
電話・インターネット投票　操作マニュアル

パソコンで購入

- 操作マニュアル -



パソコンで購入

操作の流れ

STEP3 旧ネット投票メニューへ
旧ネット投票メニューの各メニューから
勝馬投票券をご購入いただけます。

※画面はイメージであり、予告なく変更する場合があります。

電話・インターネット投票　操作マニュアル

STEP1 INET-IDを入力し「ログイン」

STEP2 加入者番号、暗証番号、Ｐ－ＡＲＳ番号を入力

加入者番号 電話・インターネット投票をご利用の際に加入者ご本人様を確認するための8桁の数字（番号）です。

暗証番号

ＳＰ－ＡＲ 番号 電話・インターネット投票をご利用の際に加入者ご本人様を確認するための4桁の数字（番号）です。

電話・インターネット投票をご利用の際に必要な4桁の数字（番号）です。

INET-IDは、パソコン版インターネット投票をご利用の際に
加入者ご本人様を確認するための8桁の英数字からなるコードです。

会員専用Webサービス
「

「Club JRA-Net
」

」にログインし、「各種
情報照会」の 加入者情報照会 より確認することもできます。

PATサービスセンターまでお問い合せください。
なお、P-ARS番号については、電話・インターネット投票▼

場合は…
P-ARS番号がご不明な
加入者番号、暗証番号、

▼「加入者情報照会」よりご確認いただくか、
PATサービスセンターまでお問い合わせください。

電話・インターネット投票会員専用Webサービス
「Club JRA-Net」にログインし、「各種情報照会」の

ご不明な場合は…
INET-IDが

「旧ネット投票メニューへ」をクリックします。
加入者番号、暗証番号、P-ARS番号を入力し、

http://jra.jp/faq/pop04/8_5.html
https://www.clubjranet.jra.go.jp/
https://www.clubjranet.jra.go.jp/
http://jra.jp/faq/pop04/8_5.html


電話・インターネット投票　操作マニュアル

節（通常土日）の初めの投票前に必ず「入金」を行ってください。

即ＰＡＴで馬券を買うにはまず、銀行口座からJRAの電話・インターネット投票システムへ馬券購入資金の「入金」が必要となります。
インターネット投票へログインして入出金メニューを開いてください。

2 ＩＮＥＴ－ＩＤを入力⇒「ログイン」

（３６５日間）
次回以降は自動的にＩＮＥＴ－ＩＤが表示されます。

※「ＩＮＥＴ－ＩＤを保存する」にチェックを入れることで、
※アルファべットの Ｉ (アイ)と O (オー)はありません。
※半角であれば、大文字・小文字どちらも可能

1 ＪＲＡホームページからインターネット投票へ

ログイン

入出金履歴出 金ログイン 入 金

パソコンで購入

操作方法 　入出金メニュー

ＪＲＡホームページ（https ://jra.jp）から

をクリックします。



電話電話・インターネット投票　操作マニュアル

4 ログイン後の投票メニューから「入出金メニュー」を選択

黄色い枠で囲まれ、メッセージが表示されます。
※購入限度額が０円の場合、「入出金メニュー」は

3 加入者情報を入力⇒「旧ネット投票メニューへ」

４桁の数字です。

番号が表示されます。（３６５日間）
ことで、次回以降は自動的に加入者番号、Ｐ－ＡＲＳ

※「次回から暗証番号のみを入力」にチェックを入れる

※暗証番号は加入者様ご自身に決めていただいた

3

パソコンで購入

操作方法 　入出金メニュー

※電話番号を通知してお掛けください（非通知は着信できません）。



電話電話・インターネット投票　操作マニュアル

入金

入出金履歴出 金ログイン 入 金

銀行口座からＪＲＡの電話・インターネット投票システムに、馬券購入資金を移動します。

3 「入金金額」を入力⇒「確認」

※入金指示は何回でも出来ますが、１日につき３回目
　以降の入金には、１回１５円の手数料がかかります。

2

3 「入金指示」を選択1

パソコンで購入

操作方法 　入出金メニュー



電話電話・インターネット投票　操作マニュアル

3 入力内容に間違いがないことを確認して
「暗証番号」を入力 ⇒「実行」

※暗証番号は加入者様ご自身に決めていただいた４桁の数字です。
 （キャッシュカードの暗証番号ではありません。）

3

3 「情報の更新」を選択

入金金額が購入限度額に反映されます。

5

3 「閉じる」を選択 ⇒ 投票メニューへ戻ってください

銀行とＪＲＡ間で入金が完了したかどうかにつきましては、
「入出金メニュー」の「入出金履歴照会」にてご確認ください。
（入金完了まで若干お時間がかかる場合があります。）

※

これで「入金」は終了です。

4

パソコンで購入

操作方法 　入出金メニュー



電話電話・インターネット投票　操作マニュアル

出金

入出金履歴出 金ログイン 入 金

ＪＲＡの電話・インターネット投票システムから銀行口座に、お客様残高（＝購入限度額）を振込みます。

パソコンで購入

操作方法 　入出金メニュー



電話電話・インターネット投票　操作マニュアル

3 「暗証番号」を入力⇒「実行」2

3 入出金メニューから「出金指示」を選択1

パソコンで購入

操作方法 　入出金メニュー

3 「閉じる」を選択⇒投票メニューへ戻ってください3

※銀行とＪＲＡ間で出金が完了したかどうかにつきましては、
　「入出金メニュー」の「入出金履歴照会」にてご確認ください。
　（出金完了まで若干お時間がかかる場合があります。）

これで「出金」は終了です。



電話

パソコンで購入

操作方法 　入出金メニュー

電話・インターネット投票　操作マニュアル

入出金履歴照会

入出金履歴出 金ログイン 入 金

入出金の履歴をご確認いただけます。

3 入出金履歴をご確認ください2

3 「入出金履歴照会」を選択1



パソコンで購入

操作方法 　通常投票（HTML）

STEP1 投票内容を入力

STEP2 投票内容の確認

▼

電話・インターネット投票　操作マニュアル

【場名】～【方式】の各項目を順番に選択後、馬（枠）番を選択し
金額入力→セット（または展開セット）することで、1件（展開セット
の場合複数件）の投票ができます。投票内容をご確認ください。

「展開セットボタン」
ながし（マルチ含む） ・ボックス・フォーメーション投票で組
合せ毎に金額を変更したい場合などに「展開セット」するこ
とで、「複数ベット＝1件」を1ベットずつに展開します。

投票内容を修正する場合、修正する投票内容を選択し、内容を
修正後に「内容修正」ボタンをクリックしてください。「セット」・
「展開セット」ボタンをクリックすると投票が追加となりますの
でご注意ください。 

投票内容・金額をご確認の上、各項目を入力し、「投票」ボタンを
クリックしてください。修正する場合は、「投票内容修正」ボタンを
クリックしてください。

注意事項
「投票」ボタンをクリック後、通信やパソコンの状態
により受付番号が確認できない場合でも投票が成
立していることがありますので、必ず照会メニューで
投票内容をご確認ください。

操作によっては下記画面が表示される場合がありま
す。必ず照会メニューでこれまでの投票内容をご確
認ください。 

投票終了後、ブラウザの機能で画面を戻し再度
投票された場合には、正常に投票できない場合
がありますので、必ず、 

をクリックしてください。

＊

＊

＊

会員専用Webサービス
「

「Club JRA-Net
」

」にログインし、「各種
情報照会」の 加入者情報照会 より確認することもできます。

PATサービスセンターまでお問い合せください。
なお、P-ARS番号については、電話・インターネット投票▼

場合は…
P-ARS番号がご不明な
加入者番号、暗証番号、

加入者番号 電話・インターネット投票をご利用の際に加入者ご本人様を確認するための8桁の数字（番号）です。

暗証番号

ＳＰ－ＡＲ 番号 電話・インターネット投票をご利用の際に加入者ご本人様を確認するための4桁の数字（番号）です。

電話・インターネット投票をご利用の際に必要な4桁の数字（番号）です。

http://jra.jp/faq/pop04/8_5.html
https://www.clubjranet.jra.go.jp/


パソコンで購入

操作方法 　オッズ投票 （HTML）

STEP1 「競馬場（曜日）」を選択

STEP2 レース式別の選択

電話・インターネット投票　操作マニュアル

オッズ投票を行いたいレースの式別を選択してください。

オッズ投票を行いたい「競馬場（曜日）」をクリックしてください。

＊ オッズ投票をご利用の際は、ブラウザの「戻る」・「進む」機能は
使用しないでください。 

選択できる式別は以下のとおりです。 

「単・複、枠連、馬連、ワイド、馬単」を選択した場合、選択した式別で全ての組合せオッズを一覧表示します。 

「３連複、３連単」を選択した場合、軸馬を選択後に「表示」ボタンをクリックすると選択した式別で対応する組合せオッズを一覧表示します。

式別を選択後のオッズ表示

「各式別の人気順」を選択した場合、選択した式別の人気順オッズ「上位１－１００件」「上位１０１－２００件」「上位２０１－３００件」
「下位１００件」を一覧表示します。

「馬から選択」を選択した場合、馬番を３頭から７頭選択後に「オッズを表示」ボタンをクリックすると、式別「単勝・複勝、馬連、馬単、ワイド、
３連複、３連単」にて対応する組合せオッズを一覧表示します。

＊

＊

＊

＊

【式別】
「単・複、枠連、馬連、ワイド、馬単、各式別の人気順オッズ」を選択

投票するベットのオッズを選択後、「オッズ金額入力」ボタンを
クリックしてください。

【式別】
「３連複、３連単、馬から選択」を選択

「３連複、３連単、馬から選択」を選択した場合は、馬番を選択
して「表示（オッズを表示）」ボタンをクリックしてください。その
後、投票するベットのオッズを選択して「オッズ金額入力」ボタ
ンをクリックしてください。

1 単・複オッズ

2 枠連オッズ

3 馬連オッズ

4 ワイドオッズ

5 単オッズ

6 ３連複オッズ

7 ３連単オッズ

8 馬から選択

9 単・複オッズ（人気順）

10 連オッズ（人気順）

11 馬連オッズ（人気順）

12 ワイドオッズ（人気順）

13 馬単オッズ（人気順）

14 ３連複オッズ（人気順）

15 ３連単オッズ（人気順）



パソコンで購入

操作方法 　オッズ投票 （HTML）

STEP3 「金額」の入力

2

電話・インターネット投票　操作マニュアル

個別　金額セット テンキーで入力した金額が、「セット」ボタンで各ベットに入力されます。

一括　金額セット テンキーで入力した金額が、「一括セット」ボタンで未入力のベット全てに入力されます。

投票終了後、ブラウザの機能で画面を戻し再度
投票された場合には、正常に投票できない場合
がありますので、必ず、 

をクリックしてください。

注意事項
「投票」ボタンをクリック後、通信やパ
ソコンの状態により受付番号が確認
できない場合でも投票が成立してい
ることがありますので、必ず照会メニ
ューで投票内容をご確認ください。
 
操作によっては下記画面が表示され
る場合があります。必ず照会メニュー
でこれまでの投票内容をご確認くだ
さい。 

＊

＊
＊

各ベットに金額をセットしてください。全てのベットに金額を入
力後、「入力終了」ボタンをクリックしてください。
金額の入力方法は、以下の３つがあります。

表の「金額」欄へ数字を直接入力します。
「金額セット用テンキー」で金額を入力します。「セット」ボタンをクリックすると、
「金額セット用テンキー」に表示されている金額が入力されます。

「金額セット用テンキー」で金額を入力後、「一括セット」ボタン、
または「予算セット」ボタンをクリックします。

・

・

・

テンキーで入力した金額が、「予算セット」ボタンで未入力のベットに対し、払い戻し後の期
待値が概ね均一となるように自動配分されます。予算　金額セット

STEP4 投票内容の確認

投票内容、金額をご確認の上、各項目を入力し「投票」ボタンを
クリックしてください。

入力した全ての金額をクリアするには「全クリア」ボタンをクリックしてください。 

ベットを削除する場合は、削除対象のベットのチェックボックスにチェックを入れた上で「選択削除」ボタンをクリックしてください。
また、全てのベットを削除する場合は「全削除」ボタンをクリックしてください。 

さらに投票を追加する場合は、「投票追加」プルダウンメニューから投票する競馬場（曜日）を選択してください。

＊

＊



パソコンで購入

操作方法 　情報メニュー （HTML）

電話・インターネット投票　操作マニュアル

情報メニューではオッズ・払戻金等の確認ができます。
ご覧になりたい項目をクリックしてご確認ください。

照会をする

情報をみる

過去のレース結果がご覧いただけます。（９）【レース結果（過去）】

過去６０日間の払戻情報がご覧いただけます。

そのレースの結果がご覧いただけます。

そのレースの各式別のオッズがご覧いただけます。  ※馬（組）番順、人気順のオッズを表示できます。

そのレースの出馬表がご覧いただけます。馬体重については発表後速やかに出馬表に反映されます。

選択された開催の払戻金（確定したレース）がご覧いただけます。

ご覧になりたい競馬開催をお選びいただけます。

出走取消、騎手変更等の変更情報及び天候・馬場状態がご覧いただけます。

【レース結果】（７）

【オッズ】（６）

（８）【払戻金一覧（過去）】

【出馬表（馬体重）】（５）

【払戻金一覧】（４）

【開催選択】（３）

【変更情報一覧】（２）

【更新】（１） 最新の情報に画面を更新します。



パソコンで購入

操作方法 　照会メニュー （HTML）

電話・インターネット投票　操作マニュアル

当日または前日（直前の開催日）にご購入いただいた
投票内容や現在の残高をご確認できます。
ご覧になりたい項目をクリックしてご確認ください。

照会する（投票内容・残高照会）
▼

過去の投票内容が
知りたい場合は・・・

過去60日間（当日分を除く）にご購入いただいた投票内容については、
電話・インターネット投票会員専用Webサービス「Club JRA-Net」に
ログインし「各種情報照会」メニューの「投票内容照会」よりご確認いただけます。

https://www.a-pat.jra.go.jp/


パソコンで購入

操作方法 　暗証番号変更 （HTML）

電話・インターネット投票　操作マニュアル

、し力入回２を」号番証暗いし新「、回１を」号番証暗の在現「
ボタンでその時点の情報に画面を更新して表示します。

※ 変更操作後、新しい暗証番号は即時にご利用可能となります。 
※ 暗証番号の変更は、１節につき３回まで可能です。 

暗証番号を変更する

インターネット投票（パソコン）にログイン後、
「ネット投票メインメニュー」から、
「暗証番号変更」ボタンをクリック



パソコンで購入

操作方法 　ペイジー入金

電話・インターネット投票　操作マニュアル

「ペイジー入金サービス」とは？

ご利用案内 ＜Ａ－ＰＡＴ会員＞

ご利用案内 ＜即ＰＡＴ会員＞

ＪＲＡペイジー入金サービス対応金融機関

即PAT会員

A-PAT会員

ペイジー入金の操作方法

ペイジー入金サービスを利用する

操作方法

「ペイジー入金サービス」とは、インターネット投 画面票 からペイジー（Ｐａｙ-ｅａｓｙ）のシステムを利用して、
ＪＲＡペイジー入金サービス対応金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングやＡＴＭから、
勝馬投票券発売日に即時に追加入金することができるサービスです。

ネット投票メニューで「ペイジー入金」

ボタンをクリックしてください。

ネット投票メニューで「入出金メニュー」

→「ペイジー入金」ボタンをクリックしてください。

http://jra.jp/dento/member/payeasy/soku/
http://jra.jp/dento/member/payeasy/apat/index.html
http://jra.jp/dento/member/payeasy/bank.html
http://jra.jp/dento/payeasy/manual/top_index.html
http://www.pay-easy.jp/index.html
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