
※シーサーの料金は、すべて「税込み価格」です。

マリンメニュー料金

Ａ期間 Ｂ期間 C期間 Ａ期間 Ｂ期間 C期間

１ダイブ

２ダイブ ¥11,000 ¥12,000 ¥13,000

３ダイブ ¥16,000 ¥17,000 ¥18,000

Ａ期間 Ｂ期間 C期間 Ａ期間 Ｂ期間 C期間

リフレッシュダイビング 追加

渡名喜島遠征ダイブ 追加

粟国島遠征ダイブ 追加

ナイトダイビング １ダイブ

Ａ期間 Ｂ期間 C期間 Ａ期間 Ｂ期間 C期間

１ダイブ ¥9,000

追加

大人 ¥4,000

６～１２才 ¥3,500

追加

※C期間のお試しプランの設定はございません。

※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。

※OW講習、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。

ダイビング講習料金

PADI OW講習 3日間

PADI AOW講習 2日間

エンリッチ講習 1日間

宿泊料金（朝夕２食付）

Ａ期間 Ｂ期間 C期間 Ａ期間 Ｂ期間 Ｃ期間

３名様 ¥10,000 ¥11,000 ¥12,000 ¥9,000 ¥10,000 ¥11,000

２名様 ¥11,000 ¥13,000 ¥15,000 ¥10,000 ¥12,000 ¥14,000

２名様 ¥10,000 ¥11,000 ¥12,000 ¥9,000 ¥10,000 ¥11,000

１名様 ¥11,000 ¥13,000 ¥17,000 ¥10,000 ¥12,000 ¥16,000

２名様 ¥8,000 ¥9,000 ¥10,000 ¥7,000 ¥8,000 ¥9,000

１名様 ¥9,000 ¥11,000 ¥13,000 ¥8,000 ¥10,000 ¥12,000

２名様 ¥8,000 ¥9,000 ¥10,000 ¥7,000 ¥8,000 ¥9,000

１名様 ¥9,000 ¥11,000 ¥13,000 ¥8,000 ¥10,000 ¥12,000

【子供料金：0～3歳　無料／4～12歳　1,000円引き】

※C期間のシングルルームのご予約は宿泊日3か月前からになります。

※C期間のお試しプランの設定はございません。

※お試しプランは素泊りの設定はございません。

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）

店頭料金（税込） プレミアム価格/お試しプラン（税込）

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）

¥39,800 講習（5ダイブ）、乗船料 eラーニング/申請料 20,000円

¥30,000
講習（2ダイブ）、乗船料
エンリッチタンク（2本）

教材費　3,000円
申請料　4,500円

講習料金（税込） 料金に含まれるもの 別途必要な料金（税込）

¥69,800 レンタル器材、乗船料 eラーニング/申請料 20,000円

スノーケリング

¥5,000 ¥4,500

¥4,500 ¥4,000

¥2,500 -

¥7,000 ¥6,000

★体験ダイビング・スノーケリング

体験ダイビング
¥10,000 ¥9,500

¥5,000 -

★ファンダイビングオプション

¥3,000 -

¥3,000 -

¥6,000 -

シーサー阿嘉島店　2022年　料金一覧表

店頭料金（税込） プレミアム価格/お試しプラン（税込）

★ファンダイビング

ファンダイビング

¥9,000 ¥8,000

¥14,000

¥20,000



レンタル料金

Ａ期間 Ｂ期間 C期間 Ａ期間 Ｂ期間 Ｃ期間

フルレンタル（DC付） １日 ¥4,000

フルレンタル（DCなし） １日 ¥3,000

重器材セット（ＢＣ・レギ） １日

ウェットスーツ 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

ボートコート １日

ダイブコンピューター １日

水中カメラ 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

※C期間のお試しプランの設定はございません。

¥500 -

¥500 -

¥1,000 -

¥1,000 -

¥2,000 -

¥1,000 -

¥1,000 -

¥500 -

¥5,000 ¥4,500

¥4,000 ¥3,500

¥2,000 -

店頭料金（税込） プレミアム価格/お試しプラン（税込）

★器材レンタル



※シーサーの料金は、すべて「税込み価格」です。

ファンダイビング料金

Ａ期間 Ｂ期間 C期間 Ａ期間 Ｂ期間 C期間

１ダイブ

２ダイブ ¥12,000 ¥13,000 ¥14,000

３ダイブ ¥17,000 ¥18,000 ¥19,000

Ａ期間 Ｂ期間 Ｃ期間 Ａ期間 Ｂ期間 Ｃ期間

リフレッシュダイビング 追加

中上級者ドリフト 追加

到着ダイブ（ボート） 追加

Ａ期間 Ｂ期間 Ｃ期間 Ａ期間 Ｂ期間 Ｃ期間

渡名喜島遠征 追加

粟国島遠征 追加

※C期間のお試しプランの設定はございません。

ダイビング講習料金

PADI OW講習 2日間

PADI AOW講習 2日間

エンリッチ講習 1日間

レンタル料金

Ａ期間 Ｂ期間 C期間 Ａ期間 Ｂ期間 Ｃ期間

フルレンタル（DC付） １日 ¥4,000

フルレンタル（DCなし） １日 ¥3,000

重器材セット（ＢＣ・レギ） １日

ダイブコンピューター 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

ボートコート １日

水中カメラ（SDC付） 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

※C期間のお試しプランの設定はございません。
※メニュー以外での貸出は行っておりません。

シーサー那覇店　2022年　料金一覧表

店頭料金（税込） プレミアム価格/お試しプラン（税込）

★ファンダイビング

ファンダイビング

¥9,000 ¥8,000

¥15,000

¥21,000

★遠征料金

¥5,000 -

★オプション料金

¥3,000 -

¥3,000 -

¥3,000 -

講習料金（税込） 料金に含まれるもの 別途料金（税込）

¥5,000 -

¥39,800 レンタル器材、乗船料 eラーニング/申請料 20,000円

¥39,800 講習（5ダイブ）、乗船料 eラーニング/申請料 20,000円

¥30,000
講習（2ダイブ）、乗船料
エンリッチタンク（2本）

教材費　3,000円
申請料　4,500円

店頭料金（税込） プレミアム価格/お試しプラン（税込）

★器材レンタル

¥5,000 ¥4,500

¥4,000 ¥3,500

¥2,000 -

¥1,000 -

¥1,000 -

¥3,000 -

¥500 -

¥3,000 -

¥1,000 -

¥500 -

¥500 -



\5,900 \6,400 \6,900

\18,000

\21,000


