
スワット サバイバル･ゲーム 参加規定書 

この度は、当店主催の｢サバイバル･ゲーム｣に参加申し込みを頂き誠に有難う御

座います。 

当店主催のサバイバル･ゲームでは、基本的に｢赤チーム｣と｢黄チーム｣に分かれ

てのフラッグ戦のみを行っております。 

チームメンバーの選抜はスタッフにより行われ、一緒に参加されたグループ 対 

別の参加グループの様な｢対抗戦｣は行っておりません。 

あらかじめ御了承の上、この参加規定書を熟読されて御参加下さい。 

＊ 規定書を熟読頂き、別紙｢誓約書｣に御署名･捺印の上ご提出下さい。 

 

 

☆ 1 日のスケジュール 

12:30 頃～ 受付開始（弾速チェック含む） 

チーム選抜 

各自ゲーム準備 

ゲームエリア(ゲーム･プレイ範囲)決定 

13:00 頃～ ゲーム開始 

1 ゲーム 20 分で終了･フラッグ争奪戦 

5～10 分 休憩及び次のゲーム準備 

＊以下、ゲーム～休憩の繰り返し 

17:00 頃 1 日のゲーム終了 

後片付け 

＊参加受付は、ゲーム開催中 随時受け付けております。 

 以下、当規定書内ではゲーム･プレイ範囲を｢ゲームエリア｣又は｢エリア｣ 

    敷地全体を｢ゲームフィールド｣又は｢フィールド｣ と表記します。 

 

１.参加資格規定事項 

 ①中学生以上 

   ･中学生は保護者(成人以上の保護責任を負える又は委任を受けた方)と 

   共にゲーム参加が出来る者(同伴のみは不可)に限ります。 

   ･高校生は保護責任者の承諾及び同意が必要に成ります。 

 ②参加規定を厳守し、健全なゲーム参加が出来る者 

   ･飲酒･薬物･病気等で正常な判断力が無いとスタッフが判断した場合 

    参加をお断りする場合が有ります。 

   ･規定違反が認められた場合、参加をお断りする場合が有ります。 

又、規定書を読まれていない方の参加は、お断りさせて頂きます。 



 ③別紙｢誓約書｣に必要事項記入･署名･捺印の上、提出済みの者 

  ･当日、受付時に提出して下さい。 

  ･｢誓約書｣提出済みの方には、後日｢I.D.カード｣を発行します。 

    ｢I.D.カード｣発行後は、｢誓約書｣の変わりに｢I.D.カード｣を 

     提出して頂き、お帰りの際に必ず返却を受けて下さい。 

 ｢I.D.カード｣の保管･管理は、各自にて御願いします。 

「I.D.カード｣の再発行は有料に成ります。 

  ･他人名義の｢I.D.カード｣を使用した場合(後日、発覚した場合も含む) 

   以後、当店主催のサバイバル･ゲームへ参加する事を禁止します。 

 ④エアーガン･ゴーグル･BB 弾等の御自分で使用する物(飲食物も含む)を 

  御自分で用意(準備)出来る者 

  ･エアーガンや装備品等のレンタルは、行っておりません。 

 ⑤当フィールドを美しく保つ事が出来る者 

  ･ゴミ等は持ち帰り、フィールド設備(試射用ターゲットやバリケード等) 

   を破壊したりしない様に気を付けましょう。 

 ⑥参加料金(１日、一人¥1,000-)を支払済みの者 

  ･受付時に御支払いください。 

  ･途中参加された方も残りゲーム数に関わり無く、一律¥1,000-に成ります。 

 

２.ゲーム開始までの規定事項 

① 一般の方々への配慮を常に心掛け、誤解を招かない様にする事。 

  ･ゲームフィールドに来る時や帰る時に、エアーガンを露出させたまま 

  持ち歩いたりする事は絶対に止めましょう。 

 ･当フィールドは、サバイバル･ゲーム用に借りている土地ですが 

  一般の方が誤って進入される場合が有ります。 

  その際に、威圧したりしない様にしましょう。 

  速やかに一般の方の侵入を皆に伝え、ゲームを中断した上で 

  スタッフに連絡して下さい。 

②天候不良の場合(雨･雪等)、ゲーム開催を中止する場合が有ります。 

    ･小雨や曇天で判断が難しい場合は、スタッフが現地に行って判断致しま

す。 

(最終決定は 13:00 頃に成ります。13:00 以降に店頭に御問い合わせ下さい) 

③ゲーム開始までに受付及び準備が間に合わなかった方は、次のゲームから 

  参加に成ります。 

 ･ゲーム途中での参加は出来ません。 

  ･ゲーム進行がスムーズに行えるように、手早く準備して下さい。 



④フィールド内における盗難･紛失･事故等の責任は一切負いません。 

 ･貴重品等は持ち歩き、自動車は施錠される事をお勧めします。 

 ･各自、自己責任において御願いします。  

⑤フィールド内では、必要以上の火気の使用は禁止します。 

 ･携帯コンロ等の使用は構いませんが、焚き火等は御遠慮下さい。 

⑥当フィールド内では、サバイバル･ゲーム以外のイベントを 

行っている場合が有ります。 

･他のイベント参加者に迷惑を掛けないように注意してください。 

 ⑦終了時間以前に御帰宅される方は、必ずスタッフに申し出て下さい。 

  ･参加人数のバランスが崩れてしまいます。 

  ･御帰宅の際は、必ず I.D.カードを受け取って御帰り下さい。 

 ⑧参加されている方の中から 2～4 名ほど、スタッフの補助を御願いする場合 

が有ります。 

･初心者の方や不慣れな方は、補助役の方からゲームエリア範囲等の説明を 

   受けて下さい。 

･補助役の方には,ゲーム、進行に関しての伝達事項を代弁して頂いておりま 

 す。 

 基本的には、補助役の方の指示にも従って下さい。(不明な指示や理不尽 

 と思われる指示がありました場合は、すぐにスタッフまでお知らせ下さ 

 い。) 

⑨サバイバル･ゲーム開催中にフィールド内で飲酒する事は厳禁です。 

･一旦、フィールド外で飲酒した後に戻って来るのも同様です。 

⑩当フィールド内で、当店スタッフ以外が勧誘･販売行為を行うことは厳禁 

 です。 

･露店やアンケート集計･宗教活動等も禁止します。 

･フィールド内での金銭トラブルは、一切責任を負いません。 

 ⑪予め決められた場所以外での、エアーガンの試射は禁止します。 

  (試射場は、受付の横に設定して有ります。不明な場合はスタッフに 

   お訪ね下さい。) 

  ･不慮の暴発を防ぐ為、セーフティ･エリア内ではエアーガンの 

 マガジンを外し、安全装置を掛けておく事を推奨します。 

⑪天候やその他の事情により、ゲーム途中で中止したり、早期終了する事 

が有ります。 

 早期終了に成りましても、参加料の返却は行いませんので 

御注意ください 

 



 

３.ゲーム中の安全に関する規定事項 

① 使用出来るエアーガンは 0.20g･6mmBB 弾使用時、弾速 95m/s 以下 

   相当の物で、且つ違法ではないエアーガンに限る。 

･8mmBB 弾を使用するエアーガンは 0.27g･8mmBB 弾を使用時、 

弾速 108m/s 以下相当の物で、且つ違法ではないエアーガンに限る。 

･参加前(受付時)にチェックを受けて下さい。 

 チェックを受けていないエアーガンは使用出来ません。 

･チェックは当日受付時の結果のみを有効とします。(毎受付ごとにチェ 

 ックを受けて頂きます。) 

② 使用出来る BB 弾は、0.30g(6mmBB 弾)以下に限る。 

   ･但し、フルオート(連射)機能を有するエアーガンを使用する場合は 

0.25g(6mmBB 弾)以下に限る。 

    ･8mmBB 弾は 0.45g 以下に限る。 

③ エアータンクを使用するガス式エアーガン(通称ガス･ガン)を使用する

場合は、吐出圧を 4kg/㎥以下とします。 

･エアータンク内に窒素ガス等を使用する事は禁止します。 

･簡単にパワー調整が出来るエアーガンを使用される場合は(エアータ 

ンク等の可変レギュレーター等も含む)、ゲーム中に規定以上のパワー 

に成らない様に管理して下さい。(管理不行き届きにより規定以上の 

パワーが認められた場合、参加拒否の対象に成ります。) 

  ④ゲーム最中にゲームエリア内に立ち入る場合は、参加･不参加に関わらず 

   必ずゴーグルを着用し、目を保護する事。 

    ･ゲーム中は、絶対にゴーグルを外さないで下さい。 

    ･エアーガン用として市販されているゴーグルの使用を推奨します。 

     (ホームセンター等で販売されているダスト･ゴーグル等の一部には、 

    当ゲーム参加規定内のパワーでも弾が貫通してしまう物が有ります。) 

    ･ゲームが終了した際も、ゲームエリアから出るまではゴーグルを外さ 

ないで下さい。(ゲーム途中でゲームエリア外に出る場合も同様) 

⑤ ゴーグルを含む防具類の選択は、全て自己責任と成ります。 

･防護不足による怪我･事故に関しては、全て自己責任に成ります。 

 事前にスタッフと相談される等をされて、防具類の選択をされて下さ 

い。 

    ･フェイスガード、イヤーガード、グローブ、ニー＆エルボーパッド等 

の使用を推奨します。 

 



 

 ４.ゲーム内容及びゲーム進行に関する規定事項 

① ゲームフィールド内に於いては、スタッフが全ての権限を有しており 

スタッフの指示に従わない者は即退場して頂き、以後のサバイバルゲー

ム参加を拒否させて頂く事が有ります。 

    ･前記しております補助役の方の指示にも、基本的に従うよう御願いし 

ます。 

② サバイバルゲームはルールが存在するゲームです。 

紳士的に、フェアープレーに徹する事。 

･暴力、暴言、誹謗、中傷、威圧行為等は｢退場｣及び｢参加拒否｣の対象

とさせて頂きます。 

③ 赤チーム・黄チームに分かれての｢フラッグ奪取戦｣を行います。 

･20 分以内に、相手チームフラッグに取り付けてあるホーンを鳴らした 

 チームの勝利に成ります。 

･時間切れの場合は、残り人数に関わらず引き分けと成ります。 

･ゲームエリアがゲーム毎に変更に成る場合が有りますので、 

 スタッフ及び補助役の方に御訪ね下さい。 

･それぞれのスタート地点に分かれた後、準備が整ったチームがホーン 

 を鳴らしコール。 

 コールを聞いたチームの方も準備も整ったら、ホーンを鳴らしアンサ 

 ー。 

 はじめにコールをしたチームがアンサーを確認したら、ホーンを鳴ら 

してスタートに成ります。(合計、ホーン 3 回でスタート) 

       ･基本的にはフラッグ奪取戦を行いますが、イベントゲームを行う場合 

    が有ります。 

    その際はルールが変更される事が有りますので、スタッフ及び補助役 

    の方に御確認下さい。 

④複数人のグループで参加される方々は、両チームに分かれて参加して頂

きます。(基本的には 4 人以上で参加の方ですが、2～3 人の場合でもスタ

ッフの判断で分かれていただく場合が有ります。) 

･スタッフは、両チームの戦力バランスも考慮してチーム分けしていま 

す。 

許可無く参加チームを変更しないで下さい。 

    ･イベント的にグループ参加者をまとめたり、人数差を作ったりする事 

が有ります。 

その際は、スタッフの指示に従って下さい。 



 

⑤敵･味方･自分から撃たれた弾が直接又は間接的に、身体及び装備(エアー

ガンを含む身に着けている物全て)に被弾した場合｢ヒット｣とみなし、ゲ

ームリタイアと成ります。 

･ヒット判定は基本的に自己申告により行いますが、正常なゲーム進行 

 の妨げに成りますので厳格に行って下さい。(疑わしい場合はヒットと 

 判断して下さい) 

  *判断がつかない場合は、その場で 15 秒くらい静止してみましょう。 

  狙われていたのであれば、次弾が飛んで来ます。 

  次弾が飛んで来た場合は、先程の弾がヒットしておりますので 

  命中しなくてもヒットと判断して下さい。 

･被弾(ヒット)と判断出来た場合は、大きな声で｢ヒット!!｣とコールし 

両手を高く上げましょう。(相手が確認出来るように勤めましょう。 

相手が確認出来なければ、いつまでも撃たれ続ける事に成ります) 

 *安全の為、コールしながら相手に背を向ける事を御勧めします。 

  (顔面に被弾する確率を減らす事が出来ます) 

  又、両手を高く上げると同時に大きく手を振るなどの 

  オーバーアクションによるアピールを御勧めします。 

 ･ゲームリタイアに成ったら、速やかにセーフティエリア(ゲーム開始 

前に、受付や準備をしていた所)に移動し、次のゲーム準備をして 

下さい。(移動中もゴーグルは外さない事) 

 ･ゲームリタイア後にセーフティエリアへ移動する際も、 

エアーガンを頭の上にかざすなど 

(必要ならば、声を出してヒットコールしながら)周りの参加者に 

自分はゲームリタイアしている事が判る様にして下さい。 

 ･ナイフ(ゴム製･プラスティック製含む)や徒手による格闘等は厳禁!! 

違反者は｢退場｣及び｢参加拒否｣の対象とします。 

 ･攻撃、射撃中は常に相手のヒットコールを気に掛けて下さい。 

 ･ヒットコール後の誤射(オーバーキル)をしてしまったら 

一言、謝罪する様に心掛けましょう。 

(誤射された方も、ヒットコールが不十分な点を反省しましょう) 

 ･至近距離での射撃は出来る限り避けて下さい。 

不可避な場合は可能な限り発射弾数を少なくし、狙点も装備品等の 

比較的安全な所にする様に配慮しましょう。 

 ･故意に特定の個人及びグループを集中的に攻撃したりしない事。 

  



 

⑥被弾しているにも関わらず、故意にゲームを続行しようとする行為は 

   ｢即退場｣及び｢参加拒否｣の対象と成ります。 

･故意による行為では無い場合でも｢警告｣をさせて頂き、｢警告｣が 

 複数回に及ぶようでしたら、｢故意による行為｣と同様に｢退場｣及び 

 ｢参加拒否｣の対象とさせて頂きます。 

  

*被弾を無視してゲームを続行しようとする行為(ゾンビ行為)は 

      サバイバル･ゲームそのものを成立させなくする行為です。 

    各自、厳格に遵守する様に心掛けて下さい。 

   

 ⑦被弾していない場合でも｢ゲーム続行が困難｣と判断した場合は、 

  リタイアしても構いません。 

  ･逆にエアーガンのトラブルや弾切れ等でも｢ゲーム続行｣が可能と 

   判断出来るなら、｢リタイア｣する必要は有りません。 

⑧ ゲーム続行中の味方からは情報や弾･ガス等の補給を受けても良いが、 

ゲームリタイアした者から情報や補給を受けてはいけない。 

   ･ゲームリタイアに成った者が、エアーガンや弾･マガジン等を残して 

   行く行為も禁止します。 

   ･逆に、エリア内に残されているエアーガンや弾等を使用する事も禁止 

   します。(落し物の回収は行って下さい。) 

   ･ゲームリタイアに成った者が、エリア外から情報や指示を与える行為 

   も禁止します。(無線機等での呼び掛けも行わない様にして下さい) 

⑦ ゲームに参加していない者やゲームリタイアした者が見学をする場合、 

ゲーム進行の邪魔にならない様に心掛け、必ずゴーグルを着用する事。 

･流れ弾等で被弾する事を、十分に覚悟した上で見学して下さい。 

･見学の場合でも｢ゲーム続行中の者｣に情報や指示･補給等を与えては 

 いけません。(声を掛けたりも、しないように御願いします。) 

⑧ ゲーム中のトラブルや規定違反者を発見した場合などは｢個人的｣に解

決しようとせずに、スタッフに報告して判断を任せる事。 

･エリア外に出てしまってる人を見つけた場合等は、声を掛けて 

 エリア内に呼び戻して頂いて構いません。(但し、暴言や高圧的な言動 

 は厳禁です。) 

 

 

 



 

５. 1 日のゲーム終了時における規定 

①ゴミ等は持ち帰りましょう。 

 ･ビン.缶.包装紙.BB 弾の袋等はゴミ用の袋を御持参頂き、 

回収して御持ち帰り下さい。 

 ･お帰りの際に再度、回収忘れが無いか御確認下さい。 

②終了後は、出来る限り速やかにフィールドから御退出下さい。 

   ･1 日のゲームが終了しました後は、フィールド出入り口を施錠します。 

     

６. 最後に 

   当規定書は、当店主催のサバイバル･ゲームを皆さんで楽しんで頂く為 

   必要と思われるルールを策定した物です。 

   人は、それぞれ異なる考えと感情を持ち、サバイバル･ゲームの楽しみ方 

  も、それぞれ異なります。 

   しかし、サバイバル･ゲームは決して一人では楽しむ事が出来ず、皆の 

  協力と調和が不可欠です。 

  参加者全員が、同じ空間と時間を共有する仲間として、常にお互いに 

  配慮する事を欠かさずに、全員が楽しく遊べることを切に願います。 

 

 

 

＊ 当参加規定において不都合が生じました場合、予告なしに規定内容を変更

する場合が有ります。 

＊ 規定内容に疑問･疑念が御座いましたら、スタッフまで御問い合わせ下さ

い。 

＊ 又、サバイバル･ゲーム参加中に、規定書に記載されていない事で疑問･不

都合が有りました場合も、スタッフまで御問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

特筆事項 
 

 

下記の事項は、既に別の項目にて表記されておりますが、 

サバイバル･ゲーム進行上、重大な障害に成ったり 

違反者に対し｢退場｣や｢参加拒否｣等の厳格な対応を要する場合が有る 

重要事項ですので、特別に別記させて頂きます。 

 

★ 規定書を熟読頂き、別紙｢誓約書｣を御署名･捺印の上ご

提出下さい。 

★ 規定書を読まれていない方の参加は、御断りさせて頂き

ます。 

★ 飲酒･薬物･病気等で正常な判断力が無いとスタッフが

判断した場合、参加を御断りする場合が有ります。 

★ サバイバル･ゲーム開催中にフィールド内で飲酒する事

は厳禁です。 

★ フィールド内での盗難･紛失･事故等の責任は、一切負い

ません。 

★ ゲームフィールド内に於いては、スタッフが全ての権限

を有しており、スタッフの指示に従わない者は即退場し

ていただき、以後の参加を御断りします。 



★ ゲーム中にエリア内に立ち入る場合は 参加･不参加に

関わらず、必ずゴーグルを着用し 目を保護する事。 

★ 暴力･暴言･誹謗･中傷･威圧行為等は｢退場｣及び｢参加拒

否｣の対象とさせて頂きます。 

★ ナイフ(ゴム製･プラスティック製含む)や徒手による格

闘等は厳禁!!違反者は｢退場｣及び｢参加拒否｣の対象とし

ます。 

★ 被弾しているにも関わらず、故意にゲームを続行しよう

とする行為は｢即退場｣及び｢参加拒否｣の対象と成りま

す。 

★ 当フィールド内で、当店スタッフ以外が勧誘･販売行為

を行うことは厳禁です。 

規定違反が認められた場合、参加をお断りする場合が有

ります。 

★ 使用出来るエアーガンは 0.20g･6mmBB 弾使用時に弾速

95m/s 以下相当の物で、且つ違法ではないエアーガンに

限る。管理不行き届きにより規定以上のパワーが認められ

た場合、参加拒否の対象に成ります。 
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