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In the case of bad weather conditions, the course may be forced to close.
If the course is closed within 30 minutes after you start the course, Forest Adventure will provide you with a free ticket. 
Our staff may stop your activity for your safety. Please follow our staff’s instructions.
You may not be able to receive the refund under the circumstances.
Forest Adventure will not be responsible for incidents happening during the activity if our rules are not respected.
Also we will not be responsible for the damage or loss of you personal items.

天候条件等の理由で、コースをクローズする場合がございます。
この場合は利用開始から 30分以内に限りフリーチケットをお渡しいたします。受付までお申し出ください。
安全管理上、スタッフが危険と判断した場合はご利用をおやめ頂くことがございます。この場合料金の返金はいたしません。
上記の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責任を持ちません。
また貴重品、お手荷物の紛失、破損についても同様です。ご了承ください。ルールをお守り頂き、真剣に 楽しんでください。

フォレストアドベンチャーへようこそ！当施設はお客様の自己責任の下、楽しんで頂く森林冒険施設です。
危険を伴うアクティビティの為、ルールを守って頂けない場合、重大な事故につながる恐れがあります。
皆様の安全の為にも下記のルールと注意事項を必ず遵守してください。

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.

【 キャノピーコース のルールと注意事項 】
【 canopy course golden rules】

アルコール等の禁止 / No Alcohol & Drugs

People who are considered by our management to be under the influence
of drugs or alcohol will be refused admission.

アルコールや薬物を摂取した方は
利用できません。

ご利用条件 / Conditions of participation

Minimum height 110cm and over the first grade | maximum weight 130kg

110cm~

~130kg

身長 110cm以上かつ小学一年生以上
体重 130kg  以下

Children under the age of 8 cannot enter the course alone.
They must be accompanied by a participating adult.
1 adult can take up to 4 children.

３年生未満は保護者同伴 / Children under 8yrs old

小学 3年生未満の方がご利用の場合は、
必ず保護者もしくは同等の資格を持つ方
(18 才以上 ) が一緒にご参加ください。
保護者の方1名につき4名まで同伴可能です。

Children that are 9 and 17 years old need to be monitored from the ground
by an adult for the duration of the activity.

3 年生以上のご利用 / Children from 9 to 17yrs old

小学 3年生以上の方がご利用の場合は、
保護者の同伴は必要ありませんが、
誓約書のご記入と地上からの
付き添いをお願い致します。

立入禁止区域 / Off-Limits Area

Please stay in the designated areas and remember to respect the forest.

遊歩道、広場以外は立ち入り禁止です。
柵をこえて中に入らないでください。

ハーネスの着用 / Equipment

Our staff will equip you with your safety equipment
and make all necessary adjustemrnts.
The harness should only be adjusted and removed by a qualified instructor.
Please ask the staff for assistance bofore going to the toilet
and bofore smoking in the reserved smoling area.

ハーネスはスタッフが着用いたします。
ハーネス着用時は
・トイレ禁止
・喫煙禁止 (パーク内は喫煙所以外禁煙 )

サンダル禁止 / No Sandals

You cannot participate if wearing sandals or high heels.

サンダルやハイヒールでは
利用できません。

ルールの遵守 / Follow safety instructions

All participants including accompanying adults will receive
a safety briefing in advance. When these safety rules are not followed,
you will not be allowed to continue the course.

すべての利用者は安全講習を
受講してください。
ルールを守れない場合は
退場して頂く場合があります。
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【フォレストアドベンチャー参加誓約書】
当プログラムに参加されるすべての 18 才以上の方は 参加誓約書に署名頂きます。

私はフォレストアドベンチャーを利用するにあたり【フォレストアドベンチャーの
ルールと注意事項】を遵守し、自己責任の下、安全管理に努めることを誓います。
また、18 才未満の同伴者がいる場合は、同伴者へ【ルールと注意事項】の遵守を
徹底させる指導責任があることを認識します。
万一、ルールを遵守せずに施設内で起こった事故 / 損害については、フォレスト
アドベンチャーへ一切の責任追及または損害賠償請求をしないことを確認いたします。

最新のニュースや無料パスなどの特典があたる情報を差し上げています。ご希望の方は以下へご記入ください。

フォレストアドベンチャーのご利用は初めてですか？ご来場された事のあるパーク名を以下の(　)内へご記入ください。

ご利用のきっかけを◯で囲んでください。

コース利用

18 才未満の方を同伴する場合は以下へご記入ください。

大人　　¥3700
小人　　¥3700

total.

保護者同伴時の付添方法
1．コースを一緒に利用
2．地上から付き添い

ご本人の連絡先




