
 

      日           月             火          水          木  

ヒロダイブボラボラ 

HiRO DiVE BORA BORA 
ボラガイド経験豊富な日本人インストラクターによる 

最大５名様までの少人数グループ制とプライベートダイビングサービス 

グループプラン 
お得な料金で、少人数グループ制、日本人ガイド確定。 

ヒロダイブでは少人数グループ制できめ細やかな対応を目指しています。 

初めての体験ダイビングはもちろん、まだビギナーダイバーさんには、 

日本語の説明だけでなく、水中ガイドも日本人のほうが安心! 

 

C カードが必要なファンダイビングと、 

初めての方、C カードがない方でも海を楽しんでいただける 

体験ダイビングがあります。 

※プライベートサービスは随時受け付け。金土はプライベートのみ対応 

 

T A H I T I  タ ヒ チ 海 ガ イ ド  

プライベートプラン 
プライベートダイビング 

 

人生の中でも特別な旅先、ボラボラ。 

お二人だけの時間を大切にしたい方に

プライベートサービスがお勧めです。 

ご家族やご年配のご夫婦にも最適。 

C カード取得も。 

 

半日か終日、 

ファンダイブまたは体験ダイビングで、 

ボラボラの美しい海を満喫！ 

プライベートスノーケリングツアー 
 

ダイビングはちょっと怖い・・・という方には 

スノーケリングでボラボラのラグーンを満喫。 

日本人ガイドが海の中も一緒にご案内。 

 

・１日満喫ラグーンツアー＋モツピクニック 
・半日ラグーンツアー 

※どちらも記念ビデオ撮影付き 

体験ダイビング 

ハネムーン 

メモリアルプラン 

体験ダイビング 

マンタプラン 

ファンダイブ２本 

（マンタポイント） 

体験ダイビング 

シンプルプラン 

体験ダイビング 

マンタプラン 

ファンダイブ２本 

（マダラトビエイ） 

体験ダイビング 

ハネムーン 

メモリアルプラン 

ファンダイブ２本 

（マンタポイント） 

ファンダイブ２本 

（マンタポイント） 
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THE LOREM IPSUMS SUMMER 2016 

タヒチアンブルーの別世界への扉 
体験ダイビングはダイバー認定をまだ受けていない、 

あるいは全く潜った事のない人のための 

海中の世界を楽しむプログラムです。 

スノーケル経験がない人も、泳げない人も大丈夫！ 

最大６m。2名さまにガイド一人つきます。 

８歳から上限年齢なしで、 

健康な方なら誰でも参加していただけます。 

（妊娠しているかた不可、喘息その他持病要医師の診断書） 

タプー 

 浅くて透明度がコンスタントによく、人なつこくてかわいいお魚がい

っぱい。 

ここは全く初めての人でも、怖さを忘れて海の世界のきれいさ楽しさに

引き込まれるキラキラのポイント。 

真っ白な砂が広がる、青い世界です。 

ボラボラのアイドル、マンタに遭遇できるとすれば 

ココで潜るしかない！ 

ぎっしりのサンゴの群生と優雅に泳ぐマンタの姿は圧巻！ 

 

体験ダイビングでマンタポイントに行くのはヒロダイブだけ。 

深い青が谷の横に広がっています。 

リーフの上６mぐらいを泳ぎながら、マンタが下からあがって

くるのを待ちます。 

体験ダイビングプラン 

シンプルプラン ： 浅いところからスタート。きれいな海の  

（日曜午後）    世界に浸ってください。 

 

ハネムーンメモリアルプラン：２人の思い出作りのお手伝い。 

（火水午後）    ビデオ撮影と記念品のプレゼント付き。 

 

マンタプラン ： 是非マンタに会いたい！という人に。 

（月木午前）   ※必ずしも遭えるとは限りません。 

 

他に体験ダイビング２本プランもできます。 

体験ダイビング             with ヒロダイブボラボラ 

アナウ〜マンタポイント 

コーラルガーデン／アクアリウム 

外洋のリーフポイントです。大きめのお魚がや、サメに会え

るかも！ 

ラグーンのコンディションが悪いときや、サメリクエストが

入ったときに行きます。 
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半日ラグーンツアー 
２スポット、ビデオ撮影 

ポイントはコンディションにより当日決定いたします。 

マンタポイントは午前のみ可能です。 

（午後はマンタ保護のため、マンタポイントでのダイビング

禁止） 

 

ラグーン内３カ所でのスノーケリング（コンディションで変更有り） 

・ アナウ（マンタポイント） 

・ モツタネ 

・ アクアリウム又はコーラルガーデン 

モツ（小島）に上陸してタヒチアンランチピクニック 

記念写真撮影（DVD）とスノーケルビデオ撮影 

 

※ダイビングオプション 

スノーケリングスポットのうち一カ所を同料金でファンダイブ、また

は体験ダイビングに切り替え可能。（要予約） 

プライベートスノーケリングツアー         with ヒロダイブボラボラ 

１日ラグーンツアー 

モツピクニックと水中ビデオと記念写真撮影付き 

日本人ガイドはボラガイド経験８年以上！ 

お魚のこと、ボラの自然の事、なんでも聞いちゃおう！ 

一日、半日ツアーともに、ボートにはお飲み物（水、ジュー

スまたは暖かい紅茶）と果物をご用意しています。 
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抜群の透明度と優雅な大物との遭遇 

Anauアナウ〜マンタポイント 

圧倒的な人気もの、マンタ。 

ここはクリーニングステーション。 

サンゴの群生が見られるのもここだけ。 

他にカメ、マダラトビエイ、デバスズメダイなど 

 

初級〜／３〜２５m／水路、珊瑚礁／ 

流れ弱／波なし／透明度▲ 

Tapuタプー〜サメポイント 

ボラボラの王者、レモンシャークのポイント。 

コンスタントにいい透明度とゆるいコンディションにも関わらず、多

くの魚が見られる人気スポット。 

ツマグロ（小さいサメ）、ナポレオン、ネッタイミノカサゴ、ウツ

ボ、ハダカハオコゼなど 

 

初級〜／８〜２５m／リーフ 

流れ弱／波ときどきうねり有り／透明度◎ 

Toopuaトプア〜マダラトビエイの群舞 

優雅なマダラトビエイの群舞が見られるポイント。 

ダイビングの最後はコーラルガーデンでチョウチョウウオに囲まれ

て！ 

タヒチチョウチョウウオ、モンダルマガレイ、巨大ウツボ、 

アネモネフィッシュ、キヘリヨウジなど 

初級〜／５〜１８m 

水路、砂地とサンゴ 

流れ弱~強／波小波／ 

透明度○ 

その他のスポット 
ムリムリ 中級以上、ドロップオフとリーフ、波有、流れ有 

     要中性浮力とフリー潜行 

     ギンガメアジ、バラクーダの群れ、カメ、サメなど 

 

ハピティ 初級〜１８m、リーフと地形、波小、流れ弱 

     サメ、チョウチョウウオなど 

 

パス   中級以上、水路、要中性浮力、流れ弱〜中 

     ネムリブカ、ギンガメアジの群れなど 

ファンダイビング     with ヒロダイブボラボラ 

Cカード保持者向け(PADIオープンウォーターダイバー以上) 

午前または午後 2本のボートダイブ 

 
PADI 

※ お二人様で１日２ダイブ３日間潜られると、 

１２ダイブカップルパッケージで少しお得になります。 
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THE LOREM IPSUMS SUMMER 2016 C カード（ダイバー認定）取得          with ヒロダイブボラボラ 

さあ、ダイバーになって世界の海を楽しもう！！ 

ダイバーの認定を受けると（Cカード）、世界中の海のダイ

ビングサービスのあるところで、ファンダイブに参加する事

ができます。認定は健康状態が変わらない限り、一生もの

で、世界中どこでも通用します。 

ダイビングは水中のアクティビティ。言葉はいりません。 

同じ物を見て共感し、感動し、世界中の人と簡単に友達にな

れるという楽しみもあります。 

 

ざまざまなダイビング認定団体がトレーニングを提供し、C

カードを発行しています。ヒロダイブでは PADIと

CMAS/ANMPのトレーニングと認定を提供します。 

 参加条件： １０歳以上  

     （１０〜１４歳まではジュニアオープンウォーターダイバー、10−11歳１２m まで） 

      病歴書でチェックが入った場合は医師の許可が必要 

      未成年者参加の場合、保護者の了解書が必要 

      200m ノンストップで泳げる、または認定終了までに泳げる見込みがある(または 300m スノーケル) 

 

実施条件： 海洋自習のみ ３半日５ダイブ 

      初日の１ダイブ目以外はプライベート対応のみ 

                     

PADI オープンウォーターダイバー 

＜日本で準備してこられる＞ 

 

プロのガイドなしに、バディと２人だけで最大１８m ま

で潜る事ができる認定です。 

プランニングまで取得しなければならないので、知識の

開発、試験の量が多いですが、オンラインで自習する事

が可能です。 

その後、限定水域（プールなどの浅い環境）で必要なス

キルを習得し、海洋実習で自然の海で最低４本潜り、す

べてのスキルができれば認定です。 

ヒロダイブボラボラでは海洋実習のみ実施しています。

知識の開発と限定水域は日本で済ませる必要がありま

す。 

 

CMAS 又は GUIDE/ANMP ＊１スター 

＜日本で準備なし、現地３日間のみ＞ 

 

必ずプロのガイドとともに、最大２０m まで潜る事ができ

る認定です。 

プランニングなどの知識は必要ないので、海での実習のみ

です。 

世界中で使えますが、ガイドなしのバディダイビングを実

施しているところでは受け付けてもらえません。（オース

トラリアやアメリカの一部） 

日本で準備する時間がなく、でもボラ滞在中にどうしても

認定が欲しい場合、 

また常にガイド付きで潜るのでその上のレベルは必要な

い、という人に便利です。 

 
 

   ※必ずしも認定を保証する物ではありません。スキルを習得できなければ、認定されません。 

※ PADIの場合、必ず限定水域トレーニングの記録と知識の開発終了書をお持ちください。 

※ 認定料、ログブック込み。 

※ Cカードは後日ご自宅に届きます。 

 

モデルプラン 

 １日目 2日目／１日目 3日目／2日目 

午前または午後 

  半日 

体験ダイブ/リフレッシュ 

ダイブ グループプラン 

 

海洋実習２ダイブ 

プライベート半日２ダイブプラン 

海洋実習２ダイブ 

プライベート半日２ダイブプラン 
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年齢制限なし 

ただし泳げないお子様がいらっしゃる場合にはボートの上でずっと付き添いの保護者必要 

 

８歳以上 

病歴書問題なし ※ 

未成年者は保護者の署名※    ※別紙参照 

 

１０歳以上／同体験ダイビング要件（10-14歳はジュニアオープンウォーターダイバー） 

 

１２歳以上／同体験ダイビング要件 

＋ 

PADIオープンウォーターダイバーか同等レベルの認定保持者 

※スクーバダイバーと PADIジュニアオープンウォーターダイバーはファンダイブグルー 

   ププランに参加できません。(深度制限)（プライベートか体験プログラムへ） 

 

ご希望日とプラン 

お泊りのホテル 

人数とお名前、性別、年齢 

身長、体重、足のサイズ 

＜ファンダイブの方は下記も＞ 

レベル（オープン、アドバンスなど） 

経験本数 

最後のダイブはいつか 

 

※ファンダイブを 2名さま１日２ダイブ３日間で、お得なパッケージがあります。 

 

水着着用、日焼け止め、タオル、サングラス、カメラ、酔い止め、ウィンドブレーカー 

ダイバーさんは Cカードとログブック 

 

ガイドは全員フランスのインストラクター国家資格保持者（BEES1) 

日本人ガイドは PADIオープンウォーターインストラクター(OWSI)も保持 

ボートマンはボラボラの海を知り尽くした経験者 

 

撮影した映像は DVDにして、なるべくご出発前にホテルまたは空港にお届けしますが、 

それができない場合、のちに DVDはお客さまのご住所まで郵送いたします。 

 

Cカード認定コースの提供は認定を確約するものではありません。 

参加者は認定要件をすべて体得する必要があります。 

 

DAN (Diver Alert Network)Europeのダイビングクラブプランに加入しています 

 

・体調は万全にし、ダイビング当日の飲酒、前日の深酒はお控え下さい。 

・契約内容に含まれる内容のご利用なき場合でも返金・割引はいたしません。 

・雨天決行ですが、天候などの事情により催行できない場合、当社の判断により、 

 日の変更または中止にする場合があります。（中止の場合、返金します） 

・天候、海況によりご希望のポイントで潜れない場合がでも、返金・割引はありません。 

・ご希望のポイントで潜っても、必ずしもご希望の生物に会えるとは限りません。 

 

催行予定日から起算して 2日前〜当日および無連絡不参加：１００％ 

※飛行機の遅延、病気による当日キャンセルの場合、証明書、医師の診断書があれば、 

 キャンセルチャージしません。（詳細は別紙参照） 

お客様参加条件 

 

  スノーケリング :  

  
 

  体験ダイビング  ： 

 
 
   

      Cカード取得   ： 

   

      ファンダイブ   ：          

 
 
 
 
 

ご予約 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お持ちもの 

 
 

スタッフ 

 
 
 
DVD 
 
 

Cカード認定 

 
 

保険 

 

了解事項 

 
 
 
 
 
 

キャンセルについて 

 
 
 
 
 
 
 
 

その他／注意事項 



 

 

 

素敵な思い出づくりをご一緒に… 
中村裕子（なかむら ひろこ） 

 ひょんなことからダイビングのライセンスをとったのは日本語教師をして

いたマレーシアのこと。海の生物大嫌い人間が海の魅力に取り付かれそれか

ら３年後にはダイビングのインストラクターに。 

 マレーシア、タイ、インドネシアでガイド、ライセンス取得コースを教

えたりした後、２００６年ボラボラ島のダイブショップへ。 

 ボラボラのお客様にあわせたより良いサ

ービスを目指して、まずフランスのインス

トラクター資格を取得（日本人唯一）し、

２０１４年独立。 

 ただ日本人のガイドというだけでなく、

少人数サービスという利点と、８年のガイド

経験で知り尽くしたボラボラの海の知識を使

って、皆様のご要望に合わせて素敵な思い出

作りのお手伝いをしたいと思います。 

 

ダイビングのあとの 

皆さんの笑顔がエネルギー源です。 

ヒロダイブボラボラ HiRO DiVE BORA 

BORA 代表者名 ：中村 裕子（NAKAMURA HIROKO) 

設立   ：２０１４年３月１日 

Eメール ： sea.pookie@gmail.com 

電話番号 ：（＋６８９）７７８１３２ 

所在地  ：BP450 Vaitape 98730 Bora Bora, French Polynesia 

事業内容 ：ボラボラ島スクーバダイビングとスノーケリングツアー 

資格・登録：BEES1 N°BE987.13.18(Brevet d’Etat 1er degree plongee) 

                  PADI OWSI 476780 

         タヒチ事業登録番号 N°TAHITI A89224 / N°RC TPI 14710A 

URL    : http://sites.google.com/site/diveboratahiti/ 

ブログ  ：polynesiadayori.blogspot.com 

 

 

HIRO DIVE BORA BORA ヒロダイブボラボラ 会社案内 

mailto:sea.pookie@gmail.com
http://sites.google.com/site/diveboratahiti/
file:///C:/Users/Yoko/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GSTNB8V8/polynesiadayori.blogspot.com
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ヒロダイブボラボラ 
HiRO DiVE BORA BORA 

 
 

サービス / 小売価格 / 条件 
 

2014 
(15/05/2014 ~ 31/03/2015) 
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ヒロダイブボラボラについて 
 
 
代表             : 中村 裕子 NAKAMURA Hiroko 
 
住所           : BP450  Vaitape 98730  Bora Bora 
 
電話番号             : (+689) 77 81 32 
 
E-mail           : sea.pookie@gmail.com 
 
設立           : ２０１４年３月１日 
 
サービス         : スクーバダイビング（ファンダイブ／体験ダイビング）プライベートサービスまたは 
            グループサービス 
                      プライベートスノーケリングツアー  
 
認可            : N°000347 / MSE du 25 fevrier 2014 
                                      N°de declaration: 577 SJS/APS/Ens  du 26 novembre 2013 
 
会社登録番号        :  N°TAHITI : A89224  
                       N°RCS    : PAPEETE TPI 14 710A 
 
資格             : BEES1 plongée N°BE.987.13.18 
               PADI OWSI476780 
 
送迎            : ボラボラのすべてのホテル、ペンションまでボートで（ナイトダイブをのぞく） 
 
料金            : 記載レートは卸値、税込み(TTC)  
              希望小売価格は（）内の料金をご参照下さい。 
               
 
条件          ：最低催行人数４名さま。ただし２日以上お申し込みの場合、２名さまでも催行。 
 
 
 
 
 
ヒロダイブボラボラのお勧めポイント: 
 

- 日本人ガイド確約（スケジュール参照のこと） 
 

- 日本人ガイドは日本人であるだけではく、ボラガイド歴９年で、ボラの海、ダイブサイトをよく知ってお
り、ご相談から同日のガイドまで一貫して対応。お客様のご要望に合わせたガイドができる。 

  
- 少人数グループ制（ボートにお客様最大５名さままで） 

  
- 時間を有効にゆっくりリラックスして楽しめる 

  
- マンタポイントでの体験ダイビングが追加料金なしで 

    通常スケジュールで可能。 
  

- スノーケリングツアーでは他のツアーが来ないモツタネでの静かな環境を楽しめる  
 
- 日本人女性の顔が自然に見える UVカット仕様の日本製マスクを提供（女性用のみ）。ビデオ撮影にも最
適。 
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体験ダイビング INTRODUCTORY DIVE 
(認定受けていない人向き／最低催行人数４名さま最大５名さままで) 

 
 
最大深度        : 6 m (平均 3m)    
潜水時間        : 30 min 
 
ダイビングスタイル         : ボートダイブ /  
            お客お二人にガイド一人  
  
プログラム時間     : 2- 3 時間 
時間                             : 午前の部  8 :00 ‒ 11 :00     
            午後の部 13 :30 ‒ 16 :30 
 
流れ                : ホテルピックアップ ‒  
                              説明 (10-15 min) ‒   
                             １組目ダイブ (30 min) ‒  
                              ２組目ダイブ (30 min) ‒  
                              ティータイム‒  
                              ホテルへお送り 
 
ダイブサイト            :  アクアリウム／コーラルガーデン／アナウ／タプーのいずれか 
                              ※天候、海況などによって決定します。 
 
スケジュール      :   日曜日 Sun              13 :30 - 
                               月／木曜日Mon /Thu    08 :00 -  ou 09 :30 （マンタポイント） 
                               火／水曜日 Tue/Wed    13 :30 - (ハネムーンメモリアルプラン) 
 
器材、ホテル送迎、飲み物、スナック込み、                 希望小売価格        

 

1 体験ダイビング                           : 15,000 xpf/per. 
                                                                  
日火水 午後 ／ 月木 午前  

体験ダイビングハネムーンメモリアルプラン 
 ( DVD+ 記念品  )                           : 37,000 xpf/2per. 
                                  
催行日     : 火水 午後 
ビデオについて : DVD はホテルにお届けするかゲスト出発時に空港までお届けします。どちらも無理な場合、   
        日本へ郵送いたします。 
記念品          : 貝のネックレス または 黒真珠 
 

体験ダイビング２本                          : 20,000 xpf/per. 
                                  （ 20,000 xpf） 
催行可能日 : 日曜午後、月木午前  
 

1 マンタポイントでの体験ダイビング   : 15,000 xpf/per. 
                                 
催行日   ：月木 午前  
ダイブ最後    : Anau 
   * マンタとの遭遇を確約するものではありません 
   * ポイントのコンディションがダイビングに適さない場合、予告無しにポイントを変更することがあります 

Yoko
タイプライターテキスト

Yoko
タイプライターテキスト
(

Yoko
タイプライターテキスト

Yoko
タイプライターテキスト

Yoko
タイプライターテキスト
（18,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
（18,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
(44,400円）

Yoko
タイプライターテキスト
（24,000円）
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ファンダイブ 
(認定がある人向け / 最低催行人数 4 人.  最大 5 人. ) 

 
 

最大深度         : 29m           平均潜水時間 : 45-50 min 
ダイビングスタイル        : ボートダイブ 
                                     1 グループ５名さままで 
  
プログラム時間     : 約 4  時間 
                                      8 :00 ‒ 12 :00  or  13 :30 ‒ 17 :30 
 
流れ                       :  ホテルピックアップ‒  
                                      ブリーフィング (10-15 min) ‒   
                                      １ダイブ目 (45-50min) ‒  
                                      ポインと移動 とティータイム- 
                                      ２ダイブ目 (45-50 min) ‒  
                                      ログ付け‒  
                                      ホテルへお送り 
 
スケジュール                  :   日火水  08 :00 - 
                                        月        13 :30 ‒ 
 
Dive site                      : Anau/ Tapu/ Toopua/ Haapiti/ Muri Muri                        
                                    *Anau(Manta) は午前のみ(日火水) 
 
参加ダイバー条件          : PADI オープンウォーターダイバーか同等の認定以上 
                                   *PADI スクーバダイバー / 10-11 歳の PADI ジュニアオープンウォーターダイバー 
            は深度制限が１２mまでであるため参加できません。  
                                   (追加料金で別途ガイドをつけるか、プライベート、または体験ダイビングにご参加ください) 
                 
器材、ホテル送迎、飲み物、スナック込み、                           希望小売価格 

  

2 ダイブ                                       :   18,000 xpf/per. 
                                 
2 ヶ所違うポイント 
１ボート最大５名さままで 
 

12 ダイブカップルパッケージ          :   96,000 xpf/2 per. 
                                 
2 名さま１日２ダイブ３日間  
 
 

1 ダイブ                                         :   15,000 xpf/per. 
                                   
ガイドは日本人保証ではありません。２本目はボートでお待ちいただくことがあります。 
 

ナイトダイブ                                   :   16,000 xpf/per. 
                                   
トーチライトレンタル込 
ヒルトンとパールビーチ以外のホテルのピックアップはヴァイタペになります 
 

Yoko
タイプライターテキスト
（21,600円）

Yoko
タイプライターテキスト
（115,200円）

Yoko
タイプライターテキスト
(18,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
（19,200円）
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講習／認定 
( 最低２名さまより最大４名さままで／プライベートのみ) 

 
 
提供できる認定組織          : PADI (オープンウォーターダイバー */ アドバンスオープンウォーターダイバー 
              /レスキューダイバー/スペシャリティー) 
                                       *オープンウォーターダイバーは限定水域と海洋実習のみ実施可能  
                                        「知識の開発」は到着前に日本のショップまたはオンラインで済ませてくること  
                           
                                       : CMAS(*1☆/ **2☆/ ***3☆) or GUIDE*/ANMP(*/**/***) 
                                       *Global organization of scuba diving instructors and defenders of the ocean 
              海洋実習のみ、事前準備不要 
                                        
                                        PADI ダイバーはプロのガイド無しにバディと自己責任で潜れる認定、 
                                        CMAS/ANMP*1☆はバディダイブ不可、常にプロのコントロール下で潜る。 
 
期間           : 最低３半日，最低５ダイブ 
                                         プライベートサービスのみ（時間配分が他のプログラムと違いすぎる為） 
                                      
参加条件                         : １０歳以上* / 200m ノンストップで泳げるか 300mスノーケルで泳げるか 
                                         * 10-11 歳の場合、認定後の最大深度は１２m 
                                      病歴がないこと (もし病歴が会った場合、医師の許可書類があれば参加可能) 
 
認定                         : 認定は保証ではありません。学生は講習中に必要な技術を取得しなければなりませ 
               ん。必要なレベルに達しないと判断した場合、講習期間を延長するか、認定できな 
              いこともあります。（日本でトレーニング継続するための記録をお渡しします） 
                                         C カードは後日学生の自宅に直接届けられます。 
                                          
パッケージ料金: ２名/5 ダイブ/ 半日グループプラン/2 半日プライベートボート/ 認定申請料/ ログブック込み 
器材、ホテル送迎、飲み物、スナック込み、                        希望小売価格 

 
※例えば海洋実習の半分（２ダイブだけ）などのケースはお問い合わせください。 

 

PADI オープンウォーター/ CMAS 1* /: 170,000 xpf/2per. 
PADI アドバンスダイバー           
追加お一人様あたり         :   43,000 xpf/per. 
                                   
スケジュール例Model Schedule: 
Day1 : 午前又は午後 (体験ダイビンググループプラン参加)    1 ダイブ  …  6 m  
Day2 : 午前または午後 (プライベート)                         2 ダイブ  … 12m 
Day3 : 午前または午後（プライベート）          2 ダイブ  … 18m（20m*)  *CMAS 
* 深度は PADI オープンウォーターのもの。アドバンスは 29m, (14 歳未満２１m). 
 

PADI オープンウォーター+ 限定水域付き           : 200,000 xpf/2per. 
                                                          
追加お一人様あたり          :   43,000 xpf/per. 
                                   
スケジュール例： 
Day1 : 午前または午後(プライベート) 限定水域講習      …  3 m 
Day2 : 午前または午後(プライベート)                    2 ダイブ …  6-12m 
Day3 : 午前または午後(プライベート)                    2 ダイブ… 18m（20m*)  *CMAS 
 

Yoko
タイプライターテキスト

Yoko
タイプライターテキスト
(204,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
（51,600円）

Yoko
タイプライターテキスト
（240,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
(51,600円）
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プライベートサービス 
 

 
 

ダイビングプラン 
１名さまより最大５名さままで（料金は２名さま料金） 

日本人ガイド 
体験ダイビングまたはファンダイブ（スノーケルとの組み合わせ可） 

器材 / 水/ ジュース/ 暖かい飲み物（コーヒーまたは紅茶）/果物/ スナック付き  
 
                                               １～２名さま料金      希望小売価格                                                                                         

• 上記料金は同一プログラムの場合。 
もし別々のプログラム（例：ご家族４名さまでお二人様 ファンダイブ希望、もうお二人様体験ダイビング）
で、もう１人インストラクターが必要な場合、追加料金 10,000 フランかかります。 

 

  

半日午前または午後(2H)１ダイブ                    :  60,000 xpf/2per. 
                       
追加お一人様あたり                 :  10,000 xpf/per. 
                       
半日午前または午後 (3.5H)２ダイブ                : 90,000 xpf/2per. 
                       
追加お一人様あたり                                :  15,000 xpf/per. 
                                         
 
 

 
終日 (6H)  最大３ダイブまで                                    : 120,000 xpf/2per. 
                                      
追加お一人様あたり                :  20,000 xpf/per. 
                                    
朝食、夕食は含まれません。 
 

Yoko
タイプライターテキスト

Yoko
タイプライターテキスト
（72,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
（12,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
（108,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
（18,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
(144,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
（24,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
（12,000円）
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プライベートサービス  
 
 

スノーケリングプラン（ラグーンツアー） 
１名さまより最大６名さままで（料金は１～２名さま料金） 

日本人ガイド 
送迎/器材（マスク、スノーケル、ウェットスーツまたはライフベスト） 
 /水/ ジュース/ 暖かい飲み物（コーヒーまたは紅茶）/果物/ スナック付き 

 
                                                １～２名さま料金           希望小売価格                                 

 
「エコスノーケリング」について 
 
 海に入る前に、ラグーンの成り立ち、珊瑚礁の自然、 
珊瑚礁の生き物たちについてご説明いたします。 
 
スポット例 
 
        午前 ： アナウ ‒ モツタネ 
             または 
             コーラルガーデン ‒ モツタネ  
 
        午後 ：コーラルガーデン ‒ モツタネ 
             または 
             アクアリウム ‒ モツタネ 
 
         終日 ：アナウ-モツタネ- モツピクニック- 
       アクアリウム 
 
      *ポイントは天候、海況によってこちらで判断いたしま 
  す。ご希望に添えない場合もあります。 
        
 
終日プランのビデオ／写真について 
  : DVD はホテルかご出発時空港までお届けします。どちらも無理な場合、日本へ郵送いたします。 

半日午前または午後 (3H) 1-2 ヶ所                   :   55,000 xpf/2per. 
                    

追加お一人様あたり             :    10,000 xpf/per. 
                                    
 
 
 

終日  (6H)  2-3 ヶ所                                        : 150,000 xpf/2per. 
モツでのランチピクニック /水中ビデオ撮影/ モツでの写真撮影       
追加お一人様あたり                  :   20,000 xpf/per. 
                                    
*ダイビングオプション: ２-３カ所のスノーケリングのうち一カ所で、スノーケリングの代わりにダイビングを 
           することも可能です。（同料金にて：要事前予約） 
                            スノーケリング 1-2 ヶ所 + 1 ダイブ (体験ダイビング 又は ファンダイブ) 
                           

Yoko
タイプライターテキスト
（66,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
（12,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
(180,000円）

Yoko
タイプライターテキスト
(24,000円）
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ご予約RESERVATION  
 
 
 
1. E メールまたはお電話で、まずは空き状況を確認ください。 
 

- ご希望日 Date  ( 可能であれば、第二希望も) 
- ご希望のプラン（例：体験ダイビングハネムーンメモリアルプアン） 
- 人数 
- お名前（フルネーム） 
- お泊りのホテル 
- サイズ（身長、体重、足のサイズ） 

 
     上記に加え、ファンダイブご希望の場合は, 

- 認定レベル（例：オープンウォーターダイバー） 
- 経験本数 
- 最後のダイブはいつか 
- 持参する器材、あれば 

 
 
 
2. メールにて予約完了メールをお送ります。  
    もしご希望の日が満杯な場合、別の空いている日をお伝えいたします。 
 
 
*お問い合わせ、ご要望などあれば、いつでもメール、お電話にてご連絡くださいませ。 
 
 
 
 
条件 
 

- 最低催行人数４名さま（プライベートをのぞく）。既に他のお客様が入っているかもしれないので、 
まずはお問い合わせください。 

- 未成年者の参加の場合、親権者の了解書を提出してください。（別紙） 
- ７０歳以上のお客様の場合、１年以内に発行された医師のダイビング参加承諾書を提出してください。 
- 病歴に適合するものがあった場合、医師の診断書があれば参加していただけます。（別紙） 
- 妊婦さんはダイビングに参加していただけません。 
 

体験ダイビングについて For intro dive 
- ８歳より参加可能 （深度２m、又は３mまで） 

 
     ファンダイブについて 

-  PADI オープンウォーターダイバーか同等の認定以上 
*PADI スクーバダイバー/ 10-11 歳の PADI ジュニアオープンウォーターダイバーはファンダイブグルー
ププランには参加できません。（１２mの深度制限のため）別のガイドを手配（追加料金)するか、体験
ダイビングのスケジュールに参加するか、プライベートサービスでお申し込みください。 

- ファンダイブの参加希望で、２０本以下の経験本数で、過去２年間潜っていない場合、リフレッシュ（体
験ダイビングのスケジュール）の参加をまずお勧め下さい。 
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キャンセル/返金について 
 
 
催行日の前日から起算してさかのぼって7日目までのキャンセルはキャンセル料はかかりません。それ以降は下記 キャ
ンセル料がかかります。 
 
- 7日目まで            :    キャンセル料なし 
 -6日目以降~3日目まで      : 料金の  50 % 
-前々日~当日/無連絡不参加     : 料金の 100% 
 
キャンセル料のかからないケース:ただし、証明書を提出された場合のみ。 
  ・ 飛行機の遅延: 要遅延証明書 
・	 体調不良 : 要医師の診断書  
 

いずれの場合も、まずはできるかぎり別の日への変更ができるよう努力いたしますが、それが無理な場合、 
証明書をご提出いただいた場合のみ、返金いたします。(または請求しません) 
 
 
 
日の変更について: 
 
お客様の理由による日の変更につきましては、可能な限り追加料金なしに対応させていただきますが、それが 
不可能な場合にはキャンセル料がかかります。 
 
 
 
その他	 
	 	 	 

*雨天決行します。悪天候による催行不能はこちらで判断いたします。その場合、まずは別の日に変更でき るよう 
 最大限の努力を致しますが、それが不可能な場合、全額返金いたします。 
	 	 

*天候以外のヒロダイブボラボラの理由による催行不能(ボートの故障など)の場合、100%返金いたしま す。	 
	 	 

*お客様がダイブサイトをリクエストしていたにもかかわらず、天候、海況のためにそのダイブサイトでの ダイビング   
 が安全上不可能な場合、予告無しにダイブサイトを変更いたします。その場合でも返金はいた しません。 
	 	 

*お客様が安全上のガイドの指示に従っていただけず、アクティビティの参加が危険だとこちらが判断した 場合、 
 または認定があるにもかかわらず、アクティビティに参加するに十分な技術が保持されていないと判断された場合、 
 アクティビティへの参加をお断りさせていただきます。この場合でも返金はいたしません。 
 
 
 
パッケージのキャンセルの場合  
 
12カップルパッケージをご予約していたにもかかわらず、7日前までに一部キャンセルされた場合、 通常料金にて計算
させていただきます。(割引なし) 
例. 12 ダイブカップルパッケージ(2 人 1日2ダイブ3日間 ) = 96,000 を 2 日間に変更した場合、 
2人x1日2ダイブ2日間 =2x18,000x2days=72,000 
 
 
 
C カード取得講習の中途離脱、あるいは落伍 
 
講習が始まってからのキャンセルは、一切返金いたしません。講習は C カード取得(認定)を保証するもので はありませ
ん。認定を受ける為には、必要な技術と知識を身につけ、規定のレベルに達する必要があります。予定 の講習期限内に
認定に達しない場合でも返金はいたしません。インストラクターの指示に従わなかったり、講習で 受けた知識と技術を
習得したことが認められなければ、認定されません。もしインストラクターの判断に納得でき ない場合、別のインスト
ラクターによる評価を求めることができます。 
こちらで講習を終了できなかった場合、日本で続けられるように、トレーニングの記録をお渡しします。 
 

Yoko
タイプライターテキスト
※上記はパシフィックフランとなります。日本円はX1.2となります。（例）72,000 X 1.2 = 86,400円となります。
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