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■「索道（リフト）利用に関して」 
索道運送事業約款 
(適用範囲) 
第1条 当社の運営する索道事業に関する運送約款は、この約款の定めるところにより行います。 

この約款に定めのない事項については法令の定めるところにより、法令に定めのないときは一般の慣習によります。 
(係員の指示) 
第2条 旅客に対し安全輸送と秩序の維持のため必要な場合には、当社係員（以下「係員」という。）が指示を行いま

すが、その指示に対しては必ず従っていただきます。 
(運送の引受け) 
第3条 当社は、第4条の規程により運送の引受けを拒絶する場合を除いては、旅客の運送を引受けます。 
(運送の引受けの拒否) 
第4条 当社は、次に該当する場合には、旅客運送の引受けを拒絶します。 

（1） 有効な乗車券を所持していないとき 
（2） 係員の指示に従わないとき 
（3） 当該運送に関し、旅客から特別の負担を求められたとき 
（4） 当該運送が法令の規程又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき 
（5） 旅客の状態等から運送上の安全を期しがたいと認められるとき 
（6） 危険品等を所持しているとき 
（7） 天災その他やむを得ない理由による運送上の支障があるとき 
（8） 前各号に掲げる場合のほか正当の理由のあるとき 

(リフト券の発売) 
第5条 当社は、リフト券等をチケットショップ等において発売します。 
(リフト券の効力) 
第6条 リフト券は、券面記載の条件で使用する場合に限りその効力を有します。 

当社がその運賃、料金を変更した場合、変更前において発行したリフト券は、その販売金額に係わらず通用期間
内は有効とします。 
当社で有効なリフト券等以外のものを使用したときは、無効とします。 
リフト券等は、次の各号の一つに該当する場合は、無効とします。 
(1) 券面記載の条件によらないで使用したとき 
(2) シーズン券を、その記名人以外が使用したとき 
(3) 改造又は変造若しくは偽造して使用したとき 
(4) 汚損はなはだしく、券面記載事項の判読困難なもの 
   ただし、旅客からあらかじめその旅客の所有する汚損したリフト券について、新券との交換要請を受けた時は詐

欺的行為でないと認められるものについては、新券と交換します 
(5) リフト券等の転売又は譲渡を禁止します。転売又は譲渡された乗車券等は無効なものとし回収します 
(6) 第6条5項に該当する転売行為が認められた場合、栃木県迷惑防止条例第4条違反として、販売者及び

購入者について警察に通報する場合があります 

ゆり博　ハンターマウンテンゆりパーク　利用約款
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(リフト券の確認等) 
第7条 当社は、旅客が乗車の際、改札にてリフト券の確認又は減算及び回収をします。 
(運賃、料金及び適用方法) 
第8条 当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法は、以下の運賃表及び適用方法によります。 
     （1）運賃表（税込） 

種別 大人 
（中学生以上） 

子供 
（3歳~小学生） 

ペット 

入園+リフト上り 1,800円 900円 - 
入園のみ 1,100円 600円 - 
リフト上り 800円 500円 500円 
リフト下り 700円 400円 400円 

     （2）天候状況により運賃を変更する場合はチケットショップ及び公式WEB 
（https://www.hunter.co.jp/yuri/）にて随時掲示します。 

 (運転中止時における運送途中の乗客に対する取り扱い) 
第9条 天災その他やむを得ない事由により、索道の運転を中止した場合の乗客に対しては、運転再開後における有効リ

フト券の無償交付等必要な継続運送の措置を行います。 
(運賃の払い戻し) 
第10条 当社の責任により、当ゆりパーク内全ての索道の運転ができないときは、別に定める規程により払い戻しを行いま

す。ただし、天災及び風雨等により運転に危険を生ずるおそれから一時的に運転を中止する場合は、この限りで
はありません。 

(責任の始期及び終期) 
第11条 当社の運送に関する責任は、旅客が第7条の行為を行ったときに始まり、降車したところをもって終わります。 
(乗客の禁止行為) 
第12条 乗客は、次の行為を行ってはなりません。 

(1) 搬器から飛び下り又は所定の位置以外で乗降すること。 
(2) 搬器を揺らすこと。 
(3) 横乗り等危険な姿勢で乗車すること。 
(4) その他安全輸送を妨げる行為をすること。 
(5) 非常停止して運転再開できないときは、救助方法等について連絡するので、その指示に従うこと。 
(6) 未就学児のみでリフトに乗車すること。 
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 (携帯品等に関する責任) 
第13条 当社は、旅客の運送に関して生じた、携帯品の滅失又はき損による損害については、これを賠償する責を負い

ません。ただし、その滅失又はき損が当社の過失による場合は、この限りではありません。 
(旅客の責任) 
第14条 当社は、旅客の故意若しくは過失又はこの運送約款の規程を守らなかったこと等により、当社が損害を受けたと

きは、その旅客に対して賠償を求めます。 
(割増運賃等) 
第15条 当社は、旅客が所持する乗車券が、第6条第3項及び第5項の規定によりその乗車券等を無効とされたとき

は、旅客から乗車券等に相当する額及びこれと同額以内の割増運賃等を申し受けます。 
（リフト乗降場の記録） 
第16条  当社は、運送約款の規定に基づく運行が行われていることを確認するため、リフト乗降場の様子を記録すること

があります。万が一の事故などの原因究明やお客様サービス、社内教育等に活用することで、運行の安全性と
快適性の一層の向上に努めております。 

(約款の変更) 
第17条 この利用約款は、変更されることがあります。 
（2）   変更を行う旨及び変更後の利用約款の内容並びに効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、イ

ンターネット又はその他相当の方法により周知します。 
 
 
東急リゾーツ＆ステイ株式会社 ゆり博 ハンターマウンテンゆりパーク 
制定 
2020年7月1日 
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■「ゆりパーク利用に関して」 
(適用範囲) 
第1条 当社の運営するゆりパーク(以下「当ゆりパーク」といいます。)の利用に関する契約は、この利用約款の定めるところ

により、この利用約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。 
(山地の屋外施設に内在する危険) 
第2条  当ゆりパークを利用する方(以下「利用者」といいます。)は、山地の屋外施設には、内在する次の各号の危険が

あることをご理解下さい。 
(1) 落雷、降雨、濃霧など、天候にともなう危険 
(2) 斜面、凸凹、土側溝など、地形にともなう危険 
(3) 蜂、アブなどの昆虫、蛇などの爬虫類、熊や猪など野生動物による危険 
(4) 疲労、飲酒、薬の服用、体調不良による危険 
(5) その他、これらに類する危険 

 (ゆりパーク利用にあたって) 
第3条  利用者は、前条に記載された、山地の屋外施設に内在する危険を予測し、危険を回避しながら利用して下さ

い。 
 2    雷の接近が予測される場合または突然上空にて雷が発生した場合、警報を発令します。その際当ゆりパークは

安全確保のため、予告無く営業を休止する場合があります。 
 3    雷警報が発令された場合、既に入園されている利用者は、当ゆりパーク内の最寄りの避難場所へ速やかに避難

して下さい。 
 4    雷警報が発令された場合、利用者は最寄りの避難場所から、当ゆりパークが運行する避難バスをもって移動しま

す。複数の避難場所へ避難バスを巡回させるため、場合により長時間待機頂く場合があります。 
 5    ゆりの作柄については天候、気温等に左右されます。ご入園前に開花状況を確認の上、入園券をご購入下さ

い。購入後については原則返金の対応などは致しかねます。 
 6    ペットを同伴し利用する場合、必ずリードを使用し、糞等は飼い主の責任においてお持ち帰り下さい。ペットに起

因する他の利用者とのトラブル、ペット間で起こるトラブルについては、当事者間で解決をお願い致します。 
(リフトの乗降にあたって) 
第4条  利用者は、掲示板の注意事項をよく読み、これに従ってリフトを乗降して下さい。 

2    リフト乗降に不安の方は、係員が補助いたしますので申し出て下さい。 
3    ペットのリフト利用に関し、飼い主の責任において利用をお願いします。当ゆりパークで貸与する簡易ケージは、 

構造上、飛び降りなどが発生する可能性がございます。リードの長さを調整するなど対策の上、ご利用下さい。 
(標識・指示の遵守) 
第5条  利用者は、標識、掲示、場内放送、コースマップに記載されている注意事項や警告、園地管理員など当ゆりパ

ーク係員の指示に従って行動して下さい。 
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(リフト券の確認等) 
第7条 当社は、旅客が乗車の際、改札にてリフト券の確認又は減算及び回収をします。 
(運賃、料金及び適用方法) 
第8条 当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法は、以下の運賃表及び適用方法によります。 
     （1）運賃表（税込） 

種別 大人 
（中学生以上） 

子供 
（3歳~小学生） 

ペット 

入園+リフト上り 1,800円 900円 - 
入園のみ 1,100円 600円 - 
リフト上り 800円 500円 500円 
リフト下り 700円 400円 400円 

     （2）天候状況により運賃を変更する場合はチケットショップ及び公式WEB 
（https://www.hunter.co.jp/yuri/）にて随時掲示します。 

 (運転中止時における運送途中の乗客に対する取り扱い) 
第9条 天災その他やむを得ない事由により、索道の運転を中止した場合の乗客に対しては、運転再開後における有効リ

フト券の無償交付等必要な継続運送の措置を行います。 
(運賃の払い戻し) 
第10条 当社の責任により、当ゆりパーク内全ての索道の運転ができないときは、別に定める規程により払い戻しを行いま

す。ただし、天災及び風雨等により運転に危険を生ずるおそれから一時的に運転を中止する場合は、この限りで
はありません。 

(責任の始期及び終期) 
第11条 当社の運送に関する責任は、旅客が第7条の行為を行ったときに始まり、降車したところをもって終わります。 
(乗客の禁止行為) 
第12条 乗客は、次の行為を行ってはなりません。 

(1) 搬器から飛び下り又は所定の位置以外で乗降すること。 
(2) 搬器を揺らすこと。 
(3) 横乗り等危険な姿勢で乗車すること。 
(4) その他安全輸送を妨げる行為をすること。 
(5) 非常停止して運転再開できないときは、救助方法等について連絡するので、その指示に従うこと。 
(6) 未就学児のみでリフトに乗車すること。 
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  3   収容できないものを入れた場合の処置 
使用期間中及び使用期間経過後の保管期間中において、その収容品が第10条2項に該当した場合又は 

      その疑いのあるときは、当ゆりパークおいてその実情に応じ、開披、保管、廃棄そのほか適当な処置をすることがあ
ります。 

  4   使用時の立ち合い 
      当ゆりパークにおいて必要と認めたときは、収容品の出し入れに立ち会うことがあります。 
  5   使用期間 
      当日の当ゆりパークリフト営業時間に準じます。 
  6   使用料金 
      当日営業時間ないにおいて、1回につき、料金投入口に表示された料金です。 
  7   収容品をお引き取りにならない場合の処置 

(1) 使用期間を経過しても収容品をお引き取りにならないときは、当方にて解錠し、30日間別途保管しま
す。この場合、別途保管中の料金は1日につき、第10条6項の使用料金をいただきます。 

(2) 別途保管期間を経過しても収容品をお引き取りにならないときは、その収容品の所有権を放棄されたも
のとして、当方において適当と認める処理をします。 

  8   賠償責任 
次の各号のひとつに該当するときは、当ゆりパークはその賠償責任を負わないものとします。 
(1)  第17条2項に掲げる収容品が減失、又は毀損等の損害を受けたとき 
(2)

(2)

  鍵の紛失、盗用により使用者が損害を受けたとき 
(3)  天災、事変そのほか不可抗力により、収容品が減失、毀損、又は変質したとき 
(4)  関係官公署から収容品の調査を受け、押収又は証拠品として提出を求められたとき 
(5)  その他当ゆりパークの責めに帰さないとき 
使用者は、ロッカーの使用によって当方又は第三者に損害を与えたときは、その賠償責任を負うものとします。 

  9   鍵を紛失した場合 
(1)  使用者が鍵を紛失したときは、直ちに当方に届け出、所定の書類を提出し、鍵の交換費として

2,000
  

円（税込）の実費お支払い頂きます。
但し、5日以内に鍵の届け出があった場合は、実費の一部をお返しします。 
収容品を受け取るときは、身分証明書又はこれに

　

代わるものを提出して頂きます。
 (その他) 

第11条 利用者は次の各号に従って下さい。 
1 駐車場利用 

(1) 駐車場内及び場内通路にて起きた人的、物的損害（車両又はその積載物の盗難、紛失又は毀
損）については当社の過失がない限り、原則として責任を負いません。 

(2) 駐車場所は駐車場内の掲示や係員の指示に従って下さい。 
2 レストラン利用 

(1) レストラン内では、食品事故発生時の原因究明が困難となるため、持込の食事は一切ご利用頂けませ
ん。乳幼児離乳食及び食物アレルギーを理由とされる場合のみ可能とします。 
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1 利用者により撮影された映像や画像について 
(1)  撮影者と無関係な利用者が映り込んでいる画像や動画の公開によるトラブルは、当ゆりパークでは

責任を負いかねます。 
2 荷物の取り扱いについて 

(1) 手荷物は必ずコインロッカーにて保管して下さい。場内へ放置された手荷物は不審物として誤認され、   
警察へ通報される恐れがあるほか、取得物として回収させて頂く場合があります。  

3 屋外禁煙について 
(1)  当施設は国立公園内に位置しているため、指定された喫煙所以外は電子タバコを含め禁煙です。  

4 当ゆりパーク営業期間及び営業時間について 
(1)  当ゆりパークの営業期間及び営業時間はパンフレット及び公式 WEB

（https://www.hunter.co.jp/yuri/）にて掲示します。変更の有る場合、
都度公式WEBにて告知を行います。 

 (損害賠償請求) 
第12条 当ゆりパークは、利用者の故意若しくは過失により、又は利用者が法令若しくはこの利用約款の規定を守らない

ことにより、当社が損害を受けた場合、その利用者に対し、その損害の賠償を請求させていただきます。 
（利用の拒絶) 
第13条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当ゆりパークの利用をお断りします。 

(1) 当ゆりパーク利用の申し込みが、この利用約款によらないとき 
(2) 当ゆりパークの利用に関し、申込者から、当社で対応できない特別な負担を求められたとき 
(3) 当ゆりパーク利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき 
(4) 泥酔者などゆりパーク利用上の安全を期しがたいと認められるとき 
(5) 天災その他やむを得ない事由により当ゆりパーク利用に支障があるとき 
(6) 当社の係員の指示に従わないとき 
(7) 利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成4年3月1日施行)による指定暴力団

及び指定暴力団員並びに反社会団体員などであるとき 
(8) 前各号に掲げる外、正当な理由があるとき 

(利用の制限) 
第14条 当社は、天候その他やむを得ない事由によりゆりパークの安全に支障がある場合には、ゆりパークの全部又は一

部の利用を制限させて頂くことがあります。 
(約款の変更) 
第15条 この利用約款は、変更されることがあります。 

2   変更を行う旨及び変更後の利用約款の内容並びに効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、
インターネット又はその他相当の方法により周知します。 

 
 
東急リゾーツ＆ステイ株式会社 ゆり博 ハンターマウンテンゆりパーク 
制定 
2020年7月1日 
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