させるためのワープ手段（ワープ装置４
１）とを有し、前記取付枠体３０は、前記取付部３１を前記遊技盤１の表面に取り付けた
際に、その後方部が前記取付用開口部に挿入される前面開口の凹室状に形成され、当該凹
室３０ｂを前記表示装置本体４ａの表示部よりも周囲に延在させて前記演出装置４０を収
納可能な収納部（演出装置用収納部３３）を形成し、前記演出装置４０の裏面側に流路構
成壁４４１，４４１を立設し、該演出装置４０を前記収納部３３に収納した際に、該収納
部３３の後方壁（第１後方壁３７）と前記流路構成壁４４１，４４１（及び演出装置４０
の裏面）とにより前記誘導流路４１ｅを形成するようにしている。
【０１１５】
従って、演出装置４０の裏面側に流路構成壁４４１，４４１を立設し、該演出装置４０を
、遊技盤１の取付用開口部に取り付けられる取付枠体３０の収納部３３に収納した際に、
該収納部３３の後方壁３７と前記流路構成壁４４１，４４１とによりワープ装置４１の誘
導流路４１ｅを形成するようにしたことにより、演出装置４０の裏側に演出装置４０と前
後に重なってワープ装置４１の誘導流路４１ｅが形成されることになり、演出装置４０と
ワープ装置４１とをスペースを有効に利用して前面構成部材２０に効率よく配設すること
ができる。
また、演出装置４０を取付枠体３０の収納部３３に収納するように設置するだけで、ワー
プ装置４１の誘導流路４１ｅが形成されることになり、前面構成部材２０を組み立てる際
の組み立て作業性が向上する。
【０１１６】
また、取付枠体３０に形成された収納部３３に演出装置４０を収納することで、演出装置
４０及びワープ装置４１を容易に正確な位置に取り付けることができる。すなわち、収納
部３３の形状が演出装置４０に対応していれば、収納部３３に演出装置４０を収納するこ
とで、演出装置４０の位置決めが行われることになり、演出装置４０が位置決めされれば
、演出装置４０の裏面側に立設された流路構成壁４４１，４４１により形成されるワープ
装置４１の誘導流路４１ｅも位置決めされるので、これらを容易に正確な位置に配置して
取り付けることができる。
また、ワープ装置４１の誘導流路４１ｅは、収納部３３の後方壁３７を利用しているので
、誘導流路４１ｅを簡単且つ効率よく形成できる。すなわち、遊技球を確実に所定の経路
に沿って誘導するためには、誘導流路４１ｅがほぼ管状（筒状）となっていることが好ま
しいが、後方壁３７を誘導流路４１ｅの一部とすれば、例えば、合成樹脂を管状に成形し
たり、加工したりする必要なく、上述のように演出装置４０の裏面と裏面に形成された二
枚の流路構成壁４４１，４４１を用いて簡単に誘導流路４１ｅを形成することができる。
また、後方壁３７の前側に誘導流路４１ｅとなる管状の構造物を配置した場合には、誘導
流路４１ｅの裏面側において管状構造物の裏側部分と後方壁３７とが二重に配置された状
態となり、構造的に余分な部分ができるが、上述のように誘導流路４１ｅに後方壁３７を
利用した場合には、誘導流路４１ｅの裏部分は、後方壁３７だけが存在することになり、
効率的な構造となる。
【０１１７】
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また、ワープ装置４１の誘導流路４１ｅの自由度が増し、流路途中での球詰まり等を防止
できる。例えば、誘導流路４１ｅを演出装置４０の裏側ではなく、演出装置４０の周囲に
並んだ状態に設けるものとした場合に誘導流路の経路は、演出装置４０の位置や外周形状
、取付枠体３０の内部の形状、表示装置本体４ａの表示画面４ｂの位置や形状に制限され
ることになり、経路を変更するには、上述の各装置や部材の形状を変更しなければならず
、誘導流路４１ｅの自由度が極めて低くなる。しかし、この発明によれば、演出装置４０
と収納部３３の後方壁３７とが重なる範囲、実質的に演出装置４０の正面と重なる範囲で
あれば、その範囲内で自由に誘導流路４１ｅの経路を決めることができる。従って、遊技
球が詰まらないような最適な経路に沿って誘導流路４１ｅを形成することが可能である。
【０１１８】
また、前記演出装置４０は、前記変動表示装置４で行われる変動表示ゲームの結果を予告
するための補助表示ゲームを行う補助表示装置で構成されているので演出装置４０として
の補助表示装置において変動表示ゲームと別の補助表示ゲームにより予告表示を行うこと
ができ興趣を高めることができる。
また、前面構成部材２０内にワープ装置４１と補助表示装置との両方を設けるものとして
も、ワープ装置４１の誘導流路４１ｅが演出装置４０の裏面側にあるので、演出装置４０
と誘導流路４１ｅとを別々の場所に設けた場合よりも、前面構成部材２０内の補助表示装
置の大きさを大きくすることが可能となり、補助表示装置を興趣性の高い予告表示が行え
るような大型なものにできる。また、前面構成部材２０にワープ装置４１を備えた上に補
助表示装置を備えても、補助表示装置（演出装置）を設置することにより、誘導流路４１
ｅが形成されるので、その取付を容易にすることができる。
【０１１９】
また、前記演出装置４０は、内部に電気的発光部材（ＬＥＤ）が搭載された基板４２を収
納可能であると共に裏面側が開口した前面カバー部材４３と、該前面カバー部材４３の裏
面側の開口を塞ぐ裏面板部材４４と、を含み、該裏面板部材４４の裏面側に少なくとも一
対の前記流路構成壁４４１，４４１が前記誘導流路（第３誘導流路４１ｅ）となる間隔を
あけて互いに対向して立設されている。
【０１２０】
従って、裏面側が開口した前面カバー部材４３内に演出装置４０の演出に用いられる電的
的発光部材（ＬＥＤ）を搭載した基板４２を収納し、前面カバー部材４３の開口を塞ぐ蓋
として機能する裏面板部材４４に流路構成壁４４１，４４１を設けたので、演出装置４０
とワープ装置４１を効率よく形成することができる。また、裏面板部材４４は、電気的発
光部材及び基板４２と誘導流路４１ｅを通過する遊技球とを隔てる隔壁として機能し、演
出装置４０内に電気的発光部材が配置され、演出装置４０の裏側を遊技球が通過する構造
としても、電気的発光部材や基板４２が遊技球により影響を受けるのを防止することがで
きる。また、裏面板部材４４により電気的発光部材を搭載した基板４２と誘導流路４１ｅ
を形成可能な領域が前後に分離されるので、演出装置４０に電気的発光部材や、基板４２
が備えられるものとしても、誘導流路４１ｅの経路が電気的発光部材や基板４２により制
限されることがなく、誘導流路４１ｅの経路を演出装置４０と前後に重なる範囲内で自由
に設定できる。
【０１２１】
前記取付枠体３０は、前記表示装置本体４ａの表示部（表示画面４ｂ）における左右方向
の側部及び上側部に収納部３３，３４，３５を形成して構成され、
前記取付枠体３０の左右方向の側部に前記演出装置４０を収納すると共に、前記取付枠体
３０の上側部に変動表示ゲームの始動記憶表示部３を有する機能装置５０を収納している
。
【０１２２】
従って、取付枠体３０の左右方向の側部の収納部３３に演出装置４０を収納すると共に、
取付枠体３０の上側部の収納部３４に変動表示ゲームの始動記憶表示部３を有する機能装
置５０を収納するので、取付枠体３０の左右の側部の間で、上側部の下に表示装置本体４
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ａの表示画面４ｂを前面側に臨ませるための表示用開口部３０ａを配置することができ、
演出装置４０と機能装置５０及びワープ装置４１とをスペースを有効に利用して、前面構
成部材２０に効率よく配設することができる。
また、演出装置４０と機能装置５０及びワープ装置４１を有する前面構成部材２０を組み
立てる際の組み立て作業性が向上する。さらに、演出装置４０と機能装置５０及び及びワ
ープ装置４１を容易に正確な位置に取り付けることができる。
すなわち、取付枠体３０には、左右方向の側部に演出装置４０を収納する収納部３３が形
成され、上側部に変動表示ゲームの始動記憶表示部３を有する機能装置５０を収納する収
納部３４が形成されているので、それぞれの収納部３３，３４に演出装置４０、機能装置
５０を収納することにより、演出装置４０、演出装置４０の裏面に形成されるワープ装置
４１の誘導流路４１ｅ、機能装置５０を容易に正確な位置に位置決めして、簡単に取り付
けることができる。
【０１２３】
前記演出装置４０は、電気的発光部材が搭載された基板４２を内部に収納可能であると共
に裏面側が開口した前面カバー部材４３と、該前面カバー部材４３の裏面側の開口を塞ぐ
と共に裏面側に前記流路構成壁４４１，４４１が立設された裏面板部材４４と、を含み、
該裏面板部材４４により前面側の電気的発光部材の収納領域４３ａと裏面側の流路構成領
域４４ａとを離隔するように構成し、前記誘導流路４１ｅは、前記前面カバー部材４３の
上端部に流路入口が形成されると共にその下流側で前記裏面板部材４４の裏面側に流下方
向を変換するように構成され、前記機能装置５０の上方部は、前記遊技領域１ａに突出す
ると共に前記演出装置４０の上方部に隣接して構成され、該機能装置５０の上方部には、
前記ワープ手段における遊技球の受入口と、該受入口から受け入れられた遊技球の流下方
向を後方側に変換すると共に前記前面カバー部材４３の流路入口に連通する導出流路（第
１導出路４１ｂ）が形成されている。
【０１２４】
従って、ワープ装置４１の誘導流路４１ｅを電気的発光部材の裏面側の流路構成領域４４
ａに形成するので、電気的発光部材や、電気的発光部材を搭載した基板４２に関係なく、
演出装置４０の面積の範囲内で誘導流路４１ｅの流路形状を自由に設定することができる
。
また、誘導流路４１ｅは、演出装置４０の裏面側に形成されるので、弾球遊技機において
、例えば、遊技盤１の前面より後方に配置される。しかし、誘導流路４１ｅに流入させる
遊技球は、遊技盤１の前面側の遊技領域１ａを流下するので、ワープ装置４１の遊技球の
流路入口は、誘導流路４１ｅより前方、すなわち、遊技盤１前面側の遊技領域１ａに設け
る必要があるが、本発明によれば、遊技領域１ａの位置に形成されているワープ装置４１
における流路入口から裏面側への流路の変更を、取付枠体３０の上側部、すなわち、前面
構成部材２０の上側部に配置される機能装置５０を利用して効率よく行うことができる。
【０１２５】
また、前記誘導流路４１ｅに対応する収納部３３の後方壁３７における前面に、誘導流路
４１ｅを流下する遊技球の流下勢を減衰させるための突出部３７３，…を前方に向けて形
成しているので、複雑な突出部３７３，…でも何ら問題なく形成でき流下勢を確実に減衰
させることができる。なお、上述のように演出装置４０の裏面側で遊技球が詰まらないよ
うに誘導流路４１ｅの経路を決められるがこの場合に、遊技球を詰まらせないためには、
誘導流路をなるべく鉛直方向に沿って直線的に設けることが好ましい。しかし、このよう
な経路の誘導流路４１ｅを設けた場合に、誘導流路４１ｅ内を流下する遊技球の流下速度
が高まり、ワープ装置４１の流路出口から遊技球が強い流下勢で排出され、前面構成部材
２０内下部のステージ８１上から遊技球がほとんどはじき飛ばされてしまう可能性がある
が、収納部３３の後方壁３７に遊技球の流下勢を減衰させるための突出部３７３，…を形
成することで、遊技球がステージ８１上からはじき飛ばされるのを抑制することができる
。
【０１２６】

10

20

30

40

50

(29) JP 4037290 B2 2008.1.23



なお、本発明の弾球遊技機は、上記例に限定されるものではなく、例えば、図９に示すよ
うに、裏面板部材４４は、前面側の電気的発光部材の収納領域４３ａと裏面側の流路構成
領域４４ａとを離隔するように構成され、前記演出装置４０は、前記流路構成領域４４ａ
において、前記誘導流路４１ｅを流下する遊技球の流下方向を変換可能な流路変換部材４
１１を備えても良い。
なお、図９は、上記例の変形例となるパチンコ遊技機１００の取付枠体３０の正面を示す
ものである。
【０１２７】
また、この変形例のパチンコ遊技機１００は、上記例と同様の構成を有するもので、以下
に説明する部分だけが異なるものである。
この変形例においては、第３誘導流路４１ｅ（破線同士の間）から分岐する第４誘導流路
４１ｆ（破線同士の間）を形成するように、裏面板部材４４に流路形成壁４４１，４４１
（破線で図示）に加えて流路構成壁４４９，４４９（破線で図示）が形成されている。
流路構成壁４４９，４４９は、流路構成壁４４１，４４１と同様に裏面板部材４４の裏面
から方向に突出するように形成され、これら流路構成壁４４９，４４９の間に第４誘導流
路４１ｆが形成される。
【０１２８】
そして、流路構成壁４４９、４４９は、これらの一端部がそれぞれ、二つの流路構成壁４
４１、４４１のうちの右側の流路構成壁４４１の左に曲がった部分より上でほぼ鉛直方向
に反った部分の下部に、互いに間隔をあけて接合されている。そして、右側の流路構成壁
４４１の流路構成壁４４９，４４９の一端部がそれぞれ接合された部分の間には、遊技球
が通過可能な切欠部が形成されている。
【０１２９】
また、第４誘導流路４１ｆの流下端部（終点側）は、演出装置４０の裏面板部材４４の右
下の部分で、取付枠体３０の筒状壁部３２に沿う部分に形成された図示しない切欠部もし
くは開口部と前後に重なるようになっている。さらに、演出装置４０の前面カバー部材４
３にも、上述の裏面板部材４４の切欠部もしくは開口部と前後に重なる位置に切欠部もし
くは開口部が形成されている。
これら裏面板部材４４及び前面カバー部材４３の切欠部及び開口部が、裏面板部材４４の
裏面側に形成された第４誘導流路４１ｆから遊技盤１の前面側への遊技球の導出路となっ
ており、第３誘導流路４１ｅから第４誘導流路４１ｆに流下した遊技球は、前面構成部材
２０の右下、すなわち、演出装置４０の右下部分を出口（前面カバー部材４３の切欠部も
しくは開口）として、遊技盤１前面の遊技領域１ａに排出される。
【０１３０】
そして、第３誘導流路４１ｅを流下し、第４誘導流路４１ｆに入らずにそのまま第３誘導
流路４１ｅを流下した遊技球は、上述のようにステージ８１上に導出され、転動態様変更
部材８０により振り分けられ、ワープ装置４１によりステージ８１上に導出された遊技球
のうちの一部の遊技球が高い確率で普通変動入賞装置９に入賞し、変動表示ゲームの始動
条件を満たすことになる。
一方、第４誘導流路４１ｆを流下する遊技球は、前面構成部材２０の右下の遊技領域１ａ
に導出されることから、普通変動入賞装置９のかなり右側を流下することになり、一部は
障害釘等により進路を変更されて普通変動入賞装置９に入賞する可能性が僅かにあるが、
第３誘導流路４１ｅからステージ８１上に導出された遊技球に比較して、普通変動入賞装
置９への入賞確率が極めて低いものとなっている。
【０１３１】
また、第３誘導流路４１ｅの第４誘導流路４１ｆとの分岐点には、上述の流路変換部材４
１１を備えている。流路変換部材４１１は、例えば、板状のもので、下端部を回転中心と
して、図９に示すように略垂直方向に沿って第３誘導流路４１ｅの設けられた第４誘導流
路４１ｆの入口（右側の流路構成壁４４１に形成された切欠部）を塞ぐと共に、第３誘導
流路４１ｅを流下する遊技球に干渉しない位置から、上端部を左側に円弧移動させて、第
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３誘導流路４１ｅの左に曲がる部分を閉塞させると共に、遊技球を第４誘導流路４１ｆ側
に導く左斜めの位置まで回転自在に、例えば、取付枠体３０に支持されている。
【０１３２】
すなわち、流路変換部材４１１は、第４誘導流路４１ｆへの遊技球の進入を妨げ、遊技球
をそのまま第３誘導流路４１ｅへ流下させる位置と、遊技球を第３誘導流路４１ｅから第
４誘導流路に導出させる位置との間で移動自在となっている。
また、流路変換部材４１１は、駆動手段となるソレノイド４１２とソレノイド４１２の駆
動力を流路変換部材４１１に伝動すると共に、運動方向を変換する伝動手段となる伝動ア
ーム４１３とにより回転駆動される。
なお、伝動アーム４１３の先端部及び流路変換部材４１１の後端部には、それそれ互いに
噛み合う扇形ギアが固定されており、ソレノイド４１２のプランジャの前後移動を回転移
動に変換している。また、流路変換部材４１１及び伝動アーム４１３は、それぞれ扇形ギ
アの回転中心を回転中心として回転移動するようになっている。また、これら流路変換部
材４１１、駆動手段となるソレノイド４１２、伝動手段となる伝動アーム４１３が流路変
換手段を構成している。
【０１３３】
このような変形例によれば、流路変換部材４１１により、普通変動入賞装置９へ入賞確率
や、その下にある特別変動入賞装置５への入賞確率を変更することができる。従って、例
えば、変動表示ゲームが大当たりとなり、特別遊技状態となった場合には、普通変動入賞
装置９への入賞確率が低い第４誘導流路４１ｆから遊技球を排出させるようにし、特別遊
技状態中に普通変動入賞装置９への遊技球の入賞に基づいて、始動記憶数が多くなってし
まうの防止したり、始動記憶数が直ぐに上限になってしまうのを防止したりすることがで
きる。
また、特別遊技中に、特別変動入賞装置５の大入賞口が開いている間の遊技球の平均入賞
数を第３誘導流路４１ｅ側から遊技球を導出するか、第４誘導流路４１ｆから遊技球を導
出するかで、変更可能としても良い。
【０１３４】
このような変形例の弾球遊技機によれば、取付枠体３０内の演出装置４０の裏面側の空間
にワープ装置４１の誘導流路４１ｅを形成するものとしたので、演出装置４０の面積の占
める範囲内で、誘導流路４１ｅを高い自由度を持って形成することができる。従って、誘
導流路４１ｅに分岐となる誘導流路４１ｆを設けることも可能となる。さらに、取付枠体
３０内の演出装置４０の裏面側には、誘導流路４１ｅ、４１ｆを形成してもさらに空間に
余裕があるので、誘導流路４１ｅに分岐を設けた際に、どの誘導流路４１ｅ、４１ｆに沿
って遊技球を流下させるかを変更可能な、すなわち、誘導流路４１ｅ、４１ｆを流下する
遊技球の流下方向を変換可能な流路変換部材４１１を配置することが可能となると共に、
流路変換部材４１１の駆動手段や、駆動手段と流路変換部材４１１との伝動手段等を演出
装置４０の裏面側に容易に配置することができる。
【０１３５】
すなわち、演出装置４０の裏面側の空間を利用して流路変換部材４１１を備えることがで
きるし、多彩な流路変換構成も可能である。そして、演出装置４０の裏面側の空間を利用
して流路変換部材４１１を設けることで、例えば、変換された流路毎に、遊技球の入賞の
確率を変えるなどして、遊技の興趣を高めることができる。また、流路変換手段を設けず
に、自然流下で第３誘導流路４１ｅ、第４誘導流路４１ｆの何れかに分岐させるようにし
ても良い。
【０１３６】
なお、本発明はこの実施の形態のパチンコ遊技機に限られるものではなく、例えば、その
他のパチンコ遊技機、アレンジボール遊技機、雀球遊技機などの弾球遊技機にも適用可能
である。
また、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示
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され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図
される。
【０１３７】
【発明の効果】
本発明によれば、演出装置の裏面側に流路構成壁を立設し、該演出装置を、遊技盤の取付
用開口部に取り付けられる取付枠体の収納部に収納した際に、該収納部の後方壁と前記流
路構成壁とによりワープ手段の誘導流路を形成するようにしたことにより、演出装置の裏
側に演出装置と前後に重なってワープ手段の誘導流路が形成されることになり、演出装置
とワープ手段とをスペースを有効に利用して前面構成部材に効率よく配設することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る弾球遊技機の適例としてのパチンコ遊技機が備える遊技盤を示す正
面図である。
【図２】上記パチンコ遊技機の変動表示装置を示す正面図である。
【図３】上記変動表示装置の前面構成部材を示す斜視図である。
【図４】上記前面構成部材の取付枠体及びこの取付枠体内に収納される演出装置を示す斜
視図である。
【図５】上記前面構成部材を示す展開斜視図である。
【図６】上記前面構成部材のワープ入口部材を取り外した状態の機能装置を示す斜視図で
ある。
【図７】上記演出装置の一部を展開した斜視図である。
【図８】上記演出装置を示す展開斜視図である。
【図９】上記変動表示装置の変形例を説明するための取付枠体を示す正面図である。
【符号の説明】
１００　　パチンコ遊技機（弾球遊技機）
１　　　　遊技盤
１ａ　　　遊技領域
３　　　　特図始動記憶表示部（始動記憶表示部）
４　　　　変動表示装置
４ａ　　　表示装置本体
４ｂ　　　表示画面（表示部）
２０　　　前面構成部材
３０ａ　　表示用開口部
３０ｂ　　凹室
３０　　　取付枠体
３１　　　取付部
３３　　　演出装置用収納部
３４　　　機能装置用収納部
３５　　　装飾装置用収納部
３７　　　第１後方壁（収納部の後方壁）
３７３　　突出部
４０　　　演出装置（補助表示装置）
４１　　　ワープ装置（ワープ手段）
４１ａ　　第１誘導流路
４１ｂ　　第１導出路（導出流路）
４１ｃ　　第２誘導流路
４１ｄ　　第２導出路
４１ｅ　　第３誘導流路（誘導流路）
４２　　　基板
４３　　　前面カバー部材
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４３ａ　　収納領域
４１１　　流路変換部材
４３１ｄ　切欠部（演出装置の流路入口）
４３２ｄ　切欠部（演出装置の流路入口）
４４　　　裏面板部材
４４ａ　　流路構成領域
４４１　　流路構成壁
５０　　　機能装置
５１３ａ　切欠部（受入口）
５１４　　ワープ導入部（機能装置の上端部）
５７　　　ワープ入口部材（機能装置の上端部）
５７４　　切欠部（受入口）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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