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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外枠と、
　前記外枠に遊技者側の前面側にて開閉可能となるように取り付けられて、略中央部に遊
技盤が取り付けられる開口部が開設される前枠部材と、
　前記前枠部材の一側に開閉自在に軸着された前面カバー部材と、
　前記前面カバー部材の遊技者側の前面に突出して設けられて、払い出される賞球を受け
る上側球貯留部材と、
　前記前枠部材の前面部に取り付けられて前記上側球貯留部材の下側に配置され、該上側
球貯留部材から溢れた遊技球を受けて貯留する下側球貯留部材と、
　前記上側球貯留部材の前面上端縁部から前記下側球貯留部材の下側まで延出される延出
部材と、
　を備え、
　前記下側球貯留部材は、透明な箱体状に形成されて内側に遊技球を所定量収容すること
が可能な閉鎖空間を形成する収容部材を有し、
　前記収容部材は、
　　　前記溢れた遊技球が流入する遊技球流入口部と、
　　　下側端面部に形成されて遊技球を外部に排出する遊技球排出口部と、
　　　前記遊技球排出口部を開閉する開閉手段と、
　を有し、
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　前記延出部材は、前記収容部材の底部が視認可能な開口部を有し、
　前記開閉手段を開いた場合には、前記収容部材内の遊技球が前記遊技球排出口部及び前
記開口部を介して外部に排出されることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記下側球貯留部材は、
　　　前記収容部材の上端面部において前後方向に配設されて軸心回りに回動可能に設け
られた球抜き機構部と、
　　　該収容部材の背面部に配設されて前記球抜き機構部の後端部と前記開閉手段とを連
結する連結部材と、
　を有し、
　前記延出部材は、前記球抜き機構部に対向する位置に回転可能に取り付けられて、前記
前面カバー部材を閉じた場合に、該球抜き機構部の前端部に係合するダイヤルレバーを有
し、
　前記開閉手段は、前記ダイヤルレバーを所定方向に回動することによって前記球抜き機
構部及び前記連結部材を介して前記遊技球排出口部を開閉することを特徴とする請求項１
に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、上側球貯留部材から溢れた遊技球を受けて貯留する下側球貯留部材を備えた
遊技機に関し、特に、閉鎖空間を形成する収容部材を下側球貯留部材に設けて、この収容
部材内に遊技球を所定量貯留すると共に、該収容部材内の遊技球を外部に排出するように
構成することによって、上側球貯留部材から溢れた遊技球を下側球貯留部材に飛躍的に大
量に貯留することができる遊技機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来より、パチンコ機等の遊技機においては、上皿から溢れた遊技球を受ける下皿の貯
留容積の増大化を図った遊技機が種々提案されている。
【０００３】
　例えば、特開２００１－３８０１９号公報に記載されたパチンコ機用皿装置では、パチ
ンコ機前面側に設けられた球貯蔵室の内部に灰皿が備えられている。これにより、灰皿が
必要な場合は灰皿を球貯蔵室の内部に配置することにより球貯蔵室内部に灰皿が形成でき
、灰皿が不要な場合は灰皿を球貯蔵室内部より取外すことにより球貯蔵室内部より灰皿が
なくなって球貯蔵室の容積を大きくできる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上述した特開２００１－３８０１９号公報に記載されたパチンコ機用皿
装置においては、下皿球貯蔵室の球貯蔵量の増加量は、灰皿の容積分だけであり、球貯蔵
量の大幅な増加（例えば、パチンコ球４００～５００個分の増加等）はできないという問
題がある。また、パチンコ機の前面部から灰皿がなくなるため、喫煙中の遊技者は、煙草
の灰や吸い殻を床に捨てざるを得ず、パチンコホール内の床が煙草の吸い殻等ですぐに汚
くなってしまい、遊技者の興趣を損なうという問題がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、閉鎖空間を
形成する収容部材を下側球貯留部材に設けて、この収容部材内に遊技球を所定量貯留する
と共に、該収容部材内の遊技球を外部に排出するように構成することによって、上側球貯
留部材から溢れた遊技球を下側球貯留部材に飛躍的に大量に貯留することができる遊技機
を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
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　前記目的を達成するため請求項１に係る遊技機は、外枠と、前記外枠に遊技者側の前面
側にて開閉可能となるように取り付けられて、略中央部に遊技盤が取り付けられる開口部
が開設される前枠部材と、前記前枠部材の一側に開閉自在に軸着された前面カバー部材と
、前記前面カバー部材の遊技者側の前面に突出して設けられて、払い出される賞球を受け
る上側球貯留部材と、前記前枠部材の前面部に取り付けられて前記上側球貯留部材の下側
に配置され、該上側球貯留部材から溢れた遊技球を受けて貯留する下側球貯留部材と、前
記上側球貯留部材の前面上端縁部から前記下側球貯留部材の下側まで延出される延出部材
と、を備え、前記下側球貯留部材は、透明な箱体状に形成されて内側に遊技球を所定量収
容することが可能な閉鎖空間を形成する収容部材を有し、前記収容部材は、前記溢れた遊
技球が流入する遊技球流入口部と、下側端面部に形成されて遊技球を外部に排出する遊技
球排出口部と、前記遊技球排出口部を開閉する開閉手段と、を有し、前記延出部材は、前
記収容部材の底部が視認可能な開口部を有し、前記開閉手段を開いた場合には、前記収容
部材内の遊技球が前記遊技球排出口部及び前記開口部を介して外部に排出されることを特
徴とする。
【０００７】
　このような特徴を有する請求項１に係る遊技機においては、略中央部に遊技盤が取り付
けられる開口部が開設される前枠部材は、外枠に遊技者側の前面側にて開閉可能となるよ
うに取り付けられている。また、前面カバー部材が前枠部材の一側に開閉自在に軸着され
ている。また、払い出される賞球を受ける上側球貯留部材が、前面カバー部材の遊技者側
の前面に突出して設けられている。また、この上側球貯留部材の下側には、前枠部材の前
面部に取り付けられて、この上側球貯留部材から溢れた遊技球を受けて貯留する下側球貯
留部材が配置されている。そして、この下側球貯留部材は、上側球貯留部材の前面上端縁
部から該下側球貯留部材の下側まで延出される延出部材によって覆われて、延出部材の後
側に配設されている。また、この下側球貯留部材は、透明な箱体状に形成されて内側に遊
技球を所定量収容することが可能な閉鎖空間を形成する収容部材から構成されると共に、
該収容部材には、上側球貯留部材から溢れた遊技球が流入する遊技球流入口部と、下側端
面部に形成されて内部の遊技球を外部に排出する遊技球排出口部と、この遊技球排出口部
を開閉する開閉手段とが設けられている。また、延出部材には透明な収容部材の底部が視
認可能な開口部が形成され、開閉手段を開いた場合には、収容部材内の遊技球が遊技球排
出口部及び延出部材の開口部を介して外部に排出される。
　これにより、前枠部材の前面部に取り付けられた下側球貯留部材を構成する収容部材の
閉鎖空間の容積を従来の下皿の容積より大きくしても、開閉手段を閉じている限り、この
収容部材内に上側球貯留部材から溢れた遊技球を所定量まで保持して貯留できるため、下
側球貯留部材に貯留可能な遊技球の容量を飛躍的に大きくすることができる。また、下側
球貯留部材の貯留容量を飛躍的に大きくすることができるため、遊技者は収容部材の開閉
手段を開いて、下側球貯留部材から遊技球を抜く作業回数が大幅に少なくなって遊技に専
念することが可能となり、遊技者の興趣の増大化を図ることができる。また、上側球貯留
部材の前面上端縁部から下側球貯留部材の下側まで延出される延出部材の開口部を介して
、透明な箱体状に形成された収容部材の底部に貯留された遊技球を視認可能に構成されて
いるため、遊技者は、延出部材によって前面側が覆われる収容部材内に貯留される遊技球
の有無や貯留量を容易に確認することができ、該収容部材内の遊技球を適宜外側に排出す
ることが可能となる。
【０００８】
　また、請求項２に係る遊技機は、請求項１に記載の遊技機において、前記下側球貯留部
材は、前記収容部材の上端面部において前後方向に配設されて軸心回りに回動可能に設け
られた球抜き機構部と、該収容部材の背面部に配設されて前記球抜き機構部の後端部と前
記開閉手段とを連結する連結部材と、を有し、前記延出部材は、前記球抜き機構部に対向
する位置に回転可能に取り付けられて、前記前面カバー部材を閉じた場合に、該球抜き機
構部の前端部に係合するダイヤルレバーを有し、前記開閉手段は、前記ダイヤルレバーを
所定方向に回動することによって前記球抜き機構部及び前記連結部材を介して前記遊技球
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排出口部を開閉することを特徴とする。
【０００９】
　このような特徴を有する請求項２に係る遊技機においては、請求項１に記載の遊技機に
おいて、前面カバー部材を閉じてダイヤルレバーを所定方向に回動することによって、下
側球貯留部材を構成する収容部材の上端面部の前後方向に配設された球抜き機構部、及び
当該収容部材の背面部に配設された連結部材を介して、収容部材の背面側から開閉手段を
作動させて遊技球排出口部を開閉することができる。
　これにより、透明な箱体状に形成された収容部材の前面側が、開閉手段を開閉するため
の連結部材等によって遮られることがないため、遊技者は、上側球貯留部材の前面上端縁
部から下側球貯留部材の下側まで延出される延出部材の開口部を介して、収容部材の底部
に貯留された遊技球を確実に視認することが可能となる。
【００１０】
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
【００２２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明に係る遊技機をパチンコ機について具体化した第１乃至第６実施形態を図
面を参照して詳細に説明する。
　最初に第１実施形態に係るパチンコ機について図１乃至図１０に基づいて説明する。先
ず、第１実施形態に係るパチンコ機の全体概略構成について図１乃至図３に基づき説明す
る。図１は第１実施形態に係るパチンコ機全体を示した正面図である。図２は第１実施形
態に係るパチンコ機全体を示した中央側断面図である。図３は第１実施形態に係るパチン
コ機の前面カバー部材を開いた状態を示す正面図である。尚、図１及び図３では遊技領域
上のゲート等の構造物を省略して示す。
【００２３】
　図１及び図２に示すように、第１実施形態に係るパチンコ機１は、所定量のパチンコ球
を賞球として払い出す、いわゆる第１種パチンコ機である。パチンコ機１は、木製の外枠
２に対して樹脂製の前枠３が、前枠取付用ヒンジを構成する上ヒンジ４及び下ヒンジ５を
介して外枠２に対して開閉自在に取り付けられている。そして、この前枠３のほぼ中央部
には、略四角形の窓部７が形成され、この窓部７には、遊技盤８が前面側から取付けられ
ている。
【００２４】
　また、この前枠３の前側を被覆する樹脂製の前面カバー部材１０は、左側端縁部を上ヒ
ンジ４と、前枠３の前側に突出して形成される前面パネル部３Ａの左端上部に取り付けら
れる軸支持部材１１とによって支えられて開閉自在に取り付けられている（図３参照）。
この前面カバー部材１０は、前面部が正面視略卵形に前面側へ膨出して形成されると共に
、閉じられた場合には、この前面カバー部材１０の下端周縁部と正面視略逆半月形に上端
縁部が凹む前面パネル部３Ａとが、連続した面を構成するように形成されている。
　また、この前面カバー部材１０は、ほぼ中央部に略円形の窓部１２が開設されると共に
、この窓部１２の下端縁部から斜め下前側方向に突出する壁部１５と、この壁部１５の下
端縁部から前側方向に突き出して設けられて、払い出される賞球を受ける所定深さの上側
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球貯留部材２２と、この上側球貯留部材２２の前面上端縁部から下側球貯留部材３０の下
側を覆うように正面視略半球状に延出される延出部材３２とから形成されている。
【００２５】
　また、前面カバー部材１０のほぼ中央部に開設される窓部１２には、球面上に外側方向
に膨出する透明な前面カバー１３が前面側から嵌着されると共に、この前面カバー１３の
後側にはガラス板１４が装着されている。従って、前面カバー１３とガラス板１４とを通
して遊技盤８上に構成される遊技領域が見えるようになっている。また、前面カバー部材
１０の窓部１２の左右の周辺部には、左右方向に直線状に配設された発光ＬＥＤ９が、複
数本ずつ上下方向にほぼ平行に配列されている。
【００２６】
　また、前面カバー部材１０の窓部１２の下端縁部から斜め下前側方向に突出する壁部１
５の略中央部には、横長四角形の開口部１６が開設されている。そして、前面カバー部材
１０を閉じた場合には、この開口部１６を介して、斜め上向きに取り付けられて変動図柄
等が表示されるＬＣＤ表示器１７の画面が、斜め上から見えるように構成されている。ま
た、この開口部１６の左右には、正面視三角形状に多数の小孔が穿設される一対の網目部
１８、１８が形成されている。この各網目部１８、１８は、前面カバー部材１０が閉じら
れた場合に、後述の前枠３に配設される一対のスピーカ２０、２０（図３には、１個のス
ピーカ２０が示されている。）と対向している。
　また、透明な樹脂製の下側球貯留部材３０は、ＬＣＤ表示器１７の下側において、前枠
３の前面部にビス止め等によって取り付けられている。
【００２７】
　また、払い出される賞球を受ける上側球貯留部材２２の左奥側の壁面部には、パチンコ
機１の背面部に設けられて賞球や貸球を払い出す公知の払い出し機構（特開平１１－３０
９２６５号公報等参照）から払い出される賞球等を上側球貯留部材２２に案内する賞球払
い出し口２３が設けられている。また、上側球貯留部材２２のパチンコ球が発射装置２５
（図３参照）へ後述の球抜き装置７１（図８及び図９）等を介して送られるように構成さ
れている。この発射装置２５は、前面パネル部３Ａに立設される操作ハンドル２６の回動
操作によって発射力が調整されるように構成されている。また、パチンコ機１の左右方向
の中心線に対して操作ハンドル２６のほぼ対称な位置には、前面パネル部３Ａの前面部か
ら遊技者側に突き出して設けられる開閉可能式の灰皿２７が取り付けられている。
【００２８】
　また、上側球貯留部材２２の右側上端面の右外側には球抜きボタン２８が配設されてお
り、遊技者が球抜きボタン２８を押下することにより、後述のように上側球貯留部材２２
にあるパチンコ球が、球抜き装置７１を介して該上側球貯留部材２２の下側に配設される
透明な樹脂製の下側球貯留部材３０に流れ込むように構成されている（図４等参照）。
【００２９】
　また、上側球貯留部材２２の前面上端縁部から正面視略半球状に延出される延出部材３
２の下側球貯留部材３０の底面部に対向する部分には、開口部３２Ａが形成され、この透
明な下側球貯留部材３０内のパチンコ球が見えるように構成されている。
　また、この延出部材３２の略中央部には、断面略円形の凹部３４が形成されて、この凹
部３４内に球抜きダイヤルレバー３５が回動可能に取り付けられている。この球抜きダイ
ヤルレバー３５は、前面カバー部材１０を閉じた場合に、下側球貯留部材３０の球抜き機
構部３３に接続され、該球抜きダイヤルレバー３５を一方向に操作することにより、下側
球貯留部材３０を構成する内箱８４（図７参照）の下端部に形成される球抜き孔３７を覆
うスライド板部材３８が左右方向に移動して、この球抜き孔３７から球抜き孔８６（図７
参照）及び開口部３２Ａを介して下方にパチンコ球が落下することとなる。尚、球抜きダ
イヤルレバー３５は、後述のように球抜き機構部３３を構成する引張りバネ９５（図８参
照）により反対回転方向に付勢されている。
【００３０】
　また、球抜きダイヤルレバー３５の上側には、各スピーカ２０、２０の音量を調整でき
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る音量調整用操作部材４０が配設されている。この場合、音量調整用操作部材４０はタッ
チ型であって、遊技者等が音量調整用操作部材４０の左側のボタンを押すことによって音
量が小さくなり、該音量調整用操作部材４０の右側のボタンを押すことによって音量が大
きくなるため、その音量を調整でき、遊技者は各スピーカ２０、２０を介して遊技に応じ
た音等を所望の音量で聴くことができる。
【００３１】
　また、図２に示すように、パチンコ機１の裏側最上段には、上方に開口した賞球タンク
４５が前枠３の裏面に固定されている。この賞球タンク４５は、傾斜した底面に不図示の
連通孔が形成され、その連通孔の下方にはパチンコ球を２列に整列流出し、不図示の賞球
や貸球を払い出す払出機構にパチンコ球を送る通路を形成するタンクレール４６が取付け
られている。また、遊技盤８の裏面を覆うセンターカバ４７が前枠３の裏面に取り付けら
れている。このセンターカバ４７の背面部には、不図示のパチンコ機１の賞球の払い出し
制御等を制御する制御回路が構成された主基板が収納されるカバー４８と、不図示の賞球
払い出し機構を制御する制御回路が構成された賞球制御基板が収納されるカバー４９等が
配設されている。また、センターカバ４７の下側には、賞球払い出し口２３から溢れた賞
球を下側球貯留部材３０に案内する案内樋５０が、前枠３の背面部に配設されている。ま
た、案内樋５０の背面部には、不図示の音楽制御基板が収納されるカバー５１が配設され
ている。また、この案内樋５０と下側球貯留部材３０とは、前枠３の下側球貯留部材３０
の裏面に対向する位置に穿設される断面略四角形の貫通孔５２を介して連通している。こ
れにより、上側球貯留部材２２から溢れたパチンコ球は、案内樋５０及び貫通孔５２を介
して下側球貯留部材３０に案内されて貯留される。
【００３２】
　次に、前面カバー部材１０の開閉機構及び開閉操作について説明する。図３に示すよう
に、前枠３の右側端縁部の縦方向略中央部には、断面略斜め菱形の鍵取付部５５が前面側
に突き出して設けられている。そして、前面カバー部材１０の鍵取付部５５に対向する部
分には、閉じられた場合に、該鍵取付部５５が嵌合される溝部５６が形成されている。
　また、前枠３の右側端縁部の裏面には、前面カバー部材１０を施錠する公知の施錠装置
５７が設けられている（特開平１０－３０９３６３号公報参照）。そして、鍵取付部５５
の略中央部には、この施錠装置５７のシリンダ錠５８が裏側から挿入される貫通孔５５Ａ
が形成されている。また、鍵取付部５５の上下には、縦長四角形の一対の貫通孔６０、６
０が穿設され、施錠装置５７に回動可能に設けられる各錠爪６１、６１が前枠３の裏側か
ら挿通されている。この各錠爪６１、６１は、前面カバー部材１０の右側端縁部の裏側面
に設けられる不図示の係合部材に係合し、シリンダ錠５８に所定のキーを挿入して所定方
向（第１実施形態では、反時計方向）に回せば、各錠爪６１、６１が上方向に回動して前
面カバー部材１０の開錠作動をするようになっている。一方、施錠装置５７の上下端部に
は、外枠２の内側に設けられる不図示の係合部材に係合する不図示の一対の前面枠錠爪が
回動可能に設けられ、シリンダ錠５８に所定のキーを挿入して反対方向（第１実施形態で
は、時計方向）に回せば、各前面枠錠爪が上下方向に回動して前枠３の開錠作動をするよ
うになっている。
【００３３】
　また、シリンダ錠５８に所定のキーを挿入して所定方向（第１実施形態では、反時計方
向）に回して前面カバー部材１０を開錠し、該前面カバー部材１０を前面側に開いた場合
には、前枠３の前面部に取り付けられる下側球貯留部材３０、発射装置２５、ＬＣＤ表示
器１７、各スピーカ２０、２０、及び遊技盤８の前面部が現れる。
　ここで、ＬＣＤ表示器１７及び各スピーカ２０、２０は、正面視横長四角形の組付部材
６３の前面部に取り付けられている。また、この組付部材６３の左端縁部は、前枠３の前
面側に回動可能に軸支されている。そして、この組付部材６３の背面部が前枠３の前面に
当接されると共に、該組付部材６３の右端縁部に形成される凹部６４に、前枠３の前面部
に回動可能に立設されるＬ字形固定レバー６５の軸部が嵌合され、該Ｌ字形固定レバー６
５を下方向に回動することによって、組付部材６３が前枠３の前面部に当接して固定され



(7) JP 4131316 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

る。
　従って、Ｌ字形固定レバー６５を上方向に回動して、組付部材６３を前面側に開くこと
によって、ＬＣＤ表示器１７及び各スピーカ２０、２０の点検・調整、遊技盤８の取り付
け・取り外し、及び発射レール６６の点検・調整などを前枠３の前面側から行うことがで
きる。
【００３４】
　次に、第１実施形態に係るパチンコ機１の球抜き機構の概略構成について図４乃至図１
０に基づいて説明する。図４は第１実施形態に係るパチンコ機１の延出部材３２の一部を
切り欠いて球抜き機構の概略構成を示す斜視図である。図５は第１実施形態に係るパチン
コ機１の下側球貯留部材３０の概略構成を示す図で、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は正面図、
（Ｃ）は底面図である。図６は第１実施形態に係るパチンコ機１の下側球貯留部材３０の
概略構成を示す後側斜視図である。図７は第１実施形態に係るパチンコ機１の下側球貯留
部材３０の概略構成を示す中央側断面図である。図８は第１実施形態に係るパチンコ機１
の下側球貯留部材３０の排出口開閉状態を示す蓋部材を取り外した背面図で、（Ａ）は通
常時の閉じた状態を示す図、（Ｂ）は球抜きダイヤルレバー３５を回して開いた状態を示
す図である。図９は第１実施形態に係るパチンコ機１の球抜き装置の通常時の閉じた状態
を模式的に示す斜視図で、（Ａ）は前側から見た斜視図、（Ｂ）は後側から見た斜視図で
ある。図１０は第１実施形態に係るパチンコ機１の球抜き装置の球抜きボタン２８を押下
して開いた状態を模式的に示す斜視図で、（Ａ）は前側から見た斜視図、（Ｂ）は後側か
ら見た斜視図である。尚、図４では遊技領域上のゲート等の構造物を省略して示す。
【００３５】
　図４に示すように、パチンコ機１の球抜き装置７１は、延出部材３２の内側の上側球貯
留部材２２の遊技球供給口７３（図８及び図９参照）に設けられて球抜きボタン２８の押
下によって開かれる後述の開閉装置７５（図８及び図９参照）と、この遊技球供給口７３
から落下する遊技球を下側球貯留部材３０の上端面部に穿設される球入口部７８（図５（
Ａ）参照）に案内する後述の案内部材７６（図８及び図９参照）とから構成されている。
この開閉装置７５は、後述のように延出部材３２の裏側面に上下方向に回動可能に軸支さ
れている（図８及び図９参照）。また、前面カバー部材１０の延出部材３２の後側の部分
には、該延出部材３２の裏側周端縁部から内側方向に延出される壁部材７９が設けられて
いる。また、この壁部材７９の略中央部には、該前面カバー部材１０を閉じた場合に、下
側球貯留部材３０が裏側から挿入される正面視略台形状の開口部８０が開設されている。
そして、案内部材７６は、開閉装置７５の下側の壁部材７９にビス止め等によって取り付
けられている。これにより、前面カバー部材１０を開いた場合には、この球抜き装置７１
は、前面カバー部材１０と一体となって水平移動する（図３参照）。従って、パチンコ機
１の球抜き機構は、球抜きボタン２８の押下によって、遊技球供給口７３から案内部材７
６を介して下側球貯留部材３０に流下し、この下側球貯留部材３０内の遊技球は、内箱８
４の下端部に形成される球抜き孔３７から外部に落下するように構成されている。
【００３６】
　次に、下側球貯留部材３０の概略構成について説明する。図５乃至図７に示すように、
下側球貯留部材３０は、正面視略台形の箱体状で背面部が開放される背板部材８２と、こ
の背板部材８２の背面部を塞ぐ蓋部材８３と、背板部材８２の前面部に取り付けられて遊
技球が貯留される透明樹脂製の内箱８４と、背板部材８２の前面部に取り付けられて内箱
８４の外側を下端部に所定隙間を形成しつつ覆う透明樹脂製の外箱８５と、この外箱８５
の上端面の中央部に前後方向に配設される球抜き機構部３３と、内箱８４の下側後端縁部
と外箱８５の下側後端縁部との隙間に左右方向にスライド可能に配設されるスライド板部
材３８等とから構成されている。
【００３７】
　また、図７及び図８に示すように、内箱８４の下側後端縁部の略中央部には、水平略Ｕ
字状の球抜き孔３７が形成されている。また、外箱８５のこの球抜き孔３７に対向する部
分には、同型状の球抜き孔８６が形成されている。
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　また、この球抜き孔３７と球抜き孔８６との間には、スライド板部材３８が、背板部材
８２の下端部に形成される左右方向に細長い貫通孔８８に挿入されて、各球抜き孔３７、
８６を塞ぐように構成されている。このスライド板部材３８は、横長の平板状で略中央部
に前側方向に延出されて各球抜き孔３７、８６を覆う略Ｕ字形の延出部８９が形成されて
いる。また、スライド板部材３８の右上側後端縁部には、ボス部材９０が後側方向に突き
出して設けられて、背板部材８２に形成される横長の貫通孔９１に前面側から挿入されて
いる。また、背板部材８２の後側上方には、球抜き機構部３３の回転に従って左右方向に
移動可能に配設される梁部材９２が配設されている。また、この梁部材９２の右側端縁部
（図８（Ａ）中、左側端縁部）とスライド板部材３８のボス部材９０とは、接続部材９３
によって左右方向に回動可能に接続されている。また、梁部材９２は、この接続部材９３
の上端縁部に一端が取り付けられる引張りバネ９５によって右側方向（図８（Ａ）中、左
側方向）に付勢されている。即ち、スライド板部材３８は、引張りバネ９５によって左側
方向（図８（Ａ）中、右側方向）に付勢されている。
【００３８】
　したがって、図８（Ａ）に示すように、引張りバネ９５の付勢力によってスライド板部
材３８が左側方向に押しつけられている場合には、各球抜き孔３７、８６は、該スライド
板部材３８の延出部８９によって塞がれている。一方、図８（Ｂ）に示すように、球抜き
ダイヤルレバー３５を付勢力に抗して所定角度回した場合には、球抜き機構部３３を介し
て梁部材９２が左側方向（図８（Ｂ）中、右側方向）にスライドされると共に、接続部材
９３を介してスライド板部材３８が右側方向（図８（Ｂ）中、左側方向）にスライドして
、該スライド板部材３８の延出部８９が、各球抜き孔３７、８６から離れるため、各球抜
き孔３７、８６は連通して、内箱８４内のパチンコ球は、前面カバー部材１０の開口部３
２Ａを介して下方に排出される。即ち、各球抜き孔３７、８６は、遊技球排出口部として
機能する。
【００３９】
　また、背板部材８２の前面部の略中央部には、略四角形の貫通孔９７が穿設されると共
に、該貫通孔９７の周縁部には、後側方向に延出されるリブ部９８が形成されている。こ
のリブ部９８の下側壁部は、斜め上方向に傾斜するように形成されている。また、この背
板部材８２の背面部を覆う蓋部材８３の略中央部には、このリブ部９８が嵌入される略四
角形の貫通孔９９が穿設されている。これにより、案内樋５０及び貫通孔５２を流れるパ
チンコ球は、この貫通孔９９、リブ部９８、及び貫通孔９７を介して内箱８４内に流入す
る。即ち、貫通孔９９、リブ部９８、及び貫通孔９７は、遊技球流入口部として機能する
。
【００４０】
　また、下側球貯留部材３０の上端面に形成される球入口部７８は、外箱８５の上端面の
奥側右端縁部に切り欠かれる切欠部１０１と、内箱８４の該切欠部１０１に対向する位置
に切り欠かれる切欠部１０２と、背板部材８２の前面部とによって構成される。これによ
り、球抜き装置７１の案内部材７６を流れたパチンコ球は、外箱８５の上端面から、各切
欠部１０１、１０２、及び背板部材８２によって構成される球入口部７８を通過し、内箱
８４内に流入して貯留される。即ち、外箱８５、内箱８４、背板部材８２、及びスライド
板部材３８は、収容部材を構成する。
【００４１】
　次に、球抜き装置７１の概略構成について説明する。図９及び図１０に示すように、球
抜き装置７１は、球抜きボタン２８の押下によって開閉操作される開閉手段としての開閉
装置７５と、この開閉装置７５から落下するパチンコ球を壁部材７９の前面部と協動して
下側球貯留部材３０の球入口部７８に案内する案内路を形成する案内部材７６とから構成
されている。
【００４２】
　この開閉装置７５は、上側球貯留部材２２の右側の壁部材７９に立設される不図示の軸
に回動可能に軸支されるクランク部材１０５と、壁部材７９に立設される不図示の軸に回
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動可能に軸支されてこのクランク部材１０５の下端部に後側方向に立設されるクランクピ
ン１０６によって回動されるアーム部材１０７とから構成されている。
【００４３】
　また、図９（Ａ）に示すように、クランク部材１０５の上端部前面から左側方向にアー
ム部１０８が略水平に延出されると共に、このアーム部１０８の端縁部には、前側方向に
ピン１０９が垂設されて、球抜きボタン２８の押下部の下側に形成される開口部１１０に
挿入されている。
　ここで、球抜きボタン２８は、押下部の下側に開口部１１０が前後方向に開設されると
共に、この開口部１１０の下端部から下側方向に取り付け軸１１１が垂設されている。ま
た、この取り付け軸１１１は、延出部材３２の裏側面にビス止め等によって取り付けられ
る取付台１１３の上端部に穿設される貫通孔１１２に上側方向から挿入されて上下動可能
に支持される。また、この取り付け軸１１１には、圧縮バネ１１５が巻装されて、球抜き
ボタン２８が上側方向に付勢されている。
　また、アーム部材１０７の下端縁部には、略水平左側方向に厚板状に所定長さ延出され
る延出部１０７Ａが形成されている。この延出部１０７Ａは、横断面逆Ｕ字形の筒部材１
１７の左側面部の下端部に当接して遊技球供給口７３を形成する。
【００４４】
　このように構成された開閉装置７５は、図９に示すように、通常時には、圧縮バネ１１
５によって球抜きボタン２８が上側方向に持ち上げられて、クランク部材１０５がピン１
０９及びアーム部１０８を介して時計方向に回動されるため、クランクピン１０６を介し
てアーム部材１０７も時計方向に回動され、延出部１０７Ａが筒部材１１７の左側面部に
当接される。これにより、上側球貯留部材２２から発射装置２５にパチンコ球を供給する
遊技球供給口７３が形成される。即ち、上側球貯留部材２２のパチンコ球は、遊技球供給
口７３を介して矢印１２０方向に流れて発射装置２５に供給される。
【００４５】
　一方、図１０に示すように、球抜きボタン２８を押下して、該球抜きボタン２８を取付
台１１３に当接させた場合には、クランク部材１０５がピン１０９及びアーム部１０８を
介して反時計方向に所定角度回動されるため、クランクピン１０６を介してアーム部材１
０７も反時計方向に所定角度回動され、延出部１０７Ａの前端縁部が、筒部材１１７の右
側面部まで水平移動する。これにより、該筒部材１１７の下端部にパチンコ球が通過する
貫通孔１１７Ａが形成されて、上側球貯留部材２２と案内部材７６の上端部とが連通する
。即ち、球抜きボタン２８を最下端位置まで押下した場合には、上側球貯留部材２２のパ
チンコ球は、筒部材１１７の下端部に形成される貫通孔１１７Ａ及び案内部材７６を流れ
て（各矢印１２１、１２２方向に流れる。）、下側球貯留部材３０の球入口部７８に案内
され、内箱８４内に流入して貯留される。
【００４６】
　以上説明した通り第１実施形態に係るパチンコ機１では、木製の外枠２に対して樹脂製
の前枠３が、前枠取付用ヒンジを構成する上ヒンジ４及び下ヒンジ５を介して外枠２に対
して開閉自在に取り付けられている。また、前枠３の窓部７の下側の前面部には、下側球
貯留部材３０が取り付けられている。また、この前枠３の前側を被覆する樹脂製の前面カ
バー部材１０は、左側端縁部を上ヒンジ４と、前枠３の前側に突出して形成される前面パ
ネル部３Ａの左端上部に取り付けられる軸支持部材１１とによって支えられて開閉自在に
取り付けられている。また、この前面カバー部材１０は、ほぼ中央部に略円形の窓部１２
が開設されると共に、この窓部１２の下端縁部から斜め下前側方向に突出する壁部１５と
、この壁部１５の下端縁部から前側方向に突き出して設けられて、払い出される賞球を受
ける所定深さの上側球貯留部材２２と、この上側球貯留部材２２の前面上端縁部から下側
球貯留部材３０の下側を覆うように正面視略半球状に延出される延出部材３２とから形成
されている。また、上側球貯留部材２２の溢れたパチンコ球は、案内樋５０や前枠３に穿
設される貫通孔５２等を介して、下側球貯留部材３０のリブ部９８及び各貫通孔９７、９
９を経て内箱８４内に収容される。そして、球抜きダイヤルレバー３５を操作することに
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よって、スライド板部材３８で覆われる各球抜き孔３７、８７が開放され、該内箱８４内
のパチンコ球が開口部３２Ａを介して下側に落下するように構成されている。
【００４７】
　従って、下側球貯留部材３０の内箱８４及び外箱８５を、前面カバー部材１０の下端縁
部に形成される開口部３２Ａと、上側球貯留部材２２の下端面との間の空間内に延出して
拡大して設けても、スライド板部材３８によって各球抜き孔３７、８７を覆って閉鎖して
いる限り、内箱８４内に上側球貯留部材２２から溢れたパチンコ球を所定量まで保持して
貯留できるため、下側球貯留部材３０に貯留可能なパチンコ球の容量を従来の下皿の貯留
容量よりも飛躍的に大きくすることができる。また、下側球貯留部材３０のパチンコ球の
貯留容量を飛躍的に大きくすることができるため、遊技者は各球抜き孔３７、８７を開い
て、下側球貯留部材３０から遊技球を抜く作業回数が大幅に少なくなってパチンコ遊技に
専念することが可能となり、遊技者の興趣の増大化を図ることができる。
　また、下側球貯留部材３０の前面側は、延出部材３２によって覆われるため、該下側球
貯留部材３０の形状を考慮することなくパチンコ機１の前面部を従来にない斬新なデザイ
ンにすることが可能となり、遊技者の興味を強く引きつけることができる。
【００４８】
　次に、第２実施形態に係るパチンコ機について図１１乃至図１６に基づいて説明する。
尚、図１１乃至図１６において上記第１実施形態に係るパチンコ機１と同一符号は、上記
パチンコ機１と同一あるいは相当部分を示すものである。この第２実施形態に係るパチン
コ機の概略全体構成は、第１実施形態に係るパチンコ機１とほぼ同じ構成である。但し、
第２実施形態に係るパチンコ機は、下側球貯留部材が前枠３を前後方向に貫通して設けら
れている点において、第１実施形態に係るパチンコ機１と異なっている。
【００４９】
　ここで、第２実施形態に係るパチンコ機の概略全体構成について図１１及び図１２に基
づいて説明する。図１１は第２実施形態に係るパチンコ機全体を示した中央側断面図であ
る。図１２は第２実施形態に係るパチンコ機の前面カバー部材１０を開いた状態を示す正
面図である。尚、図１１及び図１２では遊技領域上のゲート等の構造物を省略して示す。
　図１１及び図１２に示すように、第２実施形態に係るパチンコ機１２１は、木製の外枠
２に対して樹脂製の前枠３が、前枠取付用ヒンジを構成する上ヒンジ４及び下ヒンジ５を
介して外枠２に対して開閉自在に取り付けられている。そして、この前枠３のほぼ中央部
には、略四角形の窓部７が形成され、この窓部７には、遊技盤８が前面側から取付けられ
ている。
【００５０】
　また、この前枠３の前側を被覆する樹脂製の前面カバー部材１０は、左側端縁部を上ヒ
ンジ４と、前枠３の前側に突出して形成される前面パネル部３Ａの左端上部に取り付けら
れる軸支持部材１１（図３参照）とによって支えられて開閉自在に取り付けられている。
この前面カバー部材１０は、前面部が正面視略卵形に前面側へ膨出して形成されると共に
、閉じられた場合には、この前面カバー部材１０の下端周縁部と正面視略逆半月形に上端
縁部が凹む前面パネル部３Ａとが、連続した面を構成するように形成されている。
　また、この前面カバー部材１０は、ほぼ中央部に略円形の窓部１２が開設されると共に
、この窓部１２の下端縁部から斜め下前側方向に突出する壁部１５と、この壁部１５の下
端縁部から前側方向に突き出して設けられて、払い出される賞球を受ける所定深さの上側
球貯留部材２２と、この上側球貯留部材２２の前面上端縁部から下側球貯留部材１２３の
下側を覆うように正面視略半球状に延出される延出部材３２とから形成されている。
【００５１】
　また、前面カバー部材１０のほぼ中央部に開設される窓部１２には、球面上に外側方向
に膨出する透明な前面カバー１３が前面側から嵌着されると共に、この前面カバー１３の
後側にはガラス板１４が装着されている。従って、前面カバー１３とガラス板１４とを通
して遊技盤８上に構成される遊技領域が見えるようになっている。
【００５２】
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　また、前面カバー部材１０の窓部１２の下端縁部から斜め下前側方向に突出する壁部１
５の略中央部には、横長四角形の開口部１６が開設されている。そして、前面カバー部材
１０を閉じた場合には、この開口部１６を介して、斜め上向きに取り付けられて変動図柄
等が表示されるＬＣＤ表示器１７の画面が、斜め上から見えるように構成されている。ま
た、この開口部１６の左右には、正面視三角形状に多数の小孔が穿設される一対の網目部
１８、１８が形成されている。この各網目部１８、１８は、前面カバー部材１０が閉じら
れた場合に、後述の前枠３に配設される一対のスピーカ２０、２０（図１２には、１個の
スピーカ２０が示されている。）と対向している。
　また、透明な樹脂製の下側球貯留部材１２３は、ＬＣＤ表示器１７の下側において、前
枠３に穿設される正面視略長方形の貫通孔１２５に裏側から挿通されて、前後方向の略中
央部が該前枠３の背面部にビス止め等によって取り付けられ、後述の各球抜き孔１２７、
１２９（図１５参照）が前枠３の前面側に配置されている。
【００５３】
　また、払い出される賞球を受ける上側球貯留部材２２のパチンコ球が発射装置２５へ送
られるように構成されている。この発射装置２５は、前面パネル部３Ａに立設される操作
ハンドル２６の回動操作によって発射力が調整されるように構成されている。また、パチ
ンコ機１の左右方向の中心線に対して操作ハンドル２６のほぼ対称な位置には、前面パネ
ル部３Ａの前面部から遊技者側に突き出して設けられる開閉可能式の灰皿２７が取り付け
られている。
【００５４】
　また、上側球貯留部材２２の右側上端面の右外側には球抜きボタン２８が配設されてお
り、遊技者が球抜きボタン２８を押下することにより、上側球貯留部材２２にあるパチン
コ球が、球抜き装置７１（図４参照）を介して該上側球貯留部材２２の下側に配設される
透明な樹脂製の下側球貯留部材１２３に流れ込むように構成されている。
【００５５】
　また、上側球貯留部材２２の前面上端縁部から正面視略半球状に延出される延出部材３
２の下側球貯留部材１２３の底面部に対向する部分には、開口部３２Ａが形成され、この
透明な下側球貯留部材１２３内のパチンコ球が見えるように構成されている。
　また、この延出部材３２の略中央部には、断面略円形の凹部３４が形成されて、この凹
部３４内に球抜きダイヤルレバー３５が回動可能に取り付けられている。この球抜きダイ
ヤルレバー３５は、前面カバー部材１０を閉じた場合に、下側球貯留部材１２３の球抜き
機構部１２４に接続され、該球抜きダイヤルレバー３５を一方向に操作することにより、
下側球貯留部材１２３を構成する内箱１２６（図１５参照）の下端部に形成される球抜き
孔１２７を覆うスライド板部材１２８が左右方向に移動して、この球抜き孔１２７から球
抜き孔１２９（図１５参照）及び開口部３２Ａを介して下方にパチンコ球が落下すること
となる。尚、球抜きダイヤルレバー３５は、後述のように球抜き機構部１２４を構成する
引張りバネ９５（図１６参照）により反対回転方向に付勢されている。
【００５６】
　また、球抜きダイヤルレバー３５の上側には、各スピーカ２０、２０の音量を調整でき
る音量調整用操作部材４０が配設され、遊技者は各スピーカ２０、２０を介して遊技に応
じた音等を所望の音量で聴くことができる。
【００５７】
　また、パチンコ機１２１の裏側最上段には、上方に開口した賞球タンク４５が前枠３の
裏面に固定されている。この賞球タンク４５は、傾斜した底面に不図示の連通孔が形成さ
れ、その連通孔の下方にはパチンコ球を２列に整列流出し、不図示の賞球や貸球を払い出
す払出機構にパチンコ球を送る通路を形成するタンクレール４６が取付けられている。ま
た、遊技盤８の裏面を覆うセンターカバ４７が前枠３の裏面に取り付けられている。この
センターカバ４７の背面部には、不図示のパチンコ機１２１の賞球の払い出し制御等を制
御する制御回路が構成された主基板が収納されるカバー４８と、不図示の賞球払い出し機
構を制御する制御回路が構成された賞球制御基板が収納されるカバー４９等が配設されて
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いる。また、センターカバ４７の下側には、賞球払い出し口２３（図１参照）から溢れた
賞球を下側球貯留部材１２３に案内する案内樋１３１が、前枠３の背面部に配設されてい
る。また、案内樋１３１の上側には、不図示の音楽制御基板が収納されるカバー５１が配
設されている。また、この案内樋１３１は、下側球貯留部材１２３の背面部に接続されて
、貫通孔９９（図１４等参照）を介して後述のように内箱１２６内に連通している（図１
５参照）。これにより、上側球貯留部材２２から溢れたパチンコ球は、案内樋１３１を介
して下側球貯留部材１２３に案内されて貯留される。
【００５８】
　次に、下側球貯留部材１２３の概略構成について図１３乃至図１６に基づき説明する。
図１３は第２実施形態に係るパチンコ機１２１の下側球貯留部材１２３の概略構成を示す
図で、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は底面図である。図１４は第２実施形態
に係るパチンコ機１２１の下側球貯留部材１２３の概略構成を示す後側斜視図である。図
１５は第２実施形態に係るパチンコ機１２１の下側球貯留部材１２３の概略構成を示す中
央側断面図である。図１６は第２実施形態に係るパチンコ機１２１の下側球貯留部材１２
３の排出口開閉状態を示す蓋部材８３を取り外した背面図で、（Ａ）は通常時の閉じた状
態を示す図、（Ｂ）は球抜きダイヤルレバー３５を回して開いた状態を示す図である。
【００５９】
　図１３乃至図１５に示すように、下側球貯留部材１２３は、正面視略台形の箱体状で背
面部が開放される背板部材８２と、この背板部材８２の背面部を塞ぐ蓋部材８３と、背板
部材８２の前面部に取り付けられて遊技球が貯留される透明樹脂製の内箱１２６と、背板
部材８２の前面部に取り付けられて内箱１２６の外側を下端部に所定隙間を形成しつつ覆
う透明樹脂製の外箱１３３と、この外箱１３３の上端面の中央部に前後方向に配設される
球抜き機構部１２４と、内箱１２６の下側後端縁部と外箱１３３の下側後端縁部との隙間
に左右方向にスライド可能に配設されるスライド板部材１２８等とから構成されている。
【００６０】
　また、図１５及び図１６に示すように、内箱１２６の底面部の前枠３の前面部に対向す
る左右方向略中央部には、先端部が略半円形の水平略Ｕ字状の球抜き孔１２７が形成され
ている。また、外箱１３３のこの球抜き孔１２７に対向する部分には、該球抜き孔１２７
と略同形状の球抜き孔１２９が形成されている。
　また、この球抜き孔１２７と球抜き孔１２９との間には、スライド板部材１２８が、背
板部材８２の下端部に形成される左右方向に細長い貫通孔８８に挿入されて、各球抜き孔
１２７、１２９を塞ぐように構成されている。このスライド板部材１２８は、横長の平板
状で略中央部に前側方向に延出されて各球抜き孔１２７、１２９を覆う略長Ｕ字形の延出
部１２８Ａが形成されている。また、スライド板部材１２８の右上側後端縁部には、ボス
部材１３５が後側方向に突き出して設けられて、背板部材８２に形成される横長の貫通孔
９１に前面側から挿入されている。また、背板部材８２の後側上方には、球抜き機構部１
２４の回転に従って左右方向に移動可能に配設される梁部材９２が配設されている。また
、この梁部材９２の右側端縁部（図１６（Ａ）中、左側端縁部）とスライド板部材１２８
のボス部材１３５とは、接続部材９３によって左右方向に回動可能に接続されている。ま
た、梁部材９２は、この接続部材９３の上端縁部に一端が取り付けられる引張りバネ９５
によって右側方向（図１６（Ａ）中、左側方向）に付勢されている。即ち、スライド板部
材１２８は、引張りバネ９５によって左側方向（図１６（Ａ）中、右側方向）に付勢され
ている。
【００６１】
　したがって、図１６（Ａ）に示すように、引張りバネ９５の付勢力によってスライド板
部材１２８が左側方向に押しつけられている場合には、各球抜き孔１２７、１２９は、該
スライド板部材１２８の延出部１２８Ａによって塞がれている。一方、図１６（Ｂ）に示
すように、球抜きダイヤルレバー３５を付勢力に抗して所定角度回した場合には、球抜き
機構部１２４を介して梁部材９２が左側方向（図１６（Ｂ）中、右側方向）にスライドさ
れると共に、接続部材９３を介してスライド板部材１２８が右側方向（図１６（Ｂ）中、
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左側方向）にスライドして、該スライド板部材１２８の延出部１２８Ａが、各球抜き孔１
２７、１２９から離れるため、各球抜き孔１２７、１２９は連通して、内箱１２６内のパ
チンコ球は、前面カバー部材１０の開口部３２Ａを介して下方に排出される。即ち、各球
抜き孔１２７、１２９は、遊技球排出口部として機能する。
【００６２】
　また、背板部材８２の前面部の略中央部には、略四角形の貫通孔９７が穿設されると共
に、該貫通孔９７の周縁部には、後側方向に延出されるリブ部９８が形成されている。こ
のリブ部９８の下側壁部は、斜め上方向に傾斜するように形成されている。また、この背
板部材８２の背面部を覆う蓋部材８３の略中央部には、このリブ部９８が嵌入される略四
角形の貫通孔９９が穿設されている。これにより、案内樋１３１を流れるパチンコ球は、
この貫通孔９９、リブ部９８、及び貫通孔９７を介して内箱１２６内に流入する。即ち、
貫通孔９９、リブ部９８、及び貫通孔９７は、遊技球流入口部として機能する。
【００６３】
　また、下側球貯留部材１２３の上端面の上記球抜き装置７１の案内部材７６に対向する
位置に形成される球入口部１３６は、外箱１３３の上端面に穿設される略四角形の貫通孔
１３７と、内箱１２６の該貫通孔１３７に対向する位置に穿設される貫通孔１３８とによ
って構成される。これにより、球抜き装置７１の案内部材７６を流れたパチンコ球は、外
箱１３３の上端面から、各貫通孔１３７、１３８によって構成される球入口部１３６を通
過し、内箱１２６内に流入して貯留される。即ち、外箱１３３、内箱１２６、背板部材８
２、及びスライド板部材１２８は、収容部材を構成する。
【００６４】
　また、外箱１３３の左右の両側面部の前後方向の略中央部には、正面視略四角形平板状
の一対の取り付けリブ部１４０、１４０が、外側方向に垂設されている。各取り付けリブ
部１４０、１４０は、背板部材８２の前面部と略平行になるように形成され、該下側球貯
留部材１２３を前枠３に形成される貫通孔１２５に裏側から挿通した場合には、各取り付
けリブ部１４０、１４０の各平板部分が、該前枠３の背面部に当接される。また、各取り
付けリブ部１４０、１４０の各平板部分には、上下方向に２個の各貫通孔１４１、１４１
が穿設されている。従って、下側球貯留部材１２３は、この各貫通孔１４１、１４１、１
４１、１４１を介して前枠３の背面部にビス止め等によって取り付けられる。
【００６５】
　以上説明した通り第２実施形態に係るパチンコ機１２１では、木製の外枠２に対して樹
脂製の前枠３が、前枠取付用ヒンジを構成する上ヒンジ４及び下ヒンジ５を介して外枠２
に対して開閉自在に取り付けられている。また、前枠３の窓部７の下側の前面部には、下
側球貯留部材１２３が該前枠３の後側から前後方向の略中央部まで挿入されて取り付けら
れている。また、この前枠３の前側を被覆する樹脂製の前面カバー部材１０は、左側端縁
部を上ヒンジ４と、前枠３の前側に突出して形成される前面パネル部３Ａの左端上部に取
り付けられる軸支持部材１１とによって支えられて開閉自在に取り付けられている。また
、この前面カバー部材１０は、ほぼ中央部に略円形の窓部１２が開設されると共に、この
窓部１２の下端縁部から斜め下前側方向に突出する壁部１５と、この壁部１５の下端縁部
から前側方向に突き出して設けられて、払い出される賞球を受ける所定深さの上側球貯留
部材２２と、この上側球貯留部材２２の前面上端縁部から下側球貯留部材１２３の下側を
覆うように正面視略半球状に延出される延出部材３２とから形成されている。また、上側
球貯留部材２２の溢れたパチンコ球は、案内樋１３１を介して、下側球貯留部材１２３の
背面部に形成されるリブ部９８及び各貫通孔９７、９９を経て内箱１２６内に貯留される
。そして、球抜きダイヤルレバー３５を操作することによって、スライド板部材１２８で
覆われる各球抜き孔１２７、１２９が開放され、該内箱１２６内のパチンコ球が開口部３
２Ａを介して下側に落下するように構成されている。
【００６６】
　従って、下側球貯留部材１２３の内箱１２６及び外箱１３３を、前面カバー部材１０の
下端縁部に形成される開口部３２Ａと、上側球貯留部材２２の下端面との間の空間から、
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貫通孔１２５を介して前枠３の後側の空間内に延出して拡大して設けても、スライド板部
材１２８によって各球抜き孔１２７、１２９を覆って閉鎖している限り、内箱１２６内に
上側球貯留部材２２から溢れたパチンコ球を所定量まで保持して貯留できるため、下側球
貯留部材１２３に貯留可能なパチンコ球の容量を従来の下皿の貯留容量よりも更に飛躍的
に大きくすることができる。（例えば、「大当たり」一回分の獲得賞球を貯留することが
可能な貯留容量にすることができる。）また、下側球貯留部材１２３のパチンコ球の貯留
容量を更に飛躍的に大きくすることができるため、遊技者は各球抜き孔１２７、１２９を
開いて、下側球貯留部材１２３から遊技球を抜く作業回数が極端に少なくなってパチンコ
遊技に専念することが可能となり、遊技者の興趣の更なる増大化を図ることができる。
　また、下側球貯留部材１２３の前面側は、延出部材３２によって覆われるため、該下側
球貯留部材１２３の形状を考慮することなくパチンコ機１２１の前面部を従来にない斬新
なデザインにすることが可能となり、遊技者の興味を強く引きつけることができる。
【００６７】
　次に、第３実施形態に係るパチンコ機について図１７乃至図２０に基づいて説明する。
尚、図１７乃至図２０において上記第２実施形態に係るパチンコ機１２１と同一符号は、
上記パチンコ機１２１と同一あるいは相当部分を示すものである。この第３実施形態に係
るパチンコ機の概略全体構成は、第２実施形態に係るパチンコ機１２１とほぼ同じ構成で
ある。但し、第３実施形態に係るパチンコ機は、下側球貯留部材が前枠３の裏側に設けら
れている点において、第２実施形態に係るパチンコ機１２１と異なっている。
【００６８】
　ここで、第３実施形態に係るパチンコ機の概略全体構成について図１７乃至図１９に基
づいて説明する。図１７は第３実施形態に係るパチンコ機の前面カバー部材１０を開いた
状態を示す正面図である。図１８は第３実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の概
略構成を示す図で、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は底面図である。図１９は
図１８（Ａ）のＩ－Ｉ断面図である。図２０は第３実施形態に係るパチンコ機の下側球貯
留部材の概略構成を示す中央側断面図である。尚、図１７では遊技領域上のゲート等の構
造物を省略して示す。
　図１７に示すように、第３実施形態に係るパチンコ機１５１の概略全体構成は、第２実
施形態に係るパチンコ機１２１とほぼ同じ構成である。但し、第２実施形態に係るパチン
コ機１２１の下側球貯留部材１２３に替えて、透明な樹脂製の下側球貯留部材１５３が設
けられている。
【００６９】
　この下側球貯留部材１５３は、図１８乃至図２０に示すように、正面視略台形の箱体状
で背面部が開放される背板部材８２と、この背板部材８２の背面部を塞ぐ蓋部材８３と、
背板部材８２の前面部に取り付けられてパチンコ球が貯留される透明樹脂製の内箱１５５
と、背板部材８２の前面部に取り付けられて内箱１５５の外側を下端部に所定隙間を形成
しつつ覆う透明樹脂製の外箱１５６と、この外箱１５６の上端面の中央部に前後方向に配
設される球抜き機構部１２４と、内箱１５５の下側後端縁部と外箱１５６の下側後端縁部
との隙間に左右方向にスライド可能に配設されるスライド板部材１２８等とから構成され
ている。
【００７０】
　また、外箱１５６は、左右側面部の外側方向に垂設される平板状の各取り付けリブ部１
４０、１４０の基端部から各壁部１５８、１５８が、左右内側方向に延出されて、左右方
向中央部にスライド板部材１２８の延出部１２８Ａの幅寸法にほぼ等しい幅寸法の略縦長
四角形の開口部が形成され、この開口部の周縁部から前側方向に所定長さ延出されて前端
部が閉塞される外側排出通路部１５６Ａが形成されている。また、この外側排出通路部１
５６Ａの前端部下面には、先端部が略半円形の水平略Ｕ字状の球抜き孔１２９が形成され
ている。また、外側排出通路部１５６Ａの右側側面の下端縁部と右側の壁部１５８の下端
縁部には、スライド板部材１２８の延出部１２８Ａが、スライドした際に出入りする切欠
溝１５９が形成されている。また、球抜き装置７１の案内部材７６から下側球貯留部材１
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５３にパチンコ球を案内する正面視略Ｌ字形の案内筒部材１６０が、外側排出通路部１５
６Ａの右側側面にビス止め等により取り付けられている。
　そして、外側排出通路部１５６Ａのこの案内筒部材１６０が取り付けられる右側側面の
下端部には貫通孔１６１が穿設されている。また、案内筒部材１６０の上端面の右側端縁
部には、球抜き装置７１の案内部材７６の他端側に対向する位置に貫通孔１６２が穿設さ
れている。従って、前面カバー部材１０を閉じた場合には、貫通孔１６１を介して、外側
排出通路部１５６Ａと案内筒部材１６０とが連通されると共に、貫通孔１６２を介して、
案内筒部材１６０と案内部材７６とが連通される。
【００７１】
　また、外箱１５６の内側に設けられる内箱１５５は、各取り付けリブ部１４０、１４０
の基端部に対向する左右側面部から各壁部１５８、１５８に沿って左右内側方向に延出さ
れて、左右方向中央部にスライド板部材１２８の延出部１２８Ａの幅寸法にほぼ等しい幅
寸法の略縦長四角形の開口部が形成され、この開口部の周縁部から前側方向に所定長さ延
出されて前端部が閉塞される内側排出通路部１５５Ａが形成されている。また、この内側
排出通路部１５５Ａの前端部下面の外側排出通路部１５６Ａの球抜き孔１２９に対向する
位置には、該球抜き孔１２９と略同形状の球抜き孔１２７が形成されている。また、内側
排出通路部１１５Ａの右側側面部の外側排出通路部１５６Ａの貫通孔１６１に対向する位
置には、該貫通孔１６１と略同形状の貫通孔１６３が穿設されている。これにより、各貫
通孔１６１、１６３を介して、内側排出通路部１５５Ａと案内筒部材１６０とが連通され
る。
【００７２】
　一方、前枠３のＬＣＤ表示器１７の下側には、下側球貯留部材１５３の外側排出通路部
１５６Ａ、排出機構部１２４及び案内筒部材１６０を含む垂直断面形状にほぼ等しい形状
の貫通孔１６４が穿設されている。また、この貫通孔１６４の下端部には、スライド板部
材１２８の延出部１２８Ａが、スライドした際に出入りする切欠溝１６５が形成されてい
る。
　そして、この下側球貯留部材１５３は、外側排出通路部１５６Ａ、排出機構部１２４及
び案内筒部材１６０が、前枠３に穿設される貫通孔１６４に裏側から挿通されて、左右側
面部の略中央部に設けられる各取り付けリブ部１４０、１４０を介して該前枠３の背面部
にビス止め等によって取り付けられ、各球抜き孔１２７、１２９及び各貫通孔１６１、１
６２、１６３が前枠３の前面側に配置されている。また、前面カバー部材１０を閉じた場
合には、球抜きダイヤルレバー３５が球抜き機構部１２４に接続され、球抜き装置７１の
案内部材７６の他端側が案内筒部材１６０の上端面に穿設される貫通孔１６２に対向する
。
【００７３】
　ここで、上記第２実施形態に係るパチンコ機１２１と同様に、スライド板部材１２８は
、引張りバネ９５によって左側方向（図１９中、左側方向）に付勢され、各球抜き孔１２
７、１２９は、該スライド板部材１２８の延出部１２８Ａによって塞がれている。一方、
球抜きダイヤルレバー３５を付勢力に抗して所定角度回した場合には、球抜き機構部１２
４を介してスライド板部材１２８が右側方向（図１９中、右側方向）にスライドして、該
スライド板部材１２８の延出部１２８Ａが、各球抜き孔１２７、１２９から離れるため、
各球抜き孔１２７、１２９は連通して、内箱１５５内のパチンコ球は、内側排出通路部１
５５Ａ内を流れて、各球抜き孔１２７、１２９から下方に排出される。即ち、各球抜き孔
１２７、１２９は、遊技球排出口部として機能する。
　また、上側球貯留部材２２から溢れたパチンコ球は、案内樋１３１を流れて背板部材８
２の貫通孔９９、リブ部９８、及び貫通孔９７を介して内箱１５５内に流入し貯留される
。また、球抜き装置７１の案内部材７６を流れたパチンコ球は、案内筒部材１６０の上端
面に穿設される貫通孔１６２を通過して、該案内筒部材１６０内を流れて、外側排出通路
部１５６Ａの貫通孔１６１、及び内側排出通路部１５５Ａの貫通孔１６３を介して、内箱
１５５内に流入し貯留される。即ち、貫通孔９９、リブ部９８、及び貫通孔９７は、遊技
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球流入口部として機能する。また、外箱１５６、内箱１５５、背板部材８２、及びスライ
ド板部材１２８は、収容部材を構成する。
【００７４】
　以上説明した通り第３実施形態に係るパチンコ機１５１では、木製の外枠２に対して樹
脂製の前枠３が、前枠取付用ヒンジを構成する上ヒンジ４及び下ヒンジ５を介して外枠２
に対して開閉自在に取り付けられている。また、前枠３の窓部７の下側の前面部には、下
側球貯留部材１５３が該前枠３の後側から各排出通路部１５５Ａ、１５６Ａ及び案内筒部
材１６０を挿入されて取り付けられている。また、この前枠３の前側を被覆する樹脂製の
前面カバー部材１０は、左側端縁部を上ヒンジ４と、前枠３の前側に突出して形成される
前面パネル部３Ａの左端上部に取り付けられる軸支持部材１１とによって支えられて開閉
自在に取り付けられている。また、この前面カバー部材１０は、ほぼ中央部に略円形の窓
部１２が開設されると共に、この窓部１２の下端縁部から斜め下前側方向に突出する壁部
１５と、この壁部１５の下端縁部から前側方向に突き出して設けられて、払い出される賞
球を受ける所定深さの上側球貯留部材２２と、この上側球貯留部材２２の前面上端縁部か
ら下側球貯留部材１５３の下側を覆うように正面視略半球状に延出される延出部材３２と
から形成されている。また、上側球貯留部材２２の溢れたパチンコ球は、案内樋１３１を
介して、下側球貯留部材１５３の背面部に形成されるリブ部９８及び各貫通孔９７、９９
を経て内箱１５５内に貯留される。また、球抜きボタン２８を押下することによって、球
抜き装置７１を介して案内筒部材１６０の貫通孔１６２、外側排出通路部１５６Ａの貫通
孔１６１、及び内側排出通路部１５５Ａの貫通孔１６３を通過して、内側排出通路部１５
５Ａを流れて内箱１５５内に貯留される。そして、球抜きダイヤルレバー３５を操作する
ことによって、スライド板部材１２８で覆われる各球抜き孔１２７、１２９が開放され、
該内箱１５５内のパチンコ球が内側排出通路部１５５Ａ、各球抜き孔１２７、１２９、及
び開口部３２Ａを介して下側に落下するように構成されている。
【００７５】
　従って、下側球貯留部材１５３の内箱１５５及び外箱１５６を、前枠３の貫通孔１６４
から後側の空間内に延出して拡大して設けても、スライド板部材１２８によって各球抜き
孔１２７、１２９を覆って閉鎖している限り、内箱１５５内に上側球貯留部材２２から溢
れたパチンコ球を所定量まで保持して貯留できるため、下側球貯留部材１５３に貯留可能
なパチンコ球の容量を従来の下皿の貯留容量よりも更に飛躍的に大きくすることができる
。（例えば、「大当たり」一回分の獲得賞球を貯留することが可能な貯留容量にすること
ができる。）また、下側球貯留部材１５３のパチンコ球の貯留容量を更に飛躍的に大きく
することができるため、遊技者は各球抜き孔１２７、１２９を開いて、下側球貯留部材１
５３から遊技球を抜く作業回数が極端に少なくなってパチンコ遊技に専念することが可能
となり、遊技者の興趣の更なる増大化を図ることができる。
　また、下側球貯留部材１５３の前面側は、延出部材３２によって覆われるため、該下側
球貯留部材１５３の形状を考慮することなくパチンコ機１５１の前面部を従来にない斬新
なデザインにすることが可能となり、遊技者の興味を強く引きつけることができる。
【００７６】
　次に、第４実施形態に係るパチンコ機について図２１乃至図２４に基づいて説明する。
図２１は第４実施形態に係るパチンコ機全体を示した正面図である。図２２は第４実施形
態に係るパチンコ機全体を示した平面図である。図２３は第４実施形態に係るパチンコ機
全体を示した一部切欠側面図である。図２４は第４実施形態に係るパチンコ機の収容部材
のパチンコ球排出口部を開閉する開閉装置を模式的に示す斜視図である。尚、図２１では
遊技領域上のゲート等の構造物を省略して示す。
【００７７】
　図２１乃至図２３に示すように、第４実施形態に係るパチンコ機１７１は、いわゆるＣ
Ｒ機（カードリーディング機）と称され、カード式球貸機とパチンコ機１７１とによって
構成され、これらは対をなして設置されるが、図２１乃至図２３においては、カード式球
貸機の図示を省略している。このパチンコ機１７１は、所定量のパチンコ球を賞球として
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払い出す、いわゆる第１種パチンコ機である。パチンコ機１７１は、内枠１７２が上ヒン
ジ１７３及び下ヒンジ１７４を介して外枠１７５に対して開閉自在に取り付けられている
。そして、この内枠１７２のほぼ中央部には、遊技盤（不図示）の前側を被覆する鋼板や
ステンレス等の金属製のガラス扉１７６が左側端部を軸で支えられて開閉自在に取り付け
られている。ガラス扉１７６には開口部を有する鋼板やステンレス等の金属製のガラス保
持枠がスポット溶接等により固着されており、該ガラス保持枠に装着された２枚のガラス
を通して遊技領域が見えるようになっている。また、ガラス扉１７６の上部には、遊技中
のエラーを表示するエラー表示ランプ１７７や、「当り」を表示する当り表示ランプ１７
８、１７８が取り付けられている。
【００７８】
　また、このガラス扉１７６の下側には賞球を受ける上皿１８０がスピーカ１８１を内蔵
して左側端部を軸で支えられて開閉自在に設けられている。この上皿１８０は、内枠１７
２の右内側面に設けられた施錠装置（不図示）により施錠されている。この上皿１８０を
開くためには、先ず、鍵挿入部１７９に所定のキーを挿入して所定方向に回せば、施錠装
置のロック状態が解除されて、ガラス扉１７６のみがオープンされる。そして、ガラス扉
１７６をオープンした後、上皿１８０の裏側に設けられているロック解除レバー（不図示
）を押し下げることにより、上皿１８０の施錠装置のロック状態が解除されて、上皿１８
０が前側にオープンされる。また、上皿１８０の左奥側の壁面部には、パチンコ機１７１
の背面部に設けられて賞球や貸球を払い出す公知の払い出し機構１８２（特開平１１－３
０９２６５号公報等参照）から払い出される賞球等を上皿１８０に案内する賞球払い出し
口１８３が設けられている。また、この上皿１８０の中央前面部には、カード式球貸機の
操作ボタン１８０Ａ、１８０Ｂ及びカード残高表示装置１８０Ｃが設けられている。そし
て、その上皿１８０の下には、下皿１８５が配設される。また、下皿１８５の下側には、
ほぼ下皿１８５の下端面までの高さの不図示の玉箱が置かれ、該下皿１８５の下端部に設
けられる球抜きレバー１８５Ａを遊技者が左側にスライドさせることにより、下皿１８５
に溜まった賞球がこの玉箱に移される。
【００７９】
　また、上皿１８０に連通する不図示の球送り機構を介して上皿１８０のパチンコ球が操
作ハンドル１８７に連結された不図示の発射装置へ送られるよう構成されている。また、
上皿１８０の右上側前面部には、上皿球抜きボタン１８８が配設されており、遊技者が上
皿球抜きボタン１８８を左側にスライドさせることにより、上皿１８０にあるパチンコ球
が、不図示の球抜き装置を介して下皿１８５の奥側に開設される下皿口１８６からこの下
皿１８５内に流れ込むように構成されている。また、発射時に打ち損ないのファール球も
不図示のファール球通路を介してこの下皿口１８６から下皿１８５内に流れ込むように構
成されている。
【００８０】
　また、パチンコ機１７１の裏側上部には、上方に開口した賞球タンク１９０が不図示の
メインセット盤に固定されている。この賞球タンク１９０は、傾斜した底面に連通孔１９
１が形成され、その連通孔１９１の下方にはパチンコ球を２列に整列流出し、賞球や貸球
を払い出す払い出し機構１８２にパチンコ球を送る通路を形成するタンクレール１９２が
取付けられている。また、不図示の遊技盤の裏面を覆うセンターカバ１９３が取り付けら
れている。このセンターカバ１９３の下側には、パチンコ機１７１の遊技動作などを制御
する制御回路が構成されている主基板が配置される基板ボックス１９５が配設されている
。更に、この基板ボックス１９５の下側には、上皿１８０から溢れた賞球などのパチンコ
球が流入して貯留される略箱体状の樹脂製の収容部材１９６が内枠１７２の背面部に配設
されている。尚、収容部材１９６は、透明又は半透明の樹脂製が好ましい。これにより、
内部のパチンコ球の有無を容易に確認することができる。
【００８１】
　この収容部材１９６は、前面上端縁部に賞球払い出し口１８３から溢れたパチンコ球が
流入するパチンコ球流入口部１９７が形成されている。また、収容部材１９６の前面下端
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縁部には、略筒形状のパチンコ球排出口部２００が設けられている。このパチンコ球排出
部２００の一端側は、下皿１８５の奥側に開設されるパチンコ球導出口１９８に接続され
、該パチンコ球排出口部２００を介して収容部材１９６内と下皿１８５とは連通されてい
る。また、このパチンコ球排出部２００の一端側近傍には、後述の開閉装置２０２が設け
られ、上皿１８０の前面右上角部に配設される排出ボタン２０３を下側方向にスライドさ
せることによって、開閉装置２０２が開かれて収容部材１９６内のパチンコ球がパチンコ
球導出口１９８から下皿１８５内に流出する。従って、排出ボタン２０３を下側方向にス
ライドさせると共に、球抜きレバー１８５Ａを左側方向にスライドさせることによって、
収容部材１９６内に貯留されているパチンコ球が、下皿１８５の下側に配置される不図示
の球箱に移される。また、収容部材１９６内のパチンコ球の貯留量は、不図示の検出手段
を介して検出されると共に、上皿１８０の左上前面部に略水平に配設される４個の各ＬＥ
Ｄランプ１８２、１８２、１８２、１８２が各貯留量に対応して順次点灯される。例えば
、収容部材１９６内のパチンコ球の貯留量が貯留可能な全量の約１／４の場合には、左端
のＬＥＤランプ１８２のみが点灯され、約１／２の場合には、左側２個の各ＬＥＤランプ
１８２、１８２が点灯され、約３／４の場合には、左側３個の各ＬＥＤランプ１８２、１
８２、１８２が点灯され、ほぼ満杯の場合には、４個の各ＬＥＤランプ１８２、１８２、
１８２、１８２が点灯されるようにしてもよい。これにより、遊技者は収容部材１９６内
に貯留されているパチンコ球の量を容易に認識することができる。
【００８２】
　また、図２４に示すように、開閉装置２０２は、排出ボタン２０３の裏面に後側方向に
立設される挿入軸２０４、この挿入軸２０４が上端側に挿入されて上下方向に移動可能に
支持される縦長平板状の第１スライド部材２０５、この第１スライド部材２０５の上端縁
部に一端側が取り付けられると共に他端側が略垂直上側方向に取り付けられる引張りバネ
２０６、パチンコ球排出口部２００の一端側周面部の上端面から下端面近傍位置まで所定
幅で切り欠いて形成される切欠溝２０７に上側から挿入されて該パチンコ球排出口部２０
０の一端側を塞いで上下方向に移動可能に支持される正面視逆Ｔ字形の縦長平板状の第２
スライド部材２０８、及び、軸部材２１０によって左右方向に回動可能に軸支されると共
に上下端縁部に該軸部材２１０の中心軸を中心とする円弧状の各溝部２１１、２１２が形
成される略平板Ｓ字形状の接続部材２１４等から構成されている。また、第１スライド部
材２０５の下端部には、ボス２１６が前側方向に立設されて接続部材２１４の下側の溝部
２１１に裏側から挿入されている。また、第２スライド部材２０８の上端部には、ボス２
１７が前側方向に立設されて接続部材２１４の上側の溝部２１２に裏側から挿入されてい
る。
【００８３】
　これにより、排出ボタン２０３は、引張りバネ２０６、第１スライド部材２０５、及び
挿入軸２０４を介して上側方向に付勢されている。また、第２スライド部材２０８は、引
張りバネ２０６、第１スライド部材２０５、及び、接続部材２１４を介して下側方向に付
勢されてパチンコ球排出口部２００の一端側に形成される切欠溝２０７の下端部に押しつ
けられ、該パチンコ球排出口部２００の一端側は塞がれている。尚、この切欠溝２０７の
溝幅寸法は、パチンコ球の直径よりも小さく形成されている。
　そして、排出ボタン２０３を下側方向にスライドさせることによって、第１スライド部
材２０５は下側方向に移動して、該第１スライド部材２０５の下端部に立設されるボス２
１６が接続部材２１４の溝部２１１内を摺動し、該接続部材２１４が軸部材２１０を中心
に時計方向に回転する。また、接続部材２１４が時計方向に回転した場合には、第２スラ
イド部材２０８の上端部に立設されるボス２１７が該接続部材２１４の溝部２１２内を摺
動して、この第２スライド部材２０８がパチンコ球排出口部２００の切欠溝２０７の上側
方向に持ち上げられて、このパチンコ球排出口部２００の一端側が開かれる。一方、排出
ボタン２０３を放すことによって、引張りバネ２０６を介して第１スライド部材２０５が
上側方向に移動すると共に、接続部材２１４を介して第２スライド部材２０８が下側方向
に移動して、パチンコ球排出口部２００の切欠溝２０７内に該第２スライド部材２０８が
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進入して、パチンコ球排出口部２００の一端側が、再度塞がれる。
【００８４】
　以上説明した通り第４実施形態に係るパチンコ機１７１では、内枠１７２が上ヒンジ１
７３及び下ヒンジ１７４を介して外枠１７５に対して開閉自在に取り付けられている。そ
して、この内枠１７２のほぼ中央部には、金属製のガラス扉１７６が左側端部を軸で支え
られて開閉自在に取り付けられている。また、このガラス扉１７６の下側には賞球を受け
る上皿１８０がスピーカ１８１を内蔵して左側端部を軸で支えられて開閉自在に設けられ
ている。そして、その上皿１８０の下には、下皿１８５が配設される。また、パチンコ機
１７１の内枠１７２の裏側には、上皿１８０から溢れた賞球などのパチンコ球が流入して
貯留される略箱体状の樹脂製の収容部材１９６が配設されている。この収容部材１９６は
、前面上端縁部に賞球払い出し口１８３から溢れたパチンコ球が流入するパチンコ球流入
口部１９７が形成されている。また、収容部材１９６の前面下端縁部には、略筒形状のパ
チンコ球排出口部２００が設けられている。また、このパチンコ球排出部２００の一端側
近傍には、開閉装置２０２が設けられている。この開閉装置２０２は、通常時は該パチン
コ球排出部２００を閉塞し、上皿１８０の前面右上角部に配設される排出ボタン２０３を
下側方向にスライドさせることによって、該パチンコ球排出部２００が開かれて、収容部
材１９６内のパチンコ球が、パチンコ排出口部２００及びパチンコ球導出口１９８を介し
て下皿１８５内に排出される。
【００８５】
　従って、収容部材１９６は、内枠１７２の後側に配設されているため、該収容部材１９
６の閉鎖空間を内枠１７２の後側方向に延出して拡大しても、開閉装置２０２を閉じてい
る限り、この収容部材１９６内に上皿１８０から溢れたパチンコ球を所定量まで保持して
貯留できるため、パチンコ機１７１内に貯留可能なパチンコ球の容量を従来の下皿１８５
だけの貯留容量よりも飛躍的に大きくすることができる。（例えば、「大当たり」一回分
の獲得賞球を貯留することが可能な貯留容量にすることができる。）また、パチンコ機１
７１内のパチンコ球の貯留容量を飛躍的に大きくすることができるため、遊技者は収容部
材１９６の開閉装置２０２を開いて、下皿１８５を介してパチンコ球を抜く作業回数が更
に大幅に少なくなってパチンコゲームに専念することが可能となり、遊技者の興趣の増大
化を図ることができる。
　また、開閉装置２０２を開くための排出ボタン２０３は、上皿１８０の前面右上角部に
配設されているため、遊技者は、収容部材１９６内のパチンコ球を下皿１８５内に抜くた
めの排出ボタン２０３を容易に認識することができて該排出ボタン２０３を迅速に操作で
き、遊技の興趣が損なわれない。
【００８６】
　次に、第５実施形態に係るパチンコ機について図２５乃至図２７に基づいて説明する。
図２５は第５実施形態に係るパチンコ機全体を示した正面図である。図２６は第５実施形
態に係るパチンコ機全体を示した一部切欠側面図である。図２７は第５実施形態に係るパ
チンコ機の収容部材のパチンコ球排出口部を開閉する開閉装置を模式的に示す斜視図であ
る。尚、図２５では遊技領域上のゲート等の構造物を省略して示す。また、図２５乃至図
２７において上記第４実施形態に係るパチンコ機１７１と同一符号は、上記パチンコ機１
７１と同一あるいは相当部分を示すものである。
　この第５実施形態に係るパチンコ機の概略全体構成は、第４実施形態に係るパチンコ機
１７１とほぼ同じ構成である。但し、第５実施形態に係るパチンコ機は、収容部材１９６
のパチンコ球排出口部２００の一端側を開閉する開閉装置の構成が第４実施形態と異なり
、また、該開閉装置を操作する排出ボタンが下皿１８５の上端開口周縁部の右側部分に設
けられている点において、第４実施形態に係るパチンコ機１７１と異なっている。
【００８７】
　ここで、第５実施形態に係るパチンコ機の収容部材１９６のパチンコ球排出口部２００
の一端側を開閉する開閉装置の概略構成、及び排出ボタンについて図２５乃至図２７に基
づいて説明する。
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　先ず、図２５及び図２６に示すように、第５実施形態に係るパチンコ機２２１の概略全
体構成は、上記パチンコ機１７１の概略全体構成とほぼ同じ構成である。但し、収容部材
１９６のパチンコ球排出口部２００の一端側近傍には、後述の開閉装置２２３が設けられ
、下皿１８５の上端開口周縁部の右側部分に配設される排出ボタン２２４を右側方向にス
ライドさせることによって、開閉装置２２３が開かれて収容部材１９６内のパチンコ球が
パチンコ球導出口１９８から下皿１８５内に流出する。従って、排出ボタン２２４を右側
方向にスライドさせると共に、球抜きレバー１８５Ａを左側方向にスライドさせることに
よって、収容部材１９６内に貯留されているパチンコ球が、下皿１８５の下側に配置され
る不図示の球箱に移される。
【００８８】
　また、図２７に示すように、開閉装置２２３は、排出ボタン２２４の裏面に後側方向に
立設される挿入軸２２５、この挿入軸２２５が右端側に挿入されて左右方向に移動可能に
支持される横長平板状のスライド部材２２６、及び、このスライド部材２２６の左上角部
に一端側が取り付けられると共に他端側が略水平左側方向に取り付けられる引張りバネ２
２７等から構成されている。また、スライド部材２２６の左端部分は、パチンコ球排出口
部２００の一端側周面部の上端面から下端面近傍位置まで所定幅で切り欠いて形成される
切欠溝２０７に右側から挿入されて、該パチンコ球排出口部２００の一端側を塞いで左右
方向に移動可能に支持されている。また、このスライド部材２２６の幅寸法は、切欠溝２
０７の上下方向の高さ寸法よりも大きくなるように形成されている。
【００８９】
　これにより、排出ボタン２２４は、引張りバネ２２７、スライド部材２２６、及び挿入
軸２２５を介して左側方向に付勢されている。そして、排出ボタン２２４を右側方向にス
ライドさせることによって、スライド部材２２６はパチンコ球排出口部２００の切欠溝２
０７を右側方向にスライドして、このパチンコ球排出口部２００の一端側が開かれる。一
方、排出ボタン２２４を放すことによって、引張りバネ２２７を介してスライド部材２２
６が左側方向に移動して、パチンコ球排出口部２００の切欠溝２０７内に該スライド部材
２２６が進入して、パチンコ球排出口部２００の一端側が、再度塞がれる。
【００９０】
　以上説明した通り第５実施形態に係るパチンコ機２２１では、内枠１７２が上ヒンジ１
７３及び下ヒンジ１７４を介して外枠１７５に対して開閉自在に取り付けられている。そ
して、この内枠１７２のほぼ中央部には、金属製のガラス扉１７６が左側端部を軸で支え
られて開閉自在に取り付けられている。また、このガラス扉１７６の下側には賞球を受け
る上皿１８０がスピーカ１８１を内蔵して左側端部を軸で支えられて開閉自在に設けられ
ている。そして、その上皿１８０の下には、下皿１８５が配設される。また、パチンコ機
１７１の内枠１７２の裏側には、上皿１８０から溢れた賞球などのパチンコ球が流入して
貯留される略箱体状の樹脂製の収容部材１９６が配設されている。この収容部材１９６は
、前面上端縁部に賞球払い出し口１８３から溢れたパチンコ球が流入するパチンコ球流入
口部１９７が形成されている。また、収容部材１９６の前面下端縁部には、略筒形状のパ
チンコ球排出口部２００が設けられている。また、このパチンコ球排出部２００の一端側
近傍には、開閉装置２２３が設けられている。この開閉装置２２３は、通常時は該パチン
コ球排出部２００を閉塞し、下皿１８５の上端開口周縁部の右側部分に設けられる排出ボ
タン２２４を右側方向にスライドさせることによって、該パチンコ球排出部２００が開か
れて、収容部材１９６内のパチンコ球が、パチンコ排出口部２００及びパチンコ球導出口
１９８を介して下皿１８５内に排出される。
【００９１】
　従って、収容部材１９６は、内枠１７２の後側に配設されているため、該収容部材１９
６の閉鎖空間を内枠１７２の後側方向に延出して拡大しても、開閉装置２２３を閉じてい
る限り、この収容部材１９６内に上皿１８０から溢れたパチンコ球を所定量まで保持して
貯留できるため、パチンコ機２２１内に貯留可能なパチンコ球の容量を従来の下皿１８５
だけの貯留容量よりも飛躍的に大きくすることができる。（例えば、「大当たり」一回分
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の獲得賞球を貯留することが可能な貯留容量にすることができる。）また、パチンコ機２
２１内のパチンコ球の貯留容量を飛躍的に大きくすることができるため、遊技者は収容部
材１９６の開閉装置２２３を開いて、下皿１８５を介してパチンコ球を抜く作業回数が更
に大幅に少なくなってパチンコゲームに専念することが可能となり、遊技者の興趣の増大
化を図ることができる。
　また、開閉装置２２３を開くための排出ボタン２２４は、下皿１８５の上端開口周縁部
の右側部分に設けられているため、遊技者は、収容部材１９６内のパチンコ球を下皿１８
５内に抜くための排出ボタン２２４を容易に認識することができて該排出ボタン２２４を
迅速に操作でき、遊技の興趣が損なわれない。
【００９２】
　次に、第６実施形態に係るパチンコ機について図２８乃至図３０に基づいて説明する。
図２８は第６実施形態に係るパチンコ機全体を示した正面図である。図２９は第６実施形
態に係るパチンコ機全体を示した一部切欠側面図である。図３０は第６実施形態に係るパ
チンコ機の収容部材のパチンコ球排出口部を開閉する開閉装置を模式的に示す斜視図であ
る。尚、図２８では遊技領域上のゲート等の構造物を省略して示す。また、図２８乃至図
３０において上記第４実施形態に係るパチンコ機１７１と同一符号は、上記パチンコ機１
７１と同一あるいは相当部分を示すものである。
　この第６実施形態に係るパチンコ機の概略全体構成は、第４実施形態に係るパチンコ機
１７１とほぼ同じ構成である。但し、第６実施形態に係るパチンコ機は、収容部材１９６
のパチンコ球排出口部２００の一端側を開閉する開閉装置の構成が第４実施形態と異なり
、また、該開閉装置を操作する排出ボタンが下皿１８５の前面部に設けられている点にお
いて、第４実施形態に係るパチンコ機１７１と異なっている。
【００９３】
　ここで、第６実施形態に係るパチンコ機の収容部材１９６のパチンコ球排出口部２００
の一端側を開閉する開閉装置の概略構成、及び排出ボタンについて図２８乃至図３０に基
づいて説明する。
　先ず、図２８及び図２９に示すように、第６実施形態に係るパチンコ機２３１の概略全
体構成は、上記パチンコ機１７１の概略全体構成とほぼ同じ構成である。但し、収容部材
１９６のパチンコ球排出口部２００の一端側近傍には、後述の開閉装置２３３が設けられ
、下皿１８５の右側前面部のパチンコ球導出口１９８の下側に配設される排出ボタン２３
４を右側方向にスライドさせることによって、開閉装置２３３が開かれて収容部材１９６
内のパチンコ球がパチンコ球導出口１９８から下皿１８５内に流出する。従って、排出ボ
タン２３４を右側方向にスライドさせると共に、球抜きレバー１８５Ａを左側方向にスラ
イドさせることによって、収容部材１９６内に貯留されているパチンコ球が、下皿１８５
の下側に配置される不図示の球箱に移される。
【００９４】
　また、図３０に示すように、開閉装置２３３は、排出ボタン２３４の裏面に後側方向に
立設される挿入軸２３５、この挿入軸２３５が下端部に挿入されて左右方向に移動可能に
支持される平板状のスライド部材２３６、及び、このスライド部材２３６の左下角部に一
端側が取り付けられると共に他端側が略水平左側方向に取り付けられる引張りバネ２３７
等から構成されている。また、スライド部材２３６は、挿入軸２３５が下端縁部の略中央
部に挿入される正面視略四角形の平板部２３９と、該平板部２３９の右上角部から上方に
所定長さ延出される延出部２４０と、該延出部２４０の左側端縁部の切欠溝２０７の下端
部より上側に対向する部分から左側方向に所定長さ延出される閉塞部２４１と、この平板
部２３９の右上角部から右側方向に所定長さ延出されて左右方向に移動可能に支持される
支持部２４２とから形成されている。また、このスライド部材２３６の閉塞部２４１の高
さ方向の幅寸法は、切欠溝２０７の上下方向の高さ寸法よりも大きくなるように形成され
ている。
【００９５】
　これにより、排出ボタン２３４は、引張りバネ２３７、スライド部材２３６、及び挿入
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軸２３５を介して左側方向に付勢されている。そして、排出ボタン２３４を右側方向にス
ライドさせることによって、スライド部材２３６は右側方向にスライドして、閉塞部２４
１がパチンコ球排出口部２００の切欠溝２０７を右側方向にスライドして、このパチンコ
球排出口部２００の一端側が開かれる。一方、排出ボタン２３４を放すことによって、引
張りバネ２３７を介してスライド部材２３６が左側方向に移動して、パチンコ球排出口部
２００の切欠溝２０７内に該スライド部材２３６の閉塞部２４１が進入して、パチンコ球
排出口部２００の一端側が、再度塞がれる。
【００９６】
　以上説明した通り第６実施形態に係るパチンコ機２３１では、内枠１７２が上ヒンジ１
７３及び下ヒンジ１７４を介して外枠１７５に対して開閉自在に取り付けられている。そ
して、この内枠１７２のほぼ中央部には、金属製のガラス扉１７６が左側端部を軸で支え
られて開閉自在に取り付けられている。また、このガラス扉１７６の下側には賞球を受け
る上皿１８０がスピーカ１８１を内蔵して左側端部を軸で支えられて開閉自在に設けられ
ている。そして、その上皿１８０の下には、下皿１８５が配設される。また、パチンコ機
１７１の内枠１７２の裏側には、上皿１８０から溢れた賞球などのパチンコ球が流入して
貯留される略箱体状の樹脂製の収容部材１９６が配設されている。この収容部材１９６は
、前面上端縁部に賞球払い出し口１８３から溢れたパチンコ球が流入するパチンコ球流入
口部１９７が形成されている。また、収容部材１９６の前面下端縁部には、略筒形状のパ
チンコ球排出口部２００が設けられている。また、このパチンコ球排出部２００の一端側
近傍には、開閉装置２３３が設けられている。この開閉装置２３３は、通常時は該パチン
コ球排出部２００を閉塞し、下皿１８５の前面部のパチンコ球導出口１９８の下側に設け
られる排出ボタン２３４を右側方向にスライドさせることによって、該パチンコ球排出部
２００が開かれて、収容部材１９６内のパチンコ球が、パチンコ排出口部２００及びパチ
ンコ球導出口１９８を介して下皿１８５内に排出される。
【００９７】
　従って、収容部材１９６は、内枠１７２の後側に配設されているため、該収容部材１９
６の閉鎖空間を内枠１７２の後側方向に延出して拡大しても、開閉装置２３３を閉じてい
る限り、この収容部材１９６内に上皿１８０から溢れたパチンコ球を所定量まで保持して
貯留できるため、パチンコ機２３１内に貯留可能なパチンコ球の容量を従来の下皿１８５
だけの貯留容量よりも飛躍的に大きくすることができる。（例えば、「大当たり」一回分
の獲得賞球を貯留することが可能な貯留容量にすることができる。）また、パチンコ機２
３１内のパチンコ球の貯留容量を飛躍的に大きくすることができるため、遊技者は収容部
材１９６の開閉装置２３３を開いて、下皿１８５を介してパチンコ球を抜く作業回数が更
に大幅に少なくなってパチンコゲームに専念することが可能となり、遊技者の興趣の増大
化を図ることができる。
　また、開閉装置２３３を開くための排出ボタン２３４は、下皿１８５の前面部のパチン
コ球導出口１９８の下側に設けられているため、遊技者は、収容部材１９６内のパチンコ
球を下皿１８５内に抜くための排出ボタン２３４を容易に認識することができて該排出ボ
タン２３４を迅速に操作でき、遊技の興趣が損なわれない。
【００９８】
　尚、本発明は、前記第１乃至第６実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を
逸脱しない範囲内で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。
　例えば、前記第４乃至第６実施形態では、収容部材１９６のパチンコ球排出口部２００
は、下皿１８５の奥側に開設されるパチンコ球導出口１９８に接続されていたが、下皿１
８５の奥側に開設される下皿口１８６の後側に接続される構成にしてもよい。これにより
、パチンコ球導出口１９８を開設する必要が無くなる。
【００９９】
【発明の効果】
　以上説明した通り請求項１の遊技機では、略中央部に遊技盤が取り付けられる開口部が
開設される前枠部材は、外枠に遊技者側の前面側にて開閉可能となるように取り付けられ
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ている。また、前面カバー部材が前枠部材の一側に開閉自在に軸着されている。また、払
い出される賞球を受ける上側球貯留部材が、前面カバー部材の遊技者側の前面に突出して
設けられている。また、この上側球貯留部材の下側には、前枠部材の前面部に取り付けら
れて、この上側球貯留部材から溢れた遊技球を受けて貯留する下側球貯留部材が配置され
ている。そして、この下側球貯留部材は、上側球貯留部材の前面上端縁部から該下側球貯
留部材の下側まで延出される延出部材によって覆われて、延出部材の後側に配設されてい
る。また、この下側球貯留部材は、透明な箱体状に形成されて内側に遊技球を所定量収容
することが可能な閉鎖空間を形成する収容部材から構成されると共に、該収容部材には、
上側球貯留部材から溢れた遊技球が流入する遊技球流入口部と、下側端面部に形成されて
内部の遊技球を外部に排出する遊技球排出口部と、この遊技球排出口部を開閉する開閉手
段とが設けられている。また、延出部材には透明な収容部材の底部が視認可能な開口部が
形成され、開閉手段を開いた場合には、収容部材内の遊技球が遊技球排出口部及び延出部
材の開口部を介して外部に排出される。
　これにより、前枠部材の前面部に取り付けられた下側球貯留部材を構成する収容部材の
閉鎖空間の容積を従来の下皿の容積より大きくしても、開閉手段を閉じている限り、この
収容部材内に上側球貯留部材から溢れた遊技球を所定量まで保持して貯留できるため、下
側球貯留部材に貯留可能な遊技球の容量を飛躍的に大きくすることができる遊技機を提供
することができる。また、下側球貯留部材の貯留容量を飛躍的に大きくすることができる
ため、遊技者は収容部材の開閉手段を開いて、下側球貯留部材から遊技球を抜く作業回数
が大幅に少なくなって遊技に専念することが可能となり、遊技者の興趣の増大化を図るこ
とができる遊技機を提供することができる。また、上側球貯留部材の前面上端縁部から下
側球貯留部材の下側まで延出される延出部材の開口部を介して、透明な箱体状に形成され
た収容部材の底部に貯留された遊技球を視認可能に構成されているため、遊技者は、延出
部材によって前面側が覆われる収容部材内に貯留される遊技球の有無や貯留量を容易に確
認することができ、該収容部材内の遊技球を適宜外側に排出することが可能となる遊技機
を提供することができる。
【０１００】
　また、請求項２に係る遊技機では、請求項１に記載の遊技機において、前面カバー部材
を閉じてダイヤルレバーを所定方向に回動することによって、下側球貯留部材を構成する
収容部材の上端面部の前後方向に配設された球抜き機構部、及び当該収容部材の背面部に
配設された連結部材を介して、収容部材の背面側から開閉手段を作動させて遊技球排出口
部を開閉することができる。
　これにより、透明な箱体状に形成された収容部材の前面側が、開閉手段を開閉するため
の連結部材等によって遮られることがないため、遊技者は、上側球貯留部材の前面上端縁
部から下側球貯留部材の下側まで延出される延出部材の開口部を介して、収容部材の底部
に貯留された遊技球を確実に視認することが可能となる遊技機を提供することができる。
【０１０１】
【０１０２】
【０１０３】
【０１０４】
【０１０５】
【０１０６】
【図面の簡単な説明】
【図１】　第１実施形態に係るパチンコ機全体を示した正面図である。
【図２】　第１実施形態に係るパチンコ機全体を示した中央側断面図である。
【図３】　第１実施形態に係るパチンコ機の前面カバー部材を開いた状態を示す正面図で
ある。
【図４】　第１実施形態に係るパチンコ機の延出部材の一部を切り欠いて球抜き機構の概
略構成を示す斜視図である。
【図５】　第１実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の概略構成を示す図で、（Ａ
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）は平面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は底面図である。
【図６】　第１実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の概略構成を示す後側斜視図
である。
【図７】　第１実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の概略構成を示す中央側断面
図である。
【図８】　第１実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の排出口開閉状態を示す蓋部
材を取り外した背面図で、（Ａ）は通常時の閉じた状態を示す図、（Ｂ）は球抜きダイヤ
ルレバーを回して開いた状態を示す図である。
【図９】　第１実施形態に係るパチンコ機の球抜き装置の通常時の閉じた状態を模式的に
示す斜視図で、（Ａ）は前側から見た斜視図、（Ｂ）は後側から見た斜視図である。
【図１０】　第１実施形態に係るパチンコ機の球抜き装置の球抜きボタンを押下して開い
た状態を模式的に示す斜視図で、（Ａ）は前側から見た斜視図、（Ｂ）は後側から見た斜
視図である。
【図１１】　第２実施形態に係るパチンコ機全体を示した中央側断面図である。
【図１２】　第２実施形態に係るパチンコ機の前面カバー部材を開いた状態を示す正面図
である。
【図１３】　第２実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の概略構成を示す図で、（
Ａ）は平面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は底面図である。
【図１４】　第２実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の概略構成を示す後側斜視
図である。
【図１５】　第２実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の概略構成を示す中央側断
面図である。
【図１６】　第２実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の排出口開閉状態を示す蓋
部材を取り外した背面図で、（Ａ）は通常時の閉じた状態を示す図、（Ｂ）は球抜きダイ
ヤルレバーを回して開いた状態を示す図である。
【図１７】　第３実施形態に係るパチンコ機の前面カバー部材を開いた状態を示す正面図
である。
【図１８】　第３実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の概略構成を示す図で、（
Ａ）は平面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は底面図である。
【図１９】　図１８（Ａ）のＩ－Ｉ断面図である。
【図２０】　第３実施形態に係るパチンコ機の下側球貯留部材の概略構成を示す中央側断
面図である。
【図２１】　第４実施形態に係るパチンコ機全体を示した正面図である。
【図２２】　第４実施形態に係るパチンコ機全体を示した平面図である。
【図２３】　第４実施形態に係るパチンコ機全体を示した一部切欠側面図である。
【図２４】　第４実施形態に係るパチンコ機の収容部材のパチンコ球排出口部を開閉する
開閉装置を模式的に示す斜視図である。
【図２５】　第５実施形態に係るパチンコ機全体を示した正面図である。
【図２６】　第５実施形態に係るパチンコ機全体を示した一部切欠側面図である。
【図２７】　第５実施形態に係るパチンコ機の収容部材のパチンコ球排出口部を開閉する
開閉装置を模式的に示す斜視図である。
【図２８】　第６実施形態に係るパチンコ機全体を示した正面図である。
【図２９】　第６実施形態に係るパチンコ機全体を示した一部切欠側面図である。
【図３０】　第６実施形態に係るパチンコ機の収容部材のパチンコ球排出口部を開閉する
開閉装置を模式的に示す斜視図である。
【符号の説明】
　　１、１２１、１５１、１７１、２２１、２３１　　パチンコ機
　　２、１７５　　　　　　　　　　　　　　　　　　外枠
　　３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前枠
　　１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前面カバー部材
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　　２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上側球貯留部材
　　２３、１８３　　　　　　　　　　　　　　　　　賞球払い出し口
　　３０、１２３、１５３　　　　　　　　　　　　　下側球貯留部材
　　３２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延出部材
　　３２Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開口部
　　３３、１２４　　　　　　　　　　　　　　　　　球抜き機構部
　　３５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　球抜きダイヤルレバー
　　３７、８６、１２７、１２９　　　　　　　　　　球抜き孔
　　３８、１２８　　　　　　　　　　　　　　　　　スライド板部材
　　７１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　球抜き装置
　　８２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　背板部材
　　８３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓋部材
　　８４、１２６、１５５　　　　　　　　　　　　　内箱
　　８５、１３３、１５６　　　　　　　　　　　　　外箱
　　９７、９９　　　　　　　　　　　　　　　　　　貫通孔
　　９８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リブ部
　　１４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り付けリブ部
　　１５５Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内側排出通路部
　　１５６Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外側排出通路部
　　１６０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　案内筒部材
　　１７２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内枠
　　１８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上皿
　　１８５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下皿
　　１８６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下皿口
　　１９６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収容部材
　　１９７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パチンコ球流入口部
　　１９８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パチンコ球導出口
　　２００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パチンコ球排出口部
　　２０２、２２３、２３３　　　　　　　　　　　　開閉装置
　　２０３、２２４、２３４　　　　　　　　　　　　排出ボタン
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