
乗用カート利用約款 

 

第１条 本約款は、乗用カート（「カート」)の利用方法に関する条件を定めます。 

 

第２条 カートの運転者及び同乗者(運転者及び同乗者を総称して「利用者」)は、カート

利用に関し、キャディプレー・セルフプレーにかかわらず、本約款を遵守する義

務を負います。 

 

第３条 利用者は、当社ゴルフ場施設内のカート用通路とカート乗り入れを許可されたフ

ェアウェイだけでカートを運転してください。 

 

第４条 次の各号のいずれかに該当する利用者は運転できません。 

１．カートの運転技術が未熟で、適切に操作ができない場合 

２．１８歳未満の場合 

３．酩酊等により正常な運転が困難な場合 

 

第５条 利用者は、自らの責任において、カートの走行、停止、乗降などを行ってくださ

い。 

 

第６条 運転者は、カートの運転に際し、次の事項を遵守してください。 

１．走行開始時 

・ブレーキ、その他装置の正常な作動を確認すること 

・同乗者の着席を確認した上で発進すること 

２．走行中 

・速度、一旦停止などの標識に従って走行すること 

・カーブや起伏のある場所などを通行する場合、低速で走行し、必要に応じて、同乗者

に声をかけるなど注意を促すこと 

３．停車・駐車時 

・斜面その他不安定な場所を避けて停駐車すること 

・運転者は同乗者の降車を確認のうえ、ブレーキを確実にかけて降車すること 

 

第７条 同乗者はカート利用に際し、次の事項を遵守してください。 

１．ハンドル、アクセルなどに触れないこと 

２．走行中、常にカートのアームレスト・アシストグリップ等につかまること 

３．走行中、カートから身体・衣服・用具等をはみ出さないようにすること 

４．カートの定員を守り同乗すること 

 

第８条 利用者は、カートに載せたゴルフ用品、携行品などを自らの責任で管理してくだ

さい。万一、破損、紛失、盗難等が発生した場合、当社は責任を負いかねます。 

 

第９条 利用者は、自らの故意又は過失により、カートの利用に伴い、第三者（同乗者を

含む）の生命、身体、財産に危害を及ぼした場合、または、カート、その他の当社

施設を毀損、滅失した場合、自らの責任でその損害を賠償しなければなりません。 



Terms and Conditions of using Golf Cart 
 

1. The purpose of this terms and conditions is to provides rules of using golf cart (“Cart”). 
 
2. The driver and passengers of the Cart (collectively“User”), without regard to caddie play or 

self play, shall observe the terms and conditions.  
 
3. The User may drive the Cart on the cart path and permitted fairway in the golf course. 
 
4. The person with any of the following conditions may not drive the Cart. 

(1) Does not have sufficient skills to drive the Cart, and cannot operate the Cart in good 
command. 
(2) Under 18 years of age. 
(3) Under influence of alcohol or controlled substances. 

 
5. The Users shall exercise due care to drive, stop and in/out of the Cart with their own risks. 
 
6. The driver shall perform the followings. 

(1) While driving. 
・Make sure that brake and other equipment are in good condition. 
・Start the Cart after confirming the passengers are in the seats. 

(2) While moving. 
・Drive according to speed limits and traffic signs. 
・Reduce speed at the curb and dents, and get attention to the passengers.  

(3) Stop and parking. 
・Avoid parking on a slope and other unstable places. 
・Get off the Cart after all the passengers are out and applying parking brake. 

 
7. The passenger shall perform the followings. 

(1) Do not touch handle and accelerator. 
(2) Grab armrest or assist grip while the Cart is moving. 
(3) Stay in the Cart without putting body, cloth, clubs etc. out of the Cart. 
(4) Do not ride the cart with over the defined number of passengers. 

 
8. The User shall keep their own belongings on the Cart. The company shall take no responsibility 

for damaged, lost or stolen items.  
 
9. The User shall reimburse at his/her own costs any and all damages to someone’s life, body and 

assets or the Cart, facilities and equipment if such damages are caused by the User’s 
intentional or negligent conduct. 

 


