
※下記料金は、すべて「税込」表記となります。

Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間 Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間

１ダイブ

２ダイブ ¥9,800 ¥10,800

３ダイブ ¥14,800 ¥15,800

Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間 Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間

リフレッシュダイビング １ダイブ

渡名喜島

粟国島

ナイトダイビング １ダイブ

Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間 Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間

１ダイブ ¥8,800 ¥9,300

２ダイブ ¥12,800 ¥13,800

３ダイブ ¥16,800 ¥18,300

大人 ¥5,800 ¥6,300

６～１２才 ¥4,800 ¥5,300

追加

乗船 乗船

※C期間のお試しプランの設定はございません。プレミアム価格はB期間と同じ設定です。
※お試しプランは体験ダイビング・スノーケリングの設定はございません。
※体験ダイビング、スノーケリングはレンタル器材料金も含まれます。

Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間 Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間

３名様 ¥8,800 ¥9,800 ¥7,800 ¥8,800

２名様 ¥9,800 ¥10,800 ¥8,800 ¥9,800

２名様 ¥8,800 ¥9,800 ¥7,800 ¥8,800

１名様 ¥10,300 ¥12,300 ¥9,300 ¥11,300

２名様 ¥7,800 ¥8,800 ¥6,800 ¥7,800

１名様 ¥8,800 ¥9,800 ¥7,800 ¥8,800

２名様

１名様

Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間 Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間

３名様 ¥9,800 ¥10,800 ¥8,800 ¥9,800

２名様 ¥10,800 ¥11,800 ¥9,800 ¥10,800

２名様 ¥9,800 ¥10,800 ¥8,800 ¥9,800

１名様 ¥11,300 ¥13,300 ¥10,300 ¥12,300

２名様 ¥8,800 ¥9,800 ¥7,800 ¥8,800

１名様 ¥9,800 ¥10,800 ¥8,800 ¥9,800

２名様

１名様

【子供料金：0～3歳　無料／4～12歳　1,000円引き】

※C期間のお試しプランの設定はございません。プレミアム価格はB期間と同じ設定です。
※お試しプランは素泊りの設定はございません。

¥8,300

¥9,500 ¥9,500

一泊の方

３階　トリプルルーム
（セパレートタイプ）

２階　ツインルーム
（ユニットバスタイプ）

１階　ツインルーム
（アウトバスタイプ）

民宿YOU
（インバスタイプ）

¥8,300

３階　トリプルルーム
（セパレートタイプ）

２階　ツインルーム
（ユニットバスタイプ）

１階　ツインルーム
（アウトバスタイプ）

民宿YOU
（インバスタイプ）

¥7,300 ¥7,300

¥8,500 ¥8,500

¥3,000

★体験ダイビング・スノーケリング

ペンションシーサー宿泊料金 店頭料金 プレミアム・お試しプラン

二泊以上連泊の方

-

¥4,000

¥4,000

¥9,800

¥14,800
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★ファンダイビング（Cカード保持者）

ボートダイビング

¥6,800

マリンメニュー料金

¥3,000

¥3,000

¥5,000

遠征ダイブ

★ファンダイビングオプション

スノーケリング

¥4,000

体験ダイビング

¥19,800

¥6,000

¥6,000

¥3,000

¥6,800

¥5,800

プレミアム・お試しプラン店頭料金

¥6,000

¥7,800

¥12,800

¥18,800



ＰＡＤＩオープンウォーターダイバーコース料金

Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間

eラーニングコース ２日間 ¥29,800 ¥34,800

在宅学習コース ２．５日間 ¥39,800 ¥44,800

学科講習付コース ３日間 ¥49,800 ¥54,800

【料金に含まれるもの】 講習費、海洋実習費、乗船料、器材レンタル料、ログブック

ＰＡＤＩアドヴァンスド・オープンウォーターダイバーコース料金

Ａ期間 Ｂ期間

アドバンス講習（5ダイブ） ２日間 ¥29,800 ¥34,800

【料金に含まれるもの】 講習費、海洋実習費、乗船料、タンク、ウェイト

※C期間の開催はありません ※レンタル費は料金に含まれません

PADIエンリッチド・エア・ダイバー・スペシャルティコース料金

エンチッチ講習（2ダイブ） 1日間

【料金に含まれるもの】 講習費、専用タンク2本レンタル料、専用ダイブコンピュータレンタル料

※C期間の開催はありません

Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間 Ａ期間 Ｂ・Ｃ期間

フルレンタル（DC付） １日 ¥3,000 ¥3,500

フルレンタル（DCなし） １日 ¥2,000 ¥2,500

重器材セット（ＢＣ・レギ） １日

ウェットスーツ １日

ドライスーツ １日

軽器材4点セット １日

軽器材単品 １日

フードベスト １日

シグナルフロート 1日

ダイブコンピューター １日

水中ライト １日

※フルレンタルに含まれるもの：重器材・軽器材・ウェットスーツ・ダイブ コンピューター
※メニュー以外での貸出は行っておりません。

¥1,000 -

¥500 -

¥500 -

¥1,000 -

¥3,000 -

¥1,000 -

¥500 -

¥4,000

¥3,000

¥2,000 -

¥1,000 -

レンタル料金
店頭料金 プレミアム・お試しプラン

ダイビング費（別表参照）
教材費 \3,000
申請料 \4,500

eラーニング＋申請料
20,000円

【eラーニングについて】
通常のダイビングライセンス取得コースは、学科に1日、海洋実習に2日というスケジュールで行われますが、「e
ラーニングコース」では、学科を事前にご自宅のパソコンやタブレットで自主学習していただくことで、現地での学
科講習を省力することができ、海洋実習の2日間だけで受講出来ます。
インターネットが苦手な方や、体力に自信のない方は「在宅学習コース」や「学科講習付コース」もございます。

教材費 +申請料 \15,000
教材送料 \510

Ａ・B期間コース 別途かかる料金

ＰＡＤＩオープンウォーターダイバーコース料金 別途かかる料金

※エンリッチド仕様のレギ、及びエンリッチ併用可能レギ（Bism社全機種、 TUSA社一部機種　アトミッ
ク社全機種）をお持ちでない場合は、「エンリッチド専用レギ1,000円（税抜）／1日」がかかります。 上記
料金には講習に必要な下記費用が含まれています。

【参加条件】 リフレッシュ対象外の方。器材のセッティングおよび解除が自分でスムーズに実施可能な方。

教材費 +申請料 \15,000

コース 別途かかる料金

教材費 + 申請料 \14,000

¥14,800

おすすめ おすすめ 


