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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の可変入賞装置を備えるもとで、演出装置
および装飾部材の大型化を可能とする。
【解決手段】遊技領域１２に、センター役物１３が配設
される。センター役物１３は、表示演出装置１４および
発光演出装置１５と、各種の装飾部品や発光手段等が配
設された装飾部材１６とを備える。装飾部材１６は大型
で、遊技領域１２における上下および左右方向の大部分
を占める寸法に設定され、該装飾部材１６の左右両外側
方には、パチンコ球Ｂが流下する流下路１２ａ,１２ｂ
が確保してある。装飾部材１６の右側部には、遊技領域
１２を流下するパチンコ球の入球により賞球が払出され
る複数の可変入賞装置５９,６０,６１,６２が縦方向に
並ぶように所定間隔離間して配設される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下する遊技領域が前側に形成された遊技盤に、遊技演出を行なう演出装置お
よび装飾部材を備えた演出手段が配設され、前記装飾部材は、両外側方に遊技球が流下可
能な位置で前記遊技領域に臨むように遊技盤に配設されている遊技機において、
　前記遊技領域を流下する遊技球を受入れ不能な閉鎖位置および遊技球を受入れて入賞口
に案内する開放位置に変位可能な開閉部材を有する可変入賞装置を、前記装飾部材の一側
部に縦方向に並んで複数設けた
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記複数の可変入賞装置として、
　前記遊技球を検知手段が検知することにより表示態様を可変表示する第１可変表示装置
に特定の表示態様が停止表示されることで開閉部材を開放位置に変位する第１の可変入賞
装置と、
　前記第１の可変入賞装置への遊技球の入球により表示態様を可変表示する第２可変表示
装置に特定の表示態様が停止表示されることで開閉部材を開放位置に変位する第２の可変
入賞装置と、
　前記第２の可変入賞装置への遊技球の入球により表示態様を可変表示する第３可変表示
装置に特定の表示態様が停止表示されることで開閉部材を開放位置に変位する第３の可変
入賞装置とを備える請求項１記載の遊技機。
【請求項３】
　前記遊技盤における前記装飾部材より右側方の遊技領域に設けられ、遊技球を検知する
第２の検知手段と、
　前記第２の検知手段が遊技球を検知することを条件に表示態様を可変表示する第４可変
表示装置とを備え、
　前記複数の可変入賞装置として、前記第４可変表示装置に特定の表示態様が停止表示さ
れることで開閉部材を開放位置に変位する第４の可変入賞装置を備え、
　前記第１の可変入賞装置、第２の可変入賞装置、第３の可変入賞装置および第４の可変
入賞装置は、前記装飾部材の右側部に設けられている請求項２記載の遊技機。
【請求項４】
　前記装飾部材は、
　前記遊技領域を流下する遊技球を受入れることが可能な受入口と、
　前記検知手段が設けられた作動口と、
　前記遊技球の入球により賞球を払出す第１一般入賞口および第２一般入賞口と、
　前記受入口に受入れた遊技球を２つの経路に振分ける第１振分手段と、
　前記第１振分手段によって一方の経路に振分けられた遊技球を受入れて、前記作動口お
よび第１一般入賞口へ振分ける第２振分手段と、
　前記第１振分手段によって他方の経路に振分けられた遊技球を受入れて、前記第２振分
手段および第２一般入賞口へ振分ける第３振分手段とを備える請求項１～３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、遊技盤の遊技領域に臨む装飾部材に複数の可変入賞装置を配設した遊技機
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では、機内にセットされる遊技盤の前側に形成した遊
技領域の略中央位置に装飾部材が配設され、該装飾部材の開口から液晶式等の表示式演出
装置を臨ませ、この表示式演出装置で各種の遊技演出を行なうよう構成されている。また
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、表示式演出装置とは別に、可動体を作動することで演出を行なう可動式演出装置を装飾
部材に配設して、遊技演出の興趣を向上することも行なわれている。更に、装飾部材とは
別体で構成された複数の可変入賞装置を遊技領域に配設し、前記表示式演出装置で行なわ
れる遊技演出に関連して、前記可変入賞装置を開閉作動することで、遊技の興趣を高める
ようにしたパチンコ機が知られている(例えば、特許文献１参照)。
【特許文献１】特開平８－１０４１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　近年は演出効果の向上を図る観点から、遊技領域の略中央位置に設けられる表示式演出
装置や可動式演出装置を大型化する傾向にある。そして、これら各種演出装置の大型化に
伴い装飾部材が大型化すると、遊技領域に占める該装飾部材の割合が大きくなり、相対的
に遊技領域における遊技球が流下可能な領域が小さくなる。しかるに、遊技領域の広さは
、遊技盤自体の大きさによって決定されるため、該遊技領域を広くすることには限界があ
り、演出装置および装飾部材を大型化すると、特許文献１に開示の遊技機のように装飾部
材とは別体で設けた複数の可変入賞装置を遊技領域に配設することが、遊技領域に遊技球
が流下する領域を確保する観点から困難となる。従って、複数の可変入賞装置を用いた遊
技を行なう場合は、演出装置および装飾部材の大きさが限定されてしまい、表示式演出装
置や可動式演出装置による演出効果の向上を図ることができなかった。また、遊技者が注
目する遊技盤の中央に位置する装飾部材の大型化が困難となるため、装飾部材による大き
な装飾効果が期待できない難点も指摘される。
【０００４】
　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、複数の可変入賞装置を備えるもとで、演出装置お
よび装飾部材の大型化を可能として、演出効果や装飾効果の向上を図り得る遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　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、
　遊技球(B)が流下する遊技領域(12)が前側に形成された遊技盤(10)に、遊技演出を行な
う演出装置(14)および装飾部材(16)を備えた演出手段(13)が配設され、前記装飾部材(16)
は、両外側方に遊技球(B)が流下可能な位置で前記遊技領域(12)に臨むように遊技盤(10)
に配設されている遊技機において、
　前記遊技領域(12)を流下する遊技球(B)を受入れ不能な閉鎖位置および遊技球(B)を受入
れて入賞口(63,64,65,66)に案内する開放位置に変位可能な開閉部材(59a,60a,61a,62a)を
有する可変入賞装置(59,60,61,62)を、前記装飾部材(16)の一側部に縦方向に並んで複数
設けたことを特徴とする。
　請求項１の発明によれば、装飾部材の一側部において複数の可変入賞装置を縦方向に設
けたことにより、装飾部材とは別体で構成された複数の可変入賞装置を遊技領域に配設す
るのに比べ、遊技球の流下する領域を確保しつつ、装飾部材の大型化が可能となる。すな
わち、複数の可変入賞装置による興趣に富む遊技を行なうことができると共に、演出装置
および装飾部材を大型化して演出効果および装飾効果を向上することができる。
【０００６】
　請求項２に係る発明では、前記複数の可変入賞装置として、
　前記遊技球(B)を検知手段(45)が検知することにより表示態様を可変表示する第１可変
表示装置(86)に特定の表示態様が停止表示されることで開閉部材(59a)を開放位置に変位
する第１の可変入賞装置(59)と、
　前記第１の可変入賞装置(59)への遊技球(B)の入球により表示態様を可変表示する第２
可変表示装置(88)に特定の表示態様が停止表示されることで開閉部材(60a)を開放位置に
変位する第２の可変入賞装置(60)と、
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　前記第２の可変入賞装置(60)への遊技球(B)の入球により表示態様を可変表示する第３
可変表示装置(89)に特定の表示態様が停止表示されることで開閉部材(61a)を開放位置に
変位する第３の可変入賞装置(61)とを備えることを要旨とする。
　請求項２の発明によれば、縦方向に並べた第１の可変入賞装置、第２の可変入賞装置お
よび第３の可変入賞装置が連続して開放する可能性があるので、遊技者は多くの賞球を獲
得し得る期待を持って遊技を行なうことができ、遊技の興趣を向上し得る。
【０００７】
　請求項３に係る発明では、前記遊技盤(10)における前記装飾部材(16)より右側方の遊技
領域(12,12b)に設けられ、遊技球(B)を検知する第２の検知手段(58)と、
　前記第２の検知手段(58)が遊技球(B)を検知することを条件に表示態様を可変表示する
第４可変表示装置(87)とを備え、
　前記複数の可変入賞装置として、前記第４可変表示装置(87)に特定の表示態様が停止表
示されることで開閉部材(62a)を開放位置に変位する第４の可変入賞装置(62)を備え、
　前記第１の可変入賞装置(59)、第２の可変入賞装置(60)、第３の可変入賞装置(61)およ
び第４の可変入賞装置(62)は、前記装飾部材(16)の右側部に設けられていることを要旨と
する。
　請求項３の発明によれば、各可変入賞装置を装飾部材の右側部に設けると共に、第２の
検知手段を装飾部材より右側方の遊技領域に設けたので、第１の可変入賞装置、第２の可
変入賞装置または第３の可変入賞装置を狙って遊技球を打込む、所謂右打ちの遊技を行な
っている最中に第２の検知手段で遊技球が検知される可能性がある。すなわち、第１の可
変入賞装置、第２の可変入賞装置または第３の可変入賞装置による賞球の獲得中にも、第
４可変表示装置に特定の表示態様が停止表示されて第４の可変入賞装置が開放する可能性
があり、遊技者は第１～第３の可変入賞装置による賞球の獲得中も、更なる賞球獲得に対
する期待をもって遊技を継続することができる。
【０００８】
　請求項４に係る発明では、前記装飾部材(16)は、
　前記遊技領域(12)を流下する遊技球(B)を受入れることが可能な受入口(23)と、
　前記検知手段(45)が設けられた作動口(24)と、
　前記遊技球(B)の入球により賞球を払出す第１一般入賞口(47)および第２一般入賞口(55
)と、
　前記受入口(23)に受入れた遊技球(B)を２つの経路に振分ける第１振分手段(25)と、
　前記第１振分手段(25)によって一方の経路に振分けられた遊技球(B)を受入れて、前記
作動口(24)および第１一般入賞口(47)へ振分ける第２振分手段(27)と、
　前記第１振分手段(25)によって他方の経路に振分けられた遊技球(B)を受入れて、前記
第２振分手段(27)および第２一般入賞口(55)へ振分ける第３振分手段(26)とを備えること
を要旨とする。
　請求項４の発明によれば、第１振分手段において遊技球が有利な遊技状態を発生させ得
る可能性のある第２振分手段へ振分けられなかったとしても、第３振分手段によって遊技
球が第２振分手段へ振分けられる可能性がある。すなわち、第１振分手段において遊技球
が第２振分手段へ振分けられなかったとしても、遊技者は第３振分手段において遊技球が
第２振分手段へ振分けられることを期待しながら遊技球の動きを楽しむことができ、遊技
者の期待を持続させ得る。また、複数の振分手段を設けたことによって、遊技球の動きを
複雑化することができ、遊技の興趣の向上を図ることが可能となる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る遊技機によれば、複数の可変入賞装置による興趣に富む遊技を行ない得る
と共に、演出装置および装飾部材を大型化して、演出効果および装飾効果を向上すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
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　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。なお実施例では、遊技球としてパチンコ球を用いるパチンコ機を、
遊技機の一例として説明する。また、以下の説明において前・後および左・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の遊技盤を正面側から見た場合において指
称するものとする。
【実施例】
【００１１】
　図１に示す如く、実施例に係るパチンコ機の遊技盤１０は、その前面側に、略円形状に
湾曲形成したレール１１により遊技領域１２が画成され、該遊技領域１２には、演出手段
としてのセンター役物１３が配設されている。センター役物１３は、制御装置３２に接続
されて各種の遊技演出を行なう演出装置１４,１５と、各種の装飾部品や発光手段等が配
設された装飾部材１６とを備える。実施例のセンター役物１３は、演出装置として、各種
演出を表示することで表示演出を行なう表示演出装置１４と、光を点灯したり点滅するこ
とで発光演出を行なう発光演出装置１５とを備えるが、演出装置としては、可動体を動作
させる演出を行なうもの等、その他の構成の装置を採用し得る。装飾部材１６は、装飾部
品や発光手段等の各種部品の取付部が前面および裏面に設けられた薄板状の本体１７が、
遊技盤１０の前面にネジ止め固定されている。なお、遊技盤１０には、装飾部材１６の形
状や大きさ等に応じた前後に開放する開口部(図示せず)が開設され、装飾部材１６の裏面
に取付けられた各種部品が、該開口部を介して遊技盤裏面に臨むようになっている。また
装飾部材１６は大型で、遊技領域１２における上下および左右方向の大部分を占める寸法
に設定されるが、該装飾部材１６の左右両外側方には、図示しない打球発射装置から遊技
領域１２に打出されたパチンコ球Ｂが流下する流下路１２ａ,１２ｂが確保してある。そ
して、遊技領域１２における装飾部材１６の下方に位置する最下部には、前記左右の流下
路１２ａ,１２ｂを流下したパチンコ球Ｂを回収して機裏側に排出する第１アウト口とし
ての最終アウト口１８が遊技盤１０に形成されている。
【００１２】
　前記遊技領域１２には、該遊技領域１２に打出されたパチンコ球Ｂの流下方向を変更可
能な遊技釘１９や風車２０等の流路変更部材が多数配設されている。また装飾部材１６の
左側に位置する左流下路１２ａには、普通入賞装置２１や電飾装置２２が配設してある。
【００１３】
　前記装飾部材１６の上部側方(実施例では左側)に、図２に示す如く、遊技領域１２に打
出されて流下するパチンコ球Ｂを受入れ可能な受入口２３が開設されると共に、該装飾部
材１６の内部には、受入口２３から内部に入球したパチンコ球Ｂを、遊技者が多くの賞球
を獲得可能な特別遊技発生の契機となる第１特定作動口(作動口)２４への入球率(入賞率)
を調整するように機能する第１振分装置(第１振分手段)２５、第２振分装置(第３振分手
段)２６および振分部材(第２振分手段)２７(所謂クルーン)が配設されている。また、装
飾部材１６における上部には、所定の条件に従い各種の発光演出を行なって遊技の興趣を
向上させる前記発光演出装置１５が配設されている。なお、装飾部材１６における本体１
７の略中央位置には前後に開放する開口部１７ａが開設されて、遊技盤１０の裏側に配設
された前記表示演出装置１４における遊技演出を表示する表示面(表示部)が開口部１７ａ
から前面側に臨むようになっている。前記開口部１７ａに透明板２８が配設されると共に
、該透明板２８と表示演出装置１４の表示面との間に第１振分装置２５が配設される。第
１振分装置２５における開口部１７ａに臨む各構成部材(後述する円板３５,第１回転振分
体３６)は透明な合成樹脂材で形成されて、表示演出装置１４の表示面に表示される表示
変動による演出を機前面側から視認し得るよう構成してある。
【００１４】
　前記装飾部材１６における発光演出装置１５の配設位置より下方には、図２,図３に示
す如く、前記受入口２３から装飾部材内に入球したパチンコ球Ｂを左右方向に転動させる
ステージ２９が形成されると共に、該ステージ２９の左右方向の中央に対応する位置に、
パチンコ球Ｂを裏側に通出案内する案内路３０が形成されている。なお、装飾部材１６に
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は、受入口２３に入球したパチンコ球Ｂを検知する入球検知スイッチ３１が設けられ(図
２参照)、該入球検知スイッチ３１が接続される制御装置３２(図９参照)は、入球検知ス
イッチ３１によるパチンコ球Ｂの検知を条件として前記表示演出装置１４で表示演出を行
なわせると共に発光演出装置１５で発光演出を行なわせ、遊技者の興趣を向上させるよう
になっている。
【００１５】
　前記装飾部材１６の開口部１７ａに対応して配設される第１振分装置２５は、前後方向
に延在する軸線回りに回動自在な回転体３３を備える。回転体３３は、図４に示す如く、
開口部１７ａより大径の円環部材３４の内側に、透明でかつ円形平板状の円板３５を固着
すると共に、該円板３５の中央前面に円筒状の第１回転振分体３６を固着して構成される
。回転体３３は、円板３５を前記透明板２８との間にパチンコ球略一球分の間隔をあけて
装飾部材１６に配置され、円板３５と透明板２８との間に第１回転振分体３６が位置する
ようにしてある。
【００１６】
　図４に示す如く、前記円環部材３４の外周には案内溝３４ａが全周に亘って形成されて
おり、装飾部材１６に回転自在に配設された複数の回転案定部材３７が案内溝３４ａに嵌
め込まれて、円環部材３４は、安定した状態で回転し得るように装飾部材１６に支持され
ている。また円環部材３４は、第１動力伝達機構３９を介して駆動源となるモータ３８に
連結してある。第１動力伝達機構３９は、モータ３８の回転軸に連結される第１ギヤ３９
ａと、第１ギヤ３９ａに噛合すると共に円環部材３４の外周に形成されたギヤ３４ｂに噛
合する第２ギヤ３９ｂとからなる。すなわち、モータ３８の動力が第１動力伝達機構３９
を介して円環部材３４に伝達されて、回転体３３が回転するよう構成される。なお、モー
タ３８は、回転体３３を常時一定方向(図２での時計方向)に一定速度で回転するよう制御
装置３２により制御される。なお、回転体３３は、一定時間毎に正転と逆転とに切換えら
れたり、所定の条件で正転から逆転するよう制御してもよく、また不等速回転であっても
よい。
【００１７】
　前記透明板２８の裏側には、第１回転振分体３６の外周囲に複数の通路画成部材４０が
配設され(図２参照)、該通路画成部材４０と第１回転振分体３６とにより、該第１回転振
分体３６の真上に取入口４１、右方に第１経路４２および左方に第２経路４３が画成され
る。取入口４１は前記案内路３０に連通し、該案内路３０を流通したパチンコ球Ｂは取入
口４１から通出されて、第１回転振分体３６の真上に到来するよう構成される。
【００１８】
　前記第１回転振分体３６の外周部には、周方向に離間して複数(実施例では４個である
が任意の数に設定可能である)の凹部３６ａが設けられている。各凹部３６ａは、球１個
分の深さに設定され、前記取入口４１から通出されたパチンコ球Ｂを凹部３６ａに受入れ
て回転案内し得るようになっている。そして、凹部３６ａに受入れられたパチンコ球Ｂは
、第１回転振分体３６の回転によって図２において右方に移動されて、前記第１経路４２
に放出されるよう構成される。また、第１回転振分体３６における凹部以外の外周面部位
が取入口４１に到来した際に取入口４１から通出されたパチンコ球Ｂは、通路画成部材４
０で規制されて第１回転振分体３６の外周面に沿って左方に転動して前記第２経路４３に
通入するよう構成されている。すなわち、パチンコ球Ｂが取入口４１に到来するタイミン
グによって、該パチンコ球Ｂは第１回転振分体３６により第１経路４２または第２経路４
３に振分けられる。
【００１９】
　前記装飾部材１６には、第１振分装置２５の下方位置に、パチンコ球Ｂが落下可能な球
入口２７ａ,２７ｂが複数形成された前記振分部材２７が配設され、前記第１経路４２に
振分けられたパチンコ球Ｂは、前記開口部１７ａに沿って転動して振分部材２７上に落下
するよう構成される。実施例では、振分部材２７の最も手前側に１つの特別球入口２７ａ
が形成されると共に、該特別球入口２７ａの後方において左右に離間して２つの普通球入
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口２７ｂ,２７ｂが形成されている。また装飾部材１６には、振分部材２７における特別
球入口２７ａの下方に第１特定作動口２４が形成され、特別球入口２７ａから落下したパ
チンコ球Ｂは第１特定作動口２４に入球するよう構成される。第１特定作動口２４には、
該作動口２４にパチンコ球Ｂが入球したことを検知する検知手段としての第１特賞入球ス
イッチ４５が配設されており、該特賞入球スイッチ４５が接続する制御装置３２は、第１
特賞入球スイッチ４５の球検知に基づいて、後述する第１特別可変表示装置８６による表
示態様の可変(抽選)を開始(変動ゲームを開始)させるようになっている。そして、制御装
置３２による当りとはずれを判定する抽選の結果、第１特別可変表示装置８６に特定の表
示態様が停止表示された場合(以下「当選」とも云う)に、遊技者が多くの賞球を獲得可能
な遊技(以下「第１当り遊技」と云う)が行なわれるよう設定される。実施例の第１当り遊
技では、後述する第１の可変入賞装置５９が最初に開放するよう構成される。また制御装
置３２は、第１特賞入球スイッチ４５の球検知を条件として、前記表示演出装置１４およ
び発光演出装置１５で所要の演出を行なわせ、遊技者の興趣を向上させるよう設定してあ
る。
【００２０】
　前記装飾部材１６には、振分部材２７における各普通球入口２７ｂの下方位置に第１一
般入賞口４７が夫々形成され、普通球入口２７ｂから落下したパチンコ球Ｂは第１一般入
賞口４７に入球するよう構成される。また第１一般入賞口４７に連通する通路に、該入賞
口４７にパチンコ球Ｂが入球したことを検知する第１普通入球スイッチ４８が配設されて
おり、該普通入球スイッチ４８が接続する制御装置３２は、第１普通入球スイッチ４８の
球検知に基づいて所定個数のパチンコ球Ｂを賞球として払出すよう球払出装置(図示せず)
を制御するようになっている。
【００２１】
　前記第２振分装置２６は、図２に示すように、振分部材２７の斜め左上方位置において
水平軸線回りに回転自在に配設された第２回転振分体４９を備える。第２回転振分体４９
には、外周の１箇所に、パチンコ球Ｂを受入れ可能な凹部４９ａが設けられている。また
第２回転振分体４９には、図４に示すように回転軸４９ｂが連結されており、第２回転振
分体４９は、回転軸４９ｂに配設される第２動力伝達機構５０を介して前記第１振分装置
２５の円環部材３４に連繋されている。第２動力伝達機構５０は、第２回転振分体４９の
回転軸４９ｂに連結される第３ギヤ５０ａと、第３ギヤ５０ａに噛合すると共に円環部材
３４の外周に形成された前記ギヤ３４ｂに噛合する第４ギヤ５０ｂとから構成される。こ
の構成により、前記モータ３８の駆動により円環部材３４が回転した際に第２動力伝達機
構５０を介して第２回転振分体４９が回転する。すなわち、モータ３８を駆動することで
、第１振分装置２５の第１回転振分体３６と、第２振分装置２６の第２回転振分体４９と
が回転するよう構成されている。なお、前記ギヤ５０ａ,５０ｂにより第２回転振分体４
９は、第１回転振分体３６と同一方向に回転する。
【００２２】
　前記第２経路４３の途中には、図２または図３に示すように、パチンコ球Ｂを受入れる
すり鉢状の転動面を有する受皿５１と、該受皿５１の下方に位置し、受皿５１の中央に形
成された排出口(図示せず)から落下したパチンコ球Ｂを受入れる円弧状の転動面を有する
受入棚５２とが配設されている。そして、受入棚５２に形成された球出口５２ａの下方に
前記第２回転振分体４９が配置されており、該球出口５２ａから第２回転振分体４９に向
かってパチンコ球Ｂが落下するよう構成される。なお、受皿５１へと導かれたパチンコ球
Ｂは、受皿５１の転動面をすり鉢状に周回して排出口から落下し、また受入棚５２の転動
面に導びかれたパチンコ球Ｂは、左右方向に何度も揺動して転動の勢いがなくなる(減衰
する)と球出口５２ａから落下するようになっており、この構成により第２回転振分体４
９へのパチンコ球Ｂの誘導タイミングが一定のものとならず、多様なタイミングとなるよ
うにしてある。また装飾部材１６には、第２経路４３を通過して第２振分装置２６に導か
れるパチンコ球Ｂを検知する回転体誘導検知スイッチ５３が設けられ、該誘導検知スイッ
チ５３に接続する前記制御装置３２は、回転体誘導検知スイッチ５３によるパチンコ球Ｂ
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の検知を条件として前記表示演出装置１４および発光演出装置１５で所要の演出を行なわ
せ、遊技者の興趣を向上させるようにしてある。
【００２３】
　前記装飾部材１６には、図２に示す如く、第２回転振分体４９の右方位置に、前記第１
経路４２に連通する案内通路５４が形成されると共に、第２回転振分体４９の左方位置に
、第２一般入賞口５５が形成されている。そして、前記受入棚５２の球出口５２ａから落
下したパチンコ球Ｂが第２回転振分体４９の凹部４９ａに受入れられた場合は、該パチン
コ球Ｂは第２回転振分体４９の回転によって前記案内通路５４に導びかれ、第１経路４２
を介して振分部材２７に誘導されるようになっている。これに対し、受入棚５２の球出口
５２ａから落下したパチンコ球Ｂが第２回転振分体４９の凹部以外の外周面上に落下した
場合は、該球出口５２ａが第２回転振分体４９の真上から左側(第２一般入賞口５５)に偏
倚していることから、該パチンコ球Ｂは外周面に沿って左方に移動して第２一般入賞口５
５に入球するよう構成される。すなわち、パチンコ球Ｂが球出口５２ａから落下するタイ
ミングによって、該パチンコ球Ｂは第２回転振分体４９により案内通路５４または第２一
般入賞口５５に振分けられる。
【００２４】
　前記センター役物１３には、第１経路４２から振分部材２７に導かれるパチンコ球Ｂを
検知するクルーン誘導検知スイッチ４６が設けられ、該誘導検知スイッチ４６は制御装置
３２に接続されている。そして制御装置３２は、クルーン誘導検知スイッチ４６によるパ
チンコ球Ｂの検知を条件として、前記表示演出装置１４および発光演出装置１５で所要の
演出を行なわせ、遊技者の興趣を向上させるようになっている。また、前記第２一般入賞
口５５に連通する通路に、該入賞口５５にパチンコ球Ｂが入球したことを検知する第２普
通入球スイッチ５６が配設されており、該普通入球スイッチ５６は前記制御装置３２に接
続されている。そして制御装置３２は、第２普通入球スイッチ５６の球検知に基づいて所
定個数のパチンコ球Ｂを賞球として払出すよう球払出装置を制御するようになっている。
【００２５】
　前記装飾部材１６より右側に画成されている前記右流下路１２ｂ(遊技領域１２)に、パ
チンコ球Ｂが通過可能な第２特定作動口５７ａが形成された作動ゲート５７が配設されて
いる。作動ゲート５７には、第２特定作動口５７ａをパチンコ球Ｂが通過したことを検知
する第２の検知手段としての第２特賞入球スイッチ５８が配設される。そして、第２特賞
入球スイッチ５８が接続される前記制御装置３２は、該第２特賞入球スイッチ５８の球検
知に基づき後述する第２特別可変表示装置８７での表示態様の可変(抽選)を開始するよう
構成されている。また、第２特定作動口５７ａをパチンコ球Ｂが通過したことによる抽選
の結果、第２特別可変表示装置８７に特定の表示態様が停止表示された場合に、遊技者が
多くの賞球を獲得可能な遊技(以下「第２当り遊技」と云う)が行なわれるよう設定される
。実施例の第２当り遊技では、後述する第４の可変入賞装置６２が最初に開放するよう設
定されている。なお、第２当り遊技の抽選は、第１当り遊技の発生中に限らず、第１当り
遊技が発生していない通常時にも行なわれる。但し、第１当り遊技中には右流下路１２ｂ
側に設けられた各可変入賞装置５９,６０,６１が開放するので、遊技者は右流下路１２ｂ
へ向けて遊技球を打込むことから、このときに作動ゲート５７の第２特定作動口５７ａに
パチンコ球Ｂが通過した場合に、第２当り遊技を発生させる抽選が行なわれる。また、第
２当り遊技は、第１当り遊技の終了後に実施されるよう設定されている。更に、制御装置
３２は、第２特賞入球スイッチ５８の球検知を条件として、前記表示演出装置１４および
発光演出装置１５で所要の演出を行なわせ、遊技者の興趣を向上させるよう設定してある
。
【００２６】
　前記装飾部材１６の一側部(実施例では右側部)に、図２,図３に示す如く、入賞口を開
閉する複数(実施例では４つ)の電動式の可変入賞装置(入賞装置)が上下(縦方向)に離間し
て配設されている。実施例では、上側から順に第１の可変入賞装置５９、第４の可変入賞
装置６２、第２の可変入賞装置６０および第３の可変入賞装置６１と指称する。第１、第
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２および第４の各可変入賞装置５９,６０,６２が開閉する第１、第２および第４入賞口６
３,６４,６６は、後述する普通可変表示装置８８,８９での表示態様の可変(抽選)を開始
させる契機となる普通作動口としても機能する。但し、最下段に位置する第３の可変入賞
装置６１が開閉する第３入賞口６５については、普通可変表示装置での表示態様を可変(
抽選)させる契機とはならない入賞口である。
【００２７】
　前記第１～第４の可変入賞装置５９,６０,６１,６２の装飾部材１６への取付構造は、
具体的には以下のようになっている。すなわち、装飾部材１６における本体１７の右側前
面に、図２に示す如く、上下方向に離間して第１～第４装飾体６７,６８,６９,７０が配
設されている。なお、各装飾体６７,６８,６９,７０の配設順は、前記可変入賞装置５９,
６０,６１,６２の配設順と同様に、上から順に第１装飾体６７、第４装飾体７０、第２装
飾体６８、第３装飾体６９となっている。各装飾体６７,６８,６９,７０は、本体１７と
の間にパチンコ球略一球分の間隔をあけて対向する前壁を有し、該前壁と本体１７との間
に前記右流下路１２ｂ側に開放する前記第１～第４入賞口６３,６４,６５,６６を夫々画
成するよう構成してある。また、最上段に位置する第１装飾体６７と本体１７との間に、
第１の可変入賞装置５９を構成する第１開閉部材５９ａが回動自在に枢支され、該第１開
閉部材５９ａは、本体裏側に配設された駆動手段としての第１ソレノイド５９ｂに連繋さ
れている。第１ソレノイド５９ｂの非励磁状態で第１開閉部材５９ａは、図１に二点鎖線
で示すように、第１入賞口６３と右流下路１２ｂとの間に起立姿勢で臨んで第１入賞口６
３を閉成し、右流下路１２ｂから第１入賞口６３へのパチンコ球Ｂの入球を阻止する閉鎖
位置に保持される。そして、第１ソレノイド５９ｂが励磁されると第１開閉部材５９ａは
、図１に実線で示すように、右流下路１２ｂ側に傾倒して第１入賞口６３を開放し、右流
下路１２ｂから第１入賞口６３へのパチンコ球Ｂの入球を許容する開放位置に変位する。
【００２８】
　前記第２～第４の可変入賞装置６０,６１,６２の装飾部材１６に対する取付構造は、第
１の可変入賞装置５９の装飾部材１６に対する前述した取付構造と基本的に同一であるの
で、説明を省略する。なお、以下の説明において、第２～第４の可変入賞装置６０,６１,
６２を構成する開閉部材およびソレノイドに関しては、対応して第２開閉部材６０ａ、第
３開閉部材６１ａ、第４開閉部材６２ａおよび第２ソレノイド６０ｂ、第３ソレノイド６
１ｂ、第４ソレノイド６２ｂと指称するものとする。前記各可変入賞装置５９,６０,６１
,６２は、開放してからの経過時間が予め設定された時間になるか、パチンコ球Ｂの入球
数(入賞数)が予め設定された個数に達するかの何れかの終了条件が成立したときに、対応
する入賞口６３,６４,６５,６６を閉成するよう設定されている。
【００２９】
　前記装飾部材１６には、前記可変入賞装置５９,６０,６１,６２が配設された右側部に
、右流下路１２ｂを流下するパチンコ球Ｂを回収して機裏側に通出可能な第２アウト口と
しての中途アウト口７１,７２,７３が、上下に隣り合う可変入賞装置５９,６０,６１,６
２の間に対応して設けられている。実施例では、第１の可変入賞装置５９と第４の可変入
賞装置６２との間に第１中途アウト口７１が設けられ、第４の可変入賞装置６２と第２の
可変入賞装置６０との間に第２中途アウト口７２が設けられ、第２の可変入賞装置６０と
第３の可変入賞装置６１との間に第３中途アウト口７３が設けられる。なお、各中途アウ
ト口７１,７２,７３は、直上に位置する可変入賞装置５９,６２,６０の開閉部材５９ａ,
６２ａ,６０ａが枢支される装飾体６７,７０,６８に形成されている。すなわち、図３に
示す如く、第１装飾体６７に第１中途アウト口７１が右流下路１２ｂ側に開口するよう設
けられ、第４装飾体７０に第２中途アウト口７２が右流下路１２ｂ側に開口するよう設け
られ、第２装飾体６８に第３中途アウト口７３が右流下路１２ｂ側に開口するよう設けら
れている。
【００３０】
　前記装飾部材１６の裏側には、各可変入賞装置５９,６０,６１,６２に対応する各入賞
口６３,６４,６５,６６に入球したパチンコ球Ｂを裏側へ通出案内する入賞球排出経路７
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４,７５,７６,７７が、各入賞口６３,６４,６５,６６に対応して形成されている。また、
各中途アウト口７１,７２,７３に入球したパチンコ球Ｂを裏側へ通出案内する第２アウト
口排出経路としての中途アウト口排出経路７８,７９,８０が、各中途アウト口７１,７２,
７３に対応して装飾部材１６の裏側に形成されている。実施例では、図６に示す如く、第
１の可変入賞装置５９で開閉される第１入賞口６３に入球したパチンコ球Ｂを通出案内す
る第１入賞球排出経路７４と、該第１の可変入賞装置５９の下方に設けられる第１中途ア
ウト口７１に入球したパチンコ球Ｂを通出案内する第１中途アウト口排出経路７８とが前
後に隣接して設けられている。また第４の可変入賞装置６２で開閉される第４入賞口６６
に入球したパチンコ球Ｂを通出案内する第４入賞球排出経路７７と、該第４の可変入賞装
置６２の下方に設けられる第２中途アウト口７２に入球したパチンコ球Ｂを通出案内する
第２中途アウト口排出経路７９とが前後に隣接して設けられている。更に、第２の可変入
賞装置６０で開閉される第２入賞口６４に入球したパチンコ球Ｂを通出案内する第２入賞
球排出経路７５と、該第２の可変入賞装置６０の下方に設けられる第３中途アウト口７３
に入球したパチンコ球Ｂを通出案内する第３中途アウト口排出経路８０とが前後に隣接し
て設けられている。なお、第３の可変入賞装置６１で開閉される第３入賞口６５に入球し
たパチンコ球Ｂを通出案内する第３入賞球排出経路７６は単独で設けられる。
【００３１】
　前記第１～第４入賞球排出経路７４,７５,７６,７７には、対応する入賞球排出経路７
４,７５,７６,７７を流通するパチンコ球Ｂ(対応する第１～第４入賞口６３,６４,６５,
６６に入球したパチンコ球Ｂ)を検知する第１～第４球検知スイッチ８１,８２,８３,８４
が配設されている(図７参照)。これら球検知スイッチ８１,８２,８３,８４は前記制御装
置３２に接続され、該制御装置３２は、球検知スイッチ８１,８２,８３,８４の球検知に
基づいて、対応する入賞口６３,６４,６５,６６への入球に対して予め設定されている賞
球数に応じたパチンコ球Ｂを、賞球として払い出すよう球払出装置を制御する。また第１
、第２、第４入賞口６３,６４,６６に対応する第１、第２、第４球検知スイッチ８１,８
２,８４の球検知に基づいて、制御装置３２は、後述する始動保留球の記憶数の変更、お
よび対応する普通可変表示装置８８,８９による変動ゲームを開始させるよう設定されて
いる。更に、制御装置３２は、各球検知スイッチ８１,８２,８３,８４の球検知を条件と
して、前記表示演出装置１４および発光演出装置１５で所要の演出を行なわせ、遊技者の
興趣を向上させるよう設定してある。
【００３２】
　前記遊技領域１２における右流下路１２ｂには、図５に示す如く、前述した流路変更部
材としての多数の遊技釘１９が植設されており、これら遊技釘１９を調整することで、右
流下路１２ｂを流下するパチンコ球Ｂの流下方向を変更し得るよう構成される。具体的に
は、右流下路１２ｂにおける前記第１の可変入賞装置５９の側方および上方に位置する第
１遊技釘群１９Ａを調整することにより、右流下路１２ｂを流下するパチンコ球Ｂが前記
第１入賞口６３(第１の可変入賞装置５９)に入賞するか否かの確率を変更し得るようにな
っている。また右流下路１２ｂにおける前記第４の可変入賞装置６２の側方および上方に
位置する第２遊技釘群１９Ｂと、第１中途アウト口７１に隣接する２本のアウト口用遊技
釘１９ａ,１９ａを調整することにより、右流下路１２ｂを流下するパチンコ球Ｂが第４
入賞口６６(第４の可変入賞装置６２)に入賞するか否かの確率を変更し得るようになって
いる。更に、右流下路１２ｂにおける前記第２の可変入賞装置６０の側方および上方に位
置する第３遊技釘群１９Ｃと、第２中途アウト口７２に隣接する２本のアウト口用遊技釘
１９ａ,１９ａを調整することにより、右流下路１２ｂを流下するパチンコ球Ｂが第２入
賞口６４(第２の可変入賞装置６０)に入賞するか否かの確率を変更し得るようになってい
る。なお、右流下路１２ｂにおける前記第３の可変入賞装置６１の側方および上方に位置
する第４遊技釘群１９Ｄと、第３中途アウト口７３に隣接する２本のアウト口用遊技釘１
９ａ,１９ａを調整することにより、右流下路１２ｂを流下するパチンコ球Ｂが第３入賞
口６５(第３の可変入賞装置６１)に入賞するか否かの確率を変更し得るようになっている
。すなわち、各遊技釘群１９Ａ,１９Ｂ,１９Ｃ,１９Ｄおよびアウト口用遊技釘１９ａ,１
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９ａを調整することで、右流下路１２ｂを流下するパチンコ球Ｂが、各入賞口６３,６４,
６５,６６へ向けて流下する割合と、各中途アウト口７１,７２,７３へ向けて流下する割
合と、何れにも入球しない割合を変更し得るようになっている。
【００３３】
　前記遊技領域１２の左流下路１２ａであって、前記電飾装置２２の下方に表示手段８５
が配置されている。この表示手段８５は、始動保留球の記憶数を表示する保留記憶表示装
置９０,９１,９２,９３と、表示態様を可変表示することで抽選演出としての変動ゲーム
を行なう可変表示装置８６,８７,８８,８９とを備えている。変動ゲームは、当りか否か
の当り判定の結果を、「当り表示」と「はずれ表示」を用いて導出するゲームであり、可
変表示装置８６,８７,８８,８９に「当り表示」が確定的に停止表示されることにより遊
技者は当りを認識できる一方で、「はずれ表示」が確定的に停止表示されることにより遊
技者ははずれを認識できる。そして、実施例のパチンコ機では、第１特定作動口２４、第
２特定作動口５７ａ、第１入賞口６３、第２入賞口６４、第４入賞口６６へ入球するパチ
ンコ球Ｂを対象として始動保留球の記憶数を各別に管理すると共に、変動ゲームを各別に
行なわせる。但し、実施例のパチンコ機では、前記第１当り遊技と第２当り遊技とが同時
には行なわれず、第１当り遊技の終了後に第２当り遊技が行なわれることから、第１入賞
口６３と第４入賞口６６とに入球するパチンコ球Ｂを対象とする始動保留球の記憶および
変動ゲームを、共通の保留記憶表示装置９３および可変表示装置８８で行なうよう設定し
てある。従って、表示手段８５は、第１特定作動口２４、第２特定作動口５７ａ、第１入
賞口６３(第４入賞口６６)、第２入賞口６４毎に、始動保留球の記憶数を表示する４つの
保留記憶表示装置９０,９１,９２,９３と、変動ゲームを行なう４つの可変表示装置８６,
８７,８８,８９を備えている。
【００３４】
　実施例の表示手段８５では、各可変表示装置８６,８７,８８,８９は１つのＬＥＤ表示
部からなると共に、各保留記憶表示装置９０,９１,９２,９３は２つのＬＥＤ表示部から
なり、図１において右上りの線上に整列する２列のＬＥＤ表示部が上下方向に７段で設け
られている。そして、図１において最上段の左側に配置されるＬＥＤ表示部が、第１特定
作動口２４への入球に基づき変動ゲームを行なう第１特別可変表示装置(第１可変表示装
置)８６を構成し、最上段の右側に配置されるＬＥＤ表示部が、第２特定作動口５７ａへ
の入球に基づき変動ゲームを行なう第２特別可変表示装置(第４可変表示装置)８７を構成
している。また上から２段目の左側に配置されるＬＥＤ表示部が、第１入賞口６３および
第４入賞口６６への入球に基づき変動ゲームを行なう第１普通可変表示装置(第２可変表
示装置)８８を構成し、上から２段目の右側に配置されるＬＥＤ表示部が、第２入賞口６
４への入球に基づき変動ゲームを行なう第２普通可変表示装置(第３可変表示装置)８９を
構成している。図１において上から３段目に配置される２つのＬＥＤ表示部が、第１特定
作動口２４への入球に基づく始動保留球の記憶数を表示する第１特別保留記憶表示装置９
０を構成し、上から６段目に配置される２つのＬＥＤ表示部が、第２特定作動口５７ａへ
の入球に基づく始動保留球の記憶数を表示する第２特別保留記憶表示装置９１を構成して
いる。また、図１において上から４段目に配置される２つのＬＥＤ表示部が、第１入賞口
６３および第４入賞口６６への入球に基づく始動保留球の記憶数を表示する第１普通保留
記憶表示装置９２を構成し、上から５段目に配置される２つのＬＥＤ表示部が、第２入賞
口６４への入球に基づく始動保留球の記憶数を表示する第２普通保留記憶表示装置９３を
構成している。
【００３５】
　図１において、最下段(７段目)における左側のＬＥＤ表示部は、エラー報知装置９４と
して機能し、図示しないエラー検知手段が、パチンコ機の許容以上の振動または磁石の使
用を検知したときに、該エラー報知装置９４が点灯するよう構成される。また最下段にお
ける右側のＬＥＤ表示部は、当り報知装置９５として機能し、変動ゲームの結果、第１特
別可変表示装置８６に特定の表示態様が停止表示されたときに(第１当り遊技が発生した
とき)点灯するよう構成される。なお、当り報知装置９５は、第１当り遊技および第２当
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り遊技が継続中は点灯状態を維持し、第１当り遊技の終了後に行なわれる第２当り遊技が
終了したときに消灯するよう設定されている。
【００３６】
　ここで、可変表示装置８６,８７,８８,８９では、変動ゲームの開始によりＬＥＤ表示
部が点滅し、変動ゲームのゲーム時間として定める変動時間の経過時に当り判定の判定結
果が「当り」であればＬＥＤ表示部が点灯し、「はずれ」であればＬＥＤ表示部が消灯す
る。実施例では、ＬＥＤ表示部が点灯した特定の表示態様となる状態を「当り表示」とし
、ＬＥＤ表示部が消灯した状態を「はずれ表示」としている。なお、変動ゲームが行なわ
れていない場合には、前回の変動ゲームの表示結果がそのまま表示される。
【００３７】
　前記第１特定作動口２４、第２特定作動口５７ａ(作動ゲート５７)、第１,第２および
第４入賞口６３,６４,６６への入球または通過により開始される抽選での当選確率は異な
るよう設定されている。実施例では、第１特定作動口２４、第１,第２および第４入賞口
６３,６４,６６への入球に基づく抽選での当選確率は略同じ確率に設定されるのに対し、
第２特定作動口５７ａへの球通過に基づく抽選での当選確率は、第１特定作動口２４、第
１,第２および第４入賞口６３,６４,６６への入球に基づく抽選での当選確率に比べて低
く設定されている。
【００３８】
　始動保留球の記憶数は、予め定められた上限数を限度として制御装置３２に記憶される
。始動保留球の記憶数は、保留中の変動ゲームの回数を示す。これらの始動保留球の記憶
数は、パチンコ球Ｂの各作動口２４,５７ａや入賞口６３,６４,６６への入球あるいは通
過によって１加算されると共に変動ゲームの開始によって１減算される。そして、前述の
ように２つのＬＥＤ表示部を備える各保留記憶表示装置９０,９１,９２,９３では、始動
保留球の記憶数が「０」の場合(すなわち保留中の変動ゲームが存在しない場合)には、２
つのＬＥＤ表示部が消灯し、記憶数が「１」の場合(すなわち保留中の変動ゲームが１つ
存在する場合)には１つのＬＥＤ表示部が点灯し、記憶数が「２」の場合(すなわち保留中
の変動ゲームが２つ存在する場合)には、両方のＬＥＤ表示部が点灯し、記憶数が「３」
の場合(すなわち保留中の変動ゲームが３つ存在する場合)には、一方のＬＥＤ表示部が点
灯する一方で他方のＬＥＤ表示部が点滅し、記憶数が「４」の場合(すなわち保留中の変
動ゲームが４つ存在する場合)には、両方のＬＥＤ表示部が点滅する。このようなＬＥＤ
表示部の発光態様により、遊技者に始動保留球の記憶数、すなわち保留中の変動ゲームの
回数を報知し得るようになっている。
【００３９】
　ここで、実施例における第１～第４の可変入賞装置５９,６０,６１,６２は、前記可変
表示装置８６,８７,８８,８９での抽選結果に基づいて、制御装置３２により開閉制御さ
れる。すなわち、前記第１特定作動口２４への入球による抽選の結果の当選で、前記第１
当り遊技が始まり、第１の可変入賞装置５９が開放する。そして、第１当り遊技において
第１入賞口６３への入球での抽選で当選した場合は、第１の可変入賞装置５９での終了条
件成立後に第２の可変入賞装置６０が開放し、第２入賞口６４への入球での抽選で当選し
た場合は、第２の可変入賞装置６０での終了条件成立後に第３の可変入賞装置６１が開放
するよう設定される。また、第１当り遊技中に前記第２特定作動口５７ａへの入球による
抽選の結果の当選で、前記第２当り遊技が始まり、第４の可変入賞装置６２が開放する。
そして、第２当り遊技において第４入賞口６６への入球での抽選で当選した場合は、第４
の可変入賞装置６２での終了条件成立後に第２の可変入賞装置６０が開放し、第２入賞口
６４への入球での抽選で当選した場合は、第２の可変入賞装置６０での終了条件成立後に
第３の可変入賞装置６１が開放するよう設定される。なお、第１当り遊技中において、第
１の可変入賞装置５９、第２の可変入賞装置６０および第３の可変入賞装置６１が同時に
開放されないよう制御装置３２により作動制御されると共に、第２当り遊技中において、
第４の可変入賞装置６２、第２の可変入賞装置６０および第３の可変入賞装置６１が同時
に開放されないよう制御装置３２により作動制御される。
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【００４０】
　そして、前述した開閉態様で制御される第１,第２,第４の可変入賞装置５９,６０,６２
に対応する第１,第２,第４入賞口６３,６４,６６および特定作動口２４,５７ａへの入球
または球通過による始動保留球の保留条件については、以下のように設定されている。
　すなわち、前記第１特定作動口２４への入球による始動保留球の保留条件は特になく、
当該パチンコ機の遊技中において第１特定作動口２４へパチンコ球Ｂが入球することで始
動保留球が記憶される。また、各作動口６３,６４,６５,６６への入球による始動保留球
の保留条件は、第１当り遊技においては、第１の可変入賞装置５９の開放中に第１入賞口
６３に入球したパチンコ球Ｂが始動保留球として記憶され、第２の可変入賞装置６０の開
放中に第２入賞口６４に入球したパチンコ球Ｂが始動保留球として記憶される。これに対
し、第２当り遊技においては、第４の可変入賞装置６２の開放中に第４入賞口６６に入球
したパチンコ球Ｂが始動保留球として記憶され、第２の可変入賞装置６０の開放中に第２
入賞口６４に入球したパチンコ球Ｂが始動保留球として記憶される。
【００４１】
　実施例では、第１特定作動口２４および第２特定作動口５７ａに入球または通過したパ
チンコ球Ｂによる始動保留球の上限記憶数、および第１当り遊技において第１および第２
入賞口６３,６４に入球したパチンコ球Ｂ、第２当り遊技において第４および第２入賞口
６６,６４に入球したパチンコ球Ｂによる始動保留球の上限記憶数は、何れも同一の４個
に設定されて、夫々４回の抽選が行なわれるようになっている。但し、第１特定作動口２
４、第２特定作動口５７ａ、第１,第２および第４入賞口６３,６４,６６に入球または通
過したパチンコ球Ｂによる始動保留球の上限記憶数は、前述した数に限定されるものでな
く任意に設定可能である。なお、第１当り遊技における第１～第３の可変入賞装置５９,
６０,６１の終了条件における入球数と、第２当り遊技における第２および第３の可変入
賞装置６０,６１の終了条件における入球数は同じ(例えば４個)に設定されるのに対し、
第２当り遊技における第４の可変入賞装置６２の終了条件における入球数が異なる(例え
ば２個)ように設定されている。
【００４２】
　前記遊技領域１２における左流下路１２ａには、パチンコ球Ｂが通過可能な通過口を有
する遊技作動ゲート９６が配設されており、該遊技作動ゲート９６には、通過口をパチン
コ球Ｂが通過したことを検知する遊技検知スイッチ９７が配設されている。遊技検知スイ
ッチ９７は前記制御装置３２に接続され、該制御装置３２は、遊技検知スイッチ９７の球
検知に基づき図示しないスピーカによる音演出および前記表示演出装置１４による表示演
出を行なうよう構成される。この遊技検知スイッチ９７は、当該パチンコ機で遊技が行な
われていることを検知するべく機能するものであって、該遊技検知スイッチ９７が所定時
間に亘ってパチンコ球Ｂを検知しない場合は、制御装置３２はスピーカによる音演出およ
び表示演出装置１４による表示演出を停止して、待機状態とするよう各装置を制御する。
但し、前記第１当り遊技および第２当り遊技の最中には、右打ちによる遊技が行なわれる
ことから、両当り遊技中については、遊技検知スイッチ９７による球検知が所定時間に亘
ってなされなくても、制御装置３２は音演出および表示演出を停止しないように各装置を
制御する。
【００４３】
　前記遊技盤１０の裏面には、図７に示す如く、遊技盤裏面に通出するパチンコ球(セー
フ球やアウト球)Ｂを排出案内する集合樋９８が配設されている。この集合樋９８は、上
枠部９９、下枠部１００、左枠部１０１および右枠部１０２からなる矩形枠状に形成され
、これら枠部９９,１００,１０１,１０２で画成された開口窓９８ａを介して、集合樋９
８に着脱自在に配設した前記表示演出装置１４の表示面を、前記装飾部材１６の開口部１
７ａに臨ませるよう構成される。なお、図７は遊技盤１０を裏側から見ている関係で、基
準となる前側から見ている場合とでは左・右が逆になっている。
【００４４】
　前記集合樋９８における右枠部１０２には、図６,図８に示す如く、前記第１入賞球排
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出経路７４および第１中途アウト口排出経路７８に連通する第１集合樋排出経路１０３が
、上下方向に延在するよう形成されている。第１集合樋排出経路１０３は、１つの第１連
通口１０３ａを介して第１入賞球排出経路７４および第１中途アウト口排出経路７８に連
通し、第１入賞球排出経路７４および第１中途アウト口排出経路７８を通出するパチンコ
球Ｂを集合して排出し得るよう構成される。また右枠部１０２には、前記第１集合樋排出
経路１０３に隣接して第２集合樋排出経路１０４が上下方向に延在するよう形成され、該
第２集合樋排出経路１０４には、上下に離間して第２連通口１０４ａと第３連通口１０４
ｂが形成されている。そして、第２連通口１０４ａには、前記第４入賞球排出経路７７お
よび第２中途アウト口排出経路７９が連通し、第３連通口１０４ｂには、前記第２入賞球
排出経路７５および第３中途アウト口排出経路８０が連通して、第４入賞球排出経路７７
、第２中途アウト口排出経路７９、第２入賞球排出経路７５および第３中途アウト口排出
経路８０を通出するパチンコ球Ｂを第２集合樋排出経路１０４で集合して排出し得るよう
構成される。なお、第１集合樋排出経路１０３および第２集合樋排出経路１０４は、右枠
部１０２の下端部で連通して、両集合樋排出経路１０３,１０４を流下したパチンコ球Ｂ
を集合して１箇所から排出し得るようにしてある。
【００４５】
　前記集合樋９８の左枠部１０１には、前記普通入賞装置２１に入球して裏側に通出され
たパチンコ球Ｂを排出する普通排出経路１０５が形成されている。なお、集合樋９８に形
成された前記各排出経路１０３,１０４,１０５の内部には、図８に示すように、上下方向
に離間して複数の突起１０６が設けられ、該突起１０６にパチンコ球Ｂが接触することで
流下速度を緩和するようにしてある。
【００４６】
〔実施例の作用〕
　次に、前述した実施例に係るパチンコ機の作用につき説明する。
【００４７】
　遊技者は、前記センター役物１３の受入口２３へパチンコ球Ｂを入球させるベく、遊技
領域１２における左流下路１２ａに向けて打球発射装置からパチンコ球Ｂを打込む。左流
下路１２ａを流下するパチンコ球Ｂは、遊技釘１９や風車２０によって流路が変更される
。パチンコ球Ｂが前記遊技作動ゲート９６を通過し、これを遊技検知スイッチ９７が検知
すると、前記制御装置３２は、スピーカによる音演出および前記表示演出装置１４による
表示演出が行なわれるよう、スピーカおよび表示演出装置１４を制御する。これにより、
第１当り遊技が開始されるまでの間、遊技者の興趣を持続させることができる。また、前
記受入口２３や普通入賞装置２１に入球することなく左流下路１２ａの最下部まで流下し
たパチンコ球Ｂは、前記最終アウト口１８に入球して機裏側に回収される。
【００４８】
　前記遊技盤１０の遊技領域１２に打出されたパチンコ球Ｂが、前記受入口２３に入球す
ると、図２に示すように該パチンコ球Ｂはステージ２９を左右方向に転動し、その勢いが
弱くなったときに、前記案内路３０を介して第１振分装置２５の取入口４１に通出される
。実施例のようにセンター役物１３の内部にパチンコ球Ｂが入球することで、遊技者に有
利な特定遊技状態が発生する可能性のあるパチンコ機では、受入口２３にパチンコ球Ｂが
入球するのを遊技者が注目し、望んでいる。実施例では、受入口２３から役物内に入球し
たパチンコ球Ｂを検知する前記入球検知スイッチ３１を設けたから、受入口２３に入球し
たパチンコ球Ｂを該入球検知スイッチ３１が検知したときには、前記制御装置３２が表示
演出装置１４および発光演出装置１５を制御して、前記遊技作動ゲート９６をパチンコ球
Ｂが通過したときの演出とは異なる各種の演出を行なわせることができ、遊技者の興趣を
高めることができる。
【００４９】
　前記第１振分装置２５では、前記第１回転振分体３６が常に一定方向に回転しているか
ら、該第１回転振分体３６の凹部３６ａが取入口４１に臨んだときにパチンコ球Ｂが該取
入口４１に通出された場合は、該パチンコ球Ｂは凹部３６ａに受入れられた状態で、第１
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回転振分体３６の回転に伴って右下方に移動する。そして、このパチンコ球Ｂは、前記第
１経路４２に放出された後、前記振分部材２７に導びかれる。振分部材２７に導びかれる
パチンコ球Ｂは、前記クルーン誘導検知スイッチ４６で検知され、このときに前記制御装
置３２は、表示演出装置１４および発光演出装置１５で演出を行なわせ、特定遊技状態の
発生確率の可能性のある振分部材２７にパチンコ球Ｂが入ったことと、両演出装置１４,
１５による演出とにより、特定遊技状態の発生の期待感を高めることができる。なお、ク
ルーン誘導検知スイッチ４６でパチンコン球Ｂが検知されたときの表示演出装置１４およ
び発光演出装置１５での演出内容を、前記遊技作動ゲート９６にパチンコ球Ｂが通過した
ときの演出あるいは入球検知スイッチ３１がパチンコ球Ｂを検知したときの演出とは異な
るよう制御装置３２で両演出装置１４,１５を制御でき、遊技者の興趣を高めることがで
きる。
【００５０】
　また、前記案内路３０から取入口４１にパチンコ球Ｂが通出されたときに、第１回転振
分体３６の凹部以外の外周面が取入口４１に臨んでいる場合は、該パチンコ球Ｂは第１回
転振分体３６の外周面に沿って左方に移動し、前記第２経路４３に通入する。第２経路４
３を通過したパチンコ球Ｂは前記受皿５１へと導かれ、該パチンコ球Ｂは受皿５１の転動
面をすり鉢状に周回して排出口から前記受入棚５２の転動面に落下する。このパチンコ球
Ｂは、転動面を転動する勢いがなくなる(減衰する)と球出口５２ａから第２振分装置２６
の第２回転振分体４９の上に落下する(図２参照)。すなわち、第２回転振分体４９へのパ
チンコ球Ｂの誘導タイミングが一定のものとならず、多様なタイミングとなることで、遊
技者の興趣を高めることができる。
【００５１】
　前記第２回転振分体４９は常に一定方向に回転しており、該第２回転振分体４９の凹部
４９ａが上方に臨んだときにパチンコ球Ｂが受入棚５２から落下した場合は、該パチンコ
球Ｂは凹部４９ａに受入れられた状態で、第２回転振分体４９の回転に伴って右方に案内
されて、前記案内通路５４を介して振分部材２７上に導びかれる。なお、受入棚５２から
第２回転振分体４９の上にパチンコ球Ｂが落下したときに、第２回転振分体４９の凹部以
外の外周面が上側に臨んでいる場合は、該パチンコ球Ｂは第２回転振分体４９の外周面に
沿って左方に移動し、第２一般入賞口５５に入球する。第２一般入賞口５５にパチンコ球
Ｂが入球したことを第２普通入球スイッチ５６が検知すると、前記制御装置３２の制御下
に球払出装置が作動して、所定個数のパチンコ球Ｂが賞球として払出される。
【００５２】
　前記第２経路４３を通過して受皿５１に導びかれるパチンコ球Ｂは、前記回転体誘導検
知スイッチ５３で検知され、このときに前記制御装置３２は、表示演出装置１４および発
光演出装置１５で演出を行なわせる。表示演出装置１４および発光演出装置１５での演出
と、受皿５１および受入棚５２を介して第２振分装置２６に導かれるパチンコ球Ｂのタイ
ミングが多様であることとにより、パチンコ球Ｂが第２振分装置２６上に落下するまでの
間の遊技を盛り上げることで、遊技者に特定遊技状態の発生の期待感を持続させ得る。こ
のとき、表示演出装置１４および発光演出装置１５での演出内容を、前述した各演出内容
とは異なるように制御装置３２で両演出装置１４,１５を制御でき、遊技者の興趣を高め
ることができる。また、第１振分装置２５および第２振分装置２６でパチンコ球Ｂの振分
けが２回行なわれるので、パチンコ球Ｂの動きが複雑になり、遊技の興趣を向上すること
ができる。
【００５３】
　前記振分部材２７上に至ったパチンコ球Ｂは、該振分部材２７上を旋回して、特別球入
口２７ａまたは普通球入口２７ｂ,２７ｂの何れかに入球して落下する。普通球入口２７
ｂに入球して落下するパチンコ球Ｂは、前記第１一般入賞口４７に入球し、特定遊技状態
の発生とはならず、第１一般入賞口４７にパチンコ球Ｂが入球したことを第１普通入球ス
イッチ４８が検知したことに基づいて、前記制御装置３２の制御下に球払出装置が作動し
て、所定個数のパチンコ球Ｂが賞球として払出される。これに対し、特別球入口２７ａに
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入球して落下するパチンコ球Ｂは、前記第１特定作動口２４に入球し、前記第１特賞入球
スイッチ４５の球検知に基づいて、制御装置３２は前記第１特別可変表示装置８６での変
動ゲーム(表示態様の可変)を開始する。また、第１特定作動口２４への入球に対して、制
御装置３２の制御下に球払出装置が作動して、所定数の賞球が払い出されると共に、前記
表示演出装置１４および発光演出装置１５が、制御装置３２の制御下に所要の演出を行な
い、遊技者の特定遊技状態の発生への期待感を高めることができる。
【００５４】
　前記第１特別可変表示装置８６のＬＥＤ表示部が点滅する変動ゲームの結果、当選した
場合は、第１特別可変表示装置８６のＬＥＤ表示部が「当り表示」に確定的に停止表示さ
れた後、特定遊技状態が発生して第１当り遊技が実施される。すなわち、前記第１の可変
入賞装置５９の第１ソレノイド５９ｂが励磁され、第１開閉部材５９ａが閉鎖位置から開
放位置に変位することで第１入賞口６３が開放する。特定遊技状態が発生した後、右打ち
(右流下路１２ｂへ向けてパチンコ球を打込むこと)を行なうことで、パチンコ球Ｂは、複
数の可変入賞装置５９,６０,６１,６２が配設されている遊技領域１２の右側上方に打込
まれて第１入賞口６３に入賞可能となる。第１当り遊技中に第１特定作動口２４に入球し
た所定数(４個)は始動保留球の記憶数となり、該記憶数は第１特別保留記憶表示装置９０
に、ＬＥＤ表示部の発光態様により表示される。なお、第１当り遊技が行なわれている間
(すなわち第１特定作動口２４への入球後)は、前記当り報知装置９５のＬＥＤ表示部が点
灯することで、遊技者に右打ちを行なうことを促すことができる。
【００５５】
　前記第１特別可変表示装置８６による変動ゲームの結果、当選しなかった場合は、第１
特別可変表示装置８６のＬＥＤ表示部が「はずれ表示」に確定的に停止表示され、前記第
１の可変入賞装置５９は第１入賞口６３を開放しない。このとき、第１特別保留記憶表示
装置９０に記憶されている保留球が存在していれば、第１特別可変表示装置８６に「はず
れ表示」が停止表示された後、第１特別保留記憶表示装置９０での記憶数が１つ消化され
て再び第１特別可変表示装置８６による変動ゲームが行なわれる。
【００５６】
　(第１当り遊技について)
　第１当り遊技において、前記右流下路１２ｂに向けて打込まれたパチンコ球Ｂは、前記
遊技釘１９で流路を変更されながら流下する。遊技者は開放している第１入賞口６３への
入球を願っているが、第１の可変入賞装置５９の下方に近接して第１中途アウト口７１が
設けられているので、遊技者はパチンコ球Ｂが第１中途アウト口７１に入球してしまうお
それがあることによるスリルを味わうことができ、遊技の興趣を向上し得る。なお、第１
中途アウト口７１より下方の右流下路１２ｂに作動ゲート５７が配置されているから、遊
技者は第１入賞口６３に入球しなかったパチンコ球Ｂが第１中途アウト口７１に入球する
ことなく作動ゲート５７を通過することを期待して遊技を行ない得る。なお、第１入賞口
６３および全ての中途アウト口７１,７２,７３に入球することなく右流下路１２ｂの最下
部まで流下したパチンコ球Ｂは、前記最終アウト口１８に入球して機裏側に回収される。
【００５７】
　第１当り遊技において開放している前記第１入賞口６３にパチンコ球Ｂが入球し、前記
第１球検知スイッチ８１が入球を検知すると、前記制御装置３２の制御下に球払出装置が
作動して、所定個数のパチンコ球Ｂが賞球として払出されると共に、第１普通可変表示装
置８８による変動ゲームが開始される。第１の可変入賞装置５９は、第１開閉部材５９ａ
を開放してからの経過時間およびパチンコ球Ｂの入球数の何れかが、予め設定された経過
時間または入球数に達した時点で第１ソレノイド５９ｂが非励磁となって第１開閉部材５
９ａが開放位置から閉鎖位置に変位することで第１入賞口６３を閉成する。なお、第１入
賞口６３の開放中に入球した所定数(４個)が始動保留球の記憶数となり、該記憶数は第１
普通保留記憶表示装置９２に、ＬＥＤ表示部の発光態様により表示される。
【００５８】
　前記第１入賞口６３にパチンコ球Ｂが入球したことを契機とする第１普通可変表示装置
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８８での変動ゲームの結果、当選した場合は、第１普通可変表示装置８８のＬＥＤ表示部
が「当り表示」に確定的に停止表示された後、前記第２の可変入賞装置６０の第２ソレノ
イド６０ｂが励磁され、第２開閉部材６０ａが閉鎖位置から開放位置に変位することで第
２入賞口６４が開放する。ここで、第２の可変入賞装置６０の場合は、上に近接して第２
中途アウト口７２が設けられているので、開放した第２入賞口６４への入球の可能性のあ
るパチンコ球Ｂが、上の第２中途アウト口７２に入球することなく第２入賞口６４に入球
することに遊技者の関心を惹きつけることができ、遊技の興趣をより高めることができる
。
【００５９】
　前記第２入賞口６４にパチンコ球Ｂが入球し、前記第２球検知スイッチ８２が入球を検
知すると、前記制御装置３２の制御下に球払出装置が作動して、所定個数のパチンコ球Ｂ
が賞球として払出されると共に、第２普通可変表示装置８９による変動ゲームが開始され
る。第２の可変入賞装置６０は、第２開閉部材６０ａが開放してからの経過時間およびパ
チンコ球Ｂの入球数の何れかが、予め設定された経過時間または入球数に達した時点で第
２ソレノイド６０ｂが非励磁となって第２開閉部材６０ａが開放位置から閉鎖位置に変位
することで第２入賞口６４を閉成する。なお、第２入賞口６４の開放中に入球した所定数
(４個)が始動保留球の記憶数となり、該記憶数は第２普通保留記憶表示装置９３に、ＬＥ
Ｄ表示部の発光態様により表示される。
【００６０】
　前記第１普通可変表示装置８８による変動ゲームの結果、当選しなかった場合は、第１
普通可変表示装置８８のＬＥＤ表示部が「はずれ表示」に確定的に停止表示された後、前
記第２の可変入賞装置６０で第２入賞口６４を開放することなく、第１普通保留記憶表示
装置９２での記憶数が１つ消化されて再び第１普通可変表示装置８８による変動ゲームが
行なわれる。
【００６１】
　前記第２入賞口６４にパチンコ球Ｂが入球したことを契機とする第２普通可変表示装置
８９での変動ゲームの結果、当選した場合は、第２普通可変表示装置８９のＬＥＤ表示部
が「当り表示」に確定的に停止表示された後、前記第３の可変入賞装置６１の第３ソレノ
イド６１ｂが励磁され、第３開閉部材６１ａが閉鎖位置から開放位置に変位することで第
３入賞口６５が開放する。第３の可変入賞装置６１の上方に近接して第３中途アウト口７
３が設けられているので、開放した第３入賞口６５への入球の可能性のあるパチンコ球Ｂ
が、上の第３中途アウト口７３に入球することなく第３入賞口６５に入るかに遊技者の関
心を惹きつけることができる。
【００６２】
　前記第３入賞口６５にパチンコ球Ｂが入球し、前記第３球検知スイッチ８３が入球を検
知すると、前記制御装置３２の制御下に球払出装置が作動して、所定個数のパチンコ球Ｂ
が賞球として払出される。第３の可変入賞装置６１は、第３開閉部材６１ａが開放してか
らの経過時間およびパチンコ球Ｂの入球数の何れかが、予め設定された経過時間または入
球数に達した時点で第３ソレノイド６１ｂが非励磁となって第３開閉部材６１ａが開放位
置から閉鎖位置に変位することで第３入賞口６５を閉成する。
【００６３】
　前記第２普通可変表示装置８９による変動ゲームの結果、当選しなかった場合は、第２
普通可変表示装置８９のＬＥＤ表示部が「はずれ表示」に確定的に停止表示された後、前
記第３の可変入賞装置６１で第３入賞口６５を開放することなく、第２普通保留記憶表示
装置９３での記憶数が１つ消化されて再び第２普通可変表示装置８９による変動ゲームが
行なわれる。
【００６４】
　前記第３の可変入賞装置６１で第３入賞口６５が閉成された時点で、前記第２普通保留
記憶表示装置９３での記憶数が１つ消化されて再び第２普通可変表示装置８９による変動
ゲームが行なわれる。その結果当選した場合は、前述したと同様に第３の可変入賞装置６
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１が作動して第３入賞口６５を開放し、パチンコ球Ｂの入球による１球毎に対する賞球の
払出しがなされると共に、予め設定された経過時間または入球数に達した時点で第３の可
変入賞装置６１が閉成作動される。すなわち、第２普通保留記憶表示装置９３での記憶数
の分だけ変動ゲームが行なわれて、当選した場合は第３入賞口６５が開放するサイクルが
反復される。
【００６５】
　前記第２普通保留記憶表示装置９３での記憶数が全て消化された後は、前記第１普通可
変表示装置８８による変動ゲームが行なわれると共に、第１普通保留記憶表示装置９２で
の記憶数が１つ消化される。そして、第１普通可変表示装置８８での変動ゲームの結果、
当選した場合は、前述したと同様に第２の可変入賞装置６０の第２開閉部材６０ａが開放
変位して第２入賞口６４を開放し、パチンコ球Ｂの入球による１球毎に対する賞球の払出
しがなされると共に、予め設定された経過時間または入球数に達した時点で第２開閉部材
６０ａを閉成作動する。このときにも、第２入賞口６４の開放中に入球した所定数(４個)
が記憶数となり、該記憶数の数だけ変動ゲームが行なわれる毎に、前述した段落〔００６
１〕～〔００６４〕のサイクルが繰返される。
【００６６】
　すなわち、第１当り遊技においては、第２普通保留記憶表示装置９３での記憶数だけ第
２入賞口６４の開放と第３入賞口６５の開放とが反復するサイクルが、第１普通保留記憶
表示装置９２での記憶数だけ繰返されて、多数の賞球を獲得することができる。
【００６７】
　また、第１普通保留記憶表示装置９２での記憶数が全て消化されたときに、前記第１特
別保留記憶表示装置９０に始動保留球が記憶されていれば、再び第１特別可変表示装置８
６での変動ゲームが行なわれ、前述したサイクルが繰返される。
【００６８】
　(第２当り遊技について)
　前記第１当り遊技中において、右打ちしたパチンコ球Ｂが前記作動ゲート５７の第２特
別作動口５７ａを通過すると、第２特賞入球スイッチ５８による球検知に基づき、前記制
御装置３２は第２特別可変表示装置８７による変動ゲームを行ない、当選した場合は、第
２特別可変表示装置８７のＬＥＤ表示部が「当り表示」に確定的に停止表示された後、第
２当り遊技が発生する。なお、第２当り遊技は、前記第１当り遊技が終了した後に行なわ
れる。また、第１当り遊技中に第２特別作動口５７ａを通過したパチンコ球Ｂの所定数(
４個)が始動保留球の記憶数となり、該記憶数は第２特別保留記憶表示装置９１に、ＬＥ
Ｄ表示部の発光態様により表示される。第２特別可変表示装置８７による変動ゲームの結
果、当選しなかった場合は、第２特別可変表示装置８７のＬＥＤ表示部が「はずれ表示」
に確定的に停止表示された後、第２特別保留記憶表示装置９１での記憶数が１つ消化され
て再び第２特別可変表示装置８７による変動ゲームが行なわれる。
【００６９】
　前記第２当り遊技は、第４の可変入賞装置６２、第２の可変入賞装置６０および第３の
可変入賞装置６１を用いて行なわれる遊技であって、第１当り遊技との違いは、最初に開
放される可変入賞装置が第１の可変入賞装置５９であるか第４の可変入賞装置６２である
かの違いと、可変入賞装置の終了条件の１つである入球数が第１の可変入賞装置５９が４
個に対して第４の可変入賞装置６２が２個であるだけの違いで、基本的な動作は第１当り
遊技と同じであるので詳細な説明は省略する。なお、第４入賞口６６の開放中に入球した
所定数(２個)が始動保留球の記憶数となり、該記憶数は前記第１普通保留記憶表示装置９
２に、ＬＥＤ表示部の発光態様により表示される。また、第４入賞口６６にパチンコ球Ｂ
が入球したことを契機とする変動ゲームは第１普通可変表示装置８８で行なわれて、その
結果に応じて該第１普通可変表示装置８８に「当り表示」または「はずれ表示」が停止表
示される。
【００７０】
　すなわち、第２当り遊技においては、第２普通保留記憶表示装置９３での記憶数だけ第
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２入賞口６４の開放と第３入賞口６５の開放とが反復するサイクルが、第１普通保留記憶
表示装置９２での記憶数だけ繰返されて、多数の賞球を獲得することができるものである
。なお、第１普通保留記憶表示装置９２での記憶数が全て消化されたときに、前記第２特
別保留記憶表示装置９１に始動保留球が記憶されていれば、再び第２特別可変表示装置８
７での変動ゲームが行なわれ、前述した第２当り遊技と同様のサイクルが繰返される。こ
の第２当り遊技は、装飾部材１６の右側部に設けられた複数の可変入賞装置５９,６０,６
１,６２へ入球させるべく、右打ちを行なった際にパチンコ球Ｂが到来する装飾部材１６
の右側方に配置される作動ゲート５７の第２特定作動口５７ａにパチンコ球Ｂが通過し、
第２特賞入球スイッチ５８の球検知を契機として発生する可能性があるものである。すな
わち、第１当り遊技における第１～第３の可変入賞装置５９,６０,６１による賞球獲得中
に、第２特別可変表示装置８７による変動ゲームの結果として当選して、更なる賞球の獲
得が可能な第２当り遊技が発生する可能性がある。従って、第１当り遊技中において、遊
技者は、更なる賞球獲得に対する期待を持って遊技を継続することができる。
【００７１】
　前記第１当り遊技および第２当り遊技において、遊技者は右打ちを行ない、各可変入賞
装置５９,６０,６１,６２への入球を期待する。この場合において、実施例のパチンコ機
では、前述したように装飾部材１６における各可変入賞装置５９,６０,６１,６２の間に
、パチンコ球Ｂを機裏側に回収する中途アウト口７１,７２,７３が設けられている。従っ
て、パチンコ球Ｂが可変入賞装置５９,６０,６１,６２に入るのか中途アウト口７１,７２
,７３に入るのかに遊技者の関心を惹きつけることができ、緊張感を持って遊技を行なわ
せることができる。また、可変入賞装置５９,６０,６１,６２および中途アウト口７１,７
２,７３へのパチンコ球Ｂの入球確率は、図５に示すように可変入賞装置５９,６０,６１,
６２および中途アウト口７１,７２,７３の開放側である装飾部材１６の右方に位置する右
流下路１２ｂに植設されている遊技釘１９(第１～第４遊技釘群１９Ａ,１９Ｂ,１９Ｃ,１
９Ｄや各中途アウト口７１,７２,７３に対応するアウト口用遊技釘１９ａ,１９ａ)の調整
により簡単に変更し得るから、パチンコ機を、遊技店側と遊技者側との思惑のバランスが
とれた状態に容易に設定し得る。
【００７２】
　また、第１～第４の可変入賞装置５９,６０,６１,６２および第１～第３中途アウト口
７１,７２,７３は、中央に表示演出装置１４の表示面が臨む装飾部材１６の右側の外周囲
において縦方向に並ぶように設けられているから、表示演出装置１４による表示演出とパ
チンコ球Ｂの動きによって、該パチンコ球Ｂが可変入賞装置５９,６０,６１,６２に入る
のか中途アウト口７１,７２,７３に入るのかに関心を惹きつけて遊技の興趣を向上し得る
。
【００７３】
　前記第１～第４入賞口６３,６４,６５,６６に入球したパチンコ球Ｂは、装飾部材１６
に形成された対応する第１～第４入賞球排出経路７４,７５,７６,７７を介して機裏側に
通出される。また、第１～第３中途アウト口７１,７２,７３に入球したパチンコ球Ｂは、
前記第１～第４入賞球排出経路７４,７５,７６,７７とは別で装飾部材１６に形成された
対応する第１～第３中途アウト口排出経路７８,７９,８０を介して機裏側に通出される。
そして、第１～第４入賞球排出経路７４,７５,７６,７７に対応して第１～第４球検知ス
イッチ８１,８２,８３,８４を配設してあるから、第１～第３中途アウト口７１,７２,７
３に入球したパチンコ球Ｂを、球検知スイッチ８１,８２,８３,８４で誤検知することは
ない。
【００７４】
　図６に示す如く、前後に隣接する前記第１入賞球排出経路７４および第１中途アウト口
排出経路７８は、前記集合樋９８に形成された第１集合樋排出経路１０３に第１連通口１
０３ａを介して共通に連通しているから、第１入賞球排出経路７４および第１中途アウト
口排出経路７８から通出されたパチンコ球Ｂは、第１集合樋排出経路１０３に流入して機
外に排出される。また、前後に隣接する前記第２入賞球排出経路７５と第２中途アウト口
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排出経路７９、および同じく前後に隣接する前記第３入賞球排出経路７６と第３中途アウ
ト口排出経路８０は、集合樋９８に形成された第２集合樋排出経路１０４に第２連通口１
０４ａおよび第３連通口１０４ｂを介して共通に連通しているから、第２入賞球排出経路
７５、第２中途アウト口排出経路７９、第３入賞球排出経路７６および第３中途アウト口
排出経路８０から通出されたパチンコ球Ｂは、第２集合樋排出経路１０４に流入して機外
に排出される。すなわち、装飾部材１６に形成された複数の排出経路７４,７５,７６,７
８,７９,８０から通出されるパチンコ球Ｂを、第１および第２集合樋排出経路１０３,１
０４に集合して排出するよう構成したから、集合樋９８に設ける集合樋排出経路を低減し
て、該集合樋９８の構成を簡略化することができ、計設の容易化および低コスト化を図り
得る。
【００７５】
　前記第１～第４の可変入賞装置５９,６０,６１,６２は、装飾部材１６の右側部におい
て縦方向に並ぶように設けたから、右打ちを行なうことで、第１の可変入賞装置５９、第
２の可変入賞装置６０および第３の可変入賞装置６１、または第４の可変入賞装置６２、
第２の可変入賞装置６０および第３の可変入賞装置６１が連続して開放する可能性があり
、遊技者は多くの賞球を獲得し得る期待を持って遊技を行なうことができ、遊技の興趣を
向上し得る。また実施例では、複数の可変入賞装置５９,６０,６１,６２を装飾部材１６
に設けているから、装飾部材１６とは別体で構成された複数の可変入賞装置を遊技領域１
２に配設するのに比べ、パチンコ球Ｂの流下する領域を確保しつつ、装飾部材１６の大型
化を可能とし得る。すなわち、複数の可変入賞装置５９,６０,６１,６２による興趣に富
む遊技を行なうことができると共に、装飾部材１６を大型化して装飾効果を向上すること
ができる。更に、装飾部材１６の大型化に伴い、該装飾部材１６と共にセンター役物１３
を構成する表示演出装置１４や発光演出装置１５も大型化することが可能となり、演出効
果の向上も図り得る。
【００７６】
〔変更例〕
　本発明に係る遊技機としては、実施例のものに限られるものではなく、種々の変更が可
能である。
(1) 実施例では、装飾部材の右側部に複数の可変入賞装置を配設したが、装飾部材の左側
部に複数の可変室入賞装置を配設してもよい。
(2) 実施例では、可変入賞装置を４つ設けた場合で説明したが、該可変入賞装置は２つ以
上であればよい。
(3) 実施例では、可変入賞装置として、１つの開閉部材を揺動することで入賞口を開閉す
る構成で説明したが、この構成に限らず、例えば１つの開閉部材を水平移動することで入
賞口を開閉したり、あるいは２つの開閉部材を揺動または水平移動することで入賞口を開
閉する等、その他の構成を採用可能である。
(4) 実施例では、第１当り遊技と第２当り遊技を同時に行なわない構成とし、第１入賞口
と第４入賞口とに入球するパチンコ球を対象とする始動保留球の記憶および変動ゲームを
、共通の保留記憶表示装置および可変表示装置で行なうようにしたが、対応して専用の保
留記憶表示装置および可変表示装置を夫々設けてもよい。
(5) 装飾部材に配設される第１～第３振分手段の構成や組合わせは、実施例の構成に限定
されるものでなく、受入れたパチンコ球を振分けることができる構成であればよい。
(6) 実施例では、第２アウト口を３つ設けた場合で説明したが、該第２アウト口は１つ、
２つあるいは４つ以上であってもよく、入賞装置の配設数に対応して設ければよい。また
、第２アウト口を省略することも可能である。
(7) 遊技機としては、パチンコ球の入球が可能な始動入賞装置に設けた入賞スイッチによ
るパチンコ球の検出に応じて図柄変動ゲームを行なう表示演出装置を備え、その変動ゲー
ムの結果により発生する大当り時に特別入賞装置が開放するよう構成した、所謂第１種の
パチンコ機であってもよい。この場合に、中央に表示演出装置が配設される装飾部材の外
周囲において、１つあるいは２つの開閉部材の作動により入賞口を開閉する可変入賞装置
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を設けるか否かは任意に選択可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】実施例に係るパチンコ機の遊技盤を示す正面図である。
【図２】実施例に係るセンター役物を示す正面図である。
【図３】実施例に係るセンター役物を正面側から視た斜視図である。
【図４】実施例に係る第１振分装置および第２振分装置を背面側から視た斜視図である。
【図５】実施例に係るセンター役物の右側部を拡大して示す正面図である。
【図６】実施例に係るセンター役物の装飾体および集合樋を背面側から視た斜視図である
。
【図７】実施例に遊技盤の背面図である。
【図８】実施例に係る集合樋を正面側から視た斜視図である。
【図９】実施例に係るパチンコ機の主要な電気的構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００７８】
　１０　遊技盤
　１２　遊技領域
　１２ｂ　右流下路
　１３　センター役物(演出手段)
　１４　表示演出装置(演出装置)
　１６　装飾部材
　２３　受入口
　２４　第１特定作動口(作動口)
　２５　第１振分装置(第１振分手段)
　２６　第２振分装置(第３振分手段)
　２７　振分部材(第２振分手段)
　４５　第１特賞入球スイッチ(検知手段)
　４７　第１一般入賞口
　５５　第２一般入賞口
　５８　第２特賞入球スイッチ(第２の検知手段)
　５９　第１の可変入賞装置(入賞装置)
　５９ａ　第１開閉部材(開閉部材)
　６０　第２の可変入賞装置(入賞装置)
　６０ａ　第２開閉部材(開閉部材)
　６１　第３の可変入賞装置(入賞装置)
　６１ａ　第３開閉部材(開閉部材)
　６２　第４の可変入賞装置(入賞装置)
　６２ａ　第４開閉部材(開閉部材)
　６３　第１入賞口(入賞口)
　６４　第２入賞口(入賞口)
　６５　第３入賞口(入賞口)
　６６　第４入賞口(入賞口)
　８６　第１特別可変表示装置(第１可変表示装置)
　８７　第２特別可変表示装置(第４可変表示装置)
　８８　第１普通可変表示装置(第２可変表示装置)
　８９　第２普通可変表示装置(第３可変表示装置)
　Ｂ　パチンコ球(遊技球)
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