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病歴表・権利放棄書・危険引受・免責同意書 
 

対象者: Raging Thunder Pty Ltd ACN 010 509 949 およびそのすべての系列会社または関連会社、ならびに各社の取締役、役員、代理人、

従業員（有給、無給を問わず）、請合い人 (以下「Raging Thunder」) 
 

 

同意者: 顧客(以下に詳細を記入された方（々）、ならびにそれぞれの遺産管理人、遺言執行人、管財人、相続人、譲受人) 
 (以下「顧客、あなた、私」) 

 
氏名(ローマ字):  年齢:  

（該当する場合は、18 歳未満の同伴する子供(以下｢子供｣)の氏名） 
 

ご自宅の住所:  国/県:  

 

クイーンズランド州ケアンズでの滞在先:  

 

緊急時連絡先 (氏名、電話)  

健康に関する情報: 
以下のいずれかを現在患っていたり、これまで患ったことはありますか? (該当欄に印をつけて下さい) はい いいえ 備考欄 
1. 呼吸器系の障害 (喘息/気管支炎/胸痛)    
2. 脳、脊髄、神経の障害    
3. 胸部外科手術    
4. 糖尿病    
5. てんかん / 失神 / 発作 / 一時的意識喪失    
6. 心疾患（すべての種類を含みます）    
7. アレルギー    
現在以下のいずれかを患っていますか?    
1. 慢性耳漏、耳感染    
2. 高血圧    
3. その他の疾患、手術、けが    
4. 薬剤や薬物をとっていますか？    
5. 妊娠中ですか?    

上記の病歴のいずれかに「はい」と答えた方: 
1. 医師から予定の活動もしくは類似の活動には参加しないように指示を受けたことはありますか? はい / いいえ (どちらかを丸で囲む) 
2. お持ちの病状は、予定の活動にあなたが参加することを危険にさらしますか? はい / いいえ (どちらかを丸で囲む) 

 

全員にお聞きします。 

あなたの水泳能力はどの程度ですか? 全く泳げない あまり泳げない 普通 どちらかと
いうと得意 

得意 (ひとつを丸で囲む) 

水泳中または水泳後に何か問題が起きたことはありますか? はい / いいえ (どちらかを丸で囲む) 
「はい」の場合、どのような問題が起きたかご記入ください。  

上記に氏名の記入された顧客であるあなたは、Raging Thunder との本証書の条件に拘束されることをここに同意し、Raging 

Thunder は、以下の条件に従って、あなたに器具の使用と、急流ラフティング、カヤック、ブッシュウォーキングまたは付随する

活動、もしくはかかる活動への指示への参加を許可することに同意します。かかる活動には水域内外または船やその他の乗り物

での活動、本証書で「レクリエーション活動」と集合的および個別に称される活動を含みます。 

1. あなたが本文書で提供する情報は、真実で正確であり、あなたは Raging Thunder がこの情報に基づいてレクリエーション活

動へのあなたの参加を認めることを了解します。 

2. 本文書は Raging Thunder によるサービスの供給に関する契約を構成し、あなたは、もし本証書の署名前に何らかの契約が成

立した場合には、本証書は、本証書の条件に従って当該契約の条件を変更する変更証書を構成することに同意します。 

3. あなたは Raging Thunder があなたと子供の写真や動画を撮影すること、およびこれら写真や動画をいかなる形態もしくはい

かなる媒体にても使用、公表、再生することに同意します。 

リスクの警告と権利放棄 

4. あなたは娯楽、レジャー、息抜きの目的でレクリエーション活動に参加します。あなたは、レクリエーション活動は本質的に危険

であり、リスクが伴うことを認識します。レクリエーション活動への参加に関連してリスクが発生する可能性があり、その結果と

して、身体傷害、死亡、体調不全、既往症の悪化、疾患、物的損害、経済的損失を招くこともあります 。 

具体的には以下のようなリスクがあります: 
 

4.1 ラフトやカヤックで移動したり、乗降したりする際の船の急な動きや揺れ、落下着水。 
4.2 身体傷害、外傷、死亡のリスクを高めるような普段よりも激しい運動。 
4.3 ラフトやカヤックが転覆する際などにラフトやカヤックから落ちたり離れたりすること。 
4.4 足を取られたり、隠れ木に絡まったりすることや、他の乗客、機材、岩などの物体との衝突で、いずれの場合も怪我や死亡 

（溺死を含む）の原因となりうる。 

4.5 デコボコした地形、滑りやすい岩場、茂みの小道 、嵐、風、潮流、急流、暑さ、水濡れ、動植物（蛇や微生物への曝露を含む）

への曝露といった予測不可能かつ潜在的に有害もしくは致死的な自然事象への曝露。 

4.6 医療施設から時間的、距離的に離れていたり、医療施設へのアクセスの不便な場所で行われるレクリエーション活動への参加。 

4.7 レクリエーション活動またはそれに付随する活動に伴う上記以外のリスク。 

5. あなたはレクリエーション活動に関連するリスクについての説明を受けており、かかるリスクが現実化する際には、身体傷害、死

亡、体調不全、既往症の悪化を招きうることを十分に認めた上で任意でレクリエーション活動に参加することを選択します。あな

たはかかるリスクに同意し、かかるリスクを自発的に自らの責任で負います。 
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6. もしあなたが傷害を負うか、または体調不全に陥った場合には、あなたは退避の措置ならびに応急処置および医療手当の提供に応じ

ることに同意し、かかる退避やサービス提供の費用を支払うことに同意します。 
 

保証の排除 
 

7. レクリエーションサービスの供給者は、あなたに 、Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (競争・消費者法 2010 (連邦)、以下「オー

ストラリア消費者法」)の別表 2、第 3-2 編、第 1 章、第 B 節、第 60 および 61 款に記載された法定保証はあなた（またはあなたが代

わりとなってサービスを購入する人物）に適用されないことに同意することを求めることができます。 
 

8. 本用紙に署名することにより、あなたは、Raging Thunder によるレクリエーションサービスが以下のいずれかをあなたが被る原因もし

くは一因となる場合には、法定保証は Raging Thunder によるレクリエーションサービスの供給にたいして明示的に排除されることに

同意します。この法定保証とは、オーストラリア消費者法の第 60 および 61 款に記載された当該サービスは十分な注意と技能をもっ

てあなたに提供されるとともに、特定の目的に適合するものであり、期待される成果を達成することを定める規定です。（用語「レ

クリエーションサービス」は Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (競争・消費者法 2010 (連邦)にて定義される通り)。 

a) 死亡 

b) 身体的または精神的傷害（個人のかかる傷害の悪化、進行、再発を含む） 
c) 個人の疾患の感染、悪化、進行 
d) 以下のいずれかに該当する個人に関するその他の病状、状況、出来事、活動、行動形態、一連の行動または事態の発生、悪化、

進行もしくは再発 

i. 個人または社会にとり有害または不利益となるか、もしくはその可能性があるもの 
ii. 結果として個人または社会に有害または不利益を生じうるもの 

ただしあなたが Raging Thunder の無謀な行動を原因とする重度の身体傷害を被る場合はこの限りではありません。なお用語 

「無謀な行動」は Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (競争・消費者法 2010 (連邦)の第 139A(5) 款にて定義される通りです。 

 

権利放棄と免責 
 

9. Raging Thunder がレクリエーション活動を提供することに対して、あなたは法律の許す範囲において 

a) Raging Thunder を過失、契約違反、その他のいかなる行為または不作為に対するすべての責任から無条件で免除および免責し、

さらに 

b) 以下の両方に該当する、あらゆる人物からなされたあらゆる要求に関して Raging Thunder を現在および将来にわたり免責します。 

i. あなたによるレクリエーション活動の実施の結果またはそれに関連して生じる要求 

ii. あなたが Raging Thunder の規則および/または指示に従わないことから、もしくはそれに関連して生じる傷害、損失、

損害に関しての Raging Thunder に対する要求 
 

親/保護者の保証 
 

10. 本文書に子供が含まれる場合には、本文書に署名する親/保護者は、あなたがその子供の親または保護者であり、その子供はあなたの

同意を得ており、レクリエーション活動に参加する能力があることを保証します。あなたは上記の宣言、保証、権利放棄文を読んで

理解し、あなたの子供の代理として、これら条件のすべてに拘束されることに同意することを確認し、そうした後に本書を自発的に

提出します。 

 
了解の明示 
 

11. 顧客である私は: 
 

a) 本文書に記載された内容を読んで理解したこと、および私は法定年齢に達しており、この権利放棄と免責を行う法的能力がある

ことを明言します。 

b) 自分の安全および自分の管理下にある子供の安全に関して注意を払うとともに、私は Raging Thunder の安全に関する指示に従い、

私の子供も従わせます。 

c) 本文書は Raging Thunder による私に対するレクリエーションサービスの供給に関する契約の一部を構成することに同意します。 

d) 私が本文書に署名することで、オーストラリア消費者法の第 60 および 61 款に記載された法定保証は排除されることを理解し、

同意します。 

e) もし私が傷害を負うか、または体調不全に陥った場合には、退避の措置ならびに応急処置および医療手当の提供に応じることに

同意し、かかる退避やサービスの提供の費用を支払うことに同意します。 

f) Raging Thunder が私と子供の写真や動画を撮影すること、およびこれら写真や動画をいかなる形態またはいかなる媒体で

も使用、公表、再生することに同意します。 

g) 本文書は単なる警告や情報提供ではなく、実質的に法的効力を有する契約書であることを理解します。私は Raging Thunder また

はその代理人や従業人の表明や勧誘なく、自らの自由意志で本文書に署名しました。  

 

証書として 日付: ……………………………………………………………………..……………….. 

顧客が証人の面前にて 
署名捺印および提出 

 

顧客の署名: …………………………………………………………….……………… 

 親/保護者の署名: ……………………………………………………………………  

(子供が参加の場合) 

証人の署名:……………………………………………… ……………… Raging Thunder Pty Ltd が 
署名捺印および提出 ……………………………………………………………… 

証人の氏名: ……………………………………………………………. 
(活字体) (証人になれるのは 18 歳以上の方です) 

 


