
SPコースのご案内

2022/2/24改定

ﾋﾟｰｸ・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・ﾎﾞｲﾔﾝｼｰ ドライスーツ ボートダイバー
PPB DRS BDS

参加資格：OWD以上 参加資格：OWD以上 参加資格：OWD以上

コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ）

ゆうゆうと泳ぐ魚のように、水中で一定の深度

でピタッと止まれて行動したいことが思いのま

まに。そんな＂できるダイバー＂を目指すコー

スです。

ドライスーツをウエット感覚で快適に使いこな

すにはちょっとしたコツが必要です。日本では

1年のほとんどをドライスーツで過ごします。

オールシーズンダイバーを目指す方は是非！

ボートダイビングツアーに参加する前の必須

コース。国内外の人気スポットはボートダイビ

ングがメイン。経験があるとないでは大きく差

がでるコースです。

定価4,400円+申請費+ﾂｱｰ代 定価4,400円+申請費+ﾂｱｰ代 定価4,400円+申請費+ﾂｱｰ代

ナビゲーション ナチュラリスト 器　材

UNS NAT ESD
参加資格：ADV以上（ADVナビ受講済み） 参加資格：OWD以上 参加資格：OWD以上

コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：レクチャーのみ

視界が悪い水中やナイトダイブも余裕シャク

シャク。ガイドの姿を目で追うのに精一杯なん

てことはなくなります。これで目一杯海中を楽

しむ余裕がもてます。水中ナビをマナビま

しょ。

海に住む生き物を観察することはダイビングの

大きな楽しみの一つです。水中はダイバーだけ

が見ることを許された不思議な生命の世界に満

ち溢れています。ダイビングが楽しくなる事、

間違いなし。

自分の命を預ける道具だから、器材の事に詳し

くなっておきたいものです。また長持ちさせる

コツも教えちゃいますので、とても実用性の高

いコースです。

定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代 定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代

ナイト ディープ レック

NDS DDS WDS
参加資格：ADVﾅｲﾄ受講済み 参加資格：ADV以上（ADVﾃﾞｨｰﾌﾟ受講済み） 参加資格：ADV以上

コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ）２日間 コース内容：海洋実習（3ﾀﾞｲﾌﾞ）２日間 コース内容：海洋実習（４ﾀﾞｲﾌﾞ）２日間

驚くくらい昼と夜では海の表情が変わります。

神秘的な夜の海でちょっと不思議な体験がした

い方にオススメのコースです。本格的な夜遊び

のコツをマスターできます。

太陽の光が届きにくい浅瀬とはひと味違う世界

である水深１８m.以深の水中環境を知り、よ

り安全にダイビングを楽しむため、深く潜る場

合の計画の立て方や、浮上する際に行なう安全

停止の仕方をﾏｽﾀｰします。

レックとは「難破船」を意味しており、海底に

沈んだ船の周囲を潜ることを指します。年月を

経た沈船は、色とりどりのソフトコーラルが群

生する魚礁となり、多くの魚たちの恰好の住処

に。冒険気分とﾌｨｯｼｭｳｫｯﾁﾝｸﾞが同時に楽しめ

ます。

定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代 定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代 定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代

ドリフト アルティチュード サーチ&リカバリー

DFD ALT SRD
参加資格：OWD以上 参加資格：OWD以上 参加資格：AOW以上

コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（4ﾀﾞｲﾌﾞ）２日間

ドリフトダイビングとは透明度が高く魚も群れ

ていることが多い潮の流れのあるポイントを

スーッと漂うサイコーに気持ちいいダイビング

です。そんな快感をテにいれるコースです。

神子元ﾂｱｰ参加者は必須となります。

たまには、淡水＆高所でのダイビングはどうで

すか？　富士山麓にある本栖湖へブラックバス

やナマズを見に行こう。標高差に応じた減圧方

法や浮上などの知識とテクニックをマスターし

ます。

本栖湖ﾂｱｰ参加者は必須となります。

海底の金塊を偶然発見したら･・そんなことは

夢物語かもしれませんが、ロープやコンバスを

使い、自分が潜ったポイントを正確に確認する

方法や、探し出したモノを水面まで引き上げる

テクニックをマスターします。

定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代 定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代 定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代

別途下記教材をご購入いただきます。

U/Wﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰﾏﾆｭｱﾙ
AOWﾏﾆｭｱﾙが必要となります。

別途下記教材をご購入いただきます。

ﾅｲﾄﾀﾞｲﾊﾞｰﾏﾆｭｱﾙ

別途下記教材をご購入いただきます。

ﾃﾞｨｰﾌﾟﾀﾞｲﾊﾞｰﾏﾆｭｱﾙ

AOWﾏﾆｭｱﾙが必要となります。
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AOWﾏﾆｭｱﾙとﾏｰｶｰﾌﾞｲが必要となります。

AOWﾏﾆｭｱﾙが必要となります。 AOWﾏﾆｭｱﾙが必要となります。

AOWﾏﾆｭｱﾙが必要となります。 AOWﾏﾆｭｱﾙが必要となります。

AOWﾏﾆｭｱﾙが必要となります。

定価12,100円+申請費

すべてのSPにおきまして、講習費に加えて、PADIへのCカード申請費が別途必要となります。

価格は全て税込表示となっています。
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デジカメ アドバンスドフォト 水中スクーター

PD1 ADP UWV
参加資格：OWD以上 参加資格：PD1所持 参加資格：OWD以上

コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ）

今、写真はデジタルの時代。コンパクトタイプ

のデジタルカメラの性能を引き出しつつ撮影の

テクニックを身につけ写真の楽しさを学ぶコー

スです。

　　定価16,500円+申請費+ﾂｱｰ代
　　　　但し当店御購入者に限り

写真を撮ることは好きだけどなかなか上手くい

かないなんて方におすすめ。

水中撮影をもっと楽しく過ごすテクニックや水

中ライトなどのアクセサリーの使い方などをお

伝えします。

至極の一枚を撮りましょう。

映画「００７」で見た楽に動ける水中スクー

ター。フィンで移動するのに比べて行動半径は

約１０倍。エアーの消費量は約半分、上手に乗

りこなせば、水中で羨望の眼差しで見られちゃ

うんだろうなぁ。

　4,400円+申請費+ﾂｱｰ代

ウミウシ エビ・カニ ﾀﾞｲﾌﾞ・ｱｹﾞｲﾝｽﾄ・ﾃﾞﾌﾞﾘｽ

UUD SCS DAD
参加資格：OWD以上 参加資格：OWD以上 参加資格：OWD以上

コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ）

今、大人気のウミウシ。つぶらな瞳やあんなト

コロやこんなトコロをじっくり観察してみませ

んか？今よりもっとウミウシのことが好きにな

れちゃうかも！

超マニアックなSPの登場です。

鎧をまとった、勇ましい・・時には美しく

でもひっそりと暮らしている、エビやカニ達の

世界を覗きに行ってみませんか？

海洋ゴミの回収を実施するための知識とスキル

を学びます。海に流入するゴミのおよそ70％

が海底に沈んでいると推定されおり、非常に大

きな問題になっていますが、私たちダイバーは

海をキレイに、かつ健康を保つのに大きな役割

を果たすことができるのです。

サカナの見分け方 サカナとの遊び方 エンリッチド・エア

FID EDF EAD
参加資格：OWD以上 参加資格：OWD以上 参加資格：OWD以上

コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：レクチャーのみ

ダイビング中に出会う名前の知らない魚たち。

図鑑で調べようとしても似てる魚がたくさん。

そんな魚たちを探し出せるようになりません

か？？

フィッシュウオッチングはダイビングの大きな

楽しみの一つですが、いつも必ずお目当てのお

魚に会えるというわけではありません。でも大

丈夫！そんな時でも楽しめるサカナとの遊び方

をマスターします。

ダイビングの幅が格段に広がります。

エンリッチド・エアは、減圧の許容範囲を広げ

ることのできる最新技術です。じっくりと水中

生物を観察したり、水中写真を撮りたいダイ

バーにはうってつけのコースです。

定価12,100円+申請費

ｺｰﾗﾙ・ｺﾝｻﾍﾞｰｼｮﾝ ﾌﾟﾗﾝﾃｯﾄﾞｺｰﾗﾙ ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ スキンダイバーコース

CCS CP2 SKD
参加資格：OWD以上 参加資格：OWD以上 参加資格:８歳以上

コース内容：海洋実習（1ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：海洋実習（2ﾀﾞｲﾌﾞ） コース内容：プール講習のみ

地球温暖化や海洋汚染の影響で少しずつその数

を減らしつつある世界の珊瑚礁。そんなサンゴ

を守るために、ダイバーにしか出来ない水中で

の植樹という方法で環境保護に取り組んでいき

ます。初心者でも安心して取り組める内容に

なっているので、環境保護に興味のある方はぜ

ひどなたでもご参加下さい。

自分が植樹したサンゴを定点観測する事で成長

の過程や周辺環境に目を向ける事が出来るよう

になります。まだわからない事も多いサンゴの

貴重なデータを取る事も目的のひとつです。

放っておくと他の生物による侵食で生育が上手

くいかない事もあるので、メンテナンスをして

元気に育ててあげようというコースです。

定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代

定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代

定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代

定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代

定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代 定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代

すべてのSPにおきまして、講習費に加えて、PADIへのCカード申請費が別途必要となります。

価格は全て税込表示となっています。

別途下記教材をご購入いただきます。

ｴﾝﾘｯﾁﾄﾞ･ｴｱ･ﾀﾞｲﾊﾞｰﾏﾆｭｱﾙ

タンクを背負わず、軽器材だけで潜水します。

「素潜り」とも言われ、ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞのための本

格的技術を身につけたい方から、水中世界を気

軽に楽しみたい方まで楽しむことができます！

「息こらえしての潜行・浮上」「効率的なﾌｨﾝ

ﾜｰｸ」など、ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞに必要なﾃｸﾆｯｸを基本

からﾏｽﾀｰすることが可能です。

定価8,800円+申請費

定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代
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別途下記教材をご購入いただきます。

ﾃﾞｼﾞﾀﾙU/Wﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰﾏﾆｭｱﾙ

定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代 定価8,800円+申請費+ﾂｱｰ代
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参加資格 a 満１８歳以上であること。

b ＰＡＤＩレスキューダイバー又はそれと同等の他団体Ｃカードレベル

c 過去２年以内にＥＦＲを受講済みであること。

d ２０ダイブの経験の証明。（認定時には６０本）

e ナイトダイブの経験。

講習料金 ￥92,400+海洋実習費115,500+教材費(約\58,000）

　城ヶ崎ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ宿泊代別途　

（認定時に、PADIへの申請料と年会費が別途必要となります。）

価格は全て税込表示となっています。

ドライスーツ、ボート、PPBなどの所定のSPをいずれか一つ（マーメイドSPを除く）取得した後、アドベンチャーダイバーコース

にご参加いただくことで、レスキューコースへの参加前条件が整います。

このアドベンチャーコースでは、ナビゲーションと、ディープダイビングを一本ずつ経験します。

※アドベンチャーダイバーは３種類のアドベンチャーダイブ、アドバンスは５種類のアドベンチャーダイブを経験することで認定さ

れます。なお、アドベンチャーダイバー取得後、合計で３つ以上のSPを取得することで、申請費のみでアドバンスダイバーのカード

を発行できます。

ダイブマスターコースの奨め
DMを受講したいけれど時間が取れない。そのような心配を取り除いて、シュミレーションを中心とした短期集中コースを定期的に

開催します。期間中、専任のインストラクターの元、明確なカリキュラムに基づいて計7日間での終了が可能です。(ｺｰｽ受講前のｵﾘｴ

ﾝﾃｰｼｮﾝを含む)

ガイドダイバーやインストラクターなど、ダイビングのプロフェッショナルを目指す人のための入門コースだと思われていますが、

プロを目指さなくてとも水中の素晴らしさを他の人にも伝えたいという気持ちを持っている方なら、チャレンジしていただきたい

コースです。

『ダイビングを仕事にするつもりは毛頭ない』そんなあなたもスキューバダイビングについて奥深く、裏側まで知ることができ、興

味深いこと間違いなし。

このコースでは、水中能力とスキル評価、知識の開発、トレーニング実習の３つから構成され、しっかりとした基礎知識とその応用

が出来るように高度なテクニックがマスターできます。

そして、なんといっても認定後の特典として、ツアー代が最大3,850円引きとなります。

　　　【注：割引対象はADV/AOW/EFR/RED/DMコースを全て当店で受講した方に限ります】

アドベンチャーダイバーコース受講でレスキューコース、中級ボートツアーの参加条件をクリア！

スキルアップのススメ


