
ドルフィンズドリーム　ツアー料金表
【２０１９年(令和元年)１０月１日改定（消費税率１０％）】



【伊豆半島】

【日本海】

ダイビングスポット イルカと泳げるスポット

ツアースポットマップ



¥39,990
¥8,800

¥13,200

¥5,120

¥880

¥9,350

¥2,640

¥35,975
¥8,800

¥13,200

¥2,700

¥935

¥7,700

¥2,640

¥42,135
¥8,800

¥13,200

¥2,700

¥935

¥5,500

¥7,700

¥3,300

¥43,868
¥8,800

¥13,200

¥3,388

¥880

¥5,500

¥8,800

¥3,300

¥51,590
¥8,800

¥13,200

¥13,200

¥3,300

¥1,100

¥9,350

¥2,640

☆ツアー料金に加え交通費ご負担金として￥８,９００を別途ご負担願います☆
注：上記交通費ご負担金は、ツアー参加者３名以上での開催として算出しております。２名以下でツアーを開催する場合は

別途ご相談となります。

※ツアー料金の異なる２つのポイントをまたいでのツアーを計画する場合、施設使用料等、差額の出る部分を計算し、その

都度ツアー代を算出いたします。但し、海況等やむをえない事情で、ツアー出発後にポイントが変更となった場合、当初予

定していたポイントの金額でツアーを開催し、諸費用の追加徴収（または差額返金）は発生しないことといたしますので予

めご承知置きください。
※ツアー先で発生した追加ダイビング代、ボート代等は帰着後にオプション代としてご清算をお願いいたします。

１泊２日４ボートダイブ付き　熱海ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（ダイバーズランチ １食）

宿泊代（熱海市内民宿泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（１泊２日）

２泊２日４ビーチダイブ付き　井田ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（お弁当）１食

宿泊代
（井田地区民宿泊）１泊朝食付き

（井田地区民宿泊）１泊２食付き

スタッフ引率費（２泊２日）

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（はごろも荘食堂 １食）

宿泊代
（民宿はごろも荘または同等クラス １泊朝食付き）

（民宿はごろも荘または同等クラス １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

１泊２日４ビーチダイブ付き　大瀬崎ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（はごろも荘食堂 １食）

宿泊代（民宿はごろも荘または同等クラス １泊２食付き）

スタッフ引率費（１泊２日）

２泊２日４ビーチダイブ付き　大瀬崎ツアー料金

伊豆半島北部ダイビングスポット　ツアー料金表 （2019年10月現在）

１泊２日４ビーチダイブ付き　獅子浜・静浦・平沢ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（お弁当 １食）

宿泊代（民宿美晴荘または同等クラス １泊２食付き）

スタッフ引率費（１泊２日）



¥58,850
¥8,800

¥13,200

¥13,200

¥4,400

¥1,100

¥6,050

¥8,800

¥3,300

¥57,530
¥8,800

¥13,200

¥13,200

¥3,300

¥880

¥6,050

¥8,800

¥3,300

¥44,330
¥8,800

¥13,200

¥3,300

¥880

¥6,050

¥8,800

¥3,300

¥46,090
¥8,800

¥13,200

¥5,060

¥880

¥6,050

¥8,800

¥3,300

☆ツアー料金に加え交通費ご負担金として￥９,５００を別途ご負担願います☆
注：上記交通費ご負担金は、ツアー参加者３名以上での開催として算出しております。２名以下でツアーを開催する場合は

別途ご相談となります。

※ツアー料金の異なる２つのポイントをまたいでのツアーを計画する場合、施設使用料等、差額の出る部分を計算し、その

都度ツアー代を算出いたします。但し、海況等やむをえない事情で、ツアー出発後にポイントが変更となった場合、当初予

定していたポイントの金額でツアーを開催し、諸費用の追加徴収（または差額返金）は発生しないことといたしますので予

めご承知置きください。
※ツアー先で発生した追加ダイビング代、ボート代等は帰着後にオプション代としてご清算をお願いいたします。

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（お弁当 １食）

宿泊代
（伊東市内民宿・旅館泊 １泊朝食付き）

（伊東市内民宿・旅館泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

昼食代（お弁当 １食）

２泊２日４ビーチダイブ付き　伊豆海洋公園ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

宿泊代
（伊東市内民宿・旅館泊 １泊朝食付き）

（伊東市内民宿・旅館泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

２泊２日４ボートダイブ付き　川奈・富戸・八幡野ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（お弁当 １食）

宿泊代
（伊東市内民宿・旅館泊 １泊朝食付き）

（伊東市内民宿・旅館泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

ガイド代（４ダイブ）

ボート乗船代（４ダイブ）

タンクレンタル代（４本）

２泊２日４ボートダイブ付き　伊東ツアー料金

（2019年10月現在）伊豆半島中部東海岸ダイビングスポット　ツアー料金表

スタッフ引率費（２泊２日）

（伊東市内民宿・旅館泊 １泊２食付き）

（伊東市内民宿・旅館泊 １泊朝食付き）
宿泊代

昼食代（ダイバーズランチ１食）

施設使用料・入海料等（２日分）
料金明細

２泊２日４ビーチダイブ付き　川奈・富戸・八幡野ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（４ダイブ）



¥63,800
¥8,800

¥14,300

¥13,200

¥6,820

¥1,100

¥6,600

¥9,680

¥3,300

¥49,500
¥8,800

¥13,200

¥6,820

¥1,100

¥6,600

¥9,680

¥3,300

¥56,430
¥9,680

¥11,000

¥13,200

¥4,620

¥880

¥5,500

¥8,250

¥3,300

¥45,430
¥9,680

¥13,200

¥4,620

¥880

¥5,500

¥8,250

¥3,300

¥56,990
¥8,800

¥11,000

¥13,200

¥3,200

¥990

¥7,150

¥9,350

¥3,300

☆ツアー料金に加え交通費ご負担金として￥９,５００を別途ご負担願います☆
注：上記交通費ご負担金は、ツアー参加者３名以上での開催として算出しております。２名以下でツアーを開催する場合は

別途ご相談となります。

※ツアー料金の異なる２つのポイントをまたいでのツアーを計画する場合、施設使用料等、差額の出る部分を計算し、その

都度ツアー代を算出いたします。但し、海況等やむをえない事情で、ツアー出発後にポイントが変更となった場合、当初予

定していたポイントの金額でツアーを開催し、諸費用の追加徴収（または差額返金）は発生しないことといたしますので予

めご承知置きください。
※ツアー先で発生した追加ダイビング代、ボート代等は帰着後にオプション代としてご清算をお願いいたします。

２泊２日４ボートダイブ付き　田子ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（食堂出前 １食）

宿泊代
（夕日の里の宿よし田または同等クラス １泊朝食付き）

（夕日の里の宿よし田または同等クラス １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

２泊２日４ビーチダイブ付き　黄金崎ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（お弁当 １食）

宿泊代
（安良里・宇久須地区民宿泊 １泊朝食付き）

（安良里・宇久須地区民宿泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

２泊２日４ボートダイブ付き　安良里ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（お弁当 １食）

宿泊代
（安良里・宇久須地区民宿泊 １泊朝食付き）

（安良里・宇久須地区民宿泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

２泊２日４ビーチダイブ付き　土肥ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（ダイバーズランチまたはお弁当 １食）

宿泊代
（土肥・八木沢地区民宿泊 １泊朝食付き）

（土肥・八木沢地区民宿泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

伊豆半島中部西海岸ダイビングスポット　ツアー料金表 （2019年10月現在）

２泊２日４ボートダイブ付き　土肥ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（ダイバーズランチまたはお弁当 １食）

宿泊代
（土肥・八木沢地区民宿泊 １泊朝食付き）

（土肥・八木沢地区民宿泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）



¥59,040
¥8,800

¥11,000

¥13,200

¥3,740

¥1,100

¥7,850

¥10,050

¥3,300

¥48,040
¥8,800

¥13,200

¥3,740

¥1,100

¥7,850

¥10,050

¥3,300

☆ツアー料金に加え交通費ご負担金として￥９,５００を別途ご負担願います☆
注：上記交通費ご負担金は、ツアー参加者３名以上での開催として算出しております。２名以下でツアーを開催する場合は

別途ご相談となります。

※ツアー料金の異なる２つのポイントをまたいでのツアーを計画する場合、施設使用料等、差額の出る部分を計算し、その

都度ツアー代を算出いたします。但し、海況等やむをえない事情で、ツアー出発後にポイントが変更となった場合、当初予

定していたポイントの金額でツアーを開催し、諸費用の追加徴収（または差額返金）は発生しないことといたしますので予

めご承知置きください。
※ツアー先で発生した追加ダイビング代、ボート代等は帰着後にオプション代としてご清算をお願いいたします。

２泊２日４ビーチダイブ付き　浮島ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（ダイバーズランチ １食）

宿泊代
（浮島サンセットリゾート泊 １泊朝食付き）

（浮島サンセットリゾート泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

伊豆半島中部西海岸ダイビングスポット　ツアー料金表 （2019年10月現在）

２泊２日４ボートダイブ付き　浮島ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（ダイバーズランチ １食）

宿泊代
（浮島サンセットリゾート泊 １泊朝食付き）

（浮島サンセットリゾート泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）



¥53,570
¥8,800

¥11,000

¥13,200

¥2,640

¥880

¥5,500

¥8,250

¥3,300

¥58,080
¥8,800

¥13,200

¥13,200

¥4,400

¥880

¥6,050

¥8,250

¥3,300

¥59,180
¥8,800

¥13,200

¥13,200

¥4,400

¥880

¥7,150

¥8,250

¥3,300

¥54,780
¥6,600

¥14,850

¥9,900

¥4,400

¥880

¥6,600

¥8,250

¥3,300

¥88,330
¥11,000

¥24,750

¥16,500

¥6,600

¥1,760

¥6,600

¥16,500

¥4,620

☆ツアー料金に加え交通費ご負担金として￥９,９００を別途ご負担願います☆
注：上記交通費ご負担金は、ツアー参加者３名以上での開催として算出しております。２名以下でツアーを開催する場合は

別途ご相談となります。

※ツアー料金の異なる２つのポイントをまたいでのツアーを計画する場合、施設使用料等、差額の出る部分を計算し、その

都度ツアー代を算出いたします。但し、海況等やむをえない事情で、ツアー出発後にポイントが変更となった場合、当初予

定していたポイントの金額でツアーを開催し、諸費用の追加徴収（または差額返金）は発生しないことといたしますので予

めご承知置きください。
※ツアー先で発生した追加ダイビング代、ボート代等は帰着後にオプション代としてご清算をお願いいたします。

３泊３日５ボートダイブ付き　神子元ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（５本）

ボート乗船代（５ダイブ）

ガイド代（５ダイブ）

施設使用料・入海料等（３日分）

昼食代（お弁当 ２食）

宿泊代
（湊地区民宿泊 １泊朝食付き）

（湊地区民宿泊 ２泊４食付き）

スタッフ引率費（３泊３日）

２泊２日３ボートダイブ付き　神子元ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（３本）

ボート乗船代（３ダイブ）

ガイド代（３ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（お弁当 １食）

宿泊代
（湊地区民宿泊 １泊朝食付き）

（湊地区民宿泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

２泊２日４ボートダイブ付き　中木ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（お弁当 １食）

宿泊代
（中木地区民宿泊 １泊朝食付き）

（中木地区民宿泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

２泊２日４ボートダイブ付き　波勝崎ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（お弁当 １食）

宿泊代
（伊浜地区民宿泊 １泊朝食付き）

（伊浜地区民宿泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

伊豆半島南部ダイビングスポット　ツアー料金表 （2019年10月現在）

２泊２日４ボートダイブ付き　雲見ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・入海料等（２日分）

昼食代（お弁当 １食）

宿泊代
（雲見地区民宿泊 １泊朝食付き）

（雲見地区民宿泊 １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）



¥26,840
¥6,600

¥7,700

¥6,600

¥3,300

¥1,320

¥1,320

¥19,140
¥6,600

¥6,600

¥3,300

¥1,320

¥1,320

¥60,450
¥13,200

¥13,200

¥13,200

¥5,500

¥1,800

宿泊代 ¥8,580

¥4,970

¥44,840
¥13,200

¥20,900

¥400

¥7,700

¥2,640

※ツアー料金の異なる２つのポイントをまたいでのツアーを計画する場合、施設使用料等、差額の出る部分を計算し、その都度ツアー代

を算出いたします。但し、海況等やむをえない事情で、ツアー出発後にポイントが変更となった場合、当初予定していたポイントの金額で

ツアーを開催し、諸費用の追加徴収（または差額返金）は発生しないことといたしますので予めご承知置きください。

※ツアー先で発生した追加ダイビング代、ボート代等は帰着後にオプション代としてご清算をお願いいたします。

☆ツアー料金に加え交通費ご負担金として￥５,７００を別途ご負担願います☆
注：上記交通費ご負担金は、ツアー参加者３名以上での開催として算出しております。２名以下でツアーを開催する場合は

別途ご相談となります。

☆ツアー料金に加え交通費ご負担金として￥３,９００を別途ご負担願います☆
注：上記交通費ご負担金は、ツアー参加者３名以上での開催として算出しております。２名以下でツアーを開催する場合は

別途ご相談となります。

１泊２日２ビーチ、１サンセット、１ナイトダイブ付き　富山湾滑川ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（日中2ダイブ＋サンセット1ダイブ＋ナイト1ダイブ）

漁業協力金×2日

スタッフ引率費（１泊２日）

１泊２日４ボートダイブ付き　佐渡 小木ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・漁業協力金等（２日分）

昼食代（ダイバーランチ２食）

（民宿長浜荘または同等クラス １泊２食付き）

スタッフ引率費（１泊２日・乗船代含む）

☆ツアー料金に加え、佐渡汽船２等往復乗船代￥６,９７０及び、交通費ご負担金として￥４,５０
０の合計￥１１,４７０を別途ご負担願います☆
注：上記交通費ご負担金は、ツアー参加者３名以上での開催として算出しております。２名以下でツアーを開催する場合は

別途ご相談となります。

日本海ダイビングスポット（新潟・富山）　ツアー料金表 （2019年10月現在）

施設使用料・漁業協力金等（１日分）

昼食代（ダイバーランチ１食）

スタッフ引率費（１日）

日帰り２ボートダイブ　親不知ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（２本）

ボート乗船代（２ダイブ）

ガイド代（２ダイブ）

施設使用料・漁業協力金等（１日分）

昼食代（ダイバーランチ１食）

スタッフ引率費（１日）

日帰り２ビーチダイブ付き　親不知ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（２本）

ガイド代（２ダイブ）

宿泊代（富山市内ビジネスホテルクラス １泊朝食付き）



¥56,100
¥8,800

¥13,200

¥13,200

¥1,540

¥1,760

¥5,500

¥8,800

¥3,300

¥42,900
¥8,800

¥13,200

¥1,540

¥1,760

¥5,500

¥8,800

¥3,300

¥35,200
¥19,800

¥2,200

¥1,760

宿泊代 ¥8,800

¥2,640

２泊２日４ビーチダイブ付き　越前ツアー料金

料金明細

タンクレンタル代（４本）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・漁業協力金等（２日分）

昼食代（お弁当 ２食）

宿泊代
（民宿おも家または同等クラス １泊朝食付き）

（民宿おも家または同等クラス  １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）

☆ツアー料金に加え交通費ご負担金として￥９,７００を別途ご負担願います☆
注：上記交通費ご負担金は、ツアー参加者３名以上での開催として算出しております。２名以下でツアーを開催する場合は別途ご相談

となります。

日本海ダイビングスポット（福井・石川）　ツアー料金表 （2019年10月現在）

２泊２日４ボートダイブ付き　越前ツアー料金

料金明細

※ツアー先で発生した追加ダイビング代、ボート代等は帰着後にオプション代としてご清算をお願いいたします。

料金明細

ドルフィンスイム代（２本）※ガイド代、ボート乗船代を含む

施設使用料・漁業協力金等（２日分）

昼食代（食堂 ２食）

（民宿堀井または同等クラス １泊２食付き）

スタッフ引率費（１泊２日）

☆ツアー料金に加え交通費ご負担金として￥６,９００を別途ご負担願います☆
注：上記交通費ご負担金は、ツアー参加者３名以上での開催として算出しております。２名以下でツアーを開催する場合は別途ご相談

となります。

※ツアー料金の異なる２つのポイントをまたいでのツアーを計画する場合、施設使用料等、差額の出る部分を計算し、その都度ツアー代

を算出いたします。但し、海況等やむをえない事情で、ツアー出発後にポイントが変更となった場合、当初予定していたポイントの金額で

ツアーを開催し、諸費用の追加徴収（または差額返金）は発生しないことといたしますので予めご承知置きください。

１泊２日２ドルフィンスイム付き　能登島ツアー料金

タンクレンタル代（４本）

ボート乗船代（４ダイブ）

ガイド代（４ダイブ）

施設使用料・漁業協力金等（２日分）

昼食代（お弁当 ２食）

宿泊代
（民宿おも家または同等クラス １泊朝食付き）

（民宿おも家または同等クラス  １泊２食付き）

スタッフ引率費（２泊２日）



【日中のダイビングの場合】

【ナイトダイビングの場合】

オプションダイブ代

ツアー代に含まれている本数以上のダイビングを行った場合、オプションダイブ代として、以下の金額をツアー帰着

後にご精算下さい。

日本海（能登島） ６,９００円

各ダイビングスポットの料金明細に記載されたタンクレンタル代、ガイド代及びボートダイビングの場合はボート代の

オプションダイブ本数分。

オプション１ナイトダイブパック料金：７，１５０円（タンクレンタル代、ナイトガイド代、ナイトダイブ施設使用料、ケミ

カルライト代を含みます）

ツアー開催エリア 交通費ご負担額

伊豆半島北部エリア（獅子浜、大瀬崎、井田、熱海） ８,９００円

伊豆半島中部エリア（西伊豆・土肥～浮島及び東伊豆・伊東市～東伊豆町のスポット） ９,５００円

伊豆半島南部エリア（雲見、波勝崎、中木、神子元など） ９,９００円

日本海（越前海岸） ９,７００円

日本海（上越 親不知） ３,９００円

日本海（佐渡 小木）　※佐渡汽船2等往復乗船代金を含みます １１,４７０円

日本海（富山湾 滑川） ５,７００円

ＰＡＤＩ以外のダイビング指導団体の認定ランク ２,０００円割引
※ツアーお申し込み時、またはご精算時にメンバーカードと最高認定ランクのＣカードをご提示下さ

い。ご提示の無い場合メンバー割引を受けられない場合がございます。

　　　　　　　　　　　　　交通費ご負担のお願い （2019年10月現在）

各ダイビングスポットのツアー料金とは別に、ツアー開催エリアごとに交通費の一部をご負担いただいております。

交通費の内訳は概算走行距離の燃料代、高速道路・有料道路代、車両レンタリース代、駐車場代等です。

現地集合／解散でツアーに参加される場合は、交通費のご負担額は頂きません。

また、各スポットの交通費ご負担額は現地集合／解散を除いた参加人数を３名以上として試算いたしておりま

す。参加人数が３名に満たず、ツアーを開催する場合は別途ご相談となります。

２０１９年１０月現在の交通費のご負担額は以下の表及び、各スポットの料金表に記載された金額ですが、燃料

代等諸経費の変動により随時変更させていただきますので予めご承知置きください。

ＰＡＤＩスクーバダイバー／オープンウォーターダイバー／アドベンチャーダイバー ３,０００円割引

ＰＡＤＩアドバンスドオープンウォーターダイバー ５,０００円割引

ＰＡＤＩレスキューダイバー ６,０００円割引

ＰＡＤＩマスタースクーバダイバー ７,０００円割引

ＰＡＤＩプロフェッショナルランク（※プロフェッショナルランクで年度更新済みの方） １０,０００円割引

ツアー料金のメンバー割引制度

認定ランク メンバー割引額

ドルフィンズドリームメンバーズクラブにご入会いただき、年会費をお支払い頂いているお客様は、お持ちのＣカードの最高認

定ランクにより、１ツアーあたりそれぞれ以下の金額が割引となります。



キャンセル日 出発後及び無連絡

キャンセル料 ﾂｱｰ料金の100％

●ツアーのお申し込みは、お申込書のご記入とお申し込み金（３,０００円以上）のご入金で正式な受付となります。

●ツアーにご参加いただく際、有効期限内（１年以内）のＰＡＤＩ病歴／診断書のご提出をお願いいたします。

●ホームページ内ツアー情報に最新のツアースケジュールを掲載しております。ご確認の上お申し込みください。

ツアーのお問い合わせは

ドルフィンズドリーム　　TEL 026-217-8640　にお問い合わせください。

海洋実習ツアーのキャンセルについて

※キャンセル料には申込金を含みます。キャンセル料からお支払い済みの金額を差し引いた不足
額をご請求いたします。

ﾂｱｰ料金の５０％ﾂｱｰ料金の３０％ﾂｱｰ料金の２０％申込金

当日出発前出発前々日・前日出発７～３日前出発８日前以上

ツアー及び各コースの海洋実習の日程をキャンセルされる場合、出発日から何日前であってもお
申込金の３,０００円はご返金できません。海洋実習ツアーの日程をキャンセルされる場合のキャン
セル料は以下のようになります。

ツアー及び各コースの海洋実習の日程をお申し込みの場合、お申込書に必要事項をご記入の
上、お申し込み金の３,０００円をお支払いください。これをもってツアーの正式申込として受け付
けいたします。

※航空機等を利用するビックツアーの場合、国内で通常２１日前、海外で通常３０日前からツ
アー料金の２０％のキャンセル料が発生します。

レンタル器材 レンタル代

ツアー参加時のウエイト（ベルト付き） 無料

※レンタル器材の破損、汚損、紛失などの場合は、損害額の実費をご請求させていただきます。

器材フルセット（軽器材＋スーツ＋レギュレーターセット＆ＢＣＤ） ８,８００円

軽器材 単品(マスク＆スノーケル、フィン、グローブ、ブーツ、メッシュバッグ) 各８２５円

ウエットスーツまたはドライスーツ ２,８６０円

重器材セット（レギュレーターセット＆ＢＣＤ） ４,１８０円

コンパクトデジタルカメラ＆ハウジング ２,７５０円

ダイブコンンピュータ ２,２００円

水中ライト（バッテリー付き） １,１００円

レギュレーターセット  単品 ２,２００円

ＢＣＤ 単品 ２,２００円

軽器材セット

器材レンタル代

ツアーに参加されるお客様には、ウエイトは無料でレンタルいたします。但し、紛失された場合には１kgあたり

1,080円をいただきます。
その他の器材のレンタルをご希望の場合、別途、１日あたり以下の表の通りのレンタル代がかかります。

※上記以外の器材のレンタルをご希望の場合はご相談下さい。

３,３００円

ダイブコンンピュータ(連続する２日目以降) １,１００円


