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はじめに 

 

本マニュアルをご請求いただき有り難うございます。 

 

このマニュアルではオンラインカジノのルーレットゲームを攻略していくために、 

まとめたマニュアルです。 

 

オンラインカジノは合法的にカジノをインターネットの世界で楽しめるサービスです。 

 

有名なオンラインカジノで言えば、 

ワイルドジャングルカジノなどがあります。 

 

ワイルドジャングルカジノ 

 

 

 

ワイルドジャングルカジノは、日本人ユーザーがとても多く、 

今大人気のオンラインカジノです。 

 

 

http://www.samuraiclick.com/aclk?bid=86&tid=57059
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また、２０１２年２月には、１億円を超える高額賞金を日本人が GET しているんです。 

 

 

 

１億円って金額を手にする瞬間ってどんな気持ちなんでしょうか・・・（笑） 

 

こういったメガトン級の高額賞金も GET出来るオンラインカジノは、 

今かなり人気が上がってきていて、多くのユーザーがオンラインカジノで遊んでいます。 

 

 

しかし！！！ 

 

オンラインカジノで遊ぶだけじゃ～もったいない！！ 

ということで、小さく堅実にオンラインカジノで稼ぐ方法をお教えします。 

 

【注意】 

このマニュアルでは筆者のこれまでの経験やその他寄せられた意見や実践報告をまとめ、 

あくまで稼ぐ確率を上げるためのノウハウや遊び方をまとめたマニュアルです。 

 

１００％の保証はございませんので、オンラインカジノで損害を被ったとしても 

その責任を一切負いません。あくまで、全て自己責任でプレイしてください。 
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オススメのオンラインカジノ 

 

まずは実際にオンラインカジノに登録してみましょう。 

オススメのオンラインカジノは、先程紹介した「ワイルドジャングルカジノ」です。 

 

ワイルドジャングルカジノ 

 

冒頭でもお話しした通り、日本人ユーザーがとても多く、 

また、高額ジャックポットも出たことによって一気にユーザーが増えているのが、 

このワイルドジャングルカジノです。 

 

オススメの理由としては、 

 

・国が発行する正規ライセンスを元に運営されている 

・第三者機関の監視のもと運営を行っている 

・サポートが日本語に対応している 

 

という点が挙げられます。 

 

日本語サポートの対応はとてもスピーディーで、 

他のオンラインカジノはいくつかございますが、その中でも随一のサポート力だと思います。 

 

今回は、このワイルドジャングルカジノのルーレットを 

メインとしてお教え致します。 

 

 

http://www.samuraiclick.com/aclk?bid=86&tid=57059
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ルーレットで勝つための戦略 

 

「ルーレットに戦略なんてあるの？」 

という声が聞こえてきそうですね。 

 

ルーレットは運だよりなゲームなので、どの数字に賭けても変わらない。 

と思われがちです。 

 

しかしながら、 

 

当たる数字があらかじめ分かる。とか１００％当たる場所がわかる。 

とかそういった類のものではありませんが、 

 

勝つ確率、稼ぐ確率を上げる方法は実在しています。 

 

もちろん予言みたいなオカルト手法ではありません。 

 

ルーレットは運だよりで遊ぶ事も出来ます。 

 

ただオンラインカジノで暇をつぶしたい、ゲームを楽しみたい。というだけであれば、 

それももちろん悪いことではありません 

 

が、 

 

あなたがもし稼ぎたいと思っているにも関わらず、 

未だに「運が良い」「運が悪い」というような事を言い続けているのであれば、 

 

それは今直ぐにやめたほうが良いです。 

 

確かにルーレットをやっていると、運とか流れってものを掴む感覚はありますが、 

それはあくまで結果論です。結果的に勝ちが連続できた“だけ”なのです。 

 

そういった感覚にだけ任せた方法ではなく、賭け方から資金の管理の仕方まで、 

もっと堅実に進む方法を考えていきましょう。 
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ルーレットのルール＆賭け方 

 

ルーレットをやった事がある人は少ないにしても、 

ルーレットのルールを知っている人は多いはず。 

 

テレビや映画などでも良く出てくる、ルーレットはあなたも知っていると思いますし、 

基本的なルールはわかるはずですよね。 

 

別名“カジノの女王”と呼ばれる程、ルーレットは 

カジノゲームの中で１位２位を争う程メジャーなゲームです。 

 

 

ただ、今回は再度勉強する意味でも、 

基本的なルールから、実際どんな賭け方があるのかまで、 

お教えしていきたいと思います。 
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ルーレットの種類 

 

ルーレットの種類には、アメリカンルーレットと、ヨーロピアンルーレットの２種類があります。 

 

アメリカンルーレットとヨーロピアンルーレットの他にも、 

色んな種類のルーレットゲームが存在しますが、 

 

有名なルーレットゲームと言えば、 

この２つがすぐに上がってきます。 

 

アメリカンルーレット 

 

アメリカンルーレットは最もメジャーなルーレットで、３６個の数字の他に、 

「０」と「００」があるルーレットです。 

 

数字の合計は３８個です 
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ヨーロピアンルーレット 

 

こちらもメジャーなルーレットの１つで、ヨーロピアンルーレットです。 

アメリカンルーレットと違い、「００」がなく「０」のみです。 

 

数字は全部で３７個です。 

 

 

今回はアメリカンルーレットを例として説明していきます。 
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基本的なルール 

 

それではルーレットの基本的なルールを説明していきます。 

 

ルーレットの基本的なルールは、 

 

ディーラー（DEALER）が、ルーレットにボールを流し、そのボールがどの数字、色に落ちるかを予想し

てチップをベットするゲームです。 

 

プレイヤーは数字や色を予想しベットしていきますが、 

賭け方にはインサイドベットとアウトサイドベットの２つにわかれます 

 

 

倍率  ：倍率は賭けた予想ができ中した場合の獲得出来る倍率になります。 

 

払い戻し：ルーレットの払い戻しでは、予想が的中すれば賭けた金額は奪われないので、 

基本的には倍率１倍で＄１を賭けた場合、（賭けた金額の＄１+払い戻し金額の＄１）の 

合計＄２が払い戻される。 
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インサイドベット 

 

インサイドベットは１～３６までの数字を使った賭け方です。 

 

 

それぞれ賭け方には名称がついています。 
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・Straight-Up（ストレートアップ） 倍率：３５倍 

 

ストレートアップは、１つの数字に１点賭けする方法です。 

１～３６の数字の他にも、０や００に賭けることも出来ます。 

 

 

・Split Bet（スプリットベット） 倍率：１７倍 

 

スプリットベットは２つの数字に賭ける方法です。 

ストレートアップに比べて勝率は上がりますが、それでも３８分の２程度です。 

賭けたい数字の重なる線に 



Copyright© 2012 やってみようオンラインカジノ！ All Rights Reserved 

 

・Street Bet（ストリートベット） 倍率：１１倍 

 

ストリートベットは、横１列の数字に賭ける方法です。 

賭けたい列の右端にチップを置きましょう。 

 

 

・Corner Bet（コーナーベット） ８倍 

 

４つの数字の重なる隅にチップを置くのがコーナーベットです。 

コーナーベットでは、交わる４つの数字に賭ける事が出来ます。 

 



Copyright© 2012 やってみようオンラインカジノ！ All Rights Reserved 

 

・Five Numbers Bet（ファイブナンバーベット） 倍率：６倍 

 

これはアメリカンルーレットのみで有効な方法で、 

「１」「２」「３」と併せて、「０」「００」に賭ける方法です。 

 

 

・Double Street Bet（ダブルストリートベット） 倍率：４倍 

 

ダブルストリートベットは、２列の数字、合計６つの数字に 

ベットする方法です。比較的に当てやすく、倍率も４倍と高めなのでオススメです。 
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アウトサイドベット 

 

 

インサイドベットは、「０」「００」を含む３８この数字を使った賭け方を紹介しましたが、 

次はアウトサイドベットについて説明したいと思います。 

 

アウトサイドベットは、ベットエリア（インサイドベットを行うエリア）の 

外側を使った賭け方で、奇数や偶数、赤黒、ハイロウなどの賭け方があります。 

 

インサイドベットよりも倍率は低いが当たりやすいので、 

ルーレットをはじめたばかりの方は、このアウトサイドベットを 

メインにして楽しんで頂く事をオススメします。 

 

 

それではアウトサイドベットの詳しい賭け方を説明していきます。 
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・Column Bet（カラムベット） 倍率：２倍 

 

カラムベットは、テーブルの数字を縦１列に３つに分けて、 

賭ける数字です。 

 

（１・４・７・１０・１３・１５・１９・２２・２５・２８・３１・３４） 

（２・５・８・１１・１４・１６・２０・２３・２６・２９・３２・３５） 

（３・６・９・１２・１５・１８・２１・２４・２７・３０・３３・３６） 

 

の３つに分かれます。 
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・Dozen Bet（ダズンベット） 倍率：２倍 

 

ダズンベットは、１～３６の数字を１２で区切り、３つに分けた賭け方です。 

 

（ １・ ２・ ３・ ４・ ５・ ６・ ７・ ８・ ９・１０・１１・１２） 

（１３・１４・１５・１６・１７・１８・１９・２０・２１・２２・２３・２４） 

（２５・２６・２７・２８・２９・３０・３１・３２・３３・３４・３５・３６） 

 

の３つに分かれます。 
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・Red-Black（赤黒） 倍率：１倍 

 

Red-Blackはルーレットの中でも有名な賭け方で、 

赤か黒か、という２択を選択します。 

 

 

・High-Low（ハイ-ロウ） 倍率：１倍 

 

High-Lowは、ルーレットが３６個の数字のうち、 

１～１８の Low（ロウ）か、１９～３６の High（ハイ）に賭ける方法です。 

 

こちらも赤黒と同様に２択での賭け方ですが、０もしくは００が出ると 



Copyright© 2012 やってみようオンラインカジノ！ All Rights Reserved 

チップは全て取られてしまいます。 

・Odd-Even（オッド-イーブン） 倍率：１倍 

  

こちらも２択での賭け方で、「奇数」か「偶数」かという賭け方です。 

 

 

上記が基本的なルーレットの賭け方です。 

 

本書では、賭け方を１にストレートアップなど、用語踏まえて解説致しますので、 

まずは上記を覚えて頂ければと思います。 

 

うまくイメージがわかない場合には、 

一度プレイして見ることをオススメします。 

 

それでは本格的なプレイ攻略方をお教え致します。 

 

 

 



Copyright© 2012 やってみようオンラインカジノ！ All Rights Reserved 

・確率的な賭け方 

 

赤？黒？ 

 

基本的にルーレットと言えば、 

Red-black、つまり、赤か黒という賭け方を人が非常に多いです。 

 

確率で言えば、確かに２分の１なので、 

予想するのは簡単です。 

 

ただ、この Red-Blackで賭ける方法は、 

稼ぐためにはあまりオススメ出来ない方法です。 

 

というのも、この Red-Blackは当たる確率が高いと思われがちですが、 

それは単純に当たりが多い。と言うだけで、結局は、赤も黒も同じくらい出ています。 

 

隣合わせなので、すぐ先に行けば黒、赤など、 

当てる（予想する）には、ちょっと難しいのがこの Red-Blackなのです。 

 

また、払い戻しの倍率も１倍となっているので、 

稼ぐためにはあまりにも非効率な賭け方となってしまいます。 

 

ただ、片方に賭け続けてマーチンゲールすると言う方法もありますが、 

場合によっては回収出来ない金額まで膨れ上がるので、 

基本的におススメは出来ません。 

 

※マーチンゲール法に関しては後ほど詳しく説明します。 

 

２分の１よりも確率を高める事が出来るのが、ダズンベットです。 
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ダズンベット 

 

赤黒賭けよりもおススメなのが、ダズンベットです。 

 

ダズンベットは、 

１～１２ 

１３～２４ 

２４～３６ 

という１２区切りでベットする方法です。 

 

 

 

ダズンベットに関しては、払い戻し倍率は２倍なので、＄１を賭けた場合には、 

＄３（賭けた金額の＄１+払い戻し金額の＄２）が払い戻されます。 

 

ダズンベットの場合、確率が２分の１から。３分の１に変わってしまうので、 

赤黒の方が良いんじゃないの？という人がいるとおもいますが、 

 

ダズンベットの場合は、１～１２，１３～２４,など２つにベットしていくので、 

赤黒の２分の１（５０％）の勝率から、３分の２（６６％）の勝率に変わります。 
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また先程もいったように、払戻金は＄３ですので、 

３回に１度勝てば損失が０になる計算になるわけです。 

 

ただ、３回続けて負けない確率というのはそこまで高くないので、 

後ほど説明するマーチンゲール手法と、組み合わせて使う方法があります。 
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シフトベットについて 

 

シフトベットというのはルーレットをウィールを４分割し、 

当たりやすい傾向を見て、ベットする方法です。 

 

まずはフリースピンでルーレットを回します。 

※フリースピンで回す事が出来ないルーレットもあるので、 

 その場合には赤黒、もしくはダズンベット・カラムベットへ＄１を賭けてみます。 

 

そして、数字がルーレットのどの位置に落ちるかを見ます。 

それにあわせて、シフトベットを行なっていきます。 

 

７５３（しちごさん） 

 

３・５・７・１５・１７・２０・２２・３２・３４ 

に賭ける方法です。 
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シングルゼロ 

 

０・２・７・９・１１・１４・２３・２６・２８・３０・３５ 

に賭ける方法です。 

 

ダブルゼロ 

 

００・１・８・１０・１２・１３・２４・２５・２７・２９・３６ 

に賭ける方法です。 
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４６８（ヨーロッパ orシロンパ） 

 

４・６・８・１６・１８・19・２１・３１・３３ 

に賭ける方法です。 

 

シフトベットは元々、リアルのカジノで使われていた方法で、 

実際に多くのプレイヤーが使っている方法です。 

 

 

数字を覚えるだけなので、覚えてしまえば簡単に実践することが出来ます。 

 

 



Copyright© 2012 やってみようオンラインカジノ！ All Rights Reserved 

 

資金管理方法（バンクロール管理） 

 

バンクロールとはプレイ資金の事を言います。 

 

簡単にいうと手持ち金です。 

 

このバンクロールを管理することは、 

テーブルカジノゲームを攻略する上で、非常に重要になってきます。 

 

まずは１つのルール化として、 

 

・負けることはあると認識しておく 

 

あなたが神様でも無い限り、ルーレットの次に来る数字を１００％当てることは不可能です。 

 

ダズンベットで確率を上げることも出来ますがそれでも当たる確率は１００％では無いので 

もちろん負け続ける事がある事を知っておいてください。 

 

でないと、負け続けたからといってムキになってバンクロール管理を怠り、 

資金を急激に減らしてしまう事があるのです。 

 

ですので、負け続ける事は当然あるんだ。ということをまずは頭に入れて頂き、 

 

その上で、負け続けたとしても、 

バンクロールをなるべく減らさずに、むしろ逆に増やしていくのか。 

 

をお教えしていきましょう。 
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マーチンゲール法 

 

世界で最も有名な投資法だと言われているマーチンゲール法について、 

お教え致します。 

 

“追い上げ”とも呼ばれるこのマーチンゲール法は、 

その名の通り、負けた額を追い上げるように資金をベットしていきます。 

 

例えば赤黒のにベットしたとします。 

賭け金は＄１です。 

 

当然ですが１度負ければ、＄１減ります。 

そしたら、次は負けた分の＄１を２倍にした金額の＄２を賭けます。 

 

そして負けたら、次は賭け金の＄２×２＝＄４をかける。 

そして負けたら次は＄４の２倍の＄８をかける。 

 

というように、賭け金の２倍を賭けていくのが、 

このマーチンゲール手法です。 

 

すると、 

 

ここまでで必要になってくる合計クレジットは 

 

＄１+＄２+＄４+＄８＝＄１５ 

 

となります。 

 

しかし＄８を賭けた時点で勝つことが出来れば、 

払い戻しは＄８×２（払戻金+賭け金） なので、 ＄１６となります。 
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ここまで賭けてきたクレジットの＄１５を引いたとしても、 

 

＄１６（獲得チップ）―＄１５（これまで賭けた合計）＝＄１（利益） 

と、＄１勝った事になります。 

 

マーチンゲール手法では、勝った次のベットからは、 

また＄１に戻してベットしていきます。 

 

負けたら２倍。 

勝ったら最小額で。 

 

といった方法です。 

 

それでは払い戻し倍率１倍、資金＄１００の状態でシミュレーションしてみましょう。 

 

プレイ回数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 

賭け金 ＄１ ＄１ ＄１ ＄２ ＄４ ＄１ ＄２ ＄４ ＄８ 

手持ち金 ＄９９ ＄１００ ＄１０１ ＄９９ ＄９５ ＄１０２ ＄１００ ＄９６ ＄８８ 

結果 勝ち 勝ち 負け 負け 勝ち 負け 負け 負け 勝ち 

獲得チップ ＄２ ＄２ × × ＄８ × × × ＄１６ 

合計 ＄１０１ ＄１０２ ＄１０１ ＄９９ ＄１０３ ＄１０２ ＄１００ ＄９６ ＄１０４ 

  

最終手持ち金：＄１００→＄１０４ 

 

となります。 

 

マーチンゲール手法の場合、コツコツと利益を積み重ねていきますので、 

大きく利益が膨らむ事はありません。 

 

コツコツと積み上げていく事を意識しましょう。 
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【注意点】 

 

マーチンゲール手法の場合、基本的には膨大な資金力が必要になります。 

 

例えば、連続で１０連敗した時の必要クレジットを確認してみましょう。 

 

スタートは、＄１です。 

１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回 

＄１ ＄２ ＄４ ＄８ ＄１６ ＄３２ ＄６４ ＄１２８ ＄２５６ ＄５１２ 

 

１０連敗の時点で、必要資金は＄５１２です。 

 

※アメリカンルーレットでは、１０￠から賭ける事が出来るので、 

  必要資金をグッと引き下げる事も可能です。 

 

この方法は、勝ち続ける事が目的では無く、 

負け続けない事に重点をおいています。 

 

ですので、マーチンゲール手法を行う場合には、ダズンベットや赤黒などの、 

比較的当たる確率の高い賭け方の時に使うことをオススメします。 
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ココモ法 

 

次にココモ法と呼ばれる方法をご紹介します。 

 

ココモ法と後ほど紹介するモンテカルロ法は、 

払い戻し倍率が”２倍以上”で実践することをオススメします。 

 

 

簡単に解説すると、 

 

前回のベット金額と、前々回のベット金額の合計をベットする。 

というものです。 

 

 

例えば、 

 

１回目と２回目のベットは、１ドルで進めます。 

 

 

１回目：＄１をベット 【負け】→ 資産＄９９ 

２回目：＄１をベット 【負け】→ 資産＄９８ 

 

 

そして３回目のベットでは、 

１回目のベットと、２回目のベットを足した数で始めます。 

 

３回目：（＄１+＄１＝＄２）をベット 【負け】→ 資産＄９６ 

 

４回目のベットでは、２回目のベットと、３回目のベットを足した数をベットします。 

 

４回目：（１+２）＝＄３をベット 【勝ち】→ ＄６払い戻し 資産＄１１２ 

 

となります。 
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それではシミュレーションしてみましょう。 

 

＄１００スタートのダブルストリートにベットし、払い戻し倍率は４倍でやってみます。 

 

回数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回 

賭け金 ＄１ ＄１ ＄２ ＄３ ＄５ ＄８ ＄１３ ＄１ ＄１ ＄２ 

結果 負け 負け 負け 負け 負け 負け 勝ち 負け 負け 負け 

資金 ＄９９ ＄９８ ＄９６ ＄９３ ＄８８ ＄８５ ＄１３７ ＄１３６ ＄１３５ ＄１３３ 

 

上記の場合は、１０回の勝負の内１度だけ勝った場合ですが、 

それでも十分回収が出来ています。 

 

ただ、やはり払い戻し倍率が２倍以上の賭け方でしか使えないので、 

基本的に負けやすいというリスクはあります。 

 

それに加えて、ココモ法の場合には 

負け続けた場合 

 

１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回 ７回 ８回 ９回 １０回 

１ １ ２ ３ ５ ８ １３ ２１ ３４ ５５ 

 

１１回 １２回 １３回 １４回 １５回 １６回 １７回 １８回 １９回 ２０回 

８９ １４４ ２３３ ３７７ ６１０ ９８７ １５９７ ２５４７ ４１４４ ６６９１ 

 

と、連敗が続くことで賭け金が膨大になっていきます。 

 

ですので、あくまでも２倍以上の賭け金で、なおかつ確率の低過ぎない賭け方を 

選ぶことが重要です。 
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モンテカルロ法 

 

モンテカルロ法は、モンテカルロカジノを倒産させたと言われる手法です。 

噂程度なので、本当に倒産させたのかどうかは・・・不明です。（笑） 

 

ただ、この方法は一度に賭け金を取り戻すわけではなく、 

段階的に徐々にマイナスをプラスに転換させていく方法なので、 

 

資金のパンクが怖いという人は、 

このモンテカルロ法をメインに使っていくと良いでしょう。 

 

この賭け方は払い戻し倍率２倍以上の場合、もしくはカラムベット・ダズンベットなどの 

基本的に３分の１以上の勝率が期待出来る賭け方の場合に有効です。 

 

モンテカルロ法では、基本の数列を（１・２・３）と設定します。 

そして、その両端を賭けた金額が、実際のベット額です。 

 

１+３＝４ 

 

そして、負けた場合にその両端に数字を足していきます。 

 

数列（‘１・２・３・４’） 

 

そして同時に、両端の数字を足していきます。 

 

1+４＝５ 

 

そして上記の流れを勝ち続けるまで続けます。 

 

１２３４５→１+５＝６ 

１２３４５６→１+６＝７ 

１２３４５６７→１+７＝８ 

 

という形になります。 
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逆に勝った場合は両端の数字を消して、その上で両端の数字を足していきます。 

 

１・２・３・４・５・６・７→２・３・４・５→２+５＝７ 

２・３・４・５→３・４→3+４＝７ 

 

という形です。 

 

勝ち続けた場合、数列がなくなった場合や、 

数字が１つだけ（足せない状態）になった時には、 

 

一番最初の基本数列の（‘１・２・３’）に戻して、 

再度スタートします。 

 

モンテカルロ法は、マーチンゲール手法に比べて、 

資金パンクの恐れが少ないのでどんどん攻めの姿勢で賭ける事が出来ます。 

 

ただ覚えるまで少しややこしいので、 

ノートに書きながらまずは実践することをオススメします。 

 

それではシミュレーションを行なってみます。 

資金は＄１００スタートです。払い戻し倍率は２倍です。 

 

回数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 

数列 1.2.3 1234 12345 123456 123457 

賭け金 $4 $5 $7 $8 $9 

結果 負け 負け 負け 負け 負け 

資金 $96 $91 $84 $76 $67 

 

回数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 

数列 1234568 123456789 2345678 34567 2345678 

賭け金 $10 $11 $11 $10 $10 

結果 負け 勝ち 勝ち 負け 負け 

資金 $57 $90 $123 $113 $103 

 

いかがでしたでしょうか。 
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オンラインカジノは実際に触ってみて賭けてみる事が 

一番理解しやすいと思いますのでまずは、実際に触ってみてくださいね。 

 

ルーレットで遊びたいならまずはワイルドジャングルで遊んで見ることをオススメします。 

 

＞＞ワイルドジャングルへの登録はこちらから 

 

こちらのページから登録すれば、通常では手に入らない、 

簡単にオンラインカジノをはじめることが出来る特典をご用意しております。 

 

 【図解入り】ワイルドジャングルカジノ登録マニュアル 

 【図解入り】ワイルドジャングルカジノ入出金マニュアル 

 【図解入り】入金ボーナス獲得マニュアル 

 

上記３点をプレゼント致します。 

 

また、ワイルドジャングルカジノの場合は、 

登録するだけで３０＄ボーナスを獲得出来ますので、 

 

ぜひそのボーナスを使って遊んでくださいね♪ 

 

 

またルーレットの種類も今回紹介したアメリカンルーレットだけではなく、 

沢山ありますので、是非いろいろ遊んでみてください。 

 

 

最後までお読み頂きありがとうございました♪ 

 

http://www.samuraiclick.com/aclk?bid=86&tid=57059
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