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1．ログイン

2．開催TOP
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SPAT4インターネット投票に関してのお問い合わせ先

【SPAT4センター】 ０３－５７６２－６０００

発売開始 ～ 最終競走発売締切２０分後

画面上のアイコン説明

※地方競馬情報サイト KEIBA.GO.JPのFAQページへ遷移します。
☆その他 Q1 馬券の種類を教えて! をご参照ください。

・チェックボタン
チェックをすると選択した状態で次の操作
に進むことができます。

・ソフトウェアキーボード
このアイコンを選択すると半角数字の入力
ができます。

・ページ更新ボタン
このアイコンを選択すると最新の状態に
ページが更新されます。

・馬（枠）番号選択ボタン
馬（枠）番号選択ボタンが
『○』の場合は1つだけ選択、
『□』の場合は複数選択でき
ることを表しています。

・別ウインドウアイコン
別のウインドウで指定した画面が表示され
ます。

・リンクアイコン
外部サイトにページ遷移します。

・ページ遷移ボタン
このアイコン（ ）を選択する
と次のページに遷移します。

ガラケー型スマートフォン特有の操作について

・メニューボタン／入金ボタン
このアイコンを選択すると購入限度
額の確認や入金指示、詳細出走表
（外部サイト）を閲覧できます。

NEW 資金配分機能について

https://www.keiba.go.jp/qa.html


１．ログイン

１－１．ログイン画面

SPAT4のログイン画面です。
各種手続きや加入者情報等の照会ページへも移動できます。
①加入者番号と利用者IDの入力欄です。入力後「ログイン」
を選択してください。「開催TOP」へ移動して投票等ができます。
②SPAT4の新規会員登録のページに移動します。詳しくは
「８．新規入会」をご覧ください。
③ネットバンク口座振替契約を解除された方やネットバンクの
名義変更をされた方の手続きページに移動します。詳しくは
「９．口座振替再契約／名義変更」をご覧ください。
④加入者番号と暗証番号等を忘れた場合の照会や変更した
利用者IDをリセットするページに移動します。詳しくは「１－３．
加入者情報照会」をご覧ください。

１－２．ログイン方法

加入者番号・利用者IDを半角で入力します。
※入力欄の横にある電卓マーク（ソフトウェアキーボード）か
ら半角数字は入力できます。
※かんたんログインについて
次回以降、加入者番号・利用者ＩＤの入力を省略してログイ
ンする場合は「次回からかんたんログインする」にチェックを入れ
てからログインしてください。
※かんたんログインが有効になると加入者番号と利用者ＩＤ
の入力欄がグレーになります。また、かんたんログイン欄にチェッ
クがはいります。かんたんログインが有効になっている場合は数
字等の入力はできません。
※かんたんログインを解除する場合はかんたんログイン欄の
チェックを外してください。



１－３．加入者情報照会

「加入者・暗証番号等お忘れの方はこちら」を選択すると加入
者番号と暗証番号等の照会や変更した利用者IDをリセット
するページに移動します。
※変更した利用者IDをリセットするとかんたんログイン設定は
解除されます。

加入者番号・利用者IDの照会、変更した利用者IDのリセッ
トは「ログイン情報を忘れた場合」を選択します。
暗証番号を照会する場合は「暗証番号を忘れた場合」を選択
します。
※必要事項を入力する画面での口座番号が7桁に満たない
場合は先頭に「0」を入力してください。

－目次に戻る－



２．開催TOP

２－１．開催TOP

SPAT4の開催TOPです。
①「投票」は各競馬場のアイコンを選択します。前日発売があ
る場合は日付を選択し、当日発売と切り替えができます。また、
レース選択後は出走表も参照できます。
②「SPAT4LOTO」を投票できます。
③投票内容等を「照会」できます。
④購入資金を銀行口座からSPAT4へ「入金」できます。
※ネットバンク投票サービス会員様限定
⑤購入資金をSPAT4から銀行口座へ「精算」できます。
※ネットバンク投票サービス会員様限定
⑥「変更情報」を一覧で表示します。
⑦SPAT4からの「お知らせ」を確認できます。また、「お知ら
せ」は画面下にも表示しています。
⑧「会員情報」は会員情報の確認や変更ができます。
⑨「メール設定」ができます。
⑩「ライブ映像」を視聴できます。
⑪「情報更新」を選択すると発売状況等が更新されます。
⑫「口座振替」を選択すると購入限度額を払戻口座へ振り替
えることができます。
※二口座制会員様限定

二口座制会員様

ネットバンク投票サービス会員様



２－２．出走表／詳細出走表

出走表について レース選択後の画面で「出走表」を選択すると、レースの情報
や出走する競走馬に関する情報が確認できます。
また、オッズの参照もできます。

詳細出走表について

詳細出走表は外部サイトへ移動します。
・南関東４競馬場（浦和・船橋・大井・川崎）は
「nankankeiba.com」（南関東4競馬場公式ウェブサイ
ト）
・その他の競馬場は「keiba.go.jp」（地方競馬情報サイト）
へ移動します。

画面下部にある「詳細出走表（外部サイト）」を選択すると
指定したレースに関する詳細な情報が確認できます。

－目次に戻る－



３．入金・精算・口座振替

３－１．入金指示（ネットバンク投票サービス会員様のみ）

ログイン時に購入限度額が０円の場合は画面左上にメッ
セージが表示されます。

「入金」を選択します。
※「入金」は銀行口座からSPAT4へ購入資金を移動する
操作です。
※注目レース当日などは入金に時間がかかる場合がありま
す。お早目の入金指示をお願いします。

入金結果メール通知は登録メールアドレスに入金の結果が
メール配信されるサービスです。

入金指示金額の入力と入金結果メール通知の必要・不
要を選び 「入金指示確認へ」を選択します。

「次回から暗証番号を省略」にチェックを入れると次回から暗
証番号の入力を省略できます（当日のログイン中のみ有効
です）。
※すでに他のメニューで「次回から暗証番号を省略」にチェッ
クを入れている場合は暗証番号の入力欄がグレーになります。

入力内容を確認して暗証番号を入力し「入金指示する」を
選択します。



入金指示が受け付けられたことを確認して「TOP」を選択
します。

入金指示の結果は「５－４．入金精算履歴照会」よりご
確認ください。

購入限度額の確認方法は「５．各種情報照会」をご覧く
ださい。

３－２．精算指示（ネットバンク投票サービス会員様のみ）

「精算」を選択します。
※「精算」は購入資金を全額、銀行口座へ戻す操作です。
※金額を指定することはできません。

精算結果メール通知は登録メールアドレスに精算の結果が
メール配信されるサービスです。

精算結果メール通知の必要・不要を選び「精算指示確
認へ」を選択します。



「次回から暗証番号を省略」にチェックを入れると次回から暗
証番号の入力を省略できます（当日のログイン中のみ有効
です）。
※すでに他のメニューで「次回から暗証番号を省略」にチェッ
クを入れている場合は暗証番号の入力欄がグレーになりま
す。

暗証番号を入力して「精算指示する」を選択します。

精算指示が受け付けられたことを確認して「TOP」を選択
します。

精算指示の結果は「５－４．入金精算履歴照会」よりご
確認ください。
また、銀行の口座状態をご確認ください。

購入限度額の確認方法は「５．各種情報照会」をご覧く
ださい。

３－３．口座振替（二口座制会員様のみ）

「口座振替」を選択します。
※「口座振替」は投票口座の残高を払戻口座に振り替え
る操作です。



「次回から暗証番号を省略」にチェックを入れると次回から
暗証番号の入力を省略できます。（当日のログイン中のみ
有効です。）
※すでに他のメニューで「次回から暗証番号を省略」にチェッ
クを入れている場合は暗証番号の入力欄がグレーになりま
す。

暗証番号を入力して「口座振替依頼する」を選択します。

振替依頼金額を０（円）と指定すると今までの振替を
取り消すことができます。

振替依頼金額を入力して「口座振替依頼確認へ」を選択
します。
振替可能金額を上限として払戻口座に振り替えたい金額
を１円単位で入力します。
※振替依頼金額は最後に依頼した金額が反映されます。
※振替依頼金額は振替操作当日を含む銀行の２営業
日目に払戻口座へ振り替えられます。
（みずほ銀行の場合は、振替操作当日を含む銀行の１
営業日の翌日に振り替えられます。）

口座振替依頼が受け付けられたことを確認して「TOP」を
選択します。

購入限度額の確認方法は「５．各種情報照会」をご覧
ください。

－目次に戻る－



４．投票方法

４－１．通常賭式の投票方法

開催日付を確認します。
※前日発売に投票する場合は（前日発売）の日付を選
択します。

投票する開催場を選択します。

投票するレースを選択します。
画面の右側には発売締切時刻が表示されています。
投票の際は締切時刻にご注意ください。
締切時刻を過ぎるとレース状況によって「締切」や「確定」が
表示されます。
※注目レース当日などは投票に時間がかかる場合がありま
す。お早目の投票をお願いします。
※ネットバンク投票サービス会員様は画面右上の「入金」ボ
タンより追加入金ができます。

式別を選択します。

複数の式別を一度にまとめて投票することもできます。
「まとめて投票」はこちらをご覧ください。

STEP.1

STEP.2

STEP.3

STEP.4



単勝・複勝投票例
※投票方式は「通常」・「人気順」・「高配当順」があります。

単勝・複勝以外の投票例
※投票方式は「通常」・「オッズ」・「流し」・「BOX」・「フォー
メーション」・「人気順」・「高配当順」等があります。

「金額入力へ」を選択します。
また、以下のように投票を追加することもできます。
□同じレース・式別・方式で買い目を追加
□同じレースで買い目を追加
□他のレースで買い目を追加
□他の開催場で買い目を追加

馬（枠）番号を選択します。
また、画面下側に表示されている「買い目を追加」を選択す
ると各項目の選択画面から買い目を追加することができま
す。

STEP.5ｰA

STEP.5ｰB

STEP.6

STEP.7



全ての買い目の投票金額を入力して「投票内容確認へ」を
選択します。
 「一括セット」はこちら     「資金配分」はこちら
※「資金配分」を行う場合は「展開する」を選択してください。
※ネットバンク投票サービス会員様は画面右上の
「入金」ボタンより追加入金ができます。
 
買い目は選択削除や全削除することができます。
買い目を選んで削除する場合は、削除欄にチェックを入れて
「選択削除」を選択します。
買い目を全て削除する場合は「全削除」を選択します。

「次回から暗証番号を省略」にチェックを入れると次回から暗
証番号の入力を省略できます。（当日のログイン中のみ有
効です。）
※すでに他のメニューで「次回から暗証番号を省略」にチェック
を入れている場合は暗証番号の入力欄がグレーになります。

投票内容を確認して「暗証番号」・「投票金額」を入力し
「投票する」を選択します。

「投票内容」の「結果」欄を確認します。
投票が正常に受け付けされた場合は「結果」欄に「○」が表
示されます。
画面下部の「TOP」を選択すると「開催TOP」画面へ戻りま
す。

「結果」欄が「×」の場合は投票が受付られていません。
投票結果は「５．照会メニュー①当日投票内容照会」より
必ずご確認ください。

STEP.9

STEP.8

STEP.10

投票金額を一括でセットする場合は、「金額一括セット」を
選択して投票金額を入力し「一括セット」を選択します。

金額一括セット 入力方法



まとめて投票について

まとめて投票は指定したレースの式別・馬（枠）番号・金
額を一度に指定できる投票方式です。

「まとめて投票」を選択します。

式別を選択します。
式別は複数選ぶことが出来ます。

軸馬（枠）番号を選択して表示されたオッズを参照し買い
目を選択します。
※表示オッズは自動更新されません。
「情報更新」ボタンを選択するとオッズが更新されます。

オッズ投票方式 選択方法



式別・馬番号・着順を選択すると成立する組み合わせが買
い目に追加されます。
成立する組み合わせは以下の通りです。
「単勝」…１着に選択した馬番号。
「複勝」…１～３着に選択した馬番号。
「枠複」・「枠単」…１～２着に選択した２つ以上の枠番号。
「馬複」・「馬単」…１～２着に選択した２つ以上の馬番号。
「ワイド」…１～３着に選択した２つ以上の馬番号。
「３連複」・「３連単」…１～３着に選択した３つ以上の馬
番号。

「金額入力へ」を選択します。

買い目を選択後はSTEP.８以降を参照してください。

「まとめる」・「展開する」について

「まとめる」は式別ごとにフォーメーション投票方式でまとめま
す。
「展開する」で１件ごとの買い目に戻すこともできます。

「展開する」を選択したときは資金配分の画面に移動します。
資金配分を行う場合は「YES」を選択してください。
 
 ～展開した後に投票金額を入力する場合～
 「資金配分完了」ボタンを押した後に展開した画面に
 移動しますので、買い目ごとの金額を入力してください。



資金配分の金額入力

本線・押さえの選択

資金配分の完了

資金配分は「予算から配分」・「目標配当で配分」・「目標
利益で配分」の３つの方法があります。
「予算から配分」は入力した予算と表示オッズを計算して全
ての買い目で払戻金が均等になるように金額を配分します。
「目標配当で配分」は入力した目標配当と表示オッズを計
算して全ての買い目で目標配当になるように金額を配分し
ます。
「目標利益で配分」は入力した目標利益と表示オッズを計
算して全ての買い目で投票金額を除いた目標利益になる
ように金額を配分します。
全ての配分方法で「本線」・「押さえ」・「削除」を選択するこ
とができます。「本線」を選択した買い目は予算・目標配
当・目標利益に基づいて配分し、「押さえ」を選択した買い
目は購入金額が元返しになるよう配分します。画面左上の
「？」を選択すると資金配分ヘルプが表示されます。
また「削除」を選択すると買い目を削除します。
「資金配分完了」ボタンで投票金額に反映されます。

投票金額入力画面に移動したときに、買い目が複数
存在した場合、資金配分のボタンを押すと資金配分の画
面に移動します。
「流し」、「BOX」、「フォーメーション」の場合はこちらから

資金配分について

－目次に戻る－



レースの買い目をコンピューターに選択させるランダム投票
方式はこちらをご覧ください。

他の対象レースの「＋」もしくは「次のレースへ」を選択して
他の対象レースの投票方式・馬番号を選択します。

LOTO
STEP.5

４－２．SPAT4LOTOの投票方法

「SPAT4LOTO」を選択します。

投票するSPAT4LOTOの発売場を選択します。
※表示されている時刻はLOTOの発売締切時刻です。

LOTO
STEP.1

LOTO
STEP.2

「＋」を選択すると対象３レースの馬番号が表示されます。

対象３レースの投票方式・１着と２着の馬番号を選択しま
す。
投票方式は「フォーメーション」・「BOX」・「１着流し」・「2着
流し」・「シングル」があります。

レースの買い目をコンピューターに選択させるランダム投票
方式はこちらをご覧ください。

LOTO
STEP.3

LOTO
STEP.4



SPAT4LOTOの1回あたりの投票上限組数は１２０組
です。
１２１組以上を投票する場合は「セット」を選択してくださ
い。

「セット」もしくは「展開セット」を選択します。
２組以上を購入する場合は「セット」と「展開セット」という
２種類の金額設定方法があります。
「セット」は全ての買い目の投票金額を一括でセットします。
「展開セット」は買い目ごとに投票金額をセットします。
※３レースのうち１レースでもランダムで買い目を選択した
場合は展開セットでの投票になります。

LOTO
STEP.6

選択した買い目の金額を入力して「投票内容確認へ」を選
択します。
SPAT4LOTOは1組あたりの金額を最低50円から10円
単位で購入できます。
また、買い目は選択削除や全削除することができます。
買い目を選んで削除する場合は削除欄にチェックを入れて
「選択削除」を選択します。
買い目を全て削除する場合は「全削除」を選択します。

LOTO
STEP.７

「次回から暗証番号を省略」にチェックを入れると次回から暗
証番号の入力を省略できます（当日のログイン中のみ有効
です）。
※すでに他のメニューで「次回から暗証番号を省略」にチェック
を入れている場合は暗証番号の入力欄がグレーになります。

投票内容を確認して「暗証番号」・「投票金額」を入力し
「投票する」を選択します。

LOTO
STEP.８

「投票内容」の「結果」欄を確認します。
投票が正常に受け付けされた場合は「結果」欄に「○」が表
示されます。
画面下部の「TOP」を選択すると「開催TOP」画面へ戻りま
す。

「結果」欄が「×」の場合は投票が受付られていません。
投票結果は「５．照会メニュー①当日投票内容照会」より
必ずご確認ください。

LOTO
STEP.９



シングル投票方式について

シングル投票方式は１つの馬単の組合せを１レースごとに
それぞれ２０件まで選択できます。

「シングル」投票方式を選びます。

１着と２着の馬番号を１頭ずつ選択します。
買い目を追加する場合は馬番号下「次の買い目を選択す
る」を選択します。
この手順を繰り返すことで１レースにつき２０件の買い目を
追加することができます。

「買い目確認」は買い目を確認することができます。
買い目の「×」を選択すると買い目を削除することができま
す。
また、「全削除」を選択すると表示されている全ての買い目
を削除することができます。
買い目の追加を終了する場合は「次のレースへ」を選択しま
す。
全ての買い目を選択後はLOTO STEP.６以降を参照し
てください。



ランダム投票について（全レースランダム投票）

ランダム投票は買い目をコンピューターに決定させる投票方
式です。
全てのレースをコンピューターに決定させる「全レースランダ
ム投票」と一部のレースをコンピューターに決定させる「一部
ランダム投票」があります。
ここでは全レースの買い目をコンピューターに決定させる「全
レースランダム投票」について説明します。

ランダム投票は買い目をコンピューターに決定させる投票方
式です。
全てのレースをコンピューターに決定させる「全レースランダ
ム投票」と一部のレースをコンピューターに決定させる「一部
ランダム投票」があります。
ここでは一部のレースの買い目をコンピューターに決定させ
る「一部ランダム投票」について説明します。

一部ランダム投票について

「ランダム投票」を選択します。

ランダム投票の買い目の件数を入力します。
件数を入力して「セット」を選択します。
「セット」を選択後はLOTO STEP.７以降を参照してくだ
さい。
SPAT4LOTOの１回あたりの投票上限組数は１２０件
です。

レースを選んで「ランダム」を選択します。

「＋」を選択すると対象３レースの馬番号が表示されます。

ランダム投票の買い目の組数を入力します。



「一部ランダム投票」から全レースをランダム投票することは
できません。
「ランダム投票」より投票できます。

金額一括セット 入力方法

「展開する」・「まとめる」について

「まとめる」は式別ごとにフォーメーション投票方式でまとめま
す。
「展開する」で１件ごとの買い目に戻すこともできます。

投票金額を一括でセットする場合は、「金額一括セット」を
選択して投票金額を入力し「一括セット」を選択します。

他の対象レースの「＋」もしくは「次のレースへ」を選択して
他の対象レースの投票方式・馬番号を選択します。
全ての対象レースの買い目を選択後はLOTO STEP.６
以降を参照してください。
※一部ランダム投票では展開セットでの投票になります。

－目次に戻る－



（画面例）

ガラケー型スマートフォン特有の操作について

ガラケー型スマートフォンをご利用の場合、左記の画面例
のようにタッチポインター（矢印）の操作を必要とする場合
があります。
＜画面例＞
・馬（枠）番号選択
・流し選択時マルチボタン
・ソフトウェアキーボード
・ポップアップ
・会員情報メニュー選択

－目次に戻る－

⇒タッチポインター（矢印）の表示ON / OFF 一例
・「発信ボタン」長押し
・「F3ボタン」長押し
・「#ボタン」長押し
・「履歴ボタン」長押し
・「通話ボタン」長押し
・「Ⅲボタン」長押し

⇒タッチポインター（矢印）の別名称一例
・タッチクルーザー
・ポインタ
・マウスモード

※上記は一例です。
※ご利用の端末によって操作方法およびタッチポインター
（矢印）の名称が異なる場合があります。
※操作方法の詳細等は、ご使用の機種の取扱説明書を
ご覧ください。
（SPAT4センターでは端末の操作方法をご案内しており
ません）



５．照会メニュー

５．各種情報照会

５－１．残高・当日投票内容照会

ネットバンク投票サービス会員様 残高照会

口座情報は口座に関する情報が確認できます。
①入金／繰越金額合計

繰り越し金額と当日に入金した金額の合計です。
②ポイント入金額 ※プレミアムポイント会員様のみ

SPAT4プレミアムポイントからのキャッシュバック金額の合計で
す。
③当日購入金額

当日中に購入した金額の合計です。
④当日払戻／返還金額

当日中に発生した払戻金額と返還金額の合計です。
⑤当日精算金額

当日中に精算した金額の合計です。
⑥購入限度額

現在購入できる金額です。
⑦購入可能件数

現在投票できる件数です。
※購入上限額設定をされている会員様は設定上限額情報が表示
されます。

照会メニューは各種情報照会ができます。
①残高・当日内容照会

現在の残高や口座情報、当日の投票内容を照会できます。
②最新投票内容照会

当日中に購入した最新の投票内容を表示します。
③過去投票内容照会

前日以前に購入した投票内容を60日まで遡って照会できます。
④入金精算履歴照会

入金指示・精算指示などの履歴を照会できます。
※ネットバンク投票サービス会員様のみ

口座情報は口座に関する情報が確認できます。
①銀行預金金額

最後に銀行から受信したデータの金額です。
②当日購入金額

当日中に購入した金額の合計です。
③当日払戻／返還金額

当日中に発生した払戻金額と返還金額の合計です。
④振替予定金額

口座振替を行った金額です。
⑤購入限度額

現在購入できる金額です。
⑥購入可能件数

現在購入できる投票件数です。
※購入上限額設定をされている会員様は設定上限額情報が表示
されます。

二口座制会員様 残高照会



受付番号照会
投票情報は当日中の投票受付番号と受付時間を表示しています。
受付番号を選択すると勝馬投票券の内容が表示されます。
受付番号の末尾に○が表示されている受付番号は的中・返還・特
払いを含むものになります。
また、前日発売の勝馬投票券を含む受付番号は（前日発売分）
と表示されます。

投票内容照会は当日中の投票内容を照会できます。
レース・式別・投票方式・買い目・投票金額と受付日時・購入件数
や投票結果・払戻金を確認できます。
前日発売の投票結果はレース開催日に確認できます。
SPAT4LOTOの投票結果は翌日以降に「過去投票内容照会」か
ら確認できます。
また、SPAT4LOTOの払戻金はレース開催日の翌開催日以降に
購入限度額へ反映されます。

５－２．最新投票内容照会

最新投票内容照会は当日に購入した最新の投票内容を確認でき
ます。
当日の全ての投票内容は「残高・当日投票内容照会」をご覧くださ
い。
また、当日以前の投票内容に関しては「過去投票内容照会」をご覧
ください。

５－３．過去投票内容照会

過去投票内容照会は過去６０日分の投票日付から投票内容を
照会できます。
日付を選択すると受付番号の一覧が表示され、受付番号を選択す
ると投票内容を照会することができます。
受付番号末尾の「○」は的中・返還・特払いが含まれていることを表
しています。

５－４．入金精算履歴照会（ネットバンク投票サービス会員様のみ）

入金精算履歴照会は日付と各項目の最新１０件を指定して照会
できます。
日付で照会する場合は照会日付を８桁の西暦年月日で入力して
「日付で照会する」を選択します。
項目を指定して最新の１０件を照会する場合は「入金」・「随時精
算」・「一括精算」・「繰越」・「ポイント入金」と全ての項目を指定す
る「全て」のいずれかにチェックを入れて「最新の１０件を照会する」
を選択します。
どちらかの「照会する」ボタンを選択すると指定した照会内容が表示
され、各種指示に関する「受付ID」・「指示」・「指示金額」・「指示
日時」・「ステータス」を確認できます。

－目次に戻る－



６．会員情報

６．会員情報TOP

TOP画面下にある「会員情報 ※PC版へ」を選択し、暗証番
号を入力して画面を遷移させると会員情報のページが開きます。
※会員情報のページはPCの画面表示になるため、見やすいサ
イズに変更してご利用ください。

このページでは
・住所等の確認・変更
・ログイン情報（利用者ID）の変更
・暗証番号の変更
・メールアドレスの変更
・メール配信設定の変更
・資金繰り越し設定の変更
・口座情報の確認
・１日の購入上限額設定
・解約申込
ができます。
変更可能な項目にはそれぞれ画面右側に変更ボタンがあり
ます。

会員情報をご利用いただくにあたっての注意事項
※2020年3月10日より投票成績は南関東４競馬場公
式ウェブサイトに移設しました。
※以下の項目はサービス時間のみ変更ができます。
・暗証番号
・資金繰り越し設定
・購入上限額設定 
※「資金繰り越し設定」、「解約申込」はネットバンク投票
サービス会員様のみ

※「解約申込（ネットバンク投票サービス会員様のみ）」は
画面の説明をよくお読みになってからご利用ください。

※解約をご希望される方(二口座制会員様のみ)は「解約
届ダウンロード(pdf)」から印刷して必要事項を記入し、解
約届に記載されている住所へお送りください。

二口座制会員様

ネットバンク投票サービス会員様



利用者IDは西暦生年月日８桁の初期設定にリセットすること
ができます。
「利用者IDを生年月日（西暦８桁）にリセットする」を選択し
ます。
※利用者IDリセット後はかんたんログイン設定が解除されます。

ログイン情報（利用者ID）

現在の利用者IDと新しい利用者IDを入力して「利用者IDを
変更する」を選択します。
利用者IDの設定は「登録上のご注意」をご確認のうえご登録
ください。
利用者IDの入力欄は「表示」を選択することで入力内容が確
認できます。入力内容の表示中は文字入力ができませんので
確認後は再度「表示」を選択してください。
「セキュリティ強度をチェックする」を選択すると入力した新しい
利用者IDの使用可能の可否およびセキュリティの強度を表示
します。設定の目安としてご確認ください。
※利用者ID変更後はかんたんログイン設定が解除されます。

利用者ID 変更方法

利用者ID リセット方法



認証メールのURLから「メールアドレス変更結果」を表示します。
メールアドレス変更完了後は「会員情報」からメールアドレスが
変更されていることを確認してください。
また、メール配信設定の状況もご確認ください。

新しいメールアドレスに配信された認証メール本文の認証用
URL（https～）を選択するとメールアドレスの変更が完了
します。
※認証メール本文のURLの有効期限は24時間です。24時
間を過ぎるとURLが無効になりますので再度メールアドレス変
更から「認証メール送信」を行ってください。
※認証メールが届かなかった場合は再度メールアドレス変更を
行ってください。また、ドメイン指定受信・ドメイン拒否設定・迷
惑メール関連設定・URL付きメール拒否設定などを利用して
いる場合は認証メールが届かないことがあります。

メールアドレスを入力して「メールアドレス変更確認へ」を選択し
ます。

メールアドレス変更

メールアドレス 変更方法

メールアドレスの変更内容を確認して「認証用メール送信」を
選択します。
「認証用メール送信」を選択すると入力されたメールアドレス宛
に「SPAT4メールアドレス変更のご案内」という認証メールが
送信されます。
ドメイン指定受信または迷惑メール防止機能を利用している
場合は認証メールを受信するために「spat4.jp」の登録をお
願いします。



新しいメールアドレス欄に何も入力せず「メールアドレス変更確
認へ」を選択します。

メールアドレス 削除方法

新しいメールアドレス欄が空白になっていることを確認して「メー
ルアドレスを削除する」を選択します。
メールアドレスの削除完了後は「会員情報へ」を選択します。

資金繰り越し設定（ネットバンク投票サービス会員様のみ）

資金繰り越しを「する」はサービス終了時点の購入限度額を翌
日に繰り越す機能です。
入金・投票等が行われなかった場合はその翌日より8日後の
サービス終了後に購入限度額を登録口座へ返金します。
資金繰り越しを「しない」はサービス終了後に購入限度額を登
録口座へ返金します。
※銀行メンテナンス等で資金繰り越しを「しない」に設定してい
ても資金が繰り越されることがあります。
※繰り越し結果のメール配信設定は会員情報ページ「メール
設定」より変更できます。
※「資金繰り越し設定変更」はサービス時間内に変更できます。



購入上限額設定

1日に投票できる金額の上限を設定できます。
設定上限額は100円単位です。
０円で設定した場合、購入ができなくなりますのでご注意く
ださい。
設定をしてから180日間は解除および増額はできません。
※減額は可能です。

購入金額の対象にはSPAT4LOTOトリプル馬単および前
日発売の購入分も含まれます。
払戻金額の有無にかかわらず、設定上限額を超えての投
票はできません。
出走取消・競走除外に伴う返還金は設定上限額（残額）
に加算されます。
※前日発売として購入した分の返還金は加算されません。

購入上限額設定が完了です。
購入上限額は翌日から適用されます。

－目次に戻る－



７．ライブ映像

「ライブ映像」を選択します。

ライブ映像 視聴方法

ライブ映像は発売中の競馬場を視聴することができます。
発売開始前の競馬場は表示されません。

ライブ映像を視聴したい競馬場を選択します。
画質の変更は画面右下から選択できます。

選択した開催場のライブ映像が表示されます。

－目次に戻る－

ライブ映像の視聴に関する動作環境やトラブルシューティングに
関しては画面下の「ライブ映像-FAQ」よりご確認ください。
※上記リンクがご覧になれない場合はこちら

※配信映像は若干の遅れをもって配信されています。
投票締切時刻には十分ご注意ください。

https://netbank.spat4.jp/faq/FAQ.html
https://www.nankankeiba.com/info/qanda/index.html


８．新規入会

新規入会のお手続き方法、申し込みに関するご質問は下記のフリーダイヤルへお問い合わせください。
【SPAT4会員募集センター】 ０１２０－００６－３０９
受付時間 昼間開催日 １０：００～１７：００

夜間開催日 １２：００～２１：００
※南関東４競馬場の非開催日は休み

ログイン画面の「新規会員登録はこちらから」を選択します。

ネットバンク投票サービス会員 入会方法

加入手続きに関するご質問はSPAT4会員募集センター
（0120-006-309）へお問い合わせください。

口座をお持ちの銀行のアイコンもしくは銀行ごとの「申し込み」
を選択します。
選択後は画面にしたがって新規加入手続きを行ってください。

※サービス対象銀行の口座をお持ちでない方は「銀行口座を
開設する」を選択してください。
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９．名義変更/口座振替再契約

名義変更・口座振替再契約のお手続き方法です。
「ネットバンク口座振替契約を解除された方・ネットバンクの名
義変更をされた方はこちら」を選択します。

名義変更/口座振替再契約 方法

画面下部の銀行を選択してお手続きください。
名義変更も口座振替再契約もお手続きが完了します。

手続きの途中でご利用の銀行のページへ移動しますが銀行の
ページに関してはSPAT4センターではご案内できません。
ご利用の銀行にお問い合わせください。
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ネットバンク投票サービス会員様のみ


