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ボートレースチケットショップ（81箇所）

ボートレースチケットショップ旭川 〒070-0014 北海道旭川市新星町5丁目1番3号
ボートレースチケットショップなんぶ 〒039-0105 青森県三戸郡南部町大字沖田面字荒田13-1
ボートレースチケットショップ黒石 〒036-0357 青森県黒石市追子野木3-530
ボートレースチケットショップ大郷 〒981-3521 宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷前80
ボートレースチケットショップ川崎 〒989-1507 宮城県柴田郡川崎町大字支倉字鳥屋沢山25-6
ボートレースチケットショップ河辺 〒019-2625 秋田県秋田市河辺北野田高屋字前田52-1
ボートレースチケットショップ玉川 〒963-6311 福島県石川郡玉川村大字岩法寺字新屋敷116-2
ボートレースチケットショップ福島 〒960-0101 福島県福島市瀬上町字北中川原6番地の1（サテライト福島内）
ボートレースチケットショップ岩間 〒319-0205 茨城県笠間市押辺2560-1
ボートレースチケットショップ岡部 〒369-0224 埼玉県深谷市大字西田86
ボートレースチケットショップ栗橋 〒349-1103 埼玉県久喜市栗橋東6-204-17
ボートレースチケットショップ市原 〒290-0066 千葉県市原市五所1966-1
ボートレースチケットショップ横浜 〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町3-7-1
ボートレースチケットショップ双葉 〒400-0105 山梨県甲斐市下今井2998番地
ボートレースチケットショップオラレ上越 〒943-0173 新潟県上越市富岡539-2パティオ1F
ボートレースチケットショップ阿賀野 〒959-2212 新潟県阿賀野市久保196番1
ボートレースチケットショップ新潟 〒950-0925 新潟県新潟市中央区弁天橋通1-4-17
ボートレースチケットショップオラレ刈羽 〒945-0307 新潟県刈羽郡刈羽村大字刈羽3889（PLANT-5刈羽店	隣）
ボートレースチケットショップ津幡 〒929-0328 石川県河北郡津幡町字舟橋ウ17−1
ボートレースチケットショップ富士おやま 〒410-1431 静岡県駿東郡小山町須走字西澤498-414
ボートレースチケットショップ焼津 〒425-0033 静岡県焼津市小川3544-1
ボートレースチケットショップ名古屋 〒455-0037 愛知県名古屋市港区名港1-13-21
ボートレースチケットショップオラレセントレア 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア1-1
ボートレースチケットショップ栄 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目13番5号
ボートレースチケットショップ高浜 〒444-1322 愛知県高浜市二池町四丁目5番地5
ボートレースチケットショップ養老 〒503-1275 岐阜県養老郡養老町大巻1264-1
ボートレースチケットショップ名張 〒518-0445 三重県名張市瀬古口30-1
ボートレースチケットショップ京都やわた 〒614-8043 京都府八幡市八幡一ノ坪14-1
ボートレースチケットショップ京丹後 〒629-3415 京都府京丹後市久美浜町河梨小字大カン谷622-38
ボートレースチケットショップ梅田 〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町18-8
ボートレースチケットショップりんくう 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう	往来北6-26
ボートレースチケットショップ姫路 〒670-0905 兵庫県姫路市魚町127
ボートレースチケットショップ神戸新開地 〒652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地4-6-19
ボートレースチケットショップ滝野 〒679-0205 兵庫県加東市北野461番
ボートレースチケットショップ洲本 〒656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-11-1
ボートレースチケットショップ朝来 〒669-5214 兵庫県朝来市和田山町桑原字砂子田190-1
ボートレースチケットショップ相生 〒678-0072 兵庫県相生市竜泉町242-10
ボートレースチケットショップ大和ごせ 〒639-2277 奈良県御所市大字室185-1
ボートレースチケットショップ鳥取 〒680-0903 鳥取県鳥取市南隈422
ボートレースチケットショップ松江 〒690-0063 島根県松江市寺町198-57
ボートレースチケットショップ井原 〒715-0022 岡山県井原市下出部町519-4
ボートレースチケットショップ岡山わけ 〒709-0462 岡山県和気郡和気町本120-1
ボートレースチケットショップ呉 〒737-0029 広島県呉市宝町4-21
ボートレースチケットショップ安芸高田 〒731-0305 広島県安芸高田市八千代町上根字藪崎3-2
ボートレースチケットショップ尾道 〒722-0055 広島県尾道市新高山三丁目1174番3
ボートレースチケットショップオラレ徳山 〒745-0032 山口県周南市銀座二丁目20番地2
ボートレースチケットショップ山口あじす 〒754-1277 山口県山口市阿知須1090-1
ボートレースチケットショップオラレ下関 〒750-0066 山口県下関市東大和町1-9-1シーモール下関	新館駐車場1F
ボートレースチケットショップオラレ田布施 〒742-1513 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字長田屋3925-31番地
ボートレースチケットショップながと 〒759-4101 山口県長門市東深川911番地
ボートレースチケットショップオラレ美馬 〒771-2107 徳島県美馬市美馬町字中通207-2
ボートレースチケットショップまるがめ 〒763-0074 香川県丸亀市原田町2288-1
ボートレースチケットショップ朝倉 〒799-1604 愛媛県今治市朝倉北甲536-1
ボートレースチケットショップ西予 〒797-0043 愛媛県西予市宇和町大江188番地1
ボートレースチケットショップ土佐 〒781-5310 高知県香南市赤岡町986-2
ボートレースチケットショップ勝山 〒824-0802 福岡県京都郡みやこ町勝山松田2800
ボートレースチケットショップ北九州メディアドーム 〒802-0065 福岡県北九州市小倉北区三萩野3丁目1番1号北九州メディアドーム2階
ボートレースチケットショップ嘉麻 〒820-0205 福岡県嘉麻市岩崎字折口63-17
ボートレースチケットショップ三日月 〒845-0023 佐賀県小城市三日月町織島1447-1
ボートレースチケットショップみやき 〒849-0101 佐賀県三養基郡みやき町原古賀5719
ボートレースチケットショップ唐津ミニット 〒847-0816 佐賀県唐津市新興町2881-26唐津市ふるさと会館「アルピノ」駐車場横
ボートレースチケットショップオラレ呼子 〒847-0304 佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦984-16
ボートレースチケットショップ鹿島 〒849-1303 佐賀県鹿島市大字森1051
ボートレースチケットショップ長崎五島 〒853-0013 長崎県五島市上大津町1387-1
ボートレースチケットショップ長崎時津 〒851-2108 長崎県西彼杵郡時津町日並郷3450番地11
ボートレースチケットショップ前売場外おおむら 〒856-0828 長崎県大村市杭出津1-818-1
ボートレースチケットショップオラレ島原 〒855-0861 長崎県島原市下川尻町7-5島原港ターミナルビル2F
ボートレースチケットショップ長崎波佐見 〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷71番1号
ボートレースチケットショップ長崎佐々 〒857-0361 長崎県北松浦郡佐々町小浦免1219
ボートレースチケットショップ松浦 〒859-4523 長崎県松浦市今福町滑栄免265番
ボートレースチケットショップ長洲 〒869-0105 熊本県玉名郡長洲町大字清源寺字外浜499番地1
ボートレースチケットショップ由布 〒879-5514 大分県由布市挾間町七蔵司字城ノ坪1199-92
ボートレースチケットショップ高城 〒885-1312 宮崎県都城市高城町四家247-1
ボートレースチケットショップ日向 〒883-0022 宮崎県日向市大字平岩字スルギ8640番地1
ボートレースチケットショップ宮崎 〒880-0806 宮崎県宮崎市広島2丁目4番地23
ボートレースチケットショップオラレ日南 〒887-0014 宮崎県日南市岩崎3-115-1
ボートレースチケットショップ金峰 〒899-3402 鹿児島県南さつま市金峰町大坂12721番地
ボートレースチケットショップ天文館 〒892-0843 鹿児島県鹿児島市千日町14-27
ボートレースチケットショップオラレ志布志 〒899-7103 鹿児島県志布志市志布志町志布志3-24-1サンポートしぶしアピア2階
ボートレースチケットショップさつま川内 〒895-0027 鹿児島県薩摩川内市西向田町4-6
ボートレースチケットショップ加治木 〒899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田2070-1

04 ボートレース場・ボートレースチケットショップ一覧（2022年8月末日時点）

ボートレース桐生
〒379-2311
群馬県みどり市笠懸町阿左美2887

ボートレース戸田
〒335-0024	
埼玉県戸田市戸田公園8-22

ボートレース江戸川
〒132-0033	
東京都江戸川区東小松川3-1-1

ボートレース平和島
〒143-0006	
東京都大田区平和島1-1-1

ボートレース多摩川
〒183-0014	
東京都府中市是政4-11

ボートレース常滑
〒479-8501	
愛知県常滑市新開町4-111

ボートレース津
〒514-0815	
三重県津市藤方637

ボートレース住之江
〒559-0023	
大阪府大阪市住之江区泉1-1-71

ボートレース尼崎
〒660-0082	
兵庫県尼崎市水明町199-1

ボートレースびわこ
〒520-0023	
滋賀県大津市茶が崎1-1

ボートレース三国
〒913-0001	
福井県坂井市三国町池上80-1

ボートレース鳴門
〒772-8510
徳島県鳴門市
撫養町大桑島字濘岩浜48-1

ボートレース丸亀
〒763-0011	
香川県丸亀市富士見町4-1-1

ボートレース児島
〒711-8567	
岡山県倉敷市児島元浜町6-3

ボートレース宮島
〒739-0411	
広島県廿日市市宮島口1-15-60

ボートレース徳山
〒745-0802	
山口県周南市大字栗屋1033

ボートレース下関
〒752-8511	
山口県下関市
長府松小田東町1-1

ボートレース若松
〒808-0075	
福岡県北九州市若松区赤岩町13-1

ボートレース芦屋
〒807-0133	
福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540

ボートレース唐津
〒847-0031	
佐賀県唐津市原1116

ボートレース大村
〒856-0834	
長崎県大村市玖島1-15-1

ボートレース福岡
〒810-0071	
福岡県福岡市中央区那の津1-7-5

ボートレース蒲郡
〒443-8503	
愛知県蒲郡市竹谷町太田新田1-1

ボートレース浜名湖
〒431-0398	
静岡県湖西市新居町中之郷3727-7
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