
エリア 県 出港エリア 船宿名

北海道
北海道 常呂港 幌岩丸
北海道 常呂港 平成丸

東北
宮城 塩釡 えびす屋
宮城 塩釡 東北丸

関東

茨城 平潟 とも丸

茨城 平潟 隆栄丸

茨城 日立久慈 大貫丸

茨城 日立久慈 釣友丸

茨城 日立久慈 明進丸

茨城 日立久慈 日正丸

茨城 日立久慈 ふじしめ丸

茨城 日立 日立丸

茨城 鹿島 幸栄丸

茨城 鹿島 不動丸

茨城 鹿島 植田丸

茨城 鹿島 桜井丸

茨城 波崎 信栄丸

茨城 波崎 征海丸

千葉 飯岡 幸丸

千葉 片貝 勇幸丸

千葉 大原 あままさ丸

千葉 大原 春日丸

千葉 大原 松鶴丸

千葉 大原 長福丸

千葉 大原 山正丸

千葉 御宿岩和田港 長栄丸

千葉 勝浦・川津 新勝丸

千葉 乙浜 有希丸

千葉 布良 松栄丸
神奈川 真鶴 嘉丸

東海

静岡 土肥 とび島丸

静岡 南伊豆 忠兵衛丸

愛知県 赤羽根 ぽん助丸

愛知県 赤羽根 丸万釣り船

愛知県 師崎港 ランスルー

愛知県 南知多 ありもと丸

愛知県 南知多 政宝丸

愛知県 南知多 ＬＥＯＮ

三重 四日市 すばる丸

三重 鳥羽 山洋丸

三重 鳥羽 ファイヤードルフィン

三重 鳥羽 キャスティングヒート

三重 鳥羽 Jerk忠丸

三重 鳥羽 ミスターこーじ

三重 志摩 へいみつ丸

三重 志摩 まると屋

三重 志摩 ほっぺ毛丸

三重 志摩 トロ丸

三重 志摩 かちかち丸

三重 南伊勢 純成丸
三重 南伊勢 晴麿丸

エリア 県 出港エリア 船宿名

北陸

新潟 綱代浜 Japan sea

新潟 新潟東港 Sea-Trance
新潟 柏崎 アシストクラブ金進丸
福井 三国 神海丸
福井 三国 シーライオン
福井 三国 ブルーズ
福井 三国 jerk

福井 三国 鷹王丸
福井 敦賀 シーモンキー
石川 輪島 諏訪丸
石川 輪島 凪紗丸
石川 珠洲市 SEAK号
石川 羽咋郡 遊心丸

近畿

京都 京丹後 アルバトロス
京都 京丹後 オーシャンズ
京都 丹後 ZERO-1（まるいち）
京都 養老 ハピネス2

京都 宮津 ワープゾーン
和歌山 袋田 代々丸
和歌山 すさみ 第八　大洋丸
和歌山 浦神港 たいし丸
和歌山 内の浦港 太郎丸
兵庫 竹野 グランブルー
兵庫 城崎 アスリート∞
兵庫 明石 釣り船 魚英

中国 島根 松江 GRANDE
山口 長門 健洋丸

四国

徳島 徳島 阿波哲

高知 安芸漁港 香織丸 ※TEL：090-4975-9461

愛媛 松山 黒岩フィッシングサービス

愛媛 松山 西岡遊漁

愛媛 北吉田港 ニライカナイ
愛媛 近家港 西村遊漁

九州

福岡 奈多 なら丸
福岡 奈多 ロッソ
福岡 津屋崎 S2
福岡 津屋崎 オクトパス
福岡 天神 武蔵丸
福岡 神湊 第8健栄丸
福岡 芥屋漁港 イザナギ
福岡 伊崎 秀幸
福岡 博多 幸風
福岡 糸島 O’Z
佐賀 唐津港 武尊
佐賀 久原 寿風
長崎 平戸 幸漁丸
長崎 佐世保 海宝
長崎 佐世保 幸和丸
熊本 天草通詞島港 竜宝丸
大分 大分 BLUEHAWK

大分 住吉泊 星隆
鹿児島 薩摩川内 なぎさ丸
鹿児島 鹿児島/枕崎 桃太郎
鹿児島 指宿港 松風

電動ゲーム対応船宿リスト

北海道エリア

北陸エリア

関東エリア

東海エリア

四国エリア

近畿エリア中国エリア

九州エリア

東北エリア

遊漁船にて電動ゲームをする場合、事前に下記の事項を船宿様へご確認をよろしく
お願いいたします。
⬜希望釣行日に電動ゲームができるかをご予約時、事前に必ずご確認をお願いいたします。
＊釣り物、釣行場所、混雑の程度により、乗り合い（仕立て／チャーターの場合も）での電動ゲームが
できない場合がございます。
⬜電動ゲームに関しての注意事項（使用ラインや使用ジグの号数など）をご予約時、事前に必ずご確認を
お願いいたします。
⬜レンタルタックルの有無をご予約時、事前に必ずご確認をお願いいたします。

⬜バッテリー持参や､ 船電源使用の可否をご予約時、事前に必ずご確認をお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

船宿様へ：当リストは全船宿様を網羅できておりません｡
「電動ゲーム対応船宿リスト」への掲載ご希望の船宿様は、お手数ですがお近くのダイワ営業所へ
ご連絡をお願いいたします。「電動ゲーム対応船宿リスト」 へ掲載させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2022年4月1日現在）
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