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ログインが完了すると、指定席ネッ
ト予約の「指定席ネット予約トップ
画面」が表示されます。この画面に
は、現在発売している席、お客様の
購入状況などが一覧で表示されます。
本紙で説明するP.11 先着発売(空席
発売)、P.15 抽選申込、P.16 抽選申
込内容の確認・変更、P.22 購入内容
の確認・変更、P.25 お客様情報の照
会・変更は、この「指定席ネット予
約トップ画面」からそれぞれ選択し
た後の操作です。ご覧になりたい
ページへお進みください。

エラー画面が表示されてログインできない場合には、
会員番号またはネットパスワードを再度お確かめく
ださい。
会員番号・ネットパスワードを忘れてしまった方は
JRA指定席ネット予約お問い合わせデスク
（TEL0570-00-5178）へお問い合わせください。

③

ログイン画面

指定席ネット予約にアクセスいただ
くと表示される、「ログイン画面」
です。

①会員番号
②ネットパスワードを入力し、
「③ログイン」ボタンをクリックし
てください。

ここでは、指定席ネット予約にログインする方法と、「指定席ネット予約トップ画面」を
説明します。

②

①

指定席ネット予約トップ画面

※JRAカード会員の方は、初めてログイ
ンしたとき、ネットパスワード変更画
面が表示されますので、ネットパス
ワードを変更してください。あわせて
各種個人情報等の登録が必要となりま
す。
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※図書館やインターネットカフェなど、公共の場での設定は
トラブルの原因となりますので、お控えいただくことをお
勧めいたします。

A

「A︓次回から会員番号の入力を省略」にチェックを
入れると、次回ログイン時から会員番号の入力を省略
できます。
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ここでは、指定席ネット予約で先着発売時の指定席を購入する方法を説明します。
(抽選発売における空席発売の場合、「先着」を「空席」と読み替えてくださ
い。)
※購入するためには、座席を選択し、仮押さえ残り時間内に購入完了までの操作
を行ってください。途中で中止した場合、または仮押さえ残り時間内に購入完
了まで操作しなかった場合は購入できません。

前ページから

次ページへ

①

A

A
①

指定席ネット予約トップ画面

座席選択画面

選択した開催日・競馬場の「座席選
択画面」が表示されます。

「①シートマップ」で、購入する座
席を表示します。シートマップには、
レースの進行方向とゴールも表示さ
れます。

シートマップをダブルクリックする
と、「エリア」、「座席」の順に拡
大されます。ドラッグするとエリア、
座席を移動できます。

座席選択画面

青色で表示されている座席が、現在
購入可能な席です。購入する枚分だ
け、座席をクリックしてください。
選択した座席が赤色に変わります。

座席位置を確定したら、「①選択し
た座席で仮押さえする」ボタンをク
リックしてください。
選択した座席が、「仮押さえ済み座
席」エリアに表示されます。
さらに、「仮押さえ残り時間」も表
示されます。

次ページへ
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A︓▲▼◀▶をクリッ
クすると、シート
マップが上下左右に
移動します。
「座席」「エリア」
「全体」をクリック
するとシートマップ
をズーム操作できま
す。

B︓で、座席をおまかせで選択できます。ご希望の席種、エリアの
「選択」ボタンをクリックすると、選択した座席が「選択中の座席」
エリアに表示されますので、「選択中の座席」の購入する枚数を選択
してください。
（なお、連続する座席が確保できない場合は、離れた座席で購入処理
を進めていいかメッセージが表示されます。離れた座席でもいい場合
は「OK」ボタンをクリックして購入処理を続けてください。座席を
選び直す場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。）

「①先着発売」と表示されたご希望
の開催日・競馬場をクリックしてく
ださい。
ここでは、京都競馬場特A指定席を
購入する操作を説明します。

B

B︓のガイドマップでシート
マップの表示個所を変更できま
す。ガイドマップで表示したい
エリア、座席をクリックまたは
位置マーカーをドラッグしてく
ださい。

B

①

仮押さえした座席は、仮押さえ残り時間内
に購入完了までの操作を行ってください。
途中で中止した場合や、仮押さえ残り時間
内に購入完了まで操作しなかった場合は購
入できません。

A︓には、マウスカー
ソルを合わせた座席
の座席情報が表示さ
れます。

席が確保できなかった場合は…

お客様が座席を選択している間に、他のお
客様が先にその座席を仮押さえした場合、
メッセージが表示されます。
その場合には、選択可能な他の座席を選択
し直してください。
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13

Ⅴ |  

14

前ページから

②

会員情報／決済情報入力画面

ご購入指定席と個人情報保護方針を
ご確認いただき、「①個人情報保護
方針に同意する」をクリックし、会
員情報を入力または確認してくださ
い。

会員情報にお間違いがなければ、
「②確認」ボタンをクリックしてく
ださい。
「会員情報／決済情報確認画面」が
表示されます。

一般会員の方は、「A︓決済情
報」エリアで決済するクレジッ
トカードを選択してください。
新しいクレジットカードで決済
する場合は、クレジットカード
情報を入力してください。

A

座席選択画面

①

「①次のステップに進む」ボタンを
クリックしてください。

「会員情報／決済情報入力画面」が
表示されます。

①

②

会員情報／決済情報確認画面

ご購入指定席などにお間違いがない
か確認してください。
さらに、表示されている注意事項を
ご確認いただき、「①同意する」を
クリックし、「②確定する」ボタン
をクリックしてください。

「指定席ご購入完了画面」が表示さ
れます。

以上の操作で、先着発売時の指定席の購入が完了いたしました。ご購入内
容の確認・変更操作につきましては、P.22をご確認ください。

指定席ご購入完了画面

①

前ページから

次ページへ

JRAカード会員のクレジットカードが利用できな
い場合、上記のメッセージが表示され、「会員情
報／決済情報入力画面」に戻ります。
決済情報で他のクレジットカード情報を入力して
ください。
入力情報にお間違いがなければ、「確認」ボタン
をクリックしてください。

指定席情報、代金情報などが表示さ
れます。また、「引換場所」エリア
で指定席券の引換場所を確認できま
す。

【注意】購入内容をご確認の上、
『ログアウト』ボタンをクリックし
て終了して下さい。『ログアウト』
ボタンより終了しないと、お手続き
が正常に完了しない場合があります。
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①「申込内容の変更へ」

Step 2

「【抽選申込】席種・枚数の選
択画面」で変更後の席種と枚数
を選択して、「申込内容を確
認」ボタンをクリックします。
例︓4枚→3枚の場合は、

「3枚」を選択します。

Step 3

「【抽選申込】抽選
申込の確認画面」で
変更内容を確認しま
す。

Step 4

お間違いがなければ「申込を確定」ボタンをクリックします。
抽選申込内容の変更が完了します。

Step 5

抽選発売の購入

「状態」欄が、「申込済」の開催日・競馬場をクリックしてください。

抽選申込内容の確認・変更操作を行う
※申込内容の変更と取消は次の期限までに行ってください。
●先行抽選︓ご利用日2回前の火曜日（通常、ご利用日の11～12日前） 11:30まで
●一般抽選︓ご利用日直前の月曜日（通常、ご利用日の5～6日前）11:30まで

※先行抽選申込は、JRAカード会員限定となります。
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●抽選申込内容の確認・変更

②「申込のキャンセル」

Step 2

「【抽選申込】抽選申込の
取消画面」で取り消す内容
を確認します。

Step 3

抽選申込内容の確認は、こちらの画面で行ってください。操作画面へ移動す
るボタンが表示されます。表示されるボタンから行う操作を選択してくださ
い。
①「申込内容の変更へ」②「申込のキャンセル」

Step 1
指定席ネット予約トップ画面

Step 2
抽選申込内容詳細画面

Ⅴ |  
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「取消を確定」ボタンをク
リックすると、抽選申込の
取消が完了します。

Step 4

●抽選申込

② ③

①

①

①

①

指定席ネット予約トップ画面

【抽選申込】席種・枚数の選択画面

「指定席ネット予約トップ画面」か
ら「①抽選申込」と表示されたご希
望の開催日・競馬場をクリックして
ください。
ここでは、阪神競馬場A指定席の抽
選に申し込む操作を説明します。
「【抽選申込】席種・枚数の選択画
面」が表示されます。

「①席種」、「②枚数」に表示され
ている「▼(下矢印)」をクリックす
ると、お選びいただける席種と人数
が表示されます。抽選に申し込む席
種と枚数を選択してください。
席種と枚数を選択したら「③申込内
容を確認」ボタンをクリックしてく
ださい。
「【抽選申込】抽選申込の確認画
面」が表示されます。

申込内容が表示されます。内容にお
間違いがなければ、「①申込を確
定」ボタンをクリックしてください。
「【抽選申込】抽選申込の完了画
面」が表示されます。

【抽選申込】抽選申込の確認画面

以上の操作で、抽選申込が完了いたしました。抽選申込内容の確認・変更
操作につきましては、次ページをご確認ください。

ここでは、指定席ネット予約で抽選申込する方法を説明します。

指定席ネット予約で、抽選発売時の指定席を購入する方法を説明します。

【抽選申込】抽選申込の完了画面

抽選結果の確認は、「【抽選申込】
抽選申込の完了画面」の①の部分に
表示されている確認期間中に必ず
行ってください。抽選確認及び当選
後の購入手続きの無い場合、当選は
無効となりますのでご注意ください。
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座席選択画面

抽選発売の購入
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前ページから

A

A︓▲▼◀▶をク
リックすると、シー
トマップが上下左右
に移動します。
「座席」「エリア」
「全体」をクリック
するとシートマップ
をズーム操作できま
す。

B

①

B︓のガイドマップでシート
マップの表示個所を変更できま
す。ガイドマップで表示したい
エリア、座席をクリックまたは
位置マーカーをドラッグしてく
ださい。

選択した開催日・競馬場の「座席選
択画面」が表示されます。

「①シートマップ」で、購入する座
席を表示します。シートマップには、
レースの進行方向とゴールも表示さ
れます。

シートマップをダブルクリックする
と、エリア、座席の順に拡大されま
す。ドラッグするとエリア、座席を
移動できます。

この時点では、購入操作は完了しておりません。

①

ここでは、指定席ネット予約で抽選結果を確認して、指定席を購入する方法を説
明します。当選後、購入操作を行わなかった場合、当選したお席を購入する事は
できませんのでご注意ください。
※購入するためには、座席を選択し、仮押さえ残り時間内に購入完了までの操作
を行ってください。途中で中止した場合、仮押さえ残り時間内に購入完了まで
操作しなかった場合は購入できません。

●抽選結果の確認・購入

次ページへ

「状態」に抽選結果が表示されます。
「状態」に「①当選(未購入)」と表示
された開催日・競馬場をクリックし
てください。
「座席選択画面」が表示されます。

指定席ネット予約トップ画面

抽選申込が特に集中することが
予想される一部の開催日につき
ましては、JRAが座席を指定さ
せていただきます。その場合、
当選した開催日・競馬場をク
リックすると、購入手続きにお
進みいただけます。
実施日につきましては JRAホー
ムページにてご確認ください。

この時点では、購入操作は完了しておりません。
座席選択画面

①

青色で表示されている座席が、現在
購入可能な席です。
当選した枚数分だけ、座席をクリッ
クしてください。選択された座席は
赤色に変わります。

座席位置を確定したら「①選択した
座席で仮押さえする」ボタンをクリ
ックしてください。
選択した座席が、「仮押さえ済み座
席」エリアに表示されます。
また、「仮押さえ残り時間」も表示
されます。

B

A

A︓には、マウスカーソ
ルを合わせた座席の座
席情報が表示されます。

席が確保できなかった場合は…

お客様が座席を選択している間に、他のお
客様が先にその座席を仮押さえした場合、
メッセージが表示されます。
その場合には、選択可能な他の座席を選択
し直してください。

次ページへ

B︓で、座席をおまかせで選択できます。ご希望のエリアの「選択」
ボタンをクリックすると、当選した枚数分だけ選択した座席が「選択
中の座席」エリアに表示されます。
（なお、連続する座席が確保できない場合は、離れた座席で購入処理
を進めていいかメッセージが表示されます。離れた座席でもいい場合
は「OK」ボタンをクリックして購入処理を続けてください。座席を
選び直す場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。）

仮押さえした座席は、仮押さえ残り時間内
に購入完了までの操作を行ってください。
途中で中止した場合や、仮押さえ残り時間
内に購入完了まで操作しなかった場合は購
入できません。
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抽選発売の購入
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前ページから

この時点では、購入操作は完了しておりません。

座席選択画面

①

「①次のステップに進む」ボタンを
クリックしてください。

「会員情報／決済情報入力画面」が
表示されます。

②

会員情報／決済情報入力画面

ご購入指定席と個人情報保護方針をご
確認いただき、「①個人情報保護方針
に同意する」をクリックし、会員情報
を入力または確認してください。
会員情報にお間違いがなければ、「②
確認」ボタンをクリックしてください。
「会員情報／決済情報確認画面」が表
示されます。

一般会員の方は、「A︓決済方
法」エリアで決済するクレジッ
トカードを選択してください。
新しいクレジットカードで決済
する場合は、クレジットカード
情報を入力してください。

次ページへ

この時点では、購入操作は完了しておりません。

①

前ページから

A

①

②

会員情報／決済情報確認画面

ご購入指定席などにお間違いがない
か確認してください。
さらに、表示されている注意事項を
ご確認いただき、「①同意する」を
クリックし、「②確定する」ボタン
をクリックしてください。

「指定席ご購入完了画面」が表示さ
れます。

この時点では、購入操作は完了しておりません。

JRAカード会員のクレジットカードが利用できない
場合、上記のメッセージが表示され、「会員情報／
決済情報入力画面」に戻ります。
決済情報でJRAカード以外のクレジットカード情報
を入力してください。
入力情報にお間違いがなければ、「確認」ボタンを
クリックしてください。

次ページへ



かんたん！指定席ネット予約利用ガイド

購入内容の確認・変更

「会員情報／決済情報入力画面」でキャンセル内容と個人情報
保護方針をご確認いただき、「個人情報保護方針に同意する」
をクリックします。会員情報などを入力または確認し、お間違
いがなければ、「確認」ボタンをクリックします。

Step 3

「会員情報／決済情報確認画面」が表示されます。
内容と注意事項の確認を終了したら、「同意する」をクリック
して、「確定する」ボタンをクリックします。購入のキャンセ
ルが完了します。

Step 4

購入内容の確認は、こちらの画面で行ってください。操作画面へ移動するボ
タンが表示されます。表示されるボタンから行う操作を選択してください。
①「席位置を確認」 ②「購入のキャンセルへ」
③「席位置を変更する」 ④「1名」～「4名」（人数の変更）

「状態」欄が、「購入済」の競馬場・開催日をクリックしてください。
「人数の変更」については、④「1名」～「4名」（人数の変更）をご確認く
ださい。

購入内容の確認・変更操作を行う
（先着発売・抽選発売の購入後に行う操作です）

Step 2

※キャンセル料が発生する場合が
あります。(P.3～6スケジュール図参照)
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Step 1
指定席ネット予約トップ画面

Step 2
指定席購入履歴画面

②「購入のキャンセルへ」
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「席選択画面」が表示されます。紫色で表示されている部分が
購入した座席の位置です。確認を終了したら、「購入詳細画面
に戻る」ボタンをクリックして、「指定席購入履歴画面」へお
戻りください。

Step 3

Step 2

①「席位置を確認」

※人数の変更は、変更後の人数のボタンを押します。
例︓4名様→3名様の場合は、「3名」を押します。

以上の操作で、抽選発売時の指定席の購入が完了いたしました。ご購入内
容の確認・変更操作につきましては、次ページをご確認ください。

指定席ご購入完了画面

前ページから

抽選発売の購入

※「席位置を確認」の画面では予約内容の
変更はできません。

指定席情報、代金情報などが表示さ
れます。また、「引換場所」エリア
で指定席券の引換場所を確認できま
す。

【注意】購入内容をご確認の上、
『ログアウト』ボタンをクリックし
て終了して下さい。『ログアウト』
ボタンより終了しないと、お手続き
が正常に完了しない場合があります。
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「会員情報／決済情報確認画
面」で情報を確認し、お間違い
がなければ、「同意する」をク
リックして、「確定する」ボタ
ンをクリックします。座席数の
変更が完了します。

Step 6
「会員情報／決済情報入力画
面」で変更内容と個人情報保護
方針をご確認いただき、「個人
情報保護方針に同意する」をク
リックします。
会員情報などを入力または確認し、
お間違いがなければ、「確認」
ボタンをクリックします。

Step 5

Step 2

※人数を減らす変更では、キャンセル料が発生する場合があります。(P.3～
6スケジュール図参照)

※抽選発売の場合、増席は空席発売時より可能になります。

「選択した座席の組合せで変更手続きを開始する」ボタンを
クリックします。「変更手続き中の座席」の内容を確認し、
お間違いがなければ、「次のステップに進む」ボタンをク
リックします。

Step 4

ボタンの人数に減らす場合は、「座席選択画面」の「購入
済み座席」エリアで、削除する座席の「削除」ボタンをク
リックします。
ボタンの人数に増やす場合は、「座席選択画面」で選択可
能な座席をクリックします。

Step 3

④「1名」～「4名」（人数の変更）
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選択可能な座席から、
新しい座席をクリッ
クします。

Step 4

「座席選択画面」の「購
入済み座席」エリアで、
席位置を変更する座席の
「削除」ボタンをクリッ
クします。

Step 3

Step 2

③「席位置を変更する」

「選択した座席の組合せで変更手続きを開始する」ボタンをク
リックし、座席を確定したら、「次のステップに進む」ボタン
をクリックします。

Step 5

「会員情報／決済情報確認画
面」で情報を確認し、お間違
いがなければ、「同意する」
をクリックして、「確定す
る」ボタンをクリックします。
席位置の変更が完了します。

Step 7

「会員情報／決済情報入力画面」
で変更内容と個人情報保護方針を
ご確認いただき、「個人情報保護
方針に同意する」をクリックしま
す。
会員情報などを入力または確認し、
お間違いがなければ、「確認」ボ
タンをクリックします。

Step 6

※席位置の変更は同じ階の同じ席種に限られます。
（例）東京競馬場の５階Ａ指定席から６階Ａ指定席への変更はできません。
※抽選発売の場合、席位置変更は空席発売時より可能となります。
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お客様情報の照会・変更

来場履歴画面

「指定席ネット予約トップ画面」で
「マイページ」をクリックし、「マ
イページ画面」を表示します。

「マイページ画面」の「来場履歴」
エリアに来場履歴が表示されていま
す。
来場履歴の一覧を確認する場合は、
「①一覧を見る」をクリックしてく
ださい。
「来場履歴画面」が表示されます。①

①

ここでは、来場履歴照会の方法を説明します。

マイページ画面

●来場履歴照会

「①年度選択」で表示する年度を選
択し、「②表示する」ボタンをク
リックすると、選択した年度に来場
された開催日、競馬場が表示されま
す。

②

ネットパスワードの変更は、ログイン後に行うことができます。
※ネットパスワードは半角英数字6～16桁で英数字混合のものを設定して下さい。

指定席ネット予約で、お客様情報を照会・変更する方法を説明します。

●ネットパスワードの変更

「マイページ」をクリック
します。

Step 1
指定席ネット予約
トップ画面

「お客様情報」エリアの、「登録情
報の編集」をクリックします。

Step 2
マイページ画面

「ネットパスワード変更が完了しました」と表示されたら、変更操作は完了で
す。ネットパスワードの変更によりログアウトしていますので、新しいネット
パスワードで再びログインして下さい。

Step 5
ネットパスワード変更完了画面

現在のネットパスワードと、新しいネッ
トパスワード、確認用の新しいネットパ
スワードを入力して、「パスワードを変
更する」ボタンをクリックします。

Step 4
ネットパスワード変更画面

「パスワード変更」ボ
タンをクリックします。

Step 3
登録情報画面

ここでは、住所や電話番号などの登録情報を変更する方法を説明します。
●登録情報の変更

画面の右上にある「登録情
報の編集」をクリックしま
す。

Step 1
指定席ネット予約
トップ画面

最下部にある「登録情報の修正を
する」ボタンをクリックします。
一般会員の方は、「クレジットカード
情報変更」ボタンをクリックすると、
クレジットカードの登録情報を変更で
きます。

Step 2
登録情報画面

「会員情報編集が完了しました。」と表示されたら、
変更操作は完了です。

Step 5
登録情報編集完了画面

会員情報を確認して、お間
違いがなければ、「上記の
内容で確定・修正する」ボ
タンをクリックします。

Step 4
登録編集確認画面

会員約定をご確認の上、「会員約
定に同意する」をチェックして、
会員情報を変更します。変更が完
了したら、「修正内容の確認に進
む」ボタンをクリックします。

Step 3
登録情報編集画面
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