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競馬の夢を掴む

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。 

まだ競馬の事が良く分からない・・・。 

そんな競馬初心者のあなたを私が正しく導き、 

「あなたの競馬攻略を実現させます」 

それがこのスキルブックで伝える私からのメッセージです。 

競馬攻略を実現させた先には、大いなる「夢」の実現が待っています。 

例えば、競馬歴 12ヶ月の殿堂会員「南田（48歳女性）」さんは、 

競馬を初めた 2ヶ月目には月収支＋5万円を実現、 

3ヶ月目から現在の 12ヶ月目まで月収支でマイナスだった事はありません。 

つまり、わずか 2ヶ月間で競馬攻略を実現させました。 

例えば、競馬歴 28ヶ月の殿堂会員「福田圭司（61歳男性）」さんは、 

競馬を始めた 5ヶ月目に月収支でプラスを実現させ、 

24ヶ月目の現在では、毎月 160万円前後のプラスを維持し続けています。 

福田さんにとって競馬は稼ぎ場、もう二度と人生においてお金に困る事はないでしょう。 
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例えば、競馬歴 30年の殿堂会員「ジン（55歳男性）」さんは、 

競馬の殿堂と出会う 3年前までの月収支はマイナス続きでした。 

競馬の殿堂と出会った後すぐに競馬攻略を実現させ、 

3年間で 1億円の貯金を作る事に成功し、今では利子生活という夢を実現しています。 

競馬には「夢」が溢れています。

その夢を掴む事こそが、競馬攻略の実現と言えるでしょう。 

【競馬の殿堂】は、あなたの競馬攻略への「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。 

【競馬の殿堂】が、あなたの競馬攻略を実現させます。 

競馬初心者の今、あなたは、 

競馬にどんなイメージを持っていますか？ 

競馬初心者 100名を対象にアンケートを取った結果がこちらです。 

■楽しそう ─65人（65%）

■難しそう ─23 人（23%）

■その他  ─12 人（12%） 
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競馬って楽しそう 

そんなイメージを持つ人が大半を占めている事が分かりますね。 

あなたはどうでしょうか？ 

続いて競馬歴が 1年以上の 100名を対象に、同じアンケートを取った結果がこちらです。 

■楽しい ─10 人（10%）

■難しい ─23人（80%）

■その他 ─12 人（10%）

競馬って難しい 

そんなイメージを持つ人が 8割、つまり、 

1年以上競馬を経験する事で「楽しい」から「難しい」へと、変化している事が分かります。 

これは一体、何を意味しているのでしょうか？ 

競馬はギャンブルです、つまり勝負事です 

勝てばお金を得る事ができますが、 

負ければあなたの大切なお金を失う事になります。 

そんな勝負の世界で、正しく競馬と戦い「勝利」する事、 

それは競馬を楽しむという意味では半ば必須とも言える条件です。 

ですが、、、 



7 

97%の競馬ファンが敗北します 

悲しいですが、それが競馬の現実です。 

だからこそ、本来楽しかったはずの競馬が、 

「難しいもの」としてイメージ付けられてしまうのです。 

競馬を知れば知るほど、競馬の難しさを知る。 

1年以上競馬を経験した人の誰もが口にする言葉です。 

「楽しい競馬」は「難しい競馬」に変わる 

そして「苦しい競馬」へと変貌します、必ず。 

正しく競馬と付き合い、正しく競馬を攻略しなければ、 

競馬という勝負に勝利し続ける事ができないからです。 

負け続ける競馬が楽しいはずがありません、 

それに負け続けるという事はお金を失い続ける事を意味します。 

ですが逆に、 

正しく競馬と付き合い、 

正しく競馬を攻略する事さえできれば、、、 
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「楽しい競馬」は「楽しい競馬」であり続ける 

そして「稼げる競馬」へと変貌していきます、必ず。 

正しく競馬と付き合い、正しく競馬を攻略できれば、 

競馬という勝負に勝利し続ける事ができるからです。 

勝ち続ける勝負が楽しくないはずがありません、 

それに勝ち続けるという事はお金を稼ぎ続ける事を意味します。 

競馬は難しい

それは誰もが認める事実です、例え私であっても、ですが、 

その難しい競馬を「苦しい競馬」にするか「稼げる競馬」にするか、それは、 

「正しく競馬攻略できるかどうか」 

ここに全てがかかっています。 

もちろん、そんな事はあなたも承知の上でしょう、ですが、 

競馬攻略は、想像を絶する巨大な壁です。 

全国 500万人の競馬ファンの中で 

競馬攻略を実現させた割合はわずかに 3%足らず、 

この現実が、競馬攻略の壁の巨大さを証明していると言えるでしょう。 
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競馬攻略は可能なのか？ 

そんな疑問を持って当然ですが、ハッキリ宣言しておきましょう。 

可能です。 

競馬攻略は可能です。 

競馬は技術介入によって控除率の不利を突破する事ができるギャンブルの一つです。 

私や私の会員を含め、実際に勝っている人間が大勢いる事が何よりの証拠です。 

では、どうやって勝つのか？ 

それこそが「競馬の正解」を学ぶ事です。 

幸いにもあなたはまだ初心者です、競馬の知識はまだありません、 

ですが、だからこそ、正しい知識を学ぶ事で大きな成長が待っています。 

あなたには無限の可能性が広がっています。 

そして正しい知識、つまり「競馬の正解」は、【競馬の殿堂】の中で正しく学ぶ事ができます。 

あなたが競馬攻略を成功させ、あなたが「稼げて楽しい競馬」を続けられる道が用意されています。 

難攻不落の競馬攻略に立ち向かう 

地図なしに海外旅行をすれば、あなたは必ず迷子になってしまうでしょう。 

それと同じで、正しい道しるべなしに競馬に挑めば、あなたは必ず迷走してしまうでしょう。 

競馬と向き合う時、挑む時、必ず必要になるのが、 

自分が歩む道を「正しい道」へと導いてくれる絶対的な存在です。 
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競馬は難しい 

その事実を受け止め、難攻不落の巨城に挑む気持ちで、 

これから正しい道を歩んでいきましょう、私と共に。 

私が導きます。 

なぜ、競馬初心者のあなたにこんな話をするのか？ 

それは【競馬の殿堂】鈴木健一と出会ったからには、 

競馬と正しく付き合い、競馬を正しく攻略して欲しいからです。 

そして、あなたに苦しい競馬を体験して欲しくないからです。 

あなたを導くために私は今ここにいます。 

競馬は夢に溢れている 

競馬攻略の先には、 

あなたが思い描く未来の実現が待っています。 

■月に 10 万円以上の安定した収入を実現する事もできるでしょう。

■1 レースで 100 万円を超える臨時収入を得る事もできるでしょう。

■大きな貯金を作り、利子生活を実現させる事もできるでしょう。
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競馬にはそれだけの夢が詰まっています。 

難しい、ですが、それだけに攻略し甲斐がある、それが競馬です。 

夢に溢れた競馬で確実に「夢」を掴んでください。 

あなたには無限の可能性が広がっているのですから。 

どの様に競馬攻略を実現させるのか？ 

私が日々あなたにメールで送るメッセージの中で導きます。 

そして競馬開催日には、私が全身全霊で予想する「殿堂馬」で導きます。 

私からのメッセージを通して、 

競馬開催日の「殿堂馬」を通して、 

着実に競馬攻略の歩を進めていきましょう。 

焦ってはいけません、 

一歩一歩、着実に進む事こそが競馬における一番の近道ですから。

なぜ、競馬の殿堂でなければダメなのか？ 

【競馬の殿堂】は、完全無料主義のもとにサービスを展開しています。 

それはもちろん、あなたとの絶対的な信頼関係を作るため。 
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料金を貰ったからサービスをするのではなく、信頼関係を築きたいからサービスをする、 

そんな【競馬の殿堂】こそ、今のあなたにとって、一番安心できる場所ではありませんか？ 

過去 1000名を超える競馬初心者が、 

競馬の殿堂を通して競馬攻略の成功を果たして来ました。 

そんな彼らは、今や競馬の殿堂の主要メンバーに成長しています。 

競馬初心者のあなたが競馬攻略を果たす場として、 

何よりも優れた道を、何よりも安心して進める環境がここにあります。 

初心者から熟練者への環境が整った場所、 

私はそんな場所を【競馬の殿堂】の他に知りません。 

だからこそ【競馬の殿堂】でなければダメなのです。 

あなたも安心して進んでいきましょう、 

あなたの夢を掴むための競馬攻略の道を。 
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競馬を正しく知る 

敵を知る事が攻略の第一歩 

【競馬の殿堂】と出会う事で、今のあなたは、 

競馬の夢を掴むためのスタートを切った状態と言えます。 

ですが成果を焦ってはいけません。 

一歩ずつ着実に学んでいく事こそが一番の近道だからです。 

まずは、競馬に対する正しい知識を蓄える事が先決です。 

基本中の基本を学び、競馬そのものの仕組を理解しましょう。 

敵を知る事が攻略の第一歩、 

既に知っている内容であったとしても、 

改めて確認すれば新たな発見があるかも知れません。 

競馬とは？ 

国営ギャンブルの一つです。 

農林水産省が管轄する JRA（中央競馬会）が主催しています。 

人（騎手）が馬に乗ってコースを走り、着順を競う、 

そんな近代競馬は今から 500年以上も前から行われてきた競走競技です。 
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競馬の主役は馬、 

私たち競馬ファンはその馬にお金を賭けます。 

そして投資した馬が勝利すれば賭け金が増え、投資した馬が敗北すれば賭け金を全て失います。 

とてもシンプルな仕組のギャンブルですね。 

競馬とは？ 

夢。 
この質問に対して私はこう答えます。 

そして競馬ファンの誰もがこの答えに共感するでしょう。 

「競馬とは夢」その本当の意味は？ 

競馬攻略を実現させた先の「あなたの未来」にあります、 

これから私と共に経験していきましょう、あなたの競馬の夢を。 

馬券とは？ 

私たち競馬ファンが馬に投資した事実を証明する「券」 

それが馬券と呼ばれる「勝馬投票券（かちうまとうひょうけん）」です。 

100円から購入する事ができ、購入上限は特にありませんが、 

JRAの利用規約では 1週間で 1人 3億円までとなっているみたいですね。 

馬券には種類があります。 

複勝、単勝、枠連、馬連、馬単、ワイド、三連複、三連単、WIN5
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現在はこの 9種類あり、 

買った馬券が当たれば「的中」として払戻金を得て、 

買った馬券が外れれば「不的中」としてお金を失います。 

なぜ、こんなに多くの種類があるのか？ 

それは、券種毎に「当てやすさ」に差を付けるためです。 

それぞれの券種には的中させるためのルールが別々に設けられているので、 

簡単に当てられる券種もあれば、宝くじ級に難しい券種もあります。 

全券種の的中ルールはここでは伝えません、なぜなら、 

今、あなたが選ぶべき券種は限られているからです。 

競馬の道は果てがありません。 

だからこそ、今の自分にとって必要な知識だけを正しく覚えていきましょう。 

一歩一歩、着実に確実に、それが競馬攻略への最短距離だからです。 

複勝 ：1着～３着までに入る馬を当てれば的中 

※「複勝」は 9種類の券種の中で一番当てやすい券種です。

あなたの競馬攻略への第一歩として「複勝」を極めましょう。 

ここで注意して欲しいのは、覚えるのではなく「極める」という事。 

ここを極めるまでは、他の券種に浮気をしてはいけません、それほど重要な券種だからです。 

今現在、三連単で競馬攻略を果たしている殿堂会員であっても必ず初めは複勝から極めています。 

競馬の基本中の基本であるが故に、競馬で最も重要な券種と断言して良いでしょう。 
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複勝を極められない競馬ファンに競馬攻略の成功はない。 

私の経験の全てがこの一言の正しさを証明しています。 

複勝を極めるとは？ 

つまり馬券は全て「複勝」で買い、 

収支を１円でもプラスに転じさせる事。 

短期的にではなく、1 ヶ月単位の期間で、です。 

ここで大きな利益を狙ってはいけません。 

複勝は大きな利益を得る事に特化した券種ではないからです。 

目的地は複勝で稼ぐ事ではなく、まだ先にあります、 

目的地へ到達するための通過点として複勝での「プラス収支」を実現させましょう。 

なぜ、複勝を極めなければならないのか？ 

「実力馬を正しく見抜く力」を身に着けるためです。

馬券圏内に入る馬を予想するのが複勝ですね、つまり、 

複勝を極めるという事は「実力馬を正しく見抜く力」がなければなりません。 

この力こそが競馬で的中を得るための基本中の基本、最重要項目になります。 

避けて通る事はできません、避けて通ってしまえば、必ず破綻（はたん）という最悪の結末が待って

いるからです。 

逆に、複勝を極める事ができれば、 

競馬攻略に対する「会心の一歩」を実現したと言えます。

そしてその道を百歩、千歩と進んでいく事で、競馬攻略は自然と達成されていくのです。 
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単勝 ：1着に入る馬を当てれば的中       

※「単勝」は 9種類の券種の中で 2番目に当てやすい券種です。 

 

複勝を極めた上で、次に進む券種が「単勝」です。 

 

何度も念を押しておきますが、 

複勝を極めるまでは単勝に手を出してはいけませんよ。 

 

複勝でプラス収支が実現できれば、 

自ずと「実力馬を正しく見抜く力」が身に着いている状態にあります、 

その状態で「単勝」にチャレンジするというところに大きな意味があるのです。 

 

人によって複勝を極める時期は様々です、1ヶ月の人もいれば、半年かかる人もいるでしょう。 

（もちろん競馬の殿堂による無料サービス「殿堂馬」がその期間を大幅に短縮させますが） 

 

その頃には「複勝」に対してある程度の自信がついてきます、ですが、 

「単勝」へのチャレンジによって、複勝との大きなギャップを感じる場合がほとんどです。 

 

複勝から単勝へのステップアップというのは、 

想像以上に大きな壁を越えなければならないからです。 

 

 

１着馬を当てる 

この単純なルールを制し成果に繋げるためには、 

複勝からは想像できない程の複雑な予想が必要です。 

 

単に馬の実力を見抜けば良かった複勝に対し、 

「1着を勝ち切る馬」を見抜かなければならないのですから当然ですね。 
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複勝を極めた上で、次のステップとして「単勝」を極めてください。 

極めるというのは複勝と同じく、 

馬券を全て「単勝」で買い、月収支を１円でもプラスに転じさせる事です。 

 

ここでも大きな利益を狙ってはいけませんよ、 

単勝も目的地に到達するための通過点でしかないからです。 

 

 

 

今回、単勝まで伝えましたが、複勝を極めた段階で、 

あなたは競馬初心者からの脱却を果たしたと充分に言えます。 

 

その先に何が待っているのか？ 

 

その先は私からの新たな導きが待っています。 

あなたが競馬攻略を実現させるための導きです。 

 

今は焦ってはいけません、 

今は「複勝」を極める事を最優先に取り組んでいきましょう。 

 

 

 

オッズとは？ 

 

オッズとは、馬券が的中した際の払戻金の「倍率」の事です。 

競馬に欠かせない要素として覚えておく必要があります。 

 

例えば、 

あなたが複勝に 100円を賭けて的中させました、そのオッズが「4.0倍」だったとしましょう、 

あなたが払戻金として得られる金額は、投資金 100円にオッズ 4.0倍を掛け算した金額、 

つまり 400円になります、投資した金額が 4倍になって返ってくるという事ですね。 
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オッズは競馬ファンが投資した金額に応じて常に変動し、

最終的に馬券購入の締切と共に確定するという特徴があります。 

そして、 

オッズは全て「掛け算」によって計算されるという特徴も持っています。

だからこそ競馬には夢が詰まっているんですね。 

例えば、 

あなたが複勝に 1万円を賭けて的中させたとすれば、 

オッズ 4.0倍で 4万円になって返って来ます。

10万円なら 40万円、100万円なら 400万円、 

掛け算式にあなたのお金が増えていきます。 

さすがに複勝に 100万円を投資する人はいないでしょうが、 

券種によっては 100倍、1000倍と大きなオッズになりますので、 

1 万円を投資した馬券が 100 万円、1000 万円になって返ってくる、 

そんな事は競馬であれば日常茶飯事です。 

夢。 
それが競馬です。 

あなたも競馬の夢を掴みましょう、 

競馬は技術によって攻略できるギャンブルなのですから。 
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なぜ、競馬は難しいのか？ 

競馬は技術によって攻略できるギャンブルです、 

それに間違いはありません、ですが、当然ながら簡単ではありません。 

競馬を知れば知るほど、経験すれば経験するほど、競馬の難しさを体感する人がほとんどです。 

なぜか？ 

原因の根本を探っていくと、 

「控除率
こうじょりつ

」という言葉が立ちはだかります。

控除率とは？ 

控除率というのは、競馬を主催する JRAの取り分の事、つまり、 

競馬というギャンブルが成立する上で欠かせない主催者側の手数料です。 

競馬の控除率は券種によって 20%～30%と細かく設定されていて、 

この控除率に逆らい利益を出す事こそが競馬攻略の基本であり、最大の難関と言えます。 

現在の控除率 (平成26年6月7日～)

単勝の控除率 20% 馬単の控除率 25% 

複勝の控除率 20% 三連複の控除率 25% 

枠連の控除率 22.5% 三連単の控除率 27.5% 

馬連の控除率 22.5% WIN5 の控除率 30% 

ワイドの控除率 22.5% 

例えば、とあるレースで多くの人が単勝馬券を買い、 

単勝賭け金が総額 100万円になったとしましょう。 
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レースの結果、あなた一人だけ的中しました。 

 

普通に考えれば、その時あなたは 100万円を手にするはずです。 

ですが、実際にはあなたが手にする金額は 80万円。 

では、残りの 20万円はどこにいってしまったのか？ 

 

それこそが「控除率
こうじょりつ

」です。 

 

単勝の控除率は 20%なので、100万円の 20%、つまり 20万円が、 

JRAの取り分として引かれてしまうという事です。 

 

的中して 80万円を手にしたのだから満足と感じるかも知れませんが、 

例えば、単勝に賭けた 100万円が全て「あなたの賭け金」だったとしたら？ 

 

あなたは 100万円を賭けて的中させたのにも関わらず、 

80万円しか払戻金が貰えない事になります。 

 

外れれば-100万円、当たっても-20 万円、 

これが控除率 20%という「競馬ファンの不利」です。 

 

もちろん、競馬ファンはあなた一人ではありませんから、 

的中すればあなたは賭け金以上の金額を利益として得ます。 

 

ですが、控除率が消えた訳ではありません。 

単に見えにくくなっているだけです。 

 

控除率が消える事は絶対にありませんから、 

短期的な利益があったとしても、競馬を長く続ければ続けるほど控除率の影響力に逆らえなくなり、

必然的にあなたの回収率は「100%から控除率を引いた値」に集約していく（近づいていく）事にな

ります。 

 

回収率というのは、あなたが投資した金額に対し、 

どれだけのお金が戻ってきたか（回収できたか）を表す割合の事です。 
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この控除率が存在する以上、 

控除率 20%の単勝における長期的な回収率は 80%に集約されていきます。 

現に、現在から過去 3年間の全 10000レースにおいて、 

1番人気の単勝を買い続けた場合の回収率は 77%、 

つまり控除率 20%を引いた 80%に集約されています。 

※10167レース中 3225レースが的中し、的中率 31.7%、回収率 77%

回収率 100%を超えて初めて利益が生まれるのが競馬。 

これだけの不利を背負っていれば、競馬で利益を得る事がいかに難しい事なのか、 

瞬時に理解する事ができるでしょう。 

競馬で勝つためには？ 

控除率の不利を突破しなければなりません。 

それが競馬ファンに与えられた使命です。 

この絶対的な壁を突破する事こそが、 

競馬攻略の成功とイコールだと思ってください。 

では、どうやって突破するのか？ 

その方法は 2つあります。 
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予想と投資 

この 2 つの軸が控除率を突破させる 

 

安心してください。 

 

競馬攻略は可能です。 

競馬は技術介入によって控除率の不利を突破する事ができるギャンブルの一つです。 

私や私の会員を含め、実際に勝っている人間が大勢いる事が何よりの証拠です。  

 

「予想」と「投資」の 2つの軸によって、 

控除率を突破し競馬攻略を成功させる事ができます。 

 

 

  まずは「予想」を軸とした攻略   

 

これは競馬をする上で誰もが経験するものでしょう。 

 

どのレースの、どの馬番を、どの券種で買うか・・・、 

あなたは毎週悩んで決めていますね、それが予想です。 

もちろん殿堂馬も鈴木健一の予想によって成り立っています。 

 

この予想の精度を高める事で、控除率の突破を果たします。 

 

予想の難しさはあなたも良く知っていると思いますが、 

１つでも多くの的中を得て、１円でも多くの払戻金を得る、 

１つでも不的中を減らして、１円でも損失額を減らしていく、 

そんな泥臭い積み重ねが、少しずつ競馬攻略を成功させていきます。 
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  そして「投資」を軸とした攻略   

 

これを実践している競馬ファンは多くないでしょう。 

 

投資に予想の概念はありません。 

自分が投じた賭け金に対し、それ以上のリターンが見込める馬番を割り出し、 

その条件での馬券購入を長期的に繰り返す、それが投資です。 

 

つまり状況把握と計算によって、控除率の突破を果たします。 

 

オッズのゆがみや期待値など複雑な計算が必要になる方法で、 

一般の競馬ファンがこの方法を実施する術は限られていますが、 

環境さえ整っていれば、長期的に安定した競馬攻略を果たす事ができます。 

 

 

控除率の不利を突破し、競馬攻略を成功させる、 

そのためには、この 2つを軸としたアプローチ以外にはあり得ません。 

 

 

 

なぜ【競馬の殿堂】で競馬攻略できるのか？ 

 

予想と投資 

この 2つのアプローチから競馬攻略に挑む【競馬の殿堂】独自のサービスを展開しているからです。 

無料で渡す「殿堂馬」も予想アプローチから競馬攻略を実現させるサービスですね。 

 

競馬攻略の第一歩として、 

「複勝を極める」というメッセージを伝えましたが、 
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90%を超える的中率を持つ殿堂馬は、 

あなたが「複勝を極める」上で決定的な手助けになるでしょう。 

 

更に、 

 

競馬の殿堂が競馬攻略を実現させる場所として、 

どこよりも優れている理由はそれだけではなく、 

競馬の殿堂が目指す【競馬サークル】という考え方の中にあります。 

 

■一人で競馬が攻略し切れないのであれば、 

 百人、千人の力で競馬を攻略すれば良い。 

 

■仮にあなたが競馬攻略に遅れを取ったとしても、 

 競馬サークルの仲間があなたをバックアップする。 

 

 

それが競馬サークル【競馬の殿堂】です。 

競馬の殿堂には高いレベルで競馬攻略を成功させた仲間が大勢います。 

そんな殿堂会員があなたの【仲間】に加わる、それほど心強い存在はいないでしょう。 

 

 

なぜ【競馬の殿堂】で競馬攻略できるのか？ 

 

あなたを導く環境が揃っっている、 

だからこそ【競馬の殿堂】で競馬攻略が実現するのです。 
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   馬券を正しく買う    

 

競馬は最高の稼ぎ場 

 

 

あなたが競馬を始める上で、 

競馬に対する最低限の知識は身に着きましたね。 

 

実際に実践する中で覚えていくのが何よりの近道ですから、 

今は必要な分のみ覚え、少しずつ知識を蓄えていきましょう。 

 

 

では、実際に馬券を購入するにはどうすれば良いのか？ 

 

あなたが競馬を実践するために必要な 

「馬券を買う方法」を確認していきます。 

 

ここを覚えてしまえば、 

いよいよあなたの競馬がスタートします。 

 

既に競馬をスタートさせていたとしても、 

改めて確認した上で【競馬の殿堂】での再スタートを切りましょう。 

 

 

競馬は最高の稼ぎ場です。 
【競馬の殿堂】を通してあなたの夢を実現させましょう。 
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馬券を買う方法 

 

馬券を買う方法は大きく分けて 2つ。 

 

１．インターネットで馬券を買う方法 

２．競馬場やウインズで馬券を買う方法 

※ウインズとは場外馬券場（施設）の事です 

 

もしあなたがまだ馬券を買った事がないとすれば、 

インターネット、又は競馬場やウインズで馬券を買う事になるでしょう。 

 

どちらが良いのか？ 

あなたが買いやすい方法を選んで問題ありません。 

 

インターネットであれば、競馬開催時にいつでもどこでも馬券購入ができます。 

ただし、現金を手に持って購入するのではない分、金銭感覚がマヒしやすく、 

カッとなって冷静さを失った際に、多額投資してしまう危険性がある点に注意しましょう。 

 

競馬場やウインズであれば、実際にその場所に行かなければならない点で不便さがあります。 

ですが、競馬場であれば出走直前の馬の状態をパドックという形で見れたり、 

実際に出走馬が走っている姿を生で見る臨場感を味わう事ができるでしょう。 

 

私が推奨するのは競馬場ですね。 

色んな情報が入って来るのもそうですが、場の空気や臨場感は競馬場でしか味わう事ができません。 

仮に馬券を外してしまったとしても得られるものが多い点で満足感を感じる事ができるでしょう。 

 

一日で使う分の現金のみを手にして行けば、 

感情によって予定以上の損失を出してしまうリスクもなくなります。 

何より勝利した時の高揚感は、現地ならではのものがありますからね。 

 

では、具体的にどうやって馬券を購入するのか？ 
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インターネットで馬券を買う場合

インターネットで馬券を買う場合には、

事前に JRAが提供しているサービスに加入する必要があります。 

登録は簡単で即日加入できますが、 

JRA指定の銀行口座やクレジットカードを持っていない場合は、 

銀行口座の開設やクレジットカードの発行などが必要になります。 

JRAが提供しているサービスは、 

「即 PAT」「A-PAT」「JRA ダイレクト」の 3 つです。 

選択肢が 3つで迷うかも知れませんが、 

私は「即 PAT」の登録を推奨します。

なぜなら、銀行口座であればすぐに開設できる事、そして、 

クレジットカードではなく銀行に預けた現金をやり取りするため、

万が一負けが続いてしまったとしても、過剰な投資を避ける事ができるからです。 

即 PATに登録するには、 

■PayPay銀行 ■楽天銀行 ■住信SBIネット銀行 ■りそな銀行・埼玉りそな銀行

■三井住友銀行 ■三菱UFJ銀行 ■ゆうちょ銀行 ■auじぶん銀行

このいずれかの口座が必要となります。 

もし既に口座を持っていれば、今すぐにでも登録可能です。 

もしまだ口座を持っていなければ、口座開設を済ませてしまいましょう。 

即 PAT への申し込みはこちら（JRA のページに飛びます） 

http://www.jra.go.jp/dento/welcome/soku/so_kanyu.html 

※動画で分かりやすく案内されています。

http://www.jra.go.jp/dento/welcome/soku/so_kanyu.html
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インターネットで馬券購入を体験

PAT を使った馬券購入を体験する事ができます。 

これで競馬開催の当日に、購入方法が分からないという事態は避けられますね。 

あくまでも体験ですが実際の PAT 画面と同じですので、色々と操作して慣れておきましょう。 

PAT 体験サイトはこちら（JRA のページに飛びます） 

https://www.jra.go.jp/IPAT_TAIKEN/s-pat/pw_010_i.html

ここでは例として、複勝を購入する手順をお見せしますね。 

まず、体験サイトにアクセスし、 

次の画像の赤枠で囲った「レースに投票」というボタンを押してください。 

http://www.jra.go.jp/IPAT_TAIKEN/s-pat/pw_020_i.html
https://www.jra.go.jp/IPAT_TAIKEN/s-pat/pw_010_i.html
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次に各項目を選択、入力していきます。 

場名で「新潟(土)」を選択 

▼ 

レースで「11」を選択、

▼ 

式別で「複勝」を選択、 

▼ 

方式は「通常」のまま、 

▼ 

金額で「1」を入力し、 

▼ 

複勝の馬番「5」を選択しセットボタンを押し、 

▼ 

入力終了ボタンを押します。 
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次に暗証番号と合計金額を入力し、投票ボタンを押します。 
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次の画面が出て来れば、PAT投票は正しく完了です。 

体験サイトですので色んな券種や買い方で試してみてくださいね。 

そして競馬開催の当日のシミュレーションをしておきましょう。 

競馬場やウインズで馬券を買う場合 

競馬場やウインズで馬券を買う場合には、 

専用のマークカードを自動発売機に入れて購入する事ができます。 

競馬場やウインズには、 

馬券を買うための自動発売機が並んでいますので、 

実際に行ってみればすぐに分かるでしょう。 

右の写真が馬券の自動発売機です。 
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マークカードは、緑、青、赤、ライトの４種類があり、それぞれ特徴が違いますが、

分かりやすくシンプルにデザインされているライトカードを使うのが良いでしょう。 

このマークカードも PATと同様に、 

場名、レース番号、式別、馬番、金額などを塗りつぶして選択していきます。 

実際に競馬場やウインズに行った際に確認してみてください。 

もし不明な場合は JRAスタッフの方に聞くと丁寧に教えてくれますよ。 

競馬場は全国 10箇所 

札幌競馬場、函館競馬場、福島競馬場、新潟競馬場、東京競馬場 

中山競馬場、中京競馬場、京都競馬場、阪神競馬場、小倉競馬場 

それぞれの競馬場によってコースの形や芝の種類に特徴があります。 

北は北海道、南は九州まで、全国に点在していますので、気候や気温も全く異なる環境です。 

競争馬はそういったコースを走るのですから、 

必然的に特定の競馬場に強い馬や弱い馬などの傾向も現れて来ます。 

初心者の段階では考える必要はありませんが、 

競馬に慣れてくれば競馬開催場の特徴を踏まえた予想に大きな勝機が見えてくるでしょう。 
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ウインズは全国 42箇所 

■北海道・東北地区 

ウインズ札幌、ウインズ釧路、ウインズ津軽、ウインズ種市、ウインズ盛岡、 

ウインズ水沢、ウインズ横手、ウインズ三本木、ウインズ新白河 
 

■関東・甲信越地区 

ウインズ銀座、ウインズ後楽園、ウインズ錦糸町、ウインズ浅草、ウインズ汐留、 

ウインズ新宿、ウインズ渋谷、ウインズ立川、ウインズ川崎、ウインズ横浜、 

ウインズ新横浜、ライトウインズ阿見、ウインズ浦和、ウインズ石和、エクセル田無、 

エクセル伊勢佐木 
 

■中部・関西地区 

ウインズ名古屋、ウインズ京都、ウインズ難波、ウインズ道頓堀、ウインズ梅田、 

ウインズ神戸、ウインズ姫路、エクセル浜松 
 

■中国・四国・九州地区 

ウインズ米子、ウインズ広島、ウインズ小郡、ウインズ高松、ウインズ佐賀、 

ウインズ佐世保、ウインズ八代、ウインズ宮崎、エクセル博多 
 

 

あなたの住まいの近くに競馬場やウインズがあれば是非一度行ってみましょう、 

競馬ならではの臨場感を味わう事ができますよ。 
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払戻金を受け取る方法 

 

あなたの馬券が的中した場合、 

払戻金を受け取る必要がありますね。 

 

インターネット（PAT 購入）の場合 

登録した銀行に入金されますので、ネット銀行であれば土日でもすぐに反映されます。 

 

競馬場やウインズ（馬券購入）の場合 

馬券を購入した自動発売機、又は窓口で換金できます。 

100万円を超えるような高額払戻の場合は窓口でしか換金できません、 

又、馬券の換金期限は購入日から 60日以内ですので注意してくださいね。 

 

 

払戻金を受け取る瞬間、それは、 

多くの達成感と高揚感を感じる瞬間でもあります。 

 

この瞬間を味わうために競馬を続けている競馬ファンも少なくありません、 

あなたも是非、競馬攻略を成功させ、この瞬間を味わいましょう。 
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   鈴木健一が導く     

 

【競馬の殿堂】鈴木健一が導きます 

 

あなたは今、新たに競馬をスタートさせるための最低限の知識を得ました。 

競馬の基本的なルールを覚え、馬券の買い方を覚え、最初に買うべき券種が示されています。 

その知識を基に、これから実際に競馬をスタートさせていきますね。 

 

その時、忘れないでください、 

あなたの競馬は常に【競馬の殿堂】鈴木健一と共にある事を。 

そして、あなたの競馬の先には、 

あなたが望む「競馬攻略の成功」がある事を。 
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あなたの競馬攻略を実現させます 

 

あなたの望む競馬成果は何ですか？ 

 

 

例えば、競馬歴 12ヶ月の殿堂会員「南田（48歳女性）」さんは、 

競馬を初めた 2ヶ月目には月収支＋5万円を実現、 

3ヶ月目から現在の 12ヶ月目まで月収支でマイナスだった事はありません。 

つまり、わずか 2ヶ月間で競馬攻略を実現させました。 

 

 

 

例えば、競馬歴 28ヶ月の殿堂会員「福田圭司（61歳男性）」さんは、 

競馬を始めた 5ヶ月目に月収支でプラスを実現させ、 

24ヶ月目の現在では、毎月 160万円前後のプラスを維持し続けています。 

福田さんにとって競馬は稼ぎ場、もう二度と人生においてお金に困る事はないでしょう。 

 

 

 

例えば、競馬歴 30年の殿堂会員「ジン（55歳男性）」さんは、 

競馬の殿堂と出会う 3年前までの月収支はマイナス続きでした。 

競馬の殿堂と出会った後すぐに競馬攻略を実現させ、 

3年間で 1億円の貯金を作る事に成功し、今では利子生活という夢を実現しています。 

 

あなたは競馬で 

何を実現させたいですか？ 
 

 

あなたが望む「競馬攻略」は必ず成功に向かって進んでいくでしょう。 

過去の先輩会員がそうであったように。 

 

だからこそ、あなたが望む競馬成果をハッキリとイメージさせておきましょう。 

その「思い」を私が受け取ります。 
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競馬の情報会社は危険に溢れています 

 

あなたがイメージした競馬成果は、 

他社の競馬の情報会社サービスによって実現できるでしょうか？ 

 

答えは、ほとんどの場合において、NO です。 

 

悪質な情報会社が掲げる実績やサービス内容は、 

あなたの望む競馬成果を容易に実現させる内容になっているでしょう。 

ですが、その約束は果たされる約束でしょうか？ 

 

答えは、NO です。 

 

悪徳業者が掲げる「実績」や「サービス内容」に真実はありません。 

甘い誘惑で競馬ファンを誘い込み、料金を払わせて約束を果たさない、 

それが悪徳業者の情報手段だからです。 

 

今、競馬の情報会社は暗黒時代を迎えています。 

 

あの手この手で競馬ファンからお金を奪い取る手口が横行している中で、 

競馬初心者のあなたはターゲットにされてしまっている事を知ってください。 

 

そして騙されないでください。 

あなたの身はあなた自身でしか守る事はできません。 

 

競馬の情報会社は危険に溢れている事を肝に銘じ、 

常に安全な道を選択しながら、競馬攻略を進めていきましょう。 
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競馬の殿堂はあなたの利益を優先します 

 

あなたが【競馬の殿堂】で競馬をスタートさせる理由がここにあります。 

 

完全無料主義 
私はこの信念を曲げる事はありません、 

つまり、あなたにとって【競馬の殿堂】が安全な場所であるという意味です。 

 

 

なぜ、あなたから料金を貰わないのか？ 

【競馬の殿堂】はあなたの利益を優先しているからです。 

 

【競馬の殿堂】に有料サービスがない訳ではありません、 

いえ、むしろ【競馬の殿堂】には絶対の自信をもった有料サービスが多く存在します。 

 

ですが、、、 

 

【競馬の殿堂】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。 

 

この３つの約束を果たすまでは、有料サービスを案内する事はありません。 
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それが、あなたの利益を優先する「私の信念」であり、 

その形こそが競馬サービスとして理想の形だと信じているからです。 

 

本物の信頼関係は「結果」でしか得られません。 

だからこそ、まずは「結果」で信頼を構築しましょう。 

 

 

 

競馬の殿堂にしかできません 

 

【競馬の殿堂】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。 

 

こんな約束をしている競馬サービスが他社にあるでしょうか？ 

いいえ、ありません。 

 

【競馬の殿堂】でしか実現できないサービスを受け取ってください。 

絶対に後悔はさせません。 
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まずは殿堂馬を使って的中を経験してください 

あなたにプレゼントした 

的中率 90%の反則技「殿堂馬」は既に確認しましたか？ 

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。 

それが「殿堂馬」です。 

この殿堂馬の「結果」を通して、あなたとの信頼関係を築いていきます。 

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。 

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。 

殿堂馬の公開はこちら（このページを必ずブックマークしてください） 

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

https://www.enjoy-kb.net/member/
https://www.enjoy-kb.net/member/#ddbp
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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。 

 

あなたは今、新たな競馬攻略への道をスタートしました、 

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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