
バリ東部の小さな港町である「Padangbai」。サ

ヌールのメイン通り「Jalan Danau Tamblingan」

からは車で約 1 時間の場所にある港町は、ロン

ボク島やギリ島へのフェリー乗り場、シュノー

ケリングや体験ダイビングとして地元人や観光

客から愛されている。漁師のおじちゃんたちが

木陰で仲間と会話を楽しんでいる姿、ウェット

スーツを着ている観光客の姿がこの日もあっ

た。 

バリで体験ダイビングというと、南部のサヌー

ルやべノアを思い浮かべる人が多いだろう。し

かし、南部の海は民家やホテル、観光客が多い

ため生活排水で汚れていたり、波が高いため濁

っていたりすることが多い。しかし、ここは少

し中心部から離れているかつ波があまりないの

で、海の透明度が高く多種の魚、サンゴ礁を見

ることができる。また、普通にウミガメも見ら

れるというから驚きだ。 

サヌール

パダンバイ

ヌサドゥア
ジンバラン

空港
クタ

スミニャック

デンパサール

ウブド

キンタマーニ

 

「パダンバイ」の 

異世界を探して 

海に潜る 

写真：バリの旅行代理店より提供 



写真：バリの旅行代理店より提供 

朝、宿泊していたサヌールのホテルにウェルカムボートを持った川本さんが待っていた。川本さんは、

バリでダイビングのインストラクターとして働いている。とても気さくで笑顔が素敵な川本さんとの楽しい会話

のおかげで、サヌールからパダンバイまでの 1時間はあっという間だった。パダンバイに到着すると、地元のダ

イバーたちが「みきー、みきー」と嬉しそうに川本さんの名前を呼ぶ姿があった。ここからも川本さんの人柄の

良さが分かる。 

まずは、ダイビングセンターにて適性検査（その日の体調や持病によって参加できない場合もある）

やダイビングをするにあたっての注意点、器具の使用方法、ジェスチャーの意味などを教わる。その後、浅瀬で

呼吸の仕方や耳抜きの仕方を練習する。川本さんが日本語で丁寧に 1つ 1つ教えてくれるので、海に対する恐怖

感や不安が軽減された。 

その後は、インドネシアの伝統的な船「ジュクン」に

乗って川本さんとローカルダイバーと共に体験ダイビングのス

ポットへ。海に対する少しの恐怖感と異世界を早く見たい、感じ

たいというワクワク感の中、パダンバイの海へドボン!!川本さん

の「大丈夫ですか？潜りますよ。」という一言で海の中へと潜っ

ていく。今まで味わったことがない浮遊感に少し焦ったが、川本

さんとローカルダイバーがすぐに目の前に現れて落ち着きを取

り戻す。耳抜きをしながら少しずつ少しずつ潜っていくが、途中

耳がキーンと痛くなり少し浮上して耳を慣らし、また下へと潜っ

ていく。その動作を何度も繰り返し水深 12 メートルの世界に到

着。何なんだろうこの感じ。自分の呼吸の音しか聞こえない、

時が止まった、現実世界から切り離された感じ。でもこの空間嫌じゃない。そんな浮遊感の世界を感じながら、

顔を上げると目の前に広がったのは魚たちが悠々と泳ぐ姿。イソギンチャクから出たり入ったりしているカクレ

クマノミや青色に光っているイエローベリーダムゼル、可愛らしく揺れているチンアナゴ。水族館でみる景色と

全然違う異世界が目の前にあった。 

あっという間に 40 分間の 1 本目のダイビングが終わり、ジュクンの上で 1 時間の休憩。この時にし

っかりと水分補給をしてください、と川本さん。水中だから汗をかかなさそうだが、実は体の中の水分は減少し

ているのだ。そのため、水分を取らないと脱水症状になってしまう。「それは、初めて知りました。学生の頃、

体験ダイビングをやったことがあるのですが、そういう知識を全く教えてくれませんでした。」と言うと、川本

さんが「残念ながら知識が少ないインストラクターはダイビングの注意点、やり方を詳しく教えないダイビング

センターがたくさんあります。だから、ダイビング事故が起こってしまうのです。」と残念そうに教えてくれた。

確かに以前利用したダイビングセンターでは、浅瀬で練習することなくいきなり潜ったり、浮上の上がりたいサ

インを出しても「最高だね」という意味でとらえられたりと安全面は良くなかった。「でも安心しください。私

たちはしっかりとした知識を持っていて、しっかりとお客様に教えています。今まで事故や危険な目にお客様を

合わせたことはありません！それでは、2本目行きますか！」と笑顔の川本さん。 

2本目は、少し慣れたのか遠くの景色を楽しむことができ、この 40分間もあっという間だった。ダイ

ビングセンターに戻った後は、シャワー後着替えてダイビングセンター横のレストランでお昼ごはん。 

ホテルに戻った後は少し眠ろうかな、と思っていたが、ダイビングの感動と興奮が収まらず、ひたすら余韻とダ

イビングのライセンスを取得してインドネシアの海を旅する妄想ばかりしていた。こうして私もバリのダイバー

の人たちのようにインドネシアの海にどっぷりはまっていくのだろうか・・・。 

左：草野 右：川本さん 



〈1日目 学科/プール講習〉 

8：00  ホテルお迎え 

9：00  学科講習 

12：00 昼食 

13：30 プール講習 

17：30 ホテル着 

 

【体験ダイビングのスケジュール】 

7：00  ホテルお迎え（エリアにより時間変動） 

8：30  パダンバイ到着 

     説明/着替え/浅瀬にて練習 

9：30  ダイビング 1本目 

10：10 休憩 

11：15 ダイビング 2本目 

12：00 着替え 

12：30 昼ご飯 

15：00 ホテル到着 

 

 

 

〈3日目 実習〉 

7：00  ホテルお迎え 

8：30  パダンバイ到着 

      説明/着替え 

9：30  ダイビング 1本目 

      休憩 

11：15  ダイビング 2本目 

12：15  ランチ休憩･認定申請手続き 

16：00  ホテル着 

 

〈2日目 実習/学科講習/テスト〉 

7：00  ホテルお迎え 

8：30  パダンバイ到着 

      説明/着替え 

9：30  ダイビング 1本目 

     休憩 

11：15 ダイビング 2本目 

12：15 ランチ休憩 

13：30 学科講習･テスト 

17：00 ホテル着 

ライセンスを取得してインドネシアの海の世界へ旅に出よう！ 

 
プロのダイバーに「インドネシアでのダイビングはどうですか？」と質問すると、口を揃えて「インド

ネシアの海は凄い！他の海とは全然違う！」と答える。そして、インドネシアの海の魅力について熱く

語り始める。このようにプロのダイバーが絶賛するぐらいインドネシアは海の宝庫に恵まれているのだ。 

 

そんな凄い海が近くにあるのに潜ったことがないあなた、人生損していると思いませんか？連休をつか

ってダイビングのライセンスを取得しに行きましょう！あなたもインドネシアの海に魅了されることで

しょう。 

【ダイビングライセンス取得スケジュール】 

＊ツアー料金は別ページにてご案内 

パダンバイのお勧めの体験ダイビング時期は、12月～3月！！ 

左の船が「ジュクン」。左右にある木の棒がバランスをとってくれる。 左：ローカルダイバー 右：山本さん 

【ダイビングの注意点】 

①ダイビング終了後、18時間以内の航空機搭乗や高

地へ行ってはいけません！ 

⇒減圧症になる可能性があるため 

②体調は万全に！深酒はしてはいけません！ 

⇒脱水症状と減圧症を引き起こしやすくするため 

③生物に触ってはいけません！ 

⇒生物に危害を与えなければ生物も危害を与えない 

減圧症：潜水中体中に取り込んだ窒素を核として気泡化する

潜水病、皮膚のピリピリ感から、筋肉や関節に痛み、

ひどい場合は呼吸困難に陥ったりする。 



クルーズ＆ダイビング会社社長の 
 

  

〈経歴〉 

学生時代      ダイビング関連のアルバイト 

1194年～1998年  パンタラ島でホテルセクションマネージャーとして働く 

1998年～2000年  ジャカルタ在住 

2001年～2010年  バリ在住 

2011年～現在   クルーズ＆ダイビング会社社長兼インストラクターとして働く 

唐澤氏に話を聞く 

Q.ダイビングにはまったきっかけは？ 

学生時代にダイビング関連のアルバイトがきっかけで、ダイビングを始

め、陸上とは違う異世界、浮遊感におもしろさを感じました。それから、

食卓に上がる魚から海中生物の生態を知れば知るほどさらにおもしろく

なりダイビングにどっぷりとはまってしまいました。でもこの頃は、自分

が今のような仕事をしているなんて思ってもいませんでしたけどね（笑） 

Q.インドネシアの海の魅了とは？ 

とにかくインドネシアの海は生物層がすごいです。 

例えば、コモドの海は、インド洋と太平洋が交錯して

いて、インド洋と太平洋の両タイプや混雑種の魚たち

を見ることができます。さらに、北方では肉食回遊魚

の捕食シーンや、南方ではマンタ、マンボウや固有種

が見ることができます。 

またラジャ･アンパットの海は、オーストラリア、

ユーラシア、太平洋の 3つのプレートが重なり合い、

生物層の豊富さは世界トップクラスです。1524種（世

界の海水魚の約 1/10）の魚類、553種珊瑚類（世界の

珊瑚の 1/2）を見ることができます。 

とにかく、インドネシアの海は生物層がすごく世界

の研究者たちが生物層、生態系の研究に集まるほどで

す。 

インドネシアの海、自然について

熱く語る唐澤氏。 

Q.今まで危険な目にあったことは？ 

正直に言うとありますよ。私は、以前の調査でこの

ダウンカレント（潮流が岩塔にぶつかって下降流が発

生したもの）に入ってしまい、下に引きずり込まれた

ことがあります。例えば外洋の岩塔は、潮の当たりが

よく魚たちが多く集まってきますが、ダウンカレント

いう危険が潜んでいる場合が多くあります。 

しかし、その海域（潮の干満や流れ、地形の特徴）

を熟知する事によって、今は危険な場所を把握してい

ます。そのため、お客様を危険な合わせる事はありま

せん。また弊社セーフティプログラムの一環で年に 1

度、日本の消防庁で救急救命資格のアップデートに加

えダイビングクルーズには必ず日本製の AEDを持ちこ

み安全に配慮しております。 

 

Q.ライセンス取得は日本とインドネシアどっ

ちがいい？ 

どちらとも長所はあります。日本で取得する長所

は、自分の都合の良いスケジュールで取得できること

です。例えば、今週は学科で来週は実践など。インド

ネシアで取得する長所は、綺麗な海で実践ができ、天

候の問題を受けにくいことです。日本だと冬は気温が

低くストレスだったり、夏は台風などで実践ができな

かったりしますが、インドネシアは一年中温かく、天

候が安定している事から実践できないということは

めったにありません。 

ライセンス取得料金は、日本もインドネシアもあま

り差はありませんね。でも安いからといってダイビン

グセンターを選んでしまうと、しっかりとした知識や

トレーニングを教わらないことが多いので気を付け

て欲しいです。トレーニングや知識がないと、何か問

題が起きた時に対処できないですから・・・。 

Q.水泳が苦手な人でもダイビング可能？ 

可能ですが、やはり水慣れという点では泳げる方の

方がダイビング技術の習得も早いですね。 

Q.ダイビングで酔う？ 

耳の中にある平行を司る三半規管という組織があ

るのですが、敏感な方は最初水中の浮遊感に戸惑いを

感じるかもしれません、ただ海況の良い海であれば水

中で揺れを感じる事は少なく酔う事は無いと思いま

す。逆に、波がある場合、揺れを直に感じるスノーケ

リングの方が酔いやすいですね。 

因みに、ダイビングスポットに行くまでに船酔いを

する人はいますよ。そんなお客さんの中には、酔い止

め薬を飲んだり、酔わないツボを押すサポーターをつ

けたりして予防しています。また、目をつぶりながら

ブランコに乗って三半規管を鍛えているお客様もい

らっしゃいます。（笑） 

Q.雨が降ってもダイビング可能？ 

可能です。大雨や雷でない限り大丈夫です。 



  

  

～・～・唐澤氏の体験記・～・～ 

 陸上で人に向かって親指を突き出すポーズ、その意味は？と聞かれたら、もちろん「Good＝良い」

という認識は一般的と思います。 これを水中（ダイビング中）行うと「浮上」と言う意味になるの

はダイビングの世界共通認識です 

では陸上で親指を下に向けるサインは？「bad＝悪い」ですが、水中では「潜行（潜る）」という共通

認識。水中では会話による意思疎通が出来ない為、最低限必要な合図が決まっています。 

 

 さて体験ダイビングでのある出来事・・・体験ダビングを初めてなさる人には、まず陸上で簡単な

合図（サイン）を練習してもらいますが、初の体験ダイバーにはより注意が必要で水中では「大丈夫？

OK？」の確認の意味で OKサインを何度も出します。 

すると、体験ダイバーさんは、しきりに親指を立てるサイン（＝水中では浮上の意味）を出します。

インストラクターは浮上してみると、お客様から「なぜ浮上するの？」と不思議がられました。お客

様は「GOOD!素晴らしい海だ！」と表現したかったのですね。 

 

 再びサインの意味を確認し、ダイビングを開始。スムーズにいき水中を楽しんでいる様子。インス

トラクターはもう少し深場へ行こう！とサイン（親指を下の方法へ向けるサイン）を出すと、お客様

からは浮上サインが。今までのスムーズな感じから、これは「Good！了解！」という意味だと思い、

少しずつ深場へ移行していると、インストラクターの手をグイグイ引っ張り、再び浮上サイン！「こ

れは Goodではなくて浮上だぁ～・・・」と思い、浮上後聞いてみると「最初は明るくて魚もいっぱい

で楽しくて Good！の意味でサインを出したのです。だけどちょっと深く暗くなってきてら少し怖くな

って浮上したい！のサインだったんです」との事。。。 

 

 う～ん、お客様の中では２つの意味が混在していて、私達もそれを知っているが上の勘違い・・・

といった体験ダイビング談でした。（笑） 

 

 一般化した陸上での合図も、水中では全く別の意味で紛らわしい事もある。。。その一例ですが、水

中ではより簡単な合図で万国共通の意思疎通が取れる事が最優先。今後も「Goodは浮上」「Badは潜行」

で変わる事はなさそうです・・・（笑）.. 

（唐） 

浮上！！ 潜行！！ 

ふむふむ、そのお客様の気持ちすご
く分かります。私も、体験ダイビン
グの時、間違えて「GOOD！すごい！」
と表現してしまい、慌てて OK サイ
ンに変えていました(笑) 
地上で教えてもらった時は、「そん
なの簡単だ」と思っていたのですけ
ど、いざ水中に潜るといつもと違う
空間に焦ってしまい、習ったことを
ついつい忘れてしまいました。。。 

（渚） 
 



  

 

住所：Jl. Danau Tamblingan No. 136 A Sanur 80228 

 

〈料金表〉 

デラックス 

⇒Rp  900.000 + 1% Vat 

スタジオ 

⇒ Rp  1.020.000 + 1% Vat  

ラグーンアクセス 

⇒Rp  1.320.000 + 1% Vat 

ファミリールームデラックス 

     ⇒Rp  1.370.000 + 1% Vat 

 

＊2名様の朝食が含まれます。 

＊有効期限は、2016年 3月までです。 

＊上記料金は KITAS 保持者及びインドネシア人のみに

適用できます。 

＊ハイシーズン時は適用できません。 

＊上記料金は事前の告知なく変更になることがござい

ます。 

 

 

空港から車で約 30 分、サヌール地区にあるホテル

「The Oasis Lagoon」。 

全てのお客様のご要望に答えたい、丁寧なサービスを

提供したい、という心遣いから、部屋数は 126室と少

なめである。 

シンプルなデザインの部屋でゆっくりするのもいい

が、道路側にあるレストラン「CAFÉ DE DAPOER」でバ

リ人の生活風景を心地よい風と共に味わってほしい、

とジェネラルマネージャーの BUDIMAN さん。ホテルの

後ろは民家なため、バリ伝統の儀式やクバヤを着た人

たちを見ることができる。ホテル内は、シンプルで静

かな空間を保ちつつも、レストランにちょっと足を運

んだり、路地に入ったりするだけでバリ人の生活を感

じることができる。まさにバリの民家と一体化したホ

テルである。 

バリの民家と一体化したホテル 

エントランス 

プール 



THE OASIS LAGOON

スーパーマーケット

VILLA PANTAI KARANG

THE OASIS LAGOON

専用ビーチ

専用ビーチ

SWISS RELRESORT 
WATU JIMBAR

Jl.Pantai Karang

Gg.Taman Sari

Jl.Bumi Ayu

SWISS RELRESORT WATU JIMBAR

Jl.Segara Ayu

Jl.Pantai Sindu

CAFE SMORGAS

ナイトマーケット / 市場

Jl.D
an

au
Tam

b
lin

gan

 

〈デラックスルーム〉 

茶色の家具を主に利用し、シンプルに仕上

げている。 

＊大人 2名 + 子供（5歳以下）1名 

〈ファミリールーム〉 

2 階建てでちょっとワクワクさせて

くれる。 

＊大人 2名 + 子供 2名 

テラスの前は… 

〈CAFÉ DE DAPOER〉 

インドネシア料理からピザ、無国籍料理などがある。 

朝食（ブッフェ）会場の場所でもある。 

        ＊朝食：7時～10時 30 分 

       ＊昼食：11時～17時 

        ＊夕食：18時～23時 

痔から 

テラスの座席に座ると、バリ人

の生活風景を楽しむことができ

る。また運が良ければ、集落の

儀式をみることもできる。 

ジャカルタや日本と違った風景

を楽しもう！ 

路地に入ると… 

ゆったりとした時間が流れていて、どこを歩

いてもお香の匂いがしてくる。散歩に最適！ 

サヌールのメイン通り「Jalan Danau 

Tamblingan」にあるホテル「The 

Oasis」と「Swiss Relresort Watu 

Jimbar」。 

このメイン通りは長くないので、1時

間もあれば歩けてしまう。しかし、い

ろんな誘惑が道端にあるので 1 日中

楽しむことができるだろう。 

～･～･～･両ホテル周辺の地図･～･～･～ 



 スイス ベルリゾート ワトゥ ジンバ― 

住所：Jalan Tamblingan 99, Sanur Bali 80226, Indonesia 

白を基調とした開放感のあるホテル 

空港から車で約 30 分、サヌール地区にあるホテ

ル「Swiss-balresort watu jimbar」。 

2014 年 4 月にオープンした 4 つ星のホテルであ

る。白を基調とし、プールを囲むように建物が建

っている。そのため、ホテル全体が明るく開放感

がある。モダンな造りになっているが、処々にバ

リの建築も様式を残しているのが特徴である。 

スイスベルホテルは、サヌール以外にもクタやヌ

サドゥアなどバリ全土にホテルが 7つある。ホテ

ルによって、コンセプトや雰囲気が違うので旅行

の用途に合わせて宿泊場所を変えるのもいいだ

ろう。 

〈料金表〉 

デラックスプールビュー（ツイン） 

⇒Rp  1.240.000 + 1% Vat 

デラックスジャクジー（キング） 

⇒Rp  1.240.000 + 1% Vat 

グランドデラックスプールビュー（ツイン） 

⇒Rp  1.515.000 + 1% Vat 

グランドデラックスジャクジー（キング） 

     ⇒Rp  1.515.000 + 1% Vat 

 

＊2名様の朝食が含まれます。 

＊有効期限は、2016年 3月までです。 

＊上記料金は KITAS 保持者及びインドネシア人のみに

適用できます。 

＊ハイシーズン時は適用できません。 

＊上記料金は事前の告知なく変更になることがござい

ます。 

 

フロント 

ホテル全体 



 

〈デラックスプランプールルーム〉 

小さなプール付の部屋。コネクティングルーム

あり。ファミリー向けにおすすめ。 

〈グランドデラックスプールビュールーム〉 

シンプルで落ち着く。この部屋のタイプはツインベ

ッドしかない。追加料金でエキストラベッドをリク

エストできる。 

〈プール〉 

ホテル敷地内の中心部にあるプール。右側にはラグープ

ールバーがある。真っ青な空と真っ青なプールでの遊泳

はどこか優雅な気持ちにしてくれるだろう。 

〈Swiss-Café al fresco〉 

朝食会場にもなっているレストラン。 

＊朝食：6時半～11時 

＊昼食：11時半～15時 

＊夕食：18時半～22時半 

ザオアシスラグーンから徒歩で約 15分、スイスベルリゾートワトゥジンバーから徒歩で約 10分の場所にあ

るビーチ。それぞれのホテルがビーチの一部分を所有しているため、ビーチにてタオルやビーチチェアを利

用することができる。スイスベルリゾートワトゥジンバーは、ホテルルビーにて引換券をもらおう。 

～･～･～･両ホテルの共有ビーチ VILLA PANTAI KARANG･～･～･～ 



①レストラン、カフェ、スパなどがたくさん！ 

   

ビーチ（VILLA PANTAI KARANG）に行く途中

にあるカフェ。ここのカフェを曲がるとビー

チに到着する。 

散歩中に美味しそう

なジェラート屋を見

つけ、即買い。おい

しい！散歩しながら

自分好みのお店を見

つけるのも旅の楽し

さである。 

数えきれないほどのカフェ。欧米人が美

味しそうにお昼からビールと会話を楽

しんでいる。 

スパもたくさん。お気に入りのスパを

見つけよう！ 

お土産から食べ物までそろっちゃう、スーパー。 

地元人にも観光客からも大人気。 

②ナイトマーケットがある！ 

③サーフィン、ダイビングスポットから近い！ 

朝は市場、夜はナイトマーケット。 

地元人から観光客までおいしいバ

リ料理を探しに訪れる。 

祝日は、閉まっていることが多いの

で、ホテルのスッタフに聞いてから

行った方が良いだろう。 

ダイビングやシュノーケリング

が体験できる「Padangbai」まで

車で約 1時間～1時間 30分。 

サーフィンを楽しめる「Pantai 

lebih gianyar」まで車で約 30

分。 

サ ヌ ー ル の 「 Jalan Danau 

Tamblingan」は、クタのように

賑やかではないので、ゆっくり

と散歩や買い物を楽しむこと

ができる。また、空港や観光地

も比較的近いので交通便も大

変便利だ。ぜひ、一度サヌール

のホテルに宿泊してほしい。 



J NET ツアー ダイビングツアー特集！ 

2泊 3日体験ダイビングツアー 

4泊 5日ダイビングライセンス取得ツアー 

〈含まれるもの〉 

＊往復航空券（ガルーダインドネシア Vクラス）   ＊2 泊分の宿泊    ＊食事（朝食 2 回、昼食 1回） 

＊空港ホテル間往復送迎   ＊ダイビング 2回   ＊ダイビング器材   ＊ボート使用料 

＊ビーチタオル   ＊バリ島内ホテルからの往復送迎（ホテル－パダンバイ－ホテル/一部エリアを除く） 

 

ホテル 部屋 参加人数 1 名 参加人数 2 名 参加人数 4 名 

ザオアシスラグーンサヌール デラックス 857 万ルピア 582 万ルピア 476 万ルピア 

スイスベルリゾートワトゥジンバー 
デラックスプールビュー 

/ ジャクジー 
920 万ルピア 614 万ルピア 509 万ルピア 

ホテル 部屋 参加人数 1 名 参加人数 2 名 参加人数 4 名 

ザオアシスラグーン デラックス 1491 万ルピア 1005 万ルピア 853 万ルピア 

スイスベルリゾートワトゥジンバー 
デラックスプールビュー/

ジャクジー 
1615 万ルピア 1068 万ルピア 912 万ルピア 

1 日目  ジャカルタ – バリ 

空港到着後、ホテルへ。その後、フリータイム。 

2 日目  体験ダイビング  

ホテルにて朝食。7 時、パダンバイに向けて出発。2回ダイビングを行った後、昼食。その後、ホテルへ。 

3 日目  バリ – ジャカルタ  

ホテルにて朝食後、出発までフリータイム。 

 
ツアー料金/名 (最少催行人数 1名)                       有効期限:2016年 3 月 

1 日目  ジャカルタ – バリ 

空港到着後、ホテルへ。その後、フリータイム。 

2 日目  学科講習＆プール講習  

ホテルにて朝食後、学科講習へ。昼食後、プール講習。その後、ホテルへ。   

3 日目  海洋実習＆学科講習･テスト 

ホテルにて朝食後、パダンバイへ。海洋実習後、昼食。その後、学科講習とテストを受けホテルへ。 

4 日目 海洋実習  

ホテルにて朝食後、パダンバイへ。海洋実習後、昼食。その後、ホテルへ。 

5 日目  バリ – ジャカルタ  

ホテルにて朝食後、出発までフリータイム。その後、空港へ。 

ツアー料金/名 (最少催行人数 1名)                       有効期限:2016年 3 月 

＊体験ダイビング、ライセンス取得は、10歳未満のお子様はご利用頂けません。  

（10～15歳未満のライセンス取得は、ジュニア･オープン･ウォーター･ダイバーコースとして認定） 

＊健康状態によっては参加できない場合もございます。 

＊上記料金は、ハイシーズン時は適用されません。 

＊上記料金は KITAS保持者のみ適用となります。 

＊別途 VAT1％が加算されます。 

 

〈含まれるもの〉 

＊往復航空券（ガルーダインドネシア Vクラス）   ＊4 泊分の宿泊分  ＊食事（朝食 4回、昼食 3回） 

＊空港ホテル間往復送迎   ＊PADI認定 Cカード申請料･教材費   ＊ダイビング器材   ＊ボート使用料 

＊講習日 3日間のバリ島内ホテルからの往復送迎（ホテル－パダンバイ－ホテル/一部エリアを除く） 

＊ビーチタオル 1枚   

ライセンスを取得して

インドネシアの海に旅

に出よう！ 

ダイビングに少しでも興味

がある方はぜひ体験を！ 
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