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(57)【要約】
【課題】同一面上に配設された発光体を用いて発光装飾
性を向上する。
【解決手段】同一平面上に配置された第１演出用ＬＥＤ
および第２演出用ＬＥＤ９２ｂと、第１演出用ＬＥＤの
光照射方向前側に離間して設けられた第１発光部１３２
と、第１発光部１３２に連設され、該第１発光部１３２
から第１発光部１３２の配置方向に延在する第１棒状導
光部１３３と、第２演出用ＬＥＤ９２ｂの光照射方向前
側に離間して設けられ、第１発光部１３２よりも発光領
域を大きく形成された第２発光部１３４と、第２発光部
１３４に連設され、該第２発光部１３４から第２発光部
１３４の配置方向に延在する第２棒状導光部１３５とを
備え、第１演出用ＬＥＤから第１棒状導光部１３３まで
の離間距離が、第２演出用ＬＥＤ９２ｂから第２棒状導
光部１３５までの離間距離より短くなるよう構成した。
【選択図】図２７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光装置を備えた遊技機であって、
　同一平面上に配置された第１発光体および第２発光体と、
　前記第１発光体の光照射方向前側に離間して設けられた第１発光部と、
　前記第１発光部に連設され、該第１発光部から第１発光部の配置方向に延在する第１導
光部と、
　前記第２発光体の光照射方向前側に離間して設けられ、前記第１発光部よりも発光領域
を大きく形成された第２発光部と、
　前記第２発光部に連設され、該第２発光部から前記第２発光部の配置方向に延在する第
２導光部とを備え、
　前記第１発光体から第１導光部までの離間距離が、前記第２発光体から第２導光部まで
の離間距離より短くなるよう構成された
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記第１発光部は、前記第２発光部よりも発光領域が小さく形成された請求項１記載の
遊技機。
【請求項３】
　前記第２導光部と第２発光体との間に、遊技球が通過する光透過性の球通路が設けられ
、該球通路を挟んで第２発光体の光照射方向に対向するよう第２導光部が配置された請求
項１または２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１発光部および第２発光部は、対応する前記第１導光部および第２導光部の中心
線に対応した位置で突出すると共に、該第１発光部および第２発光部の延出端部へ向かう
につれて前記第１発光体および第２発光体の配設側に近接するよう傾斜するよう形成され
て、該第１発光部および第２発光部の前面が光拡散部を構成し、前記第１導光部および第
２導光部を透過した光を、対応の第１発光部および第２発光部の延出端部側へ反射するよ
う構成された請求項１～３の何れか一項に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記第１発光部および第２発光部は、前記第１導光部および第２導光部の中心線に交差
する方向に放射状に形成されると共に、該第１導光部および第２導光部の中心線上に対応
の第１発光体および第２発光体が位置するよう構成された請求項１～４の何れか一項に記
載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、発光体の発光により演出を行なう発光装置を備えた遊技機に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　代表的な遊技機であるパチンコ機は、遊技盤の盤面に画成した遊技領域の略中央位置に
枠状の装飾体(所謂センター役物)が配設されており、この枠状装飾体の開口部を介して複
数の図柄を変動表示して図柄変動ゲームを行なう液晶式やドラム式等の図柄表示装置を後
方から臨ませると共に、該遊技盤における枠状装飾体の下方位置に、パチンコ球(遊技球)
の入賞により図柄表示装置での変動を開始させる始動入賞装置や大当り時等に開放する特
別入賞装置を配設するよう構成されたものが多数提案されている。このようなパチンコ機
では、前記遊技領域に打ち出されたパチンコ球が遊技領域内に植設された遊技釘等との接
触により跳ね返りながら次第に自重により流下し、該遊技領域を流下する過程で前記始動
入賞装置に入賞することにより、前記図柄表示装置で図柄変動演出に伴うリーチ演出等の
各種の遊技演出がなされ、該図柄表示装置に図柄が所定の組み合わせで停止することによ
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り所謂大当りが発生し、遊技盤に設けられた特別入賞装置が開放して多数の賞球を獲得し
得るよう構成される。一方で、遊技領域を流下する過程で遊技盤に設けられた始動入賞装
置等の各種入賞装置に入賞せず遊技領域の最下部まで流下したパチンコ球は、遊技領域の
最下部に設けられたアウト口を介してパチンコ機裏側の球回収部に回収されるようになっ
ている(例えば、特許文献１参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１７０２８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年のパチンコ機では、ＬＥＤ等の発光体を備えた発光体基板の前側に、該
発光体の光が照射されることで発光する発光部を備えた発光装置が配設されており、前記
図柄表示装置で行なわれる演出等に合わせて発光装置の発光体を発光させることで、パチ
ンコ機の装飾や演出を行なっている。ここで、前記発光体は、発光体基板上に配設されて
略同一平面上に位置しており、各発光体から発光部までの距離が概ね同じになっている。
このため、各発光体で発光させ得る発光部の範囲も変りがなく、発光装飾のバリエーショ
ンに乏しくなる問題がある。
【０００５】
　すなわち本発明は、従来の技術に係る遊技機に内在する前記課題に鑑み、これを好適に
解決するべく提案されたものであって、同一面上に配設された発光体を用いた発光装飾を
向上し得る遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明は、
　発光装置を備えた遊技機であって、
　同一平面上に配置された第１発光体(92a)および第２発光体(92b)と、
　前記第１発光体(92a)の光照射方向前側に離間して設けられた第１発光部(132)と、
　前記第１発光部(132)に連設され、該第１発光部(132)から第１発光部(132)の配置方向
に延在する第１導光部(133)と、
　前記第２発光体(92b)の光照射方向前側に離間して設けられ、前記第１発光部(132)より
も発光領域を大きく形成された第２発光部(134)と、
　前記第２発光部(134)に連設され、該第２発光部(134)から前記第２発光部(134)の配置
方向に延在する第２導光部(135)とを備え、
　前記第１発光体(92a)から第１導光部(133)までの離間距離が、前記第２発光体(92b)か
ら第２導光部(135)までの離間距離より短くなるよう構成されたことを要旨とする。
【０００７】
　請求項１の発明によれば、第１発光体から第１導光部までの離間距離を、第２発光体か
ら第２導光部までの離間距離より短くなるよう構成することで、第１発光体からの光の照
射範囲を第２発光体からの光の照射範囲より狭くすることができ、第１発光体および第２
発光体で発光させ得る発光部の範囲を変化させることができる。
【０００８】
　請求項２に係る発明では、前記第１発光部(132)は、前記第２発光部(134)よりも発光領
域が小さく形成されたことを要旨とする。
【０００９】
　請求項２の発明によれば、第１発光体からの離間距離が短く設定された第１導光部にお
いては、該第１発光体からの光の照射範囲が拡がる前に集光し易くなることで、第１発光
部を小さくすることで強く発光させ得ると共に、第２発光体からの離間距離が長く設定さ
れた第２導光部においては、該第２発光体からの光の照射範囲が拡がることで、比較的大
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きく形成した第２発光部の全体を発光させ得る。このように、第１導光部および第２導光
部と、夫々に対応する発光体との離間距離に合わせて第１発光部および第２発光部を形成
することで、効果的な発光を実現することができる。
【００１０】
　請求項３に係る発明では、前記第２導光部(135)と第２発光体(92b)との間に、遊技球が
通過する光透過性の球通路(111)が設けられ、該球通路(111)を挟んで第２発光体(92b)の
光照射方向に対向するよう第２導光部(135)が配置されたことを要旨とする。
【００１１】
　請求項３の発明によれば、球通路を光透過性に形成して、該球通路の後方に発光体を配
設することで、当該球通路を透過した光を前方へ照射することができ、球通路の前側に発
光体を配設困難な場合でも、発光による装飾や演出を実現し得ると共に、発光部が過剰な
明るさで明輝されるのを防止できる。
【００１２】
　請求項４に係る発明では、前記第１発光部(132)および第２発光部(134)は、対応する前
記第１導光部(133)および第２導光部(135)の中心線に対応した位置で突出すると共に、該
第１発光部(132)および第２発光部(134)の延出端部へ向かうにつれて前記第１発光体(92a
)および第２発光体(92b)の配設側に近接するよう傾斜するよう形成されて、該第１発光部
(132)および第２発光部(134)の前面が光拡散部(132a,134a)を構成し、前記第１導光部(13
3)および第２導光部(135)を透過した光を、対応の第１発光部(132)および第２発光部(134
)の延出端部側へ反射するよう構成されたことを要旨とする。
【００１３】
　請求項４の発明によれば、第１導光部および第２導光部を透過した光を対応の発光部の
延出端部側へ反射することができ、各発光部全体を発光させ得る。
【００１４】
　請求項５に係る発明では、前記第１発光部(132)および第２発光部(134)は、前記第１導
光部(133)および第２導光部(135)の中心線に交差する方向に放射状に形成されると共に、
該第１導光部(133)および第２導光部(135)の中心線上に対応の第１発光体(92a)および第
２発光体(92b)が位置するよう構成されたことを要旨とする。
【００１５】
　請求項５の発明によれば、複雑な形状の発光部を１つの発光体で発光させ得る。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係る遊技機によれば、発光体を略同一面上に配設した発光装置での装飾性を向
上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例に係るパチンコ機を示す正面図である。
【図２】実施例に係る遊技盤を示す正面図である。
【図３】実施例に係る遊技盤と設置部材とを分解して示す分解斜視図である。
【図４】実施例に係る枠状装飾体に設けた第２の特別入賞装置と、特別入賞球排出通路の
関係を背面から視た状態で示す分解斜視図である。
【図５】実施例に係る入賞口形成部材を示す正面図である。
【図６】実施例に係る入賞口形成部材を示す斜視図であって、(a)は正面側から視た状態
を示し、(b)は背面側から視た状態を示す。
【図７】実施例に係る発光装飾部を正面側から視た状態で示す分解斜視図である。
【図８】実施例に係る取着部材と、装飾透過体とを背面側から視た状態で示す分解斜視図
である。
【図９】実施例に係る発光装飾部の異形導光部と発光部とを拡大して示す斜視図である。
【図１０】図５におけるＡ－Ａ線断面図である。
【図１１】実施例に係る装飾透過体と普通入賞球排出通路部材との関係を示す図５のＢ－
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Ｂ線での断面図である。
【図１２】実施例に係る遊技状態表示器の点灯表示部を正面側から視た状態で示す分解斜
視図である。
【図１３】実施例に係る遊技状態表示器の点灯表示部を背面側から視た状態で示す分解斜
視図である。
【図１４】実施例に係る遊技状態表示器を取り付けた遊技盤を、図５のＣ－Ｃ線で破断し
た断面図である。
【図１５】実施例に係る下部演出装置の要部を示す分解斜視図である。
【図１６】実施例に係る設置部材の左下部位置の拡大図であって、下部演出装置、側部発
光装置および普通入賞球排出通路部材の関係を示す。
【図１７】図１６において普通入賞球排出通路部材を省略した状態を示す設置部材の要部
の拡大図である。
【図１８】実施例に係る下部演出装置、側部発光装置および普通入賞球排出通路部材の関
係を、第２の装飾カバー体を取り外した状態で示す正面図である。
【図１９】実施例に係る下部演出装置の左側板部側を示す拡大図であって、特別入賞球排
出通路の第２通路、第１発光部および第２発光部の相互の位置関係を示す。
【図２０】実施例に係る側部発光装置を示す分解斜視図である。
【図２１】実施例に係る普通入賞球排出通路部材を示す斜視図であって、(a)は正面側か
ら視た状態を示し、(b)は背面側から視た状態を示す。
【図２２】実施例に係る普通入賞球排出通路部材を正面側から視た状態で示す分解斜視図
である。
【図２３】実施例に係る普通入賞球排出通路部材を背面側から視た状態で示す分解斜視図
である。
【図２４】実施例に係る普通入賞球排出通路部材における通路本体と、第１ＬＥＤ基板と
の関係を示す正面図である。
【図２５】実施例に係る装飾導光部材を示す斜視図である。
【図２６】図１６におけるＤ－Ｄ線での断面図である。
【図２７】図１６におけるＥ－Ｅ線での断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、本発明に係る遊技機につき、好適な実施例を挙げて、添付図面を参照しながら以
下詳細に説明する。なお、遊技機としては、一般的なパチンコ機１０を例にして説明する
。また、以下の説明において、「前」、「後」、「左」、「右」とは、特に断りのない限
り、図１に示すようにパチンコ機１０を前側(遊技者側)から見た状態で指称する。
【実施例】
【００１９】
(パチンコ機１０について)
　実施例に係るパチンコ機１０は、図１に示すように、前後に開口する矩形枠状に形成さ
れて遊技店の図示しない設置枠台に縦置き姿勢で設置される固定枠としての外枠１１の開
口前面側に、遊技盤２０を着脱可能に保持する本体枠としての中枠１２が開閉および着脱
可能に組み付けられて、該遊技盤２０の裏側に、所定条件の成立(後述する始動入賞装置
３０の第１始動入賞口３１または第２始動入賞口３２へのパチンコ球の入賞)を契機とし
て演出用の図柄(以下演出図柄という)を変動表示させて図柄変動演出を行う図柄表示装置
１８が着脱可能に配設されている。また、前記中枠１２の前面側には、前記遊技盤２０を
透視保護するガラス板や透明な合成樹脂材により形成された透視保護板(図示せず)で前後
に開口する窓部を覆うよう構成された装飾枠としての前枠１３が開閉可能に組み付けられ
ると共に、該前枠１３の下方にパチンコ球を貯留する下球受け皿１５が開閉可能に組み付
けられる。なお、実施例では、前記前枠１３の下部位置に、パチンコ球を貯留する上球受
け皿１４が一体的に組み付けられており、前枠１３の開閉に合わせて上球受け皿１４も一
体的に開閉するよう構成される。
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【００２０】
　また、前記中枠１２の右下方位置には、該中枠１２に配設された打球発射装置(図示せ
ず)を作動する操作ハンドル１７が設けられており、該操作ハンドル１７の操作により打
球発射装置が作動されることで、前記上球受け皿１４に貯留されたパチンコ球が前記遊技
盤２０に向けて発射されるようになっている。なお、実施例では、前記図柄表示装置１８
としては、各種図柄を表示可能な液晶パネルを収容ケースに収容した液晶表示装置が採用
されるが、これに限られるものではなく、ドラム式の図柄表示装置１８やドットマトリッ
クス式の図柄表示装置１８等の各種図柄を停止および変動表示可能な従来公知の各種の表
示装置を採用し得る。また、前記上球受け皿１４は、前記前枠１３と別体に形成して中枠
１２に対して開閉可能に組み付けるようにしてもよい。
【００２１】
(遊技盤２０について)
　前記遊技盤２０は、図２、図３に示すように、略矩形状に形成されたアクリルやポリカ
ーボネート等の透明な合成樹脂材で形成された透明板からなり、遊技盤２０の裏面側に配
設された設置部材８１に、前記図柄表示装置１８が着脱可能に組み付けられている。前記
遊技盤２０の前面には、略円形状に湾曲形成した案内レール２１が配設されており、該案
内レール２１により画成される略円形の遊技領域２０ａに、前記中枠１２に配設された図
示しない打球発射装置から発射されたパチンコ球が打ち出されることで遊技が行なわれる
ようになっている。また、前記遊技盤２０には、ルーター加工等の孔空け加工により前後
に貫通する複数(実施例では３つ)の装着口２２ａ,２２ｂ,２２ｃが開設されて、各装着口
２２ａ,２２ｂ,２２ｃに対して各種の遊技盤設置部品(具体的には後述する枠状装飾体４
０、始動入賞装置３０、特別入賞装置３５,４５、入賞口形成部材５０等)が前側から取り
付けられると共に、遊技領域２０ａの最下部位置には、該遊技領域２０ａに打ち出された
パチンコ球を排出するアウト口２３が開設されている。なお、前記装着口２２ａ,２２ｂ,
２２ｃの形成数は、遊技盤２０に取り付けられる各種遊技盤設置部品の個数や配設位置等
により必要に応じて適宜変更される。
【００２２】
　ここで、実施例の前記遊技盤２０には、図３に示すように、前記案内レール２１で囲ま
れた遊技領域２０ａの略中央の大部分が開口する第１装着口２２ａに、前後に開口する表
示窓口４０ａが形成された枠状装飾体４０が取り付けられ、該枠状装飾体４０の表示窓口
４０ａを介して図柄表示装置１８の表示面が遊技盤２０の前面側に臨むよう構成されてい
る。また、前記遊技盤２０における枠状装飾体４０(第１装着口２２ａ)の下方位置には、
遊技領域２０ａの左右幅方向の略中央に第２装着口２２ｂが開設されており、該第２装着
口２２ｂに、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な第１および第２始動入賞
口３１,３２を有する始動入賞装置３０および第１の特別入賞装置３５が取り付けられて
いる。そして、前記遊技盤２０における枠状装飾体４０(第２装着口２２ｂ)の左側方に第
３装着口２２ｃが開設されて、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な普通入
賞口５３を有する入賞口形成部材５０が取り付けられている。なお、実施例の枠状装飾体
４０には、第２の特別入賞装置４５が配設されている。
【００２３】
(始動入賞装置３０について)
　図２に示すように、前記始動入賞装置３０は、前記遊技盤２０の遊技領域２０ａを流下
するパチンコ球が入賞可能な上方に開口する第１始動入賞口３１と、該第１始動入賞口３
１の下方に設けられて、遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な第２始動入賞
口３２(図２参照)とを備えている。前記第２始動入賞口３２を挟む左右位置には、相互に
近接および離間するよう揺動可能な一対の開閉部材３３が設けられており、駆動手段とし
ての図示しないソレノイドの駆動に伴って一対の開閉部材３３が揺動変位して、前記第２
始動入賞口３２が開閉するよう構成される。ここで、前記始動入賞装置３０のソレノイド
は制御装置に配線接続されて、所定の開閉条件に従ってソレノイドが制御装置により駆動
制御される。
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【００２４】
　また、前記始動入賞装置３０は、前記第１始動入賞口３１または第２始動入賞口３２に
入賞したパチンコ球を検出する始動入賞球検出センサ(図示せず)が設けられている。前記
始動入賞球検出センサは、前記制御装置に配線接続されており、始動入賞球検出センサか
ら制御装置への入賞検出信号の入力に伴って所定数の賞球が払い出されると共に、前記制
御装置において大当り抽選(後述)が行われて、該大当り抽選の結果に基づいて前記図柄表
示装置１８の図柄変動演出が実行されるようになっている。そして、前記図柄表示装置１
８での図柄変動演出の結果、該図柄表示装置１８に所定の組み合わせ(例えば同一図柄の
３つ揃い等)で演出図柄が停止表示されることで所謂大当りが発生し、大当りの発生に伴
って前記第１の特別入賞装置３５または第２の特別入賞装置４５を所定の開放条件で開放
して多数の賞球を獲得し得る機会が与えられるよう構成されている。また、前記始動入賞
球検出センサは、始動入賞口３１,３２毎に設けて入賞球を個別に検出してもよいし、各
始動入賞口３１,３２に入賞したパチンコ球を１つのセンサで検出するよう構成してもよ
い。すなわち、実施例に係るパチンコ機１０では、「大当り」の発生時に開放可能な２つ
の特別入賞装置３５,４５が配設されており、「大当り」の発生条件に応じて、第１の特
別入賞装置３５および第２の特別入賞装置４５の何れかの入賞口が開放される。
【００２５】
(第１の特別入賞装置３５について)
　前記第１の特別入賞装置３５は、図２に示すように、遊技領域２０ａに開口する第１の
特別入賞口(図示せず)を開閉自在に閉成する開閉扉３７を備えており、駆動手段としての
図示しない第２ソレノイドの駆動に伴って開閉扉３７が揺動変位することで第１の特別入
賞口が開閉するようよう構成されている。また、前記第１の特別入賞装置３５は、前記第
１の特別入賞口に入賞したパチンコ球を検出する第１の特別入賞球検出センサ(図示せず)
が設けられている。前記第１の特別入賞球検出センサは、前記制御装置に配線接続されて
おり、該第１の特別入賞球検出センサから制御装置への入賞検出信号の入力に伴って所定
数の賞球が払い出されるようになっている。
【００２６】
(枠状装飾体４０について)
　前記枠状装飾体４０は、図２、図３に示すように、前記第１装着口２２ａに沿って延在
する環状に形成されて、内側に前後に開口する前記表示窓口４０ａを画成している。また
、前記枠状装飾体４０には、上縁部から左右両縁部に亘り、遊技盤２０の前面より前方に
突出する庇状部４１が連続的に設けられており、前記遊技領域２０ａに打ち出されたパチ
ンコ球を庇状部４１に沿って枠状装飾体４０の左右側部へ案内することで、該パチンコ球
が表示窓口４０ａを横切って流下するのを規制している。なお、枠状装飾体４０には、前
記表示窓口４０ａの開口下縁側にステージ４２が配設されると共に、該表示窓口４０ａの
左側部に、遊技領域２０ａに開口して該遊技領域２０ａを流下するパチンコ球を取込んで
ステージ４２に案内する球導入部４３が設けられている。
【００２７】
(第２の特別入賞装置４５について)
　また、図２～図４に示すように、前記枠状装飾体４０の左上部位置には、前記図柄表示
装置１８での図柄の変動結果に応じて第２の特別入賞口(図示せず)を開閉する第２の特別
入賞装置(入賞装置)４５が設けられている。第２の特別入賞装置４５は、前記枠状装飾体
４０の上部位置に、左方向に開口するよう開設された第２の特別入賞口をフラップ状の開
閉部材４５ａにより閉鎖するよう構成されており、該開閉部材４５ａが起立することで第
２の特別入賞口が閉鎖されると共に、当該開閉部材４５ａが左方向に傾倒することで、第
２の特別入賞口が遊技領域２０ａ内に開口して遊技領域２０ａを流下するパチンコ球の入
賞を許容するようになっている。なお、前記第２の特別入賞装置４５は、前記第２の特別
入賞口に入賞したパチンコ球を検出する第２の特別入賞球検出センサ(図示せず)が設けら
れている。前記第２の特別入賞球検出センサは、前記制御装置に配線接続されており、該
第２の特別入賞球検出センサから制御装置への入賞検出信号の入力に伴って所定数の賞球
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が払い出されるようになっている。ここで、前記第２の特別入賞装置４５は、枠状装飾体
４０の左上部位置に設けられていることから、前記第１の特別入賞装置３５に較べて、遊
技領域２０ａの左上部に打ち出されたパチンコ球が入賞し易くなっている。
【００２８】
　また、前記枠状装飾体４０の裏側には、前記設置部材８１に設けられた特別入賞球排出
通路１１１(後述)に前記第２の特別入賞口を連通接続する球誘導通路４４が設けられてい
る(図４参照)。前記球誘導通路４４は、左方向へ向け前記枠状装飾体４０に沿って下方傾
斜するよう構成されて、該枠状装飾体４０の左側端部において後方へ開口する球出口４４
ａが形成されており、該球誘導通路４４の後方開口に前記特別入賞球排出通路１１１の球
入口１１２ａが連通接続するようになっている。
【００２９】
(球通過ゲート４７)
　また、図２に示すように、前記遊技盤２０には、前記枠状装飾体４０の左側部に、遊技
領域２０ａを流下するパチンコ球が通過可能な球通過ゲート４７が設けられている。この
球通過ゲート４７には通過球検出センサ(図示せず)が配設されており、該球通過ゲート４
７を通過するパチンコ球を通過球検出センサで検出するよう構成されている。前記通過球
検出センサは、パチンコ機１０の裏側に配設された制御装置に配線接続されており、該通
過球検出センサから制御装置への球検出信号の入力に伴って始動口開放抽選が行われるよ
うになっている。
【００３０】
(制御装置について)
　ここで、実施例に係るパチンコ機１０の裏側(中枠１２や遊技盤２０の裏側)に配設され
た前記制御装置には、前記大当りの発生確率(大当り確率)および前記第２始動入賞口３２
への入賞確率(開閉条件)を特定する遊技状態が複数種類(実施例では通常状態、確変状態
、時短状態の３種類の遊技状態)設定されている。前記通常状態は、パチンコ機１０にお
いて通常行われる遊技の状態であって、大当りの発生確率および前記始動入賞装置３０の
第２始動入賞口３２への入賞確率が最も低く設定された遊技状態である。また、前記確変
状態は、大当りの発生確率および前記始動入賞装置３０の第２始動入賞口３２への入賞確
率が通常状態に較べて高く設定された遊技状態である。そして、時短状態は、大当りの発
生確率が通常状態と同等に設定される一方で、始動入賞装置３０の第２始動入賞口３２へ
の入賞確率が通常状態に較べて高く設定された遊技状態である。
【００３１】
　前記制御装置は、前記始動入賞球検出センサからパチンコ球の検出信号の入力(すなわ
ち第１始動入賞口３１または第２始動入賞口３２への入賞)を契機として所定の大当り抽
選を実行するよう設定されると共に、大当り抽選により決定された設定情報に基づいて図
柄表示装置１８において図柄変動演出を行わせると共に遊技状態表示器７０(後述)を作動
するよう設定されている。ここで、前記大当り抽選は、始動入賞球検出センサからパチン
コ球の検出信号が入力された時点において、制御装置に予め設定された多数種類の乱数値
(大当り判定用)の内から１つを取得する乱数抽選が行われ、該取得した乱数値(大当り判
定用)に基づいて大当りを発生するか否かを決定する。そして、大当りを発生する旨の決
定後には、多数種類の乱数値(大当り図柄用)の内から１つを取得する大当り判定抽選が行
われて、該取得した乱数値(大当り図柄用)に基づいて図柄変動演出後の遊技状態が通常状
態、確変状態、時短状態の何れかに決定されるようになっている。
【００３２】
　また、前記制御装置は、前記通過球検出センサからのパチンコ球の検出信号の入力(す
なわち球通過ゲート４７へのパチンコ球の通過)を契機として前記始動入賞装置３０にお
ける第２始動入賞口３２を開放するか否かの始動口開放抽選が行われ、該始動口開放抽選
の結果が当選の場合に、第２始動入賞口３２を開放するよう始動入賞装置３０が駆動制御
されるようになっている。前記始動口開放抽選は、前記通過球検出センサからパチンコ球
の検出信号が入力された時点において、制御装置に予め設定された多数種類の乱数値(第
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２始動入賞口３２の開閉条件用)の内から１つを取得する乱数抽選が行われ、該乱数値毎
に定められた当選・非当選に基づいて決定することで実行される。そして、前記始動口開
放抽選の結果が当選であることを必須条件として、前記制御装置に設定された所定の開閉
条件(開放時間や開放回数等)に基づいて、該第２始動入賞口３２が開閉するようになって
いる。なお、前記通常状態における第２始動入賞口３２へのパチンコ球の入賞確率が、確
変状態や時短状態における第２始動入賞口３２へのパチンコ球の入賞確率より低くなるよ
うに、各遊技状態毎の開閉条件(開放時間や開放回数等)が設定される。
【００３３】
(入賞口形成部材５０について)
　前記入賞口形成部材５０は、図５～図８に示すように、前記遊技盤２０の前面に取着さ
れて前記第３装着口２２ｃを覆う薄板状の取着部材５１と、該取着部材５１に設けられて
第３装着口２２ｃを介して遊技盤２０後方へ延在する複数(実施例では３つ)の球受け通路
５２とを備えている。前記球受け通路５２の夫々は、前記取着部材５１の前後に貫通する
よう延在すると共に、該取着部材５１の前後において上方に開口する樋形状に形成されて
おり、各球受け通路５２における取着部材５１(遊技盤２０の前面)から前方へ突出した突
出部分の上方開口部が、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が入賞可能な普通入賞
口５３として機能している。また、前記各球受け通路５２の後端部は、前記設置部材８１
に設けられた普通入賞球排出通路部材１２０(後述)に連通接続するよう構成されており、
各普通入賞口５３に入賞したパチンコ球を対応の球受け通路５２を介して普通入賞球排出
通路部材１２０に誘導して遊技盤２０の外部に排出するよう構成されている。なお、前記
球受け通路５２の前端部には、前側被覆部材５２ａが夫々取付けられており、普通入賞口
５３に入賞したパチンコ球の前方移動を防止している。
【００３４】
(発光装飾部６０について)
　また、前記入賞口形成部材５０には、図７に示すように、発光により遊技盤２０の盤面
を装飾する発光装飾部６０が設けられている。ここで、前記発光装飾部６０は、前記取着
部材５１における前記球受け通路５２の下方位置に形成された設置孔部５５に配設された
装飾透過体６１と、該装飾透過体６１の後方に配設されたＬＥＤ基板(発光基板)１２５と
を備え、該ＬＥＤ基板１２５に設けたＬＥＤ(発光体)１２５ａ,１２５ｂを発光すること
で、装飾透過体６１に設けた発光部６６が発光するよう構成されている。なお、以下の説
明では、発光装飾部６０を構成するＬＥＤ基板を第１ＬＥＤ基板１２５と指称し、該第１
ＬＥＤ基板１２５に実装されたＬＥＤを第１装飾用ＬＥＤ１２５ａおよび第２装飾用ＬＥ
Ｄ１２５ｂと指称するものとする。
【００３５】
　前記第１ＬＥＤ基板１２５は、図７、図２２に示すように、前記普通入賞球排出通路部
材１２０の後面側に取付けられて、該第１ＬＥＤ基板１２５の前面に複数(実施例では４
つ)の第１装飾用ＬＥＤ１２５ａが実装されている。ここで、前記第１ＬＥＤ基板１２５
に実装された第１装飾用ＬＥＤ１２５ａの内の複数(実施例では２つ)が、前記普通入賞球
排出通路部材１２０の縦排出通路(球通路)１２２または横排出通路(球通路)１２３の後方
に位置しており(図２４参照)、該縦排出通路１２２または横排出通路１２３を透過した光
が前記装飾透過体６１へ照射されるようになっている。すなわち、前記発光装飾部６０で
は、前記普通入賞球排出通路部材１２０の後方に設けられたＬＥＤが、該球通路１２２,
１２３へ光を照射するよう構成されている。
【００３６】
　前記装飾透過体６１は、図７、図８に示すように、前記設置孔部５５に嵌合する前側装
飾体６２と、該前側装飾体６２の後端部に取付けられる蓋部材６３とからなり、該設置孔
部５５に対して後方から嵌合させた状態で装飾透過体６１(蓋部材６３)を取着部材５１に
ネジ止めするよう構成されている。ここで、前記前側装飾体６２は後方へ開口する箱状に
形成されると共に、該前側装飾体６２の後方開口が前記蓋部材６３で塞がれており、該前
側装飾体６２および蓋部材６３を取着部材５１に取付けた際に、装飾透過体６１内に空間
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６１ａが画成されるようになっている。また、前記前側装飾体６２および蓋部材６３の夫
々は、全体が光透過性の合成樹脂材により形成されている。
【００３７】
　そして、図７～図１１に示すように、前記装飾透過体６１の後面(蓋部材６３の後面)に
複数(実施例では４つ)の凸レンズ部６４が形成されると共に、該装飾透過体６１の空間６
１ａ内部(蓋部材６３の前面)において各凸レンズ部６４と対応する位置に、前後に延在す
る異形導光部(導光部)６５が形成されている。ここで、前記凸レンズ部６４は、前記第１
ＬＥＤ基板１２５に設けた第１装飾用ＬＥＤ１２５ａの光照射方向前方に位置するよう設
けられており、前記普通入賞球排出通路部材１２０を挟んで該第１装飾用ＬＥＤ１２５ａ
の光照射方向に凸レンズ部６４が対向するようになっている。すなわち、前記第１装飾用
ＬＥＤ１２５ａから照射されて前記普通入賞球排出通路部材１２０を透過した光が、対応
する凸レンズ部６４で集光されて、該凸レンズ部６４の前側に位置する異形導光部６５に
導かれるようになっている。言い換えると、前記普通入賞球排出通路部材１２０を挟んで
位置するＬＥＤの光を、凸レンズ部６４で効率的に異形導光部６５へ導くよう構成されて
いる。
【００３８】
　そして、前記異形導光部６５は、図７、図９に示すように、各対応の凸レンズ部６４の
前側において第１ＬＥＤ基板１２５に設けた第１装飾用ＬＥＤ１２５ａの光照射方向に延
在している。ここで、前記異形導光部６５は、前記凸レンズ部６４の中心点から凸レンズ
部６４の外周方向へ向けて放射状に延在する複数の突片から構成されると共に、当該異形
導光部６５の前端部が前記前側装飾体６２の前面裏側(空間６１ａ側の内面)に当接するよ
う構成されている(図１０、図１１参照)。すなわち、前記異形導光部６５における突片が
収束する中心位置は、前記凸レンズ部６４の中心点と前後に整列しており、該異形導光部
６５の中心線上に凸レンズ部６４の中心点が位置している。また、前記異形導光部６５(
各突片)の前端面を除く外面には、光反射加工が施されており、前記凸レンズ部６４で収
束されて異形導光部６５を透過した光が、異形導光部６５(突片)の外部に漏れ出るのを抑
制して、当該異形導光部６５の前端部から前方へ照射されるようになっている。なお、実
施例では、前記異形導光部６５の外面に多数の微小な凹凸が形成されており、異形導光部
６５を透過した光が異形導光部６５の内部で拡散・反射することにより外部への光の漏出
を抑制している。また、前記異形導光部６５の突片の夫々は、前記中心位置から放射状に
延出した延出端部に近づくにつれて徐々に先細り形状となる傾斜形状に形成されており、
該異形導光部６５内に導かれた光を内部で乱反射させるよう構成されている。すなわち、
前記異形導光部６５の内部で光が乱反射することで、該異形導光部６５を透過した光が前
端部全体から略均一な明るさで発光部６６に照射されるようになっている。なお、実施例
の異形導光部６５は、断面十字状となるよう４つの突片が放射状に設けられている。
【００３９】
　前記前側装飾体６２の前面には、図７～図９に示すように、前記各異形導光部６５の前
側端部に対応する位置に、該異形導光部６５の断面形状に略整合する形状の発光部６６が
設けられている。すなわち、実施例の発光部６６は、正面から見た状態で十字状に形成さ
れている。また、前記各発光部６６は、対応の異形導光部６５の中心線に対応する位置で
前方へ突出すると共に、前記凸レンズ部６４の外周方向へ向かうにつれて該凸レンズ部６
４側に近接するよう傾斜形成されている(図１１参照)。すなわち、前記各発光部６６には
、前記異形導光部６５を透過した光を反射・拡散する光拡散面(光拡散部)６６ａが形成さ
れており、前記異形導光部６５を透過して発光部６６に入射した光が光拡散面６６ａで反
射・拡散することで、当該発光部６６が全体的に略均一の明るさで発光するよう構成され
ている。
【００４０】
(遊技状態表示器７０)
　また、前記入賞口形成部材５０の取着部材５１には、図５、図１２～図１４に示すよう
に、大当り抽選によって決定された図柄変動演出後の遊技状態を表示する遊技状態表示器
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７０を構成する点灯表示部７１が設けられている。前記点灯表示部７１は、前記取着部材
５１に配設され、前後方向に延在する複数の棒状導光部７４,７５を有する表示導光部材
７２と、点灯部としての貫通孔７６ａ,７７ａが前後に貫通するよう複数設けられ、各貫
通孔７６ａ,７７ａに表示導光部材７２の棒状導光部７４,７５が夫々対応的に嵌入する区
画部材７６,７７とを備え、前記設置部材８１に配設された表示用ＬＥＤ基板１０３(後述
)の表示用ＬＥＤ１０３ａからの光が、棒状導光部７４,７５の後端部に照射されるように
なっている。すなわち、実施例のパチンコ機１０では、前記遊技盤２０(入賞口形成部材
５０)に配設された点灯表示部７１と前記設置部材８１に配設された表示用ＬＥＤ基板１
０３とから遊技状態表示器７０が構成されており、遊技盤２０と設置部材８１とを組付け
た状態で、表示用ＬＥＤ基板１０３の各表示用ＬＥＤ１０３ａが前記区画部材７６,７７
の対応する各貫通孔７６ａ,７７ａの開口後端部に臨むと共に、各表示用ＬＥＤ１０３ａ
が棒状導光部７４,７５の後端部に対向するようになっている(図１４参照)。このように
、前記入賞口形成部材５０の取着部材５１は、前記遊技状態表示器７０の点灯表示部７１
を遊技盤２０に固定する固定部材としての機能を具有している。なお、前記区画部材７６
,７７は、非光透過性の合成樹脂材等により形成されており、前記各貫通孔７６ａ,７７ａ
(棒状導光部７４,７５)を透過した光が別の貫通孔７６ａ,７７ａ(棒状導光部７４,７５)
へ入り込まないようになっている。
【００４１】
　ここで、前記表示用ＬＥＤ１０３ａは、前記始動入賞装置３０における第１始動入賞口
３１または第２始動入賞口３２へのパチンコ球の入賞を契機として行なわれた大当り抽選
の結果に基づいて、各ＬＥＤが所定パターンで点灯・消灯する点滅変動が行われ、所定時
間経過後に確定的に点灯された表示用ＬＥＤ１０３ａの点灯パターン(点灯・消灯位置)を
把握することで、大当りの発生の有無や、図柄変動後の遊技状態を識別し得るようになっ
ている。すなわち、遊技状態表示器７０では、前記制御装置で決定された図柄変動演出後
の遊技状態に応じた点灯パターン(点灯位置)で表示用ＬＥＤ１０３ａが発光され、点灯部
としての貫通孔７６ａ,７７ａ(棒状導光部７４,７５)の点灯パターンにより遊技状態を表
示するようになっている。なお、前記表示用ＬＥＤ１０３ａは、前記図柄表示装置１８で
の図柄変動演出の完了と同時または完了以降のタイミングで、図柄変動演出後の遊技状態
に応じた点灯パターンで確定的に点灯するよう構成される。
【００４２】
(表示導光部材７２について)
　前記表示導光部材７２は、図１２、図１３に示すように、前記取着部材５１の前面に当
接する平板部７３の前面から複数の前側棒状導光部７４が前方へ突出するよう形成される
と共に、該平板部７３の後面から複数の後側棒状導光部７５が後方へ突出するよう形成さ
れている。前記前側棒状導光部７４および後側棒状導光部７５は、前後に整列する位置に
夫々形成されており、後側棒状導光部７５に入射した光が該後側棒状導光部７５および対
応の前側棒状導光部７４の夫々を透過して、前側棒状導光部７４の前端部から前方へ照射
されるようになっている。そして、前記取着部材５１には、前記後側棒状導光部７５と対
応した位置に、前後に貫通する嵌合孔５６が夫々形成されており、該後側棒状導光部７５
が取着部材５１を貫通するよう嵌合孔５６に前側から挿入されている。また、前記前側棒
状導光部７４の夫々は、前端部(突出端部)に向かうにつれて僅かに縮径するよう形成され
ると共に、前記後側棒状導光部７５の夫々は、後端部(突出端部)に向かうにつれて僅かに
縮径するよう形成されており、前記表示用ＬＥＤ１０３ａから後側棒状導光部７５の後端
部に照射される光を集光して、少ない光量で点灯表示部７１(遊技状態表示器７０)の点灯
部(貫通孔７６ａ,７７ａ)を点灯させるようになっている。
【００４３】
(区画部材について)
　前記区画部材７６,７７は、図１２、図１３に示すように、前記表示導光部材７２の各
前側棒状導光部７４が対応的に嵌入する前側貫通孔７６ａが形成されたブロック状の前側
区画部材７６と、前記各後側棒状導光部７５が対応的に嵌入する後側貫通孔７７ａが形成
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されたブロック状の後側区画部材７７とから構成されている。また、前記前側区画部材７
６の前面および外周を囲繞するカバー部材７８を備えており、各前側棒状導光部７４を対
応の前側貫通孔７６ａに嵌入した前側区画部材７６および各後側棒状導光部７５を対応の
後側貫通孔７７ａに嵌入した後側区画部材７７の夫々を前記取着部材５１に取付けるよう
になっている。ここで、前記取着部材５１の前面には、前記前側区画部材７６の前面およ
び外周側面全体を囲うカバー部材７８が配設されており、該カバー部材７８を取着部材５
１にネジ止めすることで、前記表示導光部材７２の平板部７３および前側区画部材７６が
カバー部材７８と取着部材５１との間に挟持固定されるようになっている。なお、前記カ
バー部材７８の前面には、前記前側区画部材７６の前側貫通孔７６ａ(すなわち前側棒状
導光部７４)と前後に整列する位置に、光透過孔７８ａが形成されており、前側棒状導光
部７４を透過した光が遊技盤２０の前方へ照射されるようになっている。
【００４４】
　また、前記前側区画部材７６とカバー部材７８との間には、図１２～図１４に示すよう
に、該区画部材７６の前面全体を覆う光透過性の透過板７９が介装されており、カバー部
材７８の光透過孔７８ａを介して前側区画部材７６や前側棒状導光部７４が直接視認され
るのを防止している。前記透過板７９には、前記カバー部材７８の光透過孔７８ａと対応
する位置に、前方へ突出する嵌合突部７９ａが形成されると共に、該嵌合突部７９ａの裏
側(前側区画部材７６側)に、前側区画部材７６の前側貫通孔７６ａに開口する凹部７９ｂ
が形成されている。すなわち、前側区画部材７６の前側貫通孔７６ａに嵌入した前記前側
棒状導光部７４を透過した光が、前記透過板７９の凹部７９ｂで拡散されることで、前記
カバー部材７８における対応の光透過孔７８ａが均一に明輝するよう構成される。
【００４５】
　前記後側区画部材７７は、前記取着部材５１の嵌合孔５６に貫通した後側棒状導光部７
５を対応の後側貫通孔７７ａに挿入した状態で、該取着部材５１の裏側にネジ止めされて
いる(図１２参照)。すなわち、前記遊技盤２０に形成された前記第３装着口２２ｃの開口
内側に、前記取着部材５１に固定された後側区画部材７７が収容されるようになっている
。このとき、前記遊技盤２０の後面と、前記後側区画部材７７の後面とが略同一面上に位
置するよう構成されている。また、前記設置部材８１に配設される表示用ＬＥＤ基板１０
３は、該設置部材８１の開口前面側に位置するよう設置されており、該表示用ＬＥＤ基板
１０３に設けた各表示用ＬＥＤ１０３ａの先端部が前記後側区画部材７７の各後側貫通孔
７７ａの開口後端部に嵌り込むよう臨んで、各表示用ＬＥＤ１０３ａが後側棒状導光部７
５の後端部に対向するようになっている(図１４参照)。すなわち、前記表示用ＬＥＤ１０
３ａを点灯した際には、該表示用ＬＥＤ１０３ａに対応した後側棒状導光部７５に対して
光が集中的に照射されて、隣接する他の後側棒状導光部７５へ光が至るのを防止している
。すなわち、前記表示導光部材７２に設けられた前記前側棒状導光部７４および後側棒状
導光部７５の夫々が前記前側区画部材７６および後側区画部材７７により個別に仕切られ
、表示用ＬＥＤ１０３ａの光が対応の後側棒状導光部７５の後端部へ個別に照射されるこ
とで個別に明確に点灯させるようになっている。
【００４６】
(設置部材８１について)
　次に、前記設置部材８１に関して説明する。前記設置部材８１は、前記遊技盤２０に対
向する略矩形状の対向面部８２(図１４参照)と、該対向面部８２の外周縁部から前方に突
出する上下左右の画壁部８３とから前方に開口する箱状に形成されて、該画壁部８３の開
口前端部を遊技盤２０の裏面に当接させた状態で、設置部材８１が遊技盤２０にネジ固定
される。なお、上面の画壁部８３および右側面の画壁部８３を図３に示し、図１４に左側
面の画壁部を図示する。また、下面をなす画壁部については図示省略してある。そして、
前記設置部材８１において前記遊技盤２０との間に画成される空間に、各演出装置８７,
８８,９０や発光装置１００等の遊技部品が設置されて、設置部材８１を基材とする単一
のユニットとして扱い得るようになっている。また、前記設置部材８１の対向面部８２に
は、前記枠状装飾体４０の表示窓口４０ａと前後に整列する位置に、略矩形状の表示開口
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部８１ａが前後に開口するよう開設されると共に、該対向面部８２の裏側に前記図柄表示
装置１８が着脱自在に取り付けられて、該表示開口部８１ａおよび表示窓口４０ａを介し
て図柄表示装置１８の表示部が遊技盤２０の前側に臨むようになっている。
【００４７】
　なお、前記対向面部８２における表示開口部８１ａの下方位置に下部演出装置９０が配
設され、該表示開口部８１ａの左側方位置に左側演出装置８７が配設され、当該表示開口
部８１ａの右側方位置に右側演出装置８８が配設されている(図３参照)。また、前記設置
部材８１には、前記左側演出装置８７の前方に側部発光装置１００を配設してある(図３
参照)。なお、前記側部発光装置１００の前面は、前記設置部材８１の開口前端面と略一
致するよう構成されている。また、前記設置部材８１には、前記表示開口部８１ａの下方
位置に、前記第２装着口２２ｂに取付けられた前記始動入賞装置３０が収容される収容凹
部８１ｂが前方へ開口するよう形成されている。
【００４８】
(下部演出装置９０について)
　図３、図１５に示すように、前記下部演出装置９０は、前記設置部材８１の対向面部８
２に取付けられる取付ベース体９１と、該取付ベース体９１の後面に配設されるＬＥＤ基
板(以下、第２ＬＥＤ基板９２という)と、当該取付ベース体９１の前面に配設される第１
の装飾カバー体９３とを備えており、該第１の装飾カバー体９３が取付ベース体９１の略
全面を覆うよう構成されている。なお、前記取付ベース体９１の上部位置には、前記第１
の装飾カバー体９３の上縁部から露出する複数の回転可動体９４が配設されており、図示
しない駆動モータの駆動により各回転可動体９４が連動して回転動作するようになってい
る。また、前記回転可動体９４は、前記設置部材８１の表示開口部８１ａの開口下縁部に
沿って横並びに配置されて、前記枠状装飾体４０に設けたステージ４２の後方に位置する
よう構成してある。ここで、前記取付ベース体９１は、前記遊技盤２０に配設された始動
入賞装置３０を収容する前記収容凹部８１ｂの上部から左右両側部に亘り連続的に延在す
ると共に、対向面部８２に対向する平板状に形成されており、該取付ベース体９１におけ
る平板状部分の後面側に前記第２ＬＥＤ基板９２が配設されている(図１５、図２６、図
２７参照)。図１５～図１７には、前記下部演出装置９０における前記収容凹部８１ｂの
左側部分のみを図示してある。そして、以下の説明では、前記取付ベース体９１における
前記収容凹部８１ｂの左側部側を特に左側板部９１ａと指称するものとする。
【００４９】
　ここで、図１５に示すように、前記取付ベース体９１における左側板部９１ａには、該
取付ベース体９１の前後に貫通する貫通孔９５ａ,９６ａが形成された円筒状の筒状部９
５,９６が形成されている。具体的には、前記取付ベース体９１には、前記左側板部９１
ａの左上部位置に設けられ、前記特別入賞球排出通路１１１の外方(具体的には、後述す
る第２通路部１１３の上側傾斜通路１１４の上方)に離間して位置する上側筒状部９５と
、該上側筒状部９５の右下方位置に設けられ、該特別入賞球排出通路１１１の外方(具体
的には、第２通路部１１３の縦通路１１５の右側方)に離間して位置する下側筒状部９６
とが設けられている。すなわち、前記上側筒状部９５および下側筒状部９６の夫々は、前
記特別入賞球排出通路１１１と前後に重ならない位置に形成されている。そして、図１５
、図２６に示すように、前記上側筒状部９５および下側筒状部９６の貫通孔９５ａ,９６
ａの開口後方に、前記取付ベース体９１の後面に取付けられた前記第２ＬＥＤ基板９２の
演出用ＬＥＤ９２ａが夫々臨んでおり、該演出用ＬＥＤ９２ａからの光が対応の貫通孔９
５ａ,９６ａを介して取付ベース体９１の前方へ照射されるようになっている。
【００５０】
　また、前記第１の装飾カバー体９３には、前記上側筒状部９５および下側筒状部９６の
各貫通孔９５ａ,９６ａと前後に整列する位置に、前後に貫通する通孔９３ａが形成され
ており(図１５，図１９参照)、上側筒状部９５および下側筒状部９６の各貫通孔９５ａ,
９６ａを透過した光が第１の装飾カバー体９３の前方へ照射される。なお、前記取付ベー
ス体９１および第１の装飾カバー体９３は、光透過性の有色合成樹脂材により形成されて
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おり、前記上側筒状部９５および下側筒状部９６の内部に照射された光の一部が、上側筒
状部９５および下側筒状部９６の壁部を透過して第１の装飾カバー体９３の内面へ照射さ
れて、該第１の装飾カバー体９３を透過した光が後述する装飾導光部材１３０の第１発光
部１３２に対して広範囲に照射されるようになっている。
【００５１】
　また、前記取付ベース体９１の左側板部９１ａには、図１５、図１９に示すように、前
記上側筒状部９５および下側筒状部９６の間に、前後に貫通する通孔９１ｂが開設されて
おり、該通孔９１ｂが前記特別入賞球排出通路１１１(具体的には、第２通路部１１３の
縦通路１１５)の後方に重なるよう形成されている。なお、前記左側板部９１ａの通孔９
１ｂは、上下および左右に離間する２箇所に形成してある。そして、前記左側板部９１ａ
に形成された通孔９１ｂの開口後方に、前記取付ベース体９１の後面に取付けられた前記
第２ＬＥＤ基板９２の演出用ＬＥＤ９２ｂが臨んでおり(図１９，図２７参照)、該演出用
ＬＥＤ９２ｂからの光が対応の通孔９１ｂを介して取付ベース体９１の前方へ照射される
ようになっている。ここで、前記第１の装飾カバー体９３は、前記左側板部９１ａに形成
された通孔９１ｂに前後に重なる前記特別入賞球排出通路１１１(第２通路部１１３の縦
通路１１５)に沿って切り欠いたように形成されており、該左側板部９１ａの通孔９１ｂ
を透過した光が特別入賞球排出通路１１１(第２通路部１１３の縦通路１１５)に対して直
接照射されるようになっている。なお、以下の説明では、前記上側筒状部９５および下側
筒状部９６に対応した演出用ＬＥＤを第１演出用ＬＥＤ９２ａと指称し、左側板部９１ａ
の通孔９１ｂに対応した演出用ＬＥＤを第２演出用ＬＥＤ９２ｂと指称するものとする。
【００５２】
(側部発光装置１００について)
　前記側部発光装置１００は、図４、図２０に示すように、前記設置部材８１に配設され
る非光透過性の合成樹脂製の基板ケース１０１と、該基板ケース１０１に配設され前面に
複数のＬＥＤ(発光体)１０２ａ,１０３ａを実装したＬＥＤ基板１０２,１０３と、当該基
板ケース１０１の前側に取付けられる装飾板１０８とから構成されている。ここで、前記
基板ケース１０１には、発光演出用のＬＥＤ基板(以下、第３ＬＥＤ基板１０２という)と
、前記遊技状態を表示する遊技状態表示用のＬＥＤ基板(以下、表示用ＬＥＤ基板１０３
という)とが設置されている。なお、前記基板ケース１０１は、前方に向けて対向面部８
２に突設された突出部(図示せず)の前端にネジ止め固定されており、該本体板１０５(基
板ケース１０１)の裏面が対向面部８２から前側に離間して、該基板ケース１０１と対向
面部８２との間に、前記左側演出装置８７が設置されている。
【００５３】
　前記基板ケース１０１は、図２０に示すように、平板状の本体板１０５の外周縁から外
周壁１０６が前方へ突出した前方に開口する箱状に形成されると共に、該基板ケース１０
１の下部位置に、基板ケース１０１の内部空間を横切るよう左右に延在する区画壁１０７
が前方へ突出するよう形成されており、当該基板ケース１０１の内部空間が区画壁１０７
により上下に区画されている。そして、前記基板ケース１０１における前記区画壁１０７
で区切られた上側の領域に、前記第３ＬＥＤ基板１０２がネジ止めされると共に、該区画
壁１０７で区切られた下側の領域に、前記表示用ＬＥＤ基板１０３がネジ止めされている
。ここで、前記基板ケース１０１における前記区画壁１０７で区切られた下側の領域は、
前記遊技盤２０に設けられた前記点灯表示部７１の後方に位置するようになっている。
【００５４】
　なお、前記基板ケース１０１において前記外周壁１０６および区画壁１０７で画成され
る上側の領域は、光透過性の合成樹脂材から形成された装飾板１０８が配設されて、前記
第３ＬＥＤ基板１０２の前側を覆うよう構成されており、該第３ＬＥＤ基板１０２に設け
た演出用ＬＥＤ１０２ａの光により装飾板１０８が内部から照明されるようになっている
。装飾板１０８には、パチンコ機１０のモチーフとなる各種の図柄が描かれており、装飾
板１０８が裏側から照明されることによって発光による演出効果を高めている。また基板
ケース１０１は、前記演出用ＬＥＤ１０２ａから照射されて装飾板１０８で反射した光を
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反射するリフレクタとしても機能し、装飾板１０８を効率的に照明し得るようになってい
る。
【００５５】
　また、前記基板ケース１０１には、図１６、図２０に示すように、前記外周壁１０６お
よび区画壁１０７で画成される下側の領域の前側に非光透過性の遮蔽板１０９が配設され
ており、前記表示用ＬＥＤ基板１０３を遮蔽板１０９で覆うよう構成されている。前記遮
蔽板１０９には、前記表示用ＬＥＤ基板１０３の表示用ＬＥＤ１０３ａと対応する位置に
、前後に貫通する挿入孔１０９ａが開設されており、該挿入孔１０９ａにＬＥＤ１０３ａ
が個別に挿入されるよう構成されている。ここで、実施例では、前記表示用ＬＥＤ基板１
０３には、表示用ＬＥＤ１０３ａとして光の指向性が高い砲弾型のＬＥＤが採用されてお
り、前記遮蔽板１０９の挿入孔１０９ａの内部に表示用ＬＥＤ１０３ａが嵌り込むように
なっている。すなわち、前記遮蔽板１０９の挿入孔１０９ａが表示用ＬＥＤ１０３ａを区
画する遮蔽部材として機能し、前記表示用ＬＥＤ１０３ａの光指向性を更に高めて、各表
示用ＬＥＤ１０３ａを点灯した際に、対応の後側棒状導光部７５に対して個別に光を入射
させ得るようになっている。ここで、前記表示用ＬＥＤ基板１０３の表示用ＬＥＤ１０３
ａおよび前記遮蔽板１０９の挿入孔１０９ａの夫々は、前記点灯表示部７１に設けられた
前記後側棒状導光部７５の夫々と前後に整列する位置に設けられており、表示用ＬＥＤ１
０３ａからの光を後側棒状導光部７５に個別に照射し得るよう構成されている。
【００５６】
(特別入賞球排出通路１１１について)
　また、前記基板ケース１０１の裏面には、図４に示すように、前記枠状装飾体４０に設
けられた球誘導通路４４を、前記設置部材８１の下面をなす図示しない画壁部に形成され
た第１球排出口８５(図１７参照)に連通接続する特別入賞球排出通路１１１が配設されて
おり、前記第２の特別入賞装置４５に入賞したパチンコ球を、球誘導通路４４および特別
入賞球排出通路１１１を介して遊技盤２０の下方へ排出するようになっている。なお、前
記特別入賞球排出通路１１１は、前記球誘導通路４４に連通接続する第１通路部１１２と
、該第１通路部１１２の下端部および第１球排出口８５を連通接続する第２通路部１１３
とから構成されている。ここで、前記第１通路部１１２は、前記基板ケース１０１の上部
において左方向へ下方傾斜すると共に該基板ケース１０１における左側端縁(枠状装飾体
４０から離間する側端縁)に沿って上下方向に延在する逆Ｌ字状に形成されており、該第
１通路部１１２(特別入賞球排出通路１１１)の上流端部が基板ケース１０１の右側方へ突
出して前方へ開口するよう形成されている。そして、前記遊技盤２０と設置部材８１とを
組み付けた際に、前記第１通路部１１２の上流端部の前方開口が球入口１１２ａとして機
能して、前記球誘導通路４４の球出口４４ａに連通接続し、前記第２の特別入賞装置４５
に入賞したパチンコ球が第１通路部１１２(特別入賞球排出通路１１１)へ移動し得るよう
になっている(図４参照)。
【００５７】
　また、前記第１通路部１１２の下端部には、前記第２通路部１１３が連通接続しており
、該第１通路部１１２を通過したパチンコ球が第２通路部１１３に移動するよう構成され
る。ここで、前記第２通路部１１３は、図４、図１７～図２０に示すように、前記第１通
路部１１２との接続部から右方向(図４では左方向)へ下方傾斜しつつ前記普通入賞球排出
通路部材１２０の右側方まで延在すると共に、該普通入賞球排出通路部材１２０の右側部
に沿って下方へ延在して前記第１球排出口８５に接続する蛇行形状に形成されている。よ
り具体的には、前記第２通路部１１３は、前記第１通路部１１２に連通して右下方へ傾斜
する上側傾斜通路１１４と、該上側傾斜通路１１４の右端部に連通して下方へ延在する縦
通路１１５と、該縦通路１１５の下端部に連通して左下方へ傾斜し、前記第１球排出口８
５に接続する下側傾斜通路１１６とから構成されて、前記普通入賞球排出通路部材１２０
の上部、右側部および下部を迂回するよう形成されている。そして、前記第２通路部１１
３および前記設置部材８１の左側面および下面をなす画壁部８３で囲まれた領域に、前記
普通入賞球排出通路部材１２０が設置されている。なお、前記縦通路１１５は、前記上側
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筒状部９５よりもパチンコ球略１個分(後述する普通入賞球排出通路部材１２０における
縦排出通路１２２の前後幅分)だけ後方へ変位するよう設けられており、該縦通路１１５
が普通入賞球排出通路の縦排出通路１２２と部分的に前後に重なるようになっている。そ
して、前記下側傾斜通路１１６の下端開口部１１６ａが前記設置部材８１の第１球排出口
８５に連通するようになっている。
【００５８】
(普通入賞球排出通路部材１２０について)
　前記普通入賞球排出通路部材１２０は、図１８、図２１～図２４に示すように、前記設
置部材８１に取付けられる通路本体１２１と、該通路本体１２１に配設される第２の装飾
カバー体１２７と、該第２の装飾カバー体１２７に配設される装飾導光部材１３０とを備
えており、該設置部材８１の左下部位置に通路本体１２１がネジ止めされている。ここで
、前記普通入賞球排出通路部材１２０(通路本体１２１)は、前記設置部材８１の開口前端
側に位置するよう設置部材８１に取付けられて、該普通入賞球排出通路部材１２０の後方
に前記下部演出装置９０の左側板部９１ａおよび特別入賞球排出通路１１１(具体的には
第２通路部１１３の縦通路１１５)が部分的に重なるよう構成されている。
【００５９】
　前記通路本体１２１は、図１８、図２１～図２４に示すように、前記遊技盤２０に取付
けられた前記入賞口形成部材５０の球受け通路５２に対応して設けられ、上下に延在する
複数(実施例では３つ)の縦排出通路１２２と、該縦排出通路１２２の下端部を相互に連通
接続する右方向へ下方傾斜した横排出通路１２３とを備えると共に、該縦排出通路１２２
および横排出通路１２３の後側に、前記入賞口形成部材５０に設けた発光装飾部６０を構
成する前記第１ＬＥＤ基板１２５が設置される基板設置部１２４が設けられている。なお
、前記通路本体１２１において右端部側の縦排出通路１２２の下端開口部１２２ａが、前
記設置部材８１の下面をなす画壁部に形成された第２球排出口８６(図１６参照)に連通接
続して、前記普通入賞口５３に入賞して普通入賞球排出通路部材１２０を通過したパチン
コ球を遊技盤２０の外部へ排出するよう構成されている。また、前記第２球排出口８６は
、前記第１球排出口８５の右側方に隣接して設けられている。なお、前記通路本体１２１
を設置部材８１に取付けた状態で、前記特別入賞球排出通路１１１における第２通路部１
１３の上側傾斜通路１１４の下方に、前記基板設置部１２４が嵌り込むようになっている
(図１８参照)。
【００６０】
　前記基板設置部１２４は、図２２～図２４に示すように、前記通路本体１２１の後面側
に後方へ開口する凹状に形成されて、該基板設置部１２４に前記第１装飾用ＬＥＤ１２５
ａが前方へ光を照射する姿勢で前記第１ＬＥＤ基板１２５が設置されている。なお、実施
例では、前記基板設置部１２４に２つの第１ＬＥＤ基板１２５が設置されている。ここで
、前記第１装飾用ＬＥＤ１２５ａは、前述のように前記装飾透過体６１(蓋部材６３)に形
成された前記凸レンズ部６４の中心点に対して前後に略整列する位置に配置されており、
該第１装飾用ＬＥＤ１２５ａから凸レンズ部６４に向けて光が照射されるようになってい
る。なお、前記第１ＬＥＤ基板１２５の前面には、前方へ向けて光を照射する第２装飾用
ＬＥＤ１２５ｂが普通入賞球排出通路部材１２０を挟んで前記装飾透過体６１の後方位置
に対向するよう実装されており、該第２装飾用ＬＥＤ１２５ｂからの光が装飾透過体６１
における凸レンズ部６４以外の領域を照明するよう構成されている。すなわち、前記第１
ＬＥＤ基板１２５に実装された前記第２装飾用ＬＥＤ１２５ｂの光により、前記装飾透過
体６１の全体が発光する一方で、前記第１装飾用ＬＥＤ１２５ａの光により装飾透過体６
１の発光部６６がより強く発光するよう構成されて、遊技盤２０の発光装飾効果を高めて
いる。
【００６１】
　前記第２の装飾カバー体１２７は、前記特別入賞球排出通路１１１における第２通路部
１１３の略全体を覆うよう前記通路本体１２１の上部位置に取付けられると共に(図１６
、図１７、図２１参照)、前記下部演出装置９０の第１演出用ＬＥＤ９２ａおよび第２演
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出用ＬＥＤ９２ｂの夫々と前後に整列する位置に、前後に開口する嵌合孔１２８,１２９
が複数箇所(実施例では４箇所)に形成されている。ここで、前記第２の装飾カバー体１２
７には、前記第２通路部１１３の上側傾斜通路１１４より上方へ延出した位置および該第
２通路部１１３の縦通路１１５より右側方へ延出した位置の夫々に小型嵌合孔１２８が形
成され、当該第２通路部１１３における縦通路１１５の前方に重なる位置に、該小型嵌合
孔１２８より大きな大型嵌合孔１２９が２箇所に形成されている。なお、前記小型嵌合孔
１２８および大型嵌合孔１２９の夫々は、前記装飾導光部材１３０に形成された後述の第
１発光部１３２および第２発光部１３４が嵌合する十字状に形成されている。
【００６２】
　図２１～図２３、図２６、図２７に示すように、前記第２の装飾カバー体１２７の後面
には、２つの装飾導光部材１３０が配設されている。なお第２の装飾カバー体１２７に配
設される２つの装飾導光部材１３０の基本的に同一構成とされているので、以下同一の符
号を付して説明する。前記各装飾導光部材１３０は、図２２、図２３、図２６、図２７に
示すように、前記第２の装飾カバー体１２７の裏面に対向する平板部１３１と、該平板部
１３１から前方へ突出する第１発光部(発光部)１３２と、当該平板部１３１から後方へ突
出して平板部１３１を介して第１発光部１３２に連設された第１棒状導光部(導光部)１３
３と、該平板部１３１から前方へ突出する第２発光部(発光部)１３４と、当該平板部１３
１から後方へ突出して平板部１３１を介して第２発光部１３４に連設された第２棒状導光
部(導光部)１３５とを備えている。ここで、前記第１発光部１３２は、前記第１演出用Ｌ
ＥＤ９２ａの光照射方向前側に離間する位置に夫々設けられており、各第１発光部１３２
から対応の第１演出用ＬＥＤ９２ａの配置方向に延在するよう前記第１棒状導光部１３３
が夫々設けられている。また、前記第２発光部１３４に関しても同様に、前記第２演出用
ＬＥＤ９２ｂの光照射方向前側に離間する位置に夫々設けられており、各第２発光部１３
４から対応の第２演出用ＬＥＤ９２ｂの配置方向に延在するよう前記第２棒状導光部１３
５が夫々設けられている。すなわち、前記第１発光部１３２および第１棒状導光部１３３
は、前記第２通路部１１３の縦通路１１５の上方および右側方に位置して、前記第１演出
用ＬＥＤ９２ａと前後に対向整列するよう構成されると共に、前記第２発光部１３４およ
び第２棒状導光部１３５は、第２通路部１１３の縦通路１１５を挟んで前記第２演出用Ｌ
ＥＤ９２ｂと前後に対向整列するよう構成されている。また、前記第１演出用ＬＥＤ９２
ａの夫々は、対応する第１棒状導光部１３３の中心線上に位置すると共に、前記第２演出
用ＬＥＤ９２ｂの夫々が、対応の第２棒状導光部１３５の中心線上に位置するようになっ
ている。
【００６３】
　ここで、前記平板部１３１からの第１棒状導光部１３３の突出長さは、該平板部１３１
からの第２棒状導光部１３５の突出長さより長く設定されており(図２７参照)、前記第１
演出用ＬＥＤ９２ａから第１棒状導光部１３３の後端部までの離間距離が、前記第２演出
用ＬＥＤ９２ｂから第２棒状導光部１３５の後端部までの離間距離より短くなるよう設定
されている。また、前記第１棒状導光部１３３の後端部は、前記下部演出装置９０におけ
る上側筒状部９５および下側筒状部９６の開口前端部の近傍に位置しており、前記第１演
出用ＬＥＤ９２ａから上側筒状部９５および下側筒状部９６を透過した光が対応の第１棒
状導光部１３３の後端部に入射するようになっている。
【００６４】
　また、図２７に示すように、前記各第２棒状導光部１３５の後端部は、前記第２通路部
１１３の縦通路１１５の前面に近接位置するよう構成されて、該第２棒状導光部１３５が
第２通路部１１３の前方位置を位置規制するよう構成されている。すなわち、前記第２通
路部１１３(縦通路１１５)をパチンコ球が通過した際に、該第２通路部１１３が前方移動
するのを、前記第２棒状導光部１３５で規制している。また、前記第２通路部１１３の縦
通路１１５は、前記下部演出装置９０の左側板部９１ａの前面に近接位置しており、該第
２通路部１１３が後方移動するのを、左側板部９１ａで規制するようになっており、当該
縦通路１１５が前記第２通路部１１３(縦通路１１５)および左側板部９１ａで挟まれるこ
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とで所定位置に位置規制される。そして、前記第２演出用ＬＥＤ９２ｂを発光することで
、前記第２通路部１１３の縦通路１１５を挟んで第２演出用ＬＥＤ９２ｂの光照射方向に
対向するよう配置された前記第２棒状導光部１３５の後端部に入射するようになっている
。
【００６５】
　ここで、前記第１発光部１３２および第２発光部１３４は、前記平板部１３１の前側に
おいて、対応する第１演出用ＬＥＤ９２ａおよび第２演出用ＬＥＤ９２ｂの光照射方向に
延在している。また、前記第１発光部１３２および第２発光部１３４の夫々は、前記第１
棒状導光部１３３および第２棒状導光部１３５の中心線に対して交差する方向に放射状に
延出する複数(実施例では４つ)の突片から構成されて、前記第２の装飾カバー体１２７に
形成した小型嵌合孔１２８の夫々に第１発光部１３２が後方から嵌合すると共に、大型嵌
合孔１２９の夫々に第２発光部１３４が後方から嵌合している(図２２参照)。すなわち、
前記第１発光部１３２における突片が収束した中心位置が、前記第１棒状導光部１３３の
中心点と前後に整列して、該第１棒状導光部１３３の中心線上に第１発光部１３２の中心
が位置すると共に、前記第２発光部１３４における突片が収束した中心位置が、前記第２
棒状導光部１３５の中心点と前後に整列して、該第２棒状導光部１３５の中心線上に第２
発光部１３４の中心が位置するようになっている。また、前記第１発光部１３２および第
２発光部１３４の前端面を除く外面には、光拡散加工が施されており、該第１発光部１３
２および第２発光部１３４を透過する光が外部に漏れ出るのを抑制して、当該第１発光部
１３２および第２発光部１３４の前端部から前方へ照射されるようになっている。
【００６６】
　また、前記第１発光部１３２および第２発光部１３４の夫々は、前記中心位置から放射
状に延出した延出端部に近づくにつれて徐々に先細り形状となる傾斜形状に形成されてお
り、該第１発光部１３２および第２発光部１３４内に導かれた光を内部で乱反射させるよ
う構成されている。すなわち、前記第１発光部１３２および第２発光部１３４の内部で光
が乱反射することで、該第１発光部１３２および第２発光部１３４を透過した光が前端部
全体から略均一な明るさで照射されるようになっている。なお、実施例の第１発光部１３
２および第２発光部１３４は、断面十字状となるよう４つの突片が放射状に設けられてい
る。
【００６７】
　図２５～図２７に示すように、前記各第１発光部１３２および第２発光部１３４の前側
端部は、対応の第１発光部１３２および第２発光部１３４の中心線に対応する位置で前方
へ突出すると共に、各発光部６６の延出端部へ向かうにつれて後方へ傾斜する傾斜形状に
形成されている。すなわち、前記各第１発光部１３２および第２発光部１３４の前端部に
は、光を反射・拡散する光拡散面(光拡散部)１３２ａ,１３４ａが形成されており、該第
１発光部１３２および第２発光部１３４を透過して発光部６６に入射した光を、光拡散面
１３２ａ,１３４ａで延出端部側へ反射・拡散することで、前端部が全体的に略均一の明
るさで発光するよう構成されている。また、前記第１発光部１３２における中心点から延
出端部までの長さ寸法は、前記第２発光部１３４における中心点から延出端部までの長さ
寸法より短くなるよう設定されている。すなわち、前記第１発光部１３２の発光領域(光
拡散面１３２ａの面積)は、前記第２発光部１３４よりも発光領域(光拡散面１３４ａの面
積)が小さく形成されている。
【００６８】
(実施例の作用)
　次に、前述のように構成された実施例に係るパチンコ機１０の作用につき説明する。
【００６９】
　前記中枠１２の前面側に設けられた前記操作ハンドル１７を遊技者が回転操作すると、
打球発射装置から発射されたパチンコ球が前記遊技盤２０に設けた案内レール２１により
画成された遊技領域２０ａ内に打ち出されて、遊技釘等に接触して流下方向を変更しなが
ら遊技領域２０ａ内を流下する。そして、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が前
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記始動入賞装置３０の第１始動入賞口３１または第２始動入賞口３２に入賞することで、
前記図柄表示装置１８での図柄変動演出が開始され、図柄変動演出の結果、図柄表示装置
１８に所定の図柄組み合わせで演出図柄が表示されると大当りが発生し、大当りが発生す
る図柄の組み合わせに応じて、前記遊技盤２０に設けられた第１の特別入賞装置３５また
は第２の特別入賞装置４５が開放されると共に、図柄表示装置１８において大当り演出が
行われる。
【００７０】
　また、前記遊技領域２０ａを流下するパチンコ球が前記始動入賞装置３０の第１または
第２始動入賞口３１,３２に入賞すると、前記図柄表示装置１８での図柄変動演出と併せ
て前記遊技状態表示器７０の各表示用ＬＥＤ１０３ａが所定パターンで点灯・消灯する点
滅変動が行なわれ、該図柄変動演出の終了と同時以降のタイミングで、大当り抽選によっ
て決定された遊技状態に応じた点灯パターン(点灯位置)で前記表示用ＬＥＤ基板１０３の
表示用ＬＥＤ１０３ａが確定的に点灯して、当該図柄変動演出後の遊技状態が表示される
。ここで、前記遊技状態表示器７０は、表示導光部材７２の平板部７３に対して前側棒状
導光部７４および後側棒状導光部７５が前後に整列する位置に突設されて、前側棒状導光
部７４および後側棒状導光部７５が対応する前側区画部材７６および後側区画部材７７の
貫通孔７６ａ,７７ａに嵌入するよう構成されると共に、後側区画部材７７の貫通孔７７
ａに臨んだ後側棒状導光部７５の後端部に各表示用ＬＥＤ１０３ａが対向している。この
ように、点灯パターン(点灯位置)で表示用ＬＥＤ１０３ａを点灯した際に、後側棒状導光
部７５に入射した各表示用ＬＥＤ１０３ａの光が前後に整列する前側棒状導光部７４まで
透過することで、単に孔部内に光を透過させる構成と較べて、前側区画部材７６の貫通孔
７６ａの開口前端部まで光を効率的に誘導することができる。従って、前記表示用ＬＥＤ
１０３ａとして出力の高い発光体を採用することなく、遊技状態表示器７０の点灯部(貫
通孔７６ａ,７７ａ)を明瞭に点灯することができる。
【００７１】
　また、前側棒状導光部７４および後側棒状導光部７５で光が導かれるから、貫通孔７６
ａ,７７ａの内部を単に光を透過させる構成に較べて貫通孔７６ａ,７７ａの開口前端部ま
で到達した光が弱まるのを防止することができ、遊技状態表示器７０の点灯部(貫通孔７
６ａ,７７ａ)を明瞭に表示することができる。このため、遊技盤２０側に遊技状態表示器
７０の点灯表示部７１を設置すると共に、設置部材８１側に表示用ＬＥＤ基板１０３を設
置することが可能となり、遊技盤２０に取付けられる電気部品を削減してリサイクル性の
向上を高め得る。
【００７２】
　特に、実施例に係る遊技状態表示器７０のように、表示導光部材７２の平板部７３に対
して前側棒状導光部７４と後側棒状導光部７５とを前後に整列する位置に形成して、後側
棒状導光部７５を遊技盤２０に形成した第３装着口２２ｃの内部に突出するよう構成する
ことで、表示用ＬＥＤ基板１０３を遊技盤２０から離れた位置に設置することができる。
しかも、前述のように表示用ＬＥＤ基板１０３を遊技盤２０から離れた位置に設置したと
しても、該表示用ＬＥＤ１０３ａの光が対応する前後の棒状導光部７４,７５を介して前
側区画部材７６の貫通孔７６ａの開口前端部まで効果的に導かれるから、遊技状態表示器
７０の点灯部が不明瞭になることはない。更に、前記取着部材５１に形成した嵌合孔５６
を貫通するように後側棒状導光部７５が嵌合することで、取着部材５１に対する表示導光
部材７２の位置決めを正確に行なうことができる。このため、遊技盤２０と設置部材８１
とを組付けた際に、各表示用ＬＥＤ基板１０３を後側区画部材７７に形成された各貫通孔
７７ａに正確に臨ませることができ、遊技状態表示器７０の点灯部(貫通孔７６ａ,７７ａ
)を所定パターンでより正確に点灯することができる。
【００７３】
　また、前記前側棒状導光部７４および後側棒状導光部７５の夫々が突出端部に向かうに
つれて僅かに縮径するよう形成されたことで、表示用ＬＥＤ１０３ａから照射される光が
前後の棒状導光部７４,７５の中心線上に収束され、少ない光量であっても、遊技状態表
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示器７０の点灯部(貫通孔７６ａ,７７ａ)をより明瞭に点灯させることができる。しかも
、前後の区画部材７６,７７の貫通孔７６ａ,７７ａに対して前後の棒状導光部７４,７５
を容易に挿脱し得るようになるから、遊技状態表示器７０(点灯表示部７１)の組付け作業
性の簡略化が図られ、リサイクル性の向上に寄与することができる。
【００７４】
　また、実施例に係るパチンコ機１０では、前記図柄表示装置１８で行なわれる図柄変動
演出に併せて、前記入賞口形成部材５０に設けた発光装飾部６０の第１装飾用ＬＥＤ１２
５ａや、下部演出装置９０における第２ＬＥＤ基板９２の演出用ＬＥＤ９２ａ,９２ｂを
発光して演出が行なわれる。この発光装飾部６０では、前記普通入賞球排出通路部材１２
０の後面に設けられた基板設置部１２４に第１ＬＥＤ基板１２５が設置されて、該普通入
賞球排出通路部材１２０に形成された球通路(縦排出通路１２２)を挟んだ前側に位置する
入賞口形成部材５０に装飾透過体６１が設けられて、該球通路(縦排出通路１２２)を透過
した第１装飾用ＬＥＤ１２５ａの光が装飾透過体６１に照射されるようになっている。こ
のように、球通路(縦排出通路１２２)の後方に第１ＬＥＤ基板１２５を設置することで、
球通路(縦排出通路１２２)の形成箇所と重なるよう発光装飾部６０を設置することが可能
となる。従って、球通路(縦排出通路１２２)の前側に基板を配設困難な場所に対しても発
光装飾部６０を形成することができ、パチンコ機１０において発光による装飾や演出を行
なう自由度が向上する。また、球通路(縦排出通路１２２)の後方に第１ＬＥＤ基板１２５
が設置されているから、発光部６６が過剰な明るさで明輝されるのを防止できる。
【００７５】
　また、前記装飾透過体６１は、前記普通入賞球排出通路部材１２０を挟んで前記第１装
飾用ＬＥＤ１２５ａの光照射方向に対向するよう凸レンズ部６４が設けられて、該凸レン
ズ部６４で集光した光が異形導光部６５を透過して発光部６６を発光させるよう構成され
ている。すなわち、球通路(縦排出通路１２２)が介在して第１装飾用ＬＥＤ１２５ａと発
光部６６とが離間する構成であっても、凸レンズ部６４により光が集光されるから、発光
部６６を所定の明るさで明輝させることができる。また、異形導光部６５が凸レンズ部６
４の中心から第１装飾用ＬＥＤ１２５ａの光照射方向に延在すると共に、該中心から放射
状に延在するよう構成したことで、１つの第１装飾用ＬＥＤ１２５ａを用いて複雑な形状
の発光部６６を発光させ得る。更に、発光部６６には、光を反射・拡散する光拡散面６６
ａが形成されているから、前記異形導光部６５を透過した光を反射することにより、発光
部６６を全体的に発光させることができ、装飾性向上を図り得る。
【００７６】
　また、前記普通入賞球排出通路部材１２０の第２の装飾カバー体１２７には、前記第１
棒状導光部１３３および第２棒状導光部１３５が設けられており、前記第２ＬＥＤ基板９
２に設けた第１演出用ＬＥＤ９２ａおよび第２演出用ＬＥＤ９２ｂを発光することで、第
１棒状導光部１３３および第２棒状導光部１３５を透過した光が対応の第１発光部１３２
および第２発光部１３４を明輝させて演出が行なわれる。ここで、前記第１演出用ＬＥＤ
９２ａから第１棒状導光部１３３の後端部までの離間距離は、前記第２演出用ＬＥＤ９２
ｂから第２棒状導光部１３５の後端部までの離間距離より短くなるよう設定されているか
ら、該第１演出用ＬＥＤ９２ａからの光が第１棒状導光部１３３に到達する光よりも、第
２演出用ＬＥＤ９２ｂからの光が第２棒状導光部１３５に到達する光の方が周囲に拡がる
。すなわち、第１演出用ＬＥＤ９２ａからの光は全体的に第１棒状導光部１３３に導かれ
て第１発光部１３２へ透過する一方、第２演出用ＬＥＤ９２ｂからの光の一部は、第２棒
状導光部１３５の後端部に入射することなく第２発光部１３４に対して直接照射されるよ
うになる。このように、第１演出用ＬＥＤ９２ａからの光の照射範囲を第２演出用ＬＥＤ
９２ｂからの光の照射範囲より狭くすることができ、第１演出用ＬＥＤ９２ａで発光させ
得る第１発光部１３２の範囲と、第２演出用ＬＥＤ９２ｂで発光させ得る第２発光部１３
４の範囲を変化させることができる。
【００７７】
　また、前記各第１演出用ＬＥＤ９２ａの前側には、上側筒状部９５または下側筒状部９
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６が設けられて、該上側筒状部９５および下側筒状部９６の開口前端部に第１棒状導光部
１３３の後端部が臨むよう構成されているから、各第１演出用ＬＥＤ９２ａからの光を対
応の第１棒状導光部１３３の後端部へ集中させることができる。すなわち、第１演出用Ｌ
ＥＤ９２ａからの離間距離が短く設定された第１棒状導光部１３３においては、該第１演
出用ＬＥＤ９２ａからの光の照射範囲が拡がる前に集光し易くなることで、第１発光部１
３２を小さくして強く発光させ得る。
【００７８】
　一方で、前記各第２演出用ＬＥＤ９２ｂの前側には、前記普通入賞球排出通路部材１２
０(第２通路部１１３の縦通路１１５)が位置し、該普通入賞球排出通路部材１２０(第２
通路部１１３の縦通路１１５)を挟んで第２演出用ＬＥＤ９２ｂの光照射方向に対向する
よう第２棒状導光部１３５が配置されているから、該第２演出用ＬＥＤ９２ｂの光を第２
棒状導光部１３５に照射しつつ、当該第２棒状導光部１３５の周囲にも光を照射すること
ができ、発光領域が大きく形成された第２発光部１３４の前端部全体を明輝させることが
可能となる。
【００７９】
　また、球通路(第２通路部１１３の縦通路１１５)を光透過性に形成し、該球通路(第２
通路部１１３の縦通路１１５)の後方に第２演出用ＬＥＤ９２ｂを配設することで、
球通路(第２通路部１１３の縦通路１１５)の前側に基板設置スペースの確保が困難な場所
においても発光による演出や装飾が可能となり、パチンコ機１０の設計の自由度を高め得
ると共に装飾性の向上を図り得る。また、球通路(第２通路部１１３の縦通路１１５)の後
方に第２演出用ＬＥＤ９２ｂが設置されることで、第１および第２発光部１３２,１３４
が過剰な明るさで明輝されるのを防止できる。そして、第２演出用ＬＥＤ９２ｂからの離
間距離が長く設定された第２棒状導光部１３５においては、該第２演出用ＬＥＤ９２ｂか
らの光の照射範囲が拡がることで、比較的大きく形成した第２発光部１３４の全体を発光
させ得る。従って、第１棒状導光部１３３および第２棒状導光部１３５と、夫々に対応す
る第１演出用ＬＥＤ９２ａおよび第２演出用ＬＥＤ９２ｂとの離間距離に合わせて第１発
光部１３２および第２発光部１３４の大きさ(発光領域)を設定することで、効果的な発光
を実現することができる。
【００８０】
　また、前記第１発光部１３２および第２発光部１３４の前端部には、光拡散面１３２ａ
,１３４ａが夫々形成されているから、前記第１棒状導光部１３３および第２棒状導光部
１３５を透過した光を、対応した第１発光部１３２および第２発光部１３４の延出端部側
へ反射して全体を発光させることができ、発光による装飾性を高めることができる。しか
も、第１発光部１３２および第２発光部１３４の中心を、対応する第１棒状導光部１３３
および第２棒状導光部１３５の中心線と整列するよう構成してあるから、対応して設られ
た１個の第１演出用ＬＥＤ９２ａおよび第２演出用ＬＥＤ９２ｂで第１発光部１３２およ
び第２発光部１３４の全体を明輝させることができるから、コスト削減を図り得ると共に
、製造工程の簡略化を図ることが可能となる。
【００８１】
(変更例)
　なお、本発明に係る遊技機の構成としては、実施例に示したものに限らず、種々の変更
が可能である。
【００８２】
(１)　実施例では、枠状装飾体に設けた第２の特別入賞装置に入賞した遊技球を排出する
球通路の外方に第１発光体(第１演出用ＬＥＤ)と第１導光部とを対向位置させ、該球通路
を挟んで第２発光体(第２演出用ＬＥＤ)と第２導光部(第２棒状導光部)とが対向位置する
よう構成したが、これに限られるものではない。すなわち、第１発光体および第１導光部
を球通路を挟んで対向位置するよう構成してもよく、また第２発光体および第２導光部を
球通路の外方で対向位置させてもよい。
(２)　また球通路としては、実施例に示したものに限られるものではなく、技球が通過可
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口や普通入賞口等の入賞口に入賞した遊技球を排出する球通路や、遊技領域を流下する遊
技球をステージに導く球通路(実施例の球誘導部)を挟んで発光体と導光部とが対向位置す
るよう構成してもよい。
(３)　実施例では、第１導光部の後端部を筒状部の貫通孔の開口端部に臨ませるよう構成
したが、該第１導光部の後端部を第１発光体に近接させて筒状部を省略してもよい。また
、第１導光部の後端部を筒状部の貫通孔内に差し込むようにしても、実施例と同様の作用
効果が得られる。そして、前記球通路の前面に筒状部を形成して、該筒状部のの貫通孔の
開口端部に第２導光部の後端部を臨ませてもよい。
(４)　実施例では、各導光部および発光部の夫々を普通入賞球排出通路部材に備えると共
に、各発光体を下部演出装置に備えるよう構成したが、これに限られるものではなく、各
発光体、導光部および発光部の夫々同一の装置に設けてもよい。また、各導光部および発
光部、発光体が配設される対象装置・部材は、実施例のものに限られることはなく、適宜
の装置・部材に配設すればよい。
(５)　実施例では、各導光部および発光部を単一部材(すなわち装飾導光部材)に形成した
が、これに限られるものではなく、導光部および発光部を独立した部材として形成するこ
とも可能である。
(６)　実施例では、導光部を断面円形棒状に形成したが、これに限らず、任意の断面形状
に形成することができる。同様に、発光部の形状に関しても実施例のものに限定されるも
のではない。
(７)　実施例では、各発光部の前端面が光拡散部として機能するよう構成されているが光
拡散部を、発光部から分離独立した部材に形成することもできる。
(８)　実施例では、遊技盤の裏側に設置部材を設けるよう構成したが、該設置部材を本体
枠としての中枠に設置する構成も採用できる。
(９)　実施例では、第１始動入賞口および第２始動入賞口を備えた始動入賞装置を用いた
が、該第１始動入賞口および第２始動入賞口の夫々が独立した始動入賞装置を構成しても
よい。また、第１始動入賞口を開閉式の入賞口とすることもできる。
(１０)　実施例では、遊技盤を透明な板材で形成したが、これに限られるものではなく、
遊技盤をベニヤ材や不透明な合成樹脂材から形成するようにしてもよい。
(１１)　実施例では、遊技機としてパチンコ機を例示して説明したが、これに限られるも
のではなく、アレンジボール機やピンボール機、スロットマシン機等の各種遊技機を採用
し得る。
【符号の説明】
【００８３】
　９２ａ　第１演出用ＬＥＤ(第１発光体)
　９２ｂ　第２演出用ＬＥＤ(第２発光体)
　１１１　特別入賞球排出通路(球通路)
　１３２　第１発光部(第１発光部)
　１３４ａ　光拡散面(光拡散部)
　１３５　第１棒状導光部(第１導光部)
　１３４　第２発光部(第２発光部)
　１３４ａ　光拡散面(光拡散部)
　１３５　第２棒状導光部(第２導光部)
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