
スクールガイドブック



ダイビングを始めよう︕︕︕
ダイビングで休日が変わる‼今よりもっと「楽しい」が待ってる‼

『ダイビングを始めて世界観が変わった』
ダイビングを始めた方の多くは、水中の世界に始めて触れ、
その素晴らしさに心を奪われます！
どこまでも続くブルーの世界、色とりどりの生き物たち、音のない世界。
陸上ではあたりまえの太陽の光も、水中ではキラキラと輝き、特別なものに感じます。
海中の世界はダイバーにしか体感出来ない世界。
海の中では陸上の出来事を忘れさせてくれます。。。
大自然を相手にして遊んでいると、色んな悩みもちっぽけに感じたり。。。
何気ない日常が変わり始めます。

今よりもっと毎日が楽しくなる！！
そんな素敵な経験を是非、一緒に今、始めましょう！！！

ダイビングを始めた最初の1年が大事︕
スクーバダイビングは皆さんがイメージされているよりもはるかに身近で簡単なスポーツです。
そして、想像をはるかに超えるドラマティックな世界を覗けるスポーツです。
しかし、ちょっと教えてもらえばOKという訳にはいきません。
それはダイビングが地上とは全く違う環境、水中で行うスポーツだからです。
安全に、そして快適にダイビングを楽しむためには、講習を通していくつかの基本的な知識や
テクニックを練習して、それを自分で出来るようになるまで継続する事が非常に大事です！

ダイビング指導団体
ダイビングの資格は民間の指導団体が発行するもので、「Cカード(Certificatio Card)」といい、
ダイビングの技術をマスターした証明として発行される認定証となります！
初級、中級、上級とレベルアップしていき、各ダイバーレベルごとにCカードが発行されます！

民間の指導団体には複数あり、「SNSI」「NAUI」「PADI」「SSI」等が国内・海外問わず通用する指導団体と
なり、どの指導団体のCカードを持っていても世界中でダイビングを楽しめます！

重要なのはどの指導団体のCカードを持っているかではなく、
ダイビングをしっかり習ってインストラクターに頼らず、自分で
出来るようになることです！！！
当スクールが発行しています指導団体「SNSI」は、
日本にある他の指導団体と大きく違い、ダイバーが自立する事を第一に考えた講習内容で、ダイビングの
知識と技術がしっかり学べるのが大きな特徴です！
当スクールが考えるダイバー教育理念と合致する教育システムを持った指導団体が「SNSI」でした！

Diving GEAR 私達と海をつなぐライフライン
楽しさも快適さも、器材によって大きく左右されるのがダイビング。
受講生にとって器材は道具ですが、私達インストラクターにとって器材は教材です。使用する器材によって
指導効果・指導効率に大きな影響を与えます。当スクールでは経験豊富なインストラクターが、受講生の
能力・環境・予算に合わせて器材選びのお手伝いをいたしますのでご安心ください。

水中で視界を確保するための
道具。度付きレンズもあります。

マスク

水面で楽に呼吸が出来ます。
スノーケル

水中で楽に推進力が得られます。
自分の脚力に合わせて選ぶ事が
大切です。

フィン

体を保護・保温します。着用時に
水が入ってこない、体が濡れない
ドライスーツもあります。

ウェットスーツ

タンクの中に入っている高い
圧力の空気を水中で呼吸できる
ように調整するダイバーにとって
最も重要な器材の一つです。

レギュレーター

タンクからの空気をボタン１つで
出し入れして浮力を調整するため
の器材。

BC

ダイビングの計画・記録・時計など
多くの機能を備え、潜水病予防
にも役立ちます。

ダイブコンピュータ



ダイビングを始めた最初の1年間が重要です☆
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基本技術を教えてもらいながら
とりあえず出来るレベル

合計ダイビング本数︓4ダイブ以上

合計ダイビング本数︓50ダイブ以上

一人前と認められたダイバー
本当に楽しんでるダイバーは実はココ︕

➡
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合計ダイビング本数︓25ダイブ以上➡

オープン
ウォーター
ダイバー

基本スタイルのダイビングは
考えながら楽しめるダイバー

基本技術を考えずに出来、
中級の海を楽しめるダイバー

ダイバーとして、ファンダイビングを
楽しみたいなら最低限ココ︕

合計ダイビング本数︓12ダイブ以上

ダイビングの基本スタイルを
１回ずつ経験したダイバー

体
験

勉強と練習をした仮免許レベル
合計ダイビング本数︓2ダイブ以上

スクーバダイバー

インストラクターが海の中を案内するレジャー体験ダイビング

継続して
一緒に楽しむ

ダイビングの楽しみ方も色々︕
海の生物との出会い、水中写真、水中を漂う楽しみ、大勢の仲間とダイビング
をする楽しみなど︕一緒に自分の楽しみをどんどん見つけましょう︕︕

時にはイルカと遊んで癒されましょう♡ 青い海で感じる浮遊感は格別！地上
では感じる事が出来ない感覚です！

地形も楽しみの一つ☆縦穴からの光の
シャワーは感動ものです！！

大きなジンベエザメにも会いに
行けちゃいます☆

カラフルなお魚は近場の海でも
リゾートでも私達を楽しませてくれます♬

記念ダイブをみんなでお祝い☆仲間と
一緒に潜る楽しさは格別です！！

魚の大きな群れも迫力満点！！！ みんなのアイドル！！カメ♡
和歌山でもリゾートでも♡

みんなのアイドル「マンタ」♡
会えたら感動です！



海でスクール体験コース

上記料金に含まれる内容：
　ダイビング体験代・施設使用料・保険料・当店⇄実習地までの無料送迎・器材レンタル代無料

￥19,800(税込)

プールでスクール体験コース￥13,200(税込)

私にダイビングできるかな？泳げないから不安なんだけど・・・
そんな不安を払拭してからダイビングを始めて頂けるようにスクール体験コースをご用意しております

和歌山・白浜の海でダイビング講習を体験して頂けます︕
スノーケリングで水に慣れてから、ダイビングにチャレンジ︕

足の着く水深から最大5mあるダイビング専用プール。
波もない穏やかな水中でまずは水中世界を体験しよう︕︕

ご参加頂ける年齢：10歳以上(15歳未満の場合は保護者同伴でお願い致します)

お持ち頂く物：
　11月～5月→長袖長ズボン・靴下・バスタオルのみ
　6月～10月→水着・ビーチサンダル・バスタオルのみ

＜スケジュール＞
6:30　当スクール集合
9:00　白浜に到着
9:30　ダイビングの注意点などお話して、準備開始
10:00－10:30　スノーケリング
10:30－11:00　休憩
11:00－12:00　ダイビング講習体験
12:30　片付けと着替え
15:00　白浜を出発
18:00　当スクール到着

※交通状況等によりスケジュールや到着時刻は前後致します

＜スケジュール＞
8:00　当スクール集合
9:00　ダイビング専用プールに到着
9:30　ダイビングの注意点などお話して、準備開始
10:00－10:30　スノーケリング
10:30－11:30　ダイビング講習体験
12:00　片付けと着替え
13：00　当スクール到着
※交通状況等によりスケジュールや到着時刻は前後致します

当スクールが自信を持っている4つの特徴です︕
トライブ4つの特徴
当スクールが自信を持っている4つの特徴です︕

①徹底した少人数制
スクール体験コース・オープンウォーターダイバー講習の人数比は、

インストラクター1名に対し、受講生 基本1～4名までの少人数制で行っています︕

スポーツ全般そうですが、基本が重要なので、少人数でじっくり学べます︕

③平日も週末も開催︕集合場所も選べます
講習やツアーは週末だけじゃなく、平日も開催していますので、シフト制の方も安心︕

集合場所も西宮店・JR西宮駅・阪神甲子園駅・南紀白浜店からお選び頂けます︕

講習やツアーの開催日も豊富なので、お忙しい方も安心☆

②自分で出来るダイバーになります
最初の講習は、出来なくて当たり前。インストラクターがしっかりサポート致します
ただ、ずっとインストラクターに頼りながら潜るなら、体験ダイビングと一緒です

だから、当スクールは、自分で出来るダイバーになれる講習を行います

④ダイビングを続けやすい独自のシステム
度付マスクや夏用＆冬用スーツもありますので、一年中、快適に始める事が出来ます︕
器材のメンテナンスも出来るスクールなので、安全安心の器材をご用意しております

レンタル器材でも自分の器材でもダイビングを続けて楽しんで頂けます︕

上手くカッコイイダイバーを目指して
一緒にダイビングを楽しみましょう︕︕︕



2つの選べるオープンウォーターダイバー講習

リーズナブルプラン

このプランは、学科講習2回・限定水域実習1日・海洋実習2日となり、限定水域実習1日で
基礎技術を学ぶ最短プランが特徴です！ダイビングプールではなく、限定水域で練習する事もあり、
水泳をやっている方や水慣れされている方が対象となるプランです！！

トライブでは、初めての講習からしっかりと知識・技術を習得し、ダイビングを思いっきり楽しめる
ダイバーになって頂くために、リーズナブルプランでも、スタンダードプランでも、繰り返し学習し、
繰り返し基本技術を練習する事でしっかり習得することが出来ます！！！

通常￥64,900(税込)➡キャンペーン価格￥29,800(税込)

スタンダードプラン※50歳以上の方は、こちらのプランでお願いします

このプランは、学科講習2回・プール実習1回・限定水域1日・海洋実習２日となり、
しっかり確実にダイビングの基礎知識と基礎技術を学べるのが特徴です！
確実にダイビングを覚えて、楽しく上手くなりたい方に最適なスタッフ一押しプランです！！

通常￥75,900(税込)➡キャンペーン価格￥39,800(税込)

講習料金に含まれる内容：
→「テキスト代・講習費用・限定水域＆プール実習費・海洋実習費・保険料・実習地までの送迎費用・
　実習時の昼食・Cカード申請料・器材レンタル無料」

講習料金に含まれない内容：
→「実習時の朝食・飲食代・お土産代など個人的費用」

上手くカッコいいダイバーになろうキャンペーン
毎月・先着5名様

SNSI OPEN WATER DIVER
オープンウォーターダイバー講習の流れ

説明会
«約1時間»

ダイビングに関する不安や疑問にお答えし
楽しみ方や続け方をお話しします

お申込みの際￥11,000(税込) or コース料金全額
ご入金頂いてテキスト一式をお渡ししております

自宅学習 ご自宅で6章まで全て読んで頂き、
確認問題を全て解答してください

学科講習
«約2時間»

1章・2章までをご自宅で勉強してきて頂き
確認問題を全て解答して頂いた後、

器材の使い方、調整の仕方などを学習します

プール実習
«半日»

器材セッティングの仕方、基本スキル
緊急時の対応まで練習していきます。

ダイビング講習で一番大事な練習となります

学科講習
«約2時間»

3章～6章までをご自宅で勉強してきて頂き確認問題を
全て解答して頂いた後、学科終了後、1章～6章まで

全ての範囲の確認テストを受けて頂きます

限定水域実習
«1日»

プール実習で練習した内容を
海の浅い水深で出来るように練習します。
緊急時の対応など重要な練習も学びます

海洋実習
«１日×2回»

海の深い水深でも対応できるように練習したり、
ダイバー必須の技術「中性浮力」で泳ぐ練習をします

全ての項目がマスター出来て認定となります

参加可能年齢︓18歳以上(未成年は保護者の同意が必要となります)

※補講が必要になった場合、プール￥11,000(税込)、限定水域・海洋￥17,600(税込)が必要です！
※全ての講習は連続した日程ではなく、お休み毎にスケジュールを組んで開催しております

<スタンダードプラン>



価格だけではない︕講習の質で選んで︕

オープンウォーターダイバー　プール・限定水域トレーニング　スキルシート

スキル内容 A:完成 B:合格 C:不合格 

スノーケリングスキル 

スノーケルクリア A C B 

マスククリア A B C 

マスクなしスノーケル呼吸 Ａ Ｂ Ｃ 

フィンキック　-　バタ足・ハサミ足・ドルフィンキック   Ａ B C 

適正ウエイトチェック Ａ B C 

サーフェイスダイブ　-　ブロー法・エクスパンション法   A B C 

スクーバダイビングスキル　プール①  

器材組み立て・器材洗浄・片づけ A B C 

器材装着・BC操作方法  A B C 

レギュレーター呼吸（水面・膝立ち・寝転ぶ） A B C 

レギュレータークリア（ポッピング・パージング） A B C 

レギュレーターリカバリー（スイープ・リーチ） A B C 

マスククリア（水なし・半水没・全水没） A B C 

マスククリア（脱着） A B C 

水面でのスクーバ器材の脱装着 A B C 

水面でのウエイトベルトの脱装着（2種類）  A B C 

フリーフローレギュレーターからの呼吸 A B C 

浮力コントロール　-　フィンピボット（パワー・オーラル）   A B C 

浮力コントロール　-　ホバリング（パワー）   A B C 

バックアップ空気源でのバディ呼吸 A B C 

1 つのレギュレーターでバディブリージング A B C 

スクーバダイビングスキル　プール②  

バックアップ空気源での浮上  A B C 

緊急スイミング浮上  A B C 

緊急浮力浮上  A B C 

どこで受けても一緒じゃない︕︕

  

オープンウォーターダイバー　海洋トレーニング　スキルシート   

スキル内容 A:完成 B:合格 C:不合格 

スノーケリングスキル 

フィンキック　-　バタ足・ハサミ足・ドルフィンキック   A B C 

サーフェイスダイブ　-　ブロー法・エクスパンション法   Ａ Ｂ Ｃ 

スクーバダイビングスキル　海洋①・海洋③・海洋⑤  

器材の組み立て・取り外し・洗浄方法 A B C 

耳の圧平衡・水中バランス・安定呼吸 A B C 

レギュレータークリア　-　ポッピング・パージング   A B C 

レギュレーターリカバリー　-　スイープ・リーチ   A B C 

マスククリア　-　半水没・全水没・脱装着   A B C 

フリーフローレギュレーターからの呼吸 A B C 

中性浮力　-　フィンピボット（パワー・オーラル）   A B C 

ホバリングしながらの水中移動 A B C 

バディブリージング A B C 

バックアップ空気源での浮上 A B C 

スクーバダイビングスキル　海洋②・海洋④・海洋⑥  

水面移動 A B C 

コントロールされた潜降 A B C 

水中でのスクーバ器材の脱装着 A B C 

水中でのウエイトベルトの脱装着 A B C 

ホバリングしながらの水中移動 A B C 

往復コンパスナビゲーション A B C 

緊急スイミング浮上 A B C 

緊急浮力浮上＋エアー切れ体験 A B C 

水面でのウエイトベルトの脱装着 A B C 

サーフェスマーカーブイの使用 A B C 

コントロールされた浮上 A B C 

バディの曳航 A B C 

OWD　総合評価 認定  ・  追試 

 

自信のコースカリキュラム︕︕



「上手くカッコいいダイバー」目指そう︕
ダイバーデビューしたら！！！

ダイバーデビューしたら、たくさん潜りに行きましょう！！！
とびきりの海を楽しむ為にも、まずは関西の海で、楽しみながら、苦手なスキルを克服して
どんどん上手くなりましょう！！！
関西の海で、ダイビングに慣れてきたら、沖縄や海外のリゾートツアーにみんなで遊びに行こう！
皆さまが思いっきり楽しむカッコいいダイバーになれるようにスタッフがサポート致します！

日帰りツアー
連休がなくても大丈夫！！！
和歌山や淡路島、日本海へも日帰りで
潜りに行けちゃいます！！！
講習はもちろん、遊びに、ステップアップしに
まずは「関西の海」へ行きましょう！

リゾートツアー
関西の海で練習して慣れたら
沖縄や海外の海も思いっきり楽しもう！！
のんびり南の島、ハードな流れる海、
船に滞在するクルーズツアーなどなど
世界中の海を一緒に楽しみましょう！

海中クリーンアップ活動
海の中のゴミ拾いはダイバーにしか
出来ない活動です。
残念ながら、海の中には空き缶、釣り糸、
ルアー、タイヤに自転車やバイクまで、、、
たくさんのゴミが落ちています、、、
キレイな海でダイビングをずっと楽しめる様
定期的に清掃活動を実施しております！

スキルアップトレーニング
関西・沖縄・海外のダイビングポイントには、
初級・中級・上級向けが存在します！
やはり大物と言われる生物は、上級向けの
ダイビングポイントに登場する事が多いです
そこで、世界中にある上級者向けの
ダイビングポイントを楽しめるように
どんどんスキルアップしましょう！！

ダイビング説明会

ダイビング何でも相談室

Q：泳げなくても大丈夫？？
A：水が怖くなければ問題ありません！不安がなくなるまでサポート致します！

初めての事は分からない事だらけですよね。ダイビングを始める時の不安や疑問にお答えします！

Q：一人で参加しても大丈夫？
A：多くの方が一人で参加されています！講習を受けたりお店に通ううちに年齢も

　関係なくすぐに仲間になりますので、お一人でも安心して始めて頂けます！

Q：年齢や性別は関係ないの？誰でもできる？
A：ダイビングは年齢・性別に関係なく、それぞれのペースで楽しめるスポーツです

　60歳になられてから始められる方も大勢いらっしゃいます！

Q：どこで・いつ遊べるの？？
A：実は1年中遊べるスポーツです！体が濡れないスーツを着る事で年中快適に

　楽しめます！しかも、日帰りで行ける和歌山や日本海で遊べますよ！

Q：Cカードって何？ダイビングライセンスとは違うの？
A：ダイビングライセンスとは通称となり、正式にはCカードです。

　Cカードとは認定カード(Certification Card)の事。略してCカードと呼んでいます。

　ダイビング技術を習得した証として、各ランク毎に発行されます！

その他、様々な疑問・不安がある事と思います。そんな疑問・不安はご入校前のダイビング説明会にて

きっちり解消、納得されてからご入校頂きたいと思っております！

Q：仕事が不定休なんだけど参加できますか？
A：当店では週末はもちろん平日も開催しておりますのでお休みがシフト制の方や

　平日の方もご参加頂けます！どうしても日程が合わない場合には、リクエストも

　受付しております！

ダイビングってどんな事するの？どこで遊ぶの？どうやって始めるの？

費用はどれくらいかかる？などダイビングに関する疑問や不安にお答えしたり、

楽しみ方や続け方などのお話をダイビング説明会でお話ししております！

説明会は、店頭もしくは、オンラインで随時開催しておりますので、

ぜひご参加ください！ご予約は、右横のQRコードからアクセスしてください！

まずは気軽にご参加ください！



中級ダイバーだから楽しめる海

フィリピン・ボホール島

沖縄・西表島

フィリピンは7500以上の島々から出来ています。
その島それぞれに違う風景があり、多くの生物に出会う
事が出来きます。
その中でも、ギンガメアジという魚の大群が出たり、
カメが多く生息するエリアがあったり、稀に外洋で
ジンベエザメが出現することもある可能性があふれる
海、それが『ボホールの海』です。

島からすぐにドロップオフになっている豪快な地形や
一面サンゴでおおわれているエリアも点在します。

　　　　　　　　　　　　海外の海でしか見られない
　　　　　　　　　　　　とてもカラフルな固有種は
　　　　　　　　　　　　見ているだけで癒され、
　　　　　　　　　　　　ハナダイたちの群れは、
　　　　　　　　　　　　圧倒されるほど美しいです。
　　　　　　　　　　　　そんな素晴らしい自然を守り
　　　　　　　　　　　　楽しむダイバーの仲間入りを
　　　　　　　　　　　　しに行きましょう！！
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鹿児島・奄美大島

沖縄・ケラマ諸島

ダイバーになる前に、ダイビングしに行く場所と言えば
やはり沖縄、海外の海を思い浮かべる方も多いでしょう。
でも実は、鹿児島・奄美大島は沖縄本島よりも北に位置
しますが、とてつもなくポテンシャルの高い海です。
春の時期には奄美大島周辺の海中の砂地にきれいな
模様を描いたサークルが出没します。
これはこの海域に生息するアマミホシゾラフグが産卵時
メスを呼び込むために作るサークルです。
サークル自体も素晴らしい物ですが、その一生懸命
サークルを作っている姿もとてもかわいらしい様子です。

　　　　　　　　　　　　他にもサンゴの群生も多く
　　　　　　　　　　　　様々な生き物に出会う事も
　　　　　　　　　　　　できます。
　　　　　　　　　　　　砂地を悠々と泳ぐカメに
　　　　　　　　　　　　出会う事もあります。
　　　　　　　　　　　　関西から2時間未満で気軽に
　　　　　　　　　　　　行く事が出来るカラフルな
　　　　　　　　　　　　海に遊びに行きましょう！！
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島の3分の2はジャングルに覆われている西表島。
その養分は島の周りの海にも恩恵を与えています。
島の周りに群生するサンゴ礁は色とりどりでとてもきれいです。
浅い水深ほど群生するので、太陽の光も差し込み、まるで
大きな水槽の中に自分も入ってしまったような感覚に捕らわれるほど。

もちろん生息する生き物も多種多様で小さな可愛い生き物たちも
ゆったり泳ぐ大きなウミガメに出会うこともあります。
しっかりと技術を身に着けたダイバーなら、そんな世界を
十分に楽しみ、満喫する事が出来るはずです！！
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その養分は島の周りの海にも恩恵を与えています。
島の周りに群生するサンゴ礁は色とりどりでとてもきれいです。
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日本の海の中でも『ケラマブルー』と称されるほどの青い海。
その海に魅了され、何度も訪れるダイバーも多くいます。
真っ白な砂地に写るダイバーの影、サンゴ礁の上に群れる
色とりどりの魚、頭上を通り過ぎる大きな魚の群れ、、、
ダイバーになる時に見たいと思った景色がそこにはあります。

一度行くと、何度でも訪れたいと思う気持ちが分かります。
ダイバーになって訪れるケラマ諸島はそれまでに行ったことの
ある方でも大きく変わるはずです。日本屈指のブルーの世界に
中級ダイバーになった今！ぜひチャレンジしましょう。
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ダイビングは上達すればするほど、楽しめる海が増えていきます。

マンタに会える海
ジンベエザメに会える海
クジラと泳げる海
あなたはどんな海に行きたいですか？
彼らが生息する外洋に行くことが出来たら
出会いは限りなく広がります。
ダイビングスキルを上達させる最大の理由は

そんな海の中を楽しめるようになる為です。
ダイビングに上限はありません。
さらに先を望むなら、早く上手くなるのが一番の近道です。
世界中にダイビングを楽しめる海は広がっています。
あなたはどんな海を目指して、どんなダイバーになりたいですか？

さらにカッコいい一人前ダイバーになる
マスターダイバー講習
自分の事は自分で出来る中級ダイバーになったら、自分の事だけでなく、バディの事も気にかけながら
一緒にダイビングを楽しめるように、スキルを完成させるマスターダイバー講習です。

講習スケジュール

1日目：プールトレーニング
2日目：海洋実習
　　　ナチュラルナビゲーション
3日目：海洋実習
　　　スキルアップトレーニング
4日目：救急法・酸素供給法（3時間）
5日目：学科講習 レスキュー（2時間）
6日目：プールトレーニング
7日目：海洋実習 レスキュー①
8日目：海洋実習 レスキュー②

※組み合わせを変更することも可能です。

必要なスキル内容
ナビゲーション・スキルアップダイビング
救急法・酸素供給法・基本スキルの完成
レスキュースキル

アドバンスダイバー講習

オープンウォーターダイバー講習でダイビングの基礎を学んだダイバーの次のステップ。
色々なダイビングを楽しむ為にファンダイビングの基本を学んで、全て自分で出来るように

なる為に、講習で学んだ事を、ファンダイブを通じて、マスターしていきます！！

ナイトロックスダイバー講習

講習スケジュール

1日目：学科講習（1時間30分）
2日目：海洋実習①
　　　ホバリング①②
3日目：海洋実習
　　　ナビゲーション
　　　ボートダイビング
4日目：学科講習（1時間30分）
5日目：海洋実習②
　　　ドライスーツ
　　　ナイトダイビング
　　　ディープダイビング

※組み合わせを変更することも可能です。

必要なスキル内容
ホバリング・ナビゲーション・ドライスーツ
ボートダイビング・ディープダイビング
ナイトダイビングの6つの経験

講習スケジュール

1日目：プールトレーニング
2日目：海洋実習
　　　ナチュナルナビゲーション
3日目：海洋実習
　　　スキルアップトレーニング
4日目：学科講習（2時間）
5日目：海洋実習
　　　ナイトロックスダイビング

※組み合わせを変更することも可能です。

必要なスキル内容
ナビゲーション・ディープダイビング
ナイトロックスダイビングの３つの経験
基礎ダイビングスキルの復習

最速で上手くカッコいいダイバーになる為には、スキルと経験のバランスが大事です

思いっきり楽しむ為の
中級ダイバーへの道︕



店舗紹介
トライブダイビングスクール

SHOP DATA
兵庫県西宮市高木西町4-16
TEL:0798-67-3603
OPEN:12:00～20:00
定休日:火曜日
Email:info@traib.net
HP:https://traib.net

阪急電車神戸線　西宮北口駅より徒歩5分
店舗向かいに1台分駐車場もご用意しております
SNSIインストラクタートレーニングセンター
JRDA認可　標準ダイビング事業所
兵庫県認可　高圧ガス販売所
DAN Japn協力店

<南紀白浜店>エルマールダイビングスクール
SHOP DATA
和歌山県西牟婁郡白浜町754
TEL:0739-43-6481
OPEN:9:00～17:00
定休日:火曜日(祝日の場合は、翌水曜日)
Email:info@elmar-diving.com
HP:https://elmar-diving.comスタッフ紹介

筒井英史
SNSIインストラクタートレーナー
BLS&O2インストラクタートレーナー
潜水士
ダイビング器材メンテナンス技術者

広瀬優子
SNSIダイブマスターインストラクター
BLS＆O2インストラクター
潜水士
ダイビング器材メンテナンス技術者

上級ダイバーだからこそ見れる世界は写真や映像では表現しきれない感動があります

上級ダイバーだからこそ目指せる海

沖縄・多良間島

沖縄・西表島/オガン

西表島から南西約30km離れた場所に位置する『仲之御神島』。
これが通称『オガン』です。

外洋ならではのディープブルーの世界。透明度も常に40ｍ越え。
地層がむき出しのダイナミックな切り立った地形。
2ｍオーバーのイソマグロやバラクーダなど大物たちとの遭遇。
ダイバーにならなければ出会えない世界の一つです。

海の中は黒潮の支流がかかるため、
自分の吐いた泡が横切っていくほどの激流にあう事もあり、
レベル限定がかかる上級者の為のダイビングポイントです。

西表島から南西約30km離れた場所に位置する『仲之御神島』。
これが通称『オガン』です。

外洋ならではのディープブルーの世界。透明度も常に40ｍ越え。
地層がむき出しのダイナミックな切り立った地形。
2ｍオーバーのイソマグロやバラクーダなど大物たちとの遭遇。
ダイバーにならなければ出会えない世界の一つです。

海の中は黒潮の支流がかかるため、
自分の吐いた泡が横切っていくほどの激流にあう事もあり、
レベル限定がかかる上級者の為のダイビングポイントです。

石垣島と宮古島の中間に位置するサンゴ礁が隆起し
てできた楕円のとても小さな島。
訪れる人も少なく、一日に受け入れられるダイバーの
人数も限られています。

だからこそ海の中は沖縄でも屈指の透明度を誇ります。
最も良い時では50ｍを超え、どこまでも見渡せます。
その透明度があるからこそ、深場でも太陽の光が入り、
砂地に自分の影が映ることも。

多良間島の海の特徴は透明度からもわかるように、
潮当たりが良く、流れているのは当たり前。
しかしドリフトダイビングのスタイルは取らず、
アンカーリングが基本。
潜降・浮上はフリーで行いますが、どれだけ流れても
必ず船の下に帰ります。

流れの中でもしっかり泳げるフィンキックと
水深管理がきちんとできる経験値が必須
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その透明度があるからこそ、深場でも太陽の光が入り、
砂地に自分の影が映ることも。

多良間島の海の特徴は透明度からもわかるように、
潮当たりが良く、流れているのは当たり前。
しかしドリフトダイビングのスタイルは取らず、
アンカーリングが基本。
潜降・浮上はフリーで行いますが、どれだけ流れても
必ず船の下に帰ります。

流れの中でもしっかり泳げるフィンキックと
水深管理がきちんとできる経験値が必須 松本加代子

SNSIレスキューインストラクター
BLS＆O2インストラクター
潜水士
ダイビング器材メンテナンス技術者

田寺綾
SNSIインストラクター
BLS＆O2サプライヤー
潜水士
ダイビング器材メンテナンス技術者
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