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Gambolaとは
No.1 リベートカジノ

Glitnorは、何十年にもわたるオンラインカジノ業界での経験から培った知識と共に、すべて

のプレイヤー様、特にオンラインカジノ勝者の皆様に「最上のオンラインカジノ体験を提供す

ること」を第一に考えております。ヨーロッパや日本をはじめとしたマーケットで、

Vera&John（ベラジョンカジノ）やLuckyCasino（ラッキーカジノ）といったオンラインカジ

ノの立ち上げに成功してきました。そしてこの度は、Gambola（ギャンボラ）をご紹介させ

ていただきます。 

ギャンボラはアジア・ヨーロッパ市場でギャンボラのみでしか体験できない独自のキャッシュ

リベートシステム（ギャンボラプラス）と質の高いサポート・CRMツールを提供し、信頼性

と愛着を創ることにより、高いライフタイムバリュー（顧客生涯価値）を創り出しています。 

また、スマートフォンでのプレイに特に焦点を当て、ゲームやキャンペーンへのアクセスが簡

単で手間のかからないオンラインカジノの提供を心がけております。 

では、これから詳しくギャンボラについてご紹介させていただきます！ 

Gambolaの特徴
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ギャンボラプラス (No.1キャッシュリベートシステム)

業界最高3.2%のリベート率を体験出来るウェルカムオファー 

毎週開催の豪華賞金ありキャッシュレース

毎日貰える日替わりオファー 

超高速でスロットを楽しめるGambolaX

安心安全・迅速に利用できる決済方法

日本人スタッフによる手厚いサポート



ギャンボラプラス
No.1キャッシュリベートシステム

ギャンボラプラスの特徴
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ボーナス（リベートボーナス）ではなく、賭け条件のない「キャッシュ」とし
てリベート進呈！

賭けるたびに毎回還元！キャッシュバックと異なり、勝った時でも貰える！

リアルタイムでリベート！「週に１度進呈…」など、待つ必要なし！

「VIPのみ」ではなく、皆様全員が対象。そして、1200以上のすべてのゲー
ムが対象！

「週OOドルまで…」なんていう、獲得上限額なし！無限に獲得することが
可能！

ギャンボラがお客様と長期的に良好な関係を維持するためのリテンションシステムの基盤とし

て、「ギャンボラプラス」があります。全ての賭けでお客様に「キャッシュ」で還元する唯一

無二のこのシステムは、オンラインカジノ業界ではNo.1のリベートシステムであり、高い顧

客ロイヤルティを生み出します。 

「ギャンボラプラス」とは、ギャンボラでプレイするすべての皆様へ進呈される、「キャッ

シュリベートシステム」です。 

一般的にリベートは「リベートボーナス」=ボーナスマネーを指しているオンラインカジノが

ほとんどですが、ギャンボラでは「リベート」は、ベット額に対し一定の割合で付与される

「キャッシュマネー」のことを指します。 

キャッシュでベットするたびに、常にベット額の一部がその場で還元されます。負けた時だけ

でなく、勝った時にももれなく「キャッシュ」のリベートが貰える、この画期的なリベートシ

ステムは、他のどのカジノでも行われていません。 

それだけでなく、ウェルカムオファーや日替わりオファーとして進呈される「ブースト」によ

り、ギャンボラプラスは更に力を発揮します。 

ギャンボラプラスの基本のリベート率（ブースト無しの場合）は、最大0.8%です。各ゲーム

のギャンボラプラスのリベート率は、ギャンボラプラスページからご覧いただけます。 

ギャンボラプラスにより、ベットするたびに「キャッシュ」が貯まっていく 

――つまり、長期的に見たときに、キャッシュバックや入金ボーナス、リベート

ボーナスよりも、格段におトクにプレイする事が可能となります！

基本リベート率が2倍、3倍、4倍にUPする「ブーストチケット」が日替わり
オファーから進呈されている！

https://gambola.com/ja-jp/cashback


「入金ボーナス」よりもオススメな理由

「ボーナス」を受け取ると、いつでも「賭け条件」が付き物。賭け条件が多ければ多いほど、

ボーナスをキャッシュに変換することは難しくなります。 

カジノがプレイヤーへボーナスを進呈した際、実際にボーナスをキャッシュへ変換できるプレ

イヤーは、全体の1%程です。さらに、カジノ側が定期的に入金ボーナスを進呈することは稀

で、ほとんどが入会特典の一環として、もしくはVIPプレイヤーにならない限り、頻繁に受け

取ることはできません。 

また、一般的にボーナスはキャッシュ（リアルマネー）残高の使用が終わってからの利用開始

となります。つまり…ボーナスを利用するには、キャッシュをすべて使い切ること、すべて失

う（＝負ける）必要があり、そしてその時に初めて、ボーナスをキャッシュに変換するチャン

スが来る、ということになります。

「キャッシュバック」よりもオススメな理由

「キャッシュバック」はその響きから、一見魅力的と思われがち。しかし一般的に、キャッ

シュバックは、負けなければ貰えません。 

キャッシュバックは、常にプレイヤーの負け分をベースとして設定されています。 

例えば…$100の入金をし、10%のキャッシュバックを受け取るには、全てを負けた時にのみ

$10のキャッシュバックを受け取ることができます。$100の入金をして勝利し、$200になっ

た場合には、キャッシュバック額は0となり、受け取ることができません。

リベートボーナスと異なる、ギャンボラプラスの魅力

一般的に、リベートを提供するカジノでは、低い賭け条件のついたボーナスとして付与される

事がほとんど。つまり、そのリベートボーナスを出金するには、入金したキャッシュをすべて

負ける必要があります。キャッシュ利用中に出金を行うと、ボーナスは破棄されてしまいま

す。 

ギャンボラプラスなら、常に「キャッシュでリベートが進呈されるので、いつでも出金が可能

です。賭け条件ナシ、その他のわずらわしい条件なし！完全なリアルマネーとしてのキャッ

シュです。

ギャンボラプラスの具体例

Aさんは、$100を入金してウェルカムオファーを受け取り、リベート4倍のブーストを使用

し、Moon Princessにてステイク$1で313回のスピンを終えました。この時、Moon Princess

の基本リベート率が0.8%の4倍、つまり$1の3.2%なので、Aさんは$1賭ける度に3.2セントの

キャッシュリベートが受け取ることが出来ます。 

例えばこの時点で、入金額から大きな変化が無かったとします。しかし、実はAさんは勝利し

ているのです！なぜなら、313回のスピン後、変化のなかったキャッシュ残高$100とは別

に、$10.02のキャッシュリベートを受け取っているためです。 

仮に、Aさんがキャッシュリベートではなく入金ボーナスを受け取って始めていた場合、Aさ

んが最初に入金したキャッシュでのプレイ中には、ボーナスに触れることはなく、賭け条件の

変化もありません。この時点では、ボーナスは利益をもたらすことができないのです。 

ギャンボラプラスでは、勝ったとしても負けたとしても、入金した額から変化が無かったとし

ても…すべてのプレイヤーが、必ずキャッシュリベートを受け取ることができるのです。



基本リベート率

実際にもらえるキャッシュリベート率は、プレイするゲームによって異なります。 

例として、通常リベート率が0.6％であるスロットのBonanzaの場合、勝利した場合でも、常

に賭け金の0.6％のリベートを受け取ることが出来ます。一方、Starburstのように、基本リ

ベート率が0.8％という高いリベート率のスロットもあります！ 

ギャンボラでは、プレイヤーの皆様にとってクリアでわかりやすいサービスを提供するという

点においては絶対に妥協しません。だからこそ、ギャンボラプラスページ下部のゲームタイト

ル別還元率一覧表では、様々なゲームタイトルとリベート率を簡単に検索できるように仕上げ

ました！

ブーストチケット
賭ける度にキャッシュリベートが戻ってくるギャンボラプラスですが、ブーストチケットを使

うことでさらにリベート率を大幅に増やすことが出来ます。 

ブーストチケットとは？その名の通り、受け取ったブーストチケットをアクティブにすると、

一定期間中のキャッシュリベート率が2倍、3倍、4倍へと増加する仕組みになっています。 

先ほどのスロットのBonanzaの例で言うと、2倍ブーストチケットを適用して遊んだ場合にも

らえるリベートは、基本リベート率の0.6％の2倍となり、つまり1.2％までアップ。一方、2

倍ブーストチケットを適用してStarburstでプレイした場合は、基本リベート率の0.8%の2倍

で1.6%まで増加。 

4倍ブーストチケット適用した際には、もらえるリベートは0.8％の4倍なので、なんと業界最

高リベート率の3.2％まで大幅にアップするというなんともオイシイ話なのです！

https://gambola.com/ja-jp/cashback


リベートについて

スロット最高リベート率 最高0.8%（4倍ブーストチケット使用時・ウェルカムオファー利用時最高3.2%）

ライブカジノ最高リベート率 最高0.6%（4倍ブーストチケット使用時・ウェルカムオファー利用時最高2.4%）

付与タイミング 即反映

キャッシュリベート

最高付与金額（獲得上限金額） 上限なし（無制限）

対象者 すべてのプレイヤー

注意点 「リベートボーナス」とは異なり、リベートは「キャッシュ」として進呈。

つまり賭け条件（出金条件）がなく、すぐに出金することが可能です。



ギャンボラと他カジノの違い
プロモーションをされる際、皆様に特に重視していただきたい点・ギャンボラプラスが他のオファーと異なる点は以下の通りです。 

ボーナスマネーではなく、賭け条件のない「キャッシュ」としてリベートを進呈 
• 一般的なカジノボーナス（入金ボーナス等）では、高い賭け条件が付くため、ボーナスをキャッシュに変換することは難しいが、ギャンボラでは賭け条件のない「キャッシュ」として進呈される。 

• よくある「リベートカジノ」では、賭け条件を1倍のリベート「ボーナス」として進呈している。ギャンボラ異なり、「キャッシュ」として進呈しているため、すぐに出金することも可能。 

リベートなので、負けた時のみならず、勝った時でも進呈される 
• キャッシュバックは、負け分をベースにしたオファー。今までに「勝利したプレイヤー」を報いるオファーは他にない。  

獲得上限額なし 
• 一般的なリベートカジノは、受け取ることができるリベートボーナス額に「週にOOドルまで」などと、獲得上限額が設定されているが、ギャンボラではキャッシュで進呈されるのみならず、獲

得上限額がないため、賭ければ賭けるほどもらうことができる、特にハイローラーから人気を誇るオファー。 

すべてのプレイヤー・ギャンボラが提供しているすべてのゲームが対象 
• 一般的なリベートカジノは、リベートボーナスは「VIPのみ」の場合が多い。 

• ギャンボラのキャッシュリベートは、すべてのプレイヤーが対象。さらに、対象ゲームにも制限がない。 

リアルタイムでリベートが進呈 
• 一般的なリベートカジノは、リベートボーナスは週に１回〜２回まとめて進呈されるが、ギャンボラではインスタントでリベートが行われ、待つ必要がない。 

ブーストモードから、リベート率が2倍、3倍、4倍に 
• ギャンボラのリベート率は各ゲームによって異なり、通常は最高で0.8%だが、日替わりオファーにより、リベート率が「2倍」「3倍」「4倍」へと跳ね上がる「ブーストチケット」がすべての

プレイヤーへ頻繁に進呈されている。 

• 各ゲームのリベート率は、ギャンボラプラスページにて掲載。

https://gambola.com/ja-jp/cashback


ウェルカムオファー
驚異の超還元リベート革命

ギャンボラのウェルカムファーとして、 

初回から3回目までのご入金にて、毎回、通常最高0.8%のリベート率に「4倍ブーストチケット」を進呈します。 

つまりお客様は、最高3.2%という、オンラインカジノ業界で最高、No.1のリベート率を、３回体験することが出来ます。 

先ほどご紹介した「ギャンボラプラス」を体験してもらいたいという思いから考えられました。絶好の超還元チャンスとなります！ 

もちろん、「ギャンボラプラス」欄にてご説明させていただいた通り、お客様はウェルカムオファー体験後も、日替わりオファーの

「ブーストチケット」を使用することによって、時にウェルカムオファーと同様の最大3.2%など、リベート率が増加する機会を得るこ

とができます。 

さらに、「ギャンボラを無料で一度体験してほしい」という思いから、無料の登録ボーナス25ドル（賭け条件7倍）も贈呈します。

1. 登録して、低賭け条件のボーナス$25をゲット 

2. 入金して、還元率が3.2%、「通常の４倍」の超還元リベートを3回ゲット 

*ギャンボラプラスは入金したプレイヤーのみに贈呈されます。無料の登録ボーナスでは、ギャンボラプラスはつきません。

ウェルカムオファーについてさらに詳しくはこちらをご覧ください。

ボーナス規約についてはこちらをご覧ください。

https://gambola.com/ja-jp/welcome-offer
https://gambola.com/ja-jp/bonus-terms


ウェルカムオファーのポイント

• 3.2%は業界最高の驚異の数字！  

• 初回から3回目までの各ご入金ごと、合計３回の超還元ブーストを楽しむことができる  

• 各ブーストは2時間有効

[驚異の超還元リベート革命]

• 登録して、ボーナス$25をゲット 

• 賭け条件７倍 

• ギャンボラプラスは入金したプレイヤーのみに贈呈。無料の登録ボーナスでは、ギャンボラ

プラスはつきません。

[無料の登録ボーナス25ドル]



キャッシュレース
毎週開催中！

ギャンボラでは「キャッシュレース」を開催しています。 

このトーナメントでは、賭け条件無しのキャッシュ賞金が毎週配当されます！ 

仕組みはとても簡単。一回以上の入金後、お好きなスロットやテーブルゲーム、ライブカジノをプレイ

すると、自動的にレースへ参加となります。 先ほどご紹介した、ギャンボラ独自のリベートシステム

「ギャンボラプラス」のリベート額がそのままこのレースのポイント（1ポイント = $0.01）となり、

リーダーボードの順位が決まります。 

毎週の終わりに、最も多くのポイントを集めたプレイヤーから順に賞金を贈呈します。 

キャッシュレースは、顧客ロイヤルティの高いお客様へさらに楽しんでいただく機会の提供、そしてお

客様のギャンボラへのリピート率を高める役割を果たしております。 

現在開催中のキャッシュレースの速報やリーダーボードは、こちらのキャッシュレースページからご覧

ください。

キャッシュレースの重要点

• 入金して、お気に入りのゲームをプレイするだけ 

• 賭け条件無しのキャッシュ賞金が毎週配当 

• 日替わりオファーより贈呈される「ブーストチケット」から2倍、3倍、4倍…でギャンボラプラスポ

イントを貯めるのがコツ！

https://gambola.com/ja-jp/cash-race


日替わりオファー
毎日のサプライズ

ギャンボラでは、毎日貰える日替わりオファー*をご用意しております。 

ご入金額によって、人気作や新作ゲームのキャッシュのフリースピンや、ギャンボラプラスのキャッ

シュリベート率が「2倍」「3倍」さらには「4倍」に増加する、ブーストチケット等を進呈。 

イベントによるキャンペーンに加え、「常に毎日何かを貰える」という点が魅力です。 

*日替わりオファーを受け取るには、最低３回の入金が必要となります。

日替わりオファーの重要点

• 「毎日」進呈している！ 

• ギャンボラのニュースレターに登録し、日替わりオファー情報をゲット！



Gambola X
超高速でスロットを楽しもう

スロットが好きだけど、「長いアニメーションを待つのが億劫」というお客様のニーズにお応えして、

高速新機能が遂に登場しました！その名もGambola X（ギャンボラエックス）です。 

対象のスロットで、プレイしたいスピンの数とステイク額を選択して、スタートボタンを押すだけで

す。Gambola Xモードでプレイすると、ゲームラウンド速度が速くなり、勝利金が即表示。ボーナス

ゲームでは演出を通常モードに切り替え、演出を楽しむことも可能です。  

基本的にスロットは、通常ステージとボーナスステージの２種類があり、通常ステージをプレイするこ

とによって、ボーナスステージにたどり着くことができます。時にボーナスステージまで時間がかかっ

てしまうこともありますよね。そんな時、GambolaXで超高速で多くのスピンを回すことにより、「よ

り早く」たどり着くことが出来るようになるんです。 

もちろん、ゲームの仕組みに関して変更は全くありません。 Gambola Xは、勝利のチャンスは普段の

ゲームプレイと変わらないまま、短時間で多くのスピンを処理し、素早く勝利金が貰える仕組みになっ

ています。 

現在、GambolaXは、Quickspinから提供されている対象スロットで体験することができます。対象ス

ロットを頻繁に追加され、さらにお客様の声をより重視して改善をしてまいります。 

GambolaX対象のゲームは、「人気ゲーム」「ライブカジノ」などのフィルターがある「ゲームカテゴ

リーメニュー」から「GambolaX」を選択すると表示されます。

GambolaXの重要点

• スロットのゲームラウンド速度が速くなる 

• ゲームの仕組みに関しての変更なし 

• 「長いアニメーションを待つのが億劫」「スキマ時間を活用したい」というお客様におすすめ



1200以上のゲーム
必ずお気に入りのゲームが見つかる

プレイヤーそれぞれがお気に入りを見つけることができる、豊富な種類のスロット、ライブカジノ、

テーブルゲーム等をご用意しております。 

2021年3月現在、ギャンボラは1200種類以上のゲームをご用意しております。 

もちろん、スポーツベッティングも提供。サッカーや野球、eスポーツなど、多数のスポーツの幅広い

イベントや試合にも対応。いつでもどこでも、スマホやパソコンからベットスリップを簡単に作成でき

ます。気になる試合をライブ感覚でお楽しみください。

現在導入しているプロバイダー



Gambolaのプラット 
フォームと可能性 
CRMとキャンペーン

ギャンボラは最先端のプラットフォーム上にて構築されていおり、プレイヤーみなさまにご満足いただ

ける広範囲にわたるCRMツールを組み込んでいます。 

ご説明させていただいた、ギャンボラ独自の「ギャンボラプラス」や「キャッシュレース」、毎日貰え

る「日替わりオファー」のみならず、季節やイベントによるキャンペーン、そして日本人のお客様へ

「日本限定のキャンペーン」も多く展開しております。 

当社の経験豊富なCRM・キャンペーンチームは、各プレイヤー様に、高い満足提供できるよう、様々な

ツールを利用してキャンペーンを企画および施行しています。ギャンボラで開催されている数多くのイ

ベントをプレイヤーの皆様にお届けし、いつまでもギャンボラをお楽しみいただけるよう心がけており

ます。



サポート
完全日本語対応のカスタマーサポート

ギャンボラでは、完全日本語のサポートスタッフがカジノ初心者から上級者の方まで、手厚く

サポートしております。 

お問い合わせの方法は、チャットとメールの２種類です。

コントロールツール

ギャンボラは、 プレイヤーのみなさまが、楽しく、健全そして安全にゲームをお楽しみいた

だけるオンラインゲームのプラットフォームを提供し、「責任あるギャンブル」を全面的にサ

ポートしております。 

「責任あるギャンブル」 

· ギャンブルを収入を得る手段としてではなく、娯楽としてプレイする 

 · 費やすことのできないお金でギャンブルをしない 

 · アルコール飲料の影響のもとでギャンブルをしない 

 · ギャンブルで費やした時間とお金はご自身で常に管理をする 

そして、すべてのプレイヤーがそれぞれご自身にてギャンブル活動をコントロールし、当社

ウェブサイトでのご利用時間が公正であり、安全に楽しいものになることを可能とするあらゆ

る設定機能を提供しております。詳しくは、こちらをご覧ください。

チャット
月曜日 - 日曜日：17:30 - 翌朝1:30  
(サマータイム時: 16:30 - 24:30)

メール
support-jp@gambola.com 
（通常12時間以内の返信）

https://gambola.com/ja-jp/responsible-gambling


数多くの決済方法
安心・安全・簡単

ギャンボラでは、数多くの安心・安全・簡単に利用できる決済方法をご用意しております。 

特に出金の早さには定評を誇っており、ギャンボラの魅力の一つでもあります。 

日本国内の銀行口座へ入出金を可能にする様々な決済方法をご用意しています。また、VISA、

MasterCard、JCB等のクレジットカードから、中間決済会社や電子決済サービスをお選びいただくこ

とで、安全な決済が可能です。

> 決済方法

https://gambola.com/ja-jp/payment-options


入金について

クレジットカード

（VISA / MasterCard / JCB）

１回の最小入金額　$10

１回の最大入金額　$ 1,000～2,500 （決済プロバイダにより異なる）

VenusPoint
１回の最小入金額　$10

１回の最大入金額　$25,000

ecoPayz
１回の最小入金額　$10

１回の最大入金額　$25,000

MuchBetter
１回の最小入金額　$10

１回の最大入金額　$10,000

STICPAY
１回の最小入金額　$10

１回の最大入金額　$25,000

銀行振込
１回の最小入金額　$10

１回の最大入金額　$5,000

入金の「回数」に制限はありません。



VenusPoint
１回の最小出金額　$10

１回の最大出金額　$ 1,000

ecoPayz
１回の最小出金額　$10

１回の最大出金額　$ 25,000

MuchBetter
１回の最小出金額　$10

１回の最大出金額　$ 25,000

STICPAY
１回の最小出金額　$10

１回の最大出金額　$ 25,000

出金について
出金の「回数」に制限はありません。



ギャンボラ一覧 (2021年3月現在）

運営会社 Glitnor Services Limited

サービス開始 2019年8月

ライセンス Malta Gaming Authority

入金方法 銀行振込, ecoPayz, STICPAY, MuchBetter, Venus Point, Visa, MasterCard, JCB

出金方法 ecoPayz, STICPAY, MuchBetter, Venus Point

チャットサポート 毎日：17:30 - 翌朝1:30 (サマータイム時: 16:30 - 24:30)

メールサポート support-jp@gambola.com



ブランドについて
デザインパーツ
アフィリエイターのみなさまからのユニークなご要望に応えられるよう、デザインパーツをご用意し、パ

フォーマンスの向上にできる限り繋げられるよう、最大限のお手伝いをさせていただきます。ブランドが認

知されるには一貫性がキーポイントだと信じており、だからこそ、デザインは尊重されなければならないと

考えております。 ギャンボラでは、下記リンクにあるバージョンのみ、色や形式などの変換、変更は行わず

に、またギャンボラのデザインパーツと他に利用される要素のものとの間には常に正当な間隔を取ってご利

用いただきますようお願いいたします。  

その他、形式やサイズの変更、またはご質問などありましたら、GLITNORアフィリエイトプログラム日本

担当者に直接ご相談いただくか、affiliates-japan@glitnor.comまでご連絡ください。 

【他ご利用可能なフォーマット】 

• AI: ベクター, スケーラブル  

• SVG: ベクター, スケーラブル

https://www.dropbox.com/sh/q3nzzexwao96wzd/AADIGyCND0mlpRRmtlTasmdza?dl=0


キャラクター “アイリス”

ギャンボラの新キャラクター「アイリス」をご紹介します。 

アイリスは様々な場面で、お客様をガイドそしてサポートする役割を担っ

ています。プレイヤー様のお気に入りのキャラクターとして、 ギャンボラ

に親しみを持っていただけたらと願っております。



デザインパーツ例: アイコン

ギャンボラプラス キャッシュレース

Gambola X日替わりオファー



ランディングページ

ギャンボラ公式サイトとは別に、ギャンボラの魅力が一目で分かるよう、ランディングページをご用意

しております。ぜひ、ご覧ください。

https://gambola.com/ja-jp/jplanding


制限 
次の国在住のプレイヤーは、Gambolaに登録することはできません。

オーストラリア 
アフガニスタン 
アルジェリア 
南北アメリカ大陸 
サモア 
南極大陸 
ベルギー 
ブルガリア 
中国 
コモロ 
キプロス 
デンマーク 
エクアドル 
エストニア 
エチオピア 
フェロー諸島 
フランス 
フランス領ギアナ 
フランス領ポリネシア

南フランス領 
ギリシャ 
グリーンランド 
グアドループ 
グアム 
香港 
ハンガリー 
インド 
インドネシア 
イラン 
イラク 
イスラエル 
イタリア 
ヨルダン 
韓国 
クウェート 
リビア 
マレーシア 
マルティニーク

マヨット 
ミャンマー 
モンテネグロ 
ニューカレドニア 
北マリアナ諸島 
パキスタン 
フィリピン 
ポーランド 
ポルトガル 
プエルトリコ 
レユニオン 
ルーマニア 
ロシア連邦 
サンバルテルミー 
セントマーチン島（フランス領） 
サンピエール島およびミクロン島 
シンガポール 
スロバキア 
南アフリカ 

スペイン 
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 
シリア 
トルコ 
アメリカ合衆国外諸島 
アメリカ合衆国 
アメリカ領ヴァージン諸島 
ウォリス・フツナ 
イエメン 
オーランド諸島 
チェコ共和国 
スロベニア




