
リスク承認声明書と免責同意書  

(ご署名の前に注意してお読みください。) 

私自身、または私の家族、相続人が、スポーツ、レクレーション活動、ま

たはそのスポーツのために準備されたもの、レクレーション道具、サービ

スを使うことへの参加を許可されたことを考慮して私は、スポーツそして、

レクリーエーション活動、道具、またはサービスに特有のリスクが存在す

ることを認識し理解していることを誓います。 

私はこの活動に参加した結果、私、または私の家族、相続人に対して傷害、

死亡、その他の障害が生じた場合、いかなる障害、または損害についても、

予測可能であるか否かにかかわらず、会場となった施設、The Shangri-La’

s Mactan Resort and Spa(シャングリラ マクタン アイランド リゾート)､

及び Scotty’s Action Sports Network Inc.,(スコッティーズ アクション 

スポーツ ネットワーク社)及び関連機関並びに従業員、役員、代理人そして

担当者(以下総称して｢被免責者｣と呼びます) の積極的あるいは消極的過

失として、上記被免責者への責任の一切を問わない事を承諾します。 

私は、スポーツ、レクレーション活動または、そのスポーツのために準備

されたもの、レクレーション器材、サービスを使うことは、１）潮流、海

流、波、風、水の流れの変化そして、船の通った跡波；２）風向きの変化、

天候不良、雷、突如の激しい風、天候、気温；３)他の参加者、水上の乗り

物、人工または自然物質との衝突； 

４）自身のバランス感覚、身体的な調整、器材を使う能力、水泳そしてま

た、指示を聞くこと；５）衝突、転覆、沈没または、その他の危険、濡れ

が原因で起こったこと、傷害または自然への露出、低体温症、溺れ；６）

虫または水中生物によった傷害またはそれらが原因で起こった傷害；７）

器材の故障、停止または運転エラー；８）熱または太陽が原因の傷害また

は病気、これらは日焼け、日射病、また脱水症状を含む；９）疲労、寒気、

めまいなどで減る自由時間また、事故への可能性が増すこと。これに限る

ものではありませんが、このような特有のリスクに巻き込まれる可能性が

あることを理解しています。   

私は、現在あるいは過去の健康状態を明らかにし、私が心身ともにこのスポーツ、レ

クレーション活動または、そのスポーツのために準備されたもの、レクレーション器

材、サービスを使うことに適した状態であること、及びこのスポーツ活動にとって好

ましくないアルコールや薬物の影響下にないことを、ここに宣言します。医薬品を服

用している場合は、医師と相談した上で医薬品の影響下でスポーツ活動をすることに

ついて承認をもらっていることを、ここに宣言します。 

私はこの免責同意書に署名する法的責任能力がある成人である、或いは親

権者または保護者の文書による同意を得ていることを言明します。 

私は、活動前に器材一式を点検し、いずれかの器材が適切に機能しない場

合は、それを被免責者に通知します。私がスポーツ、レクレーション活動

または、そのスポーツのために準備されたもの、レクレーション道具、サ

ービスを使う前に器材の点検を行なわなかった場合でも、その責任を被免

責者に問うことはありません。 

私は、スポーツ、レクレーション活動または、そのスポーツのために準備

されたもの、レクレーション道具、サービスを使うことが、肉体的に激し

い活動であり、および活動中には相当な体力を使うことを理解しています。

また個人によっては、心臓発作、パニック状態、呼吸亢進(ハイパーベンチ

レーション)などの結果として私が傷害を受けた場合には、かかる傷害のリ

スクを自分で負い、被免責者の責任を問わないことに同意します。 

私がこのスポーツ、レクレーション活動または、そのスポーツのために準

備されたもの、レクレーション道具、サービスを使うこと、参加すること

は、自分の意思による行為であります。私は、私自身または私の家族がス

ポーツ、レクレーション活動または、そのスポーツのために準備されたも

の、レクレーション道具、サービスの使用中、または参加中に起きたすべ

ての事故結果からの傷害、事故、病気、まひ、死亡、財産の損失、それら

にかかった経費の責任のすべてを負います。 

私は、私がこのスポーツ、レクレーション活動または、そのスポーツのた

めに準備されたもの、レクレーション道具、サービスに参加したことに由

来して、私または私の家族、相続人がおこなう(特に私が死亡した後)請求

または訴訟を被免責者に対してしないことを言明します。これには活動中

と活動後のクレームが含まれます。 

私は、活動の参加中または使用中に、水上の乗り物、またはあらゆる物質

との衝突により、借りた道具のすべての損傷(合理的に破れたときを除く)

を自分が犯した結果として、損害賠償責任があることに同意します。 

私は、私自身が被免責者を告訴する権利を放棄することに理解し同意する

ばかりか、私は、本書に署名することにより、被免責者を原因の如何にか

かわらず(被免責者の能動的または受動的な過失を含むが、ただしそれだけ

に限られない)、あらゆる傷害、財産の損害、不当な死亡に関する責任から

免除します。 

本書に記載された条項目は契約であり単なる注意書でないことを理解し、

私自身の意思で署名します。私は、私自身とその相続人を代表して本書に

署名する前に本書を読むことにより、リスク承認声明書と免責同意書の内

容を十分に理解しています。

 

出発前の説明、注意事項とレンタル器材の同意書  

出発前の確認 

 出発の前に請求書と免責同意書に必ず署名して下さい(18歳未満の子供に

は、親か保護者の署名がなければなりません) 

 参加日の天気、波、潮の流についてご確認下さい。天候が急に変わる可能性が

あります。 

 ボートやビーチに適した履物でご参加下さい。 

 ツアーに必要のない貴重品はロッカーなどに預けられましたか？ 

 日焼け対策はしていますか？ 

ボートについての安全手順 

 ボート乗組員の指示を待ってから、乗船、下船して下さい。 

 乗船、下船の際は、安全のため常に提供されたポール(竹ざお)をお持ち下さい。 

 ボートが動いている間は、みだりに立ち上がったりせず、座ってお待ち下さい。 

 常にバランスを保ち、足元にお気をつけ下さい。 

 床が濡れている場合は、滑りやすくなっておりますので、十分にお気をつ

け下さい。 

 バランスを保つため、片手を空けておいて下さい。 

 もし、誰かがボートから落ちた場合、「マン オーバー ボード」と叫んで下さい。 

水泳とシュノーケリングについて 

 潮の流れを知るためには、停泊しているボートを見て下さい。ボートが向

いている方向から流れていているはずです。 

 潮の流れが緩やかな場合は、潮の流れに逆らって泳いで下さい。ボートか

らあまり離れないようにするためです。 

 潮の流れが強い場合は、お客様を迎えに行くためボートが動く場合があり

ますので、常にボートの位置を確認するようにして下さい。 

 万一、潮に流された場合は、ボートが必ず迎えに行きますので、あせらず

落ち着いてお待ち下さい。 

物売り 

 物売りは、当社スコッティーズアクションスポーツネットワークまたは

シャングリラホテルとは一切関係がございません。 

 小さな船に乗って、貝殻、シーフード料理、お土産等を売りにやってきます。 

 売り物は他の所に比べて大変高いです。売り手はしつこく船にも乗ってくることも

あります。 

 売り手に笑いかけたり、声をかけないようにお勧めします。ですが、もちろんお気

に入りのものがあった場合は、お客様と売り手のみでの値段交渉後、ご自身の責任

でお買い求め下さい。 

 食べ物は安全の保障がありません。 

クラゲについて 

 時期によって、クラゲが出現する可能性があります。 

 クラゲから体を守るために、ウエットスーツの貸し出、また、ラッシュ

ガードの販売をしております。 

 万一、クラゲに刺された場合は、応急処置としてお酢を用意しておりま

すので、スタッフにお知らせ下さい。 

貸し出しと販売 

 防水デジタルカメラの貸出をしております。 

 肌を守るため、日焼け止めクリーム、Tシャツ、帽子、ラッシュガードを販売して

おります。 

 ダイビングの器材やスノーケリングセット等の貸出、販売をしております。 

貸出器材の損失及び損害 

私/私達は、貸出器材に損傷、損害がないことを確認しました。私/私達は貸

出中、用具や器材に損失、もしくは損傷があった場合、Scotty`s Action 

Sports Network Inc(以下 SASNIに省略)が定めた下記の料金を支払うことを了

承および同意いたします。 

スノーケル   マスク     フィン     防水カメラ   タオル 

Php1,000     Php1,500   Php1,500   Php8,000     Php1,500 

アクティビティーの提供 

SASNIと MACはそれぞれ独立した会社であり、SASNIのツアー活動と MAC

は、一切関わりがないことを了承しています。私/私達は本契約、および他

のすべての負傷や損害に対して一切のクレーム、訴訟請求を、MACまたは

その株主、取締役、役員、従業員に対してしないことを了承しています。

これは、私/私達が故意あるいは過失により SASNIのツアー活動参加や貸出

用具の使用などにより生じた個人的な障害また外的障害も含みます。 

 

私物の損失及び損害 

SASNIまた、The Shangri-La’s Mactan Resort and Spa（以下 MAC に省

略）の従業員、役員、契約者及び譲受人など、これにかかわるものは、お

客様の私物がツアー中に損失、損害した場合、一切の責任がないことを了

承しております。私/私達は、貴重品を管理するのに、ロッカーの使用が可

能であることを勧められました。

 

私/私達は、上記のことに関して理解、了承していることをここに証明します。 

*** 参加者が 18 歳未満の場合は、親/保護者または親権者がその参加者のために署名すること、参加者の各署名が必要です。*** 

 

日付 (Date):  _______________________________        お名前 (ローマ字) (Name) : _______________________________ 

部屋番号 (Room#): _______________________________        生年月日 (Date of birth) : _______________________________ (MM/DD/YY) 

署名 (Signature):  _______________________________        スタッフ (Staff)  : _______________________________ 



ジェットスキーについて 
はじめに 

ジェットスキーや他の操船アクティビティは正しいやり方、順序で行われれば楽し

いウォータースポーツです。しかし、車やバイクのような他のモーター付き車両と

同じように、不適切な使用により重傷または、死をもたらす可能性があります。 

他の水上での乗り物同様、ジェットスキーにはブレーキがありません。他のもの

に衝突する前に十分な間隔と速度を落とし停止するまでの時間が必要の為、適切

な配慮が不可欠です。 

書類への記入 

1． このアクティビティに参加する前に、参加者全員が次の書類に署名する必要

があります。 

• 免責同意書    損害賠償の同意書    事前説明用紙の同意書 

• 破損と延長追加料金の規定 

• 参加者が 17歳以下の場合、本人と保護者、両者の署名 

必要なもの 

1. 参加者は全員必ずライフジャケットを着用しなければなりません。 

2. ジェットスキーに 2名様以上乗る場合、全員が必ずヘルメットを着用しなけ

ればなりません。 

• お１人様の場合でもヘルメットの着用を推奨しています。 

トレーニング 

1. ジェットスキーの操縦をしたことがありますか？ 

• もしそうなら、口頭で簡単なクイズを出題します。いくつかの簡単な質問

に答えて頂いた後、ジェットスキーを単独で、ご利用可能となります。 

2. 少ししか経験が無い、もしくは初めてですか？ 

• ジェットスキーを単独で乗る前に、インストラクターと一緒に 5-10分間安

全な操縦方法を練習します。この練習時間も予約時間内で計算されます。 

- 自分で操縦したくない場合は、追加料金なしでインストラクターがずっ

と乗っておくことができます。 

3. 操縦は 18歳から可能です。 

• 6-17歳のお子様は保護者同伴か、インストラクターと一緒に乗っていただきます。 

基本的なルール 

1. 飲酒運転禁止。乗る前の飲酒は禁止されています。 

2. ゴミ捨て禁止。ゴミを海に捨てない。 

3. ジェットスキーが海草やゴミを吸い込むとエンジンの故障原因となります。

それらを避けて運転し、その上を通らない。 

• 吸い込んだ場合： 

- ニュートラルまでスピードを落として下さい。 

- アクセルレバーを触らないで下さい。(スピード加速中に起こった場合、

アラームが鳴り、エンジン故障と繋がります。) 

- インストラクターにニュートラルのままで近づきながら、手を振るなど

で知らせて下さい。 

始動/停止の手順 

1. キー(鍵)を差込口に入れてください 

• キー(鍵)の紐は手首にしっかりと締めてください 

- ジェットスキーから落ちた場合、キー(鍵)も外れ自動的にエンジンが止

まります。 

2. 赤いボタンがエンジンシ始動/停止になります 

• 長押しでエンジン始動  長押しでエンジン停止 

旗のルール 

1. インストラクターが旗でサインを出すので、頻繁に見るよう注意して下さい。 

• 黄旗は、ご利用時間終了の 3 分前の注意です。ゆっくり戻り始めて下さい。 

• 赤旗は、注意または危険です。 

- 赤旗が上がったら 

 減速して停止  周りを注意して確認  障害物や妨害物の認識 

- 赤旗が上がった原因を認識し、問題解決した後で、安全に再起動して下さい。 

- 赤旗があがった原因が不明の場合、インストラクターに尋ねる為に、出

入口に戻って来て下さい。 

スピード－接近－安全のルール 

1. 徐行範囲(波を出さない範囲)は、出入口の 200メートル範囲内です 

• ジェットスキーはニュートラルモードで前進します。従って、スロットル

は徐行範囲内では、使用を避けて下さい。 

2. 適切な距離を保って下さい： 

• 浅瀬や岩への接近を防ぐために、岸から 100メートル以上、離れて運転し

て下さい。 

• 遊泳者、漁師、ボート、他のジェットスキーから 50メートル以上間隔を取

って下さい。 

• ブイ(浮標)の境界線より 50メートル以上間隔を取って下さい。 

• 水面のいかなるブイや浮標より 50メートル以上間隔を取ってください 

- スクーバダイバーの浮上マーカーは、急にダイバーが水面に浮上するこ

とがあります。水面に浮上したダイバーに当たった場合、ダイバーの死

亡事故につながる恐れが、あります。 

3. バナナボートや水上スキー等ボートやジェットスキーなど水上スポーツと遭

遇した場合、100メートル以上離れて、引っ張られているものと引っ張ってい

るボートの間に、絶対近寄らないで下さい。 

4. 背後から、他の船等が接近してきた場合、減速し、他の船等を通過させて下さい。 

絶対、他の船等と競争など行わないで下さい。 

‘交通権(右優先)’について 

1. 他船への接近 

• 一般的に、前方から他船が接近してきた場合、双方の船は右に向きを変え

なければなりません。 

- これは一般論で、この手順に沿うかは双方の船の運転者によります。 

状況によっては、他の回避的な行動を必要とするかもしれません。 

2. 方向転換する際の順序 

• 方向転換する前に、サイド・ミラーを確認して下さい。 

• 方向転換する前に、前方後方を確認して下さい。 

• 方向転換または、他船を交差する前に、周りに何もないこと又、200メー

トル以上間隔を取って下さい。 

3. 大きな船やボートから 500メートル以上の間隔を保って下さい。 

一般的な注意事項 

1. 定期的に周囲を確認して下さい。 

2. 誰かがジェットスキーの背後または近くにいるときは、スロットルを使用し

ないでください。 

3. 強引な操作を避けて下さい。 

4. 常に安全であることを認識しながら運転して下さい。 

5. 大きな波や他のボートからの波に注意して、遭遇した場合は、減速して下さい。 

6. ジェットスキーが転覆する状況にならないようにして下さい。 

• 転覆した場合、一例として、ワイヤーハーネスと ECUの交換（損害賠償契約

書の費用を参照）を含む、非常に高額なエンジンの修理が必要となります。 

退出の順序 

1. 出入口付近にいるインストラクターの指示に従って下さい。 

2. スロットルは徐行範囲内である出入口の 200メートル以内では、使用を避け

て下さい。 

3. 他のジェットスキーが徐行範囲内にいた場合、一方通行となり、出る側が優

先です。近くで待機して下さい。 

4. ジェットスキーからの降り方 

• エンジン停止    完全に停止    キー(鍵)を取り外す 

• ジェットスキーから降りるには、少なくとも深度 50cm以上の浅瀬で、浅す

ぎず、立ち上がるのに深すぎない水域で行って下さい。 

追加料金規定 

1. 予約された時間内にジェットスキーを返却する必要があります。 

• 時間は、ジェットスキーが最初に入退場エリアを出ると開始されます。 

• ジェットスキーがインストラクターに返却されて時間終了となります。 

• 終了予定時刻に 5分以上の遅れがある場合は、30分の追加料金となります。 

2. ジェットスキーは常にジェットスキーのインストラクターの視界内に留まる

必要があります。 

• お客様がジェットスキーのインストラクターの視野から外れた場合、お

客様には追加 30分の料金が請求されます。 

3. インストラクターの視界から外れている又は、返却予定時刻より遅れている

為に、ジェットスキーを探す為、救助隊を派遣しなければならない場合、救

助隊の配備のためにお客様に 60分の追加料金が、救助隊が出発した時点で

課せられます。また、発見するまで 30分以上の時間がかかった場合は、30

分毎の追加料金が発生します。 

4. 赤旗の警告 

• 3回の赤旗違反の警告を受け取った場合、ジェットスキーの時間は、払い

戻されずに終了します。 

破損したジェットスキーの方針 

1. ダメージアセスメント(損害評価)の書類をよくお読み下さい。 

• この文書の署名は、「ジェットスキー検査および損害賠償契約フォーム」を慎重

に読み、船舶の検査をしたことを意味し、ジェットスキーセッションを開始する

前にその船舶に生じた全ての損害を認識していることを意味します。 

- 既存の損害は、 赤いテープで記されております。 

2. 「ジェットスキー検査＆損害賠償契約書」に署名する前に、船舶を適切に検

査する時間を取ってください。 

3. ジェットスキーのセッションが完了した後、ジェットスキーのインストラク

ターとあなた自身が一緒に検査します。 ジェットスキーセッションの前に

「ジェットスキー検査＆損害賠償契約書」に記載されていなかった損害が

あれば、その書類に記載されている適切な料金がお客様に請求されます。 

4. これらの料金は最終的なものであり、解釈の議論又は、交渉の対象には、な

りません。 

紛失または、破損、損傷した私有物について 

1. 弊社スコッティーズは、アクティビティー中に紛失または破損、損傷する可

能性のある個人所有物について責任を一切負いません。 

• 個人的なものは絶対に持たないことを強くお勧めします。例えば、サング

ラス、宝石類、宝飾品類、電話、帽子、カメラ等 

• 利用可能なロッカーを用意しております。 

 

 

私/私達は、上記のことに関して理解、了承していることをここに証明します。 

*** 参加者が 18 歳未満の場合は、親/保護者または親権者がその参加者のために署名すること。*** 

日付 (Date):  _______________________________        お名前 (ローマ字) (Name) : _______________________________ 

部屋番号 (Room#): _______________________________        生年月日 (Date of birth) : _______________________________ (MM/DD/YY) 

署名 (Signature):  _______________________________        スタッフ (Staff)  : _______________________________ 
 


