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楽天キャッシュ
500円ゲット！

登録3日以内
馬券購入で

1,000円にアッ
プ！

初購入日から7日間10％還元

【北海道】 帯広競馬場  門別競馬場  札幌競馬場
【岩手】 盛岡競馬場  水沢競馬場
【南関東】 大井競馬場  川崎競馬場  船橋競馬場  浦和競馬場
【東海】 笠松競馬場  名古屋競馬場
【金沢】 金沢競馬場
【兵庫】 園田競馬場  姫路競馬場
【高知】 高知競馬場
【九州】 佐賀競馬場

馬券購入額に応じたポイント還元キャンペーンを開催！
キャンペーン情報はココでチェック！

最新オッズや過去レースの検索、開
催スケジュールやライブ映像を見る
ことができます。

自分の予想を公開したり、他のメン
バー公開している予想を参考にする
こともできます。

レースの予想を分析、公開できま
す。分析した結果を元に、実際に投
票（購入）することも可能です。

馬柱や前5走データ、斤量や馬体重な
どの詳細データを、家庭用プリンタ
で一般的なA4サイズに印刷でき、持
ち運びにも便利です。

楽天会員リンク登録とは、楽天会員の情報と楽天銀行の
口座情報を連携させるサービスになります。
楽天会員リンク登録の詳細についてはコチラ

楽天グループのサービス サービス一覧 お問い合わせ一覧

競馬の話題でもりあがろう
楽天ブログ

宿泊先を探す・高速バスを予約する
楽天トラベル

競馬のニュースをチェック！
インフォシーク

関連サービス

おすすめ

お買物・ポイント 楽天市場 オークション 本・DVD・CD 電子ブック 車・バイク セレクトギフト 個人輸入 ネットスーパー 食品宅配 my Rakuten
楽天PointClub 楽天スーパーポイント特集 ポイント加盟店 RaCoupon 「買うクーポン」

旅行・エンタメ 旅行・ホテル予約・航空券 ゴルフ場予約 イベント・チケット販売 楽天イーグルス DVD・CDレンタル アニメ・映画 ダウンロード
地方競馬 占い toto・BIG 映画・ドラマ・エンタメ情報

マネー ネット証券（株・FX・投資信託） インターネット銀行 カードローン クレジットカード 電子マネー 住宅ローン
損害保険・生命保険比較 生命保険 自動車保険一括見積もり 保証サービス マネーサービス一覧

暮らし・情報 ニュース・検索 ブログ 出前・宅配・デリバリー グルメ・外食 レシピ 車検見積もり・予約 就職活動 仕事紹介 不動産情報
太陽光発電 結婚相談所 結婚式場情報 美容室・ヘアサロン予約 女性向け健康管理サービス 写真プリント ぬいぐるみ電報
グリーティングカード プロバイダ・インターネット接続 WiFi

ビジネス ビジネス見積り 卸・仕入れ リサーチ アフィリエイト 決済システム スマホでカード決済

企業情報 個人情報保護方針 社会的責任[CSR] 採用情報

楽天競馬は、地方競馬全場のレース映像・投票・情報に対応しています。

南関東4場を含む地方競馬全場の投票がPC・ケータイからできます。

楽天競馬のここがスゴイ！ 投票会員へのご登録方法 キャンペーン概要

最初に楽天会員への登録が必要になります。
既に楽天会員の方は、ログインしていただくと、競馬会員の登録画面へ進みます。

楽天銀行の口座をご登録ください。

※楽天銀行の口座について
投票会員登録の前に、開設された口座のログインパスワード・暗証番号を設定する必要がありま
す。
詳しくは楽天銀行のサイトにてご確認ください。

楽天競馬のここがスゴイ！ 投票会員へのご登録方法 キャンペーン概要

対象期間 2014年2月1日（土）～2月28日（金）

対象者様・特典 対象期間中にエントリーとそれぞれ以下の条件を満した方

■楽天キャッシュ500円プレゼント
・期間中に新規で楽天競馬投票会員に登録
【特典】
期間中に新規で楽天競馬投票会員に登録で楽天キャッシュを500円分プレゼントいたしま
す。
ご登録3日以内に3,000円以上購入[※単勝式・複勝式を除く(高知競馬は更にワイドも除く）
※3頭以下の競走は全て除く]すると、+500円の1,000円にアップ。
※楽天キャッシュについては、こちらをご確認ください。
※同一人物が再登録された場合などは対象外です。
■7日間購入額10％ポイント還元
・楽天競馬で初めて馬券を購入
【特典】
楽天競馬で初めて購入された日から7日間、馬券購入額[※単勝式・複勝式を除く（高知競馬
は更にワイドも除く）※3頭以下の競走は全て除く]の10％を楽天スーパーポイントにて還元
いたします。
※ 当キャンペーン期間中の付与数の上限はありません。

付与日 ・ポイントは使用期限のある期間限定ポイントを付与いたします。
※ポイントとキャッシュは、2014年4月上旬に付与いたします。
※ポイントは2014年4月30日までの期間限定ポイントを付与いたします。
※期間限定ポイントの詳細はこちらをご確認ください。
※2014年4月に楽天競馬が付与する期間限定ポイントが合計10万ポイントを超えた場合、全
額を楽天キャッシュにて付与いたします。

※楽天キャッシュについては、こちらをご確認ください。
※楽天スーパーポイントの付与は、ポイント履歴画面で確認する事ができます。 
（楽天PointClubへのログインが必要です）

・楽天競馬で同時開催中の他キャンペーンとの合計還元率は10％を上限とします。
・キャンペーンへ参加いただく際には、ご自身のご登録情報に、入力不備や登録内容の変更が
ないかを、ご確認ください。
会員登録の確認はこちらから確認してください。
「楽天会員の登録情報はコチラ」
「楽天競馬の会員登録情報はコチラ」
・ポイント・キャッシュ付与時点で楽天会員を退会、もしくは楽天競馬の投票会員を退会され
た方は、キャンペーンの対象外となりますので、ご注意ください。

注意事項 ・このキャンペーンへの参加は、エントリーが必要です。エントリーいただいた場合には、以
下の注意事項に同意いただいたものとさせていただきます。
楽天競馬は、参加者が次項に該当すると認めた場合、参加資格を通知無く剥奪する事がありま
す。
※登録又は参加の情報に虚偽があった場合
※楽天競馬会員利用規約に定める競馬会員または投票会員でなくなった場合
※その他参加者として不適切と楽天競馬が判断した場合
・楽天競馬以外からの投票は、本キャンペーンの対象外です。
・出走取消・競走除外等による返還分は、本キャンペーンの対象外です。
・景品表示法に基づき、キャンペーン対象者は同時期の他のキャンペーンの対象から除外、ま
たは賞品総額がご購入額の20％までに制限させていただく場合があります。
・本キャンペーンは、予告無く終了する場合がありますのでご了承ください。
・楽天競馬では、抽選結果や購入金額のお問い合わせには、お答えできかねます。購入履歴
は、PC版楽天競馬サイトにて、『My Victory Page』の「過去の投票成績」にて照会可能で
す。
・口座開設手続には下記時間を要する場合がございます。
キャンペーン締切間際でのお申し込みの際はご注意ください。

＜楽天会員登録から投票会員登録までの所要時間の目安＞
※楽天会員登録 ：WEBで即時登録可能
※競馬会員登録 ：WEBで即時登録可能
※楽天銀行の口座申し込み ：2週間～3週間程度

楽天競馬のここがスゴイ！ 投票会員へのご登録方法 キャンペーン概要

楽天競馬トップ  本日のレース情報  投票サービス登録  キャンペーン情報  地方競馬場一覧

キーワード  出馬表  オッズ  競走成績 払戻金一覧

【業界最安値】LTE対応 超高速モバイルルーターが［今だけ］なんと月額2,880円！更にポイントも超貯まる!
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