
Mexos アフィリエイト 簡易操作方法

01 / 25

WildJungle Casino Affiliate System

ワイルドジャングルカジノ アフィリエイト

クイックスタートガイド

Ver 1.02



Let's start!
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Let's start!
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まずは、ログインしてみましょう！

お持ちの ログインID と パスワード を入力して

ログインボタンをクリックしましょう。

アフィリエイトアカウントをまだご登録でない方は

上記ページの「こちらをクリック！」から

登録ページを開き登録してください



マーケティングツール

最初にトップメニューの
【マーケティングツール】を
クリックしてください。

お自身のサブアフィリエイトを
紹介する場合は、このURLを
使用して登録を行うと、
ご自身のアカウントに関連付ける
事が出来ます。



バナー・タグ：トップメニュー
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画面がかわりました。

※掲載のスクリーンショットは

ファイヤーフォックスの画面です。

他のブラウザーの場合には

枠などが多少異なります。



バナー・タグ：表示
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パラメータ三か所を

下の状態にしてください。

左に掲載の画像の状態です。

・ブランド：WildJungleCasino

・言語：Japanese

・Banner：All

↓

【検索】ボタンをクリック

ひとつずつ、ゆっくりめに操作をしてください。

このシステムでは、項目を一つ選んで選択する度に、画面がリフレッシュ（再表示）されます。

その間、ごく短い間は操作を受け付けなくなりますのでその旨、お知りおきください。

このページに限りません。



バナー・タグ：選択
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バナーが表示されます。

ご自身がお持ちのサイトやブログの

ページ上の配置するスペースに合わせ

バナーを選んでください。

今回は一番上の120X60ピクセルの

バナーを例に説明します。

↓

【コードを作成する】を

クリックしてください。



バナー・タグ：リダイレクト先
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「ウェブサイトへ行く」を選択した場合のコードは、

ワイルドジャングルカジノのトップページにジャンプさせます。

「ウェブサイトへ行く」を選択した場合のコードは、

ワイルドジャングルカジノのダインロードページにジャンプさせます。

その際、自動的にダウンロードが開始されます。

← IEの例

← ファイヤーフォックスの例



バナー・タグ：コード
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テスト作成

上のターゲットで【ウェブサイトに行く】を

選択すると自動的に表示がかわります。

DEFAULT (DEFAULT) のままでかまいません。

HTML のままでかまいません。

左に掲載の状態になりましたら

こちらのコードをクリックし

（クリックすると自動的にコードが全て選択状態になり

表示の色が反転します。）

右クリックして、コピーしてください。

コピーしたコードを、メモ帳にペースト（貼り付け）します。

※上記画像は英語版のメモ帳（Notopad）ですが、

日本語版でも同様です。



バナー・タグ：テストファイル

10 / 25

コードをペーストしたメモ帳を保存します。

※ファイル名は、必ず、「XXXXXXX.htm」としてください。

※上記画像は英語版のメモ帳（Notopad）ですが、日本語版でも同様です。

※別名保存、すると操作がしやすいです。

※保存先はわかりやすい場所にしてください。

保存したファイルをブラウザーで開きます。

ダブルクリックするとブラウザーでファイルが開かれます。

※ダブルクリックで開くのは、HTMLファイルのデフォルトアプリケーションが

インターネットエクスプローラーの場合です。

※先に、お好きなブラウザを起動させ、そのウィンドウ内に

作成したファイルをドラッグドロップ

（ファイルをつかんでブラウザまどに入れる）しても

そのブラウザで開く事ができます。



バナー・タグ：テストファイル、参考情報
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ローカルテストですが、バナーが表示されました。

クリックするとトップページにジャンプします。

これで、インプレッションが1、クリックが1、カウントされますが、

レポートへの反映には1～2時間かかります。

＜参考情報＞

コピーしたコードに、「 target="_blank"」を書き加えると、

そのままジャンプするのではなく、

別のウィンドウ（またはタブ）で開くようになりますので、

自分のサイトやブログを開いたままの状態にさせる事ができます。

「 target="_blank"」を書き加える

※掲載画像のタグはサンプルです。

※あなたご自身のタグは上記掲載画像のものとは文字列が異なります。



レポート
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レポートページでは、アフィリエイト活動の反響・成果を確認できます。

トップメニューの【レポート】をクリックするとこのページが表示されます。

この部分は、とりあえず最初の表示状態のままにしておいてください。

このページをひらいたら、

そのまま【実行】ボタンを

クリックしてください。



レポート：Portal Dashboard
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簡単な情報が

デイリーで表示されます。



レポート：Traffic Stats
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まず【Traffic Stats】を選択します。

表示が変更されるまで少々お待ちください。

詳細な情報を確認できます。

以下に確認・表示方法の一例をご案内します。

ひとつずつ、ゆっくりめに操作をしてください。

このシステムでは、項目を一つ選んで選択する度に、画面がリフレッシュ（再表示）されます。

その間、ごく短い間は操作を受け付けなくなりますのでその旨、お知りおきください。

このページに限りません。



レポート：Traffic Stats；パラメータ設定
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パラメータの設定例です。



レポート：実行
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【実行】ボタンを

クリックしてください。



レポート：表示
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詳細な反響・成果の状態を

確認する事ができます。

こちらの情報は実際の活動より

1～2時間程度遅れて

反映・表示されます。

※掲載の画面はイメージ合成です。



コミッション受け取り準備：口座の登録
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コミッションを受け取る為のご自身の口座の登録をしておきましょう。

1
トップメニューの

【ファイナンス】ボタンを

クリックしてください。

2
【新しい支払口座の作成】ボタンを

クリックしてください。



コミッション受け取り準備：口座の登録；入力
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例：Jbanq 口座を登録する場合
Wire Transfer を選択してください。

「1234」 と入力してください

「JBANQ口座ID」 を入力してください

「JBANQ」と入力してください

「1234」と入力してください

「1234」と入力してください

※週、都市、郵便番号は

未入力でかまいません。

Jbanq口座IDは

必ずよくご確認をした上で

正確に入力してください

ご入力を完了しましたら、
「保存」ボタンをクリックしてください。

「SWIFT」 を選択してください

「JAPAN」 を選択してください

United States Dollar を選択してください



コミッション受け取り準備：口座の登録；確認・変更
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登録・保存されました。

クリックすると、

確認・修正する事ができます。



コミッションの請求
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コミッションは毎月7日までに請求書をこちらまでお送りください。

請求書は確認され、毎月15日以降に担当部署よりお支払いがされます。

月末以降に担当部署で確認がされると

左の Ending Balance に

金額が表示されます。

こちらの金額などを請求書に記入し

毎月7日までにお送りください。

送付先 ： support_affiliate@wildjunglecasino.com



コミッションの請求：請求書のダウンロード
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請求書は、以下の場所からダウンロードできます。

規約ページの最下部

※規約ページはログインしていない状態で

アクセスが可能です。

アフィリエイトランディングページ



コミッションの請求：請求書の作成・送付
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プリントアウトし必要事項を全てご入力され

自筆のサインをされた上で、

スキャニングまたはデジタルカメラで撮影された画像データを

以下の送付先までメールにてお送りください。

※サインおよび捺印以外は

プリントアウトされる前のご入力でかまいませんが、

サインは必ず自筆にてお願い致します。

送付先メールアドレス

support_affiliate@wildjunglecasino.com



補足：その他の機能など
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END

複数のプロファイルを作成する事ができます。

プロファイルごとに別のバナーコードの生成が可能で

プロファイル別の反響の確認ができます。

多くの反響をご獲得され

複数のサイトやブログを運営するような場合に

ご利用されると便利な機能です。

レポートページでのレポートの表示結果

（およびファイナンスページでの支払履歴）は

CSVファイルの出力が可能です。

様々なアフィリエイト活動をされている場合に

ご自身のエクセルやシステムなどでの管理に

これらの機能をご利用ください。

上記のリンク部分を書き換える事により

こちらでご用意させていただいているバナー以外に

ご自身で作成・ご用意されたバナー画像やテキストなどを

ご利用する事も可能です。

※この場合はレポートにインプレッションなどは反映されなくなりますが、

登録プレイヤーはあなたのアフィリエイトアカウントに紐づけられます。

※掲載画像のタグはサンプルですので、

あなたご自身のタグは掲載画像のものとは

文字列が異なります。


	プレゼンテーション
	スライド番号 1




