
一般利用規約 

最終更新: 28.07.2021 

1. 下記の利用規約は、www.lokicasino.com （以下：『当のカジノ』） 及びあなた（以下『あ

なた』または『ギャンブラー』）の両方の間の合意により構成するものとします。当のカジ

ノLoki Casinoは、キプロス共和国のキュラソー（Curaçao）州法に基づいてAntillephone 

N.V.（許可証番号： 8048/JAZ2020-013）により登録・設立された会社Dama N.V.社が運営

しています。当社Dama N.V.の登録番号は152125、登録住所は 『Julianaplein 36, 

Willemstad, Curaçao』。 Friolion limited はDama N.V.の子会社としてキプロス共和国に登録

済で、その登録住所は『Pavlov Nirvana & Aipeias, 4, ALPHA TOWER, Floor 1, Flat 11, 

3021, Limassol, Cyprus』、その登録番号はΗΕ 407624です。 Paysafeでの全ての支払いは

ここを介して行われます Dama N.V. 

2. オンラインギャンブルに関する管轄区域の既存の法律や規制についてプレイヤーのご自身の

単独責任として問い合わせべきです。 

3. 本規約は2016.08.26に発効し、最終更新は18.06.2020にしております。当のカジノのサービ

スを利用する前に必ずお読みください。本規約に同意しない場合は、当のカジノのサービス

を利用することはできません。 

4. 当のカジノでの登録および訪問は、本利用規約に同意したことを確認するものです。 

5. 当のカジノは、ギャンブラーに通知した上で、または通知しなくても、いつでもこれらの条

件を修正する権利を有します。 

6. 当のカジノのウェブサイトに掲載された時点で、変更内容は直ちに有効となります。 

7. 当のカジノのサービスを利用することは、本変更内容の公表後に当のカジノのサービスを利

用することで、これらの改正案に同意したことを確認したことになります。 



8. 当のカジノのウェブサイトの主な言語は英語であり、これらの利用規約を含め、翻訳の誤り

は当のカジノにより解釈されます。 

当のカジノの利用制限 

1. 当カジノは、法律によってオンラインギャンブルが許可されている国および地域のプレイヤ

ーのみを受け入れます。プレイヤーは、当ウェブサイトで賭けをする前に、自らの単独の責

任において、当該地域の既存のギャンブル関連法および規制について問い合わせを行うもの

とします。 

2. あなたは成年に達していない場合、当のカジノのサービスを利用することができません。こ

れは、あなたの国の管轄区域に応じて、18歳以上の年齢を指します。 

3. 当社は、この点に関する責任を一切負わずに、プレイヤーの預金、獲得、またはプレイヤー

に適用される可能性のある法的規定に違反した結果として生じた損失へに補償としません。

プレイヤーが単独責任で如何なる時点にもその地方法、国法又は州法のオンラインギャンブ

ルに因む内容を遵守すべきものです。 

4. あなたは、自らの完全かつ単独の責任において問い合わせを行い、ゲームへの参加はあなた

に適用される法律に違反する行為ではないということを確認する必要があります。現金での

デポジットや現金を受け取るためのプレイについてはあなたの国の法律の規制に従うものと

し、あなたは自らの単独の責任においてあなたの国の規制を遵守するものとします。 

5. 当社は、プレイヤーに年齢確認を要求することができ、この要求を満たさないプレイヤーに

対してはウェブサイトへのアクセスの制限またはユーザーアカウントの一時停止を行う権利

を有します。 

6. スウェーデンのプレイヤーは、プロモーションプログラムへの参加、VIP賞の受け取り、コ

ンプポイントの交換を含む、いかなるボーナスも利用することができません。 



7. 次の国とその地域（「制限された国」）のユーザーは、リアルマネーゲームを入金してプレ

イすることは許可されていません。 マヨット、セントマーチン、フランス領ポリネシア、

ウォリスフツナ、ニューカレドニア）、オランダ、 ベルギー、イスラエル、リトアニア、

オランダ領西インド諸島、キュラソー、ジブラルタル、ジャージー、ギリシャ ロシア連邦

、またはウクライナ。 カジノは、プレーヤーがこの制限された国のポリシーに違反した場

合の引き出しまたは返金の処理の成功を保証できません。万一、プレイヤーが上記の国にか

かる制限に違反した合、当カジノは出金または返金の正常な処理を保証できません。 

ゲームの利用可能性 

1. ご留意しますように、一部のゲームは特定の管轄区域で利用不能になったり、ゲームの提供

元の方針は随時と変更される可能性があります。 

2. VPNを使用してプロバイダーのブロックをバイパスすることは固く禁じられており、賞金の

没収につながる可能性があります。 

3. NetEnt社製品のゲームが利用不能の国々とは、下記の通り：アフガニスタン、アルバニア、

アルジェリア、アンゴラ、オーストラリア、バハマ、ボツワナ、ベルギー、ブルガリア、コ

ロンビア、クロアチア、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、エクアドル、エチオピア

、フランス、ガーナ、ガイアナ、香港、イタリア、イラン、イラク、イスラエル、クウェー

ト、ラトビア、リトアニア。メキシコ、ナミビア、ニカラグア、北朝鮮、パキスタン、パナ

マ、フィリピン、ポルトガル、ルーマニア、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイ

ス、スーダン、シリア、台湾、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ウガンダ、イギリス、

アメリカ合衆国、イエメン、ジンバブエ 

4. 上記に加え、Street Fighter Video Slot が利用不能の国々とは、下記の通り： アンギラ、ア

ンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、アルバ、バルバドス、バハマ、ベリーズ、バミュ

ーダ、ボリビア、ボネール、ブラジル、英領バージン諸島、カナダ、ケイマン諸島、中国、

チリ、クリッパートン島、コロンビア、コスタリカ、キューバ、キュラソー、ドミニカ、ド



ミニカ共和国、エルサルバドル、グリーンランド、グレナダ、グアドループ、グアテマラ、

ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、日本。マルティニーク、メキシコ、モンセ

ラット、ナヴァッサ島、パラグアイ、ペルー、プエルトリコ、サバ、セント・バルテルミー

、セント・ユースタチス、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セント・マー

チン島、セント・マーチン島、サンピエール島、ミクロン島、セントビンセント・グレナデ

ィーン諸島、韓国、スリナム、タークス・カイコス諸島、アメリカ合衆国、ウルグアイ、米

領バージン諸島、ベネズエラ 

5. Fashion TV Video Slot : が利用不能の国々とは、下記の通り：キューバ、ヨルダン、トルコ

、サウジアラビア。 

6. Planet of the Apes Video Slot: が利用不能の地域とは、下記の通り：アゼルバイジャン、中

国、インド、マレーシア、カタール、ロシア、タイ、トルコ、ウクライナ。 

7. Vikings Video Slot: が利用不能の追加の管轄区域とは、下記の通り：アゼルバイジャン、カ

ンボジア、カナダ、中国、フランス、インド、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャン

マー、パプアニューギニア、カタール、ロシア、韓国、タイ、トルコ、ウクライナ、アメリ

カ合衆国 

8. Narcos Video Slot: が利用不能の地域とは、下記の通り：インドネシア、韓国 

9. 因みにUniversal Monsters（Dracula、Creature from the Black Lagoon、Phantoms Curse及

びThe Invisible Man）、下記の地域のみ利用可能：アンドラ、アルメニア、アゼルバイジャ

ン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、グルジア、アイスランド、リヒテンシュタイ

ン、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、ロシア、サンマリノ、セルビア、ウク

ライナ、北マケドニア、トルコ、オーストリア、キプロス、フィンランド、ドイツ、ギリシ

ャ、ハンガリー、アイルランド、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、スロバ

キア、スロベニア。 



10. 下記の国々のプレイヤーはNetEntの提供するジャックポットゲーム（Mega Fortuneなどに

限らず）からジャックポットを獲得することはできません：オーストラリア、アゼルバイジ

ャン、中国、デンマーク、インド、イスラエル、イタリア、日本、マレーシア、カタール、

ロシア、スペイン、タイ、チュニジア、トルコ、ウクライナ。当のカジノは合理的な防止手

段により上記の国々のプレイヤーをそいうゲームを接触することを防げますか、上記の国々

のプレイヤーがジャックポットを当たっても、そのジャックポットを取り消されとします。 

11. カナダのプレイヤーはNYX （NextGen）社製品のゲームの対象外です。 

ゲーミングアカウント 

1. 当のカジノでプレイを開始するには、当のカジノに登録してゲーミングアカウントを設定す

る必要があります。 

2. 登録手続き中に、特別なフォームに記入していただきます。正確で信頼性の高い情報のみを

ご記入ください。因みに、メールアドレスを指定する必要があります。実在にして利用中の

メールアドレスを必ず指定するように、それでなければパスワードの復旧に支障が出る可能

性があります 

3. あなたにも、「ユーザー名」と「パスワード」の欄に省けずに記入していただきます。この

情報は誰にも開示しないようにしでください。当のカジノは、あなたのお客様がこれらの詳

細を紛失した場合はもちろん、あなたからこの情報を受け取った第三者の行為についても責

任を負いません。 

4. あなたにも、「ユーザー名」と「パスワード」の欄に省けずに記入していただきます。この

情報は誰にも開示しないようにしでください。当のカジノは、あなたのお客様がこれらの詳

細を紛失した場合はもちろん、あなたからこの情報を受け取った第三者の行為についても責

任を負いません。 あなたは、一つのアカウントのみを使用する権利を持たせます。一通り

の居住地のアドレスとIPアドレスに、PC1台にして一つのアカウントに当たります。もしあ

なたが複数のゲーミングアカウントを登録した場合、あなたのすべてのアカウントは中断ま



たは削除としたり、すべての賭け金を無しにすることができます。その他、あなたが複数の

ゲーミングアカウントを使う期間に得た又は累積した獲得及びボーナスも無しとさせます当

方はあなたにあなたの複数のアカウントから資金の返済を要求する事ができるものとします

。もしあなたは新規のゲーミングアカウントを登録がほしいの場合、当のカジノの管理者へ

support@lokicasino.comまで連絡してください。そいう場合、あなたの 既存のアカウント

は中断とさせますから、あなたが新規を登録できるようになります。＜もしあなたが、当の

カジノとの間に複数のアカウントをすでに持っていることを発見した場合、あなたはそれに

ついてすぐに私たちに知らせる義務があります。もしあなたが、当のカジノの上に複数のア

カウントを所持してることを発見した場合、あなたにはそれを直ちに当方に知らせる義務が

有します。そいう事実があなたの参与がないのままに発生された場合、あなたの全アカウン

トは停止とさせます。 

5. 当のカジノはゲーミングアカウントの登録を拒否する権利を留保するものとします。 

6. あなたは、あなたのアカウントを維持するとともに、その詳細情報を最新の状態にしておか

なければなりません。 

7. 当社は、あなたのユーザーアカウントにおいて提供された番号に電話をかける権利を有しま

す。この電話は当社の裁量により顧客の本人確認の必須手順とされる可能性があります。ア

カウントが完全に有効化されるまで、出金の手続きは行われません。提供された電話番号が

正しくない場合、ない場合、虚偽の番号である場合、またはプレイヤーが電話に応答しない

場合、当社はあなたの賞金を没収する権利および／またはあなたのユーザーアカウントを無

効にする権利を有します。当社は資金の引き出しに関してあなたと連絡を取るためにしかる

べき努力を行いますが、二（2）週間以内に（Eメールまたは電話で）あなたに連絡がつか

ない場合には、あなたは本人確認の手続きを完了させることができなかったことになり、資

金は当社が保有するものとします。 

DORMANT ACCOUNTS 



1. 非活動のアカウントとは、12ヶ月間と連続してログインやログアウトしたことのないプレイ

ヤーアカウントのことです。もしあなたのプレイヤーアカウントが非活動とみなされた場合

、あなたのプレイヤーアカウントの残高が正数である限り、当のカジノは月額管理費として

10ユーロ、または他の通貨にあたる同等額を請求する権利を留保するものとします。（また

、プレイヤーアカウントの現在の残高がそれより少ない場合は、それを請求とします 

2. あなたは当のカジノにあなたのプレイヤーアカウントが非活動とみなされた当日から翌月の

月初に、あなたのプレイヤーアカウントから手数料を引き落とすことを許可させるものにし

ます。もしあなたのプレイヤーアカウント残高がゼロになったり、またはアカウントが活動

中に戻された場合、当のカジノは手数料の引き落としを停止します。 

利用可能な通貨 

1. ユーロ（以下「EUR」という） 

2. 米ドル（以下「USD」という） 

3. 豪ドル（以下「AUD」という 

4. カナダドル（以下「CAD」という） 

5. ノルウェークローネ（以下「NOK」という） 

6. ポーランドズロチ（以下「PLN」という） 

7. ニュージーランドドル（以下「NZD」という） 

8. 南アフリカランド（以下「ZAR」という） 

9. 日本円（以下「JPY」という） 

10. 韓国ウォン（以下「KRW」という） 



11. ビットコイン（以下「BTC」という）と次のようなその他の仮想通貨"ETH", "DOG", "BCH", 

"LTC", "USDT" 

手数料と税金 

あなたは、自らの完全なる責任において、あなたの居住地の法律に従い、あなたの賞金に

かかる手数料および税金のすべてを支払うものとします。 

ゲームのルール 

あなたは、この規約と条件に同意することにより、当ウェブサイトで提供されるゲームの

ルールを認知し、理解していることを認めるものとします。各ゲームの理論上のペイアウ

ト率を確認するか否かは、あなたがご自分の判断で決定するものとします。 

ゲーミングアカウントの補充 

1. 当のゲーミングアカウントは当のカジノのウェブサイトの上に利用可能な方法として補充す

べく時点であれば、出来るものとします。 PAYSAFEでの支払いはすべてDama N.V.を介し

て処理されることに留意してください。 

2. あなたの居住国において最も好ましい支払方法については、当サイトのサポートチーム（

support@lokicasino.com）にお問い合わせください。 

3. 当社は第三者からの支払いを受け付けません。あなたは、あなた名義の銀行口座、銀行カー

ド、イーウォレット、またはその他の支払方法でデポジットを行わなければなりません。セ

キュリティチェックの過程で、あなたがこの条件に違反したと当社が判断した場合には、あ

なたの賞金は没収され、デポジットされた資金は支払口座の持ち主に返金されます。当社は

、第三者の口座から入金されたデポジットの損失に対して責任を負いません。 

4. 登録時にギャンブラーが指定した通貨以外の通貨でゲーミングアカウントを補充した場合、

その換算手数料は全てギャンブラーが負担します。 



5. ゲーミングアカウントの1回の取引あたりの補充額の下限は EUR 20 / USD 20 / AUD 30 / 

CAD 30 / NOK 200 / PLN 90 / NZD 30 / ZAR 350 / JPY 2,400 / KRW 26,000 / BTC 0.002 / 

USDT 20 / LTC 0.4 / ETH 0.06 / BCH 0.1 / DOG 3500. 

6. ゲーミングアカウントの1回の取引あたりの補充額の上限は、EUR/USD 4,000または他の通

貨の同等額/BTC - 無制限となります。 

7. 暗号通貨の性質上、CoinsPaid支払いシステムを介して行われた入金には、入金制限を適用

できないことにご注意ください。カジノでのギャンブルを制限したい場合は、他の利用可能

なオプションを使用してください。 

出金の方針 

1. 当のゲーミングアカウントは当のカジノのウェブサイトの上に利用可能な方法として補充す

べく時点であれば、出金ができるものとします。 

2. 当のカジノは、ギャンブラーが指定した支払方法とは異なる方法で資金を送金する権利を留

保するものとします 

3. 出金の要求の処理期間は0時間から24時間になる場合があるます。 

4. 当のカジノ以外のギャンブラーのアカウントでの資金の受領日は、資金が引き出されたアカ

ウントへの銀行や支払いシステムにのみ依存するものとします。 

5. ギャンブラーの本人確認が必要な場合、処理時間の起算はその依頼された書類の確認日から

するものとします。 

6. もしギャンブラーが出金要請日から2週間以内に要請された書類を提供しなかった場合、ギ

ャンブラーの出金は取り消され、ギャンブラーのアカウントは廃止となります。この場合当

のカジノは、ギャンブラーが違法行為、当のカジノへの詐欺、虚偽の情報提供、不正行為な

どに係ることを疑う権利を有します。当のカジノは、自己の損失および第三者の潜在的損失



の補償のために、すべての賭け金および獲得を取り消す権利、または当該ギャンブラーのゲ

ーミングアカウント上の資金を使用する権利を留保します。 

7. ゲーミングアカウントからの1回の取引あたりの最小限出金額は EUR 30 / USD 30 / AUD 45 

/ CAD 45 / NOK 300 / PLN 135 / NZD 45 / ZAR 525 / JPY 3,600 / KRW 39,000 / BTC 0.003 / 

USDT 30 / LTC 0.6 / ETH 0.09 / BCH 0.15 / DOG 5250. 

8. ゲーミングアカウントからの1回の取引あたりの最大限出金額は、 EUR / USD 4,000 または

他の通貨/BTCの相当額となります。例外はYandexMoney、Comepay、Sberbank Online、 

Mobile Commerce、Svyaznoy、Euroset、QIWI。 

9. ゲーミングアカウントからの1回の取引あたりの最大限出金額はYandexMoney、Comepay

、Sberbank Online、Mobile Commerce、Svyaznoy、Euroset、QIWIにおければ

USD200/EUR 200となります 

10. 日間の資金出金限度とはUSD 5,000/EUR 5,000/AUD 7,500 / CAD 7,500 / NOK 50,000 / PLN 

20,000 / NZD 7,500 / ZAR 75,000 / JPY 600,000 / KRW 6,500,000 /BTCなどの暗号通貨を

EURの為替レートとして取引するものとします。 

11. 日間の資金出金限度とは USD 10,000 / EUR 10,000 / AUD 15,000 / CAD 15,000 / NOK 

100,000 / PLN 40,000 / NZD 15,000 / ZAR 150,000 / JPY 1,200,000 / KRW 13,000,000 / 

BTCなどの暗号通貨をEURの為替レートとして取引するものとします。 

12. 月間の資金出金限度とは USD 30,000 / EUR 30,000 / AUD 45,000 / CAD 45,000 / NOK 

300,000 / PLN 120,000 / NZD 45,000 / ZAR 450,000 / JPY 3,600,000 / KRW 39,000,000 / 

BTCなどの暗号通貨をEURの為替レートとして取引するものとします 

13. VIPギャンブラーは例外です。これらの制限は、プログレッシブジャックポットを獲得した

ギャンブラーには適用されません 



14. もしギャンブラーが資金の出金を要求した場合でも、前回の入金以降に行われた賭け金の合

計がその入金額の三倍｀（3X）に満たない場合には、当のカジノは、ギャンブラーの入金

と出金を含む取引処理にかかる費用を請求する権利を留保します。 

返金の方針 

1. 返金の要求は、申し立てられた取引から24時間以内に要求された場合、またはプレイヤーが

他人が自分のプレイヤーアカウントにアクセスしたと申し立てた場合には30暦日以内にのみ

考慮されます。 

2. もしあなたの出金が入金の総額を超えた場合、超過額は当社の代替方法のいずれかを利用し

てお客様に支払われるものとします。 

3. 返金が処理される前に、あなたの残高にあるすべてのボーナス獲得とボーナスが差し引かれ

てその返金の金額を算出にするものとします 

4. もしクレジットカードでの購入がセキュリティ上または法的な理由から受け入れ兼ねるリス

クを伴うと当方が判断した場合、当方はそのようなすべての取引について返金を始まろうと

、すべての適切な当局および関係者に通知するものとします 

5. 払い戻し手続き時に発生する可能性のあるすべての費用は、プレイヤー側での負担となりま

す。 

不正を対抗する 

1. 当のカジノは金銭的な不正を防げるように、不正に対抗するための特別な技術を使用してい

ます。もしも不正に因む試しがあれば、ギャンブラーのアカウントは直ちに停止され、当の

カジノに有利な立場として資金を没収する権利を留保とします 

2. ルーレット、カードゲーム等のテーブルゲームでは、プレイヤーはいかなる策略も使用する

こともできません。当のカジノは、そのような策略を用いたプレイヤーの獲得を取り消す権

利を留保とします 



3. プレイヤーのアカウントを確認するために、当のカジノの管理者は書類（身分証明書、支払

いシステム、公共料金の請求書など）をラテン語またはキリル文字で書かれた書類と要求し

ます。プレイヤーが上記のアルファベットの書類を提出する機会がない場合、当のカジノは

プレイヤーが書類を見せるビデオ認証を要求する権利を有します。 

4. 当社は厳格な不正防止ポリシーを有しており、さまざまな 不正防止ツールとテクニック。

プレーヤーが疑われる場合 以下を含む詐欺行為： 

 

他のプレイヤーとの共謀に参加する 

不当な賞金を獲得することを目的とした戦略の開発 

他のオンラインカジノまたは支払いプロバイダーに対する詐欺行為 

クレジットカードでのチャージバック取引または一部の支払いの拒否 製 

2つ以上のアカウントを作成する 

偽造文書の提供 

他のタイプの不正行為 

 

当社はまた、プレイヤーが行った不正行為について、管轄する規制機関に通知する

権利を有します。 

ローリスク・ルーレットは、プレイヤーが黒/赤または偶数/奇数の両方に等しい賭け金を賭

けて、テーブル上の37の数字のうち25以上を埋めると回ります（黒/赤に賭けをすると37の

数字のうち36のみが埋まります 

5. 当カジノはアドバンテージプレイを決して容認しません。カジノの歓迎オファーまたはその

他のプロモーションから利益を得ようとするプレイヤーは、当社が以下の理由によりボーナ

スおよび当該ボーナスから得た賞金を無効化する権利を持つことに同意するものとします。 

・盗んだカードの使用 ・クレジットカード会社への支払拒否 ・カジノのプロモーションか

ら利益を得るために2つ以上のアカウントを作成する行為 ・不正確な登録用データの提出 ・

偽造文書の提出 ・当カジノに損失を与えうるその他の行為 当カジノは、当カジノの絶対的



な裁量により、理由説明や事前通知の義務を負うことなく、プレイヤーのアカウントを閉鎖

し、アカウント残高から引出手数料を差し引いた金額を返金する権利を有します。 

6. 当カジノは、当カジノの絶対的な裁量により、理由説明や事前通知の義務を負うことなく、

プレイヤーのアカウントを閉鎖し、アカウント残高から引出手数料を差し引いた金額を返金

する権利を有します。 

7. 当カジノは、カジノのシステムが操作された疑いまたは証拠が存在する場合、資金を保持す

る権利を有します。カジノのシステムを操作した、または操作しようとしたユーザーもしく

はその他の者は刑事責任を問われます。当カジノは、ウェブサイトで提供されているゲーム

またはイベントを終了および／または変更する権利を有します。 

8. ソフトウェアのエラーまたは不完全性に気付いた場合、あなたはそれらを利用しないことに

同意するものとします。また、あなたはエラーや不完全性について直ちにカジノに報告する

ことに同意するものとします。あなたがこの義務を履行しなかった場合、当カジノは、それ

ぞれのエラーまたは不完全性および通知が行われなかったことに伴い発生した費用を含む、

エラーまたは不完全性に関連するすべての費用について全額補償を受ける権利を有します。 

9. デポジットから派生した金銭を出金するには、その前にデポジットの3倍をベットする必要

があります（プレイヤーはデポジット額の3倍をベットする必要があります）。ゲームでプ

レイすることなく複数回のデポジットを行った場合、プレイヤーは出金する前にそれらのデ

ポジットの合計額を賭ける必要があります。この規則を守らない場合、当カジノは独自の判

断により、デポジットおよび出金の手数料を請求する権利を有します。 

10. 当のカジノは金融機関ではないため、それと扱うべきではありません。あなたのアカウント

は、いかなる利子も負担せずに両替または換金サービス（紙幣交換を含む）は、如何なる時

も提供としません 

ボーナス方針の規約 



1. ボーナス方針の規約、利用可能なボーナス、およびそれらを受け取るための条件はボーナス

のページに記載されています。 

2. 当のカジノは、ギャンブラーに通知しようともしないとも、いかなる時点にも『ボーナス 

方針』の規定を修正する権利を有します。 

3. 当のカジノは、理由の如何を問わずに、いつでも取引履歴やログを見直す権利を有します。

もし、このような見直しの過程で、ギャンブラーによるボーナスの不正使用が発見された場

合、当のカジノは、このギャンブラーに対するボーナスを取り消す権利を権利を有するもの

とします 

4. もしボーナス方針の規約が本規約および条件に反する場合は、ボーナス方針の規約が優先に

するものとします 

ギャンブラーの責任 

1. ギャンブラーは、本同意事項に含まれる条文を完全に理解し、これを遵守する義務がありま

す。 

2. ギャンブラーは、年齢が18歳以上であろうとも、その居住国の法律に従って賭博に参加する

は十分な年齢であることを保証すべきです。 

3. ギャンブラーは、当のカジノの個人アカウントの詳細が正確てあることを認めます。 

4. ギャンブラーは、当のカジノで活動中のゲーミングアカウントを1つのみ持ていることを認

めます。 

5. ギャンブラーは、当カジノのゲーミングアカウントのログイン情報を第三者に開示しない義

務を負い、第三者が当カジノのゲーミングアカウントを介して当カジノで遊技することを許

可しないものとします。 



6. ギャンブラーは、ゲーミングアカウントアクセスデータの安全性、および当のカジノで遊技

に使用されるソーシャルネットワーク上のアカウントの安全性について責任を負います。 

7. ギャンブラーは、自分が当のカジノの従業員でも従業員の親族でもないと確認すべくものに

します。 

8. ギャンブラーは、当のカジノ、ゲーミングアカウントを通じてすべての行為に責任を負うも

のとします。 

9. ギャンブラーは、賭博の過程で金銭を失うリスクを認識していることを認めます。 

10. ギャンブラーは、当のカジノを通じて、違法な金融取引、犯罪収益の合法化、その他の適用

法に違反する行為を行わない義務を負うものとします。 

11. ギャンブラーは、カジノアカウントの補充には第三者のための資金が使用しないことを認め

ます。 

12. ギャンブラーは、当のカジノが、当のカジノウェブサイトにおいて、身分や行動への確認に

因む付随的な検証を要求する権利を有することに同意するものとします。 

13. ギャンブラーは、当のカジノが下記の場合で、賭け金を取り消す権利を有することを理解し

てるものとします： 

a. ギャンブラーまたは第三者が賭博の結果に影響を与える可能性があるの場合； 

b. ギャンブラーまたは関連する第三者が条件に違反した場合； 

c. 賭博の結果が違法行為によることの場合； 

d. 賭博の途中に技術的な障害が発生した場合； 



14. ギャンブラーは、ギャンブラーのこれらの規則を破った場合、または当のカジノがギャンブ

ラーが規則に違反したと見なされる合理的な理由がある場合、当のカジノは、ギャンブラー

のゲーミングアカウントを停止し、賭け金の獲得を取り消し、資金の支払いを拒否し、また

はギャンブラーのゲーミングアカウントの資金をギャンブラーの行為に起因する自身の損失

の補償のために使用する権利を留保することに同意するものとします。 

15. もしギャンブラーはビットコインの二重消費が検出された場合、そのアカウントは廃止とさ

れ、ギャンブラーの残高にある全ての資金が当のカジノに有利な立場として差し押さえられ

るものとします 

16. もしギャンブラーが出金要請日から2週間以内に要請された書類を提供しなかった場合、ギ

ャンブラーの出金は取り消され、ギャンブラーのアカウントは廃止となります。この場合当

のカジノは、ギャンブラーが違法行為、当のカジノへの詐欺、虚偽の情報提供、不正行為な

どに係ることを疑う権利を有します。当のカジノは、自己の損失および第三者の潜在的損失

の補償のために、すべての賭け金および獲得を取り消す権利、または当該ギャンブラーのゲ

ーミングアカウント上の資金を使用する権利を留保します。 

不平の処理 

1. もしあなたが問題や苦情を抱えている場合、あなたはオンラインチャットまた

は support@lokicasino.comを介して当社のテクニカルサポートに連絡することができます

。 

2. もしサポートの専門家はあなたを助けることができない場合、または必要だと判断した場合

、当のカジノの管理者にあなたの事件を渡します。 

3. もしあなたが問題を抱えている場合、その解決を早めるために、あなたはできるだけ詳しく

説明しなければなりません。 

mailto:


4. 紛争が当カジノの管理者のレベルで解決されない場合、あなたは、当ウェブサイトに記載さ

れている第三者機関、ゲーム管理当局、またはライセンス規制当局に連絡することができま

す。 

5. あなたは、紛争が発生した場合、サーバーのログおよび記録が請求の結果判断の最終的根拠

として機能することに同意するものとします。万一、あなたの画面に表示される結果とゲー

ムサーバーに記録された結果が異なる場合、あなたは、ゲームサーバーに記録された結果が

優先されることに同意するとともに、当該オンラインゲームへのあなたの参加の条件および

状況ならびにその結果の判断において、当社の記録が最終的根拠となることを認め、これに

同意するものとします。 

6. 紛争が発生した場合、あなたは、サーバーに保存された結果が最終的な証拠であり、異議を

唱えることができないことに同意するものとします。 

7. あなたは、紛争が発生した場合にあなたへ警告とするため、当のカジノの従業員は、ウェブ

サイト上であなたが残した連絡先の詳細を使用できることに同意するものとします。 

免責事項 

1. 当のカジノサービスは、単なる娯楽目的で提供されています。 

2. 当のカジノのサービスは「現状のまま」提供されます。サービスの提供方法が、ギャンブラ

ーの目的及び考え方と不一致な場合でも、当のカジノは一切の責任を負いません。 

3. 当のカジノは、ギャンブラー側で発生したコンピューターの故障、通信障害、その他の問題

について責任を負わないものとします。 

4. 当のカジノは、サービスのすべての欠陥を可能な限り早速と修正することを約束しますが、

欠陥がなくなると保証するものではありません。 



5. 当のカジノは、サービスを一時的に停止した上で、ソフトウェアおよびハードウェアに予防

的な作業を実施する権利を有します。 

6. あなたは、当ウェブサイトの使用またはゲームへの参加に関連して発生する可能性のある費

用、支出、損失、損害、請求、および責任について、当カジノ、その取締役、従業員、取引

先、およびサービスプロバイダーに対して完全な補償を行うとともに、責任を問わないこと

に同意するものとします。 

7. あなたが当カジノの規約と条件に違反したか否かは当カジノによって最終的に判断され、違

反したと判断された場合にはウェブサイトへのあなたの参加が一時停止または永久に禁止さ

れることに、あなたは同意するものとします。 

8. 不可抗力や、当のカジノに協力している第三者のソフトウェアやハードウェアの事故や故障

、または当のカジノの運営の停止や終了を目的とした第三者の行為があった場合、当のカジ

ノの運営を停止し、現在のすべての賭け金を取り消すことができるものとします。 

9. 当のカジノは、あなたのウェブサイトの使用またはあなたのゲームへの参加に関連して生じ

る、直接的、間接的、特別的、偶然的、またはその他の行為であるかどうかにかかわらず、

いかなる損害、消費、費用、損害に対しても責任を負いません。 

10. あなたはこれらの条件に同意することにより、当のカジノ、そのすべての従業員、および当

のカジノウェブサイト上のサービス提供元にも無害と保つことと共に、当のカジノにおける

あなたの賭博に関連するすべての消費、費用、損害賠償の請求をも同意するものとします 

知的財産権 

1. 当のカジノウェブサイト上のコンテンツは、当のカジノが保有する著作権およびその他の所

有権の対象となるか、第三者の権利所有者からの許可証に基づいて使用とされています。ウ

ェブサイトに含まれるすべてのダウンロード可能な資料や印刷された素材は、1台個人用コ



ンピュータに付きのみがダウンロードできるとし、その印刷は個人的な非営利目的の使用に

限るものです。 

2. いかなる状況においても、ウェブサイトの使用は、当のカジノまたはその他の第三者が所有

する知的財産（著作権、ノウハウ、商標など）に対する権利をユーザーに付与するものでは

ありません 

3. 当サイトに掲載されている商号、商標、ロゴ、その他の創作物の使用や複製は禁止されてい

ます。 

4. あなたが禁止されている行為に関連して発生した損害、消費、費用については、あなたの単

独な責任を負うものとします。 

分離可能性 

1. もし本規約のいずれかが無効、違法となったり、または何らかの程度でその有効性を失った

場合、そのような規約、条件または条文は、法律の定めるところにより、その有効性を完全

に保持する残りの規定、用語および言語から適切な範囲で分離されるものとします。 

当のカジノの管轄範囲 

1. これらの規約および条件は、オランダ領アンティル諸島の法律に準拠し、オランダ領アンテ

ィル諸島の法律に従って解釈され、あなたは、その規約および条件によって確立された法的

関係の作成、正当性、効果、解釈、または行動に関連して生じる可能性のある紛争（賠償請

求および反訴を含む）の解決のために、オランダ領アンティル諸島の管轄裁判所の排他的な

（単一の）法律に、あなたが取り消し不能に従うものとします。 

個人情報保護方針 

一般事項 

1. データ制御者として、当社は、プレイヤーがゲームに参加し、付随的なサービスを提供でき

るようにするために、プレイヤーの個人データを処理する法的義務を賭博の規制の下で負っ



ています。この個人情報保護方針は、プレイヤーからどのような個人データを収集とするの

か、なぜ収集するのか、どのように利用するのかを説明しています 

2. 当のウェブサイトwww.lokicasino.com｀（『当のカジノ』、『ウェブサイト』、『当社』、 

『当方』、『当方の』）の所有者及び管理者はDama N.V有限会社、キュラソー州の法律に

より創立された会社であり、登録番号：152125、登録住所とは：Julianaplein 36, 

Willemstad, Curaçao。州法に基づいてAntillephone N.V.（許可証番号： 8048/JAZ2020-013

）により登録・設立された会社Dama N.V.社が運営しています。 

3. もしあなたはこのプライバシーポリシーやご所持のデータ保護に関する他のご質問がある場

合、お気軽に下記の当社のデータ保護担当者までお問い合わせください：

dpo@damacasino.com. 

4. 当のウェブサイトにプレイヤーアカウントを登録すれば、＜あなたは、この個人情報保護方

針にあなたの同意を確認するものとします。もしあなたがこの個人情報保護方針に同意され

ず、当方が必要とする個人情報の提供を希望されない場合は、このウェブサイトをご利用に

ならないでください。 

5. この個人情報保護方針は、あなたと当社との間の合意により構成するものであることをご了

承ください。当方は、この方針を定期的に変更することがあります。当方は、そのような変

更をあなたに通知するために最善を尽くしますが、当方は、あなたがこの個人情報保護方針

を定期的に再訪することをお勧めします。あなたが継続的に当のウェブサイトおよび/また

はそのサービスとの利用は、あなたの個人情報保護方針への同意を構成するものとします。 

当方が収集する情報 

1. 当社が利用・処理させることを要求する個人情報とは、下記を含むがそれに限定されない： 



o a）あなたはアカウント登録ページの表に記入する際に当方に提供する情報、および

当方のウェブサイトまたは電子メールを介してあなたがさらに提出するその他のデ

ータ（例：姓名、生年月日、電子メールアドレス、電話番号）； 

o b）当方との間に、当のウェブサイト、電子メール、ウェブチャット、またはその他

の通信手段を介した通信； 

o c）当のウェブサイト（複数可）を介して行われ、他の通信手段を介して行われたか

にも関わらず、すべてのプレイヤーアカウントの取引履歴； 

o d）ウェブサイトログインとその詳細（トラフィックデータ、GeoIP位置情報、ブラ

ウザ/デバイスのデータ、ウェブログ、活動ログ、他の当社のシステムに記録された

トラフィック情報を含む； 

o e）当方が、あなたのアカウントを確認し、預金または出金の処理、または不正行為

防止のためのチェックを行うために合理的に要求した文書および証拠（当方が独自

に、または適用される法律で要求された場合）。このような証明には、パスポート

スキャン、支払明細書、銀行の明細書などが含まれます。 

o f）アンケートへの参加、或はその他の当社が随時実施するお客様の評価。 

当方の収集する情報 

1. 当社のサービスを提供するために、当社はあなたから収集した個人情報を処理します。特に

、下記の目的のために、あなたのデータを使用します： 

o a）あなたの賭け金および取引の処理。これには、あなたのクレジットカードの使用

およびオンライン支払システムが含まれます； 

o b）お客様が当社ウェブサイトに求める遊技およびその他の付随的サービスをお客様

に提供すること； 



o c）あなたのアカウントの設定および管理の支援など、カスタマーサポートを提供す

ること； 

o d）必要な検証確認を特定し、実施すること； 

o e）登録されたプレイヤーに当社の販促に関する情報を提供すること、或は当社が選

択したビジネスパートナー、関連会社、関係会社からの販促情報を提供すること（

プレイヤーが当該マーケティング資料の受領に特別に同意した場合に限ります）； 

o f）資金洗浄反対（ anti-資金洗浄、AML）やテロ資金調達対抗法（combating the 

financing of Terroism，CFT）の遵守を含む法的責任の遵守； 

o g）不正、用語の乱用、資金洗浄、その他の違法行為或は非正規な遊技行為を防止す

る目的で取引を監視し、調査すること； 

o h）市場調査の評価を通じた顧客動向の分析（調査への参加は義務ではなく、あなた

は常に不参加とを選択することができます）； 

o i）集計されたデータの調査・統計分析を執行すること。 

マーケティングコミュニケーション 

1. あなたが販促の資料を受信しないことを選択した場合を除き、当社は、製品、サービス、お

よび販促に関するマーケティングコミュニケーションを送信するために、あなたの電子メー

ルアドレスおよび電話番号を含む、あなたの個人情報を使用することがあります。これには

、カジノゲームの提供元などのビジネスパートナーの製品やサービスに関する情報が含まれ

る場合があります。 あなたがそのようなマーケティングおよび広告素材の受信を停止する

ことを決定した場合はいつでも、あなたのプレイヤーアカウント、或は

support@lokicasino.comまで当社のカスタマーサポートに連絡することにより、設定でこれ

をオプトアウトすることができます。 



2. 因みに、あなたは、当社からのコンテストの賞品を受け取ることにより、法律で禁止されて

いる場合を除き、あなたの名前やあだ名を広告や宣伝目的で追加の補償無しの使用を同意す

ることに注意してください。 

個人情報の取得 

1. 当方は、あなたに知らせないように、あなたの個人情報を収集することはありません。ただ

し、当方は、当社のサービスの利用および当社とのやりとりを通じて、あなたがそのような

情報を提供したであろう場合、あなたについての特定のデータを自動的に収集することがあ

ります。 

2. 当方はまた、オンラインベンダーや不正防止会社などのサービス提供者から合法的に特定の

個人情報を受け取ることがあります。さらに、当方はあなたのオンライン取引やゲーミング

コンテンツの追跡を処理するために、技術サポートを提供するために第三者の提供元のサー

ビスを利用する権利を保持しています。 

3. 当社は、あなたがそのようなベンダー、サービス提供者プロバイダー、および第三者の電子

商取引サービスに提供する情報へのアクセスを許可される場合があることをご理解ください

。当社は、取得した個人情報については、この方針の記載の通りに利用し、保護しますので

、ご安心ください。＞あなたから提供された情報とは、個人情報保護方針に従い、当社以外

の第三者にのみ開示され、当社は、第三者のサービス提供者との契約が常にあなたの個人情

報を保護することを確実にするために必要な措置を講じるものとします。 

データ受信側 

1. 当方は、あなたが提供した情報を、当社グループ内の他の事業体や取引先に渡すことがあり

ます。これらの会社には、当方の親会社、その親会社およびこれらの会社のすべての子会社

、ならびに当方が業務を遂行し、必要な契約を締結しているその他の会社が含まれます。あ

なたの情報のデータ処理は、Dama N.V或は企業グループ内の別の会社が行うことがありま

すが、そのようなデータ処理の需要を満たすために第三者を使用することがあります。 



2. 当社の従業員、具体的には、データ保護担当者、資金洗浄担当者、支払い及び不正対策の担

当者、カスタマーサポート担当者、顧客存続チームメンバー、VIP プレイヤーマネージャー

、およびその他の選ばれた従業員は、職務を遂行し、あなたに支援を提供する目的で、あな

たの個人情報にアクセスすることができるものとします。 

3. プレイヤーの個人情報の処理にアクセスが出来或は関与する当社の従業員は、適用される遊

技、データ保護、個人情報保護に関する法律に従って、プレイヤーの情報の機密性を尊重す

るための守秘義務契約を締結しています。 

4. あなたに効率的なサービスを提供するために、当社および/または当社のサービス提供者は

、あなたの個人情報を欧州連合（EuropeanUnion、EU）および欧州自由貿易連合（

EuropeanFreeTradeAssociation、EFTA）地域内の国々に所在、また欧州経済領域（

European Economic Area、EEA）外に拠点を置くデータ処理業者へ転送する必要がある場

合があります。その故、当のウェブサイトを閲覧し、当社と電子的に通信することにより、

あなたは、当社（または当社のサプライヤー或は下請け業者）がこれらの国々であなたのデ

ータを処理することを認め、同意するものとします。当方は、個人情報保護方針に基づき、

あなたの情報やデータが安全に取り扱われるよう、常に最善の努力をいたします。 

第三者へのデータの公開 

1. 当方は、あなたの個人情報を第三者に販売することはありません。 

2. 当方は、法律、規則、或はその他の法令に基づく要請、召喚状、令状があった場合には、お

客様の個人情報を開示することがあります。当方は、当社、当社のお客様、または第三者の

正当な利益を保護するために必要であると判断した場合、管理局或は法の執行機関にあなた

の個人情報を開示することがあります。 

3. 個人情報は、下記の場合のみ、第三者に開示とします： 

o a）当方が法律で義務付けられている場合。 



o b）当ウェブサイトには、個人情報保護方針に基づいて支払取引を円滑に行うために

、支払処理業者とデータを共有する必要がある場合； 

o c）当社に関連する許可および管理局当局に対する法的義務および管理局の責任、な

らびに他の適用可能な法律の下での義務と責任、および他の管轄区域での他の適用

可能な管理局に対する義務と責任を遵守すること； 

o d）当社は当社の、或はプレイヤーの安全、或は他人の安全を守るために開示が必要

であると判断した場合、不正調査、或は政府の要請に応じること； 

o e）マーケティングサービス提供者が業務遂行のためにデータを必要とする場合； 

o f）プレイヤーの事前の同意を得た他の第三者であるの場合。 

4. 当方は、当方に代わって限定された個人情報を処理するために、第三者のデータ処理業者を

利用します。このようなサービス提供者は、当のウェブサイト、特に当のウェブサイトの経

営及び運営、マーケティング、分析、当のウェブサイトの改善、メールマガジンの送信につ

いて当のウェブサイトをサポートします。当方は、受取人への個人データの転送が、適用さ

れるデータ保護法に準拠していると確保しに、各サービス契約の下で当方に課されるのと同

じ義務が処理者に課されることを保証しなければなりません。 

5. 当社のウェブサイトにも、ソーシャルメディア機能（例：「シェア」或は「いいね！」ボタ

ン）が含まれていることがあります。このような機能は、Facebookなどの第三者のソーシ

ャルメディアプラットフォームによって提供されています。このようにしてデータが収集さ

れる場合、その処理はそれぞれのソーシャルメディアプラットフォームの個人情報保護方針

に準拠します。 

6. 上記に加え、もし当方が新規事業を買収する場合には、個人情報を開放することがあります

。当社が合併、他社による買収または一部買収などの組織変更を行った場合、お客様の個人

情報が売却または譲渡に含まれる処置の可能性が高いと考えられます。当方は、方針の一環



として、そのような個人情報の譲渡に影響を与える前に、当社のプレイヤーに電子メールで

通知します。 

7. 当方のコンテンツは、関連する参照を提供するために、第三者のウェブサイトへリンクして

いる場合があると注意してください。当方は、個人情報保護方針やデータ処理の開示を個別

に含んでいる可能性のあるという外部コンテンツについては責任を負いません。 

データの保有 

1. 利用規約に記載された通り、あなたと当のカジノは、いつでもあなたのプレイヤーアカウン

トを閉鎖することを決定することができます。あなたのアカウントが閉鎖された後、当社は

、法律で義務付けられている限り、あなたの個人情報を記録として保持します。不正, 資金

洗浄或はinvestigations into any other illegal activity.このデータは、財務・会計記録に関する

調査、不正、資金洗浄或はその他の違法行為に関する調査の際に、権限のある当局が必要と

される場合にのみ使用されるものとします。 

2. あなたは、欧州連合の許可遊技管轄区域における反資金洗浄規制により、登録時に提出され

たプレイヤーの個人情報、およびプレイヤーアカウントの運用期間中に引き継がれたプレイ

ヤーの個人情報を、最後のプレイヤー取引或はアカウント閉鎖から最低5年間保持する義務

があることに注意する必要があることに注意してください。その故、この期間が経過する前

に消去の請求は応じられません。 

あなたのデータ安全性 

1. 当方は、あなたのプレイヤーアカウントを管理する目的であなたの個人情報を収集し、処理

するにあたり、個人データの保護に関する厳格な法的規定に約束されることを認めます。 

2. 結果的に、当方は最善なる業務規範と適用出来る規制に従って、あなたの個人情報保護を尊

重し、あなたの個人情報を保護するよう努めます。プレイヤーに安全なサービスを提供する

ことに尽力とさせており、あなたが当方に提出したすべてのデータが安全であることを確保

するために、すべての合理的な予防措置を講じます。 



3. プレイヤーアカウントは、プレイヤーの固有の ID とパスワードでのみアクセスすることが

できます。また、あなたのアカウントの不正使用からの追加保護として、二要素認証（2FA

）を設定することもできます。あなたは、あなたのログイン情報の秘密を保持し、他の人が

アクセスできないようにする責任があります。 

CONTACTING USご連絡 

1. あなたが下記と希望する場合、当方はいつでもこの方針に関して連絡を取ることができます

： 

o a）あなたについて収集した個人情報の正確性を確認する場合； 

o b）あなたの個人情報の利用については、お問い合わせとする場合； 

o c）後にあなたのデータを直接なマーケティング目的の利用を禁止とする場合； 

o d）当方に提供した情報を更新或は適正とする場合（この場合、あなたは、そのよう

な変更を行うために合理的に必要な証拠を提供するものとします）。当方があなた

についての虚偽の情報を提供することは違法行為であり、当方があなたの正しいデ

ータを更新済とを確認することは、あなたの責任です。 

2. 当方は、この個人情報保護方針に関する質問を監督する責任を負うデータ保護担当者（data 

protection officer、DPO）を指定しました。もしあなたがこの個人情報保護方針について質

問がある場合は、そのDPO（dpo@damacasino.com.）までご連絡ください。 

3. さらに、GDPR（General Data Protection Regulation、一般データ保護規則）の第77条によ

ると、あなたには、特に欧州連合の加盟国おけるあなたの居住地、勤務先、或は侵害の疑い

の現場について、あなたのデータ処理に関連する監督当局への苦情を申し立てる権利を持っ

ています。 

クッキーの方針 



1. あなたが当のウェブサイトを訪問すると、当社のシステムは、あなたのブラウザ、IPアドレ

ス、および参照元のウェブサイトなど、あなたの訪問に関する情報を自動的に収集します。

この収集は、当ウェブサイトのプラットフォーム提供者およびパートナーと連携して行われ

ることがあります。当方は、当ウェブサイトの訪問者の一般的な人口統計学的或は利用デー

タを彼らから受け取ることがあります。当方は、自動的に収集した情報を、あなたから追加

的の同意を得ずに、あなた個人を特定するために使用することはありません。 

2. 問題の情報を収集するために、当社はクッキーや類似のトラッキングツールを使用していま

す。クッキーとは、あなたが当社のウェブページを訪問する時に、あなたのコンピュータ或

は装置に保存される小さなテキストファイルです。クッキーの中には、当のウェブサイトを

運営するために中核的なものもあります。あなたのウェブサイトの体験を向上させ、より良

いサービスの提供には役立ちます。当方が使用するクッキーの種類とその目的は以下の通り

です。 

3. 必要なクッキー：当のウェブサイトのメンバーエリアへのアクセスなど、当のウェブサイト

のナビゲーションや基本的な機能を有効にします。 

4. 機能的クッキー：当方に、あなたのウェブサイトの利用状況や、当のウェブサイトにおける

あなたの選択（例えば、あなたのセッションキー、言語、或は地域）を分析することができ

ますように、これらの設定を保存して、あなたによりパーソナルな体験を提供することがで

きます。 

5. 広告用クッキー：当方に、当社のコンテンツマーケティングの効果を測定出来ようにさせま

す。これらのクッキーは、ウェブサイトへの訪問や広告からの新規プレイヤー登録を追跡す

るために、当社のパートナーによって提供されています。当方は、広告用クッキーによって

直接収集されたサイト訪問データを除き、あなたの個人情報（姓名やメールアドレスなど）

を提携パートナーと共有することはありません。ただし、あなたのサイト訪問データは、提

供者が他の情報源を通じて収集した他の個人情報とリンクされることがあります。後者の外

部データ処理は、第三者提供者の個人情報保護に関する通知および方針に従うものとします

。 



6. 上記に加え、当社はサービスを提供するために、当のウェブサイト上でクッキーを設定して

いる多数の第三者サービス提供者を使用しています。そのようなサービスには、当のウェブ

サイト上でのあなたの活動を追跡することにより、当方があなたの体験を改善するのを支援

すること、当のウェブサイトの有効性を測定すること、および当方のマーケティングキャン

ペーンの有効性を測定することが含まれますが、これらに限定されません。 

7. ほとんどのオンラインブラウザは自動的にクッキーを受け入れます。あなたが希望する場合

、いくつかの或は全てのクッキーをブロックすることが可能であり、或はあなたのブラウザ

の設定を変更することで既に設定されたクッキーを削除することができます。しかし、当方

は、あなたのクッキーをブロックも削除もしないことをお勧めします。 

NETENT のゲーム 

1. あなたNetEnt開発のカジノゲームをプレイする時、NetEntの個人情報保護方針も適用とされ

ます。この方針はここで確認出来ます。 ここに. 

 

https://www.netent.com/en/netent-privacy-policy-eu/
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