
ご利用条件

Participation conditions　 ･･･ 

フォレストアドベンチャーは自己責任のもと楽しんでいただく森林冒険施設です。危険を伴うアクティビティの為、スタッフの指示、施設のルールに従わない場合は重大な事故に繋がる可能性があります。
ルールを守らずに起こった事故、傷害等についてフォレストアドベンチャーは一切の責任を負いかねます。また、スタッフの指示に従わない場合は利用を中止していただくこともあります。

自分の安全は自分で守る / At your own responsibility

Welcome to Forest Adventure ! Forest Adventure requires all participants to conduct themselves in an orderly fashion and also to respect and adhere to our GOLDEN RULES.
Please be aware there is a risk of injury when these rules are ignored. Your safety comes first. Forest Adventure is not responsible for any accidents or injuries that may occur if 
you do not follow the rules. If you do not follow the instructions of the staff, you may be asked to leave the premises.

すべての利用者は必ず安全講習を受講してください。安全講習を受講していない方はご利用できません。
保護者の方にも安全講習を受講していただき、地上からの見守りをお願いします。

安全講習の受講 / Follow safety briefing

All participants must take a safety briefing in advance. 
You will not be available to participate if you have not taken a safety briefing.
Parents/guardians are also required to take the safety briefing and to watch over their children from the ground.

手荷物等の貴重品はご自身の責任において管理をお願いします。駐車場を含む
当施設内における盗難や紛失、事故等のトラブルに関して一切の責任を負いかねます。

手荷物について / Belongings

Please take care of your baggage and other valuables at your own responsibility.
We are not liable for any theft, loss, or accident on our premises, including parking.

体調のすぐれない方は利用を控えていただくようお願いします。

健康状態について / Health conditions

Please refrain from participating if you feel sick.

天候条件等の理由によりコースクローズする場合がございます。
その他安全管理上コースクローズや中断をする場合がありますのでスタッフの指示に従ってください。
どちらの場合も料金の返金はいたしかねますので、ご了承のうえご利用ください。

コースクローズについて / About interruption

Please note that the course may be closed due to weather conditions or other reasons.
The course may be closed or suspended for safety reasons. Please follow our staff's instructions.
In either case, the fee will not be refunded, so please be aware of this before you go.

履き慣れた運動靴と動きやすく汚れてもいい服装でご利用ください。
サンダルやハイヒール等の脱げやすいもの、隙間のあいている履きものでは利用できません。

履きものと服装 / Clothes and Shoes

Please wear comfortable athletic shoes and clothes that are easy to move in and can get dirty. 
Sandals, high heels, and other shoes that are easy to take off or have gaps are not allowed.

ハーネス着用時はお手洗いの使用はできません。
ご希望の場合はお近くのスタッフまでお声かけください。

お手洗いについて / Toilet

Please do not go to the toilet while wearing the harness. 
If you wish to do so, please ask the nearest staff member.

キッズコースのルールと注意事項

身長 90cm 以上
小学３年生まで

Minimum height 90cm / Up to 3rd grad of elementary school.
Parents/guardians (18+) are asked to sign a legal disclaimer and must supervise from the ground.

お子さまのみご利用可能です
保護者の方の地上からの見守りが必要です




