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⑴ ご利用の流れ -1

2. 新規会員登録より当サイト
への会員登録をお願いします。

（入会金、年会費等は一切かかりません）

3. 基本会員情報の入力を
お願いします。

【入力項目】
・メールアドレス（ご自身がお持ちのメールアドレス）

・パスワード（当サイトにログインする際に使用する
　　　　　　　　　　パスワードをご自身でお決めください）　

・生年月日（年、月、日の順でご選択ください）

上記の入力が終わりましたら「確認
メールを送信」をご選択ください。

4. ご登録頂いたメールアドレスに確認メールをお送り
致しますのでメールの内容に従い本登録をお願いします。

https://www.yen-joy.net
1. まずはサイトにアクセス！
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⑴ ご利用の流れ -2

５. 本登録が完了しますと以下の画面が表示されます。

【注意】当サイトの会員登録のみですと車券を購入することはできませ
ん。当サイトで投票をおこなうにはデルカ（DERUCA）への会員登録
が必要になります。すでにデルカ会員の方は当サイトとの連携が必要
になります。詳しくはデルカ公式ホームページをご覧ください。

登録したメールアドレスとパスワードはお客様自身で忘れないよ
うに管理をお願い致します。

~MEMO~

メールアドレス（ID）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

パスワード：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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⑵ デルカについて
デルカ（DERUCA）とは
当サイトで車券投票に使う電子マネーの名前です。デルカを使用し
て車券投票を行いますので、当サイトで車券をご購入頂くためには
デルカへの会員登録が必要となります。入会金、年会費等は不要です。

デルカのチャージ（購入）について
様々な方法でチャージ（購入）できますので、ご都合にあわせてご
利用いただけます。1 円 = 1 ポイント としてご利用になれます。

ネットバンク・
その他提携金融機関

・楽天銀行
・ジャパンネット銀行
・ゆうちょ銀行
・その他提携金融機関

他にも、楽天スーパーポイントからデルカをチャージすることも可能です。
チャージ方法によって手数料が発生します。事前にご確認ください。

チャージ（購入）方法

電子マネー
・BitCash（ビットキャッシュ）

・JCB PREMO
  （ジェイシービー ぷれも）

コンビニエンスストア
・ファミリーマート
・ミニストップ
・デイリーヤマザキ
  / ヤマザキデイリーストア
・セイコーマート

払戻金での
チャージ

クレジットカード
・VISA
・MasterCard
・JCB

ゆうちょ銀行の 
ATM もしくは
窓口での振込

さらに詳しくデルカのチャージについてお知りに
なりたい方はデルカ HP をご確認ください。
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⑶ ご登録に必要なもの
①ご本人様の年齢を確認できる書類
運転免許証や健康保険被保険者証など、生年月日が確認できるもの
をご用意ください。

②払戻金受取口座が確認できるもの
払戻金を受け取る口座を確認させて頂ける書類などをご用意くださ
い。（キャッシュカードなど）なお、ご本人名義の口座に限らせてい
ただきます。
都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など、普段お使いの
口座がそのままご利用いただけますので、新たに銀行で口座を開設
する手続きは必要ございません。（三井住友銀行ドリーム出張所はの
ぞく）

③お使いのメールアドレス
パソコン、携帯電話、スマートフォンでお使いのメールアドレスが
必要です。エンジョイへログインする時の ID となりますので、普段
からご使用なさっているアドレスでの登録をお勧めします。

※ DERUCA の有効期間は 180 日間です。一度ご購入された DERUCA は現金化で
きません。
※退会された場合、それまでの DERUCA 残高は無効となり、復元もできません。　
※記載されたサービスについて、予告なく内容が変更となる場合がございます。　
※当サイトの掲載情報については万全を期しておりますが、情報内容の真実性及び、
正確性は保証されておりません。　
※当サイトは、当サイトを介しての登録及び登録後の如何なるトラブル・損害・損益
に一切の責任を負いません。
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⑷ 購入できるもの

当サイトで購入できるもの
・通常車券（３連単、２車単、３連複、２車複、２枠単、２枠複、ワイド）
・重勝式車券（Dokanto!7、Dokanto!4two、K3、K5）

「Dokanto! 7（ドカント セブン） 」とは、後半 7 レースの各1着の
車番を当てる賭式です。数字は、コンピューターがランダムに選んで
くれるので、競輪初心者の方で気軽にお楽しみいただけます。

「Dokanto! 4 two（ドカント フォートゥー）」とは、後半 4 レー
スの１着２着の車番を順不同で当てる賭式です。数字は、コンピュー
ターがランダムに選んでくれるので、競輪初心者の方で気軽にお楽
しみいただけます。

　　　　　とは

「K3」は開催日の最終 3 レースの 1 着を自ら予想するセレクト方式
の賭式です。1 口 100 円で投票可能。K3 は的中者が一人もいなかっ
た場合、払戻金が同競輪場の次回開催に引き継がれます。

　　　　　とは

「K5」は開催日の最終 5 レースの 1 着を自ら予想するセレクト方式
の賭式です。1 口 100 円で投票可能。K5 は的中者が一人もいなかっ
た場合、払戻金が次回開催に引き継がれます。異なる競輪場でも払
戻金が引き継がれます。

とは

とは
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当サイトでは、競輪専門紙の記者がデータや取材に裏付けされた
厳選の予想を毎日ご提供！豊富な予想コンテンツの中からお客様
のスタイルに合ったものをお選び頂けます。

　　　　　オススメ車券

その日に行われている各開催から記者が厳選した 3 レースのオス
スメ車券（予想）を解説と共に公開します。各記者の予算は 1 日
1 万円としています。また、オススメ車券にはオススメ度が設定
されており５段階の★印で設定されています。★★★★★（５つ
星）が最もオススメの予想となります。

オススメの予想に対する解説を掲載！ オススメ度は５段階の★印で設定　

買目をファンに馴染みの車券形式で掲載！

⑸ 予想コンテンツ -1

←このマークが目印
CHECK

1
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⑸ 予想コンテンツ -2

　　　　　大本命印

当サイトでは、予想印を◎ ◯ × △ ▲ 注 の順で選手の期待度を評
価します。さらに◎（本命印）のついた選手に対する信頼度を設
定しており信頼度が 80％以上の場合、◉（大本命印）へと変わ
ります。本命党の方にオススメしたい予想コンテンツになります。

←このマークが目印
CHECK

2

大本命車券とは、本命選手の信頼度
が 80％以上あり、２車単１点買い
でも手堅いレースになるであろうと
予想されたレースにみられます。

本命選手に対する信頼度。
←信頼度

一言メモ：
９車立ての場合は、予想印は◎◯×△▲注の６つ、
７車立ての場合は◎◯×△▲の５つになります。
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⑸ 予想コンテンツ -3

　　　　　得だねトーク

赤競編集部の記者が現場で聞いた車券に結びつく選手コメントを
厳選！得する情報をお届けします。

　　　　　夢車券

２車単で１万円以上の配当が期待出来る一押し穴車券！穴党の方
は必見です。
※記者の予測したオッズになる為、必ず１万円以上つくわけではございません

←このマークが目印

←このマークが目印

CHECK

CHECK

3

4

得だねトークでは選手の
生の声をお届け！

夢車券は担当者のセンスが
発揮される見所の部分です！
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⑸ 予想コンテンツ -4

　　　　　赤競コンテンツ

競輪新聞「赤競」ではお馴染みの予想コンテンツも「￥ＪＯＹ×
プロスポーツ」では無料でご覧頂けます。

CHECK

CHECK

5

6

赤競記者推奨　穴ならコレ

赤競記者推奨　狙い目

赤競 V作戦（狙い撃ち）

赤競取材班のイチ押し

レース結果などで見られる★は着順問
わず動きが好気合の選手に付く印です。
その開催で特に調子の上向きの選手に
付く事が多く、場合によっては高配当
を演出することもあるのでご参考に♪
※p.12 にて紹介する好気合い印と同義です。

好気合い選手（★印）
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⑹ 出走表 -1

タテ型とヨコ型の出走表をお選び頂けます。
（スマホでのみご利用になれます）

【印】…担当記者が設定した予想印。“ ◎◯×
△▲注 ” の順で選手の期待度を評価します。

【車】…車番のこと。基本的には９車立てか７
車立てとなる。

【d ボタン】…データボタンの略。こちらから
各選手別の詳細なデータをご覧になれます。

【府県】…選手の登録地

【期別】…競輪学校の卒業期

【今級】…今期級班

【前級】…前期級班

【ギヤ】…ギヤ倍数。自転車の大ギヤ数を後輪
の小ギヤ数で割った数値。

【脚力】…脚力指数。成績を基に算出した独自
の指数となり、数値で大きい方が能力の高い
選手となります（級班の区分はありません）

【得点】…直近４ヶ月競走得点。４ヶ月以内の
競走得点の合計を出走回数で割った平均点の
こと。選手の実力の指標になる数値

【賞金】…今年度の獲得賞金。

出走表の見方（スマホの場合）

一言メモ：
出走選手の数値を比較して１番高いものは赤、
２番目は青、３番目は緑で色づけされています。

出
走
選
手
中

も
っ
と
も
高
い

数
値
は
赤
で
表
示
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⑹ 出走表 -2
 個別詳細データの見方（スマホの場合）

【能力値・戦法タイプ】　　　　　　　【BS・決手・コメント】

【勝率・勝度数】　　　　　　　　　　【今回成績】※初日にはご覧になれません。

好気合いとは、着順問わず動きが好気合 の選手につく印（★）です。
その開催で特に調子の上向きの選手に付く事が多く、場合によっては高配当を演出する
こともあるのでご参考に♪    ※ p.10 にて紹介した好気合い選手と同義です。

STEP1   ご覧になりたい
　　　　  データを選択
以下の４タイプのデータがご覧になれます

STEP2   ご覧になりたい選手
              もしくは全選手を選択
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⑹ 出走表 -3
能力値チャートの見方

戦法タイプチャートの見方

機動力（機）
自力選手の競走力を数値化したもの。先行選手程、数値は高くなる。
ダッシュ（ダ）
捲り、カマシのキレ味を数値化したもの。1 着の取れる選手程、数値
は高くなる。
差し脚（差）
追込、マーク主体選手の差し脚を数値化したもの。確実に差し切って
いる選手程、数値は高くなる。
デンジャー（デ）
落車や、失格等の危険な競走の多い選手かどうかの指標となる数値。
従って、この数値が高い選手の車券は危険度も高くなる。反面、高配
当演出の立役者となる場合も有るので穴党には魅力。
実績（実）
生涯成績からの勝度数を基本に、グレードレースでの活躍度を数値化
したもの。尚、外国人は外国人同士での比較となる。
ポテンシャル（ポ）
記者が見極めた潜在能力（勝負強さ）を数値化。デビュー時は競輪学
校成績から、主に身体能力を評価。長年この数値を維持しているのは
一流選手の証とも言える。

先行タイプ（先）　
逃げの戦法を主体に競走を行なっている選手かどうかの判断基準とな
る数値。先行回数が多く、その割合が高い選手程、数値は高くなる。
ダッシュタイプ（ダ）　
捲り、カマシを主武器に戦う選手かどうかの判断基準となる数値。ス
ピードが有り、一瞬で後続を引き離して、押し切る競走の多い選手程、
数値は高くなる。
追込タイプ（追）　
追込、マーク主体の選手かどうかの判断基準となる数値。キッチリと
差し切る競走が出来る選手程、数値は高くなる。

データは全て同カテゴリー（Ｓ級、Ａ級 1・2 斑、チャレンジ、ガールズ）
で比較し算出した能力値になります。
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⑺ レース展望 / 後記
全国のレース展望をご覧いただ
けます。開催カレンダーからご
覧になりたい開催を選択くださ
い。

Ｇレースの決勝戦の後記や
シリーズ総評（インサイドレポート）

をご覧頂けます。

全国の F1 開催の決勝戦の
後記をご覧頂けます。

※先すぎる開催は、閲覧できない場合が御座います。

次の車券につながる情報が見つかる！？  レースの後記もご覧ください。
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⑻ 予想記者について
当サイトにおける “ 記者 ” とは、競輪専門紙「競輪新聞・赤競」、競
輪専門の週刊誌「プロスポーツ」にそれぞれ所属する記者になります。

記者のこれまでの予想を回収
率・的中率順にランキング形式
でご覧頂けます。まずは、上位
ランカーの予想に乗ってみるも
いいかも！？

競輪新聞・赤競 とは
競輪新聞・赤競は、昭和 24 年に東日本で
競輪が誕生したと同時に、大宮競輪場で産声
をあげました。その後、真っ赤な題字から「赤
競」と親しまれるようになり、東日本を代表
する競輪専門誌として 70 年余りの間、競輪
の最前線で取材・予想をお届けしています。

プロスポーツ とは
プロスポーツは昭和 22 年に発行された「自
転車」が前身。その後、競輪誕生と共に、選
手の声や様々なニュースを伝えるメディアとし
て情報を発信してきました。 2019 年 3 月
3551 号をもって休刊することとなり、今後
は当サイトにて競輪を広く世に伝えるため取
材活動に取り組んでいくこととなります。

記者の成績は前期（1月〜6月)、後期
(7月から12月)ごとで集計しています
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⑼ 他コンテンツ

スポットインタビュー
個々の競輪選手にスポットをあ
てて掘り下げていく “ プロス
ポーツ ” から馴染みのコーナー
も随時更新！

プロスポさろん
弊社発行の “ プロスポーツ ” ご購読
者に好評をいただいていたプロスポ
さろんも「￥ＪＯＹ×プロスポーツ」
で読める！現在連載中の後閑信一氏
のさろん含め、これまでのバックナ
ンバーも読めます。

記者コラム・動画
プロスポーツ記者による、おもしろコンテン
ツを続々配信中！ “ 元ガールズ競輪選手とい
う経歴を持つ岡崎記者 ” がお届けるする動画
コンテンツやコラムが見れるのは「￥ＪＯＹ×
プロスポーツ」だけ！

続々、新コンテンツを配信予定！
当たるのヒントを探すなら


