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ワイルドジャングルカジノ 入出金マニュアル  

  

ワイルドジャングルカジノのインストールと新規登録が完了しましたら、実際の

お金を賭けてプレイするには、あなたのワイルドジャングルカジノのアカウント

に入金（カジノチップを購入）する必要があります。  

  

さらに、カジノゲームで勝った場合は、出金をすることによりカジノゲームチッ

プを現金化することができます。  

このマニュアルでは、そのワイルドジャングルカジノでの入出金方法を分かりや

すく説明しています。  

  

【ワイルドジャングルカジノ入金/出金方法】  

ワイルドジャングルカジノでは、二つの便利な入金・出金方法を準備していま

す：  

  

Webanq（ウェバンク）：  

オンラインカジノに特化した電子通貨サービスです。ジャパンネット銀行の口座

をお持ちの方は、24 時間入金が可能です！  

  

NETELLER（ネッテラー）：  

オンラインカジノに特化した電子通貨サービスです。ネッテラーの「Net+カー

ド」を作っておきましたら、カジノで勝った金額をコンビニの ATM から出金す

ることができるようになります！  

  

このマニュアルでは、これら二つの入出金方法の利用方法を説明します。  

  

  

Webanq（ウェバンク）  

ワイルドジャングルカジノのおすすめ入金/出金方法がウェバンクです。ウェバン

クとは、よくネットゲームなどで使われる電子通貨の一種です。ただし、日本の

オンラインカジノプレイヤーに特化していて、いくつかのカジノで利用すること

ができます。ウェバンクの通貨をまず買い（ウェバンクのアカウントへ入金す

る）、それを使って、カジノのチップを買う（アカウントへ入金する）ことがで

きるのです。  
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ウェバンクをおすすめするのは、以下の理由があるからです。  

  

・ジャパンネット銀行口座への振込みを行ってウェバンクアカウントへ入金する

ことができます。  

・ジャパンネット銀行の口座をお持ちであれば、24 時間入金することができま

す。  

  

ウェバンクのアカウント開設方法は、別途のマニュアルを用意しているので、ご

覧ください。  

  

【ワイルドジャングルカジノへウェバンク通貨を使って入金する】  

ウェバンクアカウントへの入金が完了しましたら、ワイルドジャングルカジノの

アカウントへ入金することができます。  

  

①まずは、ワイルドジャングルカジノを起動してください。メインロビーの下 

部メニューから「キャッシャー」というボタンをクリックしてください。  
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②入出金の画面が開きますので、上部から「Webanq」のタブをクリックしてく

ださい。  
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③上記のような画面が表示されますので、入金したい金額（$20 以上を設定す

る必要があります）、あなたのウェバンクアカウント ID（ログイン後の画面の

上部に書いてあります「口座番号」です）、そしてウェバンクの「口座設定」で

設定しましたパスワードを入力してください。  

  

入力しましたら、「入金する」をクリックしてくだい。 ④以下のような画面が表

示されましたら入金の完了です。  
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【ワイルドジャングルカジノからウェバンクへ出金する】  

  

カジノで勝った金額をウェバンクへ出金すれば、銀行振込で現金化することがで

きます！  

  

それを行うには、まずあなたのカジノアカウントからウェバンクアカウントへ出

金を行う必要があります。  

  

ワイルドジャングルカジノからウェバンクへの出金方法は以下の手順になりま

す：  

  

①ワイルドジャングルカジノを起動しまして、「キャッシャー」画面を開きま

す。以下の画面が表示されましたら、下部の「お引き出し」タブをクリックしま

す。  
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②上記のような画面が表示されますので、出金する金額（$20 以上を設定してく

ださい）、そして「Choose account」にてウェバンクの口座 ID を選択しまして 

「引出し」をクリックしてください。 ③以下のようなメッセージが表示されまし

たら、出金の依頼は完了ですが、最後に身分証明の手順があります。  
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④初めて出金をする際には、身分証明を行う必要があります。  

あなたのアカウント ID と出金依頼を出した旨と、以下の書類のスキャンか写真

をワイルドジャングルカジノのサポートスタッフ 

（support@wildjunglecasino.com）まで送ってください。  

  

・写真つきの現住所が確認できる身分証明書  

現住所が免許証の裏面にある記載されている場合や現住所が自筆のパスポート、  

身分証明書に写真がない保険証などを送る場合は、下記の補助書類も併せて必要

になります。   

補助書類：発行から３ヶ月以内の公共料金の支払い明細書または住民票  

  

出金が処理されるまでは、2 営業日ほどお待ちください。  

ウェバンクに出金した金額が反映されましたら、ウェバンクにログインして、ウ

ェバンクからの出金作業を行ってください。  
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※ウェバンクからの出金作業の詳細は、別途ウェバンクのマニュアルをご覧くだ

さい。  

  

  

NETELLER（ネッテラー）  

もうひとつおすすめするワイルドジャングルカジノの入金/出金方法は、ネッテラ

ーです。ネッテラーもオンラインカジノに特化した電子通貨の一種で、ほぼ全て

のカジノで利用することができます。ネッテラーの通貨をまず買い（ネッテラー

アカウントへ入金する）、それを使って、カジノのチップを買う（アカウントへ

入金する）ことができるのです。  

  

  

  

ネッテラーをおすすめするのは、以下の理由があるからです。  

  

・日本国内の銀行口座への振込みを行ってネッテラーアカウントへ入金すること

ができます。  

・ネッテラーの「NET+カード」を作っておけば、日本の ATM から現金で引き

出すことができます。  

  

ネッテラーの詳しい説明や、ネッテラーの口座開設方法、「NET+カード」を作 

る方法は、別途のマニュアルを用意しているので、ご覧ください。【ワイルドジ

ャングルカジノへネッテラー通貨を使って入金する】  

ネッテラーアカウントを作って、ネッテラーの電子通貨を購入しましたら、ワ 

イルドジャングルカジノのアカウントへ入金することができます。  
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①まずは、ワイルドジャングルカジノを起動してください。メインロビーの下部

から「キャッシャー」ボタンをクリックしてください。  

 

  

②入出金の画面が開きますので、上部から「NETeller」のタブをクリックしてく

ださい。  
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③上記のような画面が表示されますので、入金したい金額（$20 以上を設定す

る必要があります）、あなたのネッテラーアカウント ID、そしてネッテラーの

セキュア ID を入力してください。  

入力しましたら、「入金する」をクリックしてくだい。 ④以下のような画面が表

示されましたら入金の完了です。  
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【ワイルドジャングルカジノからネッテラーへ出金する】  

カジノで勝った金額をネッテラーへ出金すれば、Net+カードを利用して ATM に

より現金化することができます！  

それを行うには、まずあなたのカジノアカウントからネッテラーアカウントへ出

金を行う必要があります。  

  

ワイルドジャングルカジノからネッテラーへの出金方法は以下の手順になりま

す：  

  

①ワイルドジャングルカジノを起動しまして、「キャッシャー」画面を開きま

す。以下の画面が表示されましたら、下部の「お引き出し」タブをクリックしま

す。  
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②上記のような画面が表示されますので、出金する金額（$20 以上を設定して

ください）、そしてネッテラーアカウント ID を入力しまして「引出し」をクリ

ックしてください。 ③以下のようなメッセージが表示されましたら、出金の依

頼は完了ですが、最後に身分証明の手順があります。  
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④初めて出金をする際には、身分証明を行う必要があります。  

あなたのアカウント ID と出金依頼を出した旨と、以下の書類のスキャンか写真

をワイルドジャングルカジノのサポートスタッフ 

（support@wildjunglecasino.com）まで送ってください。  

  

・写真つきの現住所が確認できる身分証明書  

現住所が免許証の裏面にある記載されている場合や現住所が自筆のパスポート、  

身分証明書にお写真がない保険証などを送る場合は、下記の補助書類も併せて必

要になります。   

補助書類：発行から３ヶ月以内の公共料金の支払い明細書または住民票  

  

出金が処理されるまでは、2 営業日ほどお待ちください。  

ネッテラーに出金した金額が反映されましたら、Net+カードを使ってネッテラー

のアカウントから出金することができます。  
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※ネッテラーの Net+カードに関する詳細は、別途ネッテラーのマニュアルをご

覧ください。  

  

最後に 

この度は私のサイトにご訪問下さり、オンラインカジノに興味をお持ちいただ

き、レポートを購入いただきまして、誠に有難うございます。 

オンラインカジノは、きっとあなた様に、楽しくて、しかもジャックポットとい

う高額賞金獲得の夢(現実になるかもしれませんよ)まで与えてくれます！！ 

これを機会に、あなたが、オンラインカジノで充実した楽しい夢のある life 

time を過ごされることをお祈り申し上げます。 

 

何か質問があれば、いつでもサイトのお問合せより何なりとご質問ください。 

どんなことでも気軽にご相談くださいね！！ 

それでは、素晴らしい online Casino good time をお過ごしください 

有難うございました。 
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