
 
 
 
 
 
 
 

SNORKEL & SWIM  
MEDICAL & INDEMNITY DECLARATION 

 
 

 

SAND CAY  
CHARTER 

 
May 2012 

 
グレートバリアリーフヘリコプターズへようこそ！ 

今日はみなさんを世界遺産グレートアリアリーフへご案内いたします。グレートバリアリーフは、世界一

大きな海洋公園として環境保護されています。楽しい時間をお過ごしいたくために、オーストラリアの健

康と安全の規定に従い、以下の項目全てにお答えください。 
 
 

氏名(ローマ字) 

  

生年月日 

   
      /         / 

 

男性  

 

女性  

ケアンズでのお泊

り先(ローマ字) 

 

緊急連絡先    

 

以下の項目に YES か NO でお答えください 

YES NO  YES NO  

  ぜんそくを伴っている(Asthma or Wheezing)   過去に耳の手術を行ったことがある
(Ear Surgery) 

  脳、せきずいまたは神経に障害がある(Brain, Spinal 
Cord or Nervous Disorder) 

  過去にてんかんを患ったことがある
(Epilepsy) 

  慢性気管支炎または持続的な胸の痛みを伴ってい

る(Chronic bronchitis or persistent chest pain) 

  失神、発作またはブラックアウトに

陥ったことがある(Fainting, seizures or 
blackouts) 

  慢性副鼻腔炎を患っている(Chronic sinus condition)   心臓病を患っている(Heart disease) 

  気胸にかかったことがある Collapsed lung 
(pheumothorax) 

  飛行機に乗る時、耳に異常を感じる
(Ear problems when flying) 

  糖尿病を患っている(Diabetes mellitus (sugar 
diabetes) 

  結核を患っている(Tuberculosis)  

  呼吸困難に陥るときがある(Breathlessness)   肺の病気に長い間かかっている
(Other long term lung disease 

  中耳炎にかかっている(Chronic ear discharge or 
infection) 

  鼓膜に穴があいている Perforated Ear 
Drum) 

  ３０日以内に手術をしている(Other Illness or 
operation within the last 30 days) 

  高血圧または低血圧である(High/low 
blood pressure) 

I ALSO DECLARE 

  現在病院で処方された薬を飲んでいる 
I am currently taking any medicine or Drugs (excluding contraceptive)  

  ８時間以内にアルコールを摂取した 
I have ingested any alcohol within the last 8 hours prior to snorkeling or swimming 

  妊娠中である 
I am pregnant 

  過去にダイビングまたはシュノーケリングにおいて問題が起こったことがある 
I have had a diving or snorkeling accident 

 
私は以上の質問に対して正直に答え、また不適切なシュノーケリングや水泳が命を及ぼす危険性があることを十分

に理解しています。 

 I understand that the concealment of any condition is incompatible with safe snorkeling or swimming and might 
put my life or health at risk 
 
ADDITIONAL CONSIDERATIONS 
あなたの泳力は？How would you rate your swimming ability  自信がある  普通  自信がない  

あなたのシュノーケリングレベルは？    自信がある  普通  自信がない  

How would you rate your snorkeling ability      （Excellent   Average     Poor ） 
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もしも上記で“自信がない”にチェックをされた方は、監視員（パイロット）から見える範囲での水泳を強くお勧めし

ます。ライフジャケットも利用できます。泳ぎに行かれる際は必ず二人以上が一緒になってサンディケイより２０メー

トル以内での水泳をお楽しみください。また以下の事に十分注意された上で、たのしいひとときをお過ごしください。
If you have ticked poor for your swimming/snorkeling ability or if you are constrained by a physical medical condition we strongly 
recommend supervision. Flotation (life) vests should be utilized. For your safety we recommend swimming in pairs and within 20 
meters of the sand cay. Please be aware of the following dangers: 

 クラゲ（クラゲよけスーツ着用をおすすめします）Jelly fish - stings Stinger suits are available and we strongly 
recommend using these suits in the stinger season (November to May) 

 珊瑚での怪我（珊瑚で足や手を切らないように十分注意してください）coral injuries 

 極度の疲労（自分が思っているよりも体が疲れていることがあります。無理はしないようにしましょう）
exhaustion 

 日焼け（オーストラリアの紫外線は日本の五倍と言われています。日焼け止めをこまめに塗ってください）
Sunburn  

 おぼれないように注意してください Drowning.   

泳いでいる最中にもしも助けが必要な場合は両手を頭の上でふり、パイロットに助けを求めてください。 
IF YOU REQUIRE ASSISTANCE DURING SWIMMING/SNORKELING WAVE ONE EXTENDED ARM ABOVE YOUR HEAD TO THE PILOT 
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LIABILITY RELEASE AND ASSUMPTION OF RISK 
 

私, _______________________________________(参加者氏名：ローマ字) は水泳とシュノーケリングの方法に

ついて十分説明を受け、完全に理解したことをここに確認します。水泳、シュノーケリングによる活動が、

重い傷害や死亡に至る、本質的に危険を伴うことであるということをここに確認します。 
 

私は、シュノーケリング活動には一定の危険が伴い、医療施設での迅速な救急治療を必要とする傷害が生ずる可能性が

ある事も理解しています。さらに、離島でのシュノーケリング活動は、傷害の内容によっては、必要とされる治療が可

能な医療施設から時間的にも距離的にも遠く離れている場合がある事も理解しています。私はまた、そのような医療施

設が充分に完備されていない離島でのシュノーケリング活動であっても、このシュノーケリング活動に参加することを

選択します。 

 

私は、このシュノーケリング活動に参加した結果として、または下記免責当事者を含む当事者の過失の結果として生じ

る、消極的なものであれ積極的なものであれ、私と私の家族、財産、相続人または譲受人に対する傷害、死亡またはそ

の他の損害については、私が参加するシュノーケリング活動を主催するグレートバリアリーフヘリコプターズも、その

従業員、代表者、役員、代理人、契約者もしくは譲受人、およびそれらの親族（これらを以下「免責当事者」という）

も、いかなる形においても責任を負うことはない事を了解し、それに同意します。 

 

また、このシュノーケリング活動への参加が許可された事を考慮して、このシュノーケリング活動に参加している間に

私に生ずる可能性のあるいかなる傷害その他の損害、予測可能な損害であるか否かに関わらず、その責任の全てを私が

個人的に負うことに同意します。よって私は、このシュノーケリング活動に参加した結果として発生した損害について

の補償を望む場合には、あらかじめ自らの責任で保険に加入しなければならない事を理解しています。 

 

私は、シュノーケリング活動が肉体的に激しい活動であり、充分な泳力を必要とするものだと理解しています。また、

シュノーケリング活動に参加するに際しては充分な体調管理を自己責任において行う必要がある事を理解しています。

また、心臓発作、パニック状態、水死その他による傷害を受けた場合には、私が上記明文によりその傷害の危険を引き

受け、免責当事者にその責任を負わせない事をここに了承します。 

 

私はさらに、成年に達しており、この免責同意書に署名する資格があるか、未成年の場合は私の親権者、保護者による

同意を得て署名するものであります。 

 

また私は、ここに記載されている条件が契約であって単に注意書きにとどまるものではないことを理解しており、本書

によって私の法的な権利を放棄することを承知のうえで私の自由意志でこの書式に署名するものです。さらに私は、本

同意書のいずれかの規定が強制力をもたないか無効であるとわかった場合には、その規定を本同意書から分離すること

に同意します。この場合、その残りの規定には強制できない規定がなかったものとして解釈するものとします。 

 

私、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （参加者氏名：ローマ字）は、本書により私が参加するシュノーケリング活動

を主催するグレートバリアリーフヘリコプターズおよび上記すべての関係者について、消極的なものであれ積極的なも

のであれ免責当事者の過失などを含めいかなる事由によるものであれ、人身傷害、財産損害または不法行為による死亡

の一切の責任を免除することに同意します。 

私は、この免責同意書について私自身および私の相続人のために、署名をする前にそれを読んでその内容を十分承知し

ています。 

 

参加者署名____________________________________________________記入日:_____日/______月/______西暦 

 未成年の場合は、親権者の署名 

ご記入していただいた個人情報は社内にて厳重に菅理し、ご本人の同意、もしくはオーストラリアの法律

に基づいた警察等の行政機関や司法機関からの要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。 


