
 
参加者同意書、免責およびリスクの想定（本合意） - Sky Zone Guam 

印刷してハイライト部分にすべて記入するか、WEBで記入して下さい。www.skyzone.com/guamにアクセスして電子的に記入してください 

18歳未満の参加者は、その旨を記入しなければなりません 
 

（同じ親、同じ法定後見人または委任者を持つ子供 4名までの氏名 / 生年月日を以下に印刷してください）：  

未成年参加者 1：名 姓 生年月日 

未成年参加者 2：名 姓 生年月日 

未成年参加者 3：名 姓 生年月日 

未成年参加者 4：名 姓 生年月日 

 

私は、上に記載した未成年の子供（たち）および私の監督下にあり個別に言及しここで「子」と総称する未成年のすべての子供たちに対し、302 Route 4 Space 300 Agana Shopping Center, Hagatna Guam 96932

にある Sky Zoneの施設および設備（「Sky Zone Facility」）を使用し、該当する場合には使用を許可することを自由意志で選択しました。かかる施設および設備、ならびに当該場所、またはグアム地域

の他の場所で Jade Skye Holdings LLCまたはその従業員が提供する他のサービスの使用を許可することを考慮するに当たり、以下の通り表明し、了承し、合意します。 

一般免責 

私は、本合意は Jade Skye Holdings LLC、RPSZ Construction LLC、Sky Zone Franchise Group LLC、Sky Zone LLCおよびそれぞれのまたは総合的な代理店、所有者、 役員、管理者、株主、関連会社、ボランティ

ア、参加者、従業員、およびそれぞれのまたは総合的な代表として何らかの資格をもって活動するすべての人員または事業体に対して免責を行い、他の利益、法的保護および配慮を提供することを

規定し、これを意図するものであることを了承し合意します。 

傷害の可能性の免責 

私は、Sky Zone Facilityにあるトランポリンおよび他の設備、およびトランポリンまたは他の活動に参加することは、固有かつ明確な危険性を有することを了承し合意します。これらのリスクには、重

篤な身体的または精神的傷害、麻痺、死亡、私自身、子および / または第三者に対する損傷、およびかかる人全員の私有物に対する損傷が含まれます。私は、活動の本質を損なうことなくこのよう

なリスクを排除することは決して可能ではないことを理解しており、レクリエーション目的の、完全な自由意思によるリスクであることにも同意します。私は、Sky Zone Facilityで行われるトランポリ

ンおよび他の活動全体を Sky Zone Facility の従業員が監視している間、このような従業員がすべての顧客の活動および行動を常に、あるいは全顧客を同時に監視することは実行可能ではないことを了

承し合意します。さらに、Sky Zone Facilityの従業員には実行が困難な仕事があります。従業員は安全性を求めていますが、絶対確実ではありません。参加者の健康や能力に気付かない場合もあります

。従業員が不完全な警告や指導を行う可能性があり、使用している設備が不具合を起こす場合もあり得ます。 

「グロー」活動に関する特別な免責 

 _____ （ここにイニシャルを入れる）私は、Sky Zone Facility が、照明を落としたり変えたりする演劇的照明や特別な効果を使う「グロー」というプロモーションや他の同様のプログラムおよび活動にいつ

でも従事できることを了承します。 

「グロー」活動には固有で明確な危険性があり、身体的または精神的傷害、麻痺、死亡、私自身、子および / または第三者に対する損傷、およびかかる人全員の私有物に対する損傷につながる可能

性があります。私は、「グロー」活動や、照明を落としたり変えたりする演劇的照明および特別な効果を使用する他のプログラムや活動には特別なルールが適用されること、また私および子がこの

ような活動に参加しないことを選択できることを理解しています。私は、私および子が自由意思で「グロー」やその他同様のプログラムおよび活動に、唯一かつ排他的な自己責任をもって参加でき

ること、また参加することによって、発生する傷害に対して損害賠償を請求する権利を放棄することを了承し合意します。 

リスクに関する自由意思の想定 

私は、私および子が自己責任で自由意思により参加していることを了承し合意します。私は、他の顧客の行動または活動、または Sky Zone Facility の従業員の行動または無為により私または子に重大

な身体傷害（本合意に記載する通り）が引き起こされる可能性があること、また Sky Zoneは Sky Zone Facilityを使用する顧客の行動または活動、または Sky Zone Facilityおよびその使用を監督する従業員

の過失（かかる危害を生じさせる行動、活動、または不作為を含む）に対する責任を有しないことを了承し合意します。リスクには次のようなものが含まれますが、これに限定されません。 

a) Sky Zoneの施設の使用または Sky Zoneの活動への参加により、参加者の死亡、部分麻痺または全身麻痺が生じる可能性があります。 

b) Sky Zone Facility の設備の使用または他の参加者との接触、他の参加者が触れた表面との接触により、参加者に切り傷、擦り傷、こぶ、内出血、病原菌の伝染、アレルギー反応が生じる

可能性があります。トランポリンや他の設備から落下したり、トランポリンや他の設備への着地が正しくなかったり、他の参加者と接触することで、参加者が捻挫したり、引っ張りに

より筋肉を痛めたり、骨折や、頭部、顔面（鼻、歯、顎などを含む）、首、胴体、脊椎、腕、手首、手、脚、足首、足または他の身体部分に対する他の重篤な外部および内部傷害が生

じる可能性があります。上記の a) 項に示したように、このような傷害は麻痺、外観損傷または死につながる可能性があります。参加者に脳卒中、心臓発作、脱水、および他の身体運動

に関連する医学的事象が生じる可能性があります。 

c) 参加者が折り重なって倒れた場合、骨折や他の重篤な傷害が生じることがあります。ダブルバウンシング、同じトランポリンの複数人での使用、フリッピング、壁や壁掛けトランポリ

ン上を走って跳ね返るなどの参加者の身体運動（予定の運動または予定外の動き）によりリバウンド効果が生じ、予測不能な身体の動きや、予測内外の身体接触につながり、そのあら

ゆるものが重篤な傷害を引き起こす可能性があります。 

d) トランポリンへの移動およびトランポリンからの移動により、同様の身体的傷害が生じる可能性があります（参加者がその時に自分自身は跳ねていなくても）。 

e) トランポリンまたは活動場所の近くで見学するか、立っているか、座っているか、写真を撮っているときにも同様の身体的障害が生じる可能性があります（見学者がその時に自分自身では

参加していなくても）。 

f) 照明を落としたり変化させる「グロー」イベントに参加するときには、距離感覚および視野が影響を受け、私および / または子が転倒、スリップ、転落、ジャンパーや設備に衝突する

ことがあり、重篤な身体的または精神的傷害、麻痺、または死亡のリスクが高まる可能性があります。 

自分の医療費の支払に関する合意 

私は、既知または未知を問わず、私または子が有するあらゆる医学的状態、制限、障害（一時的または永続的）が、Sky Zone Facilityまたはその設備の使用により私または子が被るかもしれない傷害の

悪化に寄与しうるリスクを了承し、合意し、想定します。Sky Zone Facilityの利用に際し私または子が被った傷害の結果、医療支援（救急医療、入院、外来医療、および / または理学療法など、あらゆ

る形を含む）が必要となるか実施される場合には、かかる医療支援の料金は自費で支払うことを了承し合意します。 

損害賠償責任の免責 

免責当事者は、本合意により永久に、取消不能かつ無条件で、損害賠償責任および Sky Zone にかかる訴権放棄契約からの免責、放棄、解放、解除を実施し、Sky Zone およびその後継者、利害関係の

ある前任者、および保険者（「被免除者」と総称する）を、その種類または性質の如何を問わず、法律、衡平法またはその他の規則上、あらゆる請求、要求、権利、措置、訴訟、訴因、義務、債務

、費用、損失、料金、費用、弁護士料、損傷、判決および損害賠償責任から免責、放棄、解放、解除します。これには、既知または未知、疑いのあるなしの如何を問わず、また隠匿または隠蔽の有

無を問わず、Sky Zone Facility、施設および / または設備（トランポリンまたはその他）の私または子の接近または使用および / または子または私の Sky Zone Facilityへの入場、Sky Zone Facilityの状態、メン

テナンス、検査、監督、管理またはセキュリティ、Sky Zone Facilityに関係する危険な状態の警告の不履行および / または Sky Zoneまたは被免除者の行動または無為により直接的または間接的に関係す

るか生じる過失、人的傷害、精神的障害、疾患、身体的危害、麻痺または死亡に対する請求が制限なく含まれます。私は、この免責および放棄がトランポリンの使用だけではなく、Sky Zone Facilityに

おける他のすべての設備、すべての活動およびゲームに適用されることを理解しています。私は、この免責および放棄が、Sky Zone Facilityの内外施設において私または私の子が参加する活動に適用さ

れることを理解しています。ここで免責される請求が免責当事者によって提起されるか、免責当事者に利するように主張される場合には、私は直ちに被免除者を擁護し、抗弁し、保護するものとし

、被免除者の何人に対しても、これに関係するかこれにより生じる妥当な弁護士料を含む損失または損害賠償責任から保護するものとします。 

 _____ （ここにイニシャルを入れる）子および私を代表して、私は認識した上で自由意志により、 

カリフォルニア州民法 18 G.C.A. §82602（正式にはグアム民法§1542 ）の規定および同様の法律または規定により私たちに与えられるあらゆる権利および利益を放棄します。この節の内容は以下の通りです

。 

「一般免責は、免責を履行する時点で債権者が自分に有利に働く請求が存在することを知らず疑っていない場合で、もし知っていれば債権者との和解に

大きく影響したはずである請求にまでは拡張されない。」 

私は、ここで特定されるすべてのリスクおよび Sky Zone Facilityとその設備の使用に関係するあらゆる他のリスクは、被免除者の管理が及ばないものであることを理解し、完全に了承し、合意します。
私は、Sky Zoneまたは他のあらゆる被免除者またはその代理として行動する人物が弁護士料および / または本合意を実行するための費用の負担を求められる場合には、私は Sky Zoneおよび他のあらゆ
る被免除者またはその代理者をかかる弁護士料および / または費用のすべてから擁護し、抗弁し、保護することに合意することに合意し了承します。 

http://www.skyzone.com/guam


争議の仲裁。請求提起の期限 

 _____ （ここにイニシャルを入れる）私は、本節で規定される争議の仲裁に合意することで、本合意に含まれるあらゆる請求に関する Sky Zoneおよび他の被免除者に対する訴訟を維持するために、自分

の権利ならびに上記の子供（たち）を監視する権利を放棄したことになること 

を理解しています。私は、仲裁に合意することにより、私は陪審で判決された私の請求権を持たないことになること、上記の未成年の子供（たち）は陪審で判決された請求権を持たないことになるこ

とを理解しています。Sky Zoneと被免除者は相互に、本合意で定められるあらゆる請求について私および上記の未成年の子供（たち）に対して提起された訴訟を維持するそれぞれの権利を放棄し、Sky 

Zoneおよび被免除者は陪審で判決された請求権を持たないことになります。私または子が Sky Zoneの施設および / またはその設備に接近および / または使用することで生じた、またはそれに関係する

争議、請求または論争（範囲の決定または仲裁に対する本合意の適用可能性を含む）が生じた場合には、その発生（主張される傷害の日付）から 1年以内に提起するものとし、Sky Zone Facilityがある

国、グアム地域において仲裁人 1名の前において仲裁により判定するものとします。仲裁は、JAMS がその規則 16.1「簡易仲裁規則および手続き」に従って実施するものとします。裁定に関する判決

は管轄権のあるどの裁判所にも登録できます。この項は、適切な管轄権を有する裁判所による仲裁を支援するための暫定的救済方法を当事者が求める可能性を排除するものではありません。本合意

は、法の原則の選択にかかわらず、グアム地域の法律に準拠し、かかる法律に従って理解し解釈するものとします。実体法の適用に関する規定にかかわらず、本合意の条件に従って実施された仲裁

は、連邦仲裁法（9 U.S.C、第 1-16節）に準拠するものとします。私は、私が同意した JAMS仲裁規則は jamsadr.comにアクセスしてオンラインで閲覧でき、これには JAMS包括的仲裁規則および手続き、

規則 16.1簡易手続きおよび手続きの公正性に関する顧客最低基準が含まれることを理解し了承します。 

写真 / ビデオ / ソーシャルメディアに関する放棄 

私および子による Sky Zone Facilityの使用に関係して、私は、機械的、写真、技術的、デジタル、電子的または他の手段による子および私の身体的肖像および / または声が記録されること（「記録」）を

承諾します。私は、本同意により、Sky Zoneおよびその代理人、代表者、従業員、後継者および譲受人に対し、何らかの目的で、かかる記録ならびに子の名前および私の名前を Sky Zone Facilityの広告

、プロモーション、開発および / または宣伝に使用することを永久に承諾し許可します。さらに、私は、前項に子および / または私の身体的肖像の何らかの形での使用が含まれることへの承諾が含ま

れることに合意します。また、私は記録に関係して私が提起しうるあらゆる請求を放棄します。 

合意条件 

私は、本合意は永久に将来に拡張され、私または私の子供（たち） / 被後見人（たち）が、現在の場所または他の場所又は施設において Sky Zoneを訪れるときに常に効力および法的強制力を持つこと

を理解しています。 

安全性はあなたの責任です：私および子は顧客規約にある責任に従うことに合意します。 

a) トランポリンコートへの参加には固有のリスクがあり、このようなリスクにはトランポリンの使用だけではなく、他の活動および設備が含まれることを了承します。 

トランポリンを使用するトランポリンコートのお客様および他の活動に参加する人、または他の設備を使用する人は、それに参加することによって、通常の分別がある人であれば気付

くはずの参加に固有のリスクを受け入れることになります。お客様には、トランポリンコートおよび他の設備を使用するとき、またはこのような活動に参加するときに、適切な判断を

下し、責任ある態度で行動する義務があります。参加の前または最中、もしくはその両方において、お客様にはすべての口頭または書面での警告、もしくはその両者に従う義務があり

ます。 

b) 薬物またはアルコールの影響下にあるときには、あなたには活動またはトランポリンコートに参加しない、他の活動に参加しない、他の設備を使用しない義務があります。 

c) あなたには、トランポリンコートのトランポリンまたはその他のものにかかわらず、提供された安全設備を正しく使用する義務があります 

d)  既存の医学的 疾患、循環疾患、心臓また肺の疾患、最近の手術歴、背中または首の不調、膝または足首の不調、高血圧、既知の妊娠、脊椎、筋骨格または頭部疾患の既往歴、または妊

娠の可能性がある場合には、あなたにはトランポリンコートでの活動に参加しない、または他の活動に参加しない、または他の設備を使用しない義務があります。 

e) あなたには、バックル、ペン、ハンドバック、バッジなどの硬い、尖った、または危険な物を含む不適切な持ち物は持ち込まない義務があります。 

f) あなたには、 他のお客様との身体の接触を避ける義務があります。 

g) あなたには、 トランポリンを使用するかその他のものを使用するかにかかわらず、トランポリンパークの活動の使用また参加に関してメーカーまたは所有者が規定した身長、体重または年

齢の制限に従う義務があります。 

h) あなたには、 トランポリンコートや他の設備の個々の区域に大勢または多すぎる人が集まるのを避ける義務があります。 

i) あなたには、トランポリンコートまたは他の設備を自分の限界内、トレーニングを受けた範囲内、および獲得した スキルの範囲内で使用する義務があります。 

j) あなたには、頭や首で着地することを避ける義務があります。トランポリン、他の設備、またはその他のいずれが関係するかにかかわらず、トランポリンコートのベッドまたは他の場所に

着地するときに重篤な傷害、麻痺または死亡が生じる可能性があります。 

k) また、あなたは、掲示され提示された警告および顧客教育標識に従い守ることに合意します。 

l) あなたは、あなたが同伴している一人一人の子に対してすべての安全性ルールを説明し、一人一人の子が安全性ルールを守るようにすることに合意します。 

私は、電子メールによるプロモーション、割引、およびその他の広告を Sky Zone およびそのパートナーから以下に記す電子メールアドレスで受け取りたいと思います。私は、いつでも受信を解約できま

す。 

私は、この文書を読む十分な機会を与えられました。私は、本合意書を読み、理解し、その条件が拘束力を持つことに合意します。私は、管理者を含む Sky Zone Facilityで働く従業員は、本合意のいず

れかの規定を放棄する権利を持たないことを理解しています。本合意は、Sky Zone Facilityの子および私の使用に関係して Sky Zoneと私との間で締結された全合意で構成され全合意を含みます。かかる

件に関して、他に口頭、書面、言外の合意はありません。私は、本合意のいずれかの部分に法的強制力がない場合でも、残りの部分は法的強制力を保持することに合意します。 

以下に署名することで、私は、私が上記の子供（たち）の親、法的後見人または委任者であり、本合意を子に利するように本合意を履行し、子に利するように行動することを表明し保証します。私は

本文書のすべての項を読み、私および子は本合意書に含まれる損害賠償責任の免責を含む本合意書の条件によって拘束されることに合意します。さらに、私は、その子供（たち）、または子供たちの

いずれかに利するように提起される請求で、何らかの形で子供たちの Sky Zone Facilityの使用に関係するか、それに起因するか、その結果として生じたあらゆる請求に対し、被免除者の抗弁を行い保護

することに合意します。私は 18歳以上です。私は、私自らが、私の配偶者または家庭内パートナー、子、個々のおよび / または子孫全体、親、兄弟姉妹、相続人、譲受人、遺産管理人、財産管理者、

その他の人物でかかる人物が直接または間接的に請求を提示する可能性がある人々を代表して、本合意を締結します。 

要約すると、以下の私の署名により、私は、私または私の子供が何らかの形で負傷した場合、 

この放棄条件により Sky Zoneに関連する事業体から金銭を回収することが妨げられ禁止されます。 

親 / 法的後見人 / 委任者 / 参加者の署名（18歳以上の場合） 日付： 

親 / 法的後見人 / 委任者 / 参加者の情報（18歳以上の場合） 

青または黒のインクを使用して明確に印刷してください。 

署名者の名 署名者の姓 署名者の生年月日 

署名者の住所 市 州 郵便番号 

電話番号 電子メールアドレス 

□ 無料の電子メールプロモーションおよび割引を上記の電子メールアドレスで受け取りたくない場合、ボックスにチェックを入れてください。電子メール受け取りはいつでも解除できます。  


