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お客様の安全が第一です。安全の説明でわからなかったことがないか、全て理解できたかをここでもう一度ご確認お願いし

ます。（As your safety is our prime concern, we ask that you please read and confirm your understanding of the 

following safety procedures.） 

 ヘリコプター付近、及び機内は禁煙です。（No smoking in or around the helicopter.） 

 シートベルトは常時着用してください。（Seat belts must be worn at all times.） 

 緊急時のライフジャケットの使い方は理解できましたか？ 

  （Do you fully understand how to fit and inflate your personal lifejacket if instructed by your pilot?） 

 ヘリコプター後部には絶対に近づかないでください。 

（NEVER walk towards the rear of the helicopter.） 

 ヘリコプター内への危険物の持込は禁じられています。 

（Do you confirm that you are not carrying any dangerous goods on board the helicopter?） 

 ヘリコプタースタッフより安全の説明を受けましたか？ 

（Have you received a full and verbal safety briefing from the Helicopter crew member?） 
 
I/We also understand and accept that special conditions apply to undertaking this charter as follows: 
 
 サンディケイは自然で出来た砂の島であり、潮位や海流によってコンディションが異なります。パイロットが泳ぐのに

安全な場所を示しますので必ず指示に従ってください。（The sand cay is a remote destination surrounded by water, tides 

currents and weather conditions may impact your time on the sand cay. The pilot will show you the safest areas to swim.） 

 ライフジャケット、くらげよけスーツ、シュノーケリング用具は自由にお使い下さい。（Life jackets, fins, snorkels and 

stinger suits are available for use.） 

 到着時にパイロットは救急箱の位置をお示しします。また万が一何かあった際にもパイロットは救急処置のトレーニン

グを受けていますので、適切にお助けします。（Upon arrival at the sand can the pilot will show you the location of the first 

aid kit. The pilot is fully trained in first aid and with your consent can assist if required.） 

 緊急非常事態の場合はより迅速に、かつ安全にケアンズまで戻るために参加者の方の手助けをお願いする場合がありま

す。必要な場合には衛星携帯電話の場所、そして使い方をお見せします。（In the unlikely event of injury to the pilot we 
ask that you assist where necessary to ensure a speedy and safe return to base. The pilot will show you the location of the 
company satellite phone which includes instructions for use if required.） 

 みなさまの到着地は世界遺産の海洋公園内にあります。海洋動植物、及び存在する全てのものにダメージを与えたり、

持ち帰ったりすることは固く禁じられています。（You are visiting a world heritage marine park and will do your best not 

to harm damage or remove anything from it in any way.） 

 グレートバリアリーフ海洋公園の規則として、すでにサンディケイ上に他航空機(ヘリコプター・小型飛行機等)や人が上

陸していた場合、もしくは船が係留されている場合には安全のため着陸することが固く禁じられています。（As part of 
the permit restrictions imposed by the Great Barrier Reef Marine Park Authority all commercial operators conducting tourist 
activities on the sand cay is that landing on the cay is not permitted if the cay is occupied by another aircraft or any other 
persons or vessels.） 

 もしもサンディケイが上記の理由により、もしくはパイロットの判断により着陸が不可能と判断された場合は代わりの

目的地、タートルビーチにてツアーが続行されることを承諾します。（In the event that GBR Helicopters is unable to land 
on the sand cay due to conditions of the permit I acknowledge that I accept the charter will continue and land at a alternative 
location ） 

 天候や全てのコンディションにおいて、すべてパイロットに決断権があることを承諾します。（That the pilot will have 

the final say on the itinerary with regard to weather and safety conditions.） 
 

安全についての規約に承諾いただき、下記に署名をお願いします。それでは、楽しいひとときをお過ごしくださいませ。 

 
参加者氏名（ローマ字）_______________________署名____________________日時:___日_/___月/____西暦 

 

参加者氏名（ローマ字）_______________________署名____________________日時:___日_/___月/____西暦 

 
参加者氏名（ローマ字）_______________________署名____________________日時:___日_/___月/____西暦 

 

参加者氏名（ローマ字）_______________________署名____________________日時:___日_/___月/____西暦 


