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Instrument 

 
I, undersigned, declare my self not experience back pain, not pregnant, not under influence 
of alcohol, and confirm that I understood well how to control Jetski and Sandbuggy, 
Bananaboat, Wakeboard by explanation of instructor and to follow his instruction. 
By this instrument, I exempt Sunny Side up Guam, Inc and its employee from any and all 
liability whatsoever of personal injury, property damaged caused by negligence during use of 
Jetski and Sandbuggy, Bananaboat, wakeboard.  
I agree that I will be liable for any damaged for said Jetski and Sandbuggy by compensating 
amount specified by regulation of Sunny Side Up Guam, Inc, incase of minor $20 and of 
serious case of $2000. 
 
 

同意書 
 
私はジェットスキー、サンドバギー、バナナボート、体験ウェイクボード参加するにあたり、 
以下の項目に同意確認し署名いたします。 
 
＊ ジェットスキー 私は１６歳以上で同乗者は５歳以上である。 
＊ サンドバギー 私は１０歳以上で同乗者は３歳以上である。 
＊ バナナボート 私は６歳以上である 
＊ 体験ウェイクボード 私は５歳以上である。 
＊ 妊娠中でない。腰痛経験がない。酒気を帯びていない。 
＊ 係員またはガイドの指示＆ルールに従い、それらの操作方法を事前に十分に確認する。 
＊ 過失による人的事故、物損などはすべて私に責任があることを認め、物損事故にかかわる賠

償は当社の定めにより、２０ドルから最高２０００ドルまでの請求に応じます。 
＊ 当社はツアーの最中に起こる個人の携行品（カメラ、財布、メガネ、履物、帽子、衣料など）

の紛失、破損、盗難などに関して一切責任を負いません。 
＊ 無謀な運転、スピードの出しすぎ、転倒を繰り返した場合など係員もしくはガイドが危険と

判断した場合はその場でツアーは終了となります。 







パラセーリングにご参加のお客様へ 
Parasailing Instruction 

 
 

楽しいフライトを体験して頂くため、次の注意事項をご確認のうえ、下記にご署名ください。 
Welcome aboard the parasail.  
Some information you should know before this participating. 
 
1, ボートに乗船中は、必ず船長、係員の指示に従ってください。 
All flier must comply with all verbal and written instructions given by captain and crew. 
 
2, フライト中は、指示された部分を握り、パラセールのかじ（操縦）を行わないでください 
 The crew will show you where to hold on during the fly. Do not steer the parachute. 

 
3, 波やしぶきによるカメラ、メガネ、装飾品の損傷や紛失について当社では責任を一切負いません。 

  海面の状況や機材の状況により緊急着陸などで海につかる事もありますのでご了承ください。 
Camera and glasses are allowed to bring on the boat at owner’s own risk. 
 

4, 傷害保険に加入していますが、次のような症状、怪我に対しては適用されませんのでご了承くだ
さい。 
With regard to liability insurance, the following case due to customer ‘s physical condition are not applicable. 
*お客様の体質に起因する貧血、てんかんによる怪我 (Have an eqileptic/anemia) 
*お客様の体調に起因する腰痛、およびその症状 (Have a back problems/ pain) 
*船酔い、日射病 (Seasick, Sunburnt) 
 
5, また、高所恐怖を心配されるお客様は事前に係員にお知らせください。（飛行高度を低くいた
します。） 
 If you are scare of on heights, Please inform the crew in advance. 
 

また海面および風の状況により５０ｋｇ以下のお客様およびお子様の参加をお断りする場合があり

ますのでご了承ください。 

 

私は、上記の注意事項を読み、係員による説明を受け、パラセーリングの注意点、危険性を確認し

安全のための規則を学び、これらの重要性についてよく理解しました。 
I, the undersigned, have read the above instructions and will not hold not only parasail operator but resort 
responsible for any injuries suffered while participating in this activity 
 
Operator  :   Cocos Parasail LLC 

     404 West Soledad Ave Suite A12-209 Hagatna 96910 Guam 
 
 
 
 


