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ダッシュボード
ログイン後、最初に表示される画
面です。表示されている各データ
をまとめさせていただきました。

「登録」
新規登録のプレーヤー数

03「クリック数」
サイトのバナーとテキストをクリックさ
れた数

02「表示数」
サイトで表示されたバナーの数

01

01 02 03 04

05 06 07
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「初回入金」
新着入金プレーヤー数

04 「表示数とクリック数
（すべてのブランド）」

過去4ヶ月のバナーとテキストの表示数、
そして、クリック数が表示されています。

05 「総コミッショングラフ」
月別にユニバーサルカジノにもらった収
益が表示され、さらに即時更新されます。

06

「登録と初回入金グラフ
(すべてのブランド)」
過去4ヶ月の新規登録のプレーヤー数
と新着入金プレーヤー数が表示されて
います。

07 「訪問者の位置」
訪問者の位置が表示されます､過去の記
録を確認したい場合､日付範囲を選択し
てください｡

08 「アフィリエイト報告書
（すべてのブランド）」

毎月の「入金額」、「収益」、「コミッション」、
「CPA数」、「CPAコミッション」「紹介者コ
ミッション」を確認することができます。
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報告書 左側のメニューバーにある「報告書」より入り、
期間内の各アフィリエイト提携収益の詳細確認ができます。

02
03

01

収益報告書の見方

表示したい報告書の日付範囲を選択し、
あるいはカレンダーで確認したい期間の開始日と終了日を選択してください。02

ブランドはUNIVERSAL CASINOを選択してください。01

 「検索」のボタンをクリックすると、報告書の一覧が表示されます。03
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メディアギャラリー

01

• 左のメニューバーの「メディアギャラリー」をクリックします

• こちらのページにバナーなどの素材の一覧が表示されるので、こち
らから好きなものを選んでください。

03

02

04

01
「メディアタイプ」

検索したいメディアタイプを選びます。

02
「ブラント」

ブラントはUNIVERSAL CASINOです。　　

03
「言語」

言語はJAPANESEを選択してください。

04
「検索」
「検索」のボンタンをクリックすると、指定の
素材が表示されます。

検索バーを利用し、指定の素材を検索す
ることができます。

バナー取得方法
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05 06

05
「コードを取得」

お好きな素材を選び、「コードを取得」のボ
タンをクリックします。

06
「コードを取得」

素材の詳細を表示する画面は左の画像のよ
うになっています。

ご利用になりたい形式に合わせてリンクを
「コピー」 してください。
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左のメニューバーの「サブアフィリエイト」をクリックすると２項
目が現れますので、「紹介リンクを取得」をクリックしてください。 

「URLを生成」のボタンをクリックすると、紹介URLが生成します。
サブアフィリエイト

紹介リンク取得方法
サブアフィリエイトを検索

サブアフィリエイトIDを入力してください

01 01

01

左のメニューバーの「サブアフィリエイト」をクリックすると２項目が現れますので、
「サブアフィリエイトリスト」をクリックしてください。01

02

0302

02

サブアフィリエイトIDを入力してください。02

「検索」のボタンをクリックすると、指定のサブアフィリエイトが表示されます。03
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サイトプロフィール

サイトプロフィールを追加

サイトの管理

検索バーでサイトURLを入力してください

新しいデータを入力してください

ご自分のサイトURLを入力してください

01

01

左のメニューバーの「サイトプロフィール」をクリックすると２項目が現
れます。サイトプロフィールを追加するには、「サイトプロフィールを追
加」をクリックしてください。

01

検索バーでサイトURLを入力
すると、指定のサイトプロフィ
ールの詳細が現れます。

01

追加したサイトURLは「サイトの管
理」で確認することができます。
こちらのページはサイトプロフィール
の詳細が表示されています。

サイトプロフィールを編集する
には、「編集」のボタンを押しま
す。

新しいデータを入力してから、
「更新」を押してください。03

02

0３

03

02

サイトのURLと状態を入力してください。02

「送信」のボタンをクリックしてください。03

02
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お支払い

お支払い履歴の見方
サブアフィリエイトを検索

お支払いアカウントを編集するには、「アカウント詳細」をクリックしてください。
こちらのページにはお支払い方法とウォレットアドレスを変更することができます。01

左側のメニューバーの「支払い」に表示されています。
お支払い履歴を確認するには、「履歴」をクリックしてください。01

01 01

02 03

03

02

必要事項を入力してください。02

ブランドはUNIVERSAL CASINOを選択してください。02

「更新」ボタンを押してください。03

「開始月」「終了月」「年」を選択して、「検索」のボタンを押します。03
ユニバーサルカジノのアフィリエイト報酬は
毎月10日頃清算されます。 お支払い履歴の一覧が表示されます。
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通知

受信した通知を確認するには、左側の
メニューバーの「通知」をクリックして
ください。

01

表示されたカレンダーで確認したい期
間の開始と終了の日付を選択して、

「検索」のボタンをクリックしてください。 

02

お知らせ

こちらのページは通知の一覧が表示され
ています。

01

02 メッセージの送受信

左のメニューバーの「メッセージ」をクリックする
と、受信トレイの画面が現れます。01

メッセージを作成するには、左上の「作成」のボ
タンをクリックしてください。02

送り先と内容を確認し、右上の「送信」ボタンを
クリックしてください 。03

03

01

02
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設定

パスワードを変更 プロフィールの詳細を表示

旧パスワードを入力してください

新しいパスワードを入力してください

新しいパスワードを入力してください

プロフィールの詳細を確認するには、「設定」内の「プロフィールの詳細を表示」をク
リックしてください。01

パスワードを変更するには、左側のメニューバーの「設定」をクリックすると
項目が現れますので、「パスワードを変更」をクリックしてください。01

 旧パスワードと新しいパスワードを入力し、「変更」のボタンをクリックして
ください。02

01 01

02

02

プロフィールの画像もこちらのページでアップロードできます。02
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利用規約
利用規約

【アフィリエイターの責任について】

【アフィリエイトプログラム加入ガイドラインについて】

【本利用規約において使用させていただく用語はそれぞれ以下の意味となります。】

ユニバーサルカジノ(UniversalCasino)アフィリエイトプログラム利用規約

本アフィリエイトプログラム利用規約、全ての項目を必ずご確認頂いた後、同意していただきますようお願い致します。
本規約への同意と共に、本契約によりアフィリエイトプログラム申請者、又は申請者が代表する法人を拘束する権利を有します。
本利用規約のすべての条件に同意が出来ないと判断された場合、本アフィリエイトプログラム申請時における同意の申告を行わないようお願い致します。
本アフィリエイトプログラム利用規約は、（ ※以下「本利用規約」）ユニバーサルカジノアフィリエイトプログラムとアフィリエイターとの間における規約となります。

「アフィリエイター」は、本ユニバーサルカジノアフィリエイトプログラムに申請や登録をされた個人もしくは法人の事を指します。
ユニバーサルカジノが、アフィリエイターのサイトが本規約に違反、または不適切だと判断した場合、事前の告知なく本規約を一方的に解除する権利を有します。

・当カジノの広告をアフィリエイターは、Eメール、SNS等、ご自身のアフィリエイトサイトで紹介していく責任があります。
・当カジノは、アフィリエイターによるアフィリエイト申請時の情報に虚偽の内容があった場合、本規約により該当アフィリエイト登録を停止する権利を有します。
・アフィリエイターのアフィリエイトサイトで発生した費用やトラブル等はアフィリエイターご自身の責任となります、当カジノでは一切の責任を負いません。
・当サイトはプレイヤー様達に誤った情報が伝わらない様、また最新情報を与え続けられる様に務め、アフィリエイターの持つアフィリエイトサイト及びあらゆる宣伝メディアに対し、以下の規範処置を設けております。
3カ月以上連続でアフィリエイト連絡に対し7日以内に、意を示さず、修正を怠ったと判断された場合、判断とされた月から清算したアフィリエイト報酬に対し、一時保留処置を行わせていただきます。
また、一時保留処置の実行がされた事に連れ、該当アフィリエイトアカウントとの特別提携内容はリセット処置とさせていただき、通常提携の状態に戻されます。
・上記通りに加え、一時保留処置が実行されてからなお、１カ月の改善及び相談などの連絡がない場合、一時的にアフィリエイトアカウント停止をし、保留されていたアフィリエイト報酬を没収致します。

当カジノは、本利用規約にアフィリエイターが違反行為をした場合、当カジノ独自の判断で適切な処置をとる権利を有します。
・ユニバーサルカジノアフィリエイトプログラム利用規約に同意いただくと、当カジノが提供するバナーやテキストなどの宣伝素材をご使用できます。
各種宣伝素材をご自身のアフィリエイトサイトやSNSにご使用いただき、アフィリエイトURLを活用して頂くことでアフィリエイトを行っていただけます。
・違法行為等で発生したトラフィックにつきましては、承認されずアフィリエイト契約の停止となる場合があります。
・アフィリエイターが、当カジノが許可していない方法によって当カジノのブランディングイメージの低下、又はそれに伴う被害を被る可能性がると判断した時点で、当カジノ独自の判断でアフィリエイト契約の停止を
行う権利を有します。
・アフィリエイターは、当カジノに代わり第三者と当カジノに関わる契約（アカウントに関わる全ての権利譲渡及びその販売・転売等）を結ぶことは許可致しません。
・当カジノからのアフィリエイトプログラム加入への承認が降りるまでは、当カジノのあらゆる宣伝及び紹介は認めません。
・アフィリエイターが詐欺的行為よって当サイトへプレイヤーを導いたことが発覚した場合、当カジノは過去支払ったコミッションの撤回、また今後のコミッションを停止する権利を有します。
本判断は当カジノ独自の判断が最終決定となり、アフィリエイターによる異議の余地はありません。
アフィリエイターの意図ではなかった場合でも、当カジノは該当するアフィリエイトコミッションを保留する権利を有します。
・アフィリエイターが”ユニバーサルカジノ”のワードを含むドメイン名、もしくは類似しているドメイン名を使用する事は許可致しません。
また、プレイヤーが公式サイトを誤って認識する可能性のある当カジノのデザインと酷似するようなサイトデザインも禁止し ております。
・アフィリエイターのアフィリエイトサイトは、常にユニバーサルカジノに関する正しい情報を記載しなければなりません。
・当カジノでは、アフィリエイター自身が、自身のアフィリエイトURLでプレイヤー登録を完了、アフィリエイト報酬を受け取るといった自己アフィリエイトを禁止しております。
自己アフィリエイトが発覚した場合は、当カジノはプレイヤーアカウントにおける勝利金の没収及び過去該当アカウントから発生したアフィリエイト報酬の撤回、アカウントの停止を行う権利を有します。
・当カジノの全てのサービスは、プレイヤーの居住国で適用される法律の下でご利用可能です。
また、当カジノの全てのサービスは、 18歳未満の方、法的成人年齢以下の方はご利用出来ません。

「当カジノ」は、ユニバーサルカジノを意味します。
「ユニバーサルカジノアフィリエイトプログラム」は、本規約に同意されたアフィリエイターとユニバーサルカジノにおけるアフィリエイトサービス提携の仕組みを意味します。
「当サイト」は、https://universal-casino.com/ を始めとする公式ホームページ及びそれらに関連するユニバーサルカジノ全ての公式サイトを意味します。
「アフィリエイタ―」は、当サイトとリンクされている媒体を持っているビジネスパートナーを意味します。 
「サブアフィリエイト」は、アフィリエイターが自身の配下として稼働するアフィリエイターを意味します。
「アフィリエイトサイト」は、アフィリエイターが保有する専用サイト又はページ、各宣伝メディアを意味します。
「プレイヤー」は、アフィリエイター専用のアフィリエイトサイトのバナー、リンクから当サイトに登録をしたお客様を意味します。 
「入金」は、プレイヤーが当サイトのいずれかの口座への資金の入金を意味します。
「コード」は、アフィリエイターに発行されたプレイヤーを追跡できるための特別URLのことを意味し、URLでプレイヤーの登録状況及びアフィリエイト報酬を計算しているものもとなります。
「スパム行為」は、以下のような行為を意味します。
•迷惑メール、不特定多数のアドレスに送られるEメール又はメッセージ
•プレイヤーに間違った認識や誤解を招く内容を含むEメール又はメッセージ

「不正トラフィック」は、当サイトに違法な方法や行為によって入金やトラフィック数を増やし、被害または危害をもたらす可能性のある行為を意味します。 
または危害をもたらす可能性のある行為を意味します。
不正トラフィックとしては、虚偽の広告、スパ ムなどが該当します。

「ネットロス」は、プレイヤーによる当サイトでのプレイにより発生する「ベット – ペイアウト」の金額を意味します。
「ベット」は、当サイトでリアルマネーを使ってプレイした合計金額のことを意味します。
「ペイアウト」は、当サイトでプレイヤーが獲得できるリアルマネーでの利益のことを意味します。
•「ボーナス」は、プレイヤーに対して支給した各種ボーナスの金額を意味します。
•「各種手数料」は、当サイトで発生する、ゲーミング使用料、決済手数料（チャージバック含む）、システム使用料等の使用ベースの費用のことを意味します。
•「チャージバック」は、プレイヤーによる決済が済んだクレジット入金の取消を意味します。

【アフィリエイトプログラム登録について】
・当アフィリエイトプログラムへの申請は、当サイトから行うことが可能です。
・原則アフィリエイトアカウントはアフィリエイターお1人につき、1つのみ発行させて頂きます。
・本アフィリエイトプログラムは、ご自身をプレイヤーとして紐付けする自己アフィリエイトは認めません。
・当カジノは頂いたアフィリエイト申請について当社の審査基準で審査を行い、可否を連絡させて頂きます。
厳正なる審査の結果、当アフィリエイトプログラムへの申請をお断りさせて頂く場合もございます、予めご了承下さい。
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【アフィリエイトURLについて】 【法的責任について】

【アフィリエイト契約期間及び解除について】

【法律の適用、紛争の解決について】

【法律の適用、紛争の解決について】

【アフィリエイト報酬支払について】

【アフィリエイト報酬形態】

・当カジノでは、アフィリエイト専用のURLにより正式にシステムで紐付けされたプレイヤーのみ該当アフィリエイターのプレイヤーとして認められます。
・当カジノでは、アフィリエイトURLが不適切なまま宣伝されていたり、当カジノサーバーへ正常に受け取りができない場合、アフィリエイターのプレイヤーとして認識されません。
その為、アフィリエイトURLが正しく記載されているか、起動しているかはアフィリエイター自身でご確認をお願い致します。

・当サイトの所有権及び全てのコンテンツは当カジノの資産であり、いかなる行為があったとしてもアフィリエイターに移行することはありません。
・アフィリエイトサイトの所有権また、法的責任はアフィリエイターが一切の責任を負うものとします。
アフィリエイター自身のアフィリエイトサイトにかかる全ての諸費用は、アフィリエイターの責任となります。
・アフィリエイトURLによるプレイヤー追跡や各種計算を正常に行う為、アフィリエイトURLの正しい記載や貼り付けにつ来ましては、アフィリエイターの責任にて行なってください。
・アフィリエイトサイトにおける、当カジノの全ての広告が当カジノのガイドラインに沿った方法で表示されるよう、アフィリエイターの責任で行なってください。
・アフィリエイトサイトにおけるコンテンツの合法性につきましては、アフィリエイターの責任で行なってください。
・スパム行為については、いかなる形であっても発覚した時点で、該当アフィリエイターのアカウント停止する権利を有します。
・当利用規約に含まれる諸条件は、当カジノ独自裁量によりいつでも変更できる権利を有します。
この変更とは、報酬形態、報酬支払方法等も含まれ、アフィリエイターが変更内容に不服な場合、アフィリエイト契約の破棄が唯一の手段です。
変更とは、紹介料の捉え方、支払スケジュール、支払手順及び照会プログラムの規則等を対象とします。変更内容に不服な際は、契約破棄が 唯一の手段となります。
当アフィリエイトプログラムで契約を継続する場合、当サイトにて告知されたいかなる利用規約の変更について同意しているものとします。

・当利用規約の各条項は、アフィリエイターに対し当カジノがユニバーサルカジノアフィリエイトプログラムへの申請を承認した段階から有効、いずれかが契約破棄の意思表示をするまで継続されていきます。
・本利用規約はアフィリエイターに対し、アフィリエイターがプレイヤーに様々なサービスを提供する独占的権利を与えるものではありません。
・本アフィリエイト提携が解除となった場合、ご自身のアフィリエイトサイト等に掲載している当カジノのバナーを全て削除し、無効化してください。
・当利用規約のに違反する形で本アフィリエイト提携が解除となった場合、解除となった日又はそれ以前にアフィリエイターが受け取る予定のアフィリエイト報酬で未払いのもののみ受け取る権利があります。
・アフィリエイターが本利用規約に記載のある義務と責任を果たせなかった場合は、当カジノは本来お支払いするべき報酬を支払いを拒否する権利を有します。
・アフィリエイターのアフィリエイトサイトが当カジノ独自の判断で当カジノに不適切と判断した場合、当カジノは一方的にアフィリエイト契約を解除できる権利を有します。
・当カジノは、本契約をいかなる時でも変更する権利を有し、アフィリエイターと当カジノ間でのアフィリエイト利用規約を事前の告知なく改訂できる権利を有します。
本利用規約の内容を定期的に確認する責任もアフィリエイター自身にあります。当カジノでは、アフィリエイト提携を継続されている場合、本利用規約に全て同意、承諾されているとみなします。

・本利用規約は、キュラソーの法律に準拠し、解釈されるものとします。
・本利用規約についてについて紛争が生じた場合、当事者による対話を通じて、円満に解決するよう務めることとします。
・本契約に関連して発生した紛争は、最終的に該当する仲裁機関に委ねられ決定されます。
仲裁機関はキュラソー政府が定める機関となっており、仲裁の言語は英語で行われます。

・本利用規約の内容をよく読んだ上、アフィリエイト申請を行うことで、当カジノは該当アフィリエイターが本利用規約の全ての条項に同意していただけているとみなします。
・本利用規約は、情報提供の利便性を目的として日本語、および英語にて公開されています。文書に相違があった場合、法的観点では、日本語版の利用規約が優先されます。

・アフィリエイト報酬の支払いは、仮想通貨(BTCとETH)のみに支給される形となります。
・アフィリエイト報酬は、毎月月末締めの翌月10日頃に該当アフィリエイターのプレイヤーアカウントに直接支給させて頂きます。
・当アフィリエイトプログラムでの報酬最低支払額は$100以上となります。
・アフィリエイト報酬支給時に、禁止している自己アフィリエイトが確認される、又は疑いがあると判断されたアカウントに対して、当カジノ独自の判断で報酬支払いを停止する権利を有します。

・ユニバーサルカジノアフィリエイトプログラムの報酬形態はレベニューシェアで報酬が発生致します。ご紹介頂いたプレイヤーがプレイし続ける限り、継続的に毎月のレベニューシェアで報酬が発生します。
・ユニバーサルカジノアフィリエイトプログラムの以下報酬計算方法に基づいて、アフィリエイト報酬計算が行われます。
( ネットロス – ( ボーナス + 各種手数料 )) * アフィリエイト報酬率（%） = アフィリエイト報酬金額
・アフィリエイト報酬は以下の月間新規課金者発生数で報酬率が変動します。
月間新規入金者数報酬率
0 – 5人「20%」
6- 15人「25%」
16 – 50人「30%」
51 – 100人「35%」
101人以上「40%」
※報酬率については、前月度新規入金者数に応じて当月の報酬率が決定となります。
例：11月度で月間新規課金者が55名だった場合、12月度は35%の報酬率となります。
・当アフィリエイトプログラムでは、ネガティブキャリーオーバー制度が採用されておりますので、アフィリエイト報酬でのマイナスは翌月に繰り越されます。
・アフィリエイターが紹介したプレイヤーによるクレジットカードチャージバックが発生した場合、該当金額はアフィリエイターへの報酬から差し引かれます。
チャージバックの申請金額が、アフィリエイターの該当月の報酬を上回る場合はマイナス計上となり、ネガティブキャリーオーバーとなります。
・当カジノから支給したアフィリエイト報酬については、アフィリエイターが居住している国の法律により課されるいかなる税金に対し、全てアフィリエイターご自身に責任があります。
税務当局から課された税金等の納付に対しては、アフィリエイターご自身に責任があり、当カジノに対し一切の請求をする権利はありません。
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