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ウィリアムヒルベガスのウィリアムヒルベガスのウィリアムヒルベガスのウィリアムヒルベガスの会員登録方法会員登録方法会員登録方法会員登録方法 

注意注意注意注意：：：：既既既既にウィリアムヒルスポーツなどにウィリアムヒルスポーツなどにウィリアムヒルスポーツなどにウィリアムヒルスポーツなど、、、、ウィリアムヒルウィリアムヒルウィリアムヒルウィリアムヒル.COM.COM.COM.COM ブランドのブランドのブランドのブランドの口座口座口座口座をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方はははは                                            

おおおお持持持持ちのちのちのちの IDIDIDID とパスワードがとパスワードがとパスワードがとパスワードが共通共通共通共通してしてしてして使使使使えるのでえるのでえるのでえるので会員登録会員登録会員登録会員登録はははは不要不要不要不要ですですですです。。。。 

最初最初最初最初にこちらをクリックしてにこちらをクリックしてにこちらをクリックしてにこちらをクリックして、、、、ウィリアムヒルベガスのウィリアムヒルベガスのウィリアムヒルベガスのウィリアムヒルベガスのＨＰＨＰＨＰＨＰにににに行行行行きますきますきますきます 

 

次次次次にににに右上部右上部右上部右上部にあるにあるにあるにある「「「「Join NowJoin NowJoin NowJoin Now」」」」のののの緑色緑色緑色緑色のボタンをクリックしますのボタンをクリックしますのボタンをクリックしますのボタンをクリックします。。。。                                                    

 
 

必要事項必要事項必要事項必要事項をををを入力入力入力入力しますしますしますします    

全全全全てローマてローマてローマてローマ字字字字、、、、半角英数字半角英数字半角英数字半角英数字にてにてにてにて入力入力入力入力しますしますしますします。。。。住所等住所等住所等住所等でででで区切区切区切区切りたいりたいりたいりたい時時時時はははは半角半角半角半角スペースをスペースをスペースをスペースを使用使用使用使用しますしますしますします    
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•  ①Title ①Title ①Title ①Title でででで男性男性男性男性ならならならなら MrMrMrMr、、、、女性女性女性女性ならならならなら未婚未婚未婚未婚であればであればであればであれば MissMissMissMiss、、、、既婚既婚既婚既婚であればであればであればであれば MrsMrsMrsMrs をををを選択選択選択選択 

•        ②Name②Name②Name②Name でででで名前名前名前名前をををを入力入力入力入力しますしますしますします。。。。                               

例、山田太郎なら、First Name に Taro、Sur Name に Yamada 

 

•        ③Date of birth③Date of birth③Date of birth③Date of birth    でででで    自分自分自分自分のののの誕生日誕生日誕生日誕生日をををを    日日日日(Day),(Day),(Day),(Day),月月月月(Month),(Month),(Month),(Month),年年年年(Year)(Year)(Year)(Year)のののの順順順順にににに選択選択選択選択しししし

ますますますます    

*参考、一月→Jan、二月→Feb、三月→Mar、四月→Apr、五月→May、六月→Jun、七月→Jul、八月→Aug、九月

→Sep、10 月→Oct、11 月→Nov、12 月→Dec 

•        ④Email④Email④Email④Email アドレスをアドレスをアドレスをアドレスを入力入力入力入力しますしますしますします    

 

•        ⑤⑤⑤⑤携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの番号番号番号番号をををを入力入力入力入力。。。。                                 

例、090-1111-1111（81 を付け最初の 0 を取って 819011111111) 

 

•        ⑥Country⑥Country⑥Country⑥Country でででで国国国国をををを入力入力入力入力しますしますしますします。。。。japanjapanjapanjapan をををを選択選択選択選択    

*通常は Country を入力すると自動的に住所を入力する欄が表示されますが、表示されない場合は、

PostCode/Zip の欄の下の「Find Address 」ボタンをクリックするか、横の「Enter Manually」をクリックする事で表示

されるようになります 

 

•        ⑦Address⑦Address⑦Address⑦Address のののの欄欄欄欄にににに区区区区やややや市以降市以降市以降市以降のののの住所住所住所住所をををを入力入力入力入力しますしますしますします    

例、千葉県 茨城市 八重洲町 12-12 の場合、12-12 yaesumachi 

•        ⑧Town City ⑧Town City ⑧Town City ⑧Town City のののの欄欄欄欄でででで残残残残りのりのりのりの前前前前のののの住所住所住所住所のののの部分部分部分部分をををを入力入力入力入力（（（（市市市市,,,,区区区区））））→→→→（（（（都道府県都道府県都道府県都道府県））））のののの順順順順にににに

入力入力入力入力しますしますしますします    

例、千葉県 茨城市 八重洲町 12-12 の場合、Ibaragishi chibaken 
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•        ⑨County State⑨County State⑨County State⑨County State    のののの欄欄欄欄はははは日本日本日本日本ではではではでは無関係無関係無関係無関係なのでなのでなのでなので無入力無入力無入力無入力ででででＯＫＯＫＯＫＯＫですですですです    

 

 

 

•        ⑩⑩⑩⑩自宅自宅自宅自宅のののの固定電話番号固定電話番号固定電話番号固定電話番号をををを入力入力入力入力。。。。    

例、03-1111-11111（81 を付けて最初の 0 を取って 813111111111） 

 

•        ⑪⑪⑪⑪郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号をををを入力入力入力入力、、、、例例例例、、、、111111111111----1111111111111111    

 

•        ⑫User name⑫User name⑫User name⑫User name でででで希望希望希望希望ののののＩＤＩＤＩＤＩＤをををを入力入力入力入力(6(6(6(6 字字字字からからからから 15151515 字以内字以内字以内字以内））））    

 

•        ⑬⑬⑬⑬希望希望希望希望のパスワードをのパスワードをのパスワードをのパスワードを入力入力入力入力しますしますしますします（（（（6666 字以上字以上字以上字以上））））    

 

•        ⑭⑭⑭⑭希望希望希望希望したパスワードをしたパスワードをしたパスワードをしたパスワードを再度同再度同再度同再度同じようにじようにじようにじように入力入力入力入力しますしますしますします    

 

•        ⑮⑮⑮⑮セキュリティーのセキュリティーのセキュリティーのセキュリティーの質問質問質問質問をををを選選選選びますびますびますびます    

*質問の種類には、A～H が用意されています。（この中から一つ選択します） 

Ａ、Mother's Maiden Name (母親の旧姓）Ｂ、My favourite player （私の好きな選手） 

Ｃ、My first car （私の最初の車）Ｄ、My first pet's name （私の最初のペットの名前） 

Ｅ、My first school （私の最初の学校） 

Ｆ、Mother's date of birth(dd/mm/yy)（母親の誕生日（日/月/年の順）） 

Ｇ、Anniversary date(dd/mm/yy)（記念日（日/月/年の順）） 

Ｈ、Spouse's middle name （配偶者のミドルネーム）があります 

（ミドルネームが無い為、日本人はＨの項目は難しいです） 

•        ⑯⑯⑯⑯選選選選んだんだんだんだ質問質問質問質問のののの答答答答えをえをえをえを入力入力入力入力しますしますしますします    

*答えをローマ字もしくは英数字で入力します。 

*セキュリティーの質問と答えはパスワードを紛失した時などに使いますので                       

忘れないように書き留めておいて下さい 



4 

 

    

•        ⑰Betting Currency ⑰Betting Currency ⑰Betting Currency ⑰Betting Currency でカジノででカジノででカジノででカジノで使使使使うううう通貨通貨通貨通貨のののの種類種類種類種類をををを選択選択選択選択しますしますしますします    

*NETELLER が使えますので、米ドル（USD)を選択する事をお勧めします 

*円でも利用可能ですが、決済に用いるカードの利用通貨設定を円にしてある必要がある事や、他のカジノでドル

を使用する事が多いなどから、便宜上米ドルでの利用を推奨します 

 

•        ⑱Daily Deposit limit ⑱Daily Deposit limit ⑱Daily Deposit limit ⑱Daily Deposit limit でででで一日一日一日一日でででで幾幾幾幾らららら負負負負けたらけたらけたらけたら入金入金入金入金をををを中止中止中止中止するかのするかのするかのするかの限度限度限度限度をををを決決決決めますめますめますめます    

*No limit（制限なし）と 6250 から 25000000 まで設定できます 

*制限無しを選ぶ時は、No limit を、制限額を設定したい時は希望の数字を入力して下さい 

 

•        ⑲Promotional code ⑲Promotional code ⑲Promotional code ⑲Promotional code でプロモーションコードがあればでプロモーションコードがあればでプロモーションコードがあればでプロモーションコードがあれば入力入力入力入力（（（（通常通常通常通常はははは無記入無記入無記入無記入ですですですです））））    

 

•        ⑳Security code ⑳Security code ⑳Security code ⑳Security code でででで表示表示表示表示されているアルファベットをされているアルファベットをされているアルファベットをされているアルファベットを入力入力入力入力しますしますしますします    

*文字が読みにくい場合は入力欄右にある のアイコンをクリックして変えて下さい 

•        ☆I accept the ☆I accept the ☆I accept the ☆I accept the 「「「「Terms & ConditionsTerms & ConditionsTerms & ConditionsTerms & Conditions」」」」, , , , 「「「「Privacy PolicyPrivacy PolicyPrivacy PolicyPrivacy Policy」」」」, &, &, &, &「「「「    Age Verification Age Verification Age Verification Age Verification 

PolicyPolicyPolicyPolicy」」」」    as published on this site (as published on this site (as published on this site (as published on this site (各規約各規約各規約各規約にににに同意同意同意同意するするするする））））にチェックをにチェックをにチェックをにチェックを入入入入れますれますれますれます    

 

 

•        ☆I want to receive free bets, bonuses & exclusive offer news from William Hill(☆I want to receive free bets, bonuses & exclusive offer news from William Hill(☆I want to receive free bets, bonuses & exclusive offer news from William Hill(☆I want to receive free bets, bonuses & exclusive offer news from William Hill(ププププ

ロモーションなどのメールをロモーションなどのメールをロモーションなどのメールをロモーションなどのメールを受受受受けけけけ取取取取るるるる））））にチェックをにチェックをにチェックをにチェックを入入入入れますれますれますれます    

    

 

•        ☆☆☆☆最後最後最後最後にににに、、、、緑緑緑緑のののの「「「「Create My AccountCreate My AccountCreate My AccountCreate My Account」」」」のボタンをクリックしてのボタンをクリックしてのボタンをクリックしてのボタンをクリックして終了終了終了終了ですですですです    
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入金方法入金方法入金方法入金方法についてについてについてについて    

アカウント登録後、入金画面に移動します。その画面で左のメニューから御希望の入金方法をクリックすれば手続

き画面になります。 

 

•        ①NETELLER ACCOUNT ID①NETELLER ACCOUNT ID①NETELLER ACCOUNT ID①NETELLER ACCOUNT ID にににに 45454545 からからからから始始始始まるまるまるまる 12121212 桁桁桁桁ののののＩＤＩＤＩＤＩＤをををを入力入力入力入力しますしますしますします。。。。    

•        ②NETELLER SECURE ID ②NETELLER SECURE ID ②NETELLER SECURE ID ②NETELLER SECURE ID にセキュアにセキュアにセキュアにセキュアＩＤＩＤＩＤＩＤをををを入力入力入力入力しますしますしますします    

•        ③AMOUNT③AMOUNT③AMOUNT③AMOUNT にににに入金額入金額入金額入金額をををを入力入力入力入力しますしますしますします    

•    ④④④④画面下部画面下部画面下部画面下部にあるにあるにあるにある緑色緑色緑色緑色のののの「「「「DepositDepositDepositDeposit」」」」のボタンをクリックしますのボタンをクリックしますのボタンをクリックしますのボタンをクリックします

 

100 ドル入金した時の画面です。Balance が残高の金額になります 

•        ⑤⑤⑤⑤入金手続入金手続入金手続入金手続きがきがきがきが済済済済むとアカウントにむとアカウントにむとアカウントにむとアカウントに振振振振りりりり込込込込まれたまれたまれたまれた金額金額金額金額がががが左上左上左上左上のののの BalanceBalanceBalanceBalance にににに記載記載記載記載されますされますされますされます 
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•        ⑥⑥⑥⑥記載内容記載内容記載内容記載内容をををを確認後確認後確認後確認後、、、、空色空色空色空色のボタンのボタンのボタンのボタン「「「「ContinueContinueContinueContinue」」」」をクリックしてウイリアムヒルベガスのトップページをクリックしてウイリアムヒルベガスのトップページをクリックしてウイリアムヒルベガスのトップページをクリックしてウイリアムヒルベガスのトップページ

にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。 

*入金方法登録後は、ログイン後に出る画面上部の「Main Balance 」の項目の右にある            

「Deposit」をクリックすれば、入金画面のページが表示されます。 

 

出金方法出金方法出金方法出金方法についてについてについてについて    

•  ①①①①トップページのトップページのトップページのトップページの上部上部上部上部メニューのメニューのメニューのメニューの「「「「Payments」」」」からからからから「「「「Withdraw」」」」をクリックをクリックをクリックをクリック 

 

②②②②「「「「Amount to WithdrawAmount to WithdrawAmount to WithdrawAmount to Withdraw」」」」のののの欄欄欄欄にごにごにごにご希望希望希望希望のののの金額金額金額金額をををを入入入入れますれますれますれます    

 

③③③③下下下下のののの「「「「Withdraw FoundsWithdraw FoundsWithdraw FoundsWithdraw Founds」」」」のボタンをクリックのボタンをクリックのボタンをクリックのボタンをクリック    

＊＊＊＊ルールなどルールなどルールなどルールなど詳細詳細詳細詳細はははは、、、、当当当当ＨＰＨＰＨＰＨＰのののの左左左左メニューのメニューのメニューのメニューの「「「「ウィリアムヒルベガスカジノのウィリアムヒルベガスカジノのウィリアムヒルベガスカジノのウィリアムヒルベガスカジノの紹介紹介紹介紹介とととと登録方法登録方法登録方法登録方法」」」」にににに書書書書いていますのでいていますのでいていますのでいていますので                            

そちらをごそちらをごそちらをごそちらをご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。    

注意注意注意注意：：：：既既既既にウィリアムヒルスポーツなどにウィリアムヒルスポーツなどにウィリアムヒルスポーツなどにウィリアムヒルスポーツなど、、、、ウィリアムヒルウィリアムヒルウィリアムヒルウィリアムヒル.COM.COM.COM.COM ブランドのブランドのブランドのブランドの口座口座口座口座をおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方はははは                                            

おおおお持持持持ちのちのちのちの IDIDIDID とパスワードがとパスワードがとパスワードがとパスワードが共通共通共通共通してしてしてして使使使使えるのでえるのでえるのでえるので会員登録会員登録会員登録会員登録はははは不要不要不要不要ですですですです。。。。 


