
Lucky Nikiカジノの会員登録と利用方法 

 

会員登録方法は以下の通りで手順を踏んでいけば簡単に手続きが出来ます。 

 

①Lucky Nikiカジノの HPにアクセスする 

ここをクリックして Lucky Nikiカジノの HPにアクセスします 

 

 

②今すぐ登録を押す 

Lucky Nikiカジノ HPの画面左上にある「今すぐ登録」を押します。 

 

③必要な情報を入力する（1） 

画面に従って必要事項を入力し会員登録手続きをします 

 

 

http://site.gotoluckyniki.com/index.cgi?aname=pyx0001


お名前は？ 

名前をローマ字で入力します。例）山田 太郎 → Taro 

姓は？ 

姓をローマ字で入力します。例）山田 太郎 → Yamada 

お誕生日は？ 

自分の生年月日を入力します。DDで日、MMで月、YYYYで年を、指定します 

性別は？ 

戸籍上の自分の性別を選びます。 

メールアドレスは？ 

メールアドレスを登録します。 

続行を押します。 

続行ボタンを押します。 

④ 必要な情報を入力する（2） 

 

次の画面に遷移しますので、さらに必要な情報を入力していきます。 



市町村 番地 アパート名など 

市町村以降の住所を入力します。 

例）東京都 港区 八重洲 1-1-1 → 1-1-1 Yaesu Minatoku 

都道府県 

都道府県を入力します。 

例）東京都 港区 八重洲 1-1-1 → Tokyo 

郵便番号 

郵便番号を入力します。 

例）111-1111 → 111-1111 

居住国 

Japanが指定してください 

州を選択してください 

この欄は未入力で大丈夫です 

モバイル番号 

携帯電話番号を入力します。 

左の欄で 81を指定して、右の欄で 0を除いて入力してください。 

例）090-1111-1111 → 9011111111 

続行を押します。 

続行ボタンを押します。 

 



⑤ 必要な情報を入力する（3） 

 

アクセスするために必要な情報を決めます。 

 

ユーザー名を設定 

カジノでログインする際に利用するユーザー名を入力します。 

希望する物を 6文字から 12文字で半角英数字で組み合わせて作成してください 

（必ずメモをして記録を残してください） 

注意；ユーザー名はトーナメント順位表や高額賞金獲得者などで公表されます。プライバシーを守る観点からも、

ブログや SNSなどで利用しているハンドルネームや、本名は絶対に登録しないで下さい。普段使っていない他人

から推測不可能な物にしてください。 

パスワードを設定 

カジノでログインする際に利用するパスワードを入力します。 

希望する物を 6文字から 12文字で半角英数字で組み合わせて作成してください 

（必ずメモをして記録を残してください） 

パスワードを確認 

パスワードを設定で入力した物と同じ物を入力します。 



秘密の質問を設定 

①生まれた都市、②お気に入りのスポーツチーム、③母方の姓、④ペットの名前、⑤父方のミドルネーム、⑥好き

な映画のタイトル、⑦第一子の名前、⑧好きだった先生の名前、⑧4桁の Pinナンバー、から 1つ選びます。 

秘密の答え 

選んだ質問の答えを半角英数字で作成してください。（必ずメモをして記録を残してください） 

入金額を設定 

入金額制限の設定が可能です。後で決める事も可能ですので、ここではいいえを選択して下さい。 

規約に同意 

「私は 18歳以上です」 、「無料ボーナス/その他のオファーをコミュニケーションチャンネルを通して受け取ることを

希望します。」、「私は利用規約及びプライバシーポリシーに同意します。」 にチェックを入れます。 

プレイ開始を押す。 

プレイ開始を押して登録手続き完了です。 

メール認証コードを入力する 

登録メールアドレスへLuckyNikiからアカウント開設完了のメールとメール認証コードのメール 2通が届

きます。  

メール アカウント認証コードを確認し 「今すぐログイン」からログインし、画面左上の三本線をクリッ

クし、登録情報＞設定を押して、入力欄に認証コードを入力し送信ください。 

 

 



ログインとログアウトについて 

ログインは画面左上のログインボタンを、ログアウトは、画面左下の Logoutを押してください 

ログインボタン 

左のメニューの上にログインボタンがあります 

 

 

ログアウト 

左のメニューの下に Logoutがあります。 

http://easy-casino-online.com/img8/lucky-niki-t8.jpg


 

入金方法 

当サイトでは ATMで引き出し可能な Ecopayzを奨めています。口座開設方法や利用方法など詳細はこちらをご

覧ください。2017/4/24からMASTERブランドの Ecoカードの発行を再開しています。情勢が変わる場合もありま

すので、口座開設後、速やかに Ecoカードの取得手続きをしてください。 

Ecopayzの登録方法はこちらのマニュアルをご利用ください 

Ecopayzの詳細はこちらをご覧ください 

Ecopayzの入金手順 

画面が隠れている場合は、マウスのスクロールボタンを操作すると表示できます。入金をする前には必ずポップア

ップウィンドウを有効にしてください。 

ポップアップウィンドウを有効にする設定方法です。ブラウザ別に書いています。参考にしてください。 

画面左上の入金を押します。するとメニューが出ますので左の入金を押します。 

https://easy-casino-online.com/ecopayz-account.pdf
https://easy-casino-online.com/ecopayz-account.pdf
https://easy-casino-online.com/game.html#33
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ecoのロゴをクリックします。 

 

入金金額で入金額を指定します。（入金額は小数点を付けて入力します。例えば 20 ドルの場合は 20.00 と入力し

ます）入金ボーナスを貰う場合はボーナスコードを確認して入力した上で、画面下の送信を押します。 

 

初回ボーナスを貰うために必ずボーナスコードに Yesを入力してください。三回の入金で必ず入力してください 

http://easy-casino-online.com/img8/lucky-niki-hp.jpg
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EcoPayzのサイトに転送されます 

Ecopayzのログイン画面になりますので、Ecopayzのユーザー名とパスワードを入力しログインをします。 

 

Ecopayzでの送金確認画面になります。Ecopayzのアカウント番号と利用可能残高を確認します。金額には入金

額＋Lucky Nikiの入金手数料が表示されます。確認したら「送信」を押します。（Ecopayzの資金が足りない時は

「資金を追加」を押して Ecopayzのアカウントに入金する事も出来ます。） 

 

入金が無事完了すると、完了画面が出ますので、画面を閉じて下さい。（Ecopayzのログイン画面が同時に表示さ

れる事もあります。その場合は Ecopayzのログイン画面も閉じて下さい) 

http://easy-casino-online.com/img8/luckynikibonusS1-4.jpg
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Lucky Nikiのサイトに戻ります 

送信を押した場合はそのまま入金完了になり、カジノ側で無事入金された旨のメッセージが出ます。 

 

メニューの残高をクリックして残高を確認すると反映されました。（20 ドルを入金した時の例です。） 

 

http://easy-casino-online.com/img8/luckynikibonusS1-6.jpg
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出金方法 

プレイする前に Ecopayzで入金した時は Ecopayzで出金されます。ただし、ePro、Entropay、Instantbankingで

入金した場合は、Ecopayz にて出金します。最低出金金額は 20 ドルです。出金画面の一部が隠れている場合は、

マウスのスクロールボタンを操作すると隠れている部分が表示できます。 

出金手順 

入金ボタンを押した後に表示されるメニューの引き出しを押します。金額で出金金額を指定した後、通貨を指定し

ます。最後に送信を押します。（Ecopayz を入金時に利用した場合は、入金時に利用した口座 ID へ出金されます。

Ecopayzでサブアカウント利用の場合は、ATMで引き出しの際、資金移動を忘れずに行ってください。） 

 

引き出しを要求すると、引き出し日の翌日GMTの深夜（GMTの午前 0時は、3月下旬から 10月下旬のサマータ

イムで日本時間の午前 8時、10月下旬から 3月下旬までの冬時間で日本時間の午前 9時）までリクエストは保留

になります。その後、勘定部門に引き渡されます。身分証明書の提出が完了している場合は、翌営業日に引き出

しを処理します。（身分証明書の提出が未だの方は、書類が受理されるまで保留されます。） 

本人確認書類の提出 

出金には身分証明書の提出が必要になりますので、出金前に必ず、サポートまで「出金したいので、身分証明書

の提出をします。どの書類が必要か教えて下さい」とメールを出して何が必要かを問い合わせてください。 

http://easy-casino-online.com/img8/lucky-niki-loginfirst7sss.jpg


 

サポートの連絡先についてはこちらをお読みください 

必要な書類を揃えたら、スマートフォンのカメラ機能、もしくは、デジカメやスキャナーを利用し、カラーで、4隅がは

っきりわかる状態で、文字を鮮明にして、Jpeg、bmp、gifの何れかの形式で、サイズは 5MB以内で画像化して下

さい。そして PCにアップして、メニューの「書類をアップロード」をクリックし、アップロードフォームから手続きしてく

ださい。 

日替わりプロモーションの確認方法 

Lucky Nikiカジノ HPのメニューの「日替わりプロモ」か、トップ画面の「あなただけの日替わりプロモー

ションはこちらから」を押すと現在行われているプロモーションの一部がチェックできます。毎日違う物

が何かしら行われていますので、ログインと同時に毎回チェックして下さい。 

 

 

 

ボーナスは日替わりプロモーションを介して受け取れますので、入金前に確認してくださ

い。 

 

 

https://easy-casino-online.com/lucky-niki.html#006
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トーナメントについて 

 

毎日複数の種類のトーナメントが開催されています。トーナメントは海外からの参加が多い為、開催日や

時間帯により、参加人数が少ない（競合している人が少ない）優勝する可能性の高い穴場のものもありま

す。有ったらチャンスですので、是非とも狙ってみて下さい。ここではバイイントーナメントとフリーロ

ールトーナメントについて説明します。 

 

フリーロールトーナメントは、過去 3日間に入金したプレイヤーのみが参加する事が出来ます。 

 

 

 

http://easy-casino-online.com/img8/lucky-niki-tornentQ10.jpg


トーナメントの参加方法 

メニュー左のプロモーションをクリックし、日替わりプロモ画面左上の、「トーナメント」をクリックします。 

 

本日のトーナメントで現在の時間に参加できるものはオレンジの表示になっています。下記の画像例では以下の 3

つになります。(①70回フリースピンを勝ち取れ：バイイントーナメント、②100FS Spring Freeroll：フリーロールト

ーナメント、③毎日$100ゲット：バイイントーナメント） 

 

フリーロールトーナメントに参加するには 

「100FS Spring Freeroll」フリーロールトーナメントに参加するには、参加ボタンを押した後、参加方法の画面で

「入金」を押してください。ボタンは入金と書いてありますが、参加料は不要です。ただし、フリーロールトーナメント

は、過去 3日間に入金したプレイヤーのみが参加出来ますので注意してください。 

http://easy-casino-online.com/img8/Lucky-niki-tonament-image001.jpg
http://easy-casino-online.com/img8/Lucky-niki-tonament-image002.jpg


 

バイイントーナメントに参加するには 

「70回フリースピンを勝ち取れ」、もしくは「毎日$100ゲット」の、バイイントーナメントに参加するには、「参加」を押

して、参加料を払って 10スピンを買います。参加料は「入金」項目に書かれている金額です。（「70回フリースピン

を勝ち取れ」は 2 ドル、「毎日$100ゲット」は 5 ドルです）口座残高が有る場合は「アカウント残高で購入」を選びま

す。新たに入金する場合は「入金して購入」を選択します。「入金して購入」を選択した場合は、$20を入金すると、

参加料の$2だけが購入額として引かれて、残りは残高として残ります。 

 

画面上に「プロモ参加同意を受け付けました。ゲームに戻ってスピンで遊ぶ。」の表示が出ます。Xを押して画面を

閉じます 

http://easy-casino-online.com/img8/Lucky-niki-tonament-image003.jpg
http://easy-casino-online.com/img8/Lucky-niki-tonament-image004.jpg


 

「フリースピンボーナス」のポップアップが開きますので OKを押し、回数分のフリースピンをプレイします。 

 

プレイ終了後、フリースピンの勝利金の金額が表示され、勝利金はリアルマネー口座に振り込まれます。 

 

http://easy-casino-online.com/img8/Lucky-niki-tonament-image005.jpg
http://easy-casino-online.com/img8/Lucky-niki-tonament-image006.jpg
http://easy-casino-online.com/img8/Lucky-niki-tonament-image007.jpg


トーナメントの順位確認方法 

現在の順位を確認する時は、トーナメントの画面に戻り、先ほど参加したトーナメント欄、右端の”確認”を押すと現

在の自分の順位を確認できます。 

 

画像例では、トーナメントの獲得ポイントは 81ポイントで現在 8位！です。（$0.01＝1ポイントで計算され表示され

ます。$0.81の勝利金は 81ポイントになります） 

 

リバイ（再度参加料を払ってやり直す） 

画像例のトーナメントでは、70回のフリースピンを貰う為には、上位 3位までに入らないといけないので、フリース

ピンの結果が悪かった場合は、再度参加料を払ってフリースピンを購入してやり直すことが出来ます。プロモーシ

ョンページの「トーナメント」をクリックした後、参加したトーナメント名をクリックしてから、リーダーボードに移動して、

その画面にあるリバイのボタンを押します。この様にバイイントーナメントは何回でも購入して上位入賞を目指せま

す。 
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賞品の確認や参加人数の確認 

画面左上の三本線をクリックすると各種画面が出せます。 

 

三本線をクリックした後に表示される、画面上部のピンク色の部分で、トーナメントに参加しているプレイヤーの総

数や勝利者の合計人数などが見れます 
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プライズプールでトーナメントの入賞者の対象になる順位と賞品（フリースピン）が見れます 
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