2021 年 2 月 1 日

KIRISHIMA BEACH PARK 利用規約
KIRISHIMA BEACH PARK(霧島ビーチパーク)（以下、「KBP」という。）は、霧島酒造株式会社
（以下、「当社」という。）がご利用されるお客様に対し、憩いや遊びの場を提供するために管理、運
営する砂場のある緑があふれた施設です。
なお、砂場(ホワイトサンド)はその特性を活かしたビーチスポーツやイベントスペースとしてもご利用
いただけます。

【ＫＢＰの範囲】
※別添地図をご参照ください

【利用について】
※利用可能日…休館日、場内整備期間、イベント開催期間等により、ご利用できない期間を除い
てご利用いただけます。
※火気をご利用の方は、【火気をご利用の方】の項目も併せてご覧ください。
（1） 公園利用として
憩いや遊びの場として無料でご利用いただけます。
利用時間：利用可能日の範囲内で、いつでもご利用いただけます。
（2） スポーツ利用として
原則としてビーチに関わるスポーツ競技会場としてご利用いただけます。
利用時間：午前 9 時～午後 5 時 (ただし利用可能日の範囲内に限ります)
※事前のご予約が必要です。
（3） イベント利用として
行事や催し物会場としてご利用いただけます。
利用時間：午前 9 時～午後 5 時 (ただし利用可能日の範囲内に限ります)
※事前のご予約が必要です。
（４）その他のご利用について
以下①～⑤のご利用については、当社の許可が必要です。
① 行商、募金、その他これらに類するご利用。
② 業として行う写真又は映画の撮影その他これらに類するご利用。
③ 興行としてのご利用。

④ 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために KBP の全部又は一部を独
占してのご利用。
⑤ その他、当社が、許可を必要と認める場合
①～⑤のご利用を希望される場合は、利用許可申請の手続きが必要となります。
当社に対し利用申込書を提出し、内容の審査を受け、その行為が KBP の運営に支障を
及ぼさないと認められる場合に限り、条件等を付けて許可します。また、許可を受けたとき
には、利用料金を収めていただきます。

【利用申込の流れ】
＜仮予約＞

＜本予約＞

＜本予約登録＞

お電話

利用申込書提出

記載内容確認の上

0986-21-8111

（催行日７日前まで）

当社にて登録

＜催行＞

＜お支払＞
当日現金のみ

１．仮予約
利用申込は、ご利用予定日の 3 か月前からお電話にて受付けます。その際、日時・人数・
主催者・催事名称・内容及びご担当者様・ご連絡先をお知らせください。
なお、仮予約は、本予約を保証するものではありません。仮予約をしている利用希望時間
帯に、別の本予約が入った場合、以降の利用申込をお受けできませんので、お早めに本
予約申込をお願いいたします。
<申込先>
焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン
〒885-0093 宮崎県都城市志比田町 5480 番地
TEL:0986-21-8111 FAX:0986-21-8112
電話受付時間 9:00～17:00
２．本予約
当社ホームページより『KIRISHIMA BEACH PARK 利用申込書』をダウンロードし、必要事
項をご記入の上、当社へ FAX もしくは郵送でお送りいただくか、ご持参ください。
7 日前までに利用申込書をご提出いただけない場合、仮予約は取り消しさせていただきま
すので、ご了承ください。
なお、『KIRISHIMA BEACH PARK 利用申込書』の提出にあたっては、本利用規約に同
意したものといたします。
３．本予約登録
当社が利用申込書を受け取り、内容を登録いたします。なお、内容の確認のため、利用申
込者に連絡をする場合がございます。連絡が取れない場合は申込をお受けできないこと

があります。また、予約登録に際して、関係書類（会社・団体概要等）をご提出いただく場
合もございます。
(1)申込内容の変更
利用申込確定後、申込内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。
改めて『KIRISHIMA BEACH PARK 利用申込書』を提出していただく場合があります。
(２)申込の取り消し
利用申込者ご自身の都合により、申込を取り消される場合は、キャンセル料を申し受ける
場合がございます。
詳しくは後記の【利用料金およびキャンセル料】をご覧ください。
４．催行
当日、ご利用について設営等が必要な場合は、利用者ご自身にて設営等行ってください。
ご不明な点はお問い合わせください。
５．支払
当日、利用終了後に、終了の報告とあわせて、ご利用料金をショップレジにてお支払いく
ださい。（現金のみ）
領収書がご入用の際は、お申しつけください。

【利用の承諾】
申込の承諾は、利用申込者から提出いただいた『KIRISHIMA BEACH PARK 利用申込書』に、必
要事項を当社にて記入し、利用申込者への FAX または E-mail による送付をもって行います。送付
を受けた利用申込書の控えは当施設の利用終了時まで保管してください。

【利用料金及びキャンセル料】
（1） 利用料金
(ア) 公 園 利 用
(イ) スポーツ利 用
(ウ) イ ベ ン ト 利 用
(エ) その他の利用

項目
砂場利用料（貸切）

無料
有料
有料
当社との協議によります

仕様
1面（16m×28m）

単位
1時間

利用用途

利用料(税込）

非営利利用

¥880

営利利用
学生利用

電気利用料

100V15A

整備用品（レーキ等）

砂場整備用貸出品

1時間

備考

¥1,320 設営・撤去時間含む
¥440
¥550

1口のみ

無料

※1 面（16m×28m）あたり、1 時間利用時の価格です。
※学生とは、大学生（院生含む）以下の就学者の方をいいます。
※利用用途の判断がつけにくい場合はご相談ください。
（保険料のみ、弁当代のみ徴求する場合等）
※火気利用は芝生エリアのみです。ご利用の場合、１団体につき 1,100 円（税込）が必
要となります。詳細は【火気をご利用の方】の項目をご確認ください。
（2） キャンセル料
(ア) 利用申込者の都合により、申込を取り消される場合は、以下の通りキャンセル料を申
し受ける場合があります。
・ご利用日の 7 日前～3 日前までのキャンセルで利用料（税込）の 20%
・ご利用日の前々日～前日までのキャンセルで利用料（税込）の 50%
・ご利用日の当日でのキャンセルで利用料（税込）の 100%
(イ) 天災地変、その他の不可抗力等によりやむを得ずキャンセルされる場合は、ご相談
ください。
(ウ) 次に該当する場合はキャンセル料の対象とはなりません。
・当社の都合により当施設がご利用いただけなくなった場合
・感染症の大規模流行等により、国、宮崎県または都城市から当社に対して営業自
粛要請があった場合

【予約の取消、使用中止】
次のいずれかに該当する場合は、申込のお断り・取消しをさせていただきます。また、ご利用中に
判明した場合は中止・退場していただくことがございます。なお、その際に生じる利用申込者または
利用者のいかなる損害に対しても当社は一切の責任を負いません。
（1） 当施設の利用目的を逸脱する恐れがあると認められる場合
（2） 『KIRISHIMA BEACH PARK 利用申込書』の記載事項が実際と異なる場合
（3） ご利用に際し、危険物の持込みをされようとした場合、または使用された場合
（4） 当社、他の利用者および近隣の第三者に迷惑を及ぼした場合
（5） 当社を催事に際してのチケットの販売元とする場合
（6） 当社の許可なく第三者に利用の権利を譲渡・転貸する目的で申込をした場合、または譲
渡・転貸した場合
（7） 法令に違反あるいは公序良俗を乱す恐れがある場合
（8） 政治活動・宗教活動に関する催事の場合
（9） 利用申込者及び利用者が、暴力団・暴力団関係企業・総会屋もしくはこれらに準ずる者、
またはその構成員であると認められる場合。または利用者の役員および従業員または関
係者に、反社会的勢力と関係を有する者がいると認められる場合
(10) その他、当施設の利用が、管理上および風紀上、不適切と当社が判断した場合

【ご利用時の注意・禁止事項】
（1） 利用用途に関わらず共通の項目
(ア) ゴミ箱は設置しておりません。各自ゴミの持ち帰り、美化にご協力ください。
(イ) KBP エリア内は禁煙となりますので、決められた喫煙場所でお願いします。
(ウ) 危険物の持ち込みは禁止です。
(エ) 無断でコンセント電源は使用しないでください。
(オ) 手洗い・足洗い場にて生活用水などへの使用目的とした取水は禁止です。
(カ) 荷物・貴重品などはご利用者の責任で管理してください。盗難、紛失等が発生しても、
当社は一切責任を負いません。
(キ) 荷物のお預かりは、保管上のトラブルを避けるため原則としてお断りいたしておりま
す。あらかじめご了承ください。
(ク) たき火、花火などは禁止です。バーベキューなどの火気が伴う利用については、【火
気をご利用の方】の項目をご確認の上、必要な許可手続きをお願いいたします。た
だし、申請内容によりお断りする場合もありますので、ご了承ください。
(ケ) 手洗い、足洗い場でのシャンプー、ボディーソープ等の使用、および飲み残し飲料
等の廃棄をしないでください。
(コ) 焼酎製造工場敷地内などの｢立ち入り禁止｣の場所には、立ち入らないでください。
(サ) 小さいお子様をお連れの方はお子様から目を離さないようにご注意ください。

(シ) 事故、災害等非常の場合は当社スタッフの指示に従ってください。
(ス) 施設または、設備を損傷した場合は直ちに当社スタッフまで連絡してください。
(セ) KBP エリア内への自動車・自転車・バイクの持ち込み・乗り入れはできません。
(ソ) バット（木製・金属製）、ゴルフクラブ、スケートボード、キックボード（ブレーキの無いも
の）、ラジコン、他の公園利用者の迷惑になるものなどは使用禁止とします。
(タ) ペットを同伴する際は、ひも・ロープなどでつないで管理し、排泄物の処理も責任を
もって行ってください。
(チ) 他の利用者や管理の迷惑等にならないようマナーを守ってご利用ください。マナー
の悪い利用者については、ご利用の中断または退場していただく場合や、次回から
ご利用をお断りする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
（2） スポーツ及びイベント利用
(ア) ご利用に際しては、当社でご利用内容の確認をさせていただきますので、利用開始
前に当社までお知らせ下さい。
なお、その際に利用に関し必要となる備品の貸出しも行いますので合わせて申請し
てください。
(イ) 利用時間が予約時間超過の場合は追加料金をいただきます。
利用時間が予約時間に達しなかった場合の利用料金は、当初申込の時間の料金を
いただくことになりますので、あらかじめご了承のうえ、申込ください。
(ウ) 上記利用時間には、準備・後片付け（整備・清掃）・ミーティング等の時間も含まれて
います。次の利用者に迷惑をかけないよう利用時間の遵守をお願いします。
(エ) ご利用後は後片付けをお願いします。ご利用された備品等は必ず器具庫へ整理整
頓のうえ返却してください。その際、設置された器具（レーキ等）を使用し、整備・清
掃を徹底し、ご利用終了したことを当社までお知らせください。なお、ご利用後の状
況を当社で確認させていただく場合がありますので予めご承知おきください。
(オ) ご利用の権利の転貸については禁止とさせていただきます。ただし、事前に当社の
許可を受けた場合に限り除外とします。申込内容と実際の利用者が異なる場合は、
ご利用を中止させていただくことがあります。
(カ) 高校生以下のご利用は、保護者（18 歳以上/高校生不可）管理のもとご利用をお願
いします。
(キ) 事故防止のため KBP エリア外へのボール等の飛び出しにはご注意ください。
(ク) 事故防止及び場内整理等のため、必要に応じて交通誘導員等の手配をお願いしま
す。
(ケ) 事故等による損害を補償するためのスポーツ保険等の加入については、利用者で
の管理をお願いします。
(コ) ご利用中における事故(ケガ、盗難等を含む)、トラブル等については利用者の責任
での解決を図るとともに、当社への報告もお願いします。
(サ) ご利用に関して事前に借受けた設備、備品等がある場合は、他の利用者も使います
ので大切にお使いください。なお、ご使用に際しそれらに盗難、紛失、毀損等の被
害が発生した場合は責任を負っていただく場合もあります。利用者の責任で厳格な

管理をお願いします。
(シ) 当社が後援・協賛する催事の場合、当社の社名、およびロゴを使用することについ
ては別途ご相談ください。無断でのご使用は固くお断りいたします。
(ス) 催事に際し、ポスターやチラシなどを当社に設置することについては、当社に事前の
ご相談をお願いいたします。
（3） 砂場ご利用に関する注意及び禁止事項
(ア) 砂場内での飲食・喫煙はできません（水分補給用は除く）。
(イ) 砂の持ち出しは禁止です。
(ウ) 砂を深くまで（30cm 以上）掘りすぎないでください。
(エ) 砂場エリアには、ペットを連れての入場はできません（ただし、補助犬はその限りでは
ありません）。
(オ) 手洗い場＆足洗い場やその他の洗面所等で直接砂を洗い流さないでください（砂を
払ってからの利用は可）。

【火気をご利用の方】
（1） 火気とは：バーベキューや調理に伴うガスコンロや七輪、それに類するものの利用をいいます。
但し、たき火や花火などのご利用はお断りいたします。
（2） ご利用可能日：休館日、場内整備期間、イベント開催期間等により、当社が火気の利用をお断
りする日を除いてご利用いただけます。
（3） ご利用時間：午前 9 時～午後 5 時までとさせていただきます。
（4） 火気利用可能エリア：火気の利用は KBP エリア内の芝生エリアに限ります（砂場を囲む芝生部
分は該当しません）。
（5） ご利用料：1 団体のご利用につき、1,100 円（税込）です。ご利用の後、フラッグと消火器（後述）
のご返却と併せてお支払いください。なお、火気の貸し出しはございません。
（6） キャンセル料：当日事前のご連絡なくご利用のなかった場合、ご利用相当額のキャンセル料を
申し受ける場合があります。
（7） 申込方法：事前のご予約が必要です。お電話もしくは窓口にて申込ください。ご利用の当日
「火気利用許可申請書」をご提示ください。
（8） ご利用にあたっての注意及び禁止事項
(ア) ご利用人数が多数にわたる場合、安全上の理由からご予約をお断りすることがございます
ので、ご了承ください（総利用人数目安 30 名程度）。
(イ) 窓口にてお申し出の際、消火器と利用承認フラッグをお渡しいたしますので、ご利用場所
の近くにフラッグを立てていただくとともに、火元付近に消火器をご用意ください。
(ウ) ガソリンや灯油など、揮発性の高い燃料は利用できません。
(エ) KBP エリア内は禁煙となります。喫煙は決められた場所でお願いいたします。
(オ) 建物や植栽など、燃えやすいものの近くで火気を利用する事は禁止です。
(カ) ご利用後は火気が完全に消えたことを確認し、利用前の状態に復帰させるとともに、消火

器と利用承認フラッグを窓口までご返却ください。
(キ) ゴミ箱は設置しておりません。食べ残しや使用後の炭を含め、各自ゴミの持ち帰り、美化に
ご協力ください。
(ク) 20 歳未満のみのグループで、火気の利用はできません。
(ケ) 万が一、火災を発生させた場合は、速やかに初期消火活動を行うとともに、消防機関への
通報及び「焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン」(0986-21-8111)へのご連絡をお願いいた
します。

【免責事項】
当施設ご利用時に発生したトラブル・紛争等につきましては、利用者申込者ご自身の責任にて解
決いただき、当社は一切の責任を負いません。なお、当社または第三者が損害を被った場合は、
利用申込者の責任と費用で賠償をしていただきます。

【ＫＢＰの範囲】
KBP エリアは、下図の

（赤点線枠）で囲まれた範囲になります

◆スポーツやイベント利用時にお
ける、利用する面の優先付けに関
するご協力のお願い

C面

優先① C 面
優先② B 面
優先③ A 面
【A 面】

B面

・主に公園の優先利用とします
・全面貸し切りの場合、ご利用可

砂場エリア

能です
【B 面】

A面

・2 面ご利用時等に、B 面と C 面と

「公園」優先利用

いうご利用のご協力をお願いいた
します。
【C 面】
・スポーツやイベント利用時に、1

芝生エリア
手洗い＆足洗い場

※火気利用可能エリア

面のみ利用の際、C 面から利用
のご協力をお願いいたします。
※不特定多数の方が参加される
可能性がある場合、トラブル回避

駐車禁止エリア

の点から、全面貸し切り利用をお
願いすることがあります。

※大型バス専用

思いやり駐車場
（2 台）

駐輪場

※内容等により、利用する面のご
相談は可能です。

KIRISHIMA BEACH PARK ご利用案内
お申し込みの流れ
②【本予約】

①【仮予約】

ご利用申込書提出
（催行日の7日前迄）

お電話

④【当日受付】
利用申込書提示

③【本予約登録】

⑥【支払】

⑤【催行】

当日現金のみ

①【仮予約】は、利用日の3ヵ月前から可能です。お電話で利用予定日時、空き状況の確認、利用目的、仮予約ご希望の旨をお伝えください。
②所定の利用申込書へ必要事項をご記入の上、ご利用日の7日前までに焼酎の里 霧島ファクトリーガーデンへFAXもしくは郵送でお送りいただくか、
ご持参ください。 （※火気を利用する場合は、合わせて火気利用許可申請書のご提出をお願いします。）
③霧島ファクトリーガーデンがご利用申込書を受け取り、内容を登録いたします。主催者様のご署名日が本予約日となります。
④当日、ファクトリーガーデン内ショップレジへお越しいただき、受付を行ってください。その際、利用申込書のご提示をお願いします。
⑤お客様ご自身にて設営等を行ってください。ご不明な点はお問い合わせください。
⑥当日、催行後に、設営前の状態に戻し、ファクトリーガーデン内ショップレジにて料金をお支払いください。

概要
開園日
休園日
利用可能時間

毎日
臨時休園あり ※年末年始及び施設の点検・修理・悪天候等のため、 臨時休園とする場合がございます。
午前9時より午後5時まで
焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン
TEL.0986-21-8111 FAX.0986-21-8112 電話受付時間9：00～17：00
〒885-0093宮崎県都城市志比田町5480番地

申し込み先

当日、催行後にファクトリーガーデン内ショップレジにて、現金払い（クレジットカード不可）
領収書発行可 請求書払いについては、お取引状況によりご相談を承ります。

支払方法

ご利用日の7日前～3日前までのキャンセルで利用料(税込)の20％ ご利用日の前々日～前日まで50％
ご利用日の当日で100％ ※雨天時はキャンセル料対象外

キャンセル料

約150台 霧島ファクトリーガーデン駐車場
レストラン等、他施設ご利用のお客様と共用になりますのでご注意ください。

駐車場

利用料金
項目

仕様

単位

利用用途

利用料(税込）

非営利利用
砂場利用料（貸切）

1面（16m×28m）

電気利用料

100V15A

1時間

備考

¥880

営利利用

¥1,320

学生利用

¥440

1時間

設営・撤去時間含む

¥550

1口のみ

※時間厳守でお願いいたします。撤収等で利用時間を過ぎた場合、追加料金が発生いたします。
※本予約確定時の料金が適用されます。本予約後に利用時間等の変更・追加があった場合、追加・変更した料金が適用となります。
※ご利用料金は、予告なく変更する場合がございます。
※学生とは、大学生（院生含む）以下の就学者の方をいいます。

設備案内
分類
有料
無料

取り扱いなし

項目

仕様

数量

備考

砂場（貸切利用）

1面 16m×28m

3面

ビーチバレーコートは設置されていません

屋外用電源

100V 15A

1口

レーキ

整備用

手洗い＆足洗い場
ビーチバレーコート備品一式

お客様ご自身での持ち込み

ビーチバレー用ボール

お客様ご自身での持ち込み

ロッカー
シャワー

※ビーチバレーコートは設置しておりません。利用者にて備品を持ち込みのうえ、設置となります。
※トイレは、KIRISHIMA BEACH PARKエリアから、徒歩2分程度の場所にあります。

ご利用にあたっての注意事項
・「KIRISHIMA BEACH PARK 利用規約」を必ずご一読ください。
・申し込み時の予約者情報、使用目的、使用方法が事実と反した場合、また予約者の連絡先と連絡が取れない場合、申し込み取り消しまたはご使用を
中断・退出していただきます。
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KIRISHIMA BEACH PARK 利用申込書
KIRISHIMA BEACH PARKの利用を下記の通り申し込みます。
1.申込者
ふりがな

ふりがな

団体名

担当者名
(保護者名)

（会社名）

TEL

年齢

才

FAX

携帯

ご住所: 〒

E-mail

@
2.催事名／主催者名
ふりがな

ふりがな

催事名

主催者名

4.利用者数（予定）

3.利用希望日（設営・撤去時間含む）
日 付

利用時間帯

月

日

利用時間合計

～

計

名

時間

※利用時間には設営及び撤去の時間を含んで記入をお願いします

5.催事の用途（記入例：ビーチバレー・ビーチフラッグ等）

6.該当する利用用途にチェックを入れて下さい。(複数選択可)
入場料の徴収

募金

物品等の販売

配布（サンプリング）

※なるべく詳しくご記入ください

チェックが入った場合、営利の伴う利用となります。
業として行う写真・動画撮影

7.利用料金

(税込)
項目名

単価(円)

利用時間

小計(円)

備考

砂場利用料（貸切）
電気使用料(100V/15A)

¥550

１時間１面当たり(注1)の砂場貸切利用単価･･･営利活動を伴わない場合（非営利）880円、伴う場合（営利）1,320円、学生(注2)利用の場合440円となります。
(注1)１面当たりのサイズ：約16m×28m(ビーチバレーコート１面程度)
(注2)学生とは、大学生（院生含む）以下の就学者の方をいいます。

8.該当するものにチェックしてください。（「いいえ」が一つでもある場合はご利用できません）
はい

いいえ

確認項目
私および催事の参加者（主催者含む）は暴力団関係者でなく、その他反社会的団体にも属しておらず、また、関係もありません。

無断で施設の設備・備品および電気の使用、持ち出しはしません。
砂場での水分補給用を除く飲食、砂の持ち出し、および補助犬を除くペットを連れての入場はしません。
砂場利用ルールを遵守し、破損や混入の恐れがあるものを砂場内へ持ち込みません。
定められた場所以外での喫煙はしません。
火気を利用する場合は、別途「火気利用許可申請書」を提出し、許可を受けます。
無断で営利・行商・募金・配布活動行為は行いません。
催事に際して、保険等の加入や、関係官公庁もしくは公的団体の許可申請、届出が必要な場合、自ら責任を持って届出します。

使用後は責任をもって使用前の状態に復帰させ、ごみは持ち帰ります。
施設内では利用規約とマナーを遵守し、他の利用者、霧島酒造(株)、および近隣の第三者に迷惑を掛ける行為はしません。

施設内での事故やケガについて、霧島酒造㈱に対して一切の責任を問いません。
この申込書を提出後、規約に反することが判明した場合、催事の事前・最中を問わず利用を断られても異議ありません。

※施設内とはKIRISHIMA BEACH PARKのエリアをいいます
ご利用規約の記載の内容をご確認の上、同意のご署名をお願いいたします。
また、本申込書のご記入時の日付を以って、本予約とさせていただきます。

ご署名日

20

年

月

日

ご署名：

これより以下は、記入は不要です。
※利用当日受付時に焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン㊞のある本利用申込書を受付にご提示ください。

------------------------------------------------------------------------------------------様
上記内容を確認し、本予約を承りました。

支配人

副支配人

担当者

検収印

20
年
月
日
焼酎の里 霧島ファクトリーガーデン
2021.02.01

