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ギャンボラとは
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、ベラジョンカジノ（Vera&John）や

ラッキーカジノ（Lucky Casino）といったオンラインカジノの立ち上げに成功し、

2019年よりギャンボラ（Gambola）の運営を開始いたしました。 

ギャンボラは、キャッシュリベートに特化したオンラインカジノです。 

「キャッシュリベート」は業界No.1のリベートオファーであり、勝っても負けても賭

けるたびにベット額の一部がキャッシュで還元されます。 

さらに、毎日貰える「日替わりオファー」、随時開催中のキャンペーン、日本人

ディーラーを迎えたライブカジノテーブルなど、魅力はつきません。 

質の高いサポート、そしてiGaming専用のCRMツールから、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サイトを提供している点も特徴のひとつ

です。 

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！



キャッシュリベート
ギャンボラ限定！
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勝っても負けても、すべての賭けで還元！ 

賭け条件がないから、即出金可能！ 

獲得上限なし！無限にもらえる！ 

キャッシュリベートの魅力

ギャンボラでは、キャッシュで賭けるたびに賭け金額の一部が即還元されます！ 
VIP限定ではなくプレイヤー様全員へ、勝ち負け関係なくキャッシュリベート！



No.1 リベートオファー
ギャンボラでは、キャッシュで賭けるたびに賭け金額の一部が即還元されます！ 
VIP限定ではなくプレイヤー様全員へ、勝ち負け関係なくキャッシュリベート！ 
「リベート」というと、一般的には賭け条件のあるリベートボーナスを指しているオンライン
カジノがほとんどですが、ギャンボラのリベートは、賭け金額に対し一定の割合で付与される
「キャッシュ」を指します。 

キャッシュリベートは即還元され、即出金可能！ 
獲得上限もないため、プレイする回数や賭け金額に比例して無限大に受け取ることができま
す。獲得したキャッシュリベートは、簡単ワンクリックで受け取りOK！ログイン後、こちら
のページの【チャージする】をクリックすると、プレイヤー様のキャッシュ残高に追加されま
す。さらに！日替わりオファーにより、リベート率が2倍、3倍、4倍になるチャンスも！

リベート率
リベート率は、プレイするゲームによって異なります。 
Bonanza（リベート率は0.6％）の場合、キャッシュで賭けるたびに、
勝っても負けても、常に賭け金の0.6％のキャッシュリベートを受け取る
ことができます。 
ギャンボラの最高リベート率（日替わりオファーを使用しない場合）は、
0.8％です！ 

「キャッシュリベート」ページの「ゲームタイトル別リベート率一覧」 
より、各ゲームのリベート率を簡単に検索できます。

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


日替わりオファー
日替わりオファーを使うことで、さらにリベート率を増やすことができます。 
1時間限定でキャッシュリベート率が2倍、3倍、4倍へ増加します。 

 例： 

• リベート率の0.6％のBonanzaに日替わりオファーから「リベート2倍」を使用すると、1.2％にアップ。 

• リベート率の0.8％のMoon Princessに日替わりオファーから「リベート3倍」を使用すると、2.4％にアップ。 

• 「リベート4倍」を使用した際には、なんと業界最高リベート率の3.2％をお楽しみいただけます！



「キャッシュバック」よりもおすすめな理由 
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。 
たとえば、10%のキャッシュバックオファーを使い$100の入金をした場合、すべて
を負けたときに限り、$10のキャッシュバックを受け取ることができます。勝利し
た場合は、一切受け取ることができません。 
ギャンボラでは負けた場合はもちろん、勝った場合でも常にリベートを受け取るこ
とができるので、プレイする回数や賭け金額に比例して、キャッシュがどんどん貯
まります！

他社の「リベートボーナス」と異なる点
ギャンボラは、常に「キャッシュ」でリベートを進呈しているので、いつでも出金
が可能！賭け条件はありません！ 
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
与されるがことほとんど。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。

たとえば… 
Aさんは日替わりオファーから「リベート4倍」を受け取り、$100を入金してMoon 
Princessを313回（スピンバリュー$1）プレイしました。 Moon Princessのリベー
ト率は通常0.8%ですが、リベート4倍を使用したので業界最高率の3.2%にアップ！
つまり、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を受け取ることがで
きます。 
313回スピンした後、保有残高に入金時から大きな変化がなかったとしても... 実
は！Aさんは$10.02のキャッシュリベートを獲得していたのです！

上のグラフのように、ギャンボラでは勝ち負け関係なくすべての賭けで還元！ 
賭けで勝った際には、常に勝利金に加えキャッシュリベートを獲得。負けた際に
は、常に保険としてキャッシュリベートを受け取ることができるのです。



キャッシュリベートに関する情報一覧表

スロット最高リベート率 最高0.8%（日替わりオファー使用時、最高3.2%）

ライブカジノ最高リベート率 最高0.6%（日替わりオファー使用時、最高2.4%）

賭け条件 なし

付与タイミング 即反映

獲得上限金額 獲得上限なし（無制限）

対象者 プレイヤー様全員

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。



ウェルカムボーナス
最大$1,500！
最大ボーナス額は業界トップクラスの$1,500！ 
初回〜3回目入金まで、合計3回のお得なウェルカムボーナスをご用意しました！ギャンボラに登録して

くださったプレイヤー様限定で、賭け条件30倍の最大100％入金ボーナスを進呈します。

初回入金ボーナス 
最大$500までの100％入金ボーナス 

（例：$500入金して、$500のボーナスゲット！） 

2回目入金ボーナス 
最大$500までの50％入金ボーナス 

（例：$1,000入金して、$500のボーナスゲット！） 

3回目入金ボーナス 
最大$500までの50％入金ボーナス 

（例：$1,000入金して、$500のボーナスゲット！）

キャッシュでプレイ中は、勝っても負けてもキャッシュリベートも貯まるので、断然お得！ウェルカムボーナスは登録後30日間限定です。 
ウェルカムボーナス規約に関する規約は「ボーナス規約」ページからご覧いただけます。

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


ギャンボラのボーナスの仕組み
図のとおり、ギャンボラではキャッシュとボーナス分が併用されることなく、
キャッシュ→ボーナスの順の分離型です。 

つまり、キャッシュで獲得した勝利金はすぐに出金することも可能ですし、ボーナ
スはキャッシュが無くなった時の保険として使うこともできます。 
また、キャッシュでプレイ中は、キャッシュリベートもたまります！ 

かけるたびに賭け条件のないキャッシュがどんどん貯まる、ギャンボラ自慢のオ
ファーです。すぐキャッシュに早変わりしちゃう、とってもお得なウェルカムボー
ナスです！

無料登録ボーナスもゲット！
最大$1,500のウェルカムボーナスに加えて、さらに！ 
ギャンボラに登録するだけで、賭け条件たった7倍の$25無料
登録ボーナスもプレゼント！ 

こちらの登録ボーナスより、お好きなゲームをお気軽にお試し
ください。



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。 

人気作や新作ゲームのキャッシュのフリースピン、キャッシュリベート率が2倍、
3倍、さらには4倍になる超還元オファーを毎日提供しています。 
イベントや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ポイント
• 「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」というプレイヤー様のニーズ

にお応えして、スロットの高速機能をご用意しました！ 

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ベット額を選択して、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、Gambola X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。 

Gambola X対象スロットは、「Gambola X」ページからご覧ください。

Gambola Xのポイント
• 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」というプレイヤー様におすすめ！

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


2,300以上のゲーム
必ずお気に入りのゲームが見つかる
ギャンボラでは、2,300種類以上のゲームをご用意しております。数多くの人気スロッ

トや、安心の日本人ディーラー対応のライブカジノゲームをお楽しみください。

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おり、プレイヤー様にご満足いただけ
る広範囲にわたるCRMツールを組み込んでいます。独自のオファーである「キャッシュリベー
ト」や「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
プレイヤー様へ日本限定のキャンペーンも多く展開しております。 

弊社の経験豊富なCRM・キャンペーンチームは、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。 
CRMツールとしてfast trackを導入し、プレイヤー様に合わせたオファーを提供しております。 

現在開催中のキャンペーン等は「最新情報」ページよりご覧いただけます。

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


サポート
日本語対応のカスタマーサポート

ギャンボラでは、日本語対応のカスタマーサポートスタッフがプレイヤー様を手厚
くサポートいたします。「入金方法がわからない」や「ログインが出来ない」な
ど、お気軽にお問い合わせください。 
お問い合わせの方法は、チャットとメールの２種類です。 
メールおよびチャットでのカスタマーサポートは、年中無休です。 

また、お客様より多い質問は「よくある質問」に記載をしております。

チャット
サマータイム期間　毎日 16：30 - 翌00：30  

サマータイム終了後　毎日 17：30 - 翌01：30

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

mailto:support-jp@gambola.com
https://help-jp.gambola.com/hc/ja
https://help-jp.gambola.com/hc/ja


ギャンボラは、プレイヤー様が楽しく、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。 

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、「責任あるギャンブル」をご覧ください。

責任あるギャンブル
コントロールツール

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 

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


数多くの決済方法
安心・安全・簡単
すべての国内銀行に対応の銀行振込、VISA、Master CardやJCBなどのクレジット

カード、ecoPayzなどの各種E-ウォレット、そしてTIGER PAYに対応！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1つでもあります。 

現在の決済方法の詳細はこちらの「決済方法」よりご覧いただけます。

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


入金について

クレジットカード

（VISA / Mastercard / JCB）

最小入金額　$10 / 回

最大入金額　$1,000 ～ $2,500 （決済会社により異なる）/ 回

銀行振込 最小入金額　$10 / 回　｜　最大入金額　$5,000 / 回

TIGER PAY 最小入金額　$10 / 回　｜　最大入金額　$25,000 / 回

ecoPayz 最小入金額　$10 / 回　｜　最大入金額　$25,000 / 回

MuchBetter 最小入金額　$10 / 回　｜　最大入金額　$10,000 / 回

STICPAY 最小入金額　$10 / 回　｜　最大入金額　$25,000 / 回

入金の「回数」に制限はありません。



銀行振込 最小出金額　$50 / 回　｜　最大出金額　$ 50,000 / 回

TIGER PAY 最小出金額　$50 / 回　｜　最大出金額　$ 25,000 / 回

ecoPayz 最小出金額　$10 / 回　｜　最大出金額　$ 25,000 / 回

MuchBetter 最小出金額　$10 / 回　｜　最大出金額　$ 25,000 / 回

STICPAY 最小出金額　$10 / 回　｜　最大出金額　$ 25,000 / 回

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 (2022年6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 VISA, Mastercard, JCB, 銀行振込, ecoPayz, STICPAY, MuchBetter, TIGER PAY

出金方法 銀行振込, ecoPayz, STICPAY, MuchBetter, TIGER PAY

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

利用規約 https://gambola.com/ja-jp/terms-and-conditions/

mailto:support-jp@gambola.com
https://gambola.com/ja-jp/terms-and-conditions/


ブランドについて
デザインパーツ
アフィリエイターの皆様からのユニークなご要望に応えられるよう、ロゴやアイコン、キャラク

ター、広告バナーなど、数多くの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

mailto:affiliates-japan@glitnor.com
https://www.dropbox.com/sh/yqj35jt6yz48khc/AAARnl6ST-VSY0M6RxWe44fGa?dl=0


ギャンボラのキャラクター 「アイリス」
ギャンボラのオリジナルキャラクター「アイリス」をご紹介します。 

アイリスが、様々な場面でプレイヤー様をサポートさせていただきます。 

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。




