
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示価格はすべて税別価格となっております 



 

ＰＡＤＩ・アップデートコース 

 

アップデートコース 前条件 コース料金 申請料 現地経費 教材費 学科 プール 海洋実習 ダイブ 

バブルメーカー ８歳以上 \１０，０００ 込 込 込  半日  １ 

シールチーム ８歳以上         

スキンダイバーコース ８歳以上 \３５，０００ 込 込    １日  

ディスカバースノーケリング 特になし \１８，０００  込    １日  

ディスカバースクーバダイビング・体験ダイビング 10歳以上 \２４，０００～  込    １日 １ 

スクーバリビュー ＰＳＤ以上 \１５，０００   込 １Ｈ  １日 １ 

ジュニアスクーバダイバーコース 10歳以上 \５９，０００ 込 込 込 ３Ｈ 半日 １日 ２ 

スクーバダイバーコース 15歳以上 \５９，０００ 込 込 込 ３Ｈ 半日 １日 ２ 

＊オープンウオーターダイバーアップデートコース 
Ｊｒ．ＰＳＤ以上 

ＰＳＤ以上 
\５０，０００ 込 込  ３Ｈ 半日 １日 ２ 

ジュニアオープンウオーターダイバーコース 10歳以上  \７３，０００ 込 込 込 ５Ｈ 半日 ２日 ４ 

オープンウオーターダイバーコース 15歳以上 \７３，０００ 込 込 込 ５Ｈ 半日 ２日 ４ 

ジュニアアドベンチャーダイバーコース 
10歳以上 

Ｊｒ．ＯＷＤ以上 
\４８，０００ 込 込 込 ２Ｈ  １日 ３ 

アドベンチャーダイバーコース ＯＷＤ以上 \４８，０００ 込 込 込 ２Ｈ  １日 ３ 

＊アドバンスドオープンウオーターダイバーアップデートコース 
Ｊｒ．ＯＷＤ以上 

ＯＷＤ以上 
\３８，０００ 込 込  １Ｈ  １日 ２ 

ジュニアアドバンスドオープンウオーターダイバーコース 
12歳以上 

Ｊｒ．ＯＷＤ以上 
\６８，０００ 込 込 込 ３Ｈ  ２日 ５ 

アドバンスドオープンウオーターダイバーコース ＯＷＤ以上 \６８，０００ 込 込 込 ３Ｈ  ２日 ５ 

ジュニアレスキューダイバーコース 

12歳以上２０ダイブ 

Ｊｒ．ＡＯＷ以上 

ＥＦＲ1・2次 

\６８，０００ 

Pマスク込 
込 込 込 ３Ｈ 

 

 
２日 ４ 

レスキューダイバーコース 
AOW以上２０ダイブ 

ＥＦＲ1・2次 

\６８，０００ 

Pマスク込 
込  込 込 ３Ｈ  ２日 ４ 

マスタースクーバダイバー 
ＲＥＤ以上５０ダイブ 

ＳＰ５以上 
 \１０，０００       

ダイブマスターコース 
RED 以上 

２０ダイブ他 
\９８，０００        

＊一部を除き、上記金額には器材レンタル料は含まれておりません 

＊Touch™電子マニュアルの場合は別途料金がかかります。 

＊ｅラーニングにて徐行する場合は、マニュアル（紙版）はつきません。   

 

ＥＦＲ（エマージェンシー・ファースト・レスポンス）／ＣＦＣ（子供のためのケア）／ＤＡＮ酸素プロバイダー 

 

ＥＦＲ（エマージェンシーファーストレスポンス） １次ケア コースフィー ２０，０００円 教材・申請料込  

２次ケア コースフィー １３，０００円 教材・申請料込 

ＣＦＣ（子供のためのケア） コースフィー １８，０００円 教材・申請料込  

セットコース ＥＦＲ１次ケア＋ＥＦＲ２次ケア コースフィー ２８，０００円 教材・申請料込  

 ＥＦＲ１次ケア＋ＣＦＣ コースフィー ３２，０００円 教材・申請料込  

 ＥＦＲ１次ケア＋ＥＦＲ２次ケア＋ＣＦＣ コースフィー ３８，０００円 教材・申請料込  

 

ＥＦＲ（エマージェンシーファーストレスポンス） １次ケア 更新料 １３，０００円 申請料込  

２次ケア 更新料 ９，５００円 申請料込  

ＣＦＣ（子供のためのケア） 更新料 １３，０００円 申請料込  

セット更新 ＥＦＲ１次ケア＋ＥＦＲ２次ケア 更新料 １８，０００円 申請料込  

 ＥＦＲ１次ケア＋ＣＦＣ 更新料 ２４，０００円 申請料込  

 ＥＦＲ１次ケア＋ＥＦＲ２次ケア＋ＣＦＣ 更新料 ２９，０００円 申請料込  

 

DAN酸素プロバイダー コースフィー ３０，６００円 教材・申請料込   

 

DAN酸素プロバイダー 更新料 ２０，０００円 申請料込   

■ ２年に一度の更新です。更新日を過ぎると通常コース料金となります。 

 



 

ＰＡＤＩ・各種スペシャルティコース 

 

【スキルの達人スペシャルティ】 AOW もしくはＡＤＶカウントは１ダイブ▲２，０００円   

スペシャルテイーコース 前条件 コース料金 教材費 申請料 現地経費 海洋 学科 ＡＯＷ タンク 必要器材＆＊備考 

Ｕ／Ｗナビゲーター ＯＷ以上 \８，０００ \３，９３４ 別途 別途 2 日～ ２H １ ３ コンパス 

ドライスーツダイバー ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H １ ２ ドライスーツ 

ボートダイバー ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H １ ２ セーフティセット 

ピークパフォーマンスボンヤンシー ＯＷ以上 \６，０００ \３，９３４ 別途 別途 １日 ２H １ ２  

 

【遊びの達人スペシャルティ】 AOW もしくはＡＤＶカウントは１ダイブ▲２，０００円  

スペシャルテイーコース 前条件 コース料金 教材費 申請料 現地経費 海洋 学科 ＡＯＷ タンク 必要器材＆＊備考 

Ｕ／Ｗナチュラリスト ＯＷ以上 \６，０００ \３，９３４ 別途 別途 １日 ２H １ ２ 海水魚図鑑 

Ｕ／ＷフォトＧ ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 ２日 ２H １ ２ 水中カメラ 

Ｕ／ＷビデオＧ ＯＷ以上 \８，０００  別途 別途 １日 ２H １ ３ 水中ビデオ 

ダイバープロパルジョンビークル ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２ 水中スクーターレンタル込 

サインランゲージ（手話） ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２  

アヴェーラブルライトＵ/ＷフォトＧ ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H １ ２ 水中カメラ 

イオス キス U/W フォトＧ ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２ イオス キス 

エンジョイ U/W フォトＧ ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２ 水中カメラ 

ＡＷＡＲＥ魚の見分け方 ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H １ ２  

ＡＷＡＲＥ魚との遊び方 ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H １ ２  

ＡＷＡＲＥ珊瑚礁の保護 ＯＷ以上 \２，０００  別途 別途  ２H   ＊学科のみ 

プロジェクトＡＷＡＲＥ 特になし \１０，０００  別途 別途  ２H   ＊学科のみ 

Ｓｅａ＆Ｓｅａ ＭＸ-１０ ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２ ＭＸ－１０ 

Ｓｅａ＆Ｓｅａ ＭＸ-５ ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２ ＭＸ－５ 

デジタル U/W フォトＧ ＯＷ以上 \６，０００ \５，１３６ 別途 別途 １日 ２H  ２ デジタルカメラ 

トトメ・フォト ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２ トトメレンズカメラ 

 

【生きもの達人スペシャルティ】 AOW もしくはＡＤＶカウントは１ダイブ▲２，０００円   

スペシャルテイーコース 前条件 コース料金 教材費 申請料 現地経費 海洋 学科 ＡＯＷ タンク 必要器材＆＊備考 

ドルフィンエコロジスト ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日～ ２H    

ドルフィンビデオグラファー ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日～ ２H    

ドルフィンドライスーツダイバー ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日～ ２H    

ドルフィンスノーケラー ８歳以上 \６，０００  別途 別途 １日～ ２H    

ドルフィンスキンダイバ－ ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日～ ２H    

ドルフィンフォトグラフィー ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日～ ２H   水中カメラ 

フロッグフィッシュ（イザリウオ） ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２  

シースラッグ（ウミウシ） ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２  

シータートルアワレネス（ウミガメの環境） ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２  

ウミウシフォーシーズン ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２  

イルカと一緒に泳ぐ 特になし \６，０００  別途 別途 １日 ２H    

タツノオトシゴ ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２  

アネモネフィッシュ ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２  

オオサンショウウオ ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２  

 

【水中環境の達人スペシャルティ】 AOW もしくはＡＤＶカウントは１ダイブ▲２，０００円   

スペシャルテイーコース 前条件 コース料金 教材費 申請料 現地経費 海洋 学科 ＡＯＷ タンク 必要器材＆＊備考 

ナイトダイバー ＯＷ以上 \８，０００ \３，９３４ 別途 別途 ２日 ２H １ ３ ライト（メイン・サブ） 

ドリフトダイバー ＯＷ以上 \６，０００ \３，９３４ 別途 別途 １日 ２H １ ２ セーフティセット 

レックダイバー ＡＯＷ以上 \１０，０００  別途 別途 ２日 ２H  ４  

レック１ダイバー ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H １ ２  

デイープダイバー ＡＯＷ以上 \１０，０００ \３，９３４ 別途 別途 ２日 ２H １ ４  

コンピューターダイバー ＯＷ以上マルチＳＰ \６，０００  別途 別途 １日 ２H  ２ ダイブコンピューター 

サーチ＆リカバリー ＡＯＷ以上 \１０，０００ \３，９３４ 別途 別途 ２日 ２H １ ４  

アルチュ－ドダイバー ＯＷ以上 \６，０００  別途 別途 １日 ２H １ ２  

アイスダイバー ＡＯＷ以上 \８，０００  別途 別途 ２日～ ２H  ３ ドライスーツ・環境シール 

エンリッチドエアーダイバー ＯＷ以上 \６，０００ \９，４５６ 別途 別途 １日 ２H １ ２  

エマージェンシーオキシジェンプロバイダー ＯＷ以上 \５，０００ \４，７７６ 別途 別途  ２H    

エキップメント（器材） ＯＷ以上 \１０，０００  別途 別途  ３H   器材一式・学科のみ 

 

 

 



 

ＰＡＤＩ・プロコース価格表 

 

プロコース 前条件 コース料金 申請料 現地経費 教材費 学科 プール 海洋実習 ＤＶ 

ダイブマスター ＲＤ以上 ￥９８，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ＥＦＲインストラクター（ＣＦＣインストラクター含む）   ＤＭ以上 ￥６５，０００ 別途  別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

Ｕ／ＷナビゲーターＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥３８，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

Ｕ／ＷナチュラリストＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

Ｕ／ＷフォトグラファーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

Ｕ／ＷビデオグラファーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ナイトダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ドライスーツダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ドリフトダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

マルチレベルダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

レックダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥４９，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

レック１ダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２６，２５０ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

Ｕ／ＷスクーターＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ダイバープロパルジョンビークルＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ボートダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥３８，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

デイープダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥４９，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

コンピューターダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

サーチ＆リカバリーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

アルチュ－ドダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ピークパフォーマンスボンヤンシーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

アイスダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

エンリッチドエアーダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ＡＷＡＲＥ魚の見分け方ＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ＡＷＡＲＥ魚との遊び方ＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ＡＷＡＲＥ珊瑚礁の保護ＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

プロジェクトＡＷＡＲＥＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

イルカと一緒に泳ぐＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

水中手話ＳＰインストラクターＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

シースラッグ（ウミウシ）ＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ＭＸ－５ＵＷフォトＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ＭＸ－１０ＵＷフォトＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

エンジョイＵ／ＷフォトＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

自然光フォトＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

イオスキスＵＷフォトＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

フロッグフィッシュＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

シータートルＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

エキップメントＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

デジタルカメラＵ／ＷフォトグラファーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

タツノオトシゴＳＰインストラクターコース ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ドルフィンエコロジストＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ドルフィンビデオグラファーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ドルフィンドライスーツダイバーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ドルフィンスノーケラーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ドルフィンスキンダイバ－ＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ドルフィンフォトグラフィーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ドルフィンＳＰインストラクター２種同時申込セット ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

ドルフィンＳＰインストラクター３種同時申込セット ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

デジタルＵ／ＷフォトグラファーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

アネモネフィッシュＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

エマージェンシーオキシジェンプロバイダーＳＰインストラクター ＯＷＳＩ以上 ￥２７，０００ 別途 別途 別途 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ダイビングツアーおよびダイビングコース参加前条件 
■ダイビングツアーのご参加はＰＡＤＩオープンウォーターダイバーまたはＰＡＤＩスクーバダイバーもしくは同等の団体Ｃカードレベル以上の方に限ります。 

 ＊初心者の方、ブランクのある方には、ご希望により通常ツアー料金の１０，０００円（税別）増にてチェックダイブを受付ております。 

■お持ちの最高ランクＣカードのコピーをご提出ください。レベルアップされた方はそのつどコピーをいただきます。 

■現在までのログブックをお見せください。 

■ご自分のダイビング器材をお持ちの場合、過去一年以内にオーバーホール（メンテナンス）が行ってあるものをお持ちください。 

過去一年以内にオーバーホール（メンテナンス）を行っていない場合は、当店のレンタル器材（有料）を利用して 

いただきます。何卒ご了承ください。 

■ツアー申込書の記入、危険の告知書の記入、ツアーおよびコース代のお支払いは下記の通りお済ませください。    

日帰りツアー ３日前まで 

一泊二日ツアー ５日前まで 

３日以上の長期ツアーおよび航空機や船舶利用のツアー ２０日前まで  

■集合時間は必ずお守りください。 

■体調を整えて、万全の状態でツアーおよびコースにご参加ください。 

■天候などで、やむなくポイントの変更がある場合がありますので、何卒ご理解ください。  

■上記条件に満たない場合、割引サービスがお受け出来ない他、ご参加をご遠慮いただく場合がございます。 

■お客様の都合でキャンセルされる場合は、下記キャンセル料金をご請求する場合がございます。 

 

ダイビングツアーおよびダイビングコースキャンセル規定 

申込み解除日 取消料 

コースおよびツアー開始日前日より起算して２０日目から８日目 ツアーおよびコース代金の２０％ 

コースおよびツアー開始日より起算して７日目から２日目 ツアーおよびコース代金の３０％ 

コースおよびツアー開始日前日   ツアーおよびコース代金の４０％ 

コースおよびツアー開始日  ツアーおよびコース代金の５０％ 

コースおよびツアー開始後及び無連絡不参加 ツアーおよびコース代金の１００％ 

■ダイビングコースお申込み後、お客様の都合でツアーを取り消される場合は上記の料率にて取消料(消費税別)をいただきます。       

 

レンタル器材料金表  

器                       材 １日レンタル料金 

フル器材セット（ウエットスーツ） ￥ ６，０００  

フル器材セット（ドライスーツ） ￥ ８，０００  

軽器材セット（マスク・スノーケルマリンブーツ・フィン・メッシュバック） ￥ ２，０００  

軽器材単品 ￥ ５００  

ウエットスーツ・５ｍｍワンピース  ￥ ２，０００  

フード付ベスト ￥ ５００  

ドライスーツ ￥ ４，０００  

ＢＣＤ（浮力調整具） ￥ ２，０００  

レギュレーターシステム（レギュレーター・オクトパス・ゲージ） ￥ ２，０００  

ウエイトシステム（ベルト・ウエイト付） ￥ ０  

水中ライト ｂｉｇ（電池付） ￥ ２，０００  

水中ライト ｍｉｎｉ（電池付） ￥ １，０００  

水中デジタルカメラ ￥ ３，０００  

水中ビデオ ￥ ５，０００  

水中スクーター（１ダイブ） ￥ ５，０００  

ダイブコンピューター ￥ ２，０００  

セーフティセット ￥ １，０００  

■上記料金には消費税が含まれていません。 

■グローブのレンタルはございません。各自でご用意ください。 

■レンタル中はお客様の管理下のもと お取り扱いしていただきますので 紛失・破損には十分ご注意下さい。 

■お客様の管理下のもと紛失・破損をされた場合当店規定の料金をご請求させていただく場合がございます。 

 

オーバーホール料金表  
レギュレーター（1st+2nd）オクトパス・ゲージ・インフレーター ￥ １３，０００ + 交換部品代   

レギュレーター（1st+2nd） ￥ ９，０００ + 交換部品代  

レギュレーター(2nd) ￥ ５，０００ + 交換部品代  

レギュレーター(1st) ￥ ５，０００ + 交換部品代  

オクトパス  ￥ ５，０００ + 交換部品代  

ゲージ ￥ ４，０００ + 交換部品代  

エアー２ ￥ ５，０００ + 交換部品代  

ＢＣＤインフレーター  ￥ ４，０００ + 交換部品代  

ダイビング・コンピューター電池交換・各種修理  ￥ お問合せ下さい             

■毎年定期的にオーバーホールを出されているお客さまは、オーバーホールご依頼時、メーカーから発行されたワランティーカードを 

 レギュレーターと一緒にご依頼下さい。メーカーから保証されている無償提供パーツに関しては無料交換の対象となります。 

■送料は別途必要です。 

■上記料金には消費税が含まれていません。 

■潜水堂よりメンテナンスハガキが届いた方は必ずお持ち下さい。オーバーホール料金の割引がございます。 


