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Kyotei�avi24Ver3 利用前に
◆はじめに

KyoteiNavi24 Ver3は競艇オフィシャルWebのデータを利用して予想サポートする為に開発したソフトです。

いろいろなデータ検証が可能ですから予想の参考になると思います。毎日の番組、成績データのインポートにより各選

手のデータ更新して最新のデータにより予想サポートしています。番組、ファン手帳のみのデータ予想とは違います。

◆インターネットセキュリティソフト

インターネットセキリュティソフトがインストールされている環境の場合は本ソフトのインターネット接続許可にし

なければインターネットに接続できませんから利用できません。必ず接続許可にしてください。

許可の方法はご利用のインターネットセキリュティソフトのヘルプ等でお調べください。

通常は回線利用のソフトが起動するとすぐに警告メッセージがでますのでそこで許可にすればいいだけです。

KyoteiNavi24Ver3.exe （ ソフト本体 ）、Navi24Ver3Up.exe ( バージョンアップソフト ) 左記ソフトの接続許可

を出さないと本ソフトは正常に動作しませんからご注意ください。

◆試用期間中の制限

１４日間はテストモードでの動作確認ができます。機能制限等はありません。

この試用期間中に十分の動作確認してください。環境等により動作しない場合あり。

◆注意事項

本ソフトは環境により自動投票等の本ソフトの機能が利用できない場合もあります。開発にあたって、欠陥や問題が

ないよう最善を尽くしておりますが、予期せぬ不具合、問題が発生することもあります。また本ソフトウェアに問題が

なくても、利用させて頂いている競艇オフィシャルWebのデータに不備等（フォーマット形式）があり、問題が発生す

ることもあります。本ソフトKyoteiNavi24Ver3を使用にて如何なる損失，損害に対して、作者は一切責任を負いません
ので、ご理解の上にご利用をお願いします

◆使用許諾

１．このソフトを使用する場合はユーザー登録して、使用ライセンス(登録番号)を取得してください。

２．ライセンスは登録者にこのソフトを使用する権利をリビジョンバージョンアップまで無償。

３．本ソフトはシェアウェアです。１４日間はテストモードにて利用できます。ただし、 それ以降は所定の方法でラ

イセンスを購入しなくてはなりません。ユーザー登録料 2年間で3000円。以降は更新の必要があります。
４．ライセンスはこれを購入されたユーザーが本ソフトウェア製品を同時に１台のPCでのみ使用する権利です。本ソフ

トウェア製品を同時に複数のPC上 で使用する場合には、同時使用する数のライセンスが必要となります。

５．このソフトウェアの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。

６．このソフトウェアは登録していない人が使用することや使用ライセンス（登録番号も含む）を転売、貸与、リー

ス、 譲渡、公開することは禁止します。

７．ライセンスは販売されるのもではありません。使用をやめる場合はソフトをアンインストールし、ソフトを削除す

ることによりライセンスを破棄することができます。

８．このソフトウェアを運用した結果の影響については、一切の責任を負いかねますので御了承ください。ただし、何

らかの不具合等が発生した場合など、登録者へのサポートは誠意をもって対処します。

◆著作権

KyoteiNavi24Ver3の本体プログラム、ドキュメント等を含む関連するファイルの著作権は、開発者の渡辺学が保有。

◆禁止事項

１．本ソフトウェア製品について、変更、改作を行うことはできません。

２．本ソフトウェア製品について、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行い、またはその

他の方法でソースコードを解明することはできません。

３．本ソフトウェア製品のライセンスを第三者に譲渡または転貸することはできません。

４．本ソフトウェア製品の機能限定または期間限定を解除するための情報を第三者に提供することはできません。

◆免責事項

１．本ソフトウェア製品のライセンスを購入しているか否かにかかわらず、本ソフトウェア製品の性能または特定目的

への適合性について、一切の保証をいたしません。

２．本ソフトウェア製品のライセンスを購入しているか否かに関わらず、本ソフトウェア製品の使用または使用不能か

ら生じた直接的または間接的損害に対し、一切の責任を負いません。
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◆契約解除

この契約に違反した場合、直ちにこの使用許諾契約を解除することができます。ユーザーは、契約解除後は本ソフトウ

ェア製品を使用することができず、損害が生じた場合にはこれを賠償する義務を負担します。

◆動作環境

１．Windows 2000 ／XP／Vista
２．Pentium プロセッサ またはそれ以上

３．OSが正常に動作するメモリを搭載していること （256ＭＢ以上）

４．ディスプレイの解像度は 1024×765 以上。

５．速常時接続環境。

◆インストール

ダウンロードファイル（ KyoteiNavi24SP3.exe ) を実行するとインストラーが起動しますから指示に従いインスト

ールするだけです。インストール先はインストール時に変更しなければ C:\Program Files\KyoteiNavi24Ver3にイ
ンストールされます。

【Vistaのインストールについての注意】
Vistaにインストールする場合、OSのインストールされていないドライブがある場合はインストールされていないド

ライブに本ソフトをインストールしてください。

またはシステムドライブのProgram Files 下でないフォルダへインストール。

もしくは本ソフトの起動ファイル（KyoteiNavi24Ver3.EXEのプロパティを開き互換性を選択してその中の特権レベル
の管理者としてこのプログラムを実行するにチェックを入れてください。

（起動時に毎回警告が出る場合があります。）

OSと同じドライブの場合、TrustedInstallerによりファイル変更等の制限があり終了時などにファイル変更保存がで

きないことがあります。バージョンアップ等も本ソフトよりも行えません。手動にてする必要があります。

◆アンインストール

１．Windows の [スタート] メニューから [コントロール パネル] を選択して、[プログラムの追加と削除] をクリ

ック。(または [スタート] メニューから [設定] → [コントロール パネル] を選択して、[アプリケーション

の追加と削除] をダブルクリック。)

２．[プログラムの変更と削除] タブ (または [インストールと削除] タブ) で [KyoteiNavi24Ver3] を選択し、
[変更と削除] ボタン (または [追加と削除] ボタン) をクリック。

３．[削除] を選択して、[次へ] ボタンをクリック。

４．確認のメッセージが表示されるので [OK] ボタンをクリックしてください。ソフトウェアがアンインストールさ

れます。アンインストール中に、「共有ファイルの削除確認」 のメッセージが表示されますが、よく分からな

い場合は削除しないを選択 ([全いいえ] を選択) してください。

５．インストール後に作成されたファイル等は手動にて削除する必要があります。削除する場合はファイルエクスプ

ロラー等にてC:\Program Files\KyoteiNavi24Ver3を開きこのフォルダを削除してください。
これでアンインストールは完了です。

◆バージョンアップの方法

バージョンアップの方法は本ソフトの機能利用とホームページよりダウンロードして本ソフトのインストールフォル

ダに解凍保存する方法があります。

本ソフトの機能利用の場合は本ソフト起動にバージョンアップされていればメッセージがでますのでバージョンアッ

プするを選択してください。するとバージョンアップする為のフォームが表示されますのでバージョンアップの内容

を確認してバージョンアップボタンをクリックするとバージョンアップが開始されます。完了するとソフトが再起動

しますのでそれで完了です。

注意事項

バージョンアップ後にはインターネットセキリュティソフトがインストールされている環境の場合は本ソフトのイン

ターネット接続許可にしなければインターネットに接続できませんから利用できません。必ず接続許可にしてくださ

い。許可の方法はご利用のインターネットセキリュティソフトのヘルプ等でお調べください。通常は回線利用のソフ

トが起動するとすぐに警告メッセージがでますのでそこで許可にすればいいだけです。
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◆サポート

KyoteiNavi24Ver3のサポートは、作者サイト の 掲示板、メール、スカイプ等にて行っています。

バージョンアップ等により機能追加した場合にはヘルプに記載がない場合がありますし、このヘルプ自体簡単な説

明しかされていませんから不明な点があれば遠慮なく問い合わせてください。

ホームページでも kyoteiNavi24Ver3に関するバグレポートや最新版の公開などを行います。

ホームページ http://www.interq.or.jp/dragon/manabu/

E-Mail manabu@dragon.interq.or.jp

Skype manabu5035 （ボイスチャット 無料電話)

TEL 082-254-5035 （ＦＡＸ）

SoftBank 080-3875-8314

◆ユーザー登録の方法

このソフトはシェアウェアです。使用するときユーザー登録する必要があります。

登録料送金後、メニュー→ヘルプ（横の▼）→ユーザー登録ページより必要事項を入力して送信してください。

ユーザー登録には、登録キー、サブキーが必要ですのでメールにて登録依頼の時は記載してください。

パスワード再発行時にもこの登録キーが必要です。

ユーザー登録料は2年間で3000円。それ以降は更新の必要があります。

◆ユーザー登録料支払い方法

下記の口座への振り込みをお願いします。

【ジャパンネット銀行】 銀行から振込み

銀行名 ： ジャパンネット銀行 本店営業部

口座番号 ： 普通 7968380

名義人 ： ワタナベ マナブ

【イーバンク銀行】

銀行名 ： イーバンク銀行 タンゴ支店

口座番号 ： 2866724

名義人 ： ワタナベ マナブ

【三井住友銀行】

銀行名 ： 三井住友銀行 箕面支店

口座番号 ： 1721041（普通口座）

名義人 ： 渡辺 学

【郵便振込】

口座番号 : 15170-37909521

名義人 : 渡辺 学

ソフトのバージョン

登録キー（ユーザー登録に必要

利用期限
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利用操作方法の説明

KyoteiNavi24Ver3の主な機能
□全場の番組表データ、成績データ表示。予想機能等。（データ自動ダウンロード機能）

□選手ファン手帳過去のすべてのデータを閲覧可能。

□２連単、２連複、３連単、３連複、拡連複、単勝、複勝の舟券の投票。

□オッズによる資金配分自動計算投票機能。

□競艇オフィシャルWeb の番組表、リアルタイムな3連単、2連単オッズ、成績を取得表示。

□買目の投資金額計算/収支計算。

□各レース情報表示。

□あらゆるデータ検証機能。

□すべての開催場のオッズ、成績取得機能。

□リアルタイムライブ中継受信機能。

□すべての選手画像表示（ウェーブより取得）

上部メニューの説明

上部メニュー

◆ファイル（メニュー）

●設定（動作設定）

午後6時以降に起動した場合に自動で
番組データを取得しないようにします

取得したオッズをデータ保存しない

保存しない場合はレース選択を変更する

と取得したレースのオッズデータは削除

されます。

番組、選手データの各選手の数値順位を

色により見やすくします。

選手データの各

選手の画像を表

示しません。

投票した成績の

取得時間を指定

できます。15分
～20分が最適

番組表のバックカラーを

ホワイトのみで表示。

選手データを半期毎に分けないよう

にします。通常は4/30 ,10/31で区切
ります。（NaviFan0710等)

インターネット投票システムのＩＤ，パスワー

ドをここで設定します。
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●ショートカット

他のソフトの起動ショートカットキーをここで登録

して本ソフトより起動する設定です。

メニューのショートカットのことです。

参照にて登録したい起動ファイル（本体ファイル）

を指定してください。

●得点構成

番組表の得点／平均の計算数値をここで設定しま

す。得点構成は正式には公開されていませんから

これはこちらで算出判断した点数ですから実際の

得点計算とはことなります。あくまで参考程度。

違うと思われる点数があればここで変更してくださ

い。変更後、番組インポート時に反映されます。

フライング等の

減点はここで

●ユーザー予想

番組表の印の組み合わせを指定して予想

買い目を表示する場合にここで設定

してください。

番組データインポート後反映されます。
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●ソフト予想

ここで予想に対する影響度を設定することが

可能です。選手勝率の数値を大きくすると勝率

を重視した予想になります。

ただし、バランスが大事ですから数値を大きく

すれば良いわけではないです。

●勝率設定

勝率予想の組み合わせをここで設定します。

各選手の勝率順位になります。3だと順位3番目。
番組データインポート後に反映されます。

勝率、複率等を選択

◆ダウンロード（メニュー）

手動で番組表を取得する場合はここを選択します。

通常は午後6時以降にデータが更新されますから、そ
れ以降に起動した場合は自動で取得します。また、ナ

イター開催時であれば午後9時以降に再度取得。
基本的にここを選択して取得することはないです。

番組、成績データはテキストデータですからフォーマ

ットが変更されれば正しく読み込めなくなりますから

インポートエラーになることがあります。その場合は

ホームページの方に修正されたデータが登録されます

からインポートできない場合があればホームページも

しくはサポートより問い合わせてください。

ダウンロードしたデータを削除します。

インポートすると不要ですから削除推奨

他のソフトで利用するのであれば保存。

過去のデータを期間して一括インポートす

る場合にここを指定します。

期間が長いと環境により処理できなくなり

フリーズ状態になる場合があります。

3ヶ月程度位でインポートしてください。

ファン手帳の年度

前期、半期ファイ

ルをここで指定し

ます。

インポート

するデータ

をここで指

定します。

本ソフトを初めて利用する場合にはここのファン手帳データを指定し

てまず初めにインポートする必要があります。予想には過去の出走デ

ータも参照しますから最低でも半期分のデータがあった方がいいで

す。なければ前走データなしでの予想になります。

成績データをインポートしていけばそのデータが蓄積されますから

以降のファン手帳データのインポートは不要になります。ただし、公

式データを見るのであればインポートすればいいと思います。



- 8 -

●ライブ中継設定

ライブ中継のアドレス設定をここで行います。

中継が見れない場合はここの設定アドレスが変更され

ていると思われます。

アドレスは各競艇場のHPのライブ中継を開き、下記
の画像のメディアプレーヤー上にカーソルを移動し

て、右クリックでサブメニューが現れます。そこの

プロパティを開らいて場所に記載されているのが

アドレスです。

注意）ライブ中継時のアドレスを設定してください。

中継していない時のアドレスは違います。

放送中のこれがメデ

ィアプレーヤーです。

カーソルをこの上にし

て右クリックです。右

図が表示されます。

このプロパティを

クリックすると画

像3が表示されま
す。

これがアドレスです。

これに変更してください。
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●レース情報

ここは競艇オフィシャルウェーブのレース情報ＨＰが表示できます。

●データ

■選手メモ一覧

番組表の選手名をクリックすると選手メモが開きます。そこで、

登録したデータの一覧（出走するレース等）が見れます。

各選手上にカーソルを移動して右クリックでサブメニューが現れ

ますから削除、変更等ができます。

クリックで選手メモも表示できます。

■選手検索

これが選手メモ。

これで選手のデータ、メモ等が登録できます。

マーキングすれば番組表の選手名の色が帰れます。

選手登録番号で検索できます。

WebはHPの検索。

ここでマーキング選択します。

選択して保存すると番組表の

選手名のバックカラーが選択色

になります。

番組表で選択されているファン手帳

データ。呼び出されているデータ。

■選手検索（Web）
競艇オフィシャルの選手検索ＨＰが表示されます。

■NaviFanデータ削除
本ソフトのオリジナル選手データを削除します。

この番組表の選手名をクリックすると下記の選手メモが

表示されます。

選手名のバックカラーの青はマーキングの青を選択して

いるからです。
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■予想検証

予想の検証がここでできます。

的中数、的中率、回収率等が可能です。

舟券の連式を選択。

予想の選択

日数を指定して検証

31だと31日間を検証

月別に検証します

検証点数を指定

検証タイプを指定（的中数等）

●ショートカット

設定項目でショートカット登録をした場合にここで他のソフトを起動できます。（6ページ参照）

●ツール

■買い目ボックス（艇番を指定することにより買い目ボックスを表示できます）

こちらが通常ボック

スの艇番指定。
着順を指定しての買い目

ボックスです。

番組表の予想欄に反映します。

配分計算に反映して表示します。

反映する場合

にチェック

■収支（投票したデータの収支が見れます。）
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◆ヘルプ

■バージョン情報 （ソフトのバージョン等が見れます。）

バージョン情報

ユーザー登録時の

キー情報これを連絡

利用期限

作者ＨＰへ

■ユーザー登録

ユーザー登録される場合にここをクリックしてユーザー登録依頼をお願いします、

登録フォームページが表示されますからそこに上記バージョン情報内の登録キー、サブキー、メールアドレス等

を入力して送信してください。

24時間以内にこちらからの連絡がない場合はメールアドレス等の入力みすの可能性がありますから電話にてご連
絡をしてください。

■サポート

サポート等の問い合わせするサポートフォームが表示されます。

必要事項を入力して送信してください。

24時間以内に折り返し対策等をご連絡します。

■ヘルプ

本ソフト付属のヘルプファイルを表示します。

■最新版の確認

ソフトの最新バージョンを確認できます。そして、アップデートもそれより行えます。

また、最新版の確認はソフトが起動時に自動で行います。

■ホームページ

作者のホームページを表示します。最新情報等はこのホームページで確認してください。
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各タブの説明
◆開催場

競艇場の選択
ファン手帳選択

開催場のレースタイトル

クリックするとそのレースが開きます。

◆番組表

締切3分前になると黄色に変わります。
赤は締め切られています。競艇オフィシャルが公開している

番組表データ。

ここで予想タイプの

選択をします。

表示するコース選択

算出期間

取得でオッズ取得

ソートは並び替え

オッズ指定による投票する場合は

ここを選択してださい。

オッズ投票フォームが表示。

別途参照

オッズを2回取得して
比較します。

展示タイムを取得します。

予想はここのデータを参照し

て再予想します。

この上にカーソルを移

動して右クリックでそ

の艇番の状態を印にて

状態を指示します。

再予想の印

再予想の買い目

予想表示。 配分計算を起動

投票データ登録する場合はここを

次ページ参照
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■人気／出目／払戻

検索する場、舟券選択 期間指定

レース選択

各タブ選択によりその項目の検証ができます。

操作方法は舟券、検索期間、レースを選択すれば

その期間のデータ検索して表示します。

前走成績、勝率は該当データ上左クリックするとその

レース、選手メモが開きます。

■今節成績（今節のレース結果データ表示）
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■投票する

番組表のこの投票登録にて投票デー

タを登録して投票するを選択した場

合に下記画像が表示され、投票ボタ

ンを押せば投票開始します。

投票確認で停止なしで投票

完了する場合にチェック。
投票開始ボタン

■オッズ印刷

取得したオッズを印刷します。

■番組表印刷

表示中の番組表を印刷します。

■レース情報

競艇オフィシャルウェーブのレース情報ＨＰを表示します。

■Webオッズ
競艇オフィシャルウェーブのオッズＨＰを表示します。

■締切時間一覧

開催場のレース時間一覧表示します。

レース時間をクリックしてマーキング

すればその時間の指定分前にサウンド

をならすことも可能です。
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■推奨レース（本ソフトの推奨レースの表示）

クリックするとその番組表が表示されます。

●配分計算

配分計算をクリックすると

配分計算が起動

これでオッズによる配分計

算ができます。

番組予想欄に反映する場合はここを

投票データ登録の場合はここを

オッズ取得データ読み込み買い目ボックスを起動。

詳細は10ページ参照

回数率を指定します。損金1200円、投票金額2000

円、回収率指数1.6の場合、1200+2000×1.6=5120の

払い戻し、利益が1920円です。

これはあくまで計算上で実際の利益とは多少は違い

うと思います。取得オッズと確定オッズは違いま

す。

計算するタイプによりここの

金額を指定します。（損金、

予算、利益目標）

番組表に反

映する買い

目にチェッ

ク。



- 16 -

◆選手データ（各選手のデータ表示）

選手画像クリックで競艇オフィ

シャルの選手データＨＰ表示。

◆成績（確定成績表示）

的中はバックカラー赤色
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◆オッズ（指定時間にオッズ取得して保存）

取得する競艇場にチェックします。

取得時間をここで指定。

締切の何分前で指定します。

右クリックで該当のレース

の成績を取得します。

時間になれば自動取得。ここで取得したデータは番組表のオッズで

見れます。

◆投票データ

番組表、配分計算で登録した投票データ。

右クリックですぐに投票、削除、変更、成績取得

等が行えます。


