


Evolutionのライブルーレットは、オンラインでお楽し
みになれる一番人気で正統派のエキサイティングな
ライブディーラールーレットです。没入感を高める独
自のマルチカメラビューで毎回ルーレットのスピンと
ボールの動きを追うことができ、プレイヤーの臨場感
が高まります。 
ライトニングルーレット、イマーシブルーレット、スピ
ードルーレット、ダブルボールルーレットのような画
期的なゲーム作品でライセンシーにより多くのプレ
イヤーを惹きつけ虜にする独自の手法を手に入れる
ことができます。豪華なVIPテーブルやプライベート
サロン、デュエルプレイによる確率収束などその他豊

主な特徴

	A 最も正統派のオンラインライブルーレット

	A 豊富なバリエーションとチョイス

	A ゲームには受賞歴のある革命的なラ   

 イトニングルーレットとイマーシブルーレット 

  が含まれています。

	A オプションのカスタマイズ可能

詳細についてはキーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。

世界をリードするルーレットの豊富なバリエーション

富なバリエーションもご用意しています。 
ライセンシーの皆様はこの最高のチョイスでワール
ドクラスのライブルーレット体験をお届けすることが
できます。 
当社はスタンダードルーレット、VIPルーレット、ネイテ
ィブスピーキングルーレットなど世界一豊富なライン
ナップ各タイプのプレイヤーへ対応します。　 どのラ
イブテーブルを選択しても、HD画質のスクリーンで映
し出される本物のルーレットと本物のディーラーのラ
イブアクションを見ながら、他のプレイヤーのそばで
プレイするスリルを体験できます。 

ファーストパーソンでも利用可能:
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プレイヤーへの配当（最高）
スタンダードルーレット97.30%
フレンチルーレット98.65%
アメリカンルーレット94.74%
ライトニング ルーレット97.30% 
XXXtremeライトニングルーレット: 97.30%
ゴールドバー ルーレット: 97.30%
フットボールスタジオ・ルーレット: 97.30%
ダブルボールルーレット: 97.30%



詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。

変数
ヨーロピアン&フレンチルーレット 
ヨーロピアンルーレットとフレンチルーレットのルー
レット盤にはどちらも1～36とシングルゼロの数字が
含まれています。しかし、フレンチルーレットとは大き
く2つの違いがあります。
•  フレンチルーレットにはイーブンマネーベットに賭

けたとき0にボールが止まると賭け金の半額を失
うラパルタージュ（La Partage）というルールがあり
ます

•  フレンチルーレットではテーブルのレイアウトが若
干異なり、一部のベットタイプはフランス語で表示
されています。ペア（偶数）、インペア（奇数）、マンク

（1～18の数字）、パッセ（19～36の数字）

アメリカン（ダブルゼロ）ルーレット
クラシックなアメリカン（ダブルゼロ）ルーレットはア
メリカ市場の要件適合や、他の地域のプレイヤーに
ゲームの選択肢追加に最適です。アメリカンルーレッ
トのルーレット盤にはヨーロピアンルーレットやフレ
ンチルーレットと比べ（00）のポケットが、テーブルレ
イアウトには00のベットスポットが追加されます。数
字の順番はルーレット盤によって異なるため、隣接す
るベットを賭けるプレイヤーにとっては重要です。
•  低いベット制限がより多くのプレイヤーを惹きつけ

ます
•  追加された「ファイブナンバーベット」は1枚のチッ

プ/ベットで0、00、1、2、3の5つの数字に賭けます
•  ハウスエッジは全体で5.3％増加します

ライトニング ルーレット
ライトニングルーレットは、高性能RNGを採用した世
界的人気を誇る当社のライブルーレットの要素を取り
入れ、エンターテイメント性の向上と配当の倍増を実
現し、数々の賞を受賞したルーレットです。 
•  電撃が走るユーザーインターフェースと目を引く黒

と金色のアールデコ調のゲーム画面
•  各ラウンドにスロットのような興奮をもたらすRNG

生成のラッキーナンバーとラッキーペイアウト
•  シンプルベッドだけでも配当が大幅に倍増(50

倍、100倍、200倍、300倍、400倍、500倍)
イタリア、スペイン、トルコでサービス可能。
詳細情報はライトニングルーレットのファクトシートを
ご覧ください。 
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スピード ルーレット
ライブディーラールーレットの超高速バージョンは、
スピンから次のスピンまでわずか25秒です。 
•  ターボチャージャー付きカスタムルーレット盤
•  ベットはスピン中のみ
•  効率化された当選番号確認により、次のスピンに

移るまでの無駄な時間が短縮されます
•  一般的なライブルーレットと比べ、ゲームラウンド

のスピードが50％アップしています

XXXTREME ライトニングルーレット
受賞歴を誇るXXXtremeバージョンのライトニングル
ーレットは、さらにエキサイティングで盛り上がるゲ
ーム体験を提供します。各ラウンドで電撃が走ると
ランダムでベットスポットのマルチプライヤーが倍増
し、ボルテージはさらなる次元まで高まります。これ
がまさに「XXXtreme」です。
•  チェインライトニングは、チェインライトニングナン

バーを追加し、1ゲームラウンドあたりベットスポッ
トは最大10か所になります

•  ダブルストライクでストレートアップベットのマル
チプライヤーが脅威の2,000倍までアップします。

•  電撃走るユーザーインターフェース&臨場感あふ
れるゲーム画面

詳細情報はXXXtremeライトニングルーレットのファ
クトシートをご覧ください。
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ゴールドバールーレット
ゴールドバールーレットは、これまでとは全く異なる
ハイクラスなゲーム体験を提供し、プレイヤーに主
導権を握らせると同時に、画期的な報酬を得るため
の絶好のチャンスを増やします。ストレートアップベッ
トで勝つと、かつてないほど多くの利益をもたらしま
す！
•  現金配当と88倍の倍率を持つ貴重なゴールドバ

ーを獲得しましょう
•  今後のゲームラウンドでゴールドバーを使って、賞

金を最大化しましょう
•  チップと一緒に複数のゴールドバーを1つのベット

スポットに積み重ねると、マルチプライヤー値と潜
在的な配当が高まります。

詳細情報はゴールドバールーレットのファクトシート
をご覧ください。
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イマーシブ ルーレット
他にはないプレミアム品質のライブルーレットは、マ
ルチカメラを採用し、プレイヤーはより臨場感あふれ
るゲームを楽しむことができます。ディーラーがルー
レット盤を回すと、プレイヤーはボールの動きを全て
目で追うことができます。 
•  ボールがルーレット盤のウイニングポケットに収ま

るまでをスローモーションで再現したインスタント
リプレイ機能

•  新規プレイヤーを惹きつけることができることに
加え、RNG系プレイヤーやスポーツブックプレイヤ
ー向けの独特のスリルを楽しめるライブルーレット
のクロスセルにも最適です

オートルーレット
自動化されたライブルーレットは、スピーディでリア
ルなルーレット盤のアクションを実現し、豪華な外
観＆雰囲気を醸し出しています。当社のオートルーレ
ットはライブディーラールーレットの代わりや選択要
素に最適です。
•  フルオート&24時間年中無休で1時間あたり60

～80ゲームをプレイ可能
•  ハーフカレンシーベットでプレイヤーへより幅広く

アピール 
•  スピードオートルーレットは、1日あたり2.500ゲー

ムという驚異的なテンポを誇ります。ベットはスピ
ン中のみ

•  オートルーレットはヨーロピアン、フレンチ、アメリ
カンの各バージョンのオートルーレットとしてプレ
イできます

フットボールスタジオ・ルーレット
ヨーロピアンルーレットとフットボールのエンターテ
イメント性を融合させた「フットボールスタジオ・ル
ーレット」では、最高品質のゲームが楽しめるのと同
時に、フットボールの話題で盛り上がることができま
す。
ルーレットの最近の結果に関する統計では、赤か黒
のどちらかの連勝数を示すことで、今後のラウンドの
結果を予測するのに役立ちます。
•  フットボールがテーマのデザイン
•  フットボールのスコアの生中継



詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。

プライベートサロン
超豪華なVIPゲーム環境では、最大ベット数が高く、
プレイヤーが更にコントロールできるプレイヤー専
用のテーブルをご用意します。 
•  オペレーターは最低ベット額をさらに低く設定す

ることができますが、€1,500より低く設定すること
はできません

•  プレイヤーはベットの準備ができたら「今すぐスピ
ン」をクリックします

•  他のプレイヤーはスーパーVIPテーブルでゲーム
に参加することも見学することすらできません
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VIPルーレット
ヨーロピアンルーレットとフレンチルーレットのライ
ブルーレットとオートルーレットをVIP仕様に設定す
れば、豪華で快適なVIP環境でお楽しみいただけま
す。
•  複数のヨーロピアン&フレンチルーレット用VIPテ

ーブル
•  VIPルーレットのオートテーブルは1時間あたりの

ゲームが60～80ラウンド
•  ハイローラー向けにベット上限を設定しました

インスタントルーレット
インスタントルーレットは、同時に動く独立した12台
のオートルーレット盤を使用しますので、すぐ結果を
知りたいというプレイヤーのニーズに応えます。この
ルーレット盤はほとんど一定の速さで回転し　他の
ルーレット盤へ次々ボールが入ります。 
ベットタイムが無制限ですのでプレイヤーは自分の
ペースでプレイできます。プレイヤーは「今すぐ始め
る」をクリックするだけでゲームラウンドを開始でき
ます。次のボールドロップに近いルーレット盤がこの
ゲームラウンドでプレイヤーが賭けるルーレット盤に
自動選択されます。よりスピーディにプレイしたい方
は、「再ベット」と「今すぐプレイ」をクリックすれば、同
じベット額ですぐに次のラウンドを開始することがで
きます。
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専用ルーレット
専用ルーレットは、ライブルーレット専用テーブルの
ルーレット盤とディーラーの周りに複数のHDカメラ
を追加した完全スタジオ形式です。 
フルカスタマイズ可能：カメラの台数、カメラアング
ル、ショット、カットアウェイなど、ブランドやプレイヤ
ーのニーズに合わせて選択できます。

ダブルボールルーレット
2つのボールを使って1回のスピンで2つの当たりが
出ることで、従来のルーレットに独自のバリエーショ
ンが加わりました。Evolutionが独占提供するライブ
ダブルボールルーレットは、スリリングなルーレットベ
ットと最大1,300対1のエキサイティングなオッズを導
入した世界初のルーレットです。
•  インサイドベット：インサイドベットではどちらかの

ボールで当たれば勝ちとなります。両方のボール
が当たった場合、プレイヤーは2倍の配当を獲得で
きます

•  アウトサイドベット：アウトサイドベットでは両方の
ボールで当たれば勝ちとなります。例えば、赤で勝
ちに賭ける場合、両方のボールが赤の数字に入る
必要があります

•  ダブルボールジャックポットベット：勝つためには、
両方のボールが選択された番号に入る必要があ
ります

デュアルプレイルーレット
お住まいの地域のカジノで高性能カメラと音響設備
を搭載していますのでルーレットテーブルにデュアル
プレイ機能を追加できます。 
•  テーブルでプレイするオンラインプレイヤーの人数

を実質無制限に増やすことが可能
•  追加プレイヤーは、オンプレミスでも、世界のどこ

からでもプレイ可能
•  より多くのプレイヤーとつながることで、ブランド

力を向上し、売上を拡大します



詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。

RULETA EN VIVO
Ruleta En Vivoは、スペインでライセンスを取得し
たギャンブルオペレーターなら誰でも利用できる、
世界規模でカスタマイズ可能な既製ライブルーレッ
ト・ソリューションです。スペイン、ムルシアのカジノ

「Odiseo」が運営する設備の揃ったライブスタジオ
にはライセンシー向け専用テーブルも設置できます。 
この専用ライブスタジオでは、スペイン語ネイティブ
のライブルーレット・ディーラーが、男女ともに24時
間交代制で待機しています。
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ネイティブスピーキングルーレット
各地のプレイヤーに合わせて開発されたローカライ
ズソリューションは、プレイヤーとの距離を縮めるこ
とに役立ちます。ネイティブスピーカーのディーラー
がプレーヤーと強い信頼関係を構築し、プレイ時間
やアクセス回数が増加し、ロイヤルティの向上と常連
プレイヤー数の増加に貢献します。フレキシブルなプ
ラットフォームと最新鋭のプロダクションスタジオ設
備により、事実上あらゆる市場に向けて迅速にゲー
ムを開発・展開することができます。 
ネイティブスピーカーのディーラーのテーブルを備
え、すぐに展開できる最も幅広いローカライズソリュ
ーションを提供しています。現在、当社のローカライ
ズソリューションでは、英語、イタリア語、スウェーデ
ン語、ドイツ語、ロシア語、デンマーク語、フランス語、
フラマン語、トルコ語、アラビア語、ノルウェー語、スペ
イン語、フィンランド語、日本語、ルーマニア語のネイ
ティブスピーカーのディーラーをご用意しています。



ルーレットの目的は、ボールがどの数字のポケットに
入るかを予測し、その数字を含む1つまたは複数のベ
ットに賭けることです。ヨーロピアンルーレットとフレ
ンチルーレットのルーレット盤には1～16の数字の他
にシングルゼロ（0）が含まれています。
ルーレット盤に複数の種類のベットを賭けることが
できます。ベットは1つの数字または特定範囲の数字
を対象とすることができ、ベットの種類によってペイ
アウト率が変わります。 
ベッティングエリア上の数字が書かれたスペース、ま
たはその間のラインに賭けるベットをインサイドベッ
トといい、メイングリッドの数字の下と横にある特別
なボックスに対して賭けるベットをアウトサイドベッ
トといいます。ストレートアップベットやスプリットベ
ットはインサイドベットの一種であり、赤または黒や
偶数または奇数に賭けるベットはアウトサイドベット
の一種です。

詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。
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ベットタイムが終了後、ボールがルーレット盤を回転
します。ボールは最終的に残りの数字のポケットの
いずれかに止まります。賭けたベッティングエリアに
含まれる特定の数字で当たった場合、勝ちです。 
ネイバーベットは、楕円形やレーストラック状の特別
なベッティングエリアで、プレイヤーはより簡単にネ
イバーベットや他の特殊なベットに賭けることがで
きます。各ベットは、カバーする数字の組み合わせと
配当倍率が異なります。ネイバーベットで賭けたと
き、ベットスポットは、ベッティンググリッド上で強調
表示されます。 

詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。
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お気に入りのベット 
お気に入りのベットを保存しておけば、どのルーレッ
トテーブルでも今後のラウンドで簡単に賭けること
ができます。お気に入りベットは、お好みのベットや
異なる種類のベットを組み合わせて保存することが
できます。お気に入りベットのリストは最大15種類の
ベットを別々の名前で保存・編集することができま
す。
お気に入りベットの2番目のタブでは、「Finale en 
plein」と「Finale a cheval」の特別ベットを配置しや
すくなっています。 
テーブル表示
ツールバーの「表示」ボタン（カメラアイコン）をクリ
ックすると、ゲームの表示方法を選択することができ
ます。イマーシブビュー、クラシックビュー、3Dビュー
から選択できます。ほとんどのルーレットは3つのビ
ューを全て選択できますが、ダブルボールルーレット
はイマーシブビューとクラシックビューのみ選択でき
ます。

詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。
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ユーザーインターフェースの各メニュー

ベッティンググリッド
ベッティンググリッドで賭けたいベットスポットをク
リックすることでベットに賭けることができます。

お気に入りのベット
お気に入りベットを最大15種類まで保存、編集で
きます。

ウィニングナンバー
ウィニングナンバーディスプレイには直近のウィニ
ングナンバーが表示されます。

ネイバーベット
番号をクリックして隣り合う数字を含めたベッ
トに賭けることができます。選択する隣接した
数字を変更することができます。

オートプレイ
オートプレイ機能を使用するとベットに賭けた
後、選択したラウンド数分同じベットを繰り返す
ことができます。

統計データ
ここをクリックすると人気ナンバーと不人気ナンバ
ーが表示されます。データを表示したいラウンド数
を50～500ラウンドから選択できます。

詳細についてはキーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。
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世界最速のライブルーレットは、同時に動く独立した
12台のオートルーレット盤を使用しますので、すぐ結
果を知りたいというプレイヤーのニーズに応えます。
ライブ版のシングルゼロルーレットは、12台のルーレ
ット盤がほぼ常時回転しています。前のルーレット盤
にボールが落ちた後、少し間をおいて、ボールが次々
と後のルーレット盤に落ちていきます。 
無限ベットタイム
ベットタイムが無制限ですので、自分のペースでプレ
イすることができます。ベット完了後、「今すぐスター
ト」ボタンをクリックするだけで次のゲームラウンド
を開始できます。次のボールドロップに近いルーレッ
ト盤がこのゲームラウンドであなたが賭けるルーレッ
ト盤に自動選択されます。 
ボールは最終的にルーレット盤の残りの数字のポケ
ットのいずれかに止まります。賭けたベッティングエ
リアに含まれる特定の数字で当たった場合、勝ちで
す。 
もっと速いペースでプレイしたい方は、同じベット「
再ベット」ボタンをクリック後、「今すぐプレイ」ボタン
をクリックして次のラウンドを同じベットをすぐ開始
したり、オートプレイ機能を使用して同じベット自動
的に賭けたりすることができます。 

詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。
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Evolutionのファーストパーソンルーレットは、世界で
も珍しいRNG（ランダムナンバージェネレータ）ベー
スのルーレットゲームです。ファーストパーソンルーレ
ットは、従来のシングルゼロルーレットのグレードア
ップ版です。プレイヤーの手元にある残高に応じた
本物そっくりのチップスタックが表示されるため、ゲ
ームにより没頭することができます。
ベットはプレイヤーのチップスタックから配置されま
す。チップスタックは3Dで表示されプレーヤーの残
高に合わせて更新されます。

ゲームスピードを上げる再ベット&スピン
ベット後、「スピン」ボタンをクリックすると、ボールが
スピンを開始します。各スピンの結果が表示される
と同時に、画面上に2つのボタンが表示されます。

「再ベット& スピン」ボタンを押すと、前のラウンドで
プレイヤーが行ったベットを繰り返し、ルーレット盤
がすぐ回転を開始します。「2倍& スピン」ボタンを押
すと、前のラウンドでプレイヤーが行ったベットを倍
増し、ルーレット盤がすぐ回転を開始します。 

ファーストパーソンアメリカンルーレット
ファーストパーソンアメリカンルーレットとしても提
供可能な古典的なダブルゼロアメリカンルーレット
の最も本格的なバージョンは、通常のアメリカンルー
レットの全てのベットに対応することができます。
独自の「GO LIVE」ボタンは、Evolutionライセンシー
がRNGプレイヤーにライブカジノの興奮をお届けす
るのに便利なクロスセリングツールです。

詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。
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ユーザーインターフェースの各メニュー

ウィニングナンバー
ウィニングナンバーディスプレイには直近のウィ
ニングナンバーが表示されます。 

「GO LIVE」ボタン
「GO LIVE」ボタンをクリックすると、ライブルー
レットへ直接移動します。 

チップのスタック
プレイヤーの利用可能残高を3Dで表示していま
す。 

スピンボタン
次のラウンドの準備が出来たら「スピン」ボタン
をクリックします。 

ダブル2×
ベット時に利用できます。上限までベットを倍増
できます。 

詳細についてはキーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。
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各機種で全てのゲームを遊べる

詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。
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ベット カバー ペイ

インサイドベット

ストレートアッ
プ 1ナンバー 35倍→1倍

スプリット 2ナンバー 17倍→1倍

ストリートベット 3ナンバー 11倍→1倍

コーナーベット 4ナンバー 8倍→1倍

ライン 6ナンバー 5倍→1倍

アウトサイドベット

ダズン/コラム 12ナンバー 2倍→1倍

赤/黒 18ナンバー １倍→１倍

イーブン/オッド 18ナンバー １倍→１倍

ベット カバー ペイ

インサイドベット：（インサイドベットではどちら
かのボールで当たれば勝ちとなります。両方のボ
ールが当たった場合、プレイヤーは2倍の配当を
獲得できます。）

ストレートアップ 1ナンバー 17倍→1倍

スプリット 2ナンバー 8倍→1倍

ストリートベット 3ナンバー 5倍→1倍

コーナーベット 4ナンバー 3.5倍→1倍

ライン 6ナンバー 2倍→1倍

アウトサイドベット：（アウトサイドベットでは両
方のボールで当たれば勝ちとなります。例えば、
赤で勝ちに賭ける場合、両方のボールが赤の数
字に入る必要があります。)

ダズン/コラム 12ナンバー 8倍→1倍

赤/黒 18ナンバー 3倍→1倍

イーブン/オッド 18ナンバー 3倍→1倍

ロー(1～18)/
ハイ(19～36) 18ナンバー 3倍→1倍

ペイアウト

詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。
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ロー(1～18)/
ハイ(19～36) 18ナンバー １倍→１倍

いずれかの番号
の2個のボール 1ナンバー 35倍→1倍

選択した番号の
2個のボール 1ナンバー 1300倍→1

倍



ベット カバー ペイ

インサイドベット

1 ゴールドバー 1ナンバー 88 倍

ストレートアップ 1ナンバー 19：1

ベット カバー ペイ

インサイドベット

ベット カバー ペイ

インサイドベット

ストレートアップ 1ナンバー 19-1999:1

詳細については、キーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。

ライトニング ルーレット 

XXXTREME ライトニングルーレット 
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遊び方

インスタントルーレット

ファーストパーソンルーレット

ストレートアップ 1ナンバー 29–499:1

ゴールドバー ルーレット

理論的ペイアウト率

スタンダードルーレット97.30%  
フレンチルーレット 98.65% 
アメリカンルーレット94.74% 
ライトニング ルーレット 97.30% 
XXXtreme ライトニングルーレット: 97.30%  
ゴールドバー ルーレット: 97.30% 
フットボールスタジオ・ルーレット: 97.30% 
ダブルボールルーレット: 97.30%



ライブルーレットとファーストパーソンルーレットの画像とゲームアセットは全て当社のお客様コーナー
https://www.evolution.com/client-area

詳細についてはキーアカウントマネージャーにお問い合わせください。 写真はイメージです。製品版は若干変更される可能性があります。
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