
※ ロケテスト版につき、製品版と一部内容が異なる可能性がございます。
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※ アカウント・パスワードは、皆様のプレイデータを管理するのに必要な情報ですので、
    他人に知られないようご注意ください。

スタホ厩舎
スタホツー厩舎
スタホスリー厩舎
スタホフォー厩舎
スタホサブ厩舎

厩舎1
厩舎2
厩舎3
厩舎4
厩舎5

アカウント
初回プレイ時に発行される
11桁の数字

パスワード
ABC12345

ユーザー名
スターホースマン

例

StarHorse4では、1枚のAimeにつき1アカウントが発行されます。アカウントには、任意の
ユーザー名を設定することが可能です。1つのアカウントで最大100厩舎まで作成することができます。
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アカウントと厩舎情報



※ メダルは「StarHorse4 専用メダル」となります。※ メダルは「StarHorse4 専用メダル」となります。
MESTAにメダルを預け入れたまま、「メダル貸出」を終了します。MESTAにメダルを預け入れたまま、「メダル貸出」を終了します。やめるやめる

貸出した枚数分のメダルが払い出され、CREDITに加算されます。貸出した枚数分のメダルが払い出され、CREDITに加算されます。CREDITに加算するCREDITに加算する

預け入れたメダルをCREDITに加算するか、MESTAに預けたままにするかを選択。4

 決済を行う
 電子マネーカードを選択。 3

使用可能な電子マネーブランドは
店舗により異なります。

 カードリーダーに
 電子マネーカードをタッチ。2貸出枚数・金額を選択。1

 ※メダル貸出価格は店舗により異なります。

ショップ画面からメダル貸出を選択します。
オーナー画面上部から
ショップへ移動します。

― ２ ―

電子マネーの使用方法  （例：メダル貸出の場合）



新サテライトシート

新サテライト機能

前作に引き続き各種サービスをご用意。
ボイスチャットで他サテライトとのコミュニケーションも
円滑になります。
またサテライトでは電子マネー決済が可能になりました。
座ったままメダルの貸出やアイテムの購入を行うことができます。
より快適な競馬ライフを送ることができるようになりました。
※ボイスチャットは、製品版よりご利用頂けます。

マイクジャック

ＵＳＢポート

電子マネー決済可能！

タッチでもマウスでも操作可能！

から操作
可能！

から操作
可能！「スタホ
アイランド

」
「スタホ

アイランド
」ゲーム画

面右下
ゲーム画

面右下

さらに快適なプレイ環境を提供！
大迫力のレース映像と
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StarHorse4新要素紹介①



プレミアトーナメント 特性発動 クエスト ダブルチャンス

SKY TURF Daily Tournament スターホースカード

6倍にアップ‼
最大で馬券ウィ

ンが

SR株券をゲッ
ト⁉

クエスト達成で
、

レースを有利に
展開可能！

特性を活かし

ガチンコバトル
！クラブで戦う

効率大幅アップ！?生産だけでなく、調教にも使って
天空へ !

戦いの舞台は

選ばれた馬のみが出走できる最高峰のレース選ばれた馬のみが出走できる最高峰のレース
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StarHorse4新要素紹介②



出走の仕方

・全ての出走馬のステータスを疲労度なし、調子SS、バイオリズム上昇傾向に変更。
・ロケテストにおけるグランドマスターズの戦績を全てリセット。（獲得した報酬は消滅しません。）
・全ての出走馬のステータスを疲労度なし、調子SS、バイオリズム上昇傾向に変更。
・ロケテストにおけるグランドマスターズの戦績を全てリセット。（獲得した報酬は消滅しません。）

本グランドマスターズはロケテスト特別仕様のため、一部機能が解放されておりません。
また、ロケテスト終了後に以下のデータが変更・リセットされます。

ロケテストの注意点

②出走馬を選択して出走登録

①特殊レース
  ボタンをタッチ

複数の殿堂馬を保持すると有利！　 複数の殿堂馬を保持すると有利！　 

・殿堂馬にも疲労が溜まるため連闘回避が重要です。
・各殿堂馬がバイオリズムを有しており、出走する馬の状態を
　見極めることが、好走の鍵となります。

②疲労が規定値以上、調子が規定値以下の場合は出走不可②疲労が規定値以上、調子が規定値以下の場合は出走不可

グランドマスターズでは3着以内に入ることを「勝ち抜き」と呼びます。
勝ち抜きした場合、次回の同条件のレースに出走可能です。
・勝ち抜き中は、疲労が溜まりません。
・勝ち抜き時はログアウト中でも自動で出走します。
・勝ち抜き中の殿堂馬は、他の条件のレースには出走できません。

①「勝ち抜き制」が進化①「勝ち抜き制」が進化
SH3マスターズカップからの主な変更点

(現役時獲得賞金が低い場合、抽選による出走となる可能性があります。)

グランドマスターズは4種類のSWBCと同じコースで行われる、
店内レースです。
1日5回、10時30分から3時間おきに開催されます。
出走条件は、「殿堂馬であること」です。

GRAND MASTERS
グランドマスターズとは？

CHECK！
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StarHorse4新要素紹介③



比較表

入手から5か月経過した月の月末が有効期限

同一の有効期限を持つ
同名同レアリティのカードにつき1000枚

（使用すると同名馬の株券が1枚もらえる）1回

0枚

生産・調教パートナー・売却

ガチャなどで入手

なし

自動的に合成される

何回でも

株券により異なる

生産のみ

プレイなどで入手

使用期限

複数枚の所持

使用可能回数

使用時の必要メダル

使用方法

入手方法

スターホースカードスターホースカード株券株券

StarHorse4には、「株券」と「スターホースカード」があります。
見分けるポイントは、「使用期限の有無」とレアリティ左の☆マークです！
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ポイント① 株券とスターホースカードの違い



公式サイトでは

SH4.NET では

StarHorse4の公式Twitterも開設しました。@segastarhorse4 を今すぐフォローしよう！
ゲームに関するお知らせは上記サイトと本アカウントでツイートさせていただく予定です。

上記以外にも、さまざまなコンテンツをSH4.NETでも提供予定です！
今すぐ公式サイトトップからSH4.NETにアクセス！ 
※ ログインには、筐体で作成したアカウントとパスワードが必要となります。

StarHorse4をより快適に遊ぶために、厩舎の成績、所有馬の全成績、
血統情報などが好きな時に閲覧することができます。

もしかしたら、知らなかった操作方法や機能もあるかも…？
ぜひ公式サイトをチェックしてみよう！

StarHorse3から引き続き遊べるコンテンツの他に、 
StarHorse4の新要素に関する詳しい遊び方もお届け！

最新情報や各種お知らせ、ゲームの詳しい遊び方など随時更新してお届けします！最新情報や各種お知らせ、ゲームの詳しい遊び方など随時更新してお届けします！
公式サイト公式サイト公式サイト公式サイトやStarHorse4連動サービスの　　　　　　やStarHorse4連動サービスの　　　　　　ではではSH4.NETSH4.NETSH4.NETSH4.NET

公式サイトはコチラ
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ポイント② 攻略情報盛りだくさん！



大量メダルを
獲得 !

大量メダルを
獲得 !

目指せ、アル
ティメットジャ

ックポット

目指せ、アル
ティメットジャ

ックポット

ベットが的中するか、出走させた愛馬がレースで5着以内に入ればメダルゲット！

レース結果

調教・飼葉で調子を整えます。
どれが良いか迷ったら、
オススメをタッチ。

秘書がオススメの
調教や飼葉を
お教えします。

出走では、自らの愛馬をレースに出走させる手続きをします。
StarHorse4では、個性溢れる多数の実名騎手が登場するので、
愛馬に合った騎手を選びましょう。

オーナー時間

メインモニターでは、白熱のレースが行われています。
自分の愛馬を出走させている場合は、健闘を祈りましょう！

レース

レースの着順を予想して、馬券にベットします。
StarHorse4では、メインレースとサブレースが
同時に行われています。
メインレースは、
全国のライバルたちと対戦する全国レースか、
店内のライバルたちと対戦する国内レースです。
サブレースは、店内のライバルたちと対戦するレースで
サテライトでのみ観戦することができます。

ベット時間

大画面で応援
!

大画面で応援
!

愛馬を愛馬を

出走させて出走させて

レースを予想
して

レースを予想
して

拡大！拡大！
5着までに5着までに
賞金は賞金は

ゲームの流れ
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競馬新聞の見方 ベット方法

単勝 …１着になる馬を当てる馬券です。

…3着までに入る馬を当てる馬券です。複勝

…1着と2着になる馬の枠番号の組み合わせを当てる馬券です。枠連

…1着と2着になる馬の馬番号の組み合わせを当てる馬券です。馬連

…１着→２着の馬番号を順番通りに当てる馬券です。馬単

…1・2着（2・1着）、1・3着（3・1着）、2・3着（3・2着）の
組み合わせを当てる馬券です。

ワイド

…1着、2着、3着の組み合わせを馬番号で当てる馬券です。
1・2・3着の着順は関係ありません。

3連複

…1着→2着→3着の馬番号を着順通りに当てる馬券です。
3連単に限り、ベット単位が通常の1/10となります。

3連単

…前ゲームのウィンをそのままベットする転がし馬券です。
　小数第3位まで払い出しがあり、ペイアウト率が実質100％のお得な馬券です。
( )　　※ライドはキャンセルできませんのでご注意ください。
  単勝ライド・・・1着になる馬を当てるライド馬券です。
  複勝ライド・・・3着までに入る馬を当てるライド馬券です。
メイクライド・・・オッズが1.1倍未満にならない限り何頭でも選択できる単勝ライド馬券です。

ライド

…１レース限定でその馬のオーナーになれる馬券です。
   ベットした馬が5着以内に入ると的中となります。
　（※サイドはキャンセルできませんのでご注意ください。）
　所有できるのは、先着順で１頭につき１名までとなり、
　他プレイヤー所有馬にはベットできません。
　所有馬とサイドを合計して１レースにつき２頭までの馬を所有できます。

サイド

エール …1頭の馬を選択し、その馬が絡む馬券に一括ベットします。

ベットゲームにおけるベット枚数を考慮した着順操作等は一切行っていないことを保証します。枠番号 馬名 性別・馬齢 脚質

出走中の競走馬の情報です。

ベット時間終了までの間、
馬券にベットができます。

現在開催中のレースの情報です。メインレース表示中はメインレースの、
サブレース表示中はサブレースの情報が表示されます。

「全国」は全国対戦、「店内」は店内対戦を示します。

カメラやコンフィグを設定します。

メイン/サブレースの
切り替えを行います。

ベット単位
…１回にベットする
枚数を設定できます。

購入した馬券を表示します。

タッチするごとに、
さまざまなデータを
閲覧することが
できます。

ベットキャンセル
…間違えてベットしてしまった
時は、ここをタッチすることに
よりベットをキャンセルできます。

馬番号

所有する厩舎のサテライト番号 マルチサイド倍率

ベットゲームの遊び方①
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ベット方法 便利なベット方法

メインレース／サブレース

単勝のベット方法

馬連のベット方法

３連単のベット方法

ボックス

ながし

フォーメーション

StarHorse４では、１週に２つのレースが同時開催されます。
どちらのレースにもベットすることができます。
レースの切替は、ベット画面のボタンから行えます。

③                 にタッチすると、指定した組み合わせにベットします。

② ベットしたい競走馬を何頭か選択します。

①                    にタッチします。

何頭かの競走馬を指定し、それらの組み合わせ全てに一括で
ベットできる機能です。

③                 にタッチすると、指定した組み合わせにベットします。

② 相手の競走馬を選択します。
　 相手の競走馬を選択しない場合、全ての馬を対象とします。

① 軸馬を選択して                   　にタッチします。

指定した競走馬を軸として、何頭かの競走馬を相手とする
組み合わせに一括でベットできる機能です。

※ 重複する組み合わせは１点として計算します。

③                 にタッチすると、指定した組み合わせにベットします。

②  ベットしたい競走馬の                  を選択します。

①　　　　　　　　にタッチします。

自由に組み合わせを指定し、指定した組み合わせ全てに一括で
ベットできる機能です。

これで３連単に0.1枚
ベットできました。

③ 相手にする馬の行にある組み合わせにタッチします。

② 軸にする馬の名前を1着、2着の順番でタッチします。

①           の３連単ボタンにタッチします。

例）キタサンブラック → スワーヴリチャード → シュヴァルグランとベットしたい場合…

これでキタサンブラックとスワーヴリチャードとの馬連(④‐⑪)に
１枚ベットできました。

③ 相手にする馬(④スワーヴリチャード)の行にある組み合わせに
　 タッチします。

② 軸にする馬(キタサンブラック)の名前にタッチします。

①           の馬連ボタンにタッチします。

例）キタサンブラックとスワーヴリチャードの馬連にベットしたい場合…

これでキタサンブラックの単勝⑪に１枚ベットできました。
１回タッチすると１枚ベットできます。

② 　　　　　　   の青いボタンにタッチします。

①          の単勝ボタンにタッチします。

例)キタサンブラックにベットしたい場合…

ベットゲームの遊び方②
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スタホアイランド　ＣＯＯＬ104

© UNIVERSAL ENTERTAINMENT

ゲームの途中で、手札の５枚がポーカー役になるとボーナスウィンが獲得できます。
StarHorse4ではオートプレイでゲームを自動進行させることもできます。

画面右下のスタホアイランドからCOOL104 を楽しむことが
できます。同じスートか同じ数字のカードを重ねていき、
10 枚以上カードを出せれば配当獲得となります。

…放牧中のみ行える育成メニューも存在します。

放牧状態の馬を入厩させるには、馬名を選択して　　　　 をタッチします。

…調教や飼葉、出走を行わない馬の週は経過しません。

StarHorse4では、自分の馬を 6頭まで所有することができます。
6頭の馬はそれぞれ「入厩中」か「放牧中」のどちらかの状態になります。
複数頭の馬を連続で調教することが可能です。
（StarHorse3 のような、入厩するためにローテーションする手間が省けます。）

…スクラッチカードを削って、
   馬装や飼葉などを獲得できます。

…クエストの確認や報酬の
   受け取りができます。

…通算成績など厩舎の
    情報を閲覧できます。

…殿堂馬の閲覧や秘書の衣装変更などを行います。

…アイテムの購入を行います。

競走馬の状態について

ホーム画面説明
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レースのグレードについて

各レースは、グレードという
レベルが定められています。
左図の上部ほど、高いグレードとなり
ライバル馬も強くなりますが、
賞金も高額になります。

L / OPL / OP
GⅢ / JpnⅢGⅢ / JpnⅢ
GⅡ / JpnⅡ
国内GI / JpnI
海外GI
WBC
SWBC

③出走登録ボタンで
　登録が完了します。

②騎手を選択します。①出走ボタンから、出走したい
　レースを選択します。

３ レースに出走する

…お好みの飼葉を選択して
　飼葉ボタンをタッチします。

…飼葉ボタンをタッチします。

２ 飼葉を与える

…お好みの調教を選択して
　調教ボタンをタッチします。

…調教ボタンをタッチします。

調教する1

1頭につき1週に1回、調教を行い飼葉を与えることができます。
調教をし、飼葉で疲労を回復して愛馬をレースに出走させましょう。

愛馬を育成する方法

StarHorse4では、より適性が重視されます。適性は、愛馬の成長と共に
上がることがあります。適性に合ったレースに出走させてあげましょう。

…株券の閲覧を行います。

…馬を抹消します。

…馬を引退させます。

…馬装の変更を行います。

…牧場に預けます。

…委託調教を行います。

…サテライトレースの出走登録、結果確認を行います。

…飼葉を与えます。

…調教を行います。

…出走登録を行います。

厩舎画面説明
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http://segastarhorse.com/

ロケテスト版

※ ロケテスト版につき、製品版と一部内容が異なる可能性がございます。


	SH4_二次ロケINST_P00_表紙
	SH4_二次ロケINST_P01_アカウントと厩舎情報
	SH4_二次ロケINST_P02_電子マネーの使用方法
	SH4_二次ロケINST_P03_StarHorse4新要素紹介①
	SH4_二次ロケINST_P04_StarHorse4新要素紹介②
	SH4_二次ロケINST_P05_StarHorse4新要素紹介③
	SH4_二次ロケINST_P06_ポイント①株券とスターホースカード
	SH4_二次ロケINST_P07_ポイント②攻略情報盛りだくさん！
	SH4_二次ロケINST_P08_ゲームの流れ
	SH4_二次ロケINST_P09_ベットゲームの遊び方①
	SH4_二次ロケINST_P10_ベットゲームの遊び方②
	SH4_二次ロケINST_P11_ホーム画面説明
	SH4_二次ロケINST_P12_厩舎画面説明
	SH4_二次ロケINST_P13_裏表紙

