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ワイルドジャングルカジノ 初回入金ボーナスマニュアル  

  

ワイルドジャングルカジノでは、初めて入金されたプレイヤーに対して、「初回

入金ボーナス」というボーナスを提供しています。  

「有料プレー」会員で、入金した人であれば、正しい手順を踏めば必ずもらえ

ます！  

  

  

【オンラインカジノのボーナスとは】  

  

オンラインカジノの「ボーナス」は、普通の購入したカジノチップのように、残

高に追加されます。  

それを使って、実際のお金を賭けたゲームをプレイできます。  

  

しかし、システム上では、実は購入したカジノチップとは別扱いされていまし

て、様々な条件が課されているので、ちゃんと把握しておく必要があります。  

  

 

主な条件は以下です：  

  

・ボーナスを受け取りましたら、「ボーナス条件」をクリアするまで、出金をす

ることができません。  

  

・ボーナス条件をクリアする前にプレイしてはいけない「禁止ゲーム」があり 

ます。これをプレイすると、ボーナスと勝ち金は没収されてしまいます。  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

残高   
入金額   

  

ボーナス額   

ボーナス条件 

付き！   
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・プレイするゲームによっては、「ボーナス条件」を満たすため度合いが異なる

場合があります（特別条件ゲーム）。 …とても複雑に聞こえるかもしれません

が、とりあえず禁止ゲームを避けて出金できるまでひたすらプレイするという

ことです。  

詳細については、後ほど説明します。  

  

  

【受け取れるボーナス額】  

  

ワイルドジャングルカジノでは、あなたが初めて入金した金額に応じて受け取れ

るボーナス額が変わります：  

  

入金した金額が$20～ 

999 ドルの場合：  

＄300 ドル分のボーナスを上限として、入金額と同額

スで受け取ることができます。  

をボ ーナ 

   

例：  

$100 を入金した場合  ⇒  $100 分のボーナスを取得  ⇒  残 

 高は合計$200 と表示  

  

$500 を入金した場合

高は合計$800 と表示  ⇒  $300 分のボーナスを取得  ⇒  残 

入金した金額が 

$1000-1999 ドルの場

合：  

＄500 ドル分のボーナスを受け取ることができます。  

  

例：  

$1500 を入金した場合 ⇒ $500 分のボーナスを取残高

は合計$2000 と表示  得  ⇒  

入金した金額が$2000 

ドル以上の場合：  

＄800 ドル分のボーナスを受け取ることができます。  

  

例：  

$2500 を入金した場合 ⇒ $800 分のボーナスを取得残高は

合計$3200 と表示  ⇒  
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【ボーナスの取得方法】  

  

①ボーナスを取得するには、「有料プレー」アカウントの新規登録をして、$20 

以上の入金（カジノチップの購入）を行う必要があります。 ※新規登録方法

は、別途「ワイルドジャングルインストール_新規登録マニュアル」をご覧くだ

さい。  

※ワイルドジャングルカジノへの入金方法は、別途「ワイルドジャングル入出金

マニュアル」をご覧ください。  

  

  

②入金が完了しましたら、ロビー左下の残高に入金額が反映されていることを

確認してください。さらに、画面中央に、「オンラインサポート」アイコンが表

示されていて、チャットのサポートスタッフがスタンバイしているかを確認し

てください。  

  

 

  

  

入金額を   

チェック！   

「オンラインサポート」   

アイコンをクリック！   
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「オンラインサポート」のアイコンをクリックして、チャット画面を開いてくだ

さい。  

  

※オンラインサポートがいない場合は、E メールや電話でサポートスタッフまで

ご連絡しても大丈夫です。 ③以下のように、チャット画面が開きます。ワイル

ドジャングルカジノの日本語サポートスタッフがメッセージを書いてきます。  

  
  

「初回入金を行ったので、初回入金ボーナスをお願いします」という旨のメッ

セージを入力ボックスに書いて、「送信」ボタンを押してください。サポートス

タッフが丁寧に対応してくれます。  
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④以下のようなポップアップ画面が表示されましたら、初回入金ボーナスの受 

け取りが完了です。「OK」をクリックして、残高を確認しましょう。  

  

 

  

入力ボックス   
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これでボーナスを使ってプレイできますが、プレイする前に以下の条件を必ずし

っかり読みましょう。  

  

  

【ボーナス条件】  

  

条件①！ 出金条件  

  

以下の条件をクリアするまでは、金額に関わらず、出金を行うことができませ

ん。  
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ボーナスを使って、（後で記載する禁止ゲームや特別条件ゲームを除いた）ゲー

ムにおいて、入金額とボーナス額の合計の 18 倍の金額を賭ける必要がありま

す。  

  

例：$300 ドルを入金した場合、  

(入金額$300 + ボーナス額$300) x 18 = $108,000 ドル分を賭ける必要がありま

す。  

   

難しそうに聞こえますが、実はそうでもありません。  

  

例えば、  

勝ったら賭け金が 2 倍になるゲームで、毎回$10 を賭けたとします。  

合計 10 回をプレイして、4 回負けて、6 回勝ったとします。  

  

つまり、＄40 ドル負けて、＄60 ドル勝ちましたので、結果＄20 ドルプラスに

なっています。  

この時点で、＄10 ドルの賭けを 10 回行っているので、すでにボーナス条件に

対して、＄100 を満たしたことになります。  

実際にあなたの残高から＄100 が消えたわけではありません、むしろこの例だと

残高が増えています。  

  

条件の賭け金額をクリアすれば、残った残高の全てが出金できることになりま

す。  

  

例えば上の＄300 ドルを入金した例でいうと、条件をクリアした時点で総合的に 

$200 ドル負けていたとしても、ボーナスのうち＄100 は残っていて、入金した 

＄300 ドルに対して、出金ができる残高は＄400 となります。  

実はプラスになっているのです。  

  

今どのぐらい条件を満たしているかを確認したい場合は、ワイルドジャングル 

カジノのサポートスタッフにご連絡すれば、教えてくれます。  

  

※出金方法は、別途「ワイルドジャングル入出金マニュアル」をご覧ください。  
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条件②！ 特別条件ゲーム  

  

先ほど説明しました出金の条件を満たすにあたって、賭けた金額が 100％条件

を満たすにカウントされないゲームがあります。  

  

ポンツーン、CASINO WAR（カジノウォー）、すべてのブラックジャック（「ブ

ラックジャックサレンダー」と「ブラックジャックスイッチ」を除く）  

  

が、それにあたります。  

※「ブラックジャックサレンダー」と「ブラックジャックスイッチ」は禁止ゲ

ームなので、注意してください！  

   

これらゲームは、賭けた金額の 50％しか条件を満たすことに対して、カウント

されません。  

例：  

ブラックジャックで、合計＄200 ドルを賭けたとします。出金条件の残り賭け金

額から差し引かれるのは、＄100 ドルです。  

  

ですので、これらゲームをプレイするときは、充分このことを理解した上でプレ

イしましょう。  

   

条件③！ 禁止ゲーム  

  

ボーナスを受け取った後に、プレイをするとボーナスが没収されてしまうゲーム

があります。  

  

[ライブゲーム]  

ライブルーレット、ライブバカラ、ライブシックボー  

  

[通常ゲーム]  

バカラ、CRAPS（クラップス）、ルーレット（全ての）、シックボー、

BLACKJACK SURRENDER（ブラックジャックサレンダー）、BLACKJACK 

SWITCH（ブラックジャックスイッチ）  

  



Copyright (C) 2016 やってみようオンラインカジノ！ All Rights Reserved.  
- 10 -  

が、それにあたります。  

  

最低賭け金条件をクリアする前に、これら「禁止ゲーム」 をプレイされた場

合、ボーナス金、勝ち金、そして換金したコンプポイントは、没収されてしま

うのでご注意ください！  

  

  

【いろんなボーナスをゲット！】  

  

初回入金ボーナスを理解しましたら、オンラインカジノのボーナスというもの

が、どういうものなのかがわかったと思います。  

  

ワイルドジャングルカジノは、初回入金ボーナス以外にも様々なボーナスをプレ

イヤーに提供しているので、正式ホームページや E メールを、こまめにチェッ

クすることをおすすめします。  

  

この情報提携者である SamuraiClick.com からも定期的にカジノのキャンペー

ン情報などをお送りするので、ご活用ください。  

  

ボーナスをうまく活用して、賢く遊びましょう！  

  

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。 

http://www.nbdnet.net/inquiry/

