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ワイルドジャングルカジノ インストール/新規登録マニュアル  

  

ワイルドジャングルカジノでは、大きな賞金を獲得できるスロットゲームや、実

際のディーラーと対戦するできるゲームを多数プレイすることができます。ワ

イルドジャングルは、キュラソー政府発行の正式許可証を元に合法的に運営さ

れています。  

  

このマニュアルでは、ダウンロードから実際にプレイを始めるまでに必要な各ス

テップを分かりやすく説明していますので、マニュアルに沿って、順に登録作

業を行っていきましょう。  

   

ワイルドジャングルカジノでプレイし始めるには、３つの手順を行う必要があり

ます：  

①ソフトウェアをダウンロード/インストールする。  

②新規登録をする（カジノアカウントを作成する）。  

③入金してプレイ！（ワイルドジャングルカジノでの入出金方法は別のマニュア

ルで説明しています）  

  

※このマニュアルでは、上記の①と②のやり方を説明します。  

  

  

【ソフトウェアのダウンロード方法】  

このマニュアルと一緒に、ソフトウェアのダウンロードのご案内はさせて頂きま

したが、ダウンロードは完了しているでしょうか？  

  

まだの場合、以下の URL よりダウンロードが行えますので、  

まずは、ソフトウェアのダウンロードを行ってください。  

  

⇒こちらからダウンロード 

※ソフトウェアのダウンロードはワイルドジャングルカジノサイト（海外サイ

ト）へのアクセスになるため、ダウンロードの際にお使いのウィルスソフトの

セキュリティが強い場合等、警告のメッセージが出る場合がございます。その

場合は、ウィルスソフトのセキュリティのレベルを一時的に下げてダウンロー

ドを行ってください。  

http://www.samuraiclick.com/aclk?bid=86&tid=57059
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ダウンロードする際に、以下のような画面が表示されますので、「実行」、もしく

は「保存」ボタンをクリックしてください。「実行」をクリックした場合、ダウ

ンロード後に自動的にインストール用のプログラムが起動します。  

  

  

「保存」を選択した場合は、［名前を付けて保存］ボックスが表示されますの

で、ファイルの保存先を指定してください。以下のような画面が表示され、ダ

ウンロードが開始します。  

  
  

  

【ソフトウェアのインストール/新規登録】  

ソフトウェアをインストールするには、先ほどダウンロードしたプログラムを起

動する必要があります。  

  

ダウンロードをしたら、「SetupCasino_2f64.exe」というファイルをダブルクリ

ックしてください。  
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以下の画面が表示されましたら、日本の国旗の横のチェックボックスをクリック

してください。言語が日本語に切り替わります。  

 

「次」をクリックしますと、次の画面が表示されます。「私は上記の契約約款に

同意します」という文章の横のチェックボックスにチェックを入れて、「次」を

クリックします。  
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カジノソフトウェアのインストールが開始します。  
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「インストール完了！」という画面が表示されましたら、「完了」ボタンをクリ

ックしてください。  

  

  
  

これでワイルドジャングルカジノのインストールの完了です。  

カジノソフトウェアが自動的に起動します。  
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【カジノアカウントの新規登録】  

  

インストールが完了しましたら、次はカジノアカウントを作る必要があります。  

  

カジノソフトウェアを起動しますと、以下のような画面が表示されますので、無

料ゲームをプレイする「無料プレー」に登録するか、実際にお金を賭けてプレ

イする「有料プレー」に登録するかを決定しまして、いずれかのボタンをクリ

ックして下さい。  

  

まずは無料プレイを登録して実際にカジノをプレイしてみましょう。  

  

  

「無料プレー」の画像をクリックします。  
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次にアカウント作成を選択します。  

 

  

  

  

  

  

FUN 登録画面へと移動しますので、メールアドレスを入力し、同意するボック

スにチェックを入れた後に作成ボタンをクリックします。  
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ログインに必要なユーザー名が表示されますので、必ずメモしてなくさないよう

に保管してください。  
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上記画面にある「続ける」をクリックすると自動的にゲーム画面へと移動しま

す。  

  

  
  

   

以上が無料プレー登録方法となります。次に、「有料プレー」の登録方法を説明

します。  
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「有料プレー」をクリックしますと、以下のような画面が表示されますので、

「アカウント作成」をクリックします。  
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以下のような個人情報入力画面が表示されますので、以下を全て半角英数字で入

力してください。  

  

名前：名字と下の名前を分けて入力します。  

生年月日：日、月、年の順で選択してください。  

性別：どちらかをクリックします。  

電子メールアドレス：確認用に 2 度入力します。  

  

入力しましたら、「次＞＞」をクリックします。  
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次の画面が表示されますので、全て半角英数字で入力してください。  

  

住所：市区町村以降の住所を記載します。以下の例のように、日本語で記入する

のとは、逆の順で書きます。  

例）（東京都渋谷区）渋谷１－１－１ ２０１号  

⇒201 1-1-1 Shibuya (Shibuyaku Tokyo Japan) 市・町：市区町村を記入します。  

都道府県・州：都道府県を入力します。  

国名：「Japan」を選択してください。  

郵便番号：ハイフンを入れず、入力してください。  

電話：連絡先の電話番号を入力します。  

  

入力しましたら、「次＞＞」をクリックします。  
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次の画面が表示されますので、全て半角英数字で入力してください。  

  

パスワード：確認用に 2 度入力してください。  

通貨：プレイする通貨として「USD」（米ドル）を選択します。  

「以下に同意する」というチェックボックスにチェックを入れます。  

  

入力しましたら、「作成」をクリックします。  
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以下のような画面が表示されましたら、登録の完了です。  

登録が完了しますと、ログインに必要なユーザー名が表示されますので、必ずメ

モしてなくさないように保管してください。  
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この情報で、ワイルドジャングルカジノにログインすることができます！  

  

ログインが完了しましたら、実際にお金を賭けてプレイできるように、カジノア

カウントへ入金する（カジノチップを購入する）必要があります。  

ワイルドジャングルカジノの入出金方法に関しては、別途のマニュアルをご覧く

ださい。  

  

  

【カスタマーサポート情報】  

ワイルドジャングルカジノでは、24 時間の日本語サポートを提供しています。

インストールや新規登録方法に限らず何か質問があればいつでも以下の方法で

日本語カスタマースタッフに連絡することができます：  

  

日本語サポート時間：24 時間  
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・ライブチャットサポート（カジノソフトウェアを起動して、「オンラインサポ

ート」をクリックしてください）  

・E メールサポート（日本語）：support@wildjunglecasino.com  

 

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。  

mailto:support@wildjunglecasino.com
http://www.nbdnet.net/inquiry/

