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(57)【要約】
　【課題】可動役物が所定の第１位置からセンタ役物に
取付けられた保留ランプに接近する第２位置に移動した
ときに、可動役物によって保留ランプの光が所定以上遮
蔽されないようにして、遊技者が保留ランプの点灯を確
実に確認することができる、パチンコ遊技機を提供する
。
　【解決手段】保留ランプ４０のレンズ４１は、第１レ
ンズ部４２と、この第１レンズ部４２のうち遊技盤４の
盤面と平行方向の一端側部分から前方へ張出す第２レン
ズ部４３とを有し、可動羽根６０が作動位置（第２位置
）のときに、第１レンズ部４２が可動羽根６０よりも後
側に位置するとともに、第２レンズ部４３が可動羽根６
０よりも第１位置から第２位置へ向かう方向に位置する
ように構成されている。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤に設けられたセンタ役物と、センタ役物に取付けられたレンズと光源とを有する
保留ランプと、所定の第１位置と前記保留ランプに接近する第２位置とに亙って遊技盤の
盤面と平行方向へ可動に設けられた可動役物とを備えたパチンコ遊技機において、
　前記保留ランプのレンズは、第１レンズ部と、この第１レンズ部のうち遊技盤の盤面と
平行方向の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部とを有し、
　前記可動役物が第２位置のときに、前記第１レンズ部が可動役物よりも後側に位置する
とともに、前記第２レンズ部が可動役物よりも、可動役物が第２位置から第１位置へ向か
う方向と反対方向に位置するように構成されたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項２】
　遊技盤に設けられたセンタ役物と、センタ役物に取付けられたレンズと光源とを有する
保留ランプと、所定の第１位置と前記保留ランプに接近する第２位置とに亙って遊技盤の
盤面と平行方向へ可動に設けられた可動役物とを備えたパチンコ遊技機において、
　前記可動役物が第２位置のときに、前記保留ランプのレンズが可動役物よりも後側に位
置するように構成され、
　前記可動役物が第２位置のときに、可動役物が第２位置から第１位置へ向かう方向と反
対方向に可動役物から所定の隙間を空けて位置し、且つ前記保留ランプのレンズの近傍か
ら前方へ遊技者の目線の方向と略平行方向に傾斜状に張出す張出傾斜面がセンタ役物に設
けられたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項３】
　前記張出傾斜面に反射部を設けたことを特徴とする請求項２に記載のパチンコ遊技機。
【請求項４】
　前記保留ランプのレンズは、第１レンズ部と、この第１レンズ部のうち前記張出傾斜面
と反対側の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部とを有することを特徴とする請求項
２又は３に記載のパチンコ遊技機。
【請求項５】
　遊技盤に設けられたセンタ役物と、センタ役物に取付けられたレンズと光源とを有する
保留ランプと、所定の第１位置と前記保留ランプに接近する第２位置とに亙って遊技盤の
盤面と平行方向へ可動に設けられた可動役物とを備えたパチンコ遊技機において、
　前記可動役物が第２位置のときに、前記保留ランプのレンズが可動役物よりも後側に位
置するように構成され、
　前記可動役物が第２位置のときに、可動役物が第２位置から第１位置へ向かう方向と反
対方向に可動役物から所定の隙間を空けて位置し、且つ前記保留ランプのレンズの近傍か
ら前方へ張出す張出面がセンタ役物に設けられ、
　前記張出面に反射部を設けたことを特徴とするパチンコ遊技機。
【請求項６】
　前記保留ランプのレンズは、第１レンズ部と、この第１レンズ部のうち前記張出面と反
対側の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部とを有することを特徴とする請求項５に
記載のパチンコ遊技機。
【請求項７】
　前記センタ役物は、遊技盤の前面側に形成された遊技領域に配置されたステージと、こ
のステージの後端部に固定されて遊技領域よりも後側に配置された取付部材とを有するス
テージユニットを備え、
　前記保留ランプが前記取付部材に取付けられるとともに、前記可動役物が遊技領域より
も後側に配置されて前記取付部材に回動自在に支持されたことを特徴とする請求項１～６
の何れかに記載のパチンコ遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明はパチンコ遊技機に関し、特に、可動役物が所定の第１位置からセンタ役物に取
付けられた保留ランプに接近する第２位置に移動したときに、この可動役物によって保留
ランプの光が所定以上遮蔽されないようにしたものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年主流のパチンコ遊技機では、始動入賞口への遊技球の入賞を契機に大当り抽選が行
われるとともに、特別図柄が変動後に停止して大当り抽選の結果が表示され、大当り抽選
で当選した場合に大入賞口が複数ラウンドに亙って開閉する大当り遊技が発生する。始動
入賞口に入賞した遊技球の数であって、特別図柄の変動に未だ供していない（後で大当り
抽選の結果が得られる）特図保留数が最大で４つまで保留され、その特図保留数が相当数
の特図保留ランプを点灯させることで表示される。
【０００３】
　更に、ゲートへの遊技球の入賞を契機に当り抽選が行われるとともに、普通図柄が変動
後に停止して当り抽選の結果が表示され、当り抽選で当選した場合に所謂電チューの始動
入賞口が１回又は複数回に亙って開閉する補助遊技が発生する。ゲートに入賞した遊技球
の数であって、普通図柄の変動に未だ供していない（後で当り抽選の結果が得られる）普
図保留数が最大で４つまで保留され、その普図保留数が相当数の普図保留ランプを点灯さ
せることで表示される。
【０００４】
　ところで、遊技者が保留ランプを確認し易くするために、保留ランプ（特図保留ランプ
）が遊技盤のセンタ役物に取付けられた機種（例えば、特許文献１参照）が周知である。
一方、センタ役物又はその近傍に可動役物を設けた機種（例えば、特許文献２，３参照）
が周知であり、この可動役物により演出効果を高めることができるが、近年は、この可動
役物が大型化する傾向にある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－５１４４８号公報
【特許文献２】特開２００９－３１１号公報
【特許文献３】特開２００８－２００１９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　パチンコ遊技機において、保留ランプが取付けられたセンタ役物又はその近傍に可動役
物を待機位置と作動位置とに亙って可動に設けた場合、その可動役物が大型化することで
センタ役物の保留ランプの前側を覆い隠すという問題が懸念される。可動役物を新たに設
ける場合、更に、その可動役物が大型の場合に、可動役物が待機位置のときにセンタ役物
の保留ランプの前側を覆い隠さないように配慮したとしても、可動役物の動作を優先させ
た場合、可動役物が作動位置のときに上記問題が発生する虞がある。
【０００７】
　ここで、本願出願人は、図１２、図１３に示すように、センタ役物100 に設けられた画
像表示器101 の下端部近傍において、センタ役物100 のステージ100aの後側部分に８個の
保留ランプ102 ａ,102b を左右方向に並べて取付け、このセンタ役物100 に、大型の左右
の可動羽根103a,103b を設けたものを実用化しつつある。画像表示器101 には、始動入賞
口への遊技球の入賞を契機に大当り抽選演出等の演出が表示され、遊技者は主に画像表示
器101 の演出表示を見て遊技を楽しむことになるため、この画像表示器101 の下端部近傍
に配置された保留ランプ102 ａ,102b は、遊技者にとって非常に確認し易いものになる。
【０００８】
　しかし、左右の可動羽根103a,103b は、その基端部がセンタ役物100 のステージ100aの
後側部分に８個の保留ランプ102 ａ,102b の左右両外側において前後方向の軸回りに回動
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自在に支持されて、遊技盤の盤面と平行方向に画像表示器101 の前側を横切るように動作
し、待機位置では、左右に離隔して起立姿勢になり、作動位置では、それらの先端部分同
士が前後に重なり合うように待機位置から水平側に倒れた図示の傾倒姿勢になるが、そこ
で、右側の数個の保留ランプ102bの前側大部分が右側の可動羽根103bによって覆い隠され
るという問題が生じた。
【０００９】
　本発明の目的は、可動役物が所定の第１位置からセンタ役物に取付けられた保留ランプ
に接近する第２位置に移動したときに、可動役物によって保留ランプの光が所定以上遮蔽
されないようにして、遊技者が保留ランプの点灯を確実に確認することができ、こうした
効果を、可動役物を新たに設ける場合、更に、その可動役物が大型の場合に、可動役物の
動作を優先さても、保留ランプの配置や取付け等の大幅な変更を伴わずに達成することが
できる、パチンコ遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願発明（請求項１～７の発明）は、遊技盤(4) に設けられたセンタ役物(15,15A,15B,
15C)と、センタ役物(15,15A,15B,15C)に取付けられたレンズ(41,41A,41B,41D)と光源(48)
とを有する保留ランプ(40,40A,40B,40D)と、所定の第１位置と前記保留ランプ(40,40A,40
B,40D)に接近する第２位置とに亙って遊技盤(4) の盤面と平行方向へ可動に設けられた可
動役物(60)とを備えたパチンコ遊技機(1,1A,1B,1C,1D) である。
【００１１】
　請求項１の発明は、前記保留ランプ(40,40A)のレンズ(41,41A)は、第１レンズ部(42,42
A)と、この第１レンズ部(42,42A)のうち遊技盤(4) の盤面と平行方向の一端側部分から前
方へ張出す第２レンズ部(43,43A)とを有し、前記可動役物(60)が第２位置のときに、前記
第１レンズ部(42,42A)が可動役物(60)よりも後側に位置するとともに、前記第２レンズ部
(43,43A)が可動役物(60)よりも、可動役物(60)が第２位置から第１位置へ向かう方向と反
対方向に位置するように構成されたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項２の発明は、前記可動役物(60)が第２位置のときに、前記保留ランプ(40B) のレ
ンズ(41B) が可動役物(60)よりも後側に位置するように構成され、前記可動役物(60)が第
２位置のときに、可動役物(60)が第２位置から第１位置へ向かう方向と反対方向に可動役
物(60)から所定の隙間(70)を空けて位置し、且つ前記保留ランプ(40A) のレンズ(41A) の
近傍から前方へ遊技者の目線の方向と略平行方向に傾斜状に張出す張出傾斜面(71)がセン
タ役物(15B) に設けられたことを特徴とする。
　請求項３の発明は、請求項２の発明において、前記張出傾斜面(71)に反射部(75)を設け
たことを特徴とする。
　請求項４の発明は、請求項２又は３の発明において、前記保留ランプ(40B) のレンズ(4
1B) は、第１レンズ部(42B) と、この第１レンズ部(42B) のうち前記張出傾斜面(71)と反
対側の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部(43B) とを有することを特徴とする。
【００１３】
　請求項５の発明は、前記可動役物(60)が第２位置のときに、前記保留ランプ(40B,40D) 
のレンズ(41B,41D) が可動役物(60)よりも後側に位置するように構成され、前記可動役物
(60)が第２位置のときに、可動役物(60)が第２位置から第１位置へ向かう方向と反対方向
に可動役物(60)から所定の隙間(70,80) を空けて位置し、且つ前記保留ランプ(40B,40D) 
のレンズ(41B,41D) の近傍から前方へ張出す張出面(71,81) がセンタ役物(15B,15D) に設
けられ、前記張出面(71,81) に反射部(75,85) を設けたことを特徴とする。
　請求項６の発明は、請求項５の発明において、前記保留ランプ(40B,40D) のレンズ(41B
,41D) は、第１レンズ部(42B,42D) と、この第１レンズ部(42B,42D) のうち前記張出面(7
1,81) と反対側の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部(43B,43D) とを有することを
特徴とする。
【００１４】
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　請求項７の発明は、請求項１～６の何れかの発明において、前記センタ役物(15,15A,15
B,15C)は、遊技盤(4) の前面側に形成された遊技領域(5) に配置されたステージ(21)と、
このステージ(21)の後端部に固定されて遊技領域(5) よりも後側に配置された取付部材(2
2,22A,22B,22D)とを有するステージユニット(20,20A,20B,20D)を備え、前記保留ランプ(4
0,40A,40B,40D)が前記取付部材(22,22A,22B,22D)に取付けられるとともに、前記可動役物
(60)が遊技領域(5) よりも後側に配置されて前記取付部材(22,22A,22B,22D)に回動自在に
支持されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　先ず、請求項１～７のパチンコ遊技機によれば、センタ役物に保留ランプが取付けられ
たので、センタ役物に画像表示器を設けることで、この画像表示器の近傍に保留ランプが
配置されることになり、そして、遊技者は主に画像表示器の演出表示を見て遊技を楽しむ
ことから、保留ランプの視認性を高めることができる。また、可動役物が所定の第１位置
とセンタ役物の保留ランプに接近する第２位置とに亙って遊技盤の盤面と平行方向へ可動
に設けられたので、可動役物を画像表示器の演出表示と協働して動作させることができ、
ここで、可動役物をセンタ役物の画像表示器の前側を横切るように動作させることもでき
るため、可動役物の演出効果を高めることができる。
【００１６】
　請求項１のパチンコ遊技機によれば、保留ランプのレンズは、第１レンズ部と、この第
１レンズ部のうち遊技盤の盤面と平行方向の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部と
を有し、可動役物が第２位置のときに、第１レンズ部が可動役物よりも後側に位置すると
ともに、第２レンズ部が可動役物よりも、可動役物が第２位置から第１位置へ向かう方向
と反対方向に位置するように構成されている。つまり、可動役物が第１位置から第２位置
に移動したときに、第１レンズ部の前側が可動役物で覆い隠されても、第２レンズ部を前
方へ露出させて、この第２レンズからの光が遊技者の目に届くようにし、即ち、可動役物
によって保留ランプの光が所定以上遮蔽されないようにして、遊技者が保留ランプの点灯
を確実に確認することができる。そして、こうした効果を、可動役物を新たに設ける場合
、更に、その可動役物が大型の場合に、可動役物の動作を優先さても、可動役物と保留ラ
ンプのレンズ（第２レンズ部）とを相互干渉させることもなく、保留ランプの配置や取付
け等の大幅な変更を伴わずに達成することができる。従って、可動役物の演出効果の向上
を図るとともに、可動役物が第２位置のときにも、保留ランプの視認性の向上を確保する
ことができ、また、保留ランプのレンズを第２レンズ部が第１レンズ部に対して前方凸と
なる立体形状にして発光させることができるため、保留ランプの意匠性を高めることもで
きる。
【００１７】
　請求項２のパチンコ遊技機によれば、可動役物が第２位置のときに、保留ランプのレン
ズが可動役物よりも後側に位置するように構成され、可動役物が第２位置のときに、可動
役物が第２位置から第１位置へ向かう方向と反対方向に可動役物から所定の隙間を空けて
位置し、且つ保留ランプのレンズの近傍から前方へ遊技者の目線の方向と略平行方向に傾
斜状に張出す張出傾斜面がセンタ役物に設けられている。つまり、可動役物が第１位置か
ら第２位置に移動したときに、保留ランプのレンズの一部の前側が可動役物で覆い隠され
ても、このレンズからの光が可動役物とセンタ役物の張出傾斜面との間の所定の隙間を通
って遊技者の目に届くようになり、即ち、可動役物によって保留ランプの光が所定以上遮
蔽されないようにして、遊技者が保留ランプの点灯を確実に確認することができる。その
他の効果は請求項１の効果と基本的に同様である。
【００１８】
　請求項３のパチンコ遊技機によれば、張出傾斜面に反射部を設けたので、保留ランプの
レンズからの光が張出傾斜面の反射部で反射して遊技者の目に届く光量が多くなり、また
、遊技者が見える光の発光領域が拡大するので、遊技者が保留ランプの点灯を確実に且つ
明瞭に確認することができる。その他、請求項２と同様の効果を奏する。
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【００１９】
　請求項４のパチンコ遊技機によれば、保留ランプのレンズは、第１レンズ部と、この第
１レンズ部のうち張出傾斜面と反対側の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部とを有
するので、保留ランプのレンズを第１レンズ部が第２レンズ部に対して後方凹となる立体
形状にして発光させることができるため、保留ランプの意匠性を高めることができる。そ
の他、請求項２又は３と同様の効果を奏する。
【００２０】
　請求項５のパチンコ遊技機によれば、可動役物が第２位置のときに、保留ランプのレン
ズが可動役物よりも後側に位置するように構成され、可動役物が第２位置のときに、可動
役物が第２位置から第１位置へ向かう方向と反対方向に可動役物から所定の隙間を空けて
位置し、且つ保留ランプのレンズの近傍から前方へ張出す張出面がセンタ役物に設けられ
、張出面に反射部を設けた。つまり、可動役物が第１位置から第２位置に移動したときに
、保留ランプのレンズの一部の前側が可動役物で覆い隠されても、このレンズからの光が
可動役物とセンタ役物の張出面との間の所定の隙間を通って、更に、保留ランプのレンズ
からの光が張出面の反射部で反射して遊技者の目に届くようにし、しかも、反射部での反
射で目に届く光量が多くなり、遊技者が見える光の発光領域が拡大するので、遊技者が保
留ランプの点灯を確実に且つ明瞭に確認することができる。その他の効果は請求項１の効
果と基本的に同様である。
【００２１】
　請求項６のパチンコ遊技機によれば、保留ランプのレンズは、第１レンズ部と、この第
１レンズ部のうち張出面と反対側の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部とを有する
ので、保留ランプのレンズを第１レンズ部が第２レンズ部に対して後方凹となる立体形状
にして発光させることができるため、保留ランプの意匠性を高めることができる。その他
、請求項５と同様の効果を奏する。
【００２２】
　請求項７のパチンコ遊技機によれば、センタ役物は、遊技盤の前面側に形成された遊技
領域に配置されたステージと、このステージの後端部に固定されて遊技領域よりも後側に
配置された取付部材とを有するステージユニットを備え、保留ランプが取付部材に取付け
られるとともに、可動役物が遊技領域よりも後側に配置されて取付部材に回動自在に支持
されたので、ステージ、取付部材、更に、保留ランプ、可動役物を予め組付けてステージ
ユニットを構成してから、このステージユニットを遊技盤に組付けることができるので、
これらの組付性を向上させることができ、保留ランプを画像表示器の下端部近傍に配置す
ることができ、また、可動役物と保留ランプを遊技領域外へ配置することができるので、
可動役物と保留ランプを遊技球と衝突させないようにして保護することができる。その他
、請求項１～６の何れかと同様の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】実施例に係るパチンコ遊技機の正面図である。
【図２】パチンコ遊技機の遊技盤の正面図である。
【図３】ステージユニットの可動羽根が作動位置近くの位置のときの正面図である。
【図４】ステージユニットの可動羽根が作動位置のときの正面図である。
【図５】図４のV －V 線断面図である。
【図６】図４のVI－VI線断面図である。
【図７】実施例１の保留ランプ等の断面図である。
【図８】実施例２の保留ランプ等の断面図である。
【図９】実施例３の保留ランプ等の断面図である。
【図１０】実施例４の保留ランプ等の断面図である。
【図１１】実施例５の保留ランプ等の断面図である。
【図１２】従来技術に係るパチンコ遊技機のステージユニットの正面図である。
【図１３】図１２のXIII－XIII線断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明のパチンコ遊技機は、遊技盤に設けられたセンタ役物と、センタ役物に取付けら
れたレンズと光源とを有する保留ランプと、所定の第１位置（待機位置）と前記保留ラン
プに接近する第２位置（作動位置）とに亙って遊技盤の盤面と平行方向へ可動に設けられ
た可動役物とを備えたパチンコ遊技機に適用されるものであり、以下、発明を実施するた
めの形態について実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【００２５】
　図１、図２に示すように、パチンコ遊技機１には、遊技ホールに取付けられる外枠に開
閉枠２が開閉自在に装着され、開閉枠２に開閉扉３が開閉自在に装着されている。開閉枠
２には遊技盤４が装着され、その遊技盤４の前面側に遊技領域５が形成されている。開閉
扉３には窓３ａが形成され、その窓３ａに透明板３ｂが装着され、その透明板３ｂにより
遊技領域５の前側が覆われている。
【００２６】
　開閉扉３の窓３ａの下側に、遊技球を貯留する貯留皿６と、遊技領域５に遊技球を発射
させるために操作する発射ハンドル７が装着されている。発射ハンドル７が回動操作され
ると、貯留皿６から発射位置に導入された遊技球が発射される。貯留皿６に複数の遊技球
が存在する場合には、複数の遊技球が約０．６秒間隔で連続発射される。発射された遊技
球はガイドレール８で案内され遊技領域５の上部に投入される。
【００２７】
　遊技盤４には、遊技領域５に、多数の障害釘１０、始動入賞口装置１１、ゲート１２、
大入賞口装置１３、複数の普通入賞口１４、センタ役物１５が設けられている。
【００２８】
　始動入賞口装置１１は、センタ役物１５のステージ２１の下側に配置され、所謂電チュ
ーを含む構成で、上始動入賞口１１ａ、下始動入賞口１１ｂ、下始動入賞口１１ｂを開閉
する開閉部材１１ｃを有する。開閉部材１１ｃは、閉位置で下始動入賞口１１ｂへの遊技
球の入賞を不可能にし、開位置で下始動入賞口１１ｂへの遊技球の入賞を可能にする。ゲ
ート１２を遊技球が通過することを契機に行われる補助遊技抽選で当選した場合に、補助
遊技が発生し、始動入賞口装置１１が作動して、通常は閉塞の下始動入賞口１１ｂが開放
するように開閉部材１１ｃが１回又は複数回に亙って開閉動作する。ゲート１２はセンタ
役物１５の左側に配置されている。
【００２９】
　大入賞口装置１３は、始動入賞口装置１１の下側に配置され、大入賞口１３ａ、大入賞
口１３ａを開閉する開閉部材１３ｂを有する。開閉部材１３ｂは、閉位置で大入賞口１３
ａへの遊技球の入賞を不可能にし、開位置で大入賞口１３ａへの遊技球の入賞を可能にす
る。始動入賞口１１ａ，１１ｂへの遊技球の入賞を契機に行われる大当り抽選で当選した
場合に、大当り遊技が発生し、大入賞口装置１３が作動して、通常は閉塞の大入賞口１３
ａが開放するように開閉部材１３ｂが複数ラウンドに亙って開閉動作する。
【００３０】
　図２～図４に示すように、センタ役物１５には、遊技盤４の盤面よりも前方へ張出す合
成樹脂製のセンタ枠部材１６が設けられ、このセンタ枠部材１６の内側後方に配置された
画面を有する液晶ディスプレイからなる画像表示器１７が装着されている。また、センタ
役物１５には、センタ枠部材１６の下部を含むステージユニット２０が設けられ、このス
テージユニット２０に、４個の普図保留ランプ３０と４個の特図保留ランプ４０とが取付
けられるとともに、可動役物である左右１対の可動羽根５０，６０が装着されている。
【００３１】
　ここで、遊技盤４には遊技領域５の下部右側に遊技表示盤１８が取付けられ、この遊技
表示盤１８に普図表示器１８ａと特図表示器１８ｂとが設けられ、普図表示器１８ａに、
ゲート１２への遊技球の入賞を契機に行われる補助遊技抽選の結果を示す普通図柄が変動
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表示後に停止表示され、特図表示器１８ｂに、始動入賞口１１ａ，１１ｂへの遊技球の入
賞を契機に行われる大当り抽選の結果を示す特別図柄が変動表示後に停止表示される。
【００３２】
　そして、ゲート１２に入賞した遊技球の数であって、普図表示器１８ａでの普通図柄の
変動に未だ供していない（後で補助遊技抽選の結果が得られる）普図保留数が最大で４つ
まで保留され、その普図保留数が相当数の普図保留ランプ３０を点灯させることで表示さ
れ、同様に、始動入賞口１１ａ，１１ｂに入賞した遊技球の数であって、特図表示器１８
ｂでの特別図柄の変動に未だ供していない（後で大当り抽選の結果が得られる）特図保留
数が最大で４つまで保留され、その特図保留数が相当数の特図保留ランプ４０を点灯させ
ることで表示される。
【００３３】
　図２～図７に示すように、ステージユニット２０は、遊技領域５に配置された合成樹脂
製のステージ２１と、このステージ２１の後端部に固定されて遊技領域５よりも後側に配
置された合成樹脂製の取付部材２２とを有する。取付部材２２は、略水平な上面を有する
取付基台２３と、この取付基台２３の上面に固定的に設けられた左右１対のランプ取付台
２４とを有する。
【００３４】
　各ランプ取付台２４は取付基台２３から上方へ少し突出して左右方向に延び、左側のラ
ンプ取付台２４に、４個の普図保留ランプ３０が左右方向に適当間隔おきに並べて取付け
られ、右側のランプ取付台２４に、４個の特図保留ランプ４０が左右方向に適当間隔おき
に並べて取付けられている。
【００３５】
　各可動羽根５０，６０は複数本の鳥の羽が扇形に開いたような形状をなし、この１対の
可動羽根５０が、遊技領域５よりも後側に配置され、８個の保留ランプ３０，４０の左右
両外側において、取付基台２３に前後方向の軸３０ａ，４０ａ回りに夫々回動自在に支持
されて、所定の第１位置に相当する図３に仮想線で示す待機位置と、保留ランプ３０，４
０に接近する第２位置に相当する図４に実線で示す作動位置とに亙って遊技盤４の盤面と
平行方向へ可動に設けられている。
【００３６】
　１対の可動羽根５０，６０は、画像表示器１７の前側を横切るように動作し、待機位置
では、左右に離隔して起立姿勢になって、画像表示器１７の前側略全部を開放し、作動位
置では、それらの先端部分同士が前後に重なり合うように待機位置から水平側に倒れた傾
倒姿勢になって、画像表示器１７の前側一部を覆い隠す。ここで、保留ランプ３０，４０
と可動羽根５０，６０は、透明板１９により遊技領域５と仕切られており、この透明板１
９により遊技球が保留ランプ３０，４０と可動羽根５０，６０に衝突しない。
【００３７】
　左側の可動羽根５０は、左側の普図保留ランプ３０よりも後方に位置し、右側の可動羽
根６０は、左側の可動羽根５０よりも前方に、更に、右側の特図保留ランプ４０よりも前
方に位置し、故に、従来技術に記載のように、従来の保留ランプ及びその周辺構造では、
右側の保留ランプの大部分が右側の可動羽根によって覆い隠されるという問題が生じた。
【００３８】
　ここで、特図保留ランプ４０が特許請求項の範囲の保留ランプに相当し、この特図保留
ランプ４０とその周辺構造を改良することで、可動羽根６０によって保留ランプ４０の光
が所定以上遮蔽されないようにしている。以下、この保留ランプ４０とその周辺構造につ
いて詳細に説明する。
【００３９】
　図７に示すように、保留ランプ４０は、レンズ４１と、レンズ４１の後側に配置された
光源であるＬＥＤ４８とを有する。レンズ４１は、第１レンズ部４２と、この第１レンズ
部４２のうち遊技盤４の盤面と平行方向の一端側部分である下端側部分から前方へ張出す
第２レンズ部４３とを有し、正面視矩形に形成されるとともに、第１，第２レンズ部４２
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，４３により、断面Ｌ形に形成され、即ち、下部の第２レンズ部４３が上部の第１レンズ
部４２に対して前方凸となる立体形状に形成されている。
【００４０】
　可動羽根６０が図示の作動位置のときに、第１レンズ部４２が可動羽根６０よりも後側
に位置するとともに、第２レンズ部４３が可動羽根６０よりも、可動羽根６０が作動位置
から待機位置へ向かう方向と反対方向である下方に、且つ可動羽根６０の近傍に位置する
ように構成されている。レンズ４１の第１レンズ部４２を含む後端面に、ＬＥＤ４８から
の光をレンズ４１内に拡散させて入れる３角波ローレット形状の光拡散部４４が形成され
、レンズ４１の第２レンズ部４３を含む下端面に、レンズ４１内の光を乱反射させる３角
波ローレット形状の乱反射部４５が形成されている。
【００４１】
　ランプ取付台２４は、後端壁２４ａ、上端壁２４ｂ、前側縦壁２４ｃ、前側横壁２４ｄ
、前端壁２４ｅを有し、前側縦壁２４ｃと前側横壁２４ｄとで断面Ｌ形部分が形成され、
下端部分が他の部分よりも前方へ突出する形状に形成されて、これら壁２４ａ～２４ｅに
より内部空間２４ｇが形成されている。可動羽根６０が図示の作動位置のときに、前側縦
壁２４ｃの前方近くに且つ前側横壁２４ｄの上方近くに位置する。
【００４２】
　前側縦壁２４ｃと前側横壁２４ｄと前端壁２４ｅとに亙って、正面視矩形で断面クラン
ク形状のレンズ穴２４ｈが形成され、このレンズ穴２４ｈから、第１レンズ部４２の前端
面と第２レンズ部４３の上端面及び前端面がランプ取付台２４外へ露出し、且つ、前側縦
壁２４ｃの前端面と前側横壁２４ｄの上端面と前端壁２４ｅの前端面に略連続するように
、レンズ４１がレンズ穴２４ｈに嵌合された状態でランプ取付台２４に取付けられ、光拡
散部４４は内部空間２４ｇにおいてＬＥＤ４８の前側に位置している。
【００４３】
　ＬＥＤ４８は、鉛直向きのＬＥＤプリント基板４９の前面に実装されている。ＬＥＤプ
リント基板４９は、ランプ取付台２４の内部空間２４ｇに配置されて、左右方向に長い帯
状に形成され、その前面に４個の特図保留ランプ４０のＬＥＤ４８が実装されている。Ｌ
ＥＤプリント基板４９は、ランプ取付台２４の後端壁２４ａの前面に固定されている。
【００４４】
　ここで、最も右側に位置する特図保留ランプ４０については、その前側に位置するステ
ージ２１の前端から鍔状部が上方向きに比較的大きく張り出すこともあり見えにくく、そ
れ故、可動羽根６０が作動位置のときに、最も右側に位置する特図保留ランプ４０のレン
ズ４１の前側に位置する切欠穴６０ｂが、可動羽根６０の下端部分に形成されている。
【００４５】
　尚、普図保留ランプ３０は、レンズと、このレンズの後側に配置された光源であるＬＥ
Ｄとを有し、そのレンズは、正面視円形又は楕円形に形成された一般的なレンズに構成さ
れている。但し、この普図保留ランプ３０を特図保留ランプ４０と同構造にしてもよい。
【００４６】
　実施例１のパチンコ遊技機１によれば次の効果を奏する。
　センタ役物１５に保留ランプ３０，４０が取付けられたので、センタ役物１５に装着さ
れた画像表示器１７の近傍に保留ランプ３０，４０が配置されることになり、そして、遊
技者は主に画像表示器１７の演出表示を見て遊技を楽しむことから、保留ランプ３０，４
０の視認性を高めることができる。また、可動羽根５０，６０が待機位置と保留ランプ３
０，４０に接近する作動位置とに亙って遊技盤４の盤面と平行方向へ可動に設けられたの
で、可動羽根５０，６０を画像表示器１７の演出表示と協働して動作させることができ、
ここで、可動羽根５０，６０を画像表示器１７の前側を横切るように動作させることがで
きるため、可動羽根５０，６０の演出効果を高めることができる。
【００４７】
　保留ランプ４０のレンズ４１は、第１レンズ部４２と、この第１レンズ部４２のうち遊
技盤４の盤面と平行方向の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部４３とを有し、可動
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羽根６０が作動位置のときに、第１レンズ部４２が可動羽根６０よりも後側に位置すると
ともに、第２レンズ部４３が可動羽根６０よりも、可動羽根６０が作動位置から待機位置
へ向かう方向と反対方向に位置するように構成されている。つまり、可動羽根６０が待機
位置から作動位置に移動したときに、第１レンズ部４２の前側が可動羽根６０で覆い隠さ
れても、第２レンズ部４３を前方へ露出させて、この第２レンズ４３からの光が遊技者の
目に届くようにし、即ち、可動羽根６０によって保留ランプ４０の光が所定以上遮蔽され
ないようにして、遊技者が保留ランプ４０の点灯を確実に確認することができる。
【００４８】
　そして、こうした効果を、可動羽根６０を新たに設ける場合、更に、その可動羽根６０
が大型の場合に、可動羽根６０の動作を優先さても、可動羽根６０と保留ランプ４０のレ
ンズ４１（第２レンズ部４３）とを相互干渉させることもなく、保留ランプ４０の配置や
取付け等の大幅な変更を伴わずに達成することができる。従って、可動羽根６０の演出効
果の向上を図るとともに、可動羽根６０が作動位置のときに、保留ランプ４０の視認性の
向上を確保することができ、また、保留ランプ４０のレンズ４１を下部の第２レンズ部４
３が上部の第１レンズ部４２に対して前方凸となる立体形状にして発光させることができ
るため、保留ランプ４０の意匠性を高めることもできる。
【００４９】
　更に、センタ役物１５は、遊技盤４の前面側に形成された遊技領域５に配置されたステ
ージ２１と、このステージ２１の後端部に固定されて遊技領域５よりも後側に配置された
取付部材２２とを有するステージユニット２０を備え、保留ランプ３０，４０が取付部材
２２に取付けられるとともに、可動羽根５０，６０が遊技領域５よりも後側に配置されて
取付部材２２に回動自在に支持されたので、ステージ２１、取付部材２２、更に、保留ラ
ンプ３０，４０、可動羽根５０，６０を予め組付けてステージユニット２０を構成してか
ら、このステージユニット２０を遊技盤４に組付けることができるので、これらの組付性
を向上させることができ、保留ランプ３０，４０を画像表示器１７の下端部近傍に配置す
ることができ、また、可動羽根５０，６０と保留ランプ３０，４０を遊技領域５外へ配置
することができるので、可動羽根５０，６０と保留ランプ３０，４０を遊技球と衝突させ
ないようにして保護することができる。
【００５０】
　次に、実施例１を部分的に変更した実施例２～５について説明する。尚、前記実施例と
基本的に同一又は類似するものには同一符号又は類似符号を付し、適宜説明を省略する。
【実施例２】
【００５１】
　図８に示すように、実施例２のパチンコ遊技機１Ａにおいては、保留ランプ４０Ａのレ
ンズ４１Ａが、第１レンズ部４２Ａと、この第１レンズ部４２Ａの下端側部分から前方へ
張出す第２レンズ部４３Ａとを有し、可動羽根６０が図示の作動位置のときに、第２レン
ズ部４３Ａが可動羽根６０よりも下方に位置するとともに可動羽根６０よりも前方へ張出
すように構成されている。レンズ４１Ａの第１レンズ部４２Ａを含む後端面に３角波ロー
レット形状の光拡散部４４Ａが形成され、レンズ４１Ａの第２レンズ部４３Ａを含む下端
面に３角波ローレット形状の乱反射部４５Ａが形成されている。
【００５２】
　センタ役物１５Ａのステージユニット２０Ａにおいて、取付部材２２Ａのランプ取付台
２４Ａは、後端壁２４Ａａ、上端壁２４Ａｂ、前側縦壁２４Ａｃ、前側横壁２４Ａｄを有
し、前側縦壁２４ｃと前側横壁２４ｄとで断面Ｌ形部分が形成され、可動羽根６０が図示
の作動位置のときに、前側縦壁２４Ａｃの前方近くに且つ前側横壁２４Ａｄの上方近くに
位置する。前側縦壁２４Ａｃと前側横壁２４Ａｄとに亙って、断面Ｌ形のレンズ穴２４Ａ
ｅが形成され、このレンズ穴２４Ａｅから、第１レンズ部４２Ａの前端面及び上端面前部
と第２レンズ部４３Ａの上端面及び前端面上部が、ランプ取付台２４Ａ外へ前側縦壁２４
Ａｃの前端面と前側横壁２４Ａｄの上端面よりも突出して露出するように、レンズ４１Ａ
がレンズ穴２４Ａｅに嵌合された状態でランプ取付台２４Ａに取付けられている。
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【００５３】
　このパチンコ遊技機１Ａによれば、実施例１と基本的に同様の効果を奏するが、レンズ
４１Ａの第２レンズ部４３Ａが、実施例１のレンズ４１の第２レンズ部４３よりも前方へ
張出しているため、遊技者が保留ランプ４０Ａの点灯をより確実に確認することができ、
また、レンズ４１Ａをランプ取付台２４Ａ外へ突出状に露出させるため、レンズ４１Ａの
立体感を出して意匠性を一層高めることができる。
【実施例３】
【００５４】
　図９に示すように、実施例３のパチンコ遊技機１Ｂにおいては、可動羽根６０が図示の
作動位置のときに、保留ランプ４０Ｂのレンズ４１Ｂが可動羽根６０よりも後側に位置す
るように構成されている。また、可動羽根６０が図示の作動位置のときに、可動羽根６０
が作動位置から待機位置へ向かう方向と反対方向である下方に可動羽根６０から所定の隙
間７０を空けて位置し、且つ保留ランプ４０Ｂのレンズ４１Ｂの近傍から前方へ遊技者の
目線の方向と略平行方向に傾斜状に張出す張出傾斜面７１がセンタ役物１５Ｂに設けられ
ている。
【００５５】
　センタ役物１５Ｂのステージユニット２０Ｂにおいて、取付部材２２Ｂの取付基台２３
Ｂの上面が後方下がり傾斜状に形成され、この取付基台２３Ｂの上面が張出傾斜面７１に
なっている。レンズ４１Ｂは、第１レンズ部４２Ｂと、この第１レンズ部４２Ｂのうち張
出傾斜面７１と反対側の一端側部分である上端側部分から前方へ張出す第２レンズ部４３
Ｂとを有し、正面視矩形に形成されるとともに、第１，第２レンズ部４２Ｂ，４３Ｂによ
り、断面逆Ｌ形に形成され、即ち、下部の第１レンズ部４２Ｂが上部の第２レンズ部４３
Ｂに対して後方凹となる立体形状に形成されている。
【００５６】
　尚、第２レンズ部４３Ｂは第１レンズ部４２Ｂの上部から前方へ遊技者の目線の方向と
略平行方向へ傾斜状に延びている。レンズ４１Ｂの第１レンズ部４２Ｂを含む後端面に、
ＬＥＤ４８からの光をレンズ４１Ｂ内に拡散させて入れる３角波ローレット形状の光拡散
部４４Ｂが形成され、レンズ４１Ｂの第２レンズ部４３Ｂを含む上端面に、レンズ４１Ｂ
内の光を乱反射させる３角波ローレット形状の乱反射部４５Ｂが形成されている。
【００５７】
　ステージユニット２０Ｂにおいて、取付部材２２Ｂのランプ取付台２４Ｂは、後端壁２
４Ｂａ、上端壁２４Ｂｂ、前端壁２４Ｂｃを有し、可動羽根６０が図示の作動位置のとき
に前端壁２４Ｂｃの前方近くに位置する。前端壁２４Ｂｃに矩形のレンズ穴２４Ｂｄが形
成され、このレンズ穴２４Ｂｄから、第１レンズ部４２Ｂの前端面と第２レンズ部４３Ｂ
の前端面及び下端面がランプ取付台２４Ｂ外へ露出し、第１レンズ部４２Ｂの前端面が第
１レンズ部４２Ｂの前端面に略連続するように、レンズ４１Ｂがレンズ穴２４Ｂｄに嵌合
された状態でランプ取付台２４Ｂに取付けられている。
【００５８】
　このパチンコ遊技機１Ｂによれば次の効果を奏する。
　可動羽根６０が作動位置のときに、保留ランプ４０Ｂのレンズ４１Ｂが可動羽根６０よ
りも後側に位置するように構成され、可動羽根６０が作動位置のときに、可動羽根６０が
作動位置から待機位置へ向かう方向と反対方向に可動羽根６０から所定の隙間７０を空け
て位置し、且つ保留ランプ４０Ｂのレンズ４１Ｂの近傍から前方へ遊技者の目線の方向と
略平行方向に傾斜状に張出す張出傾斜面７１がセンタ役物１５Ｂに設けられている。つま
り、可動羽根６０が待機位置から作動位置に移動したときに、保留ランプ４０Ｂのレンズ
４１Ｂの一部の前側が可動羽根６０で覆い隠されても、このレンズ４１Ｂからの光が可動
羽根６０とセンタ役物１５Ｂの張出傾斜面７１との間の所定の隙間７０を通って遊技者の
目に届くようにし、即ち、可動羽根６０によって保留ランプ４０Ｂの光が所定以上遮蔽さ
れないようにして、遊技者が保留ランプ４０Ｂの点灯を確実に確認することができる。
【００５９】
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　また、保留ランプ４０Ｂのレンズ４１Ｂは、第１レンズ部４２Ｂと、この第１レンズ部
４２Ｂのうち張出傾斜面７１と反対側の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部４３Ｂ
とを有するので、保留ランプ４０Ｂのレンズ４１Ｂを下部の第１レンズ部４２Ｂが上部の
第２レンズ部４３Ｂに対して後方凹となる立体形状にして発光させることができるため、
保留ランプ４０Ｂの意匠性を高めることができる。その他の効果は実施例１の効果と基本
的に同様である。
【実施例４】
【００６０】
　図１０に示すように、実施例４のパチンコ遊技機１Ｃは、実施例３のパチンコ遊技機１
Ｂにおいて、張出傾斜面７１に反射部７５を設けたものである。反射部７５は、取付基台
２３Ｂの上面に鏡面メッキ加工を施すことで形成されている。但し、取付基台２３Ｂの上
面に鏡面部材を装着して反射部７５を設けてもよい。この反射部７５は、レンズ４１Ｂの
第１レンズ部４２Ｂの下端近傍から、張出傾斜面７１に沿って、作動位置の可動羽根６０
の下方位置よりも所定距離前側まで延びるように配設されている。
【００６１】
　このパチンコ遊技機１Ｃによれば、張出傾斜面７１に反射部７５を設けたので、保留ラ
ンプ４０Ｂのレンズ４１Ｂからの光が張出傾斜面７１の反射部７５で反射して遊技者の目
に届く光量が多くなり、また、遊技者が見える光の発光領域が拡大するので、遊技者が保
留ランプ４０Ｂの点灯を確実に且つ明瞭に確認することができる。その他、実施例３と同
様の効果を奏する。
【実施例５】
【００６２】
　図１１に示すように、実施例５のパチンコ遊技機１Ｄにおいては、可動羽根６０が図示
の作動位置のときに、保留ランプ４０Ｄのレンズ４１Ｄが可動羽根６０よりも後側に位置
するように構成されている。また、可動羽根６０が図示の作動位置のときに、可動羽根６
０が作動位置から待機位置へ向かう方向と反対方向である下方に可動羽根６０から所定の
隙間８０を空けて位置し、且つ保留ランプ４０Ｄのレンズ４１Ｄの近傍から前方へ略水平
方向に張出す張出面８１がセンタ役物１５Ｄに設けられている。
【００６３】
　センタ役物１５Ｄのステージユニット２０Ｄにおいて、取付部材２２Ｄの取付基台２３
Ｄの上面が略水平に形成され、この取付基台２３Ｄの上面が張出面８１になっている。ま
た、張出面８１に反射部８５が設けられ、この反射部８５は、取付基台２３Ｄの上面に鏡
面メッキ加工を施すことで形成されている。但し、取付基台２３Ｄの上面に鏡面部材を装
着して反射部８５を設けてもよい。
【００６４】
　保留ランプ４０Ｄのレンズ４１Ｄは、実施例３のレンズ４１Ｂと基本的に同様であり、
第１レンズ部４２Ｄと、この第１レンズ部４２Ｄのうち張出面８１と反対側の一端側部分
である上端側部分から前方へ張出す第２レンズ部４３Ｄとを有し、また、取付部材２２Ｄ
のランプ取付台２４Ｄの構造、及び、このランプ取付台２４Ｄへのレンズ４１Ｄの取付構
造も実施例３と基本的に同様である。そして、反射部８５は、レンズ４１Ｄの第１レンズ
部４２Ｄの下端近傍から、張出面８１に沿って、作動位置の可動羽根６０の下方位置より
も所定距離前側まで延びるように配設されている。
【００６５】
　このパチンコ遊技機１Ｄによれば次の効果を奏する。
　可動羽根６０が作動位置のときに、保留ランプ４０Ｄのレンズ４１Ｄが可動羽根６０よ
りも後側に位置するように構成され、可動羽根６０が作動位置のときに、可動羽根６０が
作動位置から待機位置へ向かう方向と反対方向に可動羽根６０から所定の隙間８０を空け
て位置し、且つ保留ランプ４０Ｄのレンズ４１Ｄの近傍から前方へ張出す張出面８１がセ
ンタ役物１５Ｄに設けられ、張出面８１に反射部８５を設けた。つまり、可動羽根６０が
待機位置から作動位置に移動したときに、保留ランプ４０Ｄのレンズ４１Ｂの一部の前側
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物１５Ｄの張出面８１との間の所定の隙間８０を通って、更に、保留ランプ４０Ｄのレン
ズ４１Ｄからの光が張出面８１の反射部８５で反射して遊技者の目に届くようにし、しか
も、反射部８５での反射で目に届く光量が多くなり、遊技者が見える光の発光領域が拡大
するので、遊技者が保留ランプ４０Ｄの点灯を確実に且つ明瞭に確認することができる。
【００６６】
　また、保留ランプ４０Ｄのレンズ４１Ｄは、第１レンズ部４２Ｄと、この第１レンズ部
４２Ｄのうち張出面８１と反対側の一端側部分から前方へ張出す第２レンズ部４３Ｄとを
有するので、保留ランプ４０Ｄのレンズ４１Ｄを下部の第１レンズ部４２Ｄが上部の第２
レンズ部４３Ｄに対して後方凹となる立体形状にして発光させることができるため、保留
ランプ４０Ｄの意匠性を高めることができる。その他の効果は実施例１の効果と基本的に
同様である。
【００６７】
　その他、実施例１～５において次のように変更してもよい。
（１）レンズの正面視形状については、矩形に限らず、円形、楕円形、３角形等、種々の
形状にしてもよい。
（２）保留ランプの配置については、保留ランプがセンタ役物に取付けられるものとして
、前記実施例以外の配置としてもよい。但し、可動羽根が第２位置のときに保留ランプに
接近するものとする。
【００６８】
（３）可動羽根の動作については、前記実施例の回動以外に、直線的に移動させるものや
複雑な曲線に沿って移動させるもの等、種々変更可能である。
（４）可動役物については、前記実施例の可動羽根以外に種々の構造を採用可能である。
（５）その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において、種々の変更を付加して実施可能
である。
【符号の説明】
【００６９】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ　パチンコ遊技機
４　遊技盤
５　遊技領域
１５，１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｄ　センタ役物
２０，２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｄ　ステージユニット
２１　ステージ
２２，２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｄ　取付部材
４０，４０Ａ，４０Ｂ，４０Ｄ　特図保留ランプ
４１，４１Ａ，４１Ｂ，４１Ｄ　レンズ
４２，４２Ａ，４２Ｂ，４２Ｄ　第１レンズ部
４３，４３Ａ，４３Ｂ，４３Ｄ　第２レンズ部
４８　ＬＥＤ
６０　可動羽根
７０，８０　隙間
７１　張出傾斜面
７５，８５　反射部
８１　張出面
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