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P1

①は【JVDataWasukePlus】Bookへリンクする為です。
②はActivXを使用する為です。

【更新する（U）】をクリックして下さい。 場合に入力します。
【このアプリケーションは、安全でない可能性のあるActiveX・・・・・・】

【OK】をクリックして下さい。

最初に起動します。 自動的に開きます。 処理の内容です。 具体的な作業です。

あいぼうforWaSuKePlusVer.1.1.1のフローチャート図

起動中に以下のメッセージが表示される場合があります。 Step1 通常はそのままです。
『このブックには、ほかのデータソースへのリンクが含まれています。』 ①払戻率の確認 「JRAプレミアム」等で初期値と異なる

AibouWasukePlus WasukePlusメニユー

はじめに
【はじめに】シートをクリックして
表示させて下さい。
推薦（初期値）の場合は不要です。

買い目 2-11-16 過剰票 45

OddsC時点の3連複総票数 2,386,229

P1
※慣れるまでは、印刷してご使用下さい。 ©VoteMatrix

準備編
準備編は1回処理を行うだけで完了致します。

初めに

総票数比例比較方法は、VoteMatrixが独自考案した方法です。
平成30年12月2日阪神競馬場12Rの例

book sheet process sub_process

増加比率超 276 過剰増加票
※増加比率を超える票数が「過剰票」となります。

平成30年12月9日阪神競馬場12Rの例
3連複BtoC Top1

OddsB時点の11-2-16の票数 2,861 OddsA時点の11-2-16の票数 2,236

あいぼうforWaSuKePlusの総票数比例比較方法における「過剰票」

3連複BtoC

OddsB時点の3連複総票数 2,185,803 増加比率 1.0917
OddsC時点の2-11-16のOdds 94.9 OddsB時点の2-11-16のOdds 97.2
OddsC時点の2-11-16の票数 18,848 OddsB時点の2-11-16の票数 16,852

過剰票数の計算
18,848 16,852 1.0917 450.6716 45千円

増加票数
18,848 16,852 1,996 増加比率以下 1,546 通常増加票

増加比率超 450 過剰増加票
※増加比率を超える票数が「過剰票」となります。

3連単AtoB
買い目 11-2-16 過剰票 28

OddsB時点の3連単総票数 2,895,005 OddsA時点の3連単総票数 2,504,508 増加比率 1.1559
OddsB時点の11-2-16のOdds 733.6 OddsA時点の11-2-16のOdds 812.0

過剰票数の計算
2,861 2,236 1.1559 276.4076 28千円

増加票数
2,861 2,236 625 増加比率以下 349 通常増加票

買い目 8-13-14 過剰票 189 ※人気薄がTop1になった例（的中しなかったが最終Oddsは150.5倍）

OddsC時点の3連複総票数 2,574,297 OddsB時点の3連複総票数 2,270,403 増加比率 1.1339
OddsC時点の8-13-14のOdds 305.4 OddsB時点の8-13-14のOdds 435.7
OddsC時点の8-13-14の票数 6,316 OddsB時点の8-13-14の票数 3,904

過剰票数の計算

増加比率超 1,889 過剰増加票
※増加比率を超える票数が「過剰票」となります。

※計算式において10票で割るのは、千円単位にするためです。

6,316 3,904 1.1339 1889.44864 189千円
増加票数
6,316 3,904 2,412 増加比率以下 523 通常増加票



3連複Wasuke
馬連・ワイド・馬単
3連単Wasuke
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を参考にして下さい。

につきましては、
『TARGET frontier JVへの買い目読み込みフローチャート図』

TARGETfrontierJVへの
買い目データを入力します。
Top18のデータは自動作成します。

次レースからは
Step2の発送時刻等
から行って下さい。

全て自動 『全て自動』で実行します。

AibouWasukePlus
識別Graph:BtoCと OddsBとOddsCでの識別を
過剰票Graph:BtoCが 実行致します。
表示されます。 過剰票数増加馬の馬番も表示されます。

TARGETfrontierJVへの買い目作成機能 識別Graphから 軸馬の馬番等を に入力して

過剰票数増加馬の馬番も表示されます。

3回目
設定時刻に 何もせずに
【UserForm1】が 見ているだけです。
自動的に表示されます。 全て自動で行います。

自動的に表示されます。 全て自動で行います。

全て自動 『全て自動』で実行します。

AibouWasukePlus
識別Graph:AtoBと OddsAとOddsBでの識別を
過剰票Graph:AtoBが 実行致します。
表示されます。

WasukePlusメニユー
「４分前」の15秒前に 時々Timerが変化しているかを確認し
【WasukePlusメニー】を 変化していない場合は
自動的に表示します。 『Timer開始』ボタンをクリックして下さい。

データ判定機能
2回目

発送時刻の４分前に 何もせずに
①コース②レース③オッズ時刻 【UserForm1】が 見ているだけです。
①・②・③でデータ判定を自動で行います

約10秒から15秒後に
全て自動 自動的にOdds取得が

完了します。

AibouWasukePlus
OddsAの時点では

③レース選択
30秒（3回目は20秒）後に 上記をプルダウンから選択して下さい。
【UserForm1】は自動的に 最後に『④JVデータ取得』ボタン
非表示になります。 をクリックして下さい。

自動的にデータを処理し
グラフは何も 【AibouWasukePlus】を
表示されません 自動で表示します。

※自動処理を開始します

１回目
発送時刻の７分前に 【UserForm1】が自動的に表示されましたら

【UserForm1】が 30秒以内に
自動的に表示されます。 ②コース選択

途中でメッセージが表示されます。 Step3 『Timer連動表示開始』ボタン
【OK】・【保存】ボタンをクリックして先に進んで下さい。 『Timer連動表示開始』 をクリックして下さい。

レースはここから レースの発走時刻等を ８分前までに入力して下さい。
行って下さい。 手入力して下さい。 ※注意：締切時刻はその1分前です。

『Timer開始』ボタンをクリックして下さい。 表示させます。 ※必ず合っているかを確認して下さい

ふたつ目以降の Step2 発送時刻の入力を推薦致します。

時々Timerが変化しているかを確認して下さい。 Step１ 『Timer開始』ボタンをクリックして下さい。

変化していない場合は 現在の時刻を ポイント

シートの下方に有ります。 『Timer連動表示開始』 『設定時刻』をプルダウンから
の設定 選択して下さい。

推薦（初期値）の場合は不要です。

book sheet process sub_process

WasukePlusメニユー
【WasukePlusメニュー】シートを
クリックして表示させて下さい。

あいぼうforWaSuKePlusVer.1.1.1のフローチャート図 P2
※慣れるまでは、印刷してご使用下さい。 ©VoteMatrix
操作編Ⅰ



正しく表示等されなくなった場合の対処方法

設定された時間内に処理されなかった場合等で、正しく表示等されりなくなる場合が有ります。
『Excelの終了』ボタンをクリックして、一旦終了し再起動してみて下さい。
再起動により正しく表示等されると思います。

P3

次のレース（備忘メモ） について

次のレースを忘れてしまうことの無い様に、備忘メモを用意致しました。
任意のメモで、記憶力のよい方には不要です。
それぞれ、プルダウンから選択するだけです。
JV-Linkには連動していませんのでご注意下さい。

あいぼうforWaSuKePlusVer.1.1.1のフローチャート図 P3
※慣れるまでは、印刷してご使用下さい。 ©VoteMatrix
操作編Ⅱ


