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競馬を攻略する

あなたの競馬攻略を実現させます 

こんにちは、 

【競馬の殿堂】の鈴木健一です。 

「あなたの競馬攻略を実現させます」 

突然そんなメッセージから入りましたが、 

あなたにとって、どんな意味があるでしょうか？ 

もちろん競馬ファンであれば、 

それぞれ方法は違えど、誰もが競馬攻略を目指すはずです。 

あなたもそうではないですか？ 

私が、あなたの競馬攻略実現への「道しるべ」になります。

そのために今、私はあなたの目の前にいます、そして、 

そのために今、私はあなたにメッセージを伝えています。 

私があなたの競馬攻略を実現させます。 
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いきなりで胡散臭い・・・ 

良くある詐欺師の謳い文句・・・ 

そんな負のイメージを持ったかも知れませんね、ですが、 

実は、そんな風に感じたあなたこそ【競馬の殿堂】を正しく知る価値があるんです。 

なぜなら【競馬の殿堂】は、他社とは根本的に違うからです 

【競馬の殿堂】は、 

● 終始、完全無料で実力を証明します。

【競馬の殿堂】は、 

● 終始、完全無料で信頼を構築します。

【競馬の殿堂】は、 

● 言葉ではなく「結果」で証明します。

これは【競馬の殿堂】があなたと交す３つの約束です。

そしてこの約束は、世の中に溢れる悪質競馬サイトに真似できるものではありません。 

これこそ【競馬の殿堂】が他社と根本的に違う大きな理由の一つです。 

なぜ、真似できないのか？理由は簡単です 

悪質競馬サイトは、あなたを満足させるサービスを提供する事ができないからです。 

正確に言えば、満足させようとすら思っていない、それが今の悪質競馬サイトです。 
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ですから、当たる稼げるとあなたを「言葉」で誘い込み、 

サービス提供する前に「料金」を請求する、そればっかりなんです、 

それ以外に方法がないのですから、仕方ありませんが・・・そんな理由から、 

 

悪質競馬サイトに、 

× 無料で実力を証明する事はできません。 

 

悪質競馬サイトに、 

× 無料で信頼を構築する事はできません。 

 

悪質競馬サイトに、 

× 言葉ではなく「結果」で証明する事はできません。 

 

だからこそ悪質競馬サイトを信じてはいけません。 

 

 

 

あなたも共感する部分があるのではないでしょうか？ 

 

現に、料金を払ってサービス提供を受けた途端、 

過去の的中実績とはかけ離れた「不的中」の連続・・・そんな経験ありませんか？ 

 

経験あるとすれば、あなたは身をもって知っていますね、「あなたの経験」が動かぬ証拠です。 

まだ経験ないとすれば、３つの約束を果たせない競馬サイトには絶対に手を出してはいけません。 

 

３つの約束とは、 

● 終始、完全無料で実力を証明します。 

● 終始、完全無料で信頼を構築します。 

● 言葉ではなく「結果」で証明します。 

先ほど伝えたこの３つです。 
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この３つの約束を果たせないサイトは、 

どんなに素晴らしい的中実績を事前に見せられたとしても、 

料金を支払ってしまった時点であなたの負けが確定してしまうでしょう。 

なぜなら、その後のあなたには、 

「不的中の連続」しか待っていないからです。 

「結果」でしか信頼は作れない、あなたもそう思いませんか？ 

私は強くそう感じます。 

私も悪質競馬サイトに騙された経験があるからこそ、強く強くそう感じます。 

何を信じて良いのか分からない・・・、 

そんな時はただ一つ「結果」だけを信じてください。 

結果だけはあなたを裏切る事がないですから。 

もちろん結果というのは「あなたが実際に目にする結果」です。 

なぜ、私はあなたに、無料サービスを提供するのか？ 

「あなたが実際に目にする結果」で、私の実力を証明するためです。 

もちろん無料です、あなたにリスクなんて負わせません。

結果でしか信頼が作れないのであれば、 

思う存分「無料の結果」で信頼を作る、それが私の結論です、決意です、信念です。 
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その考えのもとに生まれたのが、完全無料主義 
 

私が心に決めた信念です。 

私はこの信念を曲げる事はありません、なぜなら、 

それがあなたにとって一番良いサービスだと知っているから。 

 

無料で実力を証明して、本当に的中して、本当に利益が出て、 

無料で信頼構築した上でなら、ちゃんと利益の中から料金を払いますよ。 

 

それこそ情報会社の正しい形、そう思いませんか？ 

 

私はそう思います、 

だから私はこの信念を曲げる事はありません。 

 

そしてもう一つ、 

私がこの主義を貫き通している理由、それは、 

 

 

 

無料サービスで、あなたを満足させる実力があるから 

☑ 的中率 90%の反則技「殿堂馬
でんどうば

」 

あなたに渡した無料サービスのプレゼントです。 

私はこの「殿堂馬（でんどうば）」を通して、あなたとの絶対的な信頼関係を築きます。 

 

厳選された 6頭の馬が、 

文字通り 90%の確率で、 

馬券圏内に突っ込んでくる。 
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そんな的中率 90%の反則技「殿堂馬」は、 

私の競馬人生の全てが注ぎ込まれた無料サービスです。 

 

「殿堂馬」によって、私とあなたとの信頼関係は固く固く築かれていくでしょう、 

今までの殿堂会員、数万人がそうであったように、あなたも。 

 

 

 

なぜ、私はあなたと信頼関係を築きたいのか？ 

 

日本一の競馬サークルを作るため。 

それがたった一つの答えです。 

私が今こうして競馬サイトを運営しているのは、 

競馬の殿堂という【競馬サークル】を日本一の競馬サークルにするためです。 

 

それが私の人生の目的でもあります。 

 

 

 

日本一の競馬サークルとは、日本一強力な競馬の輪 

 

1本のロウソクの炎は、弱く頼りない炎です、 

ですが 100本集まれば、太く強く、たくましい炎へと変わります。 

 

100本の炎が集まる中で、仮に 1本の炎が消えてしまったとしても、 

他の 99本が炎を分け与え、すぐに新たな炎を灯し始めます。 

 

そんな力強くたくましい炎こそが、 

私の目指す「日本一強力な競馬の輪」であり、 

私の競馬攻略を不動のものにする唯一の道です。 
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一人で競馬が攻略し切れないのなら・・・ 

100 人、1000 人の力で競馬を攻略すれば良い。 

 

極めてシンプルでありながら、 

極めて合理的な考え方だと思います、 

 

あなたはどう思いますか？ 

 

 

 

日本一強力な競馬の輪に必要なのは、日本一強力な「信頼の輪」 

 

日本一の競馬サークルを作る。 

そのためには人と人が集まり、思いを一つにし、一つの道を歩む、 

そんなサークルを作らなければなりません、つまり主役は「人」です。 

 

人と人との繋がりにおいて、一番大切なのは信頼関係。 

だからこそ私は「信頼」を一番大切なものとして考えています。 

 

日本一強力な「信頼の輪」こそが、 

日本一の競馬サークルを作ると信じているからです。 

 

 

 

私はあなたとの信頼を大切にします 

 

あなたには既に、私の思いが伝わっているはずです。 
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なぜ、私はあなたとの信頼を大切にするのか？ 

なぜ、私はあなたに結果を渡す事にこだわるのか？ 

なぜ、私はあなたにメッセージを伝えるのか？ 

 

あなたは既にその「答え」を知っています。 

私はあなたとの信頼を最優先に考えています。 

 

 

 

なぜ、競馬の殿堂じゃないとダメなのか？ 

 

その理由はすぐに分かります、 

週末の殿堂馬の「結果」を得た後に。 

 

そして私とあなたとの間に信頼関係が築かれた時、 

きっと【競馬の殿堂】はあなたにとって唯一の存在になっているでしょう。 

 

 

 

私はあなたの一番の理解者です、 

私はあなたの一番の共感者です。 

 

競馬はギャンブルです。 

 

娯楽でありながら、生活にも直結し、 

楽しくもありながら、苦しくもあり、 

夢が詰まっていながら、人生を狂わす毒も含んでいます。 
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そんな表裏比興な競馬を攻略していくにあたって、 

「絶対的に信頼できる存在」は必要不可欠な存在であるはずです。

過去の私がそうでした、 

だからハッキリとそう思います、そう言えます。 

絶対的に信頼できる存在とはつまり、 

自分の気持ちを理解し共感してくれる理解者であり、共感者ですね。 

私はあなたの理解者です。 

私も競馬攻略に苦悩しながら、 

借金生活を繰り返した壮絶な過去をもっているからです。 

私はあなたの共感者です。 

自分で予想しては失敗を繰り返し、情報会社に頼っては騙され続け、 

生活苦の中、借金を重ねながら、地獄の毎日を経験して来たからです。 

きっとこれから、あなたへ伝えるメッセージの中で、 

「私があなたの感情を理解できる存在」である事が少しずつ分かって来るはずです。 

その時に感じてください、私とあなたの思いが同じである事を。 

私があなたの競馬攻略を実現させます 

私は地獄を脱しました。 

予想が当てられない苦痛を乗り越え、情報会社に騙される苦痛を乗り越え、 

競馬攻略を成功させました。 
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そんな私だからこそ、あなたの苦労を知っているからこそ、あなたの状況を経験して来たからこそ、 

私はあなたを導く方法を知っているのです。 

 

そして、あなたの競馬攻略を実現させる事ができるのです。 

 

 

あなたの目的は、 

私の導きによって競馬攻略を実現させる事。 

 

私の目的は、 

あなたとの信頼の上に、あなたを含めた「日本一の競馬サークル」を作る事。 

 

 

私とあなたの利害は一致します、そして、 

私とあなたの「思い」もこれから一致していくでしょう。 

 

 

私はあなたとの約束を守ります。 

共に築いていきましょう、絶対的な信頼関係を。 

 

 

辛かったのはこれまでの競馬、競馬本来の楽しさを知るのは今からです、 

あなたはもう一人ではないのですから。 
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  競馬攻略 3つの前準備   

 

競馬攻略のスタートを切る 

 

 

【競馬の殿堂】と出会う事で、今のあなたは、 

新たな競馬攻略のスタートラインに立った状態と言えます。 

 

 

次にあなたがすべき事、それは、 

「スタートを切る事」です。 
 

 

スタートを切るにはどうすれば良いか？ 

殿堂馬を使って競馬をする事？もちろん正しいですが、その前に、 

競馬攻略をスタートさせるための「前準備を完了させる事」が先決です。 

 

「スタートを切る」ための前準備は３つ。 
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競馬攻略のスタートを切るための前準備 

１．競馬の殿堂をあなたの城にする 

 

今後あなたが競馬攻略を実現させるためには、、、 

■ まず、多くの「優秀な情報」を取得する必要があります、 

■ そして、その優秀な情報を使って「予想構築」する必要があります、 

■ 更に、その予想を磨いていく事で競馬と戦う「武器」にする必要があります。 

 

あなたが【競馬の殿堂】と出会った今、 

「優秀な情報」は、的中率 90%の反則技「殿堂馬」が担います、そして、 

その殿堂馬をあなたが受け取る場所、それが【競馬の殿堂：あなた専用ページ】です。 

 

 

【 競馬の殿堂：あなた専用ページ 】 
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ここがあなたの城
しろ

。 

ここは「優秀な情報」が殿堂馬以外にも多く公開される場であり、 

「予想構築」するためのノウハウ、「武器」を磨くためのノウハウなど、 

あなたが競馬攻略を実現させる上で欠かせないサービス発信地となる場所です。 

 

競馬との戦いに挑む、そのために、 

情報を蓄え、武器を作り、武器を磨く、、、 

そんな戦
いくさ

準備をする場所です。 

 

 

 

【競馬の殿堂】はあなたの城
しろ

 

いつでもどこでも、あなたの城はあなたの味方です。 
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競馬開催の際には、あなたの城に何度も訪れ、 

リアルタイムに発信される最新情報を何度も取得し、 

競馬との戦いを有利に進めていきましょう。 

 

その環境を整えるために、 

あなたの城をお気に入り（ブックマーク）登録しておく必要があります。 

 

これは必ず行ってくださいね、なぜなら、 

これこそが競馬攻略のスタートを切るために必要な 

「競馬の殿堂をあなたの城にする」行動だからです。 

 

 

 

あなた専用ページをお気に入り（ブックマーク）登録する方法 

 

お気に入り（ブックマーク）登録、 

突然そんな事を言われても方法が分からない、、、 

 

そんなあなたに、お気に入り（ブックマーク）登録する方法を説明します。 

 

 

手順は簡単、 

まずあなたの城を開いてください、「競馬の殿堂：あなた専用ページ」です。 

▼ 

http://www.enjoy-kb.net/member/ 

 

このページの下の方に「お気に入り（ブックマーク）登録」と書かれたボタンがありますので、 

そのボタンを押す事で登録する事ができます。 

 

▼ あなた専用ページ内のこのボタンを押してください ▼ 

 

http://www.enjoy-kb.net/member/
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簡単ですね。 

ですが、一つ注意点として、 

あなたが使っているインターネット環境によって、 

このボタンでお気に入り（ブックマーク）登録できない場合もあります。 

その場合は、 

パソコンであればキーボードの【 Ctrl 】と【 D 】と書かれたキーを同時に押してください。 

ブックマーク機能が自動的に立ち上がりますので、そのままブックマークを完了させてください。 

スマートフォンやタブレットの場合は

キーボードがありませんのでこの方法ではうまくいきません。

インターネットブラウザの「★」マーク、

又は「ブックマーク」と書かれた場所をタップする事でブックマークが可能です。 

※これはページの中ではなく外にある機能の部分です。

「★」マークがない場合や「ブックマーク」の文字が見つからない場合、 

設定メニュー内にある場合がほとんどですので、設定メニューから探してみてください。 
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お使いのスマートフォンによって画面が違いますので、 

あなたのスマートフォン機能でお気に入り（ブックマーク）登録を探してみてください。 

うまくいかない場合にはサポートが解決させますので、お問合せください。 

ブックマーク登録後、ブックマークからアクセスするには？ 

お気に入り（ブックマーク）登録が完了しても、 

登録済ブックマークからアクセスできなければ意味がありませんね。 
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ブックマークからアクセスするには、 

やはり「★」マークのメニューや「ブックマーク」の文字の場所から、 

登録済みの一覧を引き出し【競馬の殿堂：あなた専用ページ】を選んでページを開く必要があります。 

 

いつでもすぐにアクセスできるように、 

ブックマークからアクセスする方法も確認してみてくださいね。 
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競馬攻略のスタートを切るための前準備 

２．私からのメッセージを確実に受け取る 

 

お気に入り（ブックマーク）登録は完了しましたか？ 

 

それでは前準備の２つ目に移ります。 

２つ目の前準備は「私からのメッセージを確実に受け取る」ための準備です。 

 

私はこれから、 

■ 競馬攻略するために必要な情報 

■ 競馬攻略を実現させる具体的な手順 

■ 共に競馬攻略を実現させる競馬サークル 

など、多くのメッセージをあなたに伝えていきます。 

 

あなたが競馬攻略を目指す以上、 

このメッセージはあなたにとって大きな価値を持ったメッセージになるでしょう。 

だからこそ、私から伝えるメッセージの全てを受け取って欲しい、そう思っています。 

 

メッセージが一つでも欠けてしまった場合、それは同時に、 

競馬攻略を果たすチャンスが一つ欠けてしまうのと同じ事です。 

 

あなたが一歩一歩階段を上がっていくためのメッセージを、 

一つ一つ確実に受け取る事が、競馬攻略を実現させる近道です。 

 

 

私はあなたへのメッセージを、 

あなたの登録メールアドレス宛にメールで伝えていきます。 

 

ですから、私が送るメールを確実に受け取るために、 

私のメールアドレスを「受け取る」設定にしてください。 
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仮に今現在、私からのメールが届いていたとしても、 

「受け取る」設定が完了していないと、突然届かなくなる可能性もあります。 

ですから、私からのメールが届いていたとしても、 

必ず「受け取る」設定を行うようにお願いしますね。 

逆に「受け取る」設定を完了させてしまえば、 

確実に私からのメールが全て受信できるようになります。 

あなたが競馬攻略のチャンスを失わないためにも、 

「受け取る」設定の完了は大切な前準備の一つになります。 

※「受け取る」設定というのは「ドメイン指定受信設定」と言います。

※そして、私のメールアドレスは「 support@enjoy-kb.net 」です。

support@enjoy-kb.netをドメイン指定受信設定する方法 

ドメイン指定受信設定？ 

突然そんな事を言われても方法が分からない、、、 

そんなあなたに、ドメイン指定受信設定する方法を説明します。 

ですが・・・ 

「受け取る」設定、つまり、ドメイン指定受信設定の方法というのは、 

使っているメールアドレスによって、やり方が大きく変わってくる設定です。 

ですから様々なパターンに分けて説明しなければなりません。 

あなたが使っているメールアドレスの種類に応じて、そのやり方を確認してみてくださいね。 

mailto:support@enjoy-kb.net
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質問の通りに進んでください。 

 

【質問１】 

あなたはメールアドレスを、パソコンで利用していますか？ 

それともスマートフォンで利用していますか？ 

 

回答：パソコンで利用しています。 

その場合は【質問２】に移ってください。 

 

回答：スマートフォンで利用しています。 

その場合は【質問６】に移ってください。 

 

 

【質問２】 

あなたがパソコンで利用しているメールアドレスは、 

「 ***@yahoo.co.jp 」など、@以降が yahooですか？ 

 

回答：はい、yahooです。 

その場合は「 http://46mail.net/yahoo/ 」こちらのサイトに、 

手順が写真付きで分かりやすく説明されています。 

私のメールアドレスを記入して設定してください。 

メールアドレス記入 ：support@enjoy-kb.net 

ドメイン記入  ：enjoy-kb.net 

 

http://46mail.net/yahoo/
mailto:support@enjoy-kb.net
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回答：いいえ、yahooではありません。 

その場合は【質問３】に移ってください。 

 

 

【質問３】 

あなたがパソコンで利用しているメールアドレスは、 

「 ***@gmail.com 」など、@以降が gmailですか？ 

 

回答：はい、gmailです。 

その場合は「 http://46mail.net/gmail/ 」こちらのサイトに、 

手順が写真付きで分かりやすく説明されています。 

私のメールアドレスを記入して設定してください。 

メールアドレス記入 ：support@enjoy-kb.net 

ドメイン記入  ：enjoy-kb.net 

 

回答：いいえ、gmailではありません。 

その場合は次の【質問４】に移ってください。 

 

 

【質問４】 

あなたがパソコンで利用しているメールアドレスは、 

Web メール（ブラウザで開くメール）ですか？ 

 

http://46mail.net/gmail/
mailto:support@enjoy-kb.net
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回答：はい、Webメールです。 

その場合は「 http://46mail.net/#web 」こちらの中に 

各Webメール毎に項目分けされた状態で、 

手順が写真付きで分かりやすく説明されています。 

私のメールアドレスを記入して設定してください。 

メールアドレス記入 ：support@enjoy-kb.net 

ドメイン記入  ：enjoy-kb.net 

 

回答：いいえ、Webメールではありません。 

その場合は次の【質問５】に移ってください。 

 

 

【質問５】 

あなたがパソコンで利用しているメールアドレスは、 

メールソフト（ソフトで開くメール）ですか？ 

 

回答：はい、メールソフトです。 

その場合は「 http://46mail.net/#soft 」こちらの中に 

各メールソフト毎に項目分けされた状態で、 

手順が写真付きで分かりやすく説明されています。 

私のメールアドレスを記入して設定してください。 

メールアドレス記入 ：support@enjoy-kb.net 

ドメイン記入  ：enjoy-kb.net 

 

回答：いいえ、メールソフトではありません。 

その場合は次の【質問６】に移ってください。 

http://46mail.net/#web
mailto:support@enjoy-kb.net
http://46mail.net/#soft
mailto:support@enjoy-kb.net
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【質問６】 

あなたが利用しているスマートフォンは、 

iPhone（アイフォン）ですか？ 

回答：はい、iPhoneです。 

その場合は、お使いのキャリア毎に設定方法をまとめましたので、 

この手順の通りに設定をしてください。 

▼docomoの iPhoneの場合

【1】safariアプリを起動します。 

【2】「ブックマーク」を選択します。 

【3】「ドコモお客様サポート」を選択します。 

【4】サービス・メールなどの設定の「メール設定」を選択します。 

【5】「詳細設定/解除」を選択します。 

【6】「パスワード」を入力します。 

【7】受信/拒否設定の「設定」を選択し「次へ」を選択します。 

【8】ステップ４の「受信設定」を選択します。 

【9】「▽個別に受信したいドメインまたはアドレス」に、 

 「enjoy-kb.net」と入力して「登録」を選択し設定完了です。 

以上で docomoの iphone設定は完了です。 

上記手順で解決できない場合は DoCoMoインフォメーションセンターへお問合せください。 

（オペレーターによる受付時間は 9:00～20:00）

ドコモの携帯電話からの場合： 

（局番なし）151（無料） >> （0）を押す >> オペレーターへ繋がります。 

一般電話などからの場合： 

0120-800-000 >> （0）を押す >> オペレーターへ繋がります。 
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▼auの iPhoneの場合 

【1】「メッセージ」をタップします。 

【2】宛先に「#5000」、本文に「1234」を入力し「送信」をタップします。 

【3】受信した SMSに記載されている「メール設定 URLをタップ後、メール設定画面にアクセスします。 

   ※メッセージ（SMS）の受信には時間が掛かる場合があります。 

   ※メッセージ（SMS）着信から 60分以内にアクセスしてください。 

    60分を越えてのアクセスはエラーとなります。 

    エラーとなった場合には、再度「#5000」宛へメッセージ（SMS）を送信して下さい。 

【4】EZwebメール設定画面を下にスクロールし、 

   「Eメールアドレス変更・迷惑メールフィルター・自動転送」をタップします。 

【5】「迷惑メールフィルター」をタップします。 

【6】au電話ご契約時に設定された「暗証番号」を入力し、「送信」をタップします。 

【7】「指定受信リスト設定」をタップします。 

【8】「設定する」にチェックをいれ、「次へ」をタップします。 

【9】「enjoy-kb.net」を入力し、「登録」をタップします。 

【10】キーワードが「enjoy-kb.net」になっていることを確認して「登録」をタップします。 

【11】「登録が完了しました」の画面が表示されたら指定受信リスト設定完了です。 

 

以上で auの iphone設定は完了です。 

 

上記手順で解決できない場合は auお客様サポートセンターへお問合せください。 

（オペレーターによる受付時間は 9:00～20:00） 

 

auの携帯電話からの場合： 

（局番なし）157（無料） >> （0）→（4）を押す >> 音声ガイダンスに従って番号入力 

>> オペレーターに繋がります 

 

一般電話からの場合： 

0077-7-111 (無料) >> （0）→（4）を押す >> 音声ガイダンスに従って番号入力 

>> オペレーターに繋がります 
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▼softbankの iPhoneの場合 

【1】ブラウザ（safari）を起動し、画面下ブックマークアイコンを押します。 

【2】「MySoftbank」を選択します。 

【3】「ログインはこちら」を選択します。 

【4】「携帯電話番号」「パスワード」を入力します。 

【5】「メール設定」の「Eメール（i）」を選択します。 

【6】「迷惑メールブロック設定」の「次へ」ボタンを押します。 

【7】「受信許可リスト」の「変更」ボタンを押します。 

【8】「追加」をタップします。 

【9】「メールアドレスの一部(または全部)」に「enjoy-kb.net」と入力し、 

   「後方一致」にチェックをいれ、「次へ」をタップします。 

【10】「登録」をタップし、設定完了です。 

 

以上で softbankの iphone設定は完了です。 

 

上記手順で解決できない場合はソフトバンクお客様センターへお問合せください。 

（オペレーターによる受付時間は 9:00～20:00） 

 

ソフトバンク携帯電話からの場合： 

（局番なし）157（無料） >> （9）→（3）を押す >> 音声ガイダンスに従う 

>> オペレーターに繋がります 

 

一般電話からの場合： 

0088-21-2000（無料） >> （9）→（3）を押す >> 音声ガイダンスに従う 

>> オペレーターに繋がります 

 

 

 

回答：いいえ、iPhoneではありません。 

その場合は次の【質問７】に移ってください。 
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【質問７】 

あなたが利用しているスマートフォンは、 

Android（アンドロイド）ですか？ 

 

回答：はい、Androidです。 

その場合は、お使いのキャリア毎に設定方法をまとめましたので、 

この手順の通りに設定をしてください。 

 

▼docomoの Androidの場合 

【1】spモードメールアプリ起動します。 

【2】「メール設定」を選択します。 

【3】「その他」を選択します。 

【4】「メール全般の設定」を選択します。 

【5】詳細/その他設定（詳細設定/解除）を選択します。 

【6】パスワードを入力します。 

【7】受信/拒否設定（設定）を選択します。 

【8】「次へ」を選択します。 

【9】「ステップ４（受信設定）」を選択します。 

【10】「▽個別に受信したいドメインまたはアドレス」に 

   「enjoy-kb.net」と入力して「登録」を選択します。 

 

以上で docomoの Android設定は完了です。※「i-Menu」画面は変わる場合があります。 

 

上記手順で解決できない場合は DoCoMo インフォメーションセンターへお問合せください。 

（オペレーターによる受付時間は 9:00～20:00） 

 

ドコモの携帯電話からの場合： 

（局番なし）151（無料） >> （0）を押す >> オペレーターへ繋がります。 

一般電話などからの場合： 

0120-800-000 >> （0）を押す >> オペレーターへ繋がります。 
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▼auの Androidの場合 

【1】画面下の「メール」のアプリを起動します。 

【2】「設定」を選択します。 

【3】「Eメール設定」を選択します。 

【4】「その他の設定」を選択します。 

【5】「パケット通信料が発生します」のメッセージが表示されたら、「ＯＫ」ボタンを押します。 

【6】「迷惑フィルター」を選択します。 

【7】「暗証番号」を入力し「送信」ボタンを押します。 

【8】「詳細設定」を選択します。 

【9】「指定受信リスト設定」で「設定する」にチェックを入れ「次へ」ボタンを押します。 

【10】入力欄に「 enjoy-kb.net 」と入力して「登録」を選択します。 

【11】内容を確認し「登録」ボタンを押します。 

 

以上で auの Android設定は完了です。 

 

上記手順で解決できない場合は auお客様サポートセンターへお問合せください。 

（オペレーターによる受付時間は 9:00～20:00） 

 

auの携帯電話からの場合： 

（局番なし）157（無料） >> （0）→（4）を押す >> 音声ガイダンスに従って番号入力 

>> オペレーターに繋がります 

 

一般電話からの場合： 

0077-7-111 (無料) >> （0）→（4）を押す >> 音声ガイダンスに従って番号入力 

>> オペレーターに繋がります 

 

 

▼softbankの Androidの場合 

【1】ブラウザを起動します。 

【2】「MySoftbank」にアクセスします。 

【3】「携帯電話番号」「パスワード」を入力しログインします。 

【4】「ＳＭＳ/ＭＭＳ」を選択します。 

【5】迷惑メールブロックの設定の「変更する」を選択します。 

【6】「個別設定はこちら」を選択します。 
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【7】受信許可・拒否設定「受信許可リスト設定」を選択します。 

【8】「設定する」を選択し、「メールアドレスの一部(または全部)」に「enjoy-kb.net」と入力し、 

   「後方一致」にチェックをいれ、「次へ」をタップします。 

【9】「設定する」をタップし、設定完了です。 

 

▼ＵＲＬリンク規制解除設定 

【1】ブラウザを起動します。 

【2】「MySoftbank」にアクセスします。 

【3】「携帯電話番号」「パスワード」を入力しログインします。 

【4】「メール設定」の「Eメール(i)」を選択します。 

【5】「迷惑メールブロック設定」の「次へ」を選択します。 

【6】「URLリンク付きメール拒否」の「変更」を選択します。 

【7】「利用停止」を選択します。 

【8】「OK」を選択して設定完了です。 

 

以上で softbankの Android設定は完了です。 

 

上記手順で解決できない場合はソフトバンクお客様センターへお問合せください。 

（オペレーターによる受付時間は 9:00～20:00） 

 

ソフトバンク携帯電話からの場合： 

（局番なし）157（無料） >> （9）→（3）を押す >> 音声ガイダンスに従う 

>> オペレーターに繋がります 

 

一般電話からの場合： 

0088-21-2000（無料） >> （9）→（3）を押す >> 音声ガイダンスに従う 

>> オペレーターに繋がります 

 

回答：いいえ、Androidではありません。 

その場合は、スマートフォンを購入した店舗へ行き、 

「 support@enjoy-kb.net 」こちらからのメールを届かせるようにしたいと、 

店舗スタッフに相談してみてください。 

 

 

 

mailto:support@enjoy-kb.net
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競馬攻略のスタートを切るための前準備 

３．あなたの城【競馬の殿堂】を知る 

 

ドメイン指定受信の設定は完了しましたか？ 

 

それでは前準備の３つ目に移ります。 

最後の３つ目の前準備は「あなたの城【競馬の殿堂】を知る」事です。 

 

既にあなたは、【競馬の殿堂】のお気に入り（ブックマーク）登録を完了させ、 

私からのメールを確実に「受け取れる」状態が完了していますね、 

 

その上で最後に、、、 

あなたの競馬攻略を実現させる【競馬の殿堂】が、 

■どんな場所で、 

■どんなサービスがあって、 

■どんな成果を出しているのか？ 

あなたの未来に大きく関わる話として知ってください。 

 

これから歩む道を「知る」という事こそが、 

あなたが競馬攻略を実現させる何よりの原動力になるからです。 

 

 

  



 
 

33 
 

競馬の殿堂 新たな競馬攻略を開始する場所 

 

私、鈴木健一の「思い」が全て詰まった場所、 

それが【競馬の殿堂】という競馬サークルです。 

 

語り出せば止まりません（笑） 

 

私が【競馬の殿堂】にかける情熱と信念は、 

私が半生を通して歩んで来た集大成であると同時に、 

私の今後の人生を懸けて実現する理想であり、そして、、、 

 

信頼の仲間 
 

この掛け替えのない存在と出会う、そんな宝の場所でもあるからです。 

語り出して止められるものではありません（笑） 

 

ですが、ここでは長話はしません、大切な事だけ伝えます。 

 

 

あなたにとって【競馬の殿堂】は、 

あなたが新たな競馬攻略を開始する場所 

 

私にとって【競馬の殿堂】は、 

私とあなたがこうして出会った場所 

 

それが「今」です。 
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そして時間と共に、 

お互いの思いは自然と一致していくでしょう。 

 

あなたにとっての【競馬の殿堂】は、そして、私にとっての【競馬の殿堂】は、 

競馬攻略の成功を共有し、信頼し合う「仲間」になる。 

 

それが「この先」です。 

私の思いとあなたの思いが一致した時、 

お互いにとって掛け替えのない存在になるに違いありません。 

 

「今」から「この先」へと続く第一歩、 

それがあなたに無料で渡す的中率 90%の反則技「殿堂馬」です。 

 

 

 

殿堂馬 絶対的な信頼関係を築きます 

 

完全無料主義 

その信念のもとに渡す無料サービスの一つです。 

 

全開催場 9R～12Rの厳選された 6 頭の馬番を 

的中率 90%の反則技「殿堂馬」として提供しています。 
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終始、完全無料で実力を証明します 

そして 

終始、完全無料で信頼を構築します 

 

 

信頼は「結果」でしか築けません、 

だからこそ、あなたに結果を渡します。 

 

あなたにリスクはありません、あるのはメリットだけ。 

 

私はメリットしかないサービスを行う事で、 

あなたとの絶対的な信頼関係を築きます。 
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あなたが馬券購入するかしないか、それは自由。 

心配なら馬券購入せずに結果だけ見て実力を確かめてください。 

結果だけ見て、価値がないと判断すれば、すぐにでも登録解除して貰って構いません。 

結果だけ見て、価値があると判断すれば、思う存分、馬券収支を向上させてください。 

【競馬の殿堂：殿堂馬公開】 

http://www.enjoy-kb.net/member/#ddbp 

暴れ馬と隠れ馬 最新情報をリアルタイムに公開

完全無料主義 

その信念のもとに渡す無料サービスの一つです。 

殿堂会員「遠野一成」によって選びだされた 

全開催場 9R～12Rの「暴れ馬」と「隠れ馬」を提供しています。 

http://www.enjoy-kb.net/member/
http://www.enjoy-kb.net/member/#ddbp
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「隠れ馬」とは？ 

人気馬ではなく、人気の裏に隠れた実力馬、つまり、 

実力を持ちながらその実力を隠している穴馬、それが【隠れ馬】です。 

※「暴れ馬」は近日公開予定です。

競馬は日々リアルタイムに進行していきます。 

競馬攻略を果たすためには、結果を左右する最新情報を常に取り入れながら、 

リアルタイムに予想を展開しなければなりません。

そこで、殿堂会員の遠野一成が実際に競馬予想する中で、 

リアルタイムに取得した最新情報をリアルタイムにあなたに渡します。

抜群の競馬センスを持つ遠野一成が導き出す「暴れ馬」と「隠れ馬」は、 

きっとあなたの競馬に力を加えてくれるでしょう。 

【競馬の殿堂：暴れ馬と隠れ馬】 

http://www.enjoy-kb.net/member/#hide 

http://www.enjoy-kb.net/member/
http://www.enjoy-kb.net/member/#hide
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オーダーメイド 今のあなたに必要な競馬

完全無料のサービスを通してあなたとの信頼関係を築いた上で、 

あなたに提案する【競馬の殿堂】のメインサービスの一つ、それがオーダーメイドサービスです。 

今のあなたの状況に合わせた、今のあなたに必要な競馬を 

あなた専用に完全オーダーメイドで作り上げる世界唯一のサービスです。 

オーダーメイドとは？

「なぜ、競馬攻略が成功しないのか」 

このシンプルな問いへの答えを極限まで追究し続けた結果、到達した一つの答え、 

それが「オーダーメイド」です。 
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一人一人が抱える競馬の問題は多種多様ですね、 

■ある人は競馬を全く知らない状況かも知れません、

■ある人は投資金が全くない状況かも知れません、

■ある人は的中はできても利益が出ない状況かも知れません。

全く違う状況にある人が多数いる中で、 

必然的に、一人一人それぞれ違った最善策があるはずですよね。 

最善策というのは、あなたが現状を打開するための最短距離の事です。 

「競馬攻略を成功させる」 

そのための「あなた専用」の最善策を私が「あなた専用」にオーダーメイドします。 

私が知る限り他に同じサービスはありません、日本を見ても、世界を見ても。 

ですから、世界唯一のサービスと言わせて貰っていますが、 

そこには、あなたが抱えている問題を根本からダイレクトに解消させ、 

あなたに最適な競馬を実現させる「ただ一つの答え」が書かれています。 

あなたが競馬で一生涯使えるスキルが詰まった「あなた専用競馬ノウハウ」です。 

あなた専用オーダーメイド競馬によって、あなたは、、、 

■あなたが抱える競馬の問題を解消させ、あなたにとって最適な競馬が実現します。

■あなたとって無理のない馬券購入額で始められ、あなたには失敗がなくなります。

■月の最大回収率 581%、月の最大的中率 71%、月の最大利益 375万円が実現します。

オーダーメイドサービスは有料サービスです。

ですから、私は信頼関係が築けた方にしか案内していません。 

まずは、無料の殿堂馬を通して信頼を構築しましょう。 

【競馬の殿堂：オーダーメイド】 

https://www.enjoy-kb.net/medical/

http://www.enjoy-kb.net/member/ordermade/
https://www.enjoy-kb.net/medical/
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上位殿堂馬 あなたの予想を進化させる

完全無料のサービスを通してあなたとの信頼関係を築いた上で、 

あなたに提案する【競馬の殿堂】のメインサービスの一つ、それが上位殿堂馬サービスです。 

殿堂馬が持つ「JRAが目を回すほどの精度」はそのままに、 

全開催場全レースに対応し、出走全頭に対応し、優劣順位にも対応し、 

殿堂馬を超えた殿堂馬、それが上位殿堂馬です。 

あなたとの「信頼の証」である殿堂馬が進化した姿です。 
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殿堂馬を使う上で、 

日々多くの殿堂会員の仲間達が、 

日々多くの期待と要望を寄せてくれています。 

そんな期待と要望への「答え」として、 

殿堂馬を進化させた上位殿堂馬が生まれました。 

ですから、上位殿堂馬は殿堂会員が作りだしたサービスとも言えますね。 

つまり上位殿堂馬は進化を止めません、殿堂を支持してくれる仲間がいる限り。 

上位殿堂馬を「競馬予想の基準」に置く事で、 

あなたの競馬予想は安定し、大きな潜在力を秘めるに至るでしょう。 

進化し続ける上位殿堂馬は、あなたの予想を進化させ続けます。 

上位殿堂馬サービスは有料サービスです。

ですから、私は信頼関係が築けた方にしか案内していません。 

まずは、無料の殿堂馬を通して信頼を構築しましょう。 

【競馬の殿堂：上位殿堂馬】 

http://www.enjoy-kb.net/member/upper/ 

【競馬の殿堂：上位殿堂馬成績】 

http://www.enjoy-kb.net/member/uppfmance/ 

http://www.enjoy-kb.net/member/upper/
http://www.enjoy-kb.net/member/uppfmance/
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最大利益配置 競馬がギャンブルを超える瞬間

2016 年 7月 30 日（土曜日）18 時 

【競馬の殿堂】史上最大の事件が起きました─── 

競馬予想不要 
そして 

長期安定利益 

あなたは想像できますか？ 

この 2つの言葉から連想される光景を、 

そして、競馬ファンの誰もが夢見た光景を。 
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江戸は東京へと変わり、時代が刻一刻と進み続けていく中で、 

人が夢見る光景もまた、刻一刻と実現され続けています。 

人は月を求め、月へと到達しました、 

人は土地を求め、地下に巨大都市を築きました、 

人が思い描く未来を前にして、不可能なんて言葉があるとは思えません。 

競馬予想不要 そして 長期安定利益 

私達、競馬ファンにとっての「夢の光景」もまた、 

今まさに実現されつつあります、競馬攻略の一つの「答え」によって。 

2016 年 7月 30 日（土曜日）18 時 

【競馬の殿堂】史上最大の事件が起きました─── 

上位殿堂馬サービスは有料サービスです。

ですから、私は信頼関係が築けた方にしか案内していません。 

まずは、無料の殿堂馬を通して信頼を構築しましょう。 

【競馬の殿堂：最大利益配置】 

http://www.enjoy-kb.net/member/maxprof/ 

http://www.enjoy-kb.net/member/maxprof/
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殿堂三傑 全殿堂会員の悲願が生んだ究極

完全無料のサービスを通してあなたとの信頼関係を築いた上で、 

あなたに提案する【競馬の殿堂】のメインサービスの一つ、それが殿堂三傑買い目サービスです。 

殿堂代表「鈴木健一」、殿堂会員「遠野一成」、殿堂会員「伊東公晃」、 

競馬攻略を高いレベルで成功させた三名による「買い目提供サービス」です。 

全殿堂会員の悲願の一つとも言える買い目提供サービス、 

鈴木健一、遠野一成、伊東公晃、この三名による買い目提供は、 

殿堂三傑買い目サービスでしか実現しません。 



45 

殿堂三傑買い目は、ただ単に買い目を馬券購入して稼ぐだけでなく、 

上位殿堂馬を基準とした「予想のお手本」としてあなたの予想の参考にする、 

そんな意味合いが強く含まれています。 

あなたへ「払戻金」を提供するサービスではなく、 

「的中予想のお手本」を提供するサービスだと思ってください。 

競馬予想は三種三様、十人十色、 

殿堂屈指の三名によって生み出される予想を参考に、 

あなただけの予想を生み出し、あなただけの競馬攻略を実現させましょう。 

あなたが競馬攻略を成功させる 

そのために生まれたサービスの一つです。 

殿堂三傑買い目サービスは有料サービスです。

ですから、私は信頼関係が築けた方にしか案内していません。 

まずは、無料の殿堂馬を通して信頼を構築しましょう。 

【競馬の殿堂：殿堂三傑】 

http://www.enjoy-kb.net/member/chance/ 

http://www.enjoy-kb.net/member/chance/
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殿堂百傑 日本一の競馬サークルを作ります

完全無料のサービスを通してあなたとの信頼関係を築いた上で、 

あなたに提案する【競馬の殿堂】のメインサービスの一つ、それが殿堂百傑サービスです。 

一人で競馬攻略し切れないのなら、百人、千人の力で競馬を攻略すれば良い。 

そんな考えを基に、殿堂が誇る精鋭陣が予想を共有し合う競馬サークルです。 

殿堂代表「鈴木健一」が掲げる理念「日本一の競馬サークル」を実現させるために、 

2016年 12月、300名の百傑が選抜され、この前代未聞のサービスがスタートしました。 
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なぜ、【競馬の殿堂】が「競馬サークル」なのか？ 

その答えがここにあります。 

殿堂百傑で作られる「強力な競馬の輪」は、 

やがて日本一と呼ばれる日を迎えるでしょう。 

そして、その日こそが、私の活動目的と理念の 

「日本一の競馬サークル」が誕生する日になります。

まだ先です、ですが着々と近づいています。 

殿堂に集う仲間と共に競馬攻略を共有し、競馬攻略を不動のものにする日は、 

将来必ずやってくるでしょう。 

競馬攻略の成功を共有し、信頼し合う「仲間」になる。 

この先の中で、私とあなたの思いが一致した時、 

共に歩む同志として、共に競馬攻略の道を極めていきましょう。 

殿堂百傑サービスは有料サービスです。

ですから、私は信頼関係が築けた方にしか案内していません。 

まずは、無料の殿堂馬を通して信頼を構築しましょう。 

【競馬の殿堂：殿堂百傑】 

http://www.enjoy-kb.net/member/circle/ 

http://www.enjoy-kb.net/member/circle/
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競馬の殿堂が目指す 

理想の競馬攻略とは

競馬ファンにとって、 

理想の競馬サービスって何だろう？ 

私は常に自分自身に問いかけ続けて来ました。 

そして答えを探し続けて来ました。 

競馬ファンにとって、 

より良いサービスって何だろう？ 

喜ばれるサービスって何だろう？ 

理想の競馬サービスって何だろう？ 

考えれば考えるほど、 

答えは最終的に一つに行き着きます。 

それが「信頼」です。

つまり、理想の競馬サービスとは、 

「強い信頼の上に成り立つ競馬サービス」 

それが私の結論です。 

なぜか？ 
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答えはとてもシンプルです、 

競馬ファンが一番求めているのが「信頼」だからです。 

あなたはどうでしょうか？ 

競馬情報を受け取った時、その情報で馬券を買う時、 

「信頼」を何よりも重要視してはいないでしょうか？ 

嘘と偽りが横行する今の競馬業界の中で、悪質な情報会社に騙された経験が多ければ多いほど、 

忘れかけていた「信頼」の大切さに改めて気付かされます、 

私がそうでした。 

競馬はギャンブルです、100%の情報はありません。 

だからこそ、あなたの不安は信頼でしか埋められません。 

強い信頼の上に成り立つ競馬サービス、それは、 

苦しい状況の中で唯一、心の支えになってくれるサービスです、 

私がそうでした。 

競馬の殿堂が目指す理想の競馬攻略とは、、、 

強い信頼の上に成り立つ 

日本一の競馬サークル 

競馬サークルの中で、信頼し合う仲間と共に競馬攻略を共有する、 

例えあなたが失敗したとしても、他のサークル仲間が助けてくれる、 

一人で競馬が攻略し切れないのなら、百人、千人の力で競馬攻略を成功させれば良い、 

そんな「日本一強力な競馬の輪」です。 
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私は理想のサービスを実現させます。 

あなたが私の思いに共感するのであれば、 

あなたにとって【競馬の殿堂】は理想の場所になるでしょう。 

最後に、私が大切にしている言葉を伝えます。 

人と人との間にあるもの、そして、 

私とあなたとの間にあるもの、それが、 

信頼 
欠かす事はできません。 

だからこそ、私はあなたとの信頼を何よりも大切にしているのです。 

この信頼は、これから更に強いものになるでしょう。 

私とあなたが、これから共に競馬と戦っていく中で。 

「３つの前準備」を完了させた今、あなたの競馬攻略への道はスタートを切りました、 

共に進みましょう、私とあなたの思いは同じです 

鈴木健一より  
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