
BOAT RACE
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5
企画・制作  株式会社エー・アンド・エー

TEL.075-353-1721
FAX.075-353-1731

〒600－8431 京都市下京区綾小路室町西入る
 グランドビル21 201号

Ｓ Ｇ 特 集 号

テレビ
＆
ラジオ
実況中継

電話投票
レース場コード 2 2 ＃ 福岡市中央区那の津1丁目7－5

☎092－771－6061
●未成年者は舟券を購入できません。　●無理のない資金でお楽しみください。

マクール
ボートレース
福岡サイト

ボートレース福岡
Official Site
福岡ボート 検 索 携　帯スマホ

随時更新中

　ハガキに、「オールスター・クオカ希望」と記載のうえ、応募
者の①郵便番号②住所③氏名④年齢⑤電話番号および⑥本誌を入
手したチケットショップ名（『マンスリーBOAT 
RACE』の定期購読を申し込んでおられる方は「定
期」）を明記して、下記の宛先までお送りください。
　ご応募はお一人様につき1枚限りとし、複数のご
応募は無効といたします。

宛　先 〒600－8431 京都市下京区綾小路室町西入ル  グランドビル21  201号
  マンスリー「オールスター特集号」プレゼント係
締　切 2019年5月27日㊊（必着）　●発送をもって発表にかえます。

● ご応募いただいた方の個人情報につきましては、当プレゼント以外には一切使用いた
しません。また、応募ハガキは、プレゼント発送後に責任をもって処分いたします。

抽選で20名様に

ボートレース福岡
オリジナルクオカードをプレゼント！

ボートレース福岡・電話情報ガイド ＳＧ第46回ボートレースオールスター　電話投票・前日前売発売実施！ ●対象者／インターネット即時投票会員　●発売予定時間／翌日の出走表公表後〜23：00

全国のコンビニでボートレース福岡の出走表を 無料 プリント！

ボートレース福岡の出走表が右記全国
のコンビニ店内に設置のマルチコピー
機で無料出力できます。

●出力可能時間／開催日前日の19：00頃予定

操作ご利用方法のお問い合せはイー新聞まで

http://www.e-shinbun.net
☎03-5830-1808
受付時間／8：00〜23：00 イー新聞  コンビニ 検索➡

地上波
　5月21日㊋　16：00〜16：53
	 25日㊏　16：00〜16：55
	 26日㊐　16：00〜16：55

●放送局は当日の新聞などでご確認ください。

Ｂ　Ｓ
5月21日㊋　ＢＳフジ　16：00〜16：54
25日㊏　ＢＳテレ東　16：00〜16：54
26日㊐　ＢＳフジ　16：00〜16：54

Ｃ　Ｓ
開催期間中毎日、全レース実況生中継！

レジャーチャンネル	
JLC680

ラジオ
5月26日㊐　16：30〜16：55

（文化放送は16：00〜16：55）
●放送局は当日の新聞などでご確認ください。

❶位：10万円×1名様、❷位：8万円×1名様、❸位：5万円×1名様、
❹位：3万円×1名様、❺位：2万円×1名様、❻～●位：1万円×各1名様、
●位ペラ美賞：4万円×1名様、●位オールスター賞：3万円×1名様
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200100

【応募（エントリー）方法】

【応募締切】 2019年5月31日㊎17：00まで
★当キャンペーンにエントリーされた方は、ボートレース福岡・ペラ坊電投キャンペーンに自動エントリーされます。

【当選発表】
厳選な抽選により当選者を決定し、電話投票口座への現金振込、および賞品の
発送をもって発表にかえさせていただきます。

応募フォームよりエントリー。すでに、ボートレース福岡・ペラ
坊電投キャンペーンに登録されている方は再度登録する必
要はございません。

チャレンジ 1 節間5,000円以上購入で

チャレンジ 2 節間合計２０，０００円以上購入で

現金総額200万円プレゼント!
チャレンジ 3

ペラ坊チャンス

節間毎日3,000円以上購入で

節間10,000円以上購入で

現金総額200万円プレゼント!

現金総額60万円　　　　もしくは、ドリーム戦
出場選手サイン入りプロペラ   　プレゼント!

チャレンジ1～3にハズレた方に抽選で、

3連単払戻金額上位者に
現金総額40万円プレゼント!

※同位の場合は
　抽選

エントリーが
必要です

お問い合わせ先「ペラ坊電投キャンペーン」事務局 (株)BBDO J WEST内☎092-751-2497（平日／10時～18時）

節間1万円以上でもれなくプレゼント
クオカード（500円分）チャンス!!

【応募方法】
特設サイト内「応募フォーム」より応募、または郵便ハガキに、❶クイズの答
え・❷郵便番号・❸住所・❹氏名・❺年齢・❻電話番号をご記入の上、下記
の宛先までご応募ください。

【宛　　先】

【応募締切】

【当選発表】
クイズの正解者の中から厳選な抽選により当選者を決定し、賞品の発送を
もって発表にかえさせていただきます。
※賞品はお選びいただけませんので、予めご了承ください。※応募はお一人様1回限りとし、ウェブ・ハガキともに複数
応募された場合は、すべて無効とさせていただきます。※応募いただいた方の個人情報につきましては、賞品の発送以
外には一切使用いたしません。また賞品発送後に責任をもって、消去・破棄処分いたします。

〒812-0026 福岡市博多区上川端町12-28 安田第一ビル3F
㈱新東通信 九州支社 博多分室内
SG第46回ボートレースオールスター オープン懸賞係

2019年5月26日㊐ ウェブ：17：00まで・ハガキ：消印有効

「SG第◯◯回ボートレースオールスター」は、
ボートレース福岡にて5月21日㊋～26日㊐に開催されます。

◯◯に当てはまる数字2文字をお答えください。

1名様（50,000円相当）・・
旅行券旅行券

AA賞 株式会社農協観光賞 株式会社農協観光

3名様（GBA-400-1A9JF）
G-SHOCKG-SHOCK

BB賞 カシオ計算機株式会社賞 カシオ計算機株式会社

10名様（2枚入）・・・・・・・・・・

博多和牛
サーロインステーキ
博多和牛
サーロインステーキ

CC賞 堀ちゃん牧場賞 堀ちゃん牧場

20名様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仁丹の薬湯
（マイルド）
仁丹の薬湯
（マイルド）

II 賞 森下仁丹賞 森下仁丹

20名様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

九州パラダイス
詰合せ
九州パラダイス
詰合せ

JJ 賞 千鳥饅頭総本舗賞 千鳥饅頭総本舗

20名様（4食入り）・・・・・・・・

長浜屋台ラーメン
ナンバーワン
長浜屋台ラーメン
ナンバーワン

KK賞 長浜ナンバーワン賞 長浜ナンバーワン

10名様（300g）・・・・・・・・・・・

天然出汁めんたい子
「極附」～きわめつけ～
天然出汁めんたい子
「極附」～きわめつけ～

DD 賞 あき津゛賞 あき津゛

10名様（1ケース/24本入り）

サッポロ生ビール
黒ラベル 350ml
サッポロ生ビール
黒ラベル 350ml

EE 賞 サッポロビール賞 サッポロビール

10名様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こだわり餃子
（48個入り）
こだわり餃子
（48個入り）

FF 賞 大阪王将賞 大阪王将

10名様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ザ・ロースターギフト
（MAR-30RF）
ザ・ロースターギフト
（MAR-30RF）

GG 賞 UCC上島珈琲賞 UCC上島珈琲

10名様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

博多美人
（48個入り）
博多美人
（48個入り）

HH 賞 はかたや本舗賞 はかたや本舗

レース結果
3連単・2連単   ☎092－669－1717
3連複・2連複・拡連複 
　   ☎092－555－1649

テレドーム
実況放送   ☎0180－999－700
レース結果（3連単・2連単） 
　   ☎0180－999－702
レース結果（3連複・2連複・拡連複） 
　   ☎0180－999－705

2連単当回オッズ・展示タイム・前走成績・
気象情報・ボート、モーターなどの変更 
　   ☎0180－999－701
3連単当回オッズ・展示タイム・前走成績・
気象情報・ボート、モーターなどの変更 
　    ☎0180－999－704
前売オッズ（第10〜12レース・2連単のみ） 
　   ☎0180－999－703
スタート展示情報 
　   ☎0180－999－706

ＳＧ第46回ボートレースオールスター　オフィシャルパンフレット
「令和」初のビッグレース！

●電話投票は朝7時から発売します。

電話投票
レース場コード 2 2 ＃

▪ボートレース福岡・開門  
　5/21㊋ 8：30 
　5/22㊌〜26㊐ 9：30
▪第1レース・スタート展示 
 10：10

▪本場発売締切予定時刻　◦場外締切は本場発売締切の1分前です。

協賛各社

特設サイト 福岡オールスター 検索 ➡

1Ｒ 2Ｒ 3Ｒ 4Ｒ 5Ｒ 6Ｒ 7Ｒ 8Ｒ 9Ｒ 10Ｒ 11Ｒ 12Ｒ
5/21㊋ 〜 24㊎ 10：32 11：01 11：32 12：03 12：34 13：05 13：36 14：08 14：42 15：18 15：56 16：35
5/25㊏［準優勝］ 10：32 11：01 11：32 12：03 12：34 13：05 13：36 14：08 14：40 15：17 15：55 16：35
5/26㊐［優勝戦］ 10：32 11：01 11：32 12：03 12：34 13：05 13：37 14：09 14：41 15：17 15：54 16：35

全国のボートレース場およびチケットショップで全日程場外発売!
● 発売時間・形態（併売・外向など）につきましては、各ボートレース場およびチケットショップのホームページなどでご確認ください。


