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オートレース　inet 投票　URL

《ドコモ》
ｈｔｔｐ：//ｉ.ａｕｔoinet．ｊｐ/

《au》
ｈｔｔｐ：//ez.ａｕｔoinet．ｊｐ/

《ソフトバンク》
ｈｔｔｐ：//inet．jskypl.jp-t．ne．ｊｐ/

《パソコン・スマートフォン》
ｈｔｔｐｓ：//pc．ａｕｔoinet．ｊｐ/

各種お問い合わせ先一覧
1.inet投票及び電話投票に関するお問い合わせ先

一般財団法人オートレース振興協会
オートレーステレホンセンター

転送↑電話
03‐5520‐1133

2.オートレース全般に関するお問い合わせ先
公益財団法人JKA 03‐3570‐5511（代）

3.CS放送に関するお問い合わせ先
スカイパーフェクTVカスタマーセンター 0570‐039‐888

4.モバイルサイトに関するお問い合わせ先
株式会社サイバード 0570‐064‐149

5.オートレース場に関するお問い合わせ先
船橋オートレース場
川口オートレース場
伊勢崎オートレース場
浜松オートレース場
飯塚オートレース場
山陽オートレース場

047‐431‐6147
048‐251‐4376
0270‐24‐5780
053‐471‐0311
0948‐22‐6326
0836‐76‐1115

0948‐21‐2345
0836‐35‐2424
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はじめに 目　次

　このハンドブックは、携帯電話機またはパソコン（ＰＣ）・
スマートフォンを利用して、オートレースインターネッ
ト投票（オートレースｉｎｅｔ投票）で車券購入申込みを
行う手順、注意事項などを記載しております。オート
レースｉｎｅｔ投票を正しくご利用して頂くために、別冊
の「オートレース電話投票ハンドブック」の内容をご
理解していただいた上で、このハンドブックをよくお
読みください。
　なお、このハンドブックの内容は、都合により一部
変更することがありますので、あらかじめご了承くだ
さい。この場合は、その都度加入者にご通知申しあ
げます。

オートレースｉnet投票ご利用の流れ ３～４
ログインする ５
クイックログインする ６～８
ご利用になるメニューを選ぶ ９
一般投票をする（投票種別の選択） １０
通常投票をする（3連勝単式） １１
通常投票をする（3連勝複式） １２
通常投票をする（2連勝単式） １３
通常投票をする（2連勝複式・ワイド） １４
流し投票をする（3連勝単式） １５
流し投票をする（3連勝複式） １６
流し投票をする（2連勝単式） １７
流し投票をする（2連勝複式・ワイド） １８
ＢＯＸ投票をする（3連勝単式） １９
ＢＯＸ投票をする（3連勝複式） ２０
ＢＯＸ投票をする（2連勝単式） ２１
ＢＯＸ投票をする（2連勝複式・ワイド） ２２
フォーメーション投票をする ２３
投票点数について ２４
オッズ投票をする（投票種別の選択） ２５
オッズ投票をする（通常オッズ検索） ２６
オッズ投票をする（人気順20位） ２７
オッズ投票をする（高配当順20位） ２８
クイック投票をする（入力） ２９
クイック投票をする（確認） ３０
クイック投票をする（成立） ３１
クイック投票のベット入力例 ３２
投票をする（確認・成立） ３３
最新の投票照会をする ３４
当日の投票照会をする ３５
購入限度額照会をする ３６
振替依頼をする ３７
振替照会をする ３８
入金指示をする（ネットバンク会員の方のみ） ３９
精算指示をする（ネットバンク会員の方のみ） ４０
メインメニュー画面に戻る ４１
ログアウトする（終了する） ４２

〈お問合せ先〉
オートレーステレホンセンター
03－5520－1133

転送↑電話
0948－21－2345
0836－35－2424
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各画面より終了ボタ
ンを押す｡
（ご利用を終了する場
合）

各画面よりメインメニ
ューボタンを押す｡
（ご利用を継続する場
合）

・『ブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください』と表示されている以
外の画面にて、ブラウザの「戻る」ボタンを押して操作を続けると、エ
ラーとなる場合がありますのでご注意ください。
・携帯電話の詳細な操作方法につきましては、各機種の取扱説明書を
ご参照ください。

振替依頼および振替照会につきましては、無担保
会員の方のみ行えるもので、指定した金額を投票
用口座から出金用口座（振替用口座）へ振り替える
ことができ、その内容を照会することができます。

※1入金指示は、ネットバンク投票会員の方が、指定した
　金額をネットバンク口座から投票用口座へ入金する操
　作です。
※2精算指示はネットバンク投票会員の方が指定した金
　額を投票用口座からネットバンク口座へ振替える操作
　です。

○二重投票の防止について
オートレースｉｎｅｔ投票において、通信状態等により
投票受付完了画面がでない場合があります。このよ
うな場合は、お手数ですが最新投票照会を行い、投
票内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。

オートレース i n e t  投票（携帯電話用）ご利用の流れ

加入者番号：

オートレースinet投票

パスワード：

認証 リセット

ｉｎｅｔ投票
にアクセス
する

携帯電話機より、下記のＵＲＬを入力して
ください。

投票ＵＲＬ：
ドコモ ｈｔｔｐ：//ｉ.ａｕｔｏinet.ｊｐ/
au ｈｔｔｐ：//ez.ａｕｔｏinet.ｊｐ/
ソフトバンク ｈｔｔｐ：//inet．jskypl.jp-t．ne．ｊｐ/

inet投票が利用できる携帯電話の機種に
ついては、オートレーステレホンセンタ
ーまでお問合せください。

ログイン画面

オートレースinet投票
クイックログイン

パスワード：

認証 リセット

クイックログイン画面

ご利用ありがとう
ございました。

オートレースinet投票

ログアウト画面

暗証番号：

加入者番号：
　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会

投票照会

購入限度額照会

振替依頼

振替照会

クイックログイン設定

クイックログイン設定

終　了

暗証番号を入力後､レー
ス場を選択しご利用にな
るメニューボタンを押す。
クイック投票または投票
の場合は、レース場を選
択する。（ ｐ．９ 参照）

※クイックログインにつ
いてはP６をご覧ください。

メインメニュー画面

3 4

暗証番号：

加入者番号：
　　　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

最新投票照会

クイック投票

投票照会

購入限度額照会

振替依頼

振替照会

終　了

継続してご利用される
場合は、加入者番号、
暗証番号の入力は不
要となります。

メインメニュー画面

（2度目以降）

通常/フォーメーション投票
（ｐ.10参照）

オッズ投票
（ｐ.25参照）

クイック投票
（ｐ.29参照）

最新投票照会
（ｐ.34参照）

投票照会
（ｐ.35参照）

購入限度額照会
（ｐ.36参照）

振替依頼
（ｐ.37参照）

振替照会
（ｐ.38参照）

クイックログイン設定
（ｐ.6参照）

※1入金指示
（ｐ.39参照）

※2精算指示
（ｐ.40参照）

オートレースinet投票（携帯電話）のご利用の全体の流れは、下図の ように「アクセス」 → 「認証」 → 「各メニューのご利用」 → 「終
了・継続」となります。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
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了・継続」となります。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊



オートレースinet投票

携帯電話より、下記のＵＲＬを入力してく
ださい。
《ドコモ》
ｈｔｔｐ：//ｉ.autoinet．ｊｐ/
《au》
ｈｔｔｐ：//ez.autoinet．ｊｐ/
《ソフトバンク》
ｈｔｔｐ：//inet．jskypl.jp-t．ne．ｊｐ/

後ろの / （スラッシュ）は必ず付けて、アドレス
は正しく入力してください。

ブックマークに登録する場合は、このログ
イン画面を表示した状態にて登録の操作
をしてください。

ログインする クイックログインの設定をする

加入者番号：

オートレースinet投票

パスワード：

認証 リセット

オートレース
ｉｎｅｔ投票にアクセス
する

※　リセットボタンを押すと、それまで入力した内容が消去されます。

③認証ボタンを押す。

ログイン画面

加入者番号：

パスワード：

認証 リセット

オートレース
ｉｎｅｔ投票にアクセス
する

ログイン画面

暗証番号：

加入者番号：
　　　　001001

メインメニュー
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5

携帯電話より、下記のＵＲＬを入力してく
ださい。
《ドコモ》
ｈｔｔｐ：//ｉ.autoinet．ｊｐ/
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《ソフトバンク》
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後ろの / （スラッシュ）は必ず付けて、アドレス
は正しく入力してください。

認証に成功した場合

6

オートレースｉｎｅｔ投票のご利用にあたっては、まず以下の手順
にて第１回目の認証を行い、システムにログインします。

ログインの都度行なう加入者番号とパスワード入力を省略でき、
利便性が向上します。

①電話投票と同じ加入者番号を入力する。

②パスワードを入力する。
　※入力しやすくするために入力内容が確
認できます。

③認証ボタンを押してログインする。

④暗証番号を入力する。

①加入者番号を入力する。

②パスワードを入力する。

次ページに続く
購入限度額照会

振替依頼

振替照会

クイックログイン設定
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⑤クイックログイン設定ボタンを押す。
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クイックログインはこちら

クイックログインについて

クイックログインの設定をする（続き） クイックログインする

パスワード：

確認用：

加入者番号：

パスワード：

パスワード：

設定 リセット

終　了

7

オートレースinet投票
クイックログイン設定確認

はい いいえ

メインメニュー

メインメニュー

終　了

オートレースinet投票
クイックログイン設定

※クイックログインは、一部ご利用不可の機種もあり
　ます。詳しくはオートレーステレホンセンターま
　でお問い合わせください。

8

※パスワード（数字４桁）は自由に決めて下さい。

※設定を解除する場合は、⑦のチェックをはずしてパ
　スワードを空欄のまま設定ボタンを押してください。

携帯電話の機種変更等をした場合は、再度パスワ
ードの設定が必要となります。

クイックログインを使用す
る場合は、有効にするをチ
ェックしてクイックログイン
用のパスワード（数字４桁）
を設定してください。

クイックログインは、携帯の
個体識別番号の通知を許
可する必要があります。

携帯の個体識別番号を送
信します。よろしいですか？

終　了

オートレースinet投票
クイックログイン設定結果

クイックログインを設定し
ました。

設定状況；無効
クイックログインを
有効にする

確認メッセージ画面表示 オートレースinet投票

認証 リセット

オートレースinet投票
クイックログイン

認証 リセット

⑥はいボタンを押す。

⑦チェックする。

⑧任意のパスワードを設定する。

⑨確認の為パスワードを再入力する。

確認終了画面表示

⑩設定ボタンを押す。

①「クイックログインはこちら」の
　ハイパーリンクを押す。

注：

次回からログインする場合は、このページ
をブックマークしておき、設定したパスワ
ードを入力し認証ボタンを押すことで、ク
イックログインが可能となります。

前ページより

認証に成功した場合

メインメニュー画面
（ｐ．９参照）
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次回からログインする場合は、このページ
をブックマークしておき、設定したパスワ
ードを入力し認証ボタンを押すことで、ク
イックログインが可能となります。

前ページより

認証に成功した場合

メインメニュー画面
（ｐ．９参照）



※　メインメニュー画面で暗証番号の入力を１日に３回続けて間違え
ると、パソコン、携帯電話ともにinet投票の利用を停止（ロック）させ
ていただきます。　
　ただし、inet投票がロックされてご利用できなくなっても、電話での
投票は可能です。
　（オートレースinet投票ロックについて　：　ｐ４７参照）
　・・・ご利用を再開される場合は、オートレーステレホンセンターにお
問い合わせください。・・・・

※　メインメニュー画面以降６０分間データ送信がない場合は、自動
的にログアウトさせていただきます。
　　　（ログアウトについて　：　ｐ．４７参照）

※　レース場の選択につきましては、前回inet投票を完了したレース
場名が予め選択されます。

電話投票はこちら

選択したメニューに従い下記のいずれかの画面
が表示されます。

・通常/フォーメーション投票・・・投票種別画面（ｐ．１０参照）
・オッズ投票・・・・・・・投票種別画面（ｐ．２５参照）
・クイック投票・・・・クイック投票画面（ｐ．２９参照）
・最新投票照会・・・最新投票照会画面（ｐ．３４参照）
・投 票 照 会・・・・・・・投票照会画面（ｐ．３５参照）
・購入限度額照会・購入限度額照会画面（ｐ．３６参照）
・振 替 依 頼・・・・・・・振替依頼画面（ｐ．３７参照）
・振 替 照 会・・・・・・・振替照会画面（ｐ．３８参照）
・入 金 指 示・・・・・・・入金指示画面（ｐ．３９参照）
・精 算 指 示・・・・・・・精算指示画面（ｐ．４０参照）

ご利用になるメニューを選ぶ 一般投票をする（投票種別の選択）

暗証番号：

加入者番号：
　　　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会

投票照会

購入限度額照会

振替依頼

振替照会

入金指示

精算指示

終　了

メインメニュー画面

9

③ご利用になるメニューのボタンを押す。
　※投票する場合は、必ずレース場を選択
　　してください。

認証に成功した場合

10

注　意

電話投票会員用の暗証番号により、第２回目の認証を行います。
その際にご利用になるレース場及びメニューをメインメニュー
画面より選択します。

一般投票では、１回の受付において「１つのレース番号、１つの式別（3連単、
3連複、2連単、2連複、ワイド）、１つの投票種別」にてベットの入力を行いま
す。投票種別は３つあり、その投票種別ごとにベットの入力画面が異なります。

①電話投票と同じ暗証番号を入力する。　
　※入力すると「  」で表示されます。

②クイック投票または投票の場合は投票す
るレース場を１つ選択する。

＊

川　口

レースNo：

選択した投票種別に従い下記のいずれかの画面が表示されます。

●通常投票 ・・・・・ 通常投票画面 （ｐ．１１参照）

●流し投票 ・・・・・ 流し投票画面 （ｐ．１５参照）

●ＢＯＸ投票 ・・・・・ ＢＯＸ投票画面 （ｐ．１９参照）

●フォーメーション投票　・・ フォーメーション投票画面（ｐ．２３参照）

投票種別選択

投票種別選択画面

①投票するレース番号を選択する。

②投票する式別（3連単、3連複、2連単、2
連複、ワイド）を選択する。

③投票する投票種別のボタンを押す。

ー選択－

式別：

ー選択－

終了

メインメニュー

BOX投票

フォーメーション投票

投票点数について

流し投票

通常投票

車券の購入申込み（電話投票センター）

050‐5540‐7777
レ ー ス 場 番 号

船　橋 01 浜　松 04
川　口 02 飯　塚 05
伊勢崎 03 山　陽 06



※　メインメニュー画面で暗証番号の入力を１日に３回続けて間違え
ると、パソコン、携帯電話ともにinet投票の利用を停止（ロック）させ
ていただきます。　
　ただし、inet投票がロックされてご利用できなくなっても、電話での
投票は可能です。
　（オートレースinet投票ロックについて　：　ｐ４７参照）
　・・・ご利用を再開される場合は、オートレーステレホンセンターにお
問い合わせください。・・・・

※　メインメニュー画面以降６０分間データ送信がない場合は、自動
的にログアウトさせていただきます。
　　　（ログアウトについて　：　ｐ．４７参照）

※　レース場の選択につきましては、前回inet投票を完了したレース
場名が予め選択されます。

電話投票はこちら

選択したメニューに従い下記のいずれかの画面
が表示されます。

・通常/フォーメーション投票・・・投票種別画面（ｐ．１０参照）
・オッズ投票・・・・・・・投票種別画面（ｐ．２５参照）
・クイック投票・・・・クイック投票画面（ｐ．２９参照）
・最新投票照会・・・最新投票照会画面（ｐ．３４参照）
・投 票 照 会・・・・・・・投票照会画面（ｐ．３５参照）
・購入限度額照会・購入限度額照会画面（ｐ．３６参照）
・振 替 依 頼・・・・・・・振替依頼画面（ｐ．３７参照）
・振 替 照 会・・・・・・・振替照会画面（ｐ．３８参照）
・入 金 指 示・・・・・・・入金指示画面（ｐ．３９参照）
・精 算 指 示・・・・・・・精算指示画面（ｐ．４０参照）

ご利用になるメニューを選ぶ 一般投票をする（投票種別の選択）

暗証番号：

加入者番号：
　　　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会

投票照会

購入限度額照会

振替依頼

振替照会

入金指示

精算指示

終　了

メインメニュー画面

9

③ご利用になるメニューのボタンを押す。
　※投票する場合は、必ずレース場を選択
　　してください。

認証に成功した場合

10

注　意

電話投票会員用の暗証番号により、第２回目の認証を行います。
その際にご利用になるレース場及びメニューをメインメニュー
画面より選択します。

一般投票では、１回の受付において「１つのレース番号、１つの式別（3連単、
3連複、2連単、2連複、ワイド）、１つの投票種別」にてベットの入力を行いま
す。投票種別は３つあり、その投票種別ごとにベットの入力画面が異なります。

①電話投票と同じ暗証番号を入力する。　
　※入力すると「  」で表示されます。

②クイック投票または投票の場合は投票す
るレース場を１つ選択する。

＊

川　口

レースNo：

選択した投票種別に従い下記のいずれかの画面が表示されます。

●通常投票 ・・・・・ 通常投票画面 （ｐ．１１参照）

●流し投票 ・・・・・ 流し投票画面 （ｐ．１５参照）

●ＢＯＸ投票 ・・・・・ ＢＯＸ投票画面 （ｐ．１９参照）

●フォーメーション投票　・・ フォーメーション投票画面（ｐ．２３参照）

投票種別選択

投票種別選択画面

①投票するレース番号を選択する。

②投票する式別（3連単、3連複、2連単、2
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船　橋 01 浜　松 04
川　口 02 飯　塚 05
伊勢崎 03 山　陽 06



通常投票をする（3連勝単式） 通常投票をする（3連勝複式）

11

《BOXの購入機能》
※ここを押す（チェックする）ことにより、
入力した組番のBOXを同時に入力するこ
とができます。
　なお、購入枚数については同数となりま
すのでご注意ください。　
　（例）
　　　　　組番　／　金額　　／　  BOX
　　　１：　123　　　 10  　　 00円□
　　　２：　　　　　　　　　　　00円□

（投票内容）
３連単１－２－３　　１,０００円
３連単１－３－２　　１,０００円
３連単２－１－３　　１,０００円
３連単２－３－１　　１,０００円
３連単３－１－２　　１,０００円
３連単３－２－１　　１,０００円

12

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●　ただし、投票確認画面において修正ボタンを押し、通常投票画面（3
連単）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●　ただし、投票確認画面において修正ボタンを押し、通常投票画面（3
連複）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。

通常投票画面（3連単）

終了

メインメニュー

通常投票

川　口
7Ｒ　13:35締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　7Ｒ：6番

式別：　3連単

　 組番／金額／BOX
1：　　　　　　００円□
2：　　　　　　００円□
3：　　　　　　００円□
4：　　　　　　００円□
5：　　　　　　００円□
6：　　　　　　００円□
7：　　　　　　００円□
8：　　　　　　００円□

OK リセット

②金額を入力する。（半角数字）

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

通常投票画面（3連複）

終了

メインメニュー

通常投票

川　口
7Ｒ　13:35締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　7Ｒ：6番

式別：　3連複

　 組番／金額
1：　　　　　　００円
2：　　　　　　００円
3：　　　　　　００円
4：　　　　　　００円
5：　　　　　　００円
6：　　　　　　００円
7：　　　　　　００円
8：　　　　　　００円
　

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

3連勝単式の通常投票では、組番をダイヤルボタンにより直接
入力します。最大８ベット（BOXの購入機能をご利用される場
合は最大４８ベット）まで入力することができます。

3連勝複式の通常投票では、組番をダイヤルボタンにより直接
入力します。最大８ベットまで入力することができます。

①組番を入力する。（半角数字）

②金額を入力する。（半角数字）

③ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す。

③ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す。

①組番を入力する。（半角数字）



通常投票をする（3連勝単式） 通常投票をする（3連勝複式）

11

《BOXの購入機能》
※ここを押す（チェックする）ことにより、
入力した組番のBOXを同時に入力するこ
とができます。
　なお、購入枚数については同数となりま
すのでご注意ください。　
　（例）
　　　　　組番　／　金額　　／　  BOX
　　　１：　123　　　 10  　　 00円□
　　　２：　　　　　　　　　　　00円□

（投票内容）
３連単１－２－３　　１,０００円
３連単１－３－２　　１,０００円
３連単２－１－３　　１,０００円
３連単２－３－１　　１,０００円
３連単３－１－２　　１,０００円
３連単３－２－１　　１,０００円

12

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●　ただし、投票確認画面において修正ボタンを押し、通常投票画面（3
連単）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●　ただし、投票確認画面において修正ボタンを押し、通常投票画面（3
連複）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。

通常投票画面（3連単）

終了

メインメニュー

通常投票

川　口
7Ｒ　13:35締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　7Ｒ：6番

式別：　3連単

　 組番／金額／BOX
1：　　　　　　００円□
2：　　　　　　００円□
3：　　　　　　００円□
4：　　　　　　００円□
5：　　　　　　００円□
6：　　　　　　００円□
7：　　　　　　００円□
8：　　　　　　００円□

OK リセット

②金額を入力する。（半角数字）

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

通常投票画面（3連複）

終了

メインメニュー

通常投票

川　口
7Ｒ　13:35締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　7Ｒ：6番

式別：　3連複

　 組番／金額
1：　　　　　　００円
2：　　　　　　００円
3：　　　　　　００円
4：　　　　　　００円
5：　　　　　　００円
6：　　　　　　００円
7：　　　　　　００円
8：　　　　　　００円
　

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

3連勝単式の通常投票では、組番をダイヤルボタンにより直接
入力します。最大８ベット（BOXの購入機能をご利用される場
合は最大４８ベット）まで入力することができます。

3連勝複式の通常投票では、組番をダイヤルボタンにより直接
入力します。最大８ベットまで入力することができます。

①組番を入力する。（半角数字）

②金額を入力する。（半角数字）

③ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す。

③ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す。

①組番を入力する。（半角数字）



通常投票をする（2連勝単式） 通常投票をする（2連勝複式・ワイド）

13

《裏の購入機能》
※ここを押す（チェックする）ことにより、
入力した組番の裏を同時に入力すること
ができます。
　なお、購入枚数については同数となりま
すのでご注意ください。　
　（例）
　　　　　組番　／　金額　　／　裏
　　　１：　13　　　　10  　　００円□
　　　２：　　　　　　　　　　  ００円□

（投票内容）
2連単１－３　　１,０００円
2連単３－１　　１,０００円

14

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●　ただし、投票確認画面において修正ボタンを押し、通常投票画面（2
連単）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●　ただし、投票確認画面において修正ボタンを押し、通常投票画面（2
連複・ワイド）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。

通常投票画面（2連単）

終了

メインメニュー

通常投票

川　口
7Ｒ　13:35締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　7Ｒ：6番

式別：　2連単

　 組番／金額／裏
1：　　　　　　００円□
2：　　　　　　００円□
3：　　　　　　００円□
4：　　　　　　００円□
5：　　　　　　００円□
6：　　　　　　００円□
7：　　　　　　００円□
8：　　　　　　００円□

OK リセット

②金額を入力する。（半角数字）

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

通常投票画面（2連複・ワイド）

終了

メインメニュー

通常投票

川口
7Ｒ　13:35締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　7Ｒ：6番

式別：　2連複

　 組番／金額
1：　　　　　　００円
2：　　　　　　００円
3：　　　　　　００円
4：　　　　　　００円
5：　　　　　　００円
6：　　　　　　００円
7：　　　　　　００円
8：　　　　　　００円
　

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

2連勝単式の通常投票では、組番をダイヤルボタンにより直接
入力します。最大８ベット（裏の購入機能をご利用されると最大
１６ベット）まで入力することができます。

2連勝複式・ワイドの通常投票では、組番をダイヤルボタンによ
り直接入力します。最大８ベットまで入力することができます。

①組番を入力する。（半角数字）

②金額を入力する。（半角数字）

③ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す。

③ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す。

①組番を入力する。（半角数字）



通常投票をする（2連勝単式） 通常投票をする（2連勝複式・ワイド）

13

《裏の購入機能》
※ここを押す（チェックする）ことにより、
入力した組番の裏を同時に入力すること
ができます。
　なお、購入枚数については同数となりま
すのでご注意ください。　
　（例）
　　　　　組番　／　金額　　／　裏
　　　１：　13　　　　10  　　００円□
　　　２：　　　　　　　　　　  ００円□

（投票内容）
2連単１－３　　１,０００円
2連単３－１　　１,０００円

14

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●　ただし、投票確認画面において修正ボタンを押し、通常投票画面（2
連単）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●　ただし、投票確認画面において修正ボタンを押し、通常投票画面（2
連複・ワイド）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。

通常投票画面（2連単）

終了

メインメニュー

通常投票

川　口
7Ｒ　13:35締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　7Ｒ：6番

式別：　2連単

　 組番／金額／裏
1：　　　　　　００円□
2：　　　　　　００円□
3：　　　　　　００円□
4：　　　　　　００円□
5：　　　　　　００円□
6：　　　　　　００円□
7：　　　　　　００円□
8：　　　　　　００円□

OK リセット

②金額を入力する。（半角数字）

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

通常投票画面（2連複・ワイド）

終了

メインメニュー

通常投票

川口
7Ｒ　13:35締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　7Ｒ：6番

式別：　2連複

　 組番／金額
1：　　　　　　００円
2：　　　　　　００円
3：　　　　　　００円
4：　　　　　　００円
5：　　　　　　００円
6：　　　　　　００円
7：　　　　　　００円
8：　　　　　　００円
　

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

2連勝単式の通常投票では、組番をダイヤルボタンにより直接
入力します。最大８ベット（裏の購入機能をご利用されると最大
１６ベット）まで入力することができます。

2連勝複式・ワイドの通常投票では、組番をダイヤルボタンによ
り直接入力します。最大８ベットまで入力することができます。

①組番を入力する。（半角数字）

②金額を入力する。（半角数字）

③ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す。

③ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す。

①組番を入力する。（半角数字）



流し投票をする（3連勝単式） 流し投票をする（3連勝複式）

15

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

16

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、流し投票画面（3連単）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してください。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

流し投票画面（3連単）

終了

メインメニュー

流し投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　3連単
流し方式：
○　１、２着固定
○　１、３着固定
○　２、３着固定
○　着固定すべて
□　軸番裏

軸番A：

相手番：
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8
□総流し
金額：各　　　　００円

OK

ー選択ー

ー選択ー

リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

3連勝単式の流し投票では、１着・２着固定流し方式、１着・３着固定流し方式、
２着・３着固定流し方式、着固定すべて流し方式を１回分行うことができます。
流し方式、軸番号、相手番号を選択してベットの入力を行います。

3連勝複式の流し投票では、指定流し方式・総流し方式で１回分
行うことができます。
軸番号（2つ選択します）、相手番号を選択してベットの入力を行います。

【あるいは】

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

③総流し投票する場合は、「総流し」を選
択する。

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、流し投票画面（3連複）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してください。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

流し投票画面（3連複）

終了

メインメニュー

流し投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　3連複
軸番A：

相手番：
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8
□総流し
金額：各　　　　００円

OK

ー選択ー

軸番B：

ー選択ー

リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

【あるいは】

①投票する流し方式を選択する。
　「着固定すべて」を選択すると選んだ軸
番号で1着（軸番A）、2着（軸番B）固定、
1着（軸番A）、3着（軸番B）固定、2着（軸
番A）、3着（軸番B）固定で一度に投票で
きます。なお、購入金額は同じになります
ので、ご注意ください。

②投票する軸番（2つ）を選択する。

③指定流し投票する場合は、投票する相手
番号を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

⑤金額を入力する。（半角数字）

⑥ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

⑤ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

④金額を入力する。（半角数字）

②指定流し投票する場合は、投票する相手
番号を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

①投票する軸番（2つ）を選択する。

軸番B：

④総流し投票する場合は、「総流し」を選
択する。



流し投票をする（3連勝単式） 流し投票をする（3連勝複式）

15

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

16

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、流し投票画面（3連単）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してください。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

流し投票画面（3連単）

終了

メインメニュー

流し投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　3連単
流し方式：
○　１、２着固定
○　１、３着固定
○　２、３着固定
○　着固定すべて
□　軸番裏

軸番A：

相手番：
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8
□総流し
金額：各　　　　００円

OK

ー選択ー

ー選択ー

リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

3連勝単式の流し投票では、１着・２着固定流し方式、１着・３着固定流し方式、
２着・３着固定流し方式、着固定すべて流し方式を１回分行うことができます。
流し方式、軸番号、相手番号を選択してベットの入力を行います。

3連勝複式の流し投票では、指定流し方式・総流し方式で１回分
行うことができます。
軸番号（2つ選択します）、相手番号を選択してベットの入力を行います。

【あるいは】

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

③総流し投票する場合は、「総流し」を選
択する。

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、流し投票画面（3連複）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してください。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

流し投票画面（3連複）

終了

メインメニュー

流し投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　3連複
軸番A：

相手番：
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8
□総流し
金額：各　　　　００円

OK

ー選択ー

軸番B：

ー選択ー

リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

【あるいは】

①投票する流し方式を選択する。
　「着固定すべて」を選択すると選んだ軸
番号で1着（軸番A）、2着（軸番B）固定、
1着（軸番A）、3着（軸番B）固定、2着（軸
番A）、3着（軸番B）固定で一度に投票で
きます。なお、購入金額は同じになります
ので、ご注意ください。

②投票する軸番（2つ）を選択する。

③指定流し投票する場合は、投票する相手
番号を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

⑤金額を入力する。（半角数字）

⑥ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

⑤ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

④金額を入力する。（半角数字）

②指定流し投票する場合は、投票する相手
番号を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

①投票する軸番（2つ）を選択する。

軸番B：

④総流し投票する場合は、「総流し」を選
択する。
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※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

④総流し投票する場合は、「総流し」を選
択する。

18

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、流し投票画面（2連単）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してください。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

流し投票画面（2連単）

終了

メインメニュー

流し投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　2連単

流し方式：
○　１着固定
○　２着固定
○　両方

軸番：

相手番：
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8
□総流し
金額：各　　　　００円

OK

ー選択ー

リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

2連勝単式の流し投票では、１着固定流し方式・２着固定流し方式・
総流し方式で１回分行うことができます。
流し方式、軸番号、相手番号を選択してベットの入力を行います。

2連勝複式・ワイドの流し投票では、指定流し方式・総流し方式
で１回分行うことができます。
流し方式、軸番号、相手番号を選択してベットの入力を行います。

【あるいは】

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

③総流し投票する場合は、「総流し」を選
択する。

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、流し投票画面（2連複・
ワイド）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してください。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

流し投票画面（2連複・ワイド）

終了

メインメニュー

流し投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　2連複

軸番：

相手番：
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8
□総流し
金額：各　　　　００円

OK

ー選択ー

リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

【あるいは】

①投票する流し方式を選択する。
※両方を選択すると、選んだ軸番で１着固
定流しと２着固定流しの両方を一度に投票
できます。なお、購入金額が同じになりま
すので、ご注意ください。

②投票する軸番を選択する。

③指定流し投票する場合は、投票する相手
番号を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

⑤金額を入力する。（半角数字）

⑥ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

⑤ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

④金額を入力する。（半角数字）

②指定流し投票する場合は、投票する相手
番号を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

①投票する軸番を選択する。
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※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

④総流し投票する場合は、「総流し」を選
択する。

18

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、流し投票画面（2連単）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してください。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

流し投票画面（2連単）

終了

メインメニュー

流し投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　2連単

流し方式：
○　１着固定
○　２着固定
○　両方

軸番：

相手番：
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8
□総流し
金額：各　　　　００円

OK

ー選択ー

リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

2連勝単式の流し投票では、１着固定流し方式・２着固定流し方式・
総流し方式で１回分行うことができます。
流し方式、軸番号、相手番号を選択してベットの入力を行います。

2連勝複式・ワイドの流し投票では、指定流し方式・総流し方式
で１回分行うことができます。
流し方式、軸番号、相手番号を選択してベットの入力を行います。

【あるいは】

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

③総流し投票する場合は、「総流し」を選
択する。

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、流し投票画面（2連複・
ワイド）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してください。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

流し投票画面（2連複・ワイド）

終了

メインメニュー

流し投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　2連複

軸番：

相手番：
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8
□総流し
金額：各　　　　００円

OK

ー選択ー

リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

【あるいは】

①投票する流し方式を選択する。
※両方を選択すると、選んだ軸番で１着固
定流しと２着固定流しの両方を一度に投票
できます。なお、購入金額が同じになりま
すので、ご注意ください。

②投票する軸番を選択する。

③指定流し投票する場合は、投票する相手
番号を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

⑤金額を入力する。（半角数字）

⑥ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

⑤ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

④金額を入力する。（半角数字）

②指定流し投票する場合は、投票する相手
番号を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

①投票する軸番を選択する。
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※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

※３車以上から最大８車まで選択することができ
ます。

20

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、BOX投票画面（3連単）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

ＢＯＸ投票画面（3連単）

終了

メインメニュー

ＢＯＸ投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　3連単

組合せ
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8

金額：各　　　　００円

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

3連勝単式のＢＯＸ投票では、最大８車までのＢＯＸ投票を１回分
行うことができます。指定番号を選択してベットの入力を行い
ます。

3連勝複式のＢＯＸ投票では、最大８車までのＢＯＸ投票を１回分
行うことができます。指定番号を選択してベットの入力を行い
ます。

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、BOX投票画面（3連複）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

ＢＯＸ組合数 3連単 
　　3 6ベット
　　4 24ベット
　　5 60ベット
　　6 120ベット
　　7 210ベット
　　8 336ベット

3連勝単式ＢＯＸベット数早見表

ＢＯＸ組合数 3連複 
　　3 1ベット
　　4 4ベット
　　5 10ベット
　　6 20ベット
　　7 35ベット
　　8 56ベット

3連勝複式ＢＯＸベット数早見表

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

※３車以上から最大８車まで選択することができ
ます。

ＢＯＸ投票画面（3連複）

終了

メインメニュー

ＢＯＸ投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　3連複

組合せ
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8

金額：各　　　　００円

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

②金額を入力する。（半角数字）

③ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。 ③ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

②金額を入力する。（半角数字）

①投票する組合せ番を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

①投票する組合せ番を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）
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※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

※３車以上から最大８車まで選択することができ
ます。

20

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、BOX投票画面（3連単）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

ＢＯＸ投票画面（3連単）

終了

メインメニュー

ＢＯＸ投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　3連単

組合せ
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8

金額：各　　　　００円

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

3連勝単式のＢＯＸ投票では、最大８車までのＢＯＸ投票を１回分
行うことができます。指定番号を選択してベットの入力を行い
ます。

3連勝複式のＢＯＸ投票では、最大８車までのＢＯＸ投票を１回分
行うことができます。指定番号を選択してベットの入力を行い
ます。

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、BOX投票画面（3連複）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

ＢＯＸ組合数 3連単 
　　3 6ベット
　　4 24ベット
　　5 60ベット
　　6 120ベット
　　7 210ベット
　　8 336ベット

3連勝単式ＢＯＸベット数早見表

ＢＯＸ組合数 3連複 
　　3 1ベット
　　4 4ベット
　　5 10ベット
　　6 20ベット
　　7 35ベット
　　8 56ベット

3連勝複式ＢＯＸベット数早見表

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

※３車以上から最大８車まで選択することができ
ます。

ＢＯＸ投票画面（3連複）

終了

メインメニュー

ＢＯＸ投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　3連複

組合せ
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8

金額：各　　　　００円

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

②金額を入力する。（半角数字）

③ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。 ③ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

②金額を入力する。（半角数字）

①投票する組合せ番を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

①投票する組合せ番を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）
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※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

※２車以上から最大８車まで選択することができ
ます。

22

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、BOX投票画面（2連単）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

ＢＯＸ投票画面（2連単）

終了

メインメニュー

ＢＯＸ投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　2連単

組合せ
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8

金額：各　　　　００円

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

2連勝単式のＢＯＸ投票では、最大８車までのＢＯＸ投票を１回分
行うことができます。指定番号を選択してベットの入力を行い
ます。

2連勝複式・ワイドのＢＯＸ投票では、最大８車までのＢＯＸ投票
を１回分行うことができます。指定番号を選択してベットの入力
を行います。

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、BOX投票画面（2連複・
ワイド）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

ＢＯＸ組合数 2連単 
　　2 2ベット
　　3 6ベット
　　4 12ベット
　　5 20ベット
　　6 30ベット
　　7 42ベット
　　8 56ベット

2連勝単式ＢＯＸベット数早見表

ＢＯＸ組合数 2連複 
　　2 1ベット
　　3 3ベット
　　4 6ベット
　　5 10ベット
　　6 15ベット
　　7 21ベット
　　8 28ベット

2連勝複式・ワイドＢＯＸベット数早見表

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

※２車以上から最大８車まで選択することができ
ます。

ＢＯＸ投票画面（2連複・ワイド）

終了

メインメニュー

ＢＯＸ投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　2連複

組合せ
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8

金額：各　　　　００円

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

①投票する組合せ番を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

②金額を入力する。（半角数字）

③ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。 ③ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

②金額を入力する。（半角数字）

①投票する組合せ番を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）



ＢＯＸ投票をする（2連勝単式） ＢＯＸ投票をする（2連勝複式・ワイド）
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※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

※２車以上から最大８車まで選択することができ
ます。

22

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、BOX投票画面（2連単）
を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

ＢＯＸ投票画面（2連単）

終了

メインメニュー

ＢＯＸ投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　2連単

組合せ
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8

金額：各　　　　００円

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

2連勝単式のＢＯＸ投票では、最大８車までのＢＯＸ投票を１回分
行うことができます。指定番号を選択してベットの入力を行い
ます。

2連勝複式・ワイドのＢＯＸ投票では、最大８車までのＢＯＸ投票
を１回分行うことができます。指定番号を選択してベットの入力
を行います。

●リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

●ただし、投票確認画面にて修正ボタンを押し、BOX投票画面（2連複・
ワイド）を表示させた場合には、リセットボタンは表示されません。
　修正した場合は、ベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してくだ
さい。
●発売されていない、あるいは欠車のために投票できない車番は、軸番
号及び相手番号に表示されません。
　※上記画面例では、６番車が欠車となっています。

ＢＯＸ組合数 2連単 
　　2 2ベット
　　3 6ベット
　　4 12ベット
　　5 20ベット
　　6 30ベット
　　7 42ベット
　　8 56ベット

2連勝単式ＢＯＸベット数早見表

ＢＯＸ組合数 2連複 
　　2 1ベット
　　3 3ベット
　　4 6ベット
　　5 10ベット
　　6 15ベット
　　7 21ベット
　　8 28ベット

2連勝複式・ワイドＢＯＸベット数早見表

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

※２車以上から最大８車まで選択することができ
ます。

ＢＯＸ投票画面（2連複・ワイド）

終了

メインメニュー

ＢＯＸ投票

川　口
8Ｒ　14：05締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：6番

式別：　2連複

組合せ
□1　□2　□3　□4
□5　□7　□8

金額：各　　　　００円

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

①投票する組合せ番を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）

②金額を入力する。（半角数字）

③ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。 ③ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。

②金額を入力する。（半角数字）

①投票する組合せ番を選択する。
※欠車となっている車番号は表示されませ
ん。（この場合６番車が欠車となっています）



購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
1回の投票は50点ま
でとなります。

1着
□１ □２ □３ □４
□５ □６ □７ □８

投票点数について

フォーメーション投票
の1回の投票は50点
までとなります。

（例）
3連単1着（又は2,3着）が
1車の場合
1×8×8⇒42点

3連単1着（又は2,3着）が
2車の場合
2×4×8⇒最大48点
2×5×6⇒最大50点

3連単1着（又は2,3着）が
3車の場合
3×3×7⇒最大48点
3×4×5⇒最大48点

3連複車番1（又は車番
2,3）が6車の場合
6×6×8⇒最大50点

2連単1着（又は2着）が
7車の場合
7×8⇒最大49点

2連複ワイドの場合
8×8⇒28点終了

メインメニュー

終了

戻る

メインメニュー

OK リセット

投票点数について

23 24

フォーメーション投票をする

川　口
9R　14：40締切

フォーメーション投票

フォーメーション投票画面

式別：3連単

金額：各 00円

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

投票は1受付50点400ベットまでとなり
ますので、ご注意ください。

例　3連単の場合

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

それぞれの着を複数選択することで、フォーメーション投票が
できます。（１着、２着を複数指定して３着へ流し投票する等、い
ろいろな組合せで投票することが可能です。）

投票入力は無制限にできますが、１回の投票で５０点を超えると
エラーとなります。

2着
□１ □２ □３ □４
□５ □６ □７ □８

3着
□１ □２ □３ □４
□５ □６ □７ □８

①1着にしたい番号を選択。

②2着にしたい番号を選択。

③3着にしたい番号を選択。

④金額を入力する。（半角数字）

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

⑤ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。



購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
1回の投票は50点ま
でとなります。

1着
□１ □２ □３ □４
□５ □６ □７ □８

投票点数について

フォーメーション投票
の1回の投票は50点
までとなります。

（例）
3連単1着（又は2,3着）が
1車の場合
1×8×8⇒42点

3連単1着（又は2,3着）が
2車の場合
2×4×8⇒最大48点
2×5×6⇒最大50点

3連単1着（又は2,3着）が
3車の場合
3×3×7⇒最大48点
3×4×5⇒最大48点

3連複車番1（又は車番
2,3）が6車の場合
6×6×8⇒最大50点

2連単1着（又は2着）が
7車の場合
7×8⇒最大49点

2連複ワイドの場合
8×8⇒28点終了

メインメニュー

終了

戻る

メインメニュー

OK リセット

投票点数について

23 24

フォーメーション投票をする

川　口
9R　14：40締切

フォーメーション投票

フォーメーション投票画面

式別：3連単

金額：各 00円

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

投票は1受付50点400ベットまでとなり
ますので、ご注意ください。

例　3連単の場合

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

それぞれの着を複数選択することで、フォーメーション投票が
できます。（１着、２着を複数指定して３着へ流し投票する等、い
ろいろな組合せで投票することが可能です。）

投票入力は無制限にできますが、１回の投票で５０点を超えると
エラーとなります。

2着
□１ □２ □３ □４
□５ □６ □７ □８

3着
□１ □２ □３ □４
□５ □６ □７ □８

①1着にしたい番号を選択。

②2着にしたい番号を選択。

③3着にしたい番号を選択。

④金額を入力する。（半角数字）

※それぞれの組合わせに対して、同一の金額と
なります。

⑤ベット入力を完了したらＯＫボタンを押す。



通常オッズ投票画面

終了

メインメニュー

オッズ更新

通常オッズ投票

川　口　3連単
9Ｒ　14:40締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　9Ｒ：5番
□１掛川和 ０ ３.３７
□２吉田祐 １０ ３.３８
□３岡松忠 １０ ３.３６
□４田代祐 １０ ３.３５
欠５遠藤誠 ２０ 欠車
□６森且行 ２０ ３.３２
□７永井大 ２０ ３.３０
□８田中茂 ２０ ３.３１　
　○1＝2着固定
　○2＝3着固定
　○1＝3着固定　
　　　　検索

１４：３０現在　天候：晴
走路状況：良
走路温度：３７.０気温：２４.０
湿度：５６.９％

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

オッズ投票をする（通常オッズ検索）

25 26

オッズ投票をする（投票種別の選択）

川　口

レースNo：

選択した投票種別に従い下記のいずれかの画面が表示されます。

●通常オッズ投票 ・・・・・　（ｐ．２６参照）

●人気順20位 ・・・・・　（ｐ．２７参照）

●高配当順20位 ・・・・・　（ｐ．２８参照）

投票種別選択

投票種別選択画面

①投票するレース番号を選択する。

②投票する式別（3連単、3連複、2連単、2
連複、ワイド）を選択する。

③投票する投票種別のボタンを押す。

－選択－

式別：

－選択－

終了

メインメニュー

高配当順20位

人気順20位

通常オッズ投票

⑤ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す。
※金額が入力された組番のみ対象となります。

※オッズ更新ボタンを押すとオッズが更新
　されます。

③オッズの選択ができたら検索ボタンを押
す。

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

組番／オッズ／金額
１-２-３ ２１.１ ００円
１-２-４ ９９９.９ ００円
１-２-６ ４１.４ ００円
１-２-７ ７１.１ ００円
１-２-８ ３１.１ ００円　
２-１-３ １１.１ ００円
２-１-４ ９９９.９ ００円
２-１-６ ５１.４ ００円

②軸固定を1つ選択します。
※3連単の場合のみ選択します。

例　3連単の場合

①オッズを表示したい軸選手を押す。（チ
ェックをする）

④金額を入力する。（半角数字）



通常オッズ投票画面

終了

メインメニュー

オッズ更新

通常オッズ投票

川　口　3連単
9Ｒ　14:40締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　9Ｒ：5番
□１掛川和 ０ ３.３７
□２吉田祐 １０ ３.３８
□３岡松忠 １０ ３.３６
□４田代祐 １０ ３.３５
欠５遠藤誠 ２０ 欠車
□６森且行 ２０ ３.３２
□７永井大 ２０ ３.３０
□８田中茂 ２０ ３.３１　
　○1＝2着固定
　○2＝3着固定
　○1＝3着固定　
　　　　検索

１４：３０現在　天候：晴
走路状況：良
走路温度：３７.０気温：２４.０
湿度：５６.９％

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

オッズ投票をする（通常オッズ検索）

25 26

オッズ投票をする（投票種別の選択）

川　口

レースNo：

選択した投票種別に従い下記のいずれかの画面が表示されます。

●通常オッズ投票 ・・・・・　（ｐ．２６参照）

●人気順20位 ・・・・・　（ｐ．２７参照）

●高配当順20位 ・・・・・　（ｐ．２８参照）

投票種別選択

投票種別選択画面

①投票するレース番号を選択する。

②投票する式別（3連単、3連複、2連単、2
連複、ワイド）を選択する。

③投票する投票種別のボタンを押す。

－選択－

式別：

－選択－

終了

メインメニュー

高配当順20位

人気順20位

通常オッズ投票

⑤ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す。
※金額が入力された組番のみ対象となります。

※オッズ更新ボタンを押すとオッズが更新
　されます。

③オッズの選択ができたら検索ボタンを押
す。

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

組番／オッズ／金額
１-２-３ ２１.１ ００円
１-２-４ ９９９.９ ００円
１-２-６ ４１.４ ００円
１-２-７ ７１.１ ００円
１-２-８ ３１.１ ００円　
２-１-３ １１.１ ００円
２-１-４ ９９９.９ ００円
２-１-６ ５１.４ ００円

②軸固定を1つ選択します。
※3連単の場合のみ選択します。

例　3連単の場合

①オッズを表示したい軸選手を押す。（チ
ェックをする）

④金額を入力する。（半角数字）



オッズ投票をする（高配当順20位）

27 28

オッズ投票をする（人気順20位）
高配当順２０位画面

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

人気順２０位画面

終了

メインメニュー

人気順20位

川　口　3連単
9Ｒ　14:40締切

購入限度額：9,990,000円
残り　4,000ベット
１掛川和 ０ ３.３７
２吉田祐 １０ ３.３８
３岡松忠 １０ ３.３６
４田代祐 １０ ３.３５
５遠藤誠 ２０ 欠車
６森且行 ２０ ３.３２
７永井大 ２０ ３.３０
８田中茂 ２０ ３.３１

１４：３０現在　天候：晴
走路状況：良
走路温度：３７.０気温：２４.０
湿度：５６.９％

組番／オッズ／金額
１-２-３ １.１ ００円
１-２-４ １.２ ００円
１-２-６ １.４ ００円
１-２-７ １.５ ００円
１-２-８ １.６ ００円
２-１-３ １.７ ００円
２-１-４ ２.３ ００円
２-１-６ ３.１ ００円
２-１-７ ４.１ ００円
２-１-８ ５.１ ００円
３-１-２ ６.１ ００円
３-１-３ １１.１ ００円
３-１-４ １２.１ ００円
３-６-７ １３.１ ００円
３-６-８ ５３.１ ００円
６-３-２ ６３.１ ００円

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

①金額を入力する。（半角数字）

②ベットの入力が完了したらOKボタンを
押す。
※金額が入力された組番のみ対象となります。

②ベットの入力が完了したらOKボタンを
押す。
※金額が入力された組番のみ対象となります。

終了

メインメニュー

高配当順20位

船　橋　3連単
1Ｒ　10:55締切

購入限度額：990,000円
残り　4,000ベット
１岩崎亮 ０ ３.３７
２永冨高 ０ ３.３８
３小林啓 １０ ３.３６
４須賀学 １０ ３.３５
５久門徹 ２０ 欠車
６伊藤信 ２０ ３.３２
７浦田信 ２０ ３.３０
８岡部聡 ２０ ３.３１

１０：５１現在　天候：晴
走路状況：良
走路温度：３７.０気温：２４.０
湿度：５６.９％

組番／オッズ／金額
１-２-３ ２４６.５ ００円
１-２-４ ２０４.５ ００円
１-２-６ １９７.５ ００円
１-２-７ １６２.５ ００円
１-２-８ １５６.５ ００円
２-１-３ １５５.５ ００円
２-１-４ １５０.５ ００円
２-１-６ １４８.５ ００円
２-１-７ １２０.５ ００円
２-１-８ １１４.５ ００円
３-１-２ １１３.５ ００円
３-１-３ １０８.５ ００円
３-１-４ １０７.５ ００円
３-６-７ １０６.５ ００円
３-６-８ １０２.５ ００円
６-３-２ １０１.５ ００円
６-３-３ １００.５ ００円
６-３-４ ９９.５ ００円

OK リセット

例　3連単の場合例　3連単の場合

オッズ更新

終了

メインメニュー

高配当順20位

川　口　3連単
9Ｒ　14:40締切

購入限度額：9,990,000円
残り　4,000ベット
１掛川和 ０ ３.３７
２吉田祐 １０ ３.３８
３岡松忠 １０ ３.３６
４田代祐 １０ ３.３５
５遠藤誠 ２０ 欠車
６森且行 ２０ ３.３２
７永井大 ２０ ３.３０
８田中茂 ２０ ３.３１

１４：３０現在　天候：晴
走路状況：良
走路温度：３７.０気温：２４.０
湿度：５６.９％

組番／オッズ／金額
１-２-３ ２４６.５ ００円
１-２-４ ２０４.５ ００円
１-２-６ １９７.５ ００円
１-２-７ １６２.５ ００円
１-２-８ １５６.５ ００円
２-１-３ １５５.５ ００円
２-１-４ １５０.５ ００円
２-１-６ １４８.５ ００円
２-１-７ １２０.５ ００円
２-１-８ １１４.５ ００円
３-１-２ １１３.５ ００円
３-１-３ １０８.５ ００円
３-１-４ １０７.５ ００円
３-６-７ １０６.５ ００円
３-６-８ １０２.５ ００円
６-３-２ １０１.５ ００円

OK リセット

オッズ更新

※オッズ更新ボタンを押すとオッズが更新
　されます。

※オッズ更新ボタンを押すとオッズが更新
　されます。

①金額を入力する。（半角数字）



オッズ投票をする（高配当順20位）
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オッズ投票をする（人気順20位）
高配当順２０位画面

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。●　リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。

人気順２０位画面

終了

メインメニュー

人気順20位

川　口　3連単
9Ｒ　14:40締切

購入限度額：9,990,000円
残り　4,000ベット
１掛川和 ０ ３.３７
２吉田祐 １０ ３.３８
３岡松忠 １０ ３.３６
４田代祐 １０ ３.３５
５遠藤誠 ２０ 欠車
６森且行 ２０ ３.３２
７永井大 ２０ ３.３０
８田中茂 ２０ ３.３１

１４：３０現在　天候：晴
走路状況：良
走路温度：３７.０気温：２４.０
湿度：５６.９％

組番／オッズ／金額
１-２-３ １.１ ００円
１-２-４ １.２ ００円
１-２-６ １.４ ００円
１-２-７ １.５ ００円
１-２-８ １.６ ００円
２-１-３ １.７ ００円
２-１-４ ２.３ ００円
２-１-６ ３.１ ００円
２-１-７ ４.１ ００円
２-１-８ ５.１ ００円
３-１-２ ６.１ ００円
３-１-３ １１.１ ００円
３-１-４ １２.１ ００円
３-６-７ １３.１ ００円
３-６-８ ５３.１ ００円
６-３-２ ６３.１ ００円

OK リセット

投票確認画面
（ｐ．３３参照）

①金額を入力する。（半角数字）

②ベットの入力が完了したらOKボタンを
押す。
※金額が入力された組番のみ対象となります。

②ベットの入力が完了したらOKボタンを
押す。
※金額が入力された組番のみ対象となります。

終了

メインメニュー

高配当順20位

船　橋　3連単
1Ｒ　10:55締切

購入限度額：990,000円
残り　4,000ベット
１岩崎亮 ０ ３.３７
２永冨高 ０ ３.３８
３小林啓 １０ ３.３６
４須賀学 １０ ３.３５
５久門徹 ２０ 欠車
６伊藤信 ２０ ３.３２
７浦田信 ２０ ３.３０
８岡部聡 ２０ ３.３１

１０：５１現在　天候：晴
走路状況：良
走路温度：３７.０気温：２４.０
湿度：５６.９％

組番／オッズ／金額
１-２-３ ２４６.５ ００円
１-２-４ ２０４.５ ００円
１-２-６ １９７.５ ００円
１-２-７ １６２.５ ００円
１-２-８ １５６.５ ００円
２-１-３ １５５.５ ００円
２-１-４ １５０.５ ００円
２-１-６ １４８.５ ００円
２-１-７ １２０.５ ００円
２-１-８ １１４.５ ００円
３-１-２ １１３.５ ００円
３-１-３ １０８.５ ００円
３-１-４ １０７.５ ００円
３-６-７ １０６.５ ００円
３-６-８ １０２.５ ００円
６-３-２ １０１.５ ００円
６-３-３ １００.５ ００円
６-３-４ ９９.５ ００円

OK リセット

例　3連単の場合例　3連単の場合

オッズ更新

終了

メインメニュー

高配当順20位

川　口　3連単
9Ｒ　14:40締切

購入限度額：9,990,000円
残り　4,000ベット
１掛川和 ０ ３.３７
２吉田祐 １０ ３.３８
３岡松忠 １０ ３.３６
４田代祐 １０ ３.３５
５遠藤誠 ２０ 欠車
６森且行 ２０ ３.３２
７永井大 ２０ ３.３０
８田中茂 ２０ ３.３１

１４：３０現在　天候：晴
走路状況：良
走路温度：３７.０気温：２４.０
湿度：５６.９％

組番／オッズ／金額
１-２-３ ２４６.５ ００円
１-２-４ ２０４.５ ００円
１-２-６ １９７.５ ００円
１-２-７ １６２.５ ００円
１-２-８ １５６.５ ００円
２-１-３ １５５.５ ００円
２-１-４ １５０.５ ００円
２-１-６ １４８.５ ００円
２-１-７ １２０.５ ００円
２-１-８ １１４.５ ００円
３-１-２ １１３.５ ００円
３-１-３ １０８.５ ００円
３-１-４ １０７.５ ００円
３-６-７ １０６.５ ００円
３-６-８ １０２.５ ００円
６-３-２ １０１.５ ００円

OK リセット

オッズ更新

※オッズ更新ボタンを押すとオッズが更新
　されます。

※オッズ更新ボタンを押すとオッズが更新
　されます。

①金額を入力する。（半角数字）



※ベットを入力する際には常にレース番号
から入力してください、レース番号、式別
番号を省略した入力は受付られません。
※入力の最後の「＃」は不要です。

クイック投票をする（入力） クイック投票をする（確認）

クイック投票

川　口
7Ｒ以降発売中
7Ｒ　13:35締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：5番
　　　9Ｒ：1番,3番

01：
02：
03：
04：
05：
06：
07：
08：
09：
10：
11：
12：
13：
14：
15：

OK

終了

リセット

川　口
7Ｒ以降発売中
7Ｒ　13:35締切

6Ｒ  2連複  ＢＯＸ
           　 4567
     　300円×6  締
7Ｒ  2連単  1－2
            　300円
7Ｒ  3連単  1－2ー3
            　300円
8Ｒ  2連単  ＢＯＸ
              1 2 3
      　1,000円×６ 
8Ｒ  ワイド  ＢＯＸ
              1 2 3
      　1,000円×３ 
8Ｒ  2連単  2－5
       　  500円  欠
10Ｒ  2連単  流し
 　3－    6  7  8
       　2000円×3
10Ｒ  3連単  流し
 　3－ 4－    6 7 8
      　2,000円×３
×     入力エラー

11Ｒ  2連複  3－1
　　  2,000円  不

・リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。
・ただし、投票確認画面において修正ボタンを押し、クイック投票画面を
表示させた場合にはリセットボタンは表示されません。
※　修正したベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してください。
・電話投票の場合のベット入力方法の詳細につきましては、「オートレー
ス電話投票ハンドブック」等をご参照ください。
・ベットの入力枠は１５個ですが、電話投票と同様に１回（1受付番号）あ
たりの申込みは１レース場４００ベットまでです。

・入力された全てのベットが受付できない場合には、受付できない理由
と修正ボタンが表示されます。

１）通常投票
 ０７１１２００３
 →7レース  ２連勝単式  １－２  
                                         ３００円
 ０７＊３１１２３００３
 →7レース ３連勝単式 １－２－３
                                         ３００円
２）ＢＯＸ投票
 ０８６１２３０１０
 →8レース 2連勝単式 ＢＯＸ投票
 １番、２番、３番   　  各１,０００円

 ０８８３１２３０１０
 →8レース ワイド  ＢＯＸ投票
 １番、２番、３番    　各１,０００円

３）流し投票
 １０３３６７８０２０
 → 10レース ２連勝単式１着流し
 軸３番　相手６番､７番､８番    各２,０００円

 １０＊３３１２＊３４６７８０２０          
 → 10レース ３連勝単式１、２着
 固定流し１着３番、２着４番
 相手６番、７番､８番　各２,０００円

クイック投票画面

投票確認

右ページに続く

左ページより

次ページに続く

投票確認画面
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①投票確認画面の表示内容を確認する｡

②投票ボタンを押す｡

この内容にて投票する場合
※投票内容及び合計金額を十分ご確認し
てください。

※　修正について
・ベットの内容を修正する場合は、修正ボタ
ンを押してください。
・修正ボタンを押すとクイック投票画面が
表示され、入力したベット内容を表示します。

・ベット情報
 クイック投票画面にて入力したベットの内
容

・成立予定の合計投票金額
　「締」　「不」　「欠」　「入力エラー」と
は表示されていないベットの合計金額

「締」　「不」　「欠」　「入力エラー」につ
いて

●投票確認画面表示の時点で投票締切時
刻を過ぎたレースのベットについては、赤
字にて「締」と表示されます。

●欠車を入力した場合は、赤字で「欠」と
表示されます。

●投票できないベットを入力した場合は、
赤字で「不」と表示されます。

●入力された内容に不備がある場合は、赤
字で「入力エラー」と表示されます。
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メインメニュー

投票

終了

修正

購入金額（予定）：
　　　  21,600円
以上でよろしければ

メインメニュー

クイック投票では、電話投票と同じようにしてベットの入力を行う投票方法です。複
数のレース番号、全ての投票種別のベットを１度に手早く入力することができます。

①電話投票と同じようにしてベットを
　入力する。

②ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す｡

＊

＊



※ベットを入力する際には常にレース番号
から入力してください、レース番号、式別
番号を省略した入力は受付られません。
※入力の最後の「＃」は不要です。

クイック投票をする（入力） クイック投票をする（確認）

クイック投票

川　口
7Ｒ以降発売中
7Ｒ　13:35締切

購入限度額：
　　9,990,000円
残り　4,000ベット
欠車　8Ｒ：5番
　　　9Ｒ：1番,3番

01：
02：
03：
04：
05：
06：
07：
08：
09：
10：
11：
12：
13：
14：
15：

OK

終了

リセット

川　口
7Ｒ以降発売中
7Ｒ　13:35締切

6Ｒ  2連複  ＢＯＸ
           　 4567
     　300円×6  締
7Ｒ  2連単  1－2
            　300円
7Ｒ  3連単  1－2ー3
            　300円
8Ｒ  2連単  ＢＯＸ
              1 2 3
      　1,000円×６ 
8Ｒ  ワイド  ＢＯＸ
              1 2 3
      　1,000円×３ 
8Ｒ  2連単  2－5
       　  500円  欠
10Ｒ  2連単  流し
 　3－    6  7  8
       　2000円×3
10Ｒ  3連単  流し
 　3－ 4－    6 7 8
      　2,000円×３
×     入力エラー

11Ｒ  2連複  3－1
　　  2,000円  不

・リセットボタンを押すと、それまで入力したベットが消去されます。
・ただし、投票確認画面において修正ボタンを押し、クイック投票画面を
表示させた場合にはリセットボタンは表示されません。
※　修正したベットを十分ご確認のうえ、ＯＫボタンを押してください。
・電話投票の場合のベット入力方法の詳細につきましては、「オートレー
ス電話投票ハンドブック」等をご参照ください。
・ベットの入力枠は１５個ですが、電話投票と同様に１回（1受付番号）あ
たりの申込みは１レース場４００ベットまでです。

・入力された全てのベットが受付できない場合には、受付できない理由
と修正ボタンが表示されます。

１）通常投票
 ０７１１２００３
 →7レース  ２連勝単式  １－２  
                                         ３００円
 ０７＊３１１２３００３
 →7レース ３連勝単式 １－２－３
                                         ３００円
２）ＢＯＸ投票
 ０８６１２３０１０
 →8レース 2連勝単式 ＢＯＸ投票
 １番、２番、３番   　  各１,０００円

 ０８８３１２３０１０
 →8レース ワイド  ＢＯＸ投票
 １番、２番、３番    　各１,０００円

３）流し投票
 １０３３６７８０２０
 → 10レース ２連勝単式１着流し
 軸３番　相手６番､７番､８番    各２,０００円

 １０＊３３１２＊３４６７８０２０          
 → 10レース ３連勝単式１、２着
 固定流し１着３番、２着４番
 相手６番、７番､８番　各２,０００円

クイック投票画面

投票確認

右ページに続く

左ページより

次ページに続く

投票確認画面

29

①投票確認画面の表示内容を確認する｡

②投票ボタンを押す｡

この内容にて投票する場合
※投票内容及び合計金額を十分ご確認し
てください。

※　修正について
・ベットの内容を修正する場合は、修正ボタ
ンを押してください。
・修正ボタンを押すとクイック投票画面が
表示され、入力したベット内容を表示します。

・ベット情報
 クイック投票画面にて入力したベットの内
容

・成立予定の合計投票金額
　「締」　「不」　「欠」　「入力エラー」と
は表示されていないベットの合計金額

「締」　「不」　「欠」　「入力エラー」につ
いて

●投票確認画面表示の時点で投票締切時
刻を過ぎたレースのベットについては、赤
字にて「締」と表示されます。

●欠車を入力した場合は、赤字で「欠」と
表示されます。

●投票できないベットを入力した場合は、
赤字で「不」と表示されます。

●入力された内容に不備がある場合は、赤
字で「入力エラー」と表示されます。

30

メインメニュー

投票

終了

修正

購入金額（予定）：
　　　  21,600円
以上でよろしければ

メインメニュー

クイック投票では、電話投票と同じようにしてベットの入力を行う投票方法です。複
数のレース番号、全ての投票種別のベットを１度に手早く入力することができます。

①電話投票と同じようにしてベットを
　入力する。

②ベットの入力が完了したらＯＫボタンを
押す｡

＊

＊



クイック投票をする（成立） クイック投票のベット入力例
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1)通常投票
 01124010
 →1レース 2連勝単式 2－4 1,000円
 01212010
 →1レース 2連勝複式 1－2 1,000円
 01  31123010
 →1レース 3連勝単式 1－2－3 1,000円
 01  32123010
 →1レース 3連勝複式 1－2－3 1,000円
 018123010
 →1レース ワイド 2－3 1,000円

2)BOX投票
 026123010
 →2レース 2連勝単式 BOX投票
 1番、2番、3番 各1,000円
 027123010
 →2レース 2連勝複式 BOX投票
 1番、2番、3番 各1,000円
 02  36123010
 →2レース 3連勝単式 BOX投票
 1番、2番、3番 各1,000円
 02  371234010
 →2レース 3連勝複式 BOX投票
 1番、2番、3番、4番 各1,000円
 0283123010
 →2レース ワイド BOX投票
 1番、2番、3番 各1,000円

3)流し投票
 0331678010
 →3レース 2連勝単式 1着流し
 1着1番　相手6番、7番、8番 各1,000円
 0341678010
 →3レース 2連勝単式 2着流し
 2着1番　相手6番、7番、8番 各1,000円
 0351678010
 →3レース 2連勝複式 流し
 軸1番　相手6番、7番、8番 各1,000円
 03  3312  34567010
 →3レース 3連勝単式 1、2着固定流し
 1着3番、2着4番固定　相手5番、6番、7番 
 各1,000円
 03  3313  34567010
 →3レース 3連勝単式 1、3着固定流し
 1着3番、3着4番固定　相手5番、6番、7番 
 各1,000円
 03  3323  34567010
 →3レース 3連勝単式 2、3着固定流し
 2着3番、3着4番固定　相手5番、6番、7番 
 各1,000円
 03  3512567010
 →3レース 3連勝複式 流し
 軸1  1番、軸2  2番　相手5番、6番、7番 
 各1,000円
 03821567010
 →3レース ワイド 流し
 軸1番、　相手5番、6番、7番 各1,000円

1Ｒ 2連単 2－4
   1,000円
1Ｒ 2連複 1－2
   1,000円
1Ｒ 3連単 1－2－3
   1,000円
1Ｒ 3連複 1－2－3
   1,000円
1Ｒ ワイド 2－3
   1,000円

2Ｒ 2連単 BOX
 123  各1,000円
   計6000
2Ｒ 2連複 BOX
 123  各1,000円
   計3000
2Ｒ 3連単 BOX
 123  各1,000円
   計6000
2Ｒ 3連複 BOX
 1234  各1,000円
   計4000
2Ｒ ワイド BOX
 123  各1,000円
   計3000

3Ｒ 2連単 流し
  1－   678  各1,000円
   計3000
3Ｒ 2連単 流し
    －1 678  各1,000円
   計3000
3Ｒ 2連複 流し
  1－   678  各1,000円
   計3000
3Ｒ 3連単 流し
  3－4－ 567
   各1,000円
   計3000
3Ｒ 3連単 流し
  3－  －4 567
   各1,000円
   計3000
3Ｒ 3連単 流し
    －3－4 567
   各1,000円
   計3000
3Ｒ 3連複 流し
  1－2－ 567
   各1,000円
   計3000
3Ｒ ワイド 流し
  1－   567 各1,000円
   計3000

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊ ＊

＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊
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①投票結果画面の表示内容を確認する。

・ベット情報
　締切りなどで受付できなかったベットに
ついては赤字で「不」と表示されます。

同じレース場にてクイック投票する場合

受付を完了しました

受付番号：　001
　　　　川口

7Ｒ  2連単  1－2
          300円　不
7Ｒ  3連単  1－2－3
          300円　不
8Ｒ  2連単  ＢＯＸ
                  123
         1,000円×6 
8Ｒ  ワイド  ＢＯＸ
                  123
         1,000円×3 
10Ｒ  2連単  流し
        3―     678
         2,000円×3
10Ｒ  3連単  流し
    3―4－     678
         2,000円×3

投票受付完了

前ページより

投票受付完了画面

終了

投票成立金額：
　　　21,000円
ＨＵＩhoiph01jh025

メインメニュー

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

クイック投票

川　口レース場：

【あるいは】

・受付番号
　今回のお申し込みについて付与された
通し番号。
　投票内容照会を行う際に必要となります。

②クイック投票ボタンを押す。
　　　　　　　（ｐ．２９参照）

他のレース場にて投票する場合は、レース
場を選択してから、投票方法（クイック投票
又は他の投票）を選んでください。

・投票成立金額
　受付を完了したベットの合計金額

＊
＊



クイック投票をする（成立） クイック投票のベット入力例
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1)通常投票
 01124010
 →1レース 2連勝単式 2－4 1,000円
 01212010
 →1レース 2連勝複式 1－2 1,000円
 01  31123010
 →1レース 3連勝単式 1－2－3 1,000円
 01  32123010
 →1レース 3連勝複式 1－2－3 1,000円
 018123010
 →1レース ワイド 2－3 1,000円

2)BOX投票
 026123010
 →2レース 2連勝単式 BOX投票
 1番、2番、3番 各1,000円
 027123010
 →2レース 2連勝複式 BOX投票
 1番、2番、3番 各1,000円
 02  36123010
 →2レース 3連勝単式 BOX投票
 1番、2番、3番 各1,000円
 02  371234010
 →2レース 3連勝複式 BOX投票
 1番、2番、3番、4番 各1,000円
 0283123010
 →2レース ワイド BOX投票
 1番、2番、3番 各1,000円

3)流し投票
 0331678010
 →3レース 2連勝単式 1着流し
 1着1番　相手6番、7番、8番 各1,000円
 0341678010
 →3レース 2連勝単式 2着流し
 2着1番　相手6番、7番、8番 各1,000円
 0351678010
 →3レース 2連勝複式 流し
 軸1番　相手6番、7番、8番 各1,000円
 03  3312  34567010
 →3レース 3連勝単式 1、2着固定流し
 1着3番、2着4番固定　相手5番、6番、7番 
 各1,000円
 03  3313  34567010
 →3レース 3連勝単式 1、3着固定流し
 1着3番、3着4番固定　相手5番、6番、7番 
 各1,000円
 03  3323  34567010
 →3レース 3連勝単式 2、3着固定流し
 2着3番、3着4番固定　相手5番、6番、7番 
 各1,000円
 03  3512567010
 →3レース 3連勝複式 流し
 軸1  1番、軸2  2番　相手5番、6番、7番 
 各1,000円
 03821567010
 →3レース ワイド 流し
 軸1番、　相手5番、6番、7番 各1,000円

1Ｒ 2連単 2－4
   1,000円
1Ｒ 2連複 1－2
   1,000円
1Ｒ 3連単 1－2－3
   1,000円
1Ｒ 3連複 1－2－3
   1,000円
1Ｒ ワイド 2－3
   1,000円

2Ｒ 2連単 BOX
 123  各1,000円
   計6000
2Ｒ 2連複 BOX
 123  各1,000円
   計3000
2Ｒ 3連単 BOX
 123  各1,000円
   計6000
2Ｒ 3連複 BOX
 1234  各1,000円
   計4000
2Ｒ ワイド BOX
 123  各1,000円
   計3000

3Ｒ 2連単 流し
  1－   678  各1,000円
   計3000
3Ｒ 2連単 流し
    －1 678  各1,000円
   計3000
3Ｒ 2連複 流し
  1－   678  各1,000円
   計3000
3Ｒ 3連単 流し
  3－4－ 567
   各1,000円
   計3000
3Ｒ 3連単 流し
  3－  －4 567
   各1,000円
   計3000
3Ｒ 3連単 流し
    －3－4 567
   各1,000円
   計3000
3Ｒ 3連複 流し
  1－2－ 567
   各1,000円
   計3000
3Ｒ ワイド 流し
  1－   567 各1,000円
   計3000

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊ ＊

＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊
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①投票結果画面の表示内容を確認する。

・ベット情報
　締切りなどで受付できなかったベットに
ついては赤字で「不」と表示されます。

同じレース場にてクイック投票する場合

受付を完了しました

受付番号：　001
　　　　川口

7Ｒ  2連単  1－2
          300円　不
7Ｒ  3連単  1－2－3
          300円　不
8Ｒ  2連単  ＢＯＸ
                  123
         1,000円×6 
8Ｒ  ワイド  ＢＯＸ
                  123
         1,000円×3 
10Ｒ  2連単  流し
        3―     678
         2,000円×3
10Ｒ  3連単  流し
    3―4－     678
         2,000円×3

投票受付完了

前ページより

投票受付完了画面

終了

投票成立金額：
　　　21,000円
ＨＵＩhoiph01jh025

メインメニュー

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

クイック投票

川　口レース場：

【あるいは】

・受付番号
　今回のお申し込みについて付与された
通し番号。
　投票内容照会を行う際に必要となります。

②クイック投票ボタンを押す。
　　　　　　　（ｐ．２９参照）

他のレース場にて投票する場合は、レース
場を選択してから、投票方法（クイック投票
又は他の投票）を選んでください。

・投票成立金額
　受付を完了したベットの合計金額

＊
＊



投票をする（確認・成立） 最新の投票照会をする
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①投票ボタンを押す。

合計投票金額を確認し、
投票ボタンを押した場合

この内容にて投票する場合

※投票内容及び合計金額を十分ご確
認してください。

34

・入力された全てのベットが受付できない場合
には、受付できない理由、及び修正ボタンが表
示されます。

投票確認画面

終了

メインメニュー

投票確認

川　口
8Ｒ以降発売中
8Ｒ　14：05締切

8Ｒ　2連単　流し
　　1ー    3　4　5
　　　　400円×3

購入金額（予定）：
　　　　   1，200円

投票 修正

最新投票照会画面

終了

メインメニュー

最新投票照会

受付番号：　002
受付時刻：　14：00
　　　川　口

8Ｒ　2連単　流し
　 1ー    3　4　5
　　　　 400円×3

▽下へ

△上へ

投票成立金額：
　　　　   1，200円
ＨＵＩhoipjh02jh025

投票受付完了画面

投票における確認・成立の画面表示及び操作は、クイック投票
（P.30～P.31）と同様です。

最新投票照会では、オートレースｉｎｅｔ投票及び電話投票にて
行った直前の投票内容を照会することができます。投票した直
後に投票照会をする場合などに便利です。

受付を完了しました

受付番号：　002
　　　　川口

8Ｒ　2連単　流し
　　1－    3　4　5
　　　　 400円×3　

投票受付完了

終了

投票成立金額：
　　　　  1,200円
ＨＵＩhoipjh02jh025

メインメニュー

・受付時刻
上記の受付番号における投票を受け付け
た時刻

・ベット情報

・合計購入金額

・受付番号

②投票受付完了画面を確認してから終了
してください。

投票ボタンは一度だ
け押してください。
何度も押すと、投票
が成立しない場合が
あります。

※　修正について
・ベットの内容を修正する場合は、修正ボタ
ンを押してください。
・修正ボタンを押すと投票画面（この例で
は流し投票画面　ｐ．１７）が表示され、入力
したベット内容を表示します。

＊

＊
＊

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

クイック投票

川　口レース場：



投票をする（確認・成立） 最新の投票照会をする
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①投票ボタンを押す。

合計投票金額を確認し、
投票ボタンを押した場合

この内容にて投票する場合

※投票内容及び合計金額を十分ご確
認してください。

34

・入力された全てのベットが受付できない場合
には、受付できない理由、及び修正ボタンが表
示されます。

投票確認画面

終了

メインメニュー

投票確認

川　口
8Ｒ以降発売中
8Ｒ　14：05締切

8Ｒ　2連単　流し
　　1ー    3　4　5
　　　　400円×3

購入金額（予定）：
　　　　   1，200円

投票 修正

最新投票照会画面

終了

メインメニュー

最新投票照会

受付番号：　002
受付時刻：　14：00
　　　川　口

8Ｒ　2連単　流し
　 1ー    3　4　5
　　　　 400円×3

▽下へ

△上へ

投票成立金額：
　　　　   1，200円
ＨＵＩhoipjh02jh025

投票受付完了画面

投票における確認・成立の画面表示及び操作は、クイック投票
（P.30～P.31）と同様です。

最新投票照会では、オートレースｉｎｅｔ投票及び電話投票にて
行った直前の投票内容を照会することができます。投票した直
後に投票照会をする場合などに便利です。

受付を完了しました

受付番号：　002
　　　　川口

8Ｒ　2連単　流し
　　1－    3　4　5
　　　　 400円×3　

投票受付完了

終了

投票成立金額：
　　　　  1,200円
ＨＵＩhoipjh02jh025

メインメニュー

・受付時刻
上記の受付番号における投票を受け付け
た時刻

・ベット情報

・合計購入金額

・受付番号

②投票受付完了画面を確認してから終了
してください。

投票ボタンは一度だ
け押してください。
何度も押すと、投票
が成立しない場合が
あります。

※　修正について
・ベットの内容を修正する場合は、修正ボタ
ンを押してください。
・修正ボタンを押すと投票画面（この例で
は流し投票画面　ｐ．１７）が表示され、入力
したベット内容を表示します。

＊

＊
＊

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

クイック投票

川　口レース場：



当日の投票照会をする 購入限度額照会をする
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受付番号入力画面

終了

メインメニュー

受付番号入力

受付番号：

照会 リセット

購入限度額照会画面

終了

メインメニュー

購入限度額照会

購入限度額：
　　 9,990,000円

投票可能件数：
　　 　　　  900件

投票可能ベット数：
　　 　4,000ベット

受付可能回数：
　　 　　　  500回

▽下へ

△上へ

投票照会画面

当日の照会したい投票の受付番号を入力して、投票照会をする
ことができます。

購入限度額照会では、現在の購入限度額､及び残りベット数を
照会することができます。

②照会ボタンを押す。

③投票照会画面の表示内容を確認する。

受付番号：　001
受付時刻：　13：15
　　　　川口

投票照会

購入限度額照会画面の内容を確認する。

・購入限度額

・投票可能件数

・投票可能ベット数

・受付可能回数

・受付時刻
上記の受付番号における投票を受け付け
た時刻

・ベット情報

・合計購入金額

8Ｒ   2連単   ＢＯＸ
                1 2 3
         1,000円×6 
10Ｒ  2連単  流し
        3―   6 7 8
         2,000円×3

終了

投票成立金額：
　　　 12,000円
ＨＵＩhoipjh02jh025

メインメニュー

受付番号入力

・受付番号

①照会する投票の受付番号を入力する。

リセットボタンを押すと､それまで入力した
内容が消去されます。

＊

他の投票内容を照会する場合



当日の投票照会をする 購入限度額照会をする

35 36

受付番号入力画面

終了

メインメニュー

受付番号入力

受付番号：

照会 リセット

購入限度額照会画面

終了

メインメニュー

購入限度額照会

購入限度額：
　　 9,990,000円

投票可能件数：
　　 　　　  900件

投票可能ベット数：
　　 　4,000ベット

受付可能回数：
　　 　　　  500回

▽下へ

△上へ

投票照会画面

当日の照会したい投票の受付番号を入力して、投票照会をする
ことができます。

購入限度額照会では、現在の購入限度額､及び残りベット数を
照会することができます。

②照会ボタンを押す。

③投票照会画面の表示内容を確認する。

受付番号：　001
受付時刻：　13：15
　　　　川口

投票照会

購入限度額照会画面の内容を確認する。

・購入限度額

・投票可能件数

・投票可能ベット数

・受付可能回数

・受付時刻
上記の受付番号における投票を受け付け
た時刻

・ベット情報

・合計購入金額

8Ｒ   2連単   ＢＯＸ
                1 2 3
         1,000円×6 
10Ｒ  2連単  流し
        3―   6 7 8
         2,000円×3

終了

投票成立金額：
　　　 12,000円
ＨＵＩhoipjh02jh025

メインメニュー

受付番号入力

・受付番号

①照会する投票の受付番号を入力する。

リセットボタンを押すと､それまで入力した
内容が消去されます。

＊

他の投票内容を照会する場合



振替依頼をする 振替照会をする

37

注意）　カンマを入力するとエラーと
　　　　なります。
※　振替は１円単位で行えます。

注意）　振替ボタンを押す前に必ず金額を
　　　ご確認してください。
 　　　一度振替操作を行うと取消はでき
　　　ませんので、ご注意ください。

38

振替照会画面

終了

メインメニュー

振替照会

受付件数：2件
振替金額：
　　　　70，000円

振替金額入力画面

終了

メインメニュー

振替金額入力

振替可能金額：
　　 1,000，000円

振替金額：
  50000　　　  円

振替ボタンは一度だけ押して
ください。何度も押すと振替
が成立しない場合があります。

この振替依頼の操作につきましては、無担保会員の方のみ行えるも
ので、指定した金額を投票用口座から出金用口座へ振替えることが
できます。１回の振替依頼につき１受付及び１ベットが加算されます。

振替照会では、振替依頼を行った件数及び金額の照会を行うこ
とができます。

③振替受付完了画面を確認する。

振替照会画面の表示内容を確認する。

・振替依頼受付完了件数

・受付番号
今回の振替依頼のお申し込みについて付
与された通しの受付番号。

振替照会をする場合

振替 リセット

振替受付完了画面

終了

メインメニュー

振替受付完了

受付を完了しました。

受付番号：003
振替金額：
　　　  50,000円

振替照会

①振替金額を入力する。
　　　（この例では、５万円）　

リセットボタンを押すと､それまで入力した
内容が消去されます。

・振替金額
　今回の振替依頼のお申し込みにて出金
用口座へ振替えた金額。

④振替照会ボタンを押す
　振替照会画面が表示されます。
　　（ｐ．３８参照）

銀行非営業日（土・日・祝日等）とその翌日については、前日までに行った
振替依頼の振替件数の合計と振替金額の合計それぞれが表示されます。

・振替依頼受付完了金額

注　意

②入力した金額を確認して振替ボタンを押
す。



振替依頼をする 振替照会をする

37

注意）　カンマを入力するとエラーと
　　　　なります。
※　振替は１円単位で行えます。

注意）　振替ボタンを押す前に必ず金額を
　　　ご確認してください。
 　　　一度振替操作を行うと取消はでき
　　　ませんので、ご注意ください。

38

振替照会画面

終了

メインメニュー

振替照会

受付件数：2件
振替金額：
　　　　70，000円

振替金額入力画面

終了

メインメニュー

振替金額入力

振替可能金額：
　　 1,000，000円

振替金額：
  50000　　　  円

振替ボタンは一度だけ押して
ください。何度も押すと振替
が成立しない場合があります。

この振替依頼の操作につきましては、無担保会員の方のみ行えるも
ので、指定した金額を投票用口座から出金用口座へ振替えることが
できます。１回の振替依頼につき１受付及び１ベットが加算されます。

振替照会では、振替依頼を行った件数及び金額の照会を行うこ
とができます。

③振替受付完了画面を確認する。

振替照会画面の表示内容を確認する。

・振替依頼受付完了件数

・受付番号
今回の振替依頼のお申し込みについて付
与された通しの受付番号。

振替照会をする場合

振替 リセット

振替受付完了画面

終了

メインメニュー

振替受付完了

受付を完了しました。

受付番号：003
振替金額：
　　　  50,000円

振替照会

①振替金額を入力する。
　　　（この例では、５万円）　

リセットボタンを押すと､それまで入力した
内容が消去されます。

・振替金額
　今回の振替依頼のお申し込みにて出金
用口座へ振替えた金額。

④振替照会ボタンを押す
　振替照会画面が表示されます。
　　（ｐ．３８参照）

銀行非営業日（土・日・祝日等）とその翌日については、前日までに行った
振替依頼の振替件数の合計と振替金額の合計それぞれが表示されます。

・振替依頼受付完了金額

注　意

②入力した金額を確認して振替ボタンを押
す。



入金指示をする（ネットバンク会員の方のみ）

39

注意）　カンマを入力するとエラーと
　　　　なります。

※入力した金額が間違えていないか確認
　してください。

40

入金指示画面

終了

メインメニュー

入金実行

入金指示

入金金額：

入金指示は、ネットバンク投票会員の方が、指定した金額をネ
ットバンク口座から投票用口座へ入金する操作です。１回の入
金指示につき１受付及び１ベットが加算されます。

精算指示をする（ネットバンク会員の方のみ）
精算指示は、ネットバンク投票会員の方が、指定した金額を投
票用口座からネットバンク口座へ振替える操作です。１回の精
算指示につき１受付及び１ベットが加算されます。

※入金処理には数分かかる
場合があります。

６月１７日　１３時３７分現在
銀行名：◯◯銀行

当日入金成立金額：
　　　　　5,000円

入金を行う銀行名及び当日の合計入金金
額が表示されます。

入金結果は後ほどメニューの入金精算
照会にてご確認ください。

・入金を行う銀行名

００円

※１回あたりの最大入金金
額は300万円までとなっ
ております。

※入金処理は数分かかる
場合があります。

終了

メインメニュー

入金指示結果

以下の通り受け付け
ました。

受付番号：
受付日時：

銀行名：
入金金額：

００１
６月１７日
１３時４９分
◯◯銀行
５,０００円

※入金処理は数分かかる
場合があります。
入金結果は後ほどメニュー
の入金精算履歴照会にて
ご確認ください。

①入金する金額を入力する。（半角数字）

②金額入力を完了したら入金実行ボタンを
押す。

・受付番号
今回のお申し込みにて付与された通し番号

・受付日時
上記の受付番号における入金指示を受け
付けた時刻

・上記受付番号にて投票用口座へ入金指示
した金額

注意）　カンマを入力するとエラーと
　　　　なります。

※入力した金額が間違えていないか確認
　してください。

精算指示画面

終了

メインメニュー

精算実行

精算指示

精算金額：

※精算処理には数分かかる
場合があります。

６月１７日　１５時００分現在
銀行名：◯◯銀行
精算可能金額：
　　　　　5,000円

精算を行う銀行名及び当日の精算可能金
額が表示されます。

精算結果は後ほどメニューの入金精算
照会にてご確認ください。

・精算を行う銀行名

円

※精算処理は数分かかる
場合があります。

終了

メインメニュー

精算指示結果

以下の通り受け付け
ました。

受付番号：
受付日時：

銀行名：
精算金額：

００２
６月１７日
１５時０２分
◯◯銀行
５,０００円

※精算処理は数分かかる
場合があります。
精算結果は後ほどメニュー
の入金精算履歴照会にて
ご確認ください。

①精算する金額を入力する。（半角数字）

②金額入力を完了したら精算実行ボタンを
押す。

・受付番号
今回のお申し込みにて付与された通し番号

・受付日時
上記の受付番号における精算指示を受け
付けた時刻

・上記受付番号にて投票用口座から精算指
示した金額

受付時間を過ぎて投票用口座に残高が残っている場合、自動的に翌日に
繰り越されます。ただし非開催日の前日のレース終了後および３０日間操
作が無い場合は一括精算として自動的に精算されます。

一括精算以外で精算する場合は、精算指示画面より精算の操作を行って
下さい。

注　意



入金指示をする（ネットバンク会員の方のみ）

39

注意）　カンマを入力するとエラーと
　　　　なります。

※入力した金額が間違えていないか確認
　してください。

40

入金指示画面

終了

メインメニュー

入金実行

入金指示

入金金額：

入金指示は、ネットバンク投票会員の方が、指定した金額をネ
ットバンク口座から投票用口座へ入金する操作です。１回の入
金指示につき１受付及び１ベットが加算されます。

精算指示をする（ネットバンク会員の方のみ）
精算指示は、ネットバンク投票会員の方が、指定した金額を投
票用口座からネットバンク口座へ振替える操作です。１回の精
算指示につき１受付及び１ベットが加算されます。

※入金処理には数分かかる
場合があります。

６月１７日　１３時３７分現在
銀行名：◯◯銀行

当日入金成立金額：
　　　　　5,000円

入金を行う銀行名及び当日の合計入金金
額が表示されます。

入金結果は後ほどメニューの入金精算
照会にてご確認ください。

・入金を行う銀行名

００円

※１回あたりの最大入金金
額は300万円までとなっ
ております。

※入金処理は数分かかる
場合があります。

終了

メインメニュー

入金指示結果

以下の通り受け付け
ました。

受付番号：
受付日時：

銀行名：
入金金額：

００１
６月１７日
１３時４９分
◯◯銀行
５,０００円

※入金処理は数分かかる
場合があります。
入金結果は後ほどメニュー
の入金精算履歴照会にて
ご確認ください。

①入金する金額を入力する。（半角数字）

②金額入力を完了したら入金実行ボタンを
押す。

・受付番号
今回のお申し込みにて付与された通し番号

・受付日時
上記の受付番号における入金指示を受け
付けた時刻

・上記受付番号にて投票用口座へ入金指示
した金額

注意）　カンマを入力するとエラーと
　　　　なります。

※入力した金額が間違えていないか確認
　してください。

精算指示画面

終了

メインメニュー

精算実行

精算指示

精算金額：

※精算処理には数分かかる
場合があります。

６月１７日　１５時００分現在
銀行名：◯◯銀行
精算可能金額：
　　　　　5,000円

精算を行う銀行名及び当日の精算可能金
額が表示されます。

精算結果は後ほどメニューの入金精算
照会にてご確認ください。

・精算を行う銀行名

円

※精算処理は数分かかる
場合があります。

終了

メインメニュー

精算指示結果

以下の通り受け付け
ました。

受付番号：
受付日時：

銀行名：
精算金額：

００２
６月１７日
１５時０２分
◯◯銀行
５,０００円

※精算処理は数分かかる
場合があります。
精算結果は後ほどメニュー
の入金精算履歴照会にて
ご確認ください。

①精算する金額を入力する。（半角数字）

②金額入力を完了したら精算実行ボタンを
押す。

・受付番号
今回のお申し込みにて付与された通し番号

・受付日時
上記の受付番号における精算指示を受け
付けた時刻

・上記受付番号にて投票用口座から精算指
示した金額

受付時間を過ぎて投票用口座に残高が残っている場合、自動的に翌日に
繰り越されます。ただし非開催日の前日のレース終了後および３０日間操
作が無い場合は一括精算として自動的に精算されます。

一括精算以外で精算する場合は、精算指示画面より精算の操作を行って
下さい。

注　意



暗証番号：

加入者番号：
　　　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

メインメニュー画面

暗証番号：

加入者番号：
　　　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

メインメニュー画面

メインメニュー画面に戻る ログアウトする（終了する）

41

メインメニューボタンを押す。

42

終了

メインメニュー

ご利用中にメインメニュー画面に戻りたい場合には、各画面よ
りメインメニューボタンを押します。

ご利用を終了する場合には、下記の手順にてログアウト
してください。

終了ボタンを押す。終了

メインメニュー

メインメニューで
の認証に成功して
いる場合
　　（２度目以降）

メインメニューで
の認証に成功して
いない場合

暗証番号の入力は
必要ありません。

暗証番号の入力が
必要です。

操作を終了する場合は、必ず
ログアウトをしてください｡

ご利用ありがとう
ございました。

オートレースinet投票

ログアウト画面

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊



暗証番号：

加入者番号：
　　　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

メインメニュー画面

暗証番号：

加入者番号：
　　　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

メインメニュー画面

メインメニュー画面に戻る ログアウトする（終了する）

41

メインメニューボタンを押す。

42

終了

メインメニュー

ご利用中にメインメニュー画面に戻りたい場合には、各画面よ
りメインメニューボタンを押します。

ご利用を終了する場合には、下記の手順にてログアウト
してください。

終了ボタンを押す。終了

メインメニュー

メインメニューで
の認証に成功して
いる場合
　　（２度目以降）

メインメニューで
の認証に成功して
いない場合

暗証番号の入力は
必要ありません。

暗証番号の入力が
必要です。

操作を終了する場合は、必ず
ログアウトをしてください｡

ご利用ありがとう
ございました。

オートレースinet投票

ログアウト画面

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊



各画面より終了ボタ
ンを押す｡
（ご利用を終了する場
合）

各画面よりメインメニ
ューボタンを押す｡
（ご利用を継続する場
合）

・『ブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください』と表示されている以
外の画面にて、ブラウザの「戻る」ボタンを押して操作を続けると、エ
ラーとなる場合がありますのでご注意ください。
・ご利用方法については携帯電話の操作（P９以降）と同じです。
（クイックログインは、ご利用できません）

振替依頼および振替照会につきましては、無担
保会員の方のみ行えるもので、指定した金額を
投票用口座から出金用口座（振替用口座）へ振
り替えることができ、その内容を照会すること
ができます。

○二重投票の防止について
オートレースｉｎｅｔ投票において、通信状態等により投票受付完了画面
がでない場合があります。このような場合は、お手数ですが最新投票
照会を行い、投票内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。

オートレース i n e t  投票   （スマートフォン用）ご利用の流れ   

加入者番号：

オートレースinet投票

パスワード：

認証 リセット

ｉｎｅｔ投票
にアクセス
する

ログイン画面

ご利用ありがとう
ございました。

オートレースinet投票

ログアウト画面

暗証番号：

加入者番号：
　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会

投票照会

購入限度額照会

振替依頼

振替照会

終　了

暗証番号を入力後､レー
ス場を選択しご利用にな
るメニューボタンを押す。
クイック投票または投票
の場合は、レース場を選
択する。（ ｐ．９ 参照）

メインメニュー画面

43 44

暗証番号：

加入者番号：
　　　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

最新投票照会

クイック投票

投票照会

購入限度額照会

振替依頼

振替照会

終　了

継続してご利用される
場合は、加入者番号、
暗証番号の入力は不
要となります。

メインメニュー画面

（2度目以降）

オートレースinet投票（スマートフォン）のご利用の全体の流れは、下　 図のように「アクセス」 → 「認証」 → 「各メニューのご利用」 → 
「終了・継続」となります。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

スマートフォンのブラウザより
　下記のＵＲＬを入力してください。
https：//pc.autoinet.jp/

※この時 ｈｔｔｐ の後に ｓ を忘れずに、
　URLは正しく入力してください。

通常/フォーメーション投票
（ｐ.10参照）

オッズ投票
（ｐ.25参照）

クイック投票
（ｐ.29参照）

最新投票照会
（ｐ.34参照）

投票照会
（ｐ.35参照）

購入限度額照会
（ｐ.36参照）

振替依頼
（ｐ.37参照）

振替照会
（ｐ.38参照）

クイックログイン設定
（ｐ.6参照）

※1入金指示
（ｐ.39参照）

※2精算指示
（ｐ.40参照）

※1入金指示は、ネットバンク投票会員の方が、指定した
　金額をネットバンク口座から投票用口座へ入金する操
　作です。
※2精算指示はネットバンク投票会員の方が指定した金
　額を投票用口座からネットバンク口座へ振替える操作
　です。



各画面より終了ボタ
ンを押す｡
（ご利用を終了する場
合）

各画面よりメインメニ
ューボタンを押す｡
（ご利用を継続する場
合）

・『ブラウザの「戻る」ボタンで戻ってください』と表示されている以
外の画面にて、ブラウザの「戻る」ボタンを押して操作を続けると、エ
ラーとなる場合がありますのでご注意ください。
・ご利用方法については携帯電話の操作（P９以降）と同じです。
（クイックログインは、ご利用できません）

振替依頼および振替照会につきましては、無担
保会員の方のみ行えるもので、指定した金額を
投票用口座から出金用口座（振替用口座）へ振
り替えることができ、その内容を照会すること
ができます。

○二重投票の防止について
オートレースｉｎｅｔ投票において、通信状態等により投票受付完了画面
がでない場合があります。このような場合は、お手数ですが最新投票
照会を行い、投票内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。

オートレース i n e t  投票   （スマートフォン用）ご利用の流れ   

加入者番号：

オートレースinet投票

パスワード：

認証 リセット

ｉｎｅｔ投票
にアクセス
する

ログイン画面

ご利用ありがとう
ございました。

オートレースinet投票

ログアウト画面

暗証番号：

加入者番号：
　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会

投票照会

購入限度額照会

振替依頼

振替照会

終　了

暗証番号を入力後､レー
ス場を選択しご利用にな
るメニューボタンを押す。
クイック投票または投票
の場合は、レース場を選
択する。（ ｐ．９ 参照）

メインメニュー画面

43 44

暗証番号：

加入者番号：
　　　　001001

メインメニュー

レース場：

－選択－

通常/フォーメーション投票

オッズ投票

最新投票照会

クイック投票

投票照会

購入限度額照会

振替依頼

振替照会

終　了

継続してご利用される
場合は、加入者番号、
暗証番号の入力は不
要となります。

メインメニュー画面

（2度目以降）

オートレースinet投票（スマートフォン）のご利用の全体の流れは、下　 図のように「アクセス」 → 「認証」 → 「各メニューのご利用」 → 
「終了・継続」となります。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

スマートフォンのブラウザより
　下記のＵＲＬを入力してください。
https：//pc.autoinet.jp/

※この時 ｈｔｔｐ の後に ｓ を忘れずに、
　URLは正しく入力してください。

通常/フォーメーション投票
（ｐ.10参照）

オッズ投票
（ｐ.25参照）

クイック投票
（ｐ.29参照）

最新投票照会
（ｐ.34参照）

投票照会
（ｐ.35参照）

購入限度額照会
（ｐ.36参照）

振替依頼
（ｐ.37参照）

振替照会
（ｐ.38参照）

クイックログイン設定
（ｐ.6参照）

※1入金指示
（ｐ.39参照）

※2精算指示
（ｐ.40参照）

※1入金指示は、ネットバンク投票会員の方が、指定した
　金額をネットバンク口座から投票用口座へ入金する操
　作です。
※2精算指示はネットバンク投票会員の方が指定した金
　額を投票用口座からネットバンク口座へ振替える操作
　です。



暗証番号：

加入者番号：001001

レース場： 選 択

通常投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会 投票照会

購入限度額照会

振替依頼 振替照会

終　了

オートレースｉｎｅｔ投票
メインメニュー

ログアウト画面

ご利用ありがとうございました。

オートレースｉｎｅｔ投票
終了

各画面より終了
ボタンを押す。
（ご利用を終了
する場合）

各画面よりメイ
ンメニューボタ
ンを押す。
（ご利用を継続
する場合）

・ブラウザの「戻る」ボタンを押して操作を続けると、エラーとなる
場合がありますのでご注意ください。

振替依頼および振替照会につ
きましては、無担保会員の方の
み行えるもので、指定した金額
を投票用口座から出金用口座（振
替用口座）へ振り替えることが
でき、その内容を照会すること
ができます。

パソコンでのご利用について オートレースinet投票ご利用の流れ

加入者番号：

加入者番号とパスワードを入力し
認証ボタンを押してください｡

パスワード：

暗証番号：

加入者番号：001001

レース場：

認 証 リセット

オ
ー
ト
レ
ー
ス
ｉ
ｎ
ｅ
ｔ
投
票
に
ア
ク
セ
ス
す
る

・パソコンでのご利用方法の詳細につきましては、ＷＥＢでご覧ください。
・ネットバンク投票会員の方は、必ず入金指示を行ってからご利用くださ   
　い。詳しくはWEBでご覧ください。
利用ガイドＵＲＬ：
http://autorace.jp/netvote_guide/support/guide.html

①パソコン（ＰＣ）のブラウザより
　下記のＵＲＬを入力してください。
https：//pc.autoinet.jp/

③暗証番号を入力し、ご利
用になるメニューのボタ
ンを押してください。

※投票するレース場を選択
してから、いずれかのボ
タンを押してください。

②加入者番号、パスワードを
入力して認証ボタンを押し
てください。

※この時 ｈｔｔｐ の後に ｓ を忘れずに、
　URLは正しく入力してください。

・お気に入り（ブックマーク）
に登録する場合は、この
ログイン画面を表示した
状態にて登録の操作を　
行ってください。

ログイン画面

選 択

通常投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会 投票照会

購入限度額照会

振替依頼 振替照会

終　了

メインメニュー画面

45 46

（２度目以降）

メインメニュー画面

通常投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会

投票照会

購入限度額照会

振替依頼

振替照会

※1入金指示

※2精算指示

オートレースｉｎｅｔ投票（パソコン）のご利用の全体の流れは､下図のように｢アクセス｣→｢認証｣→｢各メニューのご利用｣→｢終了･継続｣と
なります｡

オートレースｉｎｅｔ投票
ログイン

オートレースｉｎｅｔ投票
メインメニュー

※加入者番号及び暗証番号
    の入力は不要となります｡

○二重投票の防止について
オートレースｉｎｅｔ投票において、通信状
態等により投票受付完了画面がでない場
合があります。このような場合は、お手数
ですが最新投票照会を行い、投票内容を
ご確認くださいますようお願い申し上げ
ます。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

※1入金指示は、ネットバンク投票会員の方が、
　指定した金額をネットバンク口座から投票用
　口座へ入金する操作です。
※2精算指示はネットバンク投票会員の方が指
　定した金額を投票用口座からネットバンク口
　座へ振替える操作です。



暗証番号：

加入者番号：001001

レース場： 選 択

通常投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会 投票照会

購入限度額照会

振替依頼 振替照会

終　了

オートレースｉｎｅｔ投票
メインメニュー

ログアウト画面

ご利用ありがとうございました。

オートレースｉｎｅｔ投票
終了

各画面より終了
ボタンを押す。
（ご利用を終了
する場合）

各画面よりメイ
ンメニューボタ
ンを押す。
（ご利用を継続
する場合）

・ブラウザの「戻る」ボタンを押して操作を続けると、エラーとなる
場合がありますのでご注意ください。

振替依頼および振替照会につ
きましては、無担保会員の方の
み行えるもので、指定した金額
を投票用口座から出金用口座（振
替用口座）へ振り替えることが
でき、その内容を照会すること
ができます。

パソコンでのご利用について オートレースinet投票ご利用の流れ

加入者番号：

加入者番号とパスワードを入力し
認証ボタンを押してください｡

パスワード：

暗証番号：

加入者番号：001001

レース場：

認 証 リセット

オ
ー
ト
レ
ー
ス
ｉ
ｎ
ｅ
ｔ
投
票
に
ア
ク
セ
ス
す
る

・パソコンでのご利用方法の詳細につきましては、ＷＥＢでご覧ください。
・ネットバンク投票会員の方は、必ず入金指示を行ってからご利用くださ   
　い。詳しくはWEBでご覧ください。
利用ガイドＵＲＬ：
http://autorace.jp/netvote_guide/support/guide.html

①パソコン（ＰＣ）のブラウザより
　下記のＵＲＬを入力してください。
https：//pc.autoinet.jp/

③暗証番号を入力し、ご利
用になるメニューのボタ
ンを押してください。

※投票するレース場を選択
してから、いずれかのボ
タンを押してください。

②加入者番号、パスワードを
入力して認証ボタンを押し
てください。

※この時 ｈｔｔｐ の後に ｓ を忘れずに、
　URLは正しく入力してください。

・お気に入り（ブックマーク）
に登録する場合は、この
ログイン画面を表示した
状態にて登録の操作を　
行ってください。

ログイン画面

選 択

通常投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会 投票照会

購入限度額照会

振替依頼 振替照会

終　了

メインメニュー画面

45 46

（２度目以降）

メインメニュー画面

通常投票

オッズ投票

クイック投票

最新投票照会

投票照会

購入限度額照会

振替依頼

振替照会

※1入金指示

※2精算指示

オートレースｉｎｅｔ投票（パソコン）のご利用の全体の流れは､下図のように｢アクセス｣→｢認証｣→｢各メニューのご利用｣→｢終了･継続｣と
なります｡

オートレースｉｎｅｔ投票
ログイン

オートレースｉｎｅｔ投票
メインメニュー

※加入者番号及び暗証番号
    の入力は不要となります｡

○二重投票の防止について
オートレースｉｎｅｔ投票において、通信状
態等により投票受付完了画面がでない場
合があります。このような場合は、お手数
ですが最新投票照会を行い、投票内容を
ご確認くださいますようお願い申し上げ
ます。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

※1入金指示は、ネットバンク投票会員の方が、
　指定した金額をネットバンク口座から投票用
　口座へ入金する操作です。
※2精算指示はネットバンク投票会員の方が指
　定した金額を投票用口座からネットバンク口
　座へ振替える操作です。



 注意事項 利用規約      接続環境
■オートレースinet投票とは電話投票を利用する一つの方法です
電話投票がご利用できない場合は、オートレースinet投票もご利用になれません。
また、電話投票会員を解約となった場合には、同時にinet投票も解約となります。

■オートレースinet投票ロックについて
メインメニュー画面で暗証番号の入力操作を１日に３回連続して間違えますと、ご
本人以外からの不正アクセス防止のためinet投票にロックがかかり、inet投票の
ご利用ができなくなります。ご利用を再開される場合には、オートレーステレホン
センターへお電話でお問い合わせください。
　ただし、inet投票がロックされてご利用できなくなっても電話での投票は可能
です。その場合は電話投票の「ご利用開始のお知らせ」で加入者番号・暗証番号
を必ずご確認の上、ご利用下さい。

■オートレースinet投票のご利用時間について
inet投票のご利用時間については、電話投票のご利用時間と同じです。

■ログアウトについて
メインメニュー画面以降６０分間データ送信（投票行為等）がない場合は、システ
ム保護の観点から自動的にログアウトします。

■投票の成立について
投票は投票内容がオートレースシステムセンターのコンピュータに受付された時
点で成立します。
通信状況によっては、お客様が投票内容を送信しても投票データがオートレース
システムセンターのコンピュータに到着せず、成立しない場合があります。投票
成立の有無が不明な場合には、必ず最新投票照会にて投票内容をご確認ください。
誤って二重に投票を行った場合など、一旦成立した投票については、取消、変更は
一切できません。　

■１日の購入限度について
１日最大９００件４０００ベットまで、１回（1受付番号）あたり５０件４００ベットまで、１日
の購入限度額９９９万円までです。
１日のベット数及び購入額の合計には、inet投票および電話投票などすべての投
票端末機で投票されたベット数及び購入額が合算されます。

■投票はお早めに
投票締切時刻間際の投票は大変混み合いますので、お早めにご投票ください。

■認証について
携帯端末でのアクセスＵＲＬとパソコン・スマートフォンでのＵＲＬは異なりますの
でご注意ください。

※この「オートレースｉｎｅｔ投票ハンドブック」に使用している画面は実際の
ものと異なる場合がありますので、ご了承ください。

オートレースinet投票利用規約
　オートレースinet投票とは、オートレース電話投票加入者がオートレース電話投票を利用する方法の
一つです。オートレースinet投票のご利用に関しては、オートレース電話投票の利用に関わる「約定」及
び「解約や変更の手続き」のほかに、下記項目を定めます。

１. 利用の制限
　オートレースinet投票はオートレース電話投票加入者に限り利用できることとします。（以下、オートレー
スinet投票を利用するオートレース電話投票加入者を「利用者」といいます。）

２. オートレースinet投票へのアクセス
　オートレースinet投票を利用するには、指定されたインターネット接続環境（※）からインターネットを
利用して受付URL（inet投票アドレス）にアクセスする必要があり、利用者はそのために必要な機器、通
信手段等を準備するものとします。一般財団法人オートレース振興協会（以下「振興協会」といいます。）
は、そのための手段、方法等については一切関与しません。

３. パスワード
　振興協会は、オートレースinet投票を利用するために必要なパスワードを加入者に通知します。

４. 禁止事項
　利用者の次の行為を禁止します。
①法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそれらに結びつく行為
②振興協会又は第三者の財産、プライバシー、名誉、信用等に損害を与える行為、又はその恐れのある
行為

③オートレースinet投票のサービスの全部又は一部を商業目的で利用する行為
④コンピューターのソフトウェア、ハードウェア、通信機器を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツを
送信する行為

⑤オートレースinet投票のサービス又はサービスに接続しているネットワークを妨害したり、混乱させ
たりする行為

⑥他の利用者の個人情報を収集若しくは蓄積する行為、又はその恐れのある行為
⑦その他振興協会が不適当と判断する行為

５. 解約
　前項の禁止事項に該当した場合は、オートレース電話投票の約定に基づき、振興協会は利用者に通
知することなく電話投票に関する契約を解除することがあります。

６. 無保証
　振興協会はオートレースinet投票のサービス内容に関して、情報の提供状況、アクセスの可能性、使用
状況等についてはいかなる保証も行わないものとします。利用者は本人の責任で投票又は情報の取得
を行うこととし、これらの行為の結果生じる損害について振興協会は一切その責を負いません。

７. 賠償責任の制限
　利用者が次の事項に起因又は関連して生じた損害について、振興協会は賠償責任を負わないものと
します。
①オートレースinet投票を利用したこと、又は利用できなかったこと
②第三者によりデータへの不正なアクセスおよび不正改変がなされたこと
③その他オートレースinet投票のサービスに関連する事項に起因して生じた一切の障害

８. その他
　本規約の内容は変更することがあります。この場合には、変更後の規約が適用されます。

※【指定するインターネット接続環境】
　 ■ＰＣ（パソコン）の場合
　　ブラウザ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ  Ｅｘｐｌｏｒｅｒ 7,8,9,10
　　　　　　　　　　　 Safari 5.1
　　　　　　　　　　　 Firefox 24
　　通信環境　　　　　 １２８bit SSLに対応したブラウザ、ネットワーク
　 ■スマートフォンの場合
　　 　　　　　　　　　Android2.2以降及びiOS5.0以降、標準搭載のブラウザ
　 ■携帯電話の場合
　　 inet投票が利用できる携帯電話の機種については、
　　 オートレーステレホンセンターまでお問合せください。

《 ドコモ 》 ｈｔｔｐ：//ｉ.ａｕｔoinet．ｊｐ/
《 au 》 ｈｔｔｐ：//ez.ａｕｔoinet．ｊｐ/
《ソフトバンク》 ｈｔｔｐ：//inet．jskypl.jp-t．ne．ｊｐ/

《パソコン・スマートフォン》
ｈｔｔｐｓ：//pc．ａｕｔoinet．ｊｐ/

携帯端末

パソコン
スマートフォン
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 注意事項 利用規約      接続環境
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Ｑ．　ｉｎｅｔ投票画面にアクセスできません。
　ｉｎｅｔ投票が作動するパソコンのブラウザをご利用であるか、ｉｎｅｔ投
票用のＵＲＬ（アドレス）が正しく入力されているかをご確認ください。
　携帯でのアクセスＵＲＬとパソコンでのアクセスＵＲＬは異なります。
　ドコモ ｈｔｔｐ：//ｉ.ａｕｔｏinet．ｊｐ/
　au ｈｔｔｐ：//ez.ａｕｔｏinet．ｊｐ/
　ソフトバンク ｈｔｔｐ：//inet．jskypl.jp-t．ne．ｊｐ/
　パソコン・スマートフォン ｈｔｔｐｓ：//pc．ａｕｔｏinet.jｐ/
※パソコン・スマートフォンの場合、ｈｔｔｐの後にｓを忘れずに入力し
てください。
URLの最後の/（スラッシュ)は必ず付けて入力してください。

Ａ．

Ｑ．　パソコンの場合、どの欄にURLを入力するかわかりません。
　「検索」欄ではなく「アドレス」（Internet Explorer）欄にURLを
入力してください。

Ａ．

Ｑ．　ｉｎｅｔ投票が利用できる接続環境を教えてください。
　パソコンの場合
　ブラウザ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ  Ｅｘｐｌｏｒｅｒ 7,8,9,10
　　　　　　　　Safari 5.1
　　　　　　　　Firefox 24
　通信環境　　　１２８bit SSLに対応したブラウザ、ネットワーク

　スマートフォンの場合
　OS、ブラウザ　　　 Android2.2以降  iOS5.0以降、標準搭載のブラウザ
　携帯電話の場合
　inet投票が利用できる携帯電話の機種については、オートレー
ステレホンセンターまでお問合せください。

Ａ．

Ｑ．　ｉｎｅｔ投票しようとしたが、ロックがかかって投票できません。
　ロック解除の手続きが必要になります。
　暗証番号の入力を１日に３回連続して間違えた場合ロックがかかり
ｉｎｅｔ投票のご利用ができなくなります。
　ご利用を再開される場合には、オートレーステレホンセンターへお電
話で問い合せてください。
　ただし、ｉｎｅｔ投票がロックされてご利用できなくなっても電話での投
票は可能です。（４７ページ参照）

Ａ．

Ｑ．　オートレースの公式携帯サイトはありますか？
　あります。3キャリア公式サイト
（ドコモ・au・ソフトバンク）
オートレースモバイル
http://atrc.jp/

Ａ．
QRコードで
一発アクセス

Ｑ．　オートレースの公式スマートフォンサイトはありますか？
　あります。
　http://sp.atrc.jp/

Ａ． QRコードで
一発アクセス

3連勝単式流し（1,2着固定） 3312

3連勝単式流し（1,3着固定） 3313

3連勝単式流し（2,3着固定） 3323

3連勝複式流し   35

3連勝単式BOX   36

3連勝複式BOX   37

ワイド 81

ワイド流し 82

ワイドBOX 83

2連勝単式 1

2連勝複式 2

2連勝単式1着流し 3

2連勝単式2着流し 4

2連勝複式流し 5

2連勝単式BOX 6

2連勝複式BOX 7

3連勝単式   31

3連勝複式   32

式　別　番　号
＊

＊ ＊

＊ ＊

＊
＊

＊
＊

＊

＊

式　別　番　号
2連勝単式 1
2連勝複式 2
2連勝単式1着流し 3
2連勝単式2着流し 4
2連勝複式流し 5
2連勝単式BOX 6
2連勝複式BOX 7
3連勝単式   31
3連勝複式   32
3連勝単式流し（1,2着固定） 3312
3連勝単式流し（1,3着固定） 3313
3連勝単式流し（2,3着固定） 3323
3連勝複式流し   35
3連勝単式BOX   36
3連勝複式BOX   37
ワイド 81
ワイド流し 82
ワイドBOX 83

注1.　3連勝式で総流しする場合は、相手番“0”を入力します。
注2.　2連勝式とワイドで総流しする場合は、相手番を省略します。

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊

＊

＊

＊
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