
H.L.N.A SKATE PARK 利用者登録　申請書

（新規・更新・再発行）

H.L.N.A SKATEPARK 管理者殿 暦 年 月 日

AM・PM 時 分

私（保護者）は、H.L.N.A SKATEPARK（以下「本施設」といいます。）利用者登録（新規・更新・再発行）（有効期間：１
年間）を申請いたします。私（保護者）は、本施設の利用に際して、施設管理者の指示に従い、施設利用上のルール・利用規
約（別紙参照）を守ることを誓約いたします。私（保護者）は、以下の事項について、理解し、かつ施設管理者を免責するこ
とに同意いたします。

■スケートボードが危険なスポーツであることを十分に理解した上で本施設を利用すること
■本施設利用中に、いかなる理由であっても、私の携行品等に生じた破損、消失、その他一切の損害並びに私が負った怪我、
後遺障害、死亡、その他一切の私に生じた損害に関し、施設管理者に対して、訴えの提起、調停の申立、その他形式を問わず
一切の請求を行わないこと
■本施設に設置された器物等を故意又は重大な過失によって破壊、損傷した場合には、施設管理者の請求に従って、損害全額
について賠償すること
■利用者同士の間で事故が生じた場合には、怪我、後遺障害、死亡、その他一切の損害について当事者間で誠意をもって対応
して解決し、施設管理者に対して何らの請求をしないこと

※太枠の中を記入して下さい。また、身分証明になるものを提示してください。

※更新・再発行の場合、現在の登録番号（ ）

氏 名 印

ふりがな 会員番号

氏 名 性別 男 女

生年月日 西暦・昭和・平成 年 月 日 歳 （ 小
学

・ 中学 年）

住 所 〒 ー

電話番号 自宅 携
帯

E-MAIL

保護者 印

※中学生以下の方は保護者の同意が必要です。
※小学生のお子様は保護責任者の付き添いが必要です。

■ DM、メール等の案内を発送してもよろしいですか？ YES ・ NO

）免許証 ・ 保険証 ・ 学生証 ・ その他（本人確認書類
受付処理欄



H.L.N.A SKATE PARK　Registration Form 

（New Member ・Renewal ・Reissue）

H.L.N.A SKATEPARK management Date / / / 
 

I (the guardian) acknowledge that this registration (New Member ・Renewal ・Reissue） is only valid for 1 year. I (the 

guardian) understand and agree to abide the following terms and conditions regarding use of the facilities at H.L.N.A. 
Skatepark. 

■ I'm using the facility with the understanding that skateboarding is a potentially dangerous activity, and accept the 
risks involved. 

■ I take full responsibility for the loss or damage of all personal property, including money or other valuable items under all 
circumstances with no exception. 
■ I take full responsibility for any injuries incurred at the facility, and any subsequent cost related to that injury. 
■At H.L.N.A. managements reasonable demand, I agreee to pay in full for any items damaged, damaged beyond repair, or 
destroyed at the facility from result of my actions. 

※Please fill out the information in the box above. 

Name Signature 

Guardian Signature 

※For children under the age of 12, a guardian's consent is mandatory. 

※For children under the age of 12, a guardian must be present at all times. 

■Would you like to receive emails regarding new information about the park？ YES ・   NO 

Name Gender Male Female

E-MAIL

Address
〒 ー

Date of birth year month day age

Phone 
number

Home Mobile

）Driver's License・Health Insurance・School ID・Other（Personal identificationFor reception use
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