
　　　　　　《《《《おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ・・・・参加参加参加参加にににに際際際際してのしてのしてのしての注意事項注意事項注意事項注意事項》》》》

①①①①参加資格参加資格参加資格参加資格についてについてについてについて

8歳以上の方ならご参加いただけますが、健康上に問題のある方や60歳以上の方が

参加される場合は事前にご相談下さい。

②②②②開始時間開始時間開始時間開始時間についてについてについてについて

開始時間は天候及び海の干満等により日々変更されます。

実施場所は河口に近く海の潮流の影響を受けることがあるため、潮の満潮から干潮

時間内に実施されます。詳しい時間は弊社までお問い合わせください。

③③③③服装服装服装服装についてについてについてについて

夏はTシャツと短パン、冬は上着やウィンドブレーカー等があると便利です。また水しぶき

を受け衣類が濡れる場合もあるため、着替えをご用意ください。

④④④④開催開催開催開催／／／／中止中止中止中止についてについてについてについて

※小雨決行。天候によりウェットスーツをレンタル致します。

※以下の場合、開催を中止することがありますのでご了承下さい。 　　　　　　　　　　　　　

・川のコンディション不良や最小催行人数(２名)に達しなかった場合。

・開催中にアクシデント（突然の雷雨・事故・ボートの破裂等）があった場合。

・参加者が禁止行為を行ったり指導員の指示に従わない場合。

⑤⑤⑤⑤送迎送迎送迎送迎についてについてについてについて

無料で送迎できる範囲は、Surfers Paradise 周辺のホテルとなります。

⑥⑥⑥⑥キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルについてについてについてについて

お客様の都合による参加のとりやめの場合下記のキャンセル料金をいただきます。

前日キャンセルの場合は料金の50％、当日の場合は100％のキャンセル料となります。

⑦⑦⑦⑦おおおお願願願願いいいい

当社ではみなさまの安全には十分注意して運営しておりますが、万一のため当日参加者

のみなさまに免責同意書へのご署名を頂いております。

　　　　　　　　　　　　【ツアー催行会社】：Surfers Paradise Divers



　　　Kayak Tour  Indemnity Form　　　　　　　　カヤックツアーカヤックツアーカヤックツアーカヤックツアー免責同意書免責同意書免責同意書免責同意書

Before participating in any Surfers Paradise Divers activities you must read the information 

on this form and sign the declaration and disclaimer below.

Surfers Paradise Diversが催行するアクティビティーに参加される際は、事前に本書の内容

をお読みになり、下の免責同意欄にご署名ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<Agreement / 同意書同意書同意書同意書>

　　

　　　_____________________________________________________________________

　　お客様ご氏名/ 　　　　　　Surname　 　　　　　　　　　　　　First Name

　　

　　　_____________________________________________________________________

　　ご住所/ Address　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　Post Code 　　　　　　　Country　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私私私私はははは下記下記下記下記のののの通通通通りりりり同意同意同意同意しますしますしますします。。。。

Fully indemnify Surfers Paradise Divers (including its directors, employees, agents, 

subcontractors, associates and assignees) from and against all claims, actions, causes of 

action by or on behalf of any other　person and all judgements, costs of litigation and fees 

which may in any way result from any use or intended or attempted use by any of the 

facilities, equipment and services of Surfers Paradise Divers.

私は、Surfers Paradise Diversの何らかの施設、設備機器、およびサービスの使用あるいは

使用の意図または試みから、何らかの形で他者による、または他者のための、請求、訴訟、
および訴因、ならびに判決、訴訟費用、および料金が発生した場合、それらのすべてに関
してSurfers Paradise Divers（その取締役、従業員、代理人、契約社員、提携者、および被任

命者を含む）の責任を一切免除します。

I wish to engage in the Surfers Paradise Divers activity as named above. In consideration of 

Surfers Paradise Divers providing the abovementioned sport activity and tour, I agree to pay 

such charges as may from time to time be　fixed by Surfers Paradise Divers for such persons 
participating in the abovementioned sport activity and tour.

私は、上記のSurfers Paradise Divers主催アクティビティーへの参加を希望します。私は、
Surfers Paradise Diversが上記のスポーツアクティビティーおよびツアーを提供することの対
価として、Surfers Paradise Diversが上記のスポーツアクティビティーおよびツアー参加者に

対してその都度設定する料金を支払うことに同意します。

Participants must be 8 years of age or older and sign this Agreement personally or by an 

Agent, Parent or Guardian if under 18 years.

参加者は年齢8歳またはそれ以上であり、本同意書に本人が署名し、または18歳未満の場

合は代理人、親、または保護者が署名します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By signing this document, I honestly declare that:

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本同意書に署名することにより、私は以下を誠実に宣誓します

1. I am aware that undertaking physical activities may cause distress or injury. 

私は、身体運動を伴うアクティビティーが疲労や傷害を発生させる可能性があることを理解しています。

2. I have considered my health and ability to participate in the proposed activities. I am confident that my health 　
　 and safety and that of other participants will not be put at risk by me taking part. 

私は、かかるアクティビティーに参加するに当たり自分の健康状態と能力を検討しました。その結果、私が参加
することで私の健康と安全、そして他の参加者の健康と安全が危険にさらされることはないと信じます。

3. I acknowledge that in undertaking any of the above activities or using any of the services, equipment and 　
　 facilities of Surfers Paradise Divers both my property and my person are solely at my own risk. 

上記のアクティビティーへの参加ならびにSurfers Paradise Diversのサービス、設備機器、および施設の使用に

際し、私自身および所持品に対する危険負担については私自身が一切の責任を負います。

4. I acknowledge that Surfers Paradise Divers does not warrant either expressly or impliedly, my safety or the 　
　 safety of others in the use of the services, equipment and facilities of Surfers Paradise Divers. 

私は、Surfers Paradise Diversのサービス、設備機器、および施設の使用に際し、Surfers Paradise Diversが私お

よび他者の安全を明示的にも暗示的にも保証しないことを認めます。

5. I agree to pay for any loss, damage or injuries caused by or resulting from any use of or intended or attempted 

　 use by me of any of the facilities and services of Surfers Paradise Divers. 

私は、私によるSurfers Paradise Diversの施設およびサービスの使用もしくは使用の意図または試みから何等

かの損失、損害、または傷害が発生した場合は、それらを補償することに同意します。

6. I agree to abide by all rules and regulations established by Surfers Paradise Divers and any directions of any 

　 employee of Surfers Paradise Divers regarding the use of facilities, equipment and services of Surfers Paradise 

　 Divers. 

私は、Surfers Paradise Diversの施設、設備機器、およびサービスの使用に関してSurfers Paradise Diversが設

定したすべての規則および規定ならびにいかなる従業員のいかなる指示にもしたがうことに同意します。

7. I agree to use the personal protective equipment provided for each activity as applicable. 

私は、各アクティビティーの必要に応じて用意される保護具を使用することに同意します。

8. I hereby warrant that I am not under the influence of alcohol or taking any drug whatsoever. 

私は、酒類の影響下になく、また、いかなる薬物も服用していないことを保証します。

9. I am over the age of 18 years. If under the age of 18 years, my Parent or Guardian will sign this Agreement on 

　 my behalf. 

私は年齢18才以上です。18歳以下の場合は、私に代わり親または保護者が本同意書に署名します。

　　　　　　　　　　　 　____ /____ /_____　　 　　　____ /____ /_____

Print name Signature 　ご本人氏名及び署名 　　　　　　　　Date of Birth Date　　　　　　　　Date　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日 　　　　　　　　　　参加日

　　　　　　　 　　　　　____ /______ /____ 　　　　____ /____ / _____

Parent or Guardians Name Signature 　　　　　　　　　　　　　　Date of Birth Date　　　　　　　　Date　

　　親または保護者氏名署名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　　　　　　　　 参加日


