
電話・インターネット投票　操作マニュアル

スマートフォンで購入

- 操作マニュアル -



STEP 1

電話・インターネット投票　操作マニュアル

STEP 2

スマートフォンから投票サイト
（https://www.ipat.jra.go.jp/sp/）にアクセス。

「次回から暗証番号のみを入力」をチェックすること
で２回目以降は「暗証番号」のみの入力でログインが
可能です。

ログイン画面で「加入者番号」、「暗証番号」、「P-ARS番号」を
入力して「ログイン」をタップ。

操作方法 　ログイン方法
スマートフォンで購入

ログイン情報を入力

投票サイトにアクセス
▼

加入者番号、暗証番号、
Ｐ－ＡＲＳ番号が
ご不明な場合は・・・

PATサービスセンターまでお問い合わせください。
なお、P-ARS番 号については、電話・インターネット投票
会員専用We bサービス「Club JRA-Net」にログイン

りよ」会照報情者入加「の」ーュニメ会照報情種「各
、し

確認
することができます。

https://m.clubjranet.jra.go.jp/clubjranet_mo/sp/
https://www.jra.go.jp/faq/pop04/8_5.html
https://www.ipat.jra.go.jp/sp/


電話・インターネット投票　操作マニュアル

操作方法 　トップメニュー
スマートフォンで購入

各種アイコンの説明

（7）【暗証番号変更・解約】 暗証番号の変更　※１節に３回まで変更できます。
解約予約

（6）【情報メニュー】 オッズ、レース結果、払戻金等の確認

（5）【照会メニュー】 投票内容の照会

（4）【ＷＩＮ５投票】 ＷＩＮ５の投票　※ＷＩＮ５発売日に表示されます。

（2）【通常投票】 単勝・複勝・枠連・馬連・馬単・ワイド・
３連複・３連単の投票　

（１）【入出金メニュー】 購入資金の入出金　

（8）【地方競馬投票】 地方競馬の投票　
（※地方競馬発売時間のみ表示されタップするとパソコン版サイトのウィンドウが開きます。）

（※即ＰＡＴ会員のみ表示）　

ログイン後に表示されるトップメニューのアイコンを選択して
「 。すまい行を等」会照「、」票投

（3）【オッズ投票】 オッズを見ながら投票する方法　



STEP1

電話・インターネット投票　操作マニュアル

STEP2

トップメニューで「入出金メニュー」のアイコンを選択し、
「入金指示」を選択します。

「入金金額」を入力し、「確認」を選択します。

操作方法 　入金の流れ（即ＰＡＴ会員）
スマートフォンで購入

入金金額の確認

「入出金メニュー」の選択



STEP3

電話・インターネット投票　操作マニュアル

STEP4

。すまし了完が」金入「、とるす択選を」行実「、し力入を」号番証暗「のＴＡＰ即

「入出金メニュー」を選択し、画面下の「終了」から「トップメニュー」にお戻りください。

操作方法 　入金の流れ（即ＰＡＴ会員）
スマートフォンで購入

入力の終了

「入金」の完了

左下の「入出金」メニューを選択



スマートフォンで購入

操作方法 　入出金メニュー （即PAT会員）

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 加入者情報を入力⇒「ログイン」をタップ

※「次回から暗証番号のみを入力」にチェックを入れることで、
　次回以降は自動的に加入者番号、Ｐ－ＡＲＳ番号が表示されます。
　（３６５日間）

※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。

1 ＪＲＡホームページからインターネット投票へ

ＪＲＡホームページ（https://sp.jra.jp）から

をタップします。

ログイン

入出金履歴出 金ログイン 入 金

JRAネット投票スマートフォン版
（https://www.ipat.jra.go.jp/sp/）



スマートフォンで購入

操作方法 　入出金メニュー （即PAT会員）

電話・インターネット投票　操作マニュアル

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

3 ログイン後の投票メニューから「入出金メニュー」を選択

【平日】(地方競馬の発売をしない祝日・年末年始・一部メンテナンス日を除く)

（発走予定時が17時以降の地方競馬のGI競走及び、JpnGI競走発売日は、発売最終レースの発走時刻の4分前まで問い合わせを受け付けます。）

（発走予定時が17時以降の地方競馬のGI競走及び、JpnGI競走発売日は、発売最終レースの発走時刻の4分前まで問い合わせを受け付けます。）

10時00分から17時00分まで

7時00分から17時00分まで
7時00分から17時30分まで

※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）。



スマートフォンで購入

操作方法 　入出金メニュー （即PAT会員）

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」

※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



スマートフォンで購入

操作方法 　入出金メニュー （即PAT会員）

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 「入出金メニュー」を選択⇒入出金メニューを「終了」
⇒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



スマートフォンで購入

操作方法 　入出金メニュー （即PAT会員）

電話・インターネット投票　操作マニュアル

入出金履歴出 金ログイン 入 金

出金

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。



スマートフォンで購入

操作方法 　入出金メニュー （即PAT会員）

電話・インターネット投票　操作マニュアル

3 「メインメニュー」を選択⇒入出金メニューを「終了」
⇒投票メニューへ戻ってください

3

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



スマートフォンで購入

操作方法 　入出金メニュー （即PAT会員）

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



電話・インターネット投票　操作マニュアル

操作方法 　投票の流れ（通常投票の場合） 
スマートフォンで購入

STEP1

STEP2

例 ： ３連単フォーメーションの場合 

馬番を選択します。

「馬番」の選択

トップメニューで「通常投票」のアイコンを選択し、
競馬場名、レース番号、式別、方式を選択します。 

「通常投票」の選択

「Ａｎｄｒｏｉｄ搭載」のスマートフォンの場合、「方式」選択後、「馬番号（または枠番号）」選択画面の
遷移までに５～６秒程度要する場合があります。 

3着の馬番を選択2着の馬番を選択１着の馬番を選択



電話・インターネット投票　操作マニュアル

操作方法 　投票の流れ（通常投票の場合） 
スマートフォンで購入

STEP3

STEP4
。すまし立成が票投、とるす択選を」票投「、後力入を額金計合

投票内容の確定

金額を入力し、投票内容を確認します。

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

操作方法 　投票の流れ（オッズ投票の場合） 
スマートフォンで購入

STEP1
。すまし択選を」別種ズッオ「、」号番スーレ「、」名場馬競「、し択選をンコイアの」票投ズッオ「でーュニメプット

「オッズ投票」の選択

STEP2-1
」へ面画力入額金「、し択選を番）組（馬るす票投、でのすまれさ示表がズッオのれぞれそ、とるす択選を」別式「

を選択します。

「式別から選択」の投票



電話・インターネット投票　操作マニュアル

操作方法 　投票の流れ（オッズ投票の場合） 
スマートフォンで購入

STEP2-2
「式別」を選択すると、それぞれのオッズが人気順に表示されますので、投票する組番を選択し、「金額入力画
面へ」を選択します。

「人気順上位から選択」から投票

STEP2-3
馬番を３～７頭選択し、「式別選択画面へ」を選択すると、「式別」を選択する画面が表示されます。「式別」を選
択すると、それぞれのオッズが表示されますので、投票する馬（組）番を選択し、「金額入力画面へ」を選択しま
す。

「馬から選択」から投票



電話・インターネット投票　操作マニュアル

操作方法 　投票の流れ（オッズ投票の場合） 
スマートフォンで購入

STEP3-1
１件ごとに投票する金額を入力し、「入力終了」を選択します。

金額の入力（１件ごと）

STEP3-2
各ベットの投票金額を一括で入力し、セットを選択します。入力が終われば「入力終了」を選択します。

金額の入力（一括）



電話・インターネット投票　操作マニュアル

操作方法 　投票の流れ（オッズ投票の場合） 
スマートフォンで購入

STEP3-3
予算金額を入力しセットを選択すると、どれが的中しても払戻金が概ね均一となるように金額を自動配分しま
す。入力が終われば「入力終了」を選択します。

金額の入力（予算）

合計金額を入力後、「投票」を選択すると、投票が成立します。

STEP4 投票内容の確定



電話・インターネット投票　操作マニュアル

操作方法 　投票の流れ
スマートフォンで購入

（WIN5 完全セレクトの場合） 

STEP1

STEP2
WIN5メニュー画面で「完全セレクト」を選択し、対象レースで馬番を選択し、１組あたりの金額を入力します。

金額の入力

STEP3
入力内容を確認し、合計金額の入力後「投票」を選択すると投票が成立します。

投票内容の確定

トップメニューで「WIN5投票」のアイコンを選択します。

「WIN5投票」の選択

デザイン、文字等の表示内容は実際と異なる場合があります。
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