






ステイ先は大きく分けて3箇所。沖縄随一の繁華
街、国際通りを中心とした那覇市内ステイ、プライ
ベートビーチを擁したリゾートホテルの立ち並ぶ本
島中部の西海岸ステイ、そして未だ原生林を残す
山原地区の近く本部半島ステイが選べます。

沖縄本島の一番の魅力は「アクセスの便利さ」。
東京、大阪からは航空機便数も多く、特に東京は羽田空港拡張
のため発着時間の幅も広い。金曜日の最終便に飛び乗り、土
曜日はダイビング、日曜日は観光をして東京に帰るといった少
し贅沢なプランも可能。
また、エリアによっては到着日に2ダイブ可能なので、2泊3日で4
ダイブプランもできる。まとまった休みが取れず沖縄でのダイビ
ングをあきらめている人には魅力のプランかも知れません。
ステイ先によって違った楽しみ方でできるのも魅力。那覇市周
辺では沖縄文化が集結した町を存分に堪能、恩納エリアはリゾ
ートホテルも多く、デラックスな旅を満喫することが可能。本部エ
リアは残された大自然を満喫、近くには人気の沖縄美ら海水族
館ある。
ニーズに合わせたステイ先がチョイスできるのがうれしい。

島のご案内

沖縄本島

那覇空港

那覇市

北谷

本部

恩納

特筆すべきはビーチエントリー・ポイントの充実度。島の西側に
は、洞くつやドロップオフなどが入り組んだ地形や、カラフルなソ
フトコーラルのお花畑などが数多く点在し、船に乗らずして楽し
める。ボートエントリーが主体の沖縄では珍しく、船に弱い人に
はもってこいだ。
もちろん、大部分のファンダイビングはボートエントリー。人気ポ
イントは、那覇港から20分程の「チービシ」。元気なサンゴがま
だまだたくさん残っているし、水深が比較的浅いため初心者に
もお勧めできる。海況に問題なければ片道1時間の慶良間諸島
まで船を出してくれる場合もあるし、伊江島周辺など北部のポイ
ントへの日帰りも可能なので、ポイント選択の参考にしていただ
きたい。
また、最近人気なのは、砂辺ビーチを目の前にした北谷エリア
にステイし、状況に応じてビーチダイブとボートダイブをどちらも
存分に楽しむ方法。沖縄本島2大ビーチポイントとして名高い、「
砂辺」と「真栄田岬」を押さえつつ、その日、状態のいいボートポ
イントを狙うダイビングは、短い日程でも存分にダイビングを堪
能できると評判。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所
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食事、文化、自然。どれもほ

どよく堪能できるのが沖縄本

島の魅力。

昼は離島のポイントを潜り、

夜は繁華街で楽しむという、

良い所だけチョイスする楽し

み方が可能です。

アフターダイブも重要

飛行機の便数も多く、到着日

の2ダイブも可能なため、週

末を絡めればごく少ない休

暇が取れればダイブトリップ

ができる。発着時間も多彩な

ため、場合によっては仕事帰

りでも現地入りできるのも嬉

しい。

長い休暇が取れない

幅広いステイ先が用意され

ているため、低予算でプラン

を組むこともできる。

ピーク時を外せば、料金がグ

ッと下がることも多く、日程を

選ばないのであれば、かなり

出費を抑えることも可能。

予算が少ない

OKINAWA HONTOU

上級者向けのポイントと
しては、沖縄本島の最北
端の辺戸岬や全長90m
の米軍艦が沈んでいる
ポイントなどもある｡海況
によっては行けないこと
もあるので、事前に現地
サービスに問い合わせ
てみるがいいでしょう。



沖縄県那覇市前島2-4-6 1Ｆ
TEL.098-863-7161
FAX.098-863-7161

http://aqua-life.biz/アクアライフ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

沖縄本島の取り扱いダイビングショップ

AQUALIFE

１９９５年沖縄の那覇市にオープンして以来、抜群の透明度と魚
影の濃さを誇るケラマ諸島をメインに ご案内しています。ケラマ
ガイド歴２６年のオーナーがドリフトスタイルで、大物や回遊 魚
の群れと出会える確率が高い、ダイナミックな地形のケラマの
外洋ポイントへご案内いたします。
その他、リクエストにより内海の穏やかな癒し系ポイントで、ウミ
ガメや多種多様な熱帯魚、マクロ生物などをお見せします。
少人数制のショップですのでお一人様からご安心して参加して
頂けます。尚ファンダイブでは基本的に水中ビデオ撮影を行っ
ていて、アフターダイブにショップで上映会をします。ログ付けの
時にバッチリと、見てきた生物のチェックが出来たり、楽しかった
ダイビングを振り返ることが出来るので、大好評です。

少人数制のショップで
ケラマ諸島を中心にご案内いたします

ショップ情報
●スタッフの数・1名(うち、インストラクター1名）
●送迎の有無・場合によって港へお迎えに行きます
●到着日の２ダイブ・11時頃までに那覇空港到着
●ログ付け・15:30～ ショップにて
●クレジットカード・不可

一日のスケジュール
●7:30～7:40・・・・・・ホテル送迎
●8:00～8:30・・・・・・出港
●9:30・・・・・・・・・・・1本目
●11:00・・・・・・・・・・２本目、終了後ランチ
●13:00・・・・・・・・・・３本目
●15:00・・・・・・・・・・帰港
●15:30・・・・・・・・・・ショップにてログ付け
●16:30・・・・・・・・・・ホテル送迎

ダイビングボート
●ボート・32フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・トイレのみ
●日除けの有無・有
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３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。
●他クーポンとの併用不可。

●滞在中毎日利用可能。
●他クーポンとの併用不可。

スタッフから一言

梯　英樹さん
大物や回遊魚の群れ、そして可愛い小
物など、お客様のリクエストに合わせた
ガイドで楽しんでいただきたい！と思っ
ています。

特典のご利用方法は 3 ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。



沖縄県那覇市西1-12-19
TEL.098-862-3454 
FAX.098-861-9151

http://www.marinepalette.com/マリンパレット

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

沖縄本島の取り扱いダイビングショップ

MARINE PALETTE

初心者からのんびり上級者向け自然体感のんびりスタイル。
どこに潜るでは無く誰となにして潜るか?
自然を体感するには「せかせか」潜るのではなく心も動きも余裕
が大切。ベテランガイドが皆様のダイビング前後をサポートしま
す。　
海の上でのダイバー仲間
とのコミュニケーションが
皆様の思い出をさらに楽し
く膨らまします。だから1人
でいらっしゃる皆様が多い
ショップです。

お一人のゲストでも
楽しめるダイビングショップです

ショップ情報
●スタッフの数・5名(うち、インストラクター3名）
●送迎の有無・空港へのお迎えあり
●到着日の２ダイブ・11時頃までの到着便
●ログ付け・お店に戻ってから
●クレジットカード・利用可能（VISA/MASTER 他）

一日のスケジュール
●8:00・・・ホテルお迎え
●9:00・・・出港、2ダイブ
●13:00・・・ランチ。1ダイブ
●16:30・・・帰港。ショップにてログ付け
●18:00・・・ホテルお送り

到着後ダイビングの場合　
到着　空港お迎え
●12:15・・・ショップ発
●13:00・・・出港。2ボートダイビング
●16:30・・・帰港。ショップにてログ付け
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３ダイブ目
無料

オリジナルネームタグ
プレゼント

●滞在中１日に限ります。
●６ダイブ以上ダイビングをされる方　
　のみ適用

●お一人様一回限り有効。
●６ダイブ以上ダイビングをされる方
　のみ適用



沖縄県中頭郡北谷町字港10-20 
ステーションみなと1F

TEL.098-936-7666
FAX.098-936-7667

http://www.oceanbeach-net.comオーシャンビーチちゃたん

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

沖縄本島の取り扱いダイビングショップ

OCEAN BEACH CHATAN

ファンダイビング・講習は完全少人数制とみなさんのリクエスト
を重視しています。
北谷町は那覇から車で40分（送迎あり）、宿泊や食事も賑やか
な町で、北谷町宿泊なら、ダイビングの集合時間やアフターもゆ
っくりと過ごせます。
お一人でお越しでもお客様やスタッフと一緒に夕食で美味しい
沖縄料理も楽しめます。
お子様の託児、空港送迎、観光案内、レンタカー手配など沖縄
を楽しめる様々なご要望にお応えするショップを心がけていま
す。
ダイビングポイントも沖縄本島は100以上と多く、様々なスタイル
を用意しています。
・初心者の方でも楽しめる「青の洞窟」をはじめホールなどダイ
　ナミックな地形ダイブ
・無人島でランチ、海水浴も楽しめるダイビング
・日帰りで行ける離島ツアーとしてケラマ諸島
・世界大戦で沈んだ90ｍ級の沈船USエモンズやジンベエツアー
　など1度は生でみたいダイブ
・今話題の「身体に優しいナイトロックスタンク」にも力を入れて　
　います。

初心者からベテランまで
楽しめる多彩なダイブスタイルをご用意

ショップ情報
●スタッフの数・2名(うち、インストラクター1名）
●送迎の有無・空港への送迎あり
●到着日の２ダイブ・1～10時30分着便/6-10月は11時到着便
●ログ付け・ショップで 17：00頃
●クレジットカード・利用可（ＶＩＳＡ・マスター、JCB）

一日のスケジュール
通常のスケジュール
●7:30・・・・・・・・ホテルお迎え
●9:00・・・・・・・・ダイビング（1本目）
●11:00・・・・・・・ダイビング（2本目）
●12:00・・・・・・・ランチタイム
●13:30・・・・・・・ダイビング(3本目）
●16:00・・・・・・・お店到着、シャワー、片付け、ログ付け
●17:30・・・・・・・ホテル送り
到着日のスケジュール
●10:30・・・・・・・空港お迎え
●13:00・・・・・・・ダイビング（1本目）
●15:00・・・・・・・ダイビング（2本目）
●17:00・・・・・・・お店到着、シャワー、片付け、ログ付け
●18:00・・・・・・・ホテル送り

３ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります。
●併用不可。

器材レンタル
無料

●滞在中毎日利用できます。
●併用不可。

特典のご利用方法は 3 ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

ナイトロックス
お試しダイブ

無料
●ファンダイビング費用は別途かかり
ます。●ナイトロックタンク1本、専用レ
ギュレータ、講習が含まれます。

沖
縄
本
島



それぞれの島ごとに個性豊かなポイントが揃ってい
る粟国、伊江、南大東島。多少アクセスが困難だ
が、その分まだまだ手つかずの自然や海が楽しめ
、のんびりした島の雰囲気が味わえる。

粟国島は直径約12Ｋｍの小さな島。土地がやせているため昔
はヒエやアワぐらいしかとれなかったので、この名前がついたと
いう。島内の宿泊施設は民宿が数件。ホテルに泊まって高級リ
ゾート感覚を満喫したい人には不向きだが、それを補って余り
ある魅力が海にある。
伊江島は島の北側は60ｍの断崖が続き、南側はほとんど砂浜
、その中央には島のシンボルともいえる伊江タッチューがそびえ
立っている。島の中心部はフェリーターミナルのある南側となり
、この周辺に民宿がかたまっている。
南大東島は、那覇空港より飛行機で東に約1時間の位置にある
。元々は製糖の為、八丈島からの移民が開拓した島なので、他
の沖縄の島々とはまた違った雰囲気がある。天然記念物のダ
イトウオオコオモリに代表される、海洋島ならではの独特な豊か
な自然が魅力の島。

島のご案内

粟国、伊江、南大東島

粟国島は南西の端になる「筆之崎」はイソマグロ、ギンガメアジ
が渦をなしてテングハギモドキは壁になるという知る人ぞ知るダ
イナミックスポット。その他マンタの現れる「MANTA RAY」やひた
すらバージンサンゴの群生が続くスポットなど多彩なポイントが
、ボートで15分以内の島の周囲にそろっている。
伊江島のダイビングスポットは大きく分けて二つ。北部の地形を
中心としたダイナミックなポイントと、南部はマクロウォッチング
がメインとなる砂地のポイントである。 ダイナミックな地形では
定評のある「伊江島キャニオン」は、米軍の演習場と隣接してい
る関係で土・日曜日にしか潜れないので、旅行のプランを立て
る時は注意。
島の周囲が切り立った崖に囲まれていて、海に入った瞬間から
20ｍ以上の深度となる南大東島の海は、その潮あたりの良さを
含め、大物狙いの期待が高まる。しかしその分、スキル及び体
力に自信がないダイバーは、南大東島の魅力を満喫しきれない
かも…

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所
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映画に出てくる通り、のどか
で素朴な風景が広がる島。
島の西部には草原が広がり
、小さな牛小屋をいくつも目
にすることができます。
名産品として「粟国の塩」が
有名で、お土産にもオススメ
です。

映画「ナビィの恋」で有名

魚影が濃くて有名な粟国島。
特にダイビングポイント「筆ん
崎」では、夏場にもの凄い数
のギンガメアジやイソマグロ
の群れを見ることができます
。

ギンガメアジのトルネード

沖縄本島北部沖にあり、「イ
ージマタッチュウ」の名で知ら
れる標高172mの城山（ぐすく
やま）が有名な伊江島。貴重
な史跡や文化財が多く見ら
れる島です。またダイビング
ではダイナミックな地形から
、癒し系のポイントまで楽し
めます。

貴重な文化財を堪能

AGUNI , IE , MINAMI-DAITOU

沖縄本島

慶良間諸島

伊江島

南大東島

粟国島



掲載の特典のあるダイビングサービス以外にも

ご手配可能です。

ご希望のダイビングサービスをお申し付けください。

（那覇） ナハシーマリン
http://www.h2.dion.ne.jp/~seamarin/

（那覇）Ｄｉｖｅｒ’ｓ Ｃｉｅｌ
http://www.ds-ciel.com/

（那覇） Seven-Tenth Image
http://www.seventenths-image.com/

（阿嘉島） 海クラブシーマップ
http://seamap.jp/

（阿嘉島） ダイブゴビーズ
http://gobies.net/

（渡嘉敷島） ジャングルダイブ
http://www.jungle-dive.com/

（渡嘉敷島） ウォーターキッズ
http://keramadiving.ti-da.net/c55956.html

（宮古島） ２４°ノース
http://www.24north.co.jp/index.html

（宮古島） サンアイランド
http://www2.odn.ne.jp/~sun_island/

（伊良部島） 海風いらぶじま
http://www.irabujima.jp/index.html

（石垣 ・ 川平） ブレニーダイビングサービス
http://blennyds.com/

（石垣 ・ 市内） ステディダイビングサービス
http://www.cosmos.ne.jp/~steady/

（石垣 ・ 市内） バタフライダイブオーシャン
http://ishigaki-butterfly.jp

（石垣 ・ 北部） ダイブイン海のメロディー
http://www.umimelo.com/

（波照間島） アトラスはてるま
http://www.atlas-hateruma.info/

（小浜島） ダイブサイトノ口
http://www10.ocn.ne.jp/~noguchi/

（黒島） ダイビングサービスクロシマ
http://www15.ocn.ne.jp/~bluesea7/



観光客にもほとんど知られていなかった離島。
古来琉球からの伝統を色濃く残した島には、自然
と文化が調和した、ここでしか味わえない空間が
広がっている。

伊是名島は、沖縄本島の近くにありながら、ダイバーはおろか、
一般観光客にもほとんど知られていなかった島。琉球王朝の王
・尚円の出生地として有名で、その歴史を感じさせる史跡や国
の重要文化財「銘苅殿内」がある。更に民俗資料館もあり、興
味のある人は琉球文化を勉強することもできる。
沖縄県の最北端に位置するのが伊平屋島。南北に細長い形を
しており、その中央は200ｍ級の緑の山々が連なり、トレッキン
グを楽しむこともできる。伊勢海老漁が盛んで、沖縄本島からそ
れを目当てに島を訪れる観光客も多い。

島のご案内

伊是名、伊平屋島

伊是名の海は穏やかで優しい雰囲気。ゴツゴツとした岩が連な
る複雑な地形のスポットなどもあるものの、注目すべきはその
魚影の濃さ。キンギョハナダイやカスミチョウチョウウオの群が
まるで花吹雪のように舞っているのが見られる。まったく手つか
ずのエダサンゴの群生や穏やかな光の入るケーブもある。
伊平屋島のダイビングポイントは、サンゴが雄大に広がる島の
南側の海と、回遊魚を狙うことのできる潮あたりのいい島の北
側に分かれ、約30箇所存在する。
じっくりカメラ派も、ダイナミックなポイント好きも1度は訪れてみ
たい海である。ポイントまでそれ程時間がかからないので、1ダ
イブ毎に陸上に戻るのが基本スタイル。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所
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沖縄の島々の中で、最北端

にある伊平屋島。

樹齢200年以上、枝張り25m

にもなる念頭平松や、マジカ

ル観光ポイントとして人気が

あるクマヤ洞は必見です。

また手付かずの海は大型回

遊魚からマクロ生物の宝庫

です。

美しい風景、伊平屋島

伊是名集落では、昔からあ

るフク木並木がサンゴの石

垣と共に、数多く残っている

のを見られます。

巨大なガジュマルの木や、キ

ビ畑の中を海まで突き抜ける

一本道など、沖縄ならではの

自然の風景にたくさん出会え

ます。

古き良き沖縄、伊是名島

海は潮通しがよい豪快なポイ

ントが多いので、中級者以上

のダイバーなら手つかず感の

ある海も、海にひしめく回遊

魚も存分に味わうことができ

るはず。イソマグロやロウニン

アジなどの回遊魚との遭遇率

も高い。

豪快な回遊魚、伊平屋島

IZENA,IHEYA

沖縄本島

伊是名島

伊平屋島



沖縄県島尻郡伊是名村字仲田126
TEL.0980-45-2463
FAX.0980-45-2463

http://www4.ocn.ne.jp/~r-stuff/ライトスタッフ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

伊是名島の取り扱いダイビングショップ

RIGHT STUFF

日々のダイビングシーンは当然、海をめぐる「時」そのものを大
切に考えています。
ダイビングサービスとして、海へ向かうゲストの様々な個性が集
う場とともに、ライトスタッフそのものが個性であると考えていま
す。ゆえに海はモチロンの事、アフターダイブもキットお楽しみ
いただけるはずです。

海ばかりでなく
アフターダイビングも満足して頂けます

ショップ情報
●スタッフの数・2名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・有（伊是名港）
●到着日の２ダイブ・朝便での入島時は可能
●到着日のランチ・有
●ログ付け・無（ログデータは各自ガイドにご質問ください）
●クレジットカード：利用不可

一日のスケジュール
●8:30・・・・・・・・・朝食
●9:30・・・・・・・・・1本目、2本目
●12:00・・・・・・・・島に戻ってシャワーを浴びてから、昼食。
　　　　　　　　　　　3本目出航までゆっくりお休みください。
●14:30・・・・・・・・3本目
●19:00・・・・・・・・夕食

※3食ともライトスタッフでお召し上がりください。

ダイビングボート
●ボート・13名定員
●トイレ、ホットシャワーの有無・無
●日除けの有無・無

伊
是
名
島

3ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。



沖縄本島(那覇)の西、約40Kmにあるケラマ諸島
は、渡嘉敷島、座間味島、阿嘉島の3島を中心に
、大小20余りの有人＆無人島から成るダイビング
パラダイス。慶良間諸島を訪れる8割がダイバーで
あるほどダイバーには人気の島々である。

那覇の泊港から、座間味島、阿嘉島には高速船のクイーンざま
みが1日2～3便運航。渡嘉敷島へは高速船マリンライナーとか
しきが1～3便運航する。どちらにも通常フェリーが運行している
が、時間は倍必要になる。慶留間島へは阿嘉島から車。また、
座間味村（阿嘉島、慶留間島）へは那覇から外地島のケラマ飛
行場まで飛行機便も利用できる。
非常にに静かな島なので、ダイビング以外にはなにも考えずに
「の～んびり」したい人には打ってつけである。娯楽施設も皆無
に等しいので、夜は夜で楽しみたい人は、前後の数泊を那覇泊
にするといいかも知れません。

島のご案内

慶良間諸島

春、本格的ダイビングシーズンが始まる頃、海の中は恋の季節
を迎える。健康なサンゴの多い慶良間諸島ではコブシメの産卵
行動もよく観察できるし、さまざまな魚の求愛行動や婚姻色も確
認できるだろう。春から初夏にかけての水温は20～25℃。ウェッ
トスーツにインナーがあれば十分だ。
6月中旬、梅雨が明ける頃の大潮には、サンゴの産卵がピーク
を迎える。この頃には外海ではマンタやジンベイザメが現れる
が、一説では産み出されたサンゴの卵を狙っているらしい。
本格的な夏を迎えると、海も凪いで外海のポイントへもどんどん
潜りに行けるようになる。水温は最高で29℃ほどになる。慶良
間諸島は環境が多様だから約800種類もの魚が 生息している
といわれ、この時期は魚影も格段に濃くなってくる。また、イソマ
グロやロウニンアジ、バラクーダなどの大型回遊魚が姿を見せ
るようになり、 内海でも潮通しがよいところでは、思わぬ大物に
遭遇することもある。台風さえ避けられれば、11月までベストシ
ーズンが続く。
11月に入ると北風が吹く日が多くなる。しかし、そこは慶良間諸
島。内海は北風にも強いので、必ず潜れるポイントがある。この
時期なら静かで透明度も抜群の海を独占できるだろう。しかも、
冬場は色鮮やかなウミウシたちが増える時期でもあり、1～2月
はザトウクジラの回遊のシーズンだ。水中でクジラの鳴き声を聞
くことができるかもしれない。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

阿波連ビーチととかしくビー

チが有名。浅場でゆっくりす

るのも、ボートに乗ってダイビ

ングにいくのもオススメ。透

明度がよくサンゴがきれいな

ので、家族連れでものんびり

楽しめます。

リゾートアイランド渡嘉敷

座間味といえばホエールウォ

ッチング。冬になるとケラマ

諸島周辺を回遊するクジラを

見られます。

また座間味島周辺には、3つ

の無人島が点在します。ここ

までの渡し船も頻繁に出てい

て値段も安いので、気軽に無

人島ツアーを楽しめます。

座間味島でクジラを堪能

阿嘉島を代表するビーチ、ニ

シ浜でのシュノーケリングは

、美しいサンゴとカラフルな

熱帯魚に会えることで人気

があります。

阿嘉島と慶留間島に架かる

阿嘉大橋は、景観が美しく人

気がありますが、そこから眺

める海は抜群の透明度で感

動的です。

阿嘉島でシュノーケリング

KERAMA-SHOTOU

座間味島

阿嘉島
渡嘉敷島

慶留間島

外地島

慶
良
間
諸
島



沖縄県島尻郡座間味村字阿真142
TEL.098-987-2231
FAX.098-987-2230

http://www.ama-yadokari.com/ダイブハウスやどかり

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

慶良間諸島・座間味島の取り扱いダイビングショップ

DIVE HOUSE YADOKARI

おかえりなさいと迎えさせていただくおもてなしの心で30年・・・・
潜りの漁師が転じて始まったサービスも今年30周年を無事故で
迎えることができました。
お客様のレベルに合わせたポイントにご案内いたします。併設
している宿では目の前の阿真ビーチでウミガメと泳いだり、夕日
の沈む丘への散策等アフターダイブの疲れを癒してくれます。

30年間無事故の実績
安全ダイブで癒やしを提供します

ショップ情報
●スタッフの数・2名(うち、インストラクター1名）
●送迎の有無・空港送迎あり
●到着日の２ダイブ：午前中の到着で可能
●到着日のランチ：あり（11：30着まで）
●ログ付け・20：30からショップにて

一日のスケジュール
●8:00・・・・・朝食
●9:30・・・・・1本目（ダイブ後ボートor港で休憩）
●11:30・・・・２本目（午前の高速船での到着時はここか
                 ら合流）終了後、島に戻って、食堂などで昼食
●15:00・・・・3本目
●20:30・・・・夕食後、ログ付け

ダイビングボート
●ボート・55フィート１艇、32フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・無
●日除けの有無・有

慶
良
間
諸
島
�
座
間
味
島

３ダイブ目
無料

記念ダイブに
記念品

プレゼント
●滞在中１日に限ります。 ●記念ダイブ・誕生日等がある方に差

し上げます。

ヤドカリステッカー
プレゼント

●お一人様一回限り有効。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

併設の宿「民宿やどかり」
朝食時間：8：00から
夕食時間：18：30から
送迎：港への送迎あり
クレジットカード：利用可 VISA/NICOS/AMEX/JCB/UC/DC
インターネットの接続：客室での利用可（無料）
洗濯機：有り
自動販売機：有り
器材洗い場：有り
器材干し場：有り
外シャワー：有り
＜お部屋＞  
洋室：2人部屋1室
和室：3人部屋5室
テレビ：無料
クーラー：無料
冷蔵庫：共用
その他：シャンプー・リンス・ドライヤー あり



沖縄県島尻郡座間味村字阿嘉56
TEL.098-987-2214 
FAX.098-987-2214

http://kdjapan.net/mds/akajima/top1.htmlあかじまマリンサービス

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

慶良間諸島・阿嘉島の取り扱いダイビングショップ

AKAJIMA MARINE SERVICE

快適、安心、安全をモットー！！
下曽根やトムモーヤのような地形がおもしろく、流れがあり、大
物が見られるポイントもあれば、サンゴが発達し、きれいなポイ
ント真っ白な砂地で浅くきれいなポイントもあります。
魚類も豊富に生息し、ダイビングポイントとしては、バリエーショ
ンに富んでいます。
毎年来ても、飽きない海を魅せてくれます。
ポイントも港から近く、１０分前後なので、船に弱い方でも安心で
す。

港のすぐ前にかまえる最高のロケーションで
民宿とダイビングサービスを運営

ショップ情報
●スタッフの数・２名(うち、インストラクター１名）
●送迎の有無・有
●到着日の２ダイブ・午前到着便なら可能。４月～１月
●到着日のランチ・無
●ログ付け・夕食後食堂で（20：00頃）
●クレジットカード・不可

一日のスケジュール
●7:30～8:00・・・朝食
●9:00・・・・・・・・1本目開始
●11:00・・・・・・・2本目開始
　　　　　　　　　 （午前のクイーンで到着してその日2本
　　　　　　　　　　希望の方は、参加）
●12:00・・・・・・・島に戻ってシャワーを浴びてから、昼食。 
　　　　　　　　　　3本目の出航までゆっくりお休みください
●13:30・・・・・・・3本目開始
●18:30・・・・・・・夕食
●20:00・・・・・・・ロギング

ダイビングボート
●ボート・40フィート１艇、30フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・無
●日除けの有無。無（後部に少しあり）

併設の宿「民宿あかじま」
チェックイン：14:00
チェックアウト：11:00
クレジットカード：不可
インターネットの接続： 敷地内に無線ＬＡＮ（無料）
洗濯機：無料
自動販売機： ビールとジュース
器材洗い場：有
器材干し場：有
外シャワー：有
＜お部屋＞
洋室：2（全室禁煙）
和室：3（全室禁煙）
テレビ： 無料
クーラー： 無料
冷蔵庫： 共同

慶
良
間
諸
島
�
阿
嘉
島

携帯ストラップ 
贈呈

３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中有効。 ●お一人様一本となります。



沖縄県島尻郡座間味村字慶留間60
TEL.098-987-2976
FAX.098-987-2966

http://www.geruma.com/マリンサービスゲルマ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

慶良間諸島・慶留間島の取り扱いダイビングショップ

MARINE SERVICE GERUMA

ケラマ諸島の中のゲルマ島で楽しいダイビング
をしませんか？
綺麗な海に囲まれた、小さな離島です！
穏やかな砂地ポイントから、豪快な地形ポイントまで、
島産まれ、島育ちのインストラクターが、慶留間島の魅力はもち
ろん、海中の世界でもたくさんの生物たちをご紹介します！
一本潜った後は、ショップに戻り休憩なので、小腹が空いた方も
船酔いした方も安心ですよ。
また、夜のログ付けでは、撮ってきた写真で、上映会をしたり
出会った仲間と海の話などをふくらませ、楽しい思い出が作れ
ること間違いナシです！！

島生まれのガイドが
慶留間の魅力をたっぷりご案内いたします

ショップ情報
●スタッフの数・1名(うち、インストラクター1名）
●送迎の有無・有
●ログ付け・20：00からショップにて
●クレジットカード・不可

一日のスケジュール
●7:30～8:00・・・・朝食
●8:30・・・・・・・・・１本目
●11:00・・・・・・・・２本目
　　　　　　　　　　　（午前の船で到着して、その日2本希望の
　　　　　　　　　　　　方は、参加）
●12:30・・・・・・・・島に戻ってシャワーを浴びてから、昼食
　　　　　　　　　　　3本目の出航までゆっくりお休みください
●15:00・・・・・・・・3本目
●18:30・・・・・・・・夕食
●20:00・・・・・・・・ロギング

ダイビングボート
●ボート・34フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・無
●日除けの有無・無

慶
良
間
諸
島
�
慶
留
間
島

３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中ご利用頂けます。

併設の宿「ペンションゲルマ」
チェックイン：随時
チェックアウト：10:00
朝食時間：7：30-8：00
夕食時間：18：30-19：30 
クレジットカード：不可
インターネットの接続： 無料。共用スペースのみ
洗濯機：無料利用可能   
乾燥機：有料利用可能
自動販売機：有り
器材洗い場：有り
器材干し場：有り
外シャワー：有り
＜お部屋＞
洋室・2人部屋8室、3人部屋2室
和室・4人部屋2室
テレビ：無し
クーラー：無料利用可能   
冷蔵庫：有り
その他：バスタオル・歯ブラシ・シャンプー・リンス・ドライヤー



沖縄県島尻郡渡嘉敷村阿波連155
TEL.098-987-2836
FAX.098-987-2647

http://www.seafriend.jp/シーフレンド

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

慶良間諸島・渡嘉敷島の取り扱いダイビングショップ

SEA FRIEND

那覇から高速船でたったの35分！世界の海でもトップクラスの透
明度を誇る渡嘉敷島！この海で個性豊かなスタッフがその日のコ
ンディションに合わせた最高の想い出を提供します。
4隻の自社ボートを使ってレベルや好みに応じてチーム分け！初
心者ダイバーからベテランダイバーまで出来る限りリクエストにお
応えします。サンセットが楽しめるビーチまで徒歩1分と近く、海、
陸、共に楽しめます。

渡嘉敷の自然が楽しめる抜群のロケーション
ベテランスタッフがニーズにあったガイドをします

ショップ情報
●スタッフの数・20名(うち、インストラクター8名）
●送迎の有無・送迎あり
●到着日の２ダイブ：午前中到着で可能
●ログ付け・19:30～併設レストランにて
●クレジットカード・利用可

一日のスケジュール

●9:00・・・・・・・・・・・・1本目
●11:00・・・・・・・・・・・2本目
●14:00・・・・・・・・・・・3本目
●19：30・・・・・・・・・・レストランでログ付け

※港からポイントまで3～15分と近く、1本ごとにショップ
まで戻ってきます。

ダイビングボート
●ボート・4艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有（シャワーは水シャワー）
●日除けの有無・有

オプション1ダイブ
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中ご利用頂けます。

併設の宿
「ペンションシーフレンド／
 民宿シーフレンド／シーフレンド・ログハウス」
チェックイン：14：00以降
チェックアウト：10:00
朝食時間：7：00-9：00
夕食時間：18：00-20：00
送迎：送迎あり
クレジットカード：利用可
インターネットの接続：無線LAN利用可能 部屋＆共有スペース
洗濯機：有り（洗剤200円）
自動販売機：有り
駐車場：有り
器材洗い場：有り
器材干し場：有り
外シャワー：有り（水シャワー） 
洋室：2人部屋19室、3人部屋1室、6人部屋1室  
和室：1人部屋 2室、2人部屋3室、3人部屋2室、4人部屋2室
テレビ：有り
クーラー：有り      
冷蔵庫：有り（無い部屋もあります）   
電子レンジ：有り（無い部屋もあります）   
その他：バスタブ・バスタオル・歯ブラシ・ひげそり・シャンプー・リ
ンス・ドライヤー・ポット

特典のご利用方法は 3 ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

オリジナルステッカー
プレゼント

●お一人様一回限り有効です。

慶
良
間
諸
島
�
渡
嘉
敷
島



沖縄県島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷1919-1
TEL.098-987-2426
FAX.098-987-2653

http://www.tokashiku.com/マリンサービスとかしく

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

慶良間諸島・渡嘉敷島の取り扱いダイビングショップ

MARINE SERVICE TOKASHIKU

ダイビングボートは目の前のビーチから出航！
ホテルから移動時間「０」で楽々ダイビング。
「マリンサービスとかしく」では目の前のとかしくビーチより出航
ですので、ボートまでの移動時間がありません。
さらにポイントまでの移動時間が短いので（ほとんどのポイント
へ５～１０分）船酔いの心配もあまり無く、快適ダイブが期待で
きます。島の周りはポイントの宝庫で、砂地やサンゴ、地形とあ
らゆるポイントが揃っていますのでダイバーを飽きさせません。

目の前のプライベートビーチから出航
あらゆるポイントへご案内します

ショップ情報
●スタッフの数・4名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・有
●到着日の２ダイブ：9:35着のマリンライナーで到着なら可能
●ログ付け・夕食前にダイビングショップで
●クレジットカード・利用可

一日のスケジュール
●7:30・・・・朝食
●9:00・・・・１本目開始
●11:00・・・２本目開始(9:35着のマリンライナーで到着して
　　　　　　　その日２本希望の方は参加）
●14:00・・・３本目開始
●夕方・・・・ログ付け
●18:30・・・夕食

ダイビングボート
●ボート・15名定員１艇、13名定員１艇、12名定員１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・無
●日除けの有無・無

３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中ご利用頂けます。
●GW、６月～９月を除く

併設の宿「とかしくマリンビレッジ」
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
朝食時間：7：30-8：30
夕食時間：18：30-20：30
インターネットの接続：ホテルのロビーで無線LAN
洗濯機：有料（洗剤50円）
乾燥機：有料
自動販売機：有り
駐車場：10台 無料
器材洗い場：有り
器材干し場：有り
外シャワー：有り
＜お部屋＞
洋室：23室
和室：33室
テレビ：無料
エアコン：無料
冷蔵庫：空
その他 バスタブ・バスタオル・歯ブラシ・ひげそり・リンスインシ
ャンプー・ポット 

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。
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沖縄本島の西、約100Kmに位置する島。
アクセスは那覇から航空機で約40分。空港は
1997年にジェット化され、東京から直行便が就航
し便利になった。また天候不良による欠航が少な
くなったことも嬉しい。

久米島は、沖縄本島の西、約100kmにある周囲約48kmの島。
琉球王国時代には中国の福州とを結ぶ交易ルート上にあり、交
易船が必ず立ち寄る交通の要衝として栄えた歴史のある島だ。
現在の久米島は、沖縄本来の素朴な雰囲気と、観光リゾートの
華やかさの2つの顔を持っている。
島には美しい自然が溢れていて、リーフ上に真っ白い砂浜が延
々7kmも続いている「はての浜」や、直径2mもある平らな石がカ
メの甲羅のように並んだ「畳石」など、テレビCMやポスター、絵
はがきなどで一度は見たことがあるような有名な場所がいくつも
ある。
ほかにも、具志川城跡を初めとしたグスク、断崖絶壁の向こうに
紺碧の東シナ海が見渡せる絶景の地・比屋定バンタ、女性の象
徴として拝めば子宝に恵まれるという伝説もあるミフ－ガーと呼
ばれる巨大な岩のアーチなど、見所がたくさんある。

島のご案内

久米島

久米島は春でも水温は23～24℃ほどあって温かい。
この時期は沖縄ならではのコブシメの産卵が各所で観察できる
。オス同士の争いや交接、 産卵などを目の前で見ることができ
る。
初夏から梅雨明けの頃になれば気温・水温とも上昇して、海の
中はいろいろな種類の魚が溢れ返り、とても賑やかになる。
サンゴの根の上に群れるスカシテンジクダイやカラフルな魚た
ちに目を奪われるだろう。
南風が吹く夏場は島の北側のポイントを主に潜る。
水温は27～30℃。 回遊魚が活発に姿を見せるようになり、ギン
ガメアジの大群、イソマグロなどに遭遇する機会も多い。
大物は秋まで楽しむことができ、 トンバラではジンベイサメが目
撃されたこともある。透明度も上がっていくので、豪快な地形も
愉しめるだろう。
11月に入ると風が北風に変わるので、 島の南側のポイントを主
に潜るようになる。水温は20℃～21℃に下がるが、マンタ、ハン
マーヘッド、ザトウクジラといった大物が久米島近海に現れるか
ら気が抜けない。特に、ザトウクジラは水中で一般のファンダイ
バーが一緒に泳げる数少ない場所である。
また、マクロ好きには種類、個体数とも増えてくるウミウシ探し
が楽しい。季節によって潜れるポイント、見られる生物が変わる
ので、事前の情報収集をしっかりとしておきたい。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

真っ白い砂浜が延々7kmも

続いている無人島「はての浜

」は、久米島を代表するオス

スメの観光スポットです。東

洋一美しいとも言われ、

360°エメラルドグリーンの海

に囲まれたこの島は、まさに

南国の癒し空間そのもので

す。

美しいビーチに癒される

直径2mもある平らな石がカメ

の甲羅のように並んだ「畳石

」や、慶良間諸島や粟国島な

どが見渡せる比屋定（ひやじ

ょう）バンタ、世界的に絶滅

の危機に瀕している生きたウ

ミガメを見ることができる久

米島ウミガメ館など、テレビ

などで一度は見たことがある

ような有名な場所がいくつも

あります。

見逃せない観光地も

はての浜を境に南北で海の
様相は異なり、南側は比較
的浅場でサンゴ礁の美しい
穏やかなポイント、北側はド
ロップオフや激しい起伏の地
形が続くダイナミックなポイン
トが多くなっています。初心
者から上級者まで、またウォ
ッチング＆マクロ派、地形派
、浮遊感派など、すべてのタ
イプのダイバーが楽しめます

多彩な地形が楽しめる

KUME-JIMA久
米
島

久米島

久米空港
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沖縄県島尻郡久米島町阿嘉156-31
TEL.098-985-8376
FAX.098-985-8377

http://www5.ocn.ne.jp/~divepapa/パパコネクション

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

久米島の取り扱いダイビングショップ

PAPA CONNECTION

大自然をのんびりと満喫！
「タンク・ガイド・昼寝つき」これがパパコネクションのモットー。の
んびり、じっくりを徹底しており、ゲストもこのスタイルがお気に入
りという人が多いです。
また、ゲストの様々なリクエストに応えるため、日々のポイント開
発も怠らず、その成果もありオリジナルポイントを多数もっており
、ピーク時に行っても他のダイバーを見かけない海を満喫するこ
とも可能です。

オリジナルポイントも満載
存分に久米島を味わうことができます

ショップ情報
●スタッフの数・2名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・空港送迎あり
●到着日の２ダイブ：12：30までの到着であればＯＫ
（ランチはなくなります）
●ログ付け・1夕刻からショップにて
●クレジットカード・利用不可

一日のスケジュール

●7:45～8:15・・・・・ご宿泊先お迎え お迎えの正確な時
　　　　　　　　　　　　間は前日夕方～夜にご連絡させて
　　　　　　　　　　　　いただきます。当日は下に水着を着
　　　　　　　　　　　　てお待ち下さい。 
●8:30・・・・・・・・・・ショップ集合 レンタル器材のある方
　　　　　　　　　　　　はここでサイズ合わせを行います。 
●9:00・・・・・・・・・・出港  
●9:30～10：45・・・1本目  
●11:30～12：15・・2本目。 1ダイブの方は船上で休憩と
　　　　　　　　　　　 なります。 
●12:30～13：30・・昼食、休憩 ここで一旦帰港し、ショッ
　　　　　　　　　　　  プで昼食となります。 
●14:00 出港  
●14:15～15：00・・３本目  
●15:15～15：30・・帰港 器材洗い、シャワー、着替え、ロ
　　　　　　　　　　　　グ付けを行い各ご宿泊先へ送迎い
　　　　　　　　　　　　たします。 

ダイビングボート
●ボート・37フィート1艇  
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中ご利用頂けます。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。
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オリジナルステッカー
プレゼント

●お一人様一回限り有効。



沖縄県島尻郡久米島町字西奥武115
TEL.098-985-8465
FAX.098-985-7364

http://www2.odn.ne.jp/es-kume/イーズダイビングサービス

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

久米島の取り扱いダイビングショップ

e's Diving Service

基本少人数でお客様のニーズに応じたダイビングを目指してます。
ゆっくり写真を撮りたい方はゆっくりと・・・
大物をがんがん狙いたい方はがんがん行きます・・・
スキルアップを望む方にはアドバイスを・・・
生き物が大好きで、のんびりゆったりと水中でも陸上でも島時間を
過ごしたい方たちにお勧めです。
ですから潜水時間が決まっているわけではなく、その時々に応じて
長いときには１時間を優に越えるなんてこともあります。

ゆったりのんびりと
ニーズにあったサービスを提供します

ショップ情報
●スタッフの数・2名(うち、インストラクター1名）
●送迎の有無・空港への送迎あり
●ログづけ・ダイビング終了後　ショップにて  
●クレジットカード・利用不可  

一日のスケジュール
●8:30～9:00・・・・・・・宿泊先へのピックアップ
●9:00～9:30・・・・・・・ダイビング開始。ランチまでに2ダイブ
●13:00～13:30・・・・・ショップに帰り昼食・休憩
●15:00～15:30・・・・・３本目へ出発
●17:00・・・・・・・・・・・ダイビング終了。ログ付け後、宿泊先
　　　　　　　　　　　　　へお送りします
※ログ付けを希望されない方は、先に宿泊先にお送りしま
　す。
※お客様の到着時間により、午前中１ダイブ、午後１ダイブ
　になることもあります。

ダイビングボート
●ボート・35フィート１艇
●トイレ・ホットシャワーの有無：有
●日除けの有無・有

３ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります。
●併用不可。

1,000円
割引

●３ダイブ目のオプション代、Ｔシャツ
購入、レンタル料に使用可能です。
●お一人様一回限り有効。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。
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沖縄県島尻郡久米島町謝名堂548-18
TEL.098-985-7371
FAX.098-985-7370

http://www.takazato.com/高里マリンスポーツクラブ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

久米島の取り扱いダイビングショップ

TAKAZATO MARINE SPORTS CLUB

自社ボート（高里丸）には温水シャワー、トイレ完備。最大２６名
乗りですが、スペースがかなり広く
快適にダイビングを楽しんで頂けます。
リクエストには最大限お応えします！

大型ボートで快適なダイビング
久米の海をご案内いたします

ショップ情報
●スタッフの数・3名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・空港送迎あり
●到着日の２ダイブ：10時頃の到着であれば可能
●ログ付け・20:00頃からショップにて
●クレジットカード・利用可（ＶＩＳＡ、ＭＡＳＴＥＲ、ＪＣＢ、ＡＭＥＸ、
　　　　　　　　　　　　ダイナース、ＵＣ）

一日のスケジュール
●8:30・・・・・・・・・・・ショップ出発
●9:00・・・・・・・・・・・1本目
●11:00・・・・・・・・・・２本目
●12:30～14：00・・・ショップにてランチタイム
●14:30・・・・・・・・・・３本目
●16:30・・・・・・・・・・ダイビングを終え、ショップに戻る。
●20:00・・・・・・・・・・ログ付け

※午前中２本、午後から１本の場合
※日によって午前中1本の場合があります。
※ログ付けは基本的に20：00から行っておりますが、ゲス
トの希望の時間があればお気軽にお申し付けください。

ダイビングボート
●ボート・50フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中ご利用頂けます。

併設の宿「イーフ観光ホテル」
チェックイン：14：00～22：00
チェックアウト：10:00
朝食時間：07：00～08：00
夕食時間：18:00～19：00
インターネットの接続：
共有スペースで無料利用可能
洗濯機：無料
駐車場：6台　無料 

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。
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沖縄県平良市下里397-5
TEL.0980-72-7338
FAX.0980-72-7338

http://www.divekids.jp/ダイブキッズ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

宮古島の取り扱いダイビングショップ

DIVE KIDS

DIVEKIDSは皆様のお陰で今年で開業２４年。「楽し～い！ガイ
ド」、「おいし～いランチ」、「気持ちい～いジャグジー」のアットホ
ームなサービスをご提供致します。
ダイビング専用ボートはプロペラの無いジェット推進による高速
走行で巻き込みの心配も無く、浅瀬もスイスイの「安全設計」。
温水シャワーや広いトイレはもちろん、雨天や波しぶき対策や
女性に優しい広～いオーニングで日焼け対策も万全の「快適設
計」。
ボートには救急キットや緊急用酸素ボンベ、ＡＥＤも常備で「安
心ダイビング」。
益々充実のサービスで「その日一番の海」へご案内致します。
記念ダイブや特別な日には素敵なプレゼントあり！
沖縄県安全対策優良海域レジャー提供業者指定。

開業24周年、安全を徹底
アットホームなサービスをご提供いたします

ショップ情報
●スタッフの数・3名(うち、インストラクター3名）
●送迎の有無・到着ダイブの時は有り
●到着日の２ダイブ：12：00までの到着で可能
●到着日のランチ：有り
●ログ付け・16：00～17：00頃 
●クレジットカード：利用可（ＪＣＢ・AMEX・ＤＣ・ＶＩＳＡ・マスター）

一日のスケジュール
●8:30・・・・・・・・・・・・・宿泊先お迎え
●9:00・・・・・・・・・・・・・出港
●9:45・・・・・・・・・・・・・１本目、エントリー
●10:30・・・・・・・・・・・・ 休憩
●11:30・・・・・・・・・・・・ ２本目、エントリー
●12:30・・・・・・・・・・・・ ランチ＆休憩
●14:00・・・・・・・・・・・・ ３本目、エントリー
●16:00・・・・・・・・・・・・ 帰港
●16:30・・・・・・・・・・・・ ログ付け
●17:00・・・・・・・・・・・・ 解散、送迎

ダイビングボート
●ボート・41フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

宮
古
島

３ダイブ目
無料

器材レンタル
半額

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中１日に限ります。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。



沖縄県平良市下里397-5
TEL.0980-72-7338
FAX.0980-72-7338

http://www.divekids.jp/ダイブキッズ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

宮古島の取り扱いダイビングショップ

DIVE KIDS

DIVEKIDSは皆様のお陰で今年で開業２４年。「楽し～い！ガイ
ド」、「おいし～いランチ」、「気持ちい～いジャグジー」のアットホ
ームなサービスをご提供致します。
ダイビング専用ボートはプロペラの無いジェット推進による高速
走行で巻き込みの心配も無く、浅瀬もスイスイの「安全設計」。
温水シャワーや広いトイレはもちろん、雨天や波しぶき対策や
女性に優しい広～いオーニングで日焼け対策も万全の「快適設
計」。
ボートには救急キットや緊急用酸素ボンベ、ＡＥＤも常備で「安
心ダイビング」。
益々充実のサービスで「その日一番の海」へご案内致します。
記念ダイブや特別な日には素敵なプレゼントあり！
沖縄県安全対策優良海域レジャー提供業者指定。

開業24周年、安全を徹底
アットホームなサービスをご提供いたします

ショップ情報
●スタッフの数・3名(うち、インストラクター3名）
●送迎の有無・到着ダイブの時は有り
●到着日の２ダイブ：12：00までの到着で可能
●到着日のランチ：有り
●ログ付け・16：00～17：00頃 
●クレジットカード：利用可（ＪＣＢ・AMEX・ＤＣ・ＶＩＳＡ・マスター）

一日のスケジュール
●8:30・・・・・・・・・・・・・宿泊先お迎え
●9:00・・・・・・・・・・・・・出港
●9:45・・・・・・・・・・・・・１本目、エントリー
●10:30・・・・・・・・・・・・ 休憩
●11:30・・・・・・・・・・・・ ２本目、エントリー
●12:30・・・・・・・・・・・・ ランチ＆休憩
●14:00・・・・・・・・・・・・ ３本目、エントリー
●16:00・・・・・・・・・・・・ 帰港
●16:30・・・・・・・・・・・・ ログ付け
●17:00・・・・・・・・・・・・ 解散、送迎

ダイビングボート
●ボート・41フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

宮
古
島

３ダイブ目
無料

器材レンタル
半額

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中１日に限ります。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。



沖縄県平良市下里1574
TEL.0980-73-2298
FAX.0980-73-2294

http://takadiving.jpＴＡＫＡダイビングサービス

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

宮古島の取り扱いダイビングショップ

TAKA DIVING SERVICE

ボート（ラピス）は、女性・ご年配の方など力の無い方でもエキジ
ットがしやすいバックステップ付き。温水シャワー＆トイレ付で寒
い日も暖かく安心。風よけ・波除テントもあり、雨や波に当たら
ず快適に過ごしていただけます。
ログ付けも生物の紹介や生態などの話を交えながら楽しくやっ
てます。

アットホームな雰囲気で
年配や女性に人気のサービス

ショップ情報
●スタッフの数・２名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・有
●到着日の２ダイブ・10：30到着で可能
●到着日のランチ・無
●ログ付け・ショップで行います
●クレジットカード・利用不可

一日のスケジュール
●9:00・・・・・・・・・・・宿へピックアップ
　　　　　　　　　　      ボートへ到着後、器材セットアップ・船                
                           の設備説明・ご紹介等をし出港。
      　　　               ポイント到着後１ダイブ。３ダイブの場 
                           合は休憩（約１時間）を取り２ダイブ目
●14:30～15：00・・・港へ帰港後ホテルへお送り
　　　　　　　　　　　　（2ダイブの場合）
●16:00・・・・・・・・・・港へ帰港後ホテルへお送り
　                        （3ダイブの場合）

ログ付けご希望のお客様は、シャワーお着替え後再度お
迎えをしてショップにてロギング

ダイビングボート
●ボート・45フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・無
●日除けの有無・有

宮
古
島

３ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります
●併用不可

器材レンタル
半額

●滞在中、ご利用頂けます
●併用不可





沖縄本島の南西300Kmに浮かぶ宮古島からセス
ナで西へ20分の距離。ダイビングサービスができた
のは近年で、徐々に注目を集めている魅惑のエリ
アだ。

宮古島と石垣島の間に存在する、東西の８kmの楕円形の島が
多良間島。アクセスは基本的に宮古島との間を一日２往復する
セスナを利用することになる。島の半分以上がサトウキビ畑とな
っており、未だ観光客も少ない静かな島である。

島のご案内

多良間島

メインになるポイントは多良間島の周囲を取り囲むサンゴ礁と、
島の北側にある水納島の周辺。島には漁師がほとんどいない
ので、傷つくことなく残っているサンゴは圧巻。同時にサンゴに
隠れ住むマクロな生物探しも楽しい。
また水納島の周辺や外洋にでれば、回遊魚に出会うことも可能
。マクロ派もワイド派も満足の行くポイントが揃っている。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

島全体にサトウキビ畑や牛

の放牧場が広がるのどかな

島です。また昔ながらのフク

ギ林も多く見られます。

多良間島は、無理な開発を

することなく、大切に保全さ

れてきたため、今もありのま

まの自然が残っています。島

の温かい雰囲気に心癒され

ることでしょう。

す。

素朴な雰囲気を味わおう

多良間島でのダイビングは、

ボートダイビングのみで基本

はアンカリングですが、時に

はドリフトダイブの場合もあり

ます。どちらかというと、中～

上級者にお勧めのポイントに

なります。

魚影も濃く、大物もかなりの

高確率で見られます。

ダイビングは中～上級者向け

多良間島で豊年祭に演じら

れる「八月踊り」は、国の重

要無形文化財に指定されて

います。朝から晩まで延々と

繰り広げられるこの祭りは、

なんと三日間にも及びます。

この時期は多くの観光客が

島を訪れますが、"島民が一

体となる盛大な村祭り"は一

見の価値ありです。

重要無形文化財「八月踊り」

TARAMA-JIMA多
良
間
島

多良間島

宮古島

石垣島



沖縄県宮古郡多良間村塩川514-1
TEL.0980-79-2452
FAX.0980-79-2877

http://www4.ocn.ne.jp/~jaws2/郷土マリンサービス JAWSⅡ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

多良間島の取り扱いダイビングショップ

KYODO MARINESERVICE JAWSⅡ

未開の地を開発して９年目のシーズン!!
安全を第一に癒しのダイビングからエキサイティングなダイビン
グまでこの海を開発してきたベテランSTAFFが幅広くご案内い
たします。
海上には船１隻!!水中も自分たちだけ!!といった贅沢な環境の中
、抜群に抜けたブルーの海を気兼ねなく楽しむことができます。
高い透明度を誇る多良間の海はサンゴ礁から真っ白な砂地、
豊富な魚影が見所です。
開発を避けて沖縄らしさと大自然を残した豊かな島でアットホー
ムな雰囲気を大切に皆様のご来島をお待ちしています。

大自然を独占！
贅沢極まりないダイビングが堪能できます

ショップ情報
●スタッフの数・4名(うち、インストラクター1名）
●送迎の有無・有（空港への送迎あり）
●到着日の２ダイブ・午前便到着の場合
　　　　　　　　　　　　　（出来ないときもあります）
●ログ付け・PM7：00～ ショップで
●クレジットカード・利用不可

一日のスケジュール
●8:30～9:00・・・・・宿へピックアップ
●9:30・・・・・・・・・・1本目
　　　　　　　　　　　　午前便到着の方合流
●11:00・・・・・・・・・(2本目)
●12:30・・・・・・・・・SHOPにて昼食　
　　　　　　　　　　　　食後ゆっくりとお休みください
●14:00・・・・・・・・・3本目
●16:00・・・・・・・・・各宿へ
●19:00～21:00・・・夕食後SHOPにてログ付け・懇親会

ダイビングボート
●ボート・40フィート１艇、30フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無。有

ステッカー 
プレゼント

３ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります。 ●お一人様一枚となります。

ポストカード 
プレゼント

●お一人様一枚となります。

特典のご利用方法は 3 ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

多
良
間
島



八重山諸島31島の中心、石垣島は数ある沖縄離
島の中でも都会的な雰囲気が漂う。とはいえ、中
心地を離れれば、自然も色濃く残っている。特にマ
ングローブの群生が見られる宮良川や、アオサンゴ
で有名な白保のビーチは有名。

長年リゾートとして親しまれている石垣島。那覇からは航空機で
50分。東京、大阪、名古屋、福岡からは直行便も就航している。
ダイバーの拠点となるのは大きく分けて3箇所、市内エリアと川
平エリア、それに近年注目されている北部エリアである。市内エ
リアにはホテルや民宿なども多く、食事処やナイトスポットも充
実。お土産探しやちょっとした買い物に便利だ。川平エリアはの
どかで小さな集落といった感じ。美しい川平湾を見下ろす公園
でのんびり過ごすのが気持ちイイ。宿泊施設は民宿が殆どだが
、ペンションやホテルもある。
北部エリアは、マングローブの原生林の残る、まだまだ手付か
ずの自然が残る地域だが、最近になって宿泊施設が充実し始
めている。まだ観光客が訪れることも少ないので、また違った石
垣島の側面を見ることができる。

島のご案内

石垣島

ダイビングエリアはどこを拠点とするかで異なる。
市内エリアを拠点とした場合は、観音崎から白保崎の間、島の
南側のポイントが重点となる。石垣港～竹富島周辺は水深が浅
めの穏やかなスポットが中心だが、玉取崎、明石方面にはイソ
マグロやマダラトビエイの見られるビックスポットもある。
川平エリアを拠点とした場合は、御神崎から川平湾周辺がメイ
ンとなる。川平といえば8～11月にかけて、ほぼ100％に近い確
率で、マンタが見られることで有名だが、もちろんそれだけでは
なく、びっしりと群生するテーブルサンゴやエダサンゴの森がい
たるところで見ることができる。
北部エリアを拠点とした場合は、石垣島の最北部・平久保崎か
ら島の西側の海岸線にかけて点在する各ポイントで潜るのがメ
インとなる。まだ、開発されて日が浅いポイントが多いので、改
めて石垣の素晴らしさをしることができるのではないでしょうか。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

川平湾に近い「石崎マンタス

クランブル」と呼ばれるポイン

トでは、高確率でマンタ（オニ

イトマキエイ）に会えます。ダ

イバーでなくても、シュノーケ

リングやグラスボートで見ら

れるのも嬉しいところ。夏場

のシーズン中はマンタ狙いの

ゲストで大変混雑します

マンタに高確率で会える

飛行機の便数も多く、到着日

の2ダイブも可能なため、週

末を絡めればごく少ない休

暇が取れればダイブトリップ

ができる。発着時間も多彩な

ため、場合によっては仕事帰

りでも現地入りできるのも嬉

しい。

長石垣島随一の景勝地

南部の白保には大規模なア

オサンゴ群落があり、世界的

に有名です。シュノーケリン

グでその素晴らしい光景を見

ることができますが、アオサ

ンゴのポイントまでは浜から

かなり距離があるので、見る

場合は専門の業者に頼んで

連れていってもらうのが一般

的。

世界に誇れるサンゴ

ISHIGAKI-JIMA石
垣
島

石垣島

離島桟橋
●石垣空港

●川平湾

石垣北部



沖縄県石垣市字川平1215-22
TEL.0980-88-2854
FAX.0980-88-2854

http://www.paw.hi-ho.ne.jp/shimancu/ダイビングサービス島人

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・川平エリアの取り扱いダイビングショップ

DIVINGSERVICE SHIMANCHU

ダイビングサービス島人は、お陰様で今年で開業23年を迎えま
す。島人トシオもガイド歴は26年～御年53歳となりました。
島で生まれ育ち石垣川平の海を知り尽くした島人　トシオが安
全に楽しく島言葉を交えながら島人ならではの石垣の文化や行
事、生活をご紹介 しながら滞在中楽しくお世話致します。
ベテランガイドでＰＡＤＩのインストラクターのスタッフ福田も親切
、優しく丁寧に川平の海をご案内します。
各種ライセンス講習はオーナー玉城がＮＡＵＩ，スタッフ福田が
ＰＡＤＩのインストラクターですのでご要望のライセンスを取得で
きます。
トシオ「マチョ～ンド～！」
福田「お待ちしてます～！」
トシオの方言はすかさずスタッフ福田が訳し・・？ます～

開業23周年、ベテランと若手ガイドが
楽しくお世話いたします

ショップ情報
●スタッフの数・3名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・空港送迎あり
●到着日の２ダイブ：12：00着までなら対応
●到着日のランチ：あり（11：30着まで）
●ログ付け・
市内泊の場合　ダイビング終了後／川平泊の場合 20:00頃～
●クレジットカード・不可

一日のスケジュール
●8:00～9:00・・・・・宿へお出迎え
●9:00・・・・・・・・・・ショップ集合、申し込み、準備
●9:30～10:00・・・・朝食
●13:30～14:30・・・出港前にポイント説明、安全に関する　
　　　　　　　　　　　　諸注意の後、1本目、2本目
●14:30～15:30・・・ビーチ、またはショップにて昼食、休憩
　　　　　　　　　　　　後3本目。
●16:30～17:30・・・帰航、ショップへ サービスにてログ付け
　　　　　　　　　　　　ログ付け後各宿泊先に送迎 。

（川平に宿泊のお客様のログ付けは、夜8時頃宿にお迎え
に行きますので、サービスにてゆっくりビデオや写真を見な
がらワイワイ楽しくやりましょう） 

※2本の場合、終了時間は１４：３０～１５：００です

ダイビングボート
●ボート・37フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中ご利用頂けます。

先着５０名 
粗品プレゼント

●滞在中ご利用頂けます。

特典のご利用方法は 3 ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。
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沖縄県石垣市字川平844
TEL.0980-88-2287
FAX.0980-88-2287

http://www.baga-jima.com/ダイビングサービスばがーじま

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・川平エリアの取り扱いダイビングショップ

DIVING SERVICE BAGA-JIMA

「ばがーじま」とは島の言葉で『我が島』という意味。
来てくれたゲストが家族のようにふれ合い、川平の海を満喫で
きるようなサービスにしたいという気持ちを込めて…
ショップをオープンしてから１４年目になります。
地元で生まれ育ったオーナーのトシは、陸にいるより１日中海で
過ごすのが大好きな、川平の海を愛し、海の楽しみ方を知って
いる海人です。
写真をじっくり撮りたいというゲストに対応した潜り方もＯＫ。熱
意がエスカレートした「ヘンタイ」とまで呼ばれるダイバーも増え
つつあり、より良い写真を撮らせてあげたいという気持ちがゲス
トの心をくすぐっています

川平生まれの海を愛するガイドが
ゲストを徹底サポート

ショップ情報
●スタッフの数・2名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・有
●到着日の２ダイブ・12時くらいまでの到着であれば可能
●ログ付け・ショップで 16：30頃から
●クレジットカード・利用不可

一日のスケジュール
●9:00・・・・・・・ショップ集合
●9:30・・・・・・・ボート出航
●10:00・・・・・・1本目
●11:00・・・・・・休憩
●11:50・・・・・・2本目
●13:20・・・・・・ビーチに戻りランチタイム。昼食休憩
●14:30・・・・・・3本目
●15:40・・・・・・ダイビング終了
●16:30・・・・・・店に戻りログ付け＆ビールタイム♪
●17:30・・・・・・各宿泊先へ送迎

ダイビングボート
●ボート・37フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

石
垣
島
�
川
平
�
�
�

３ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります。
●併用不可。●滞在中３日間以上ダ
イビングの方のみ

水中カメラ
レンタル無料

●数に限りあり。
●併用不可。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

オリジナルログ
プレゼント

●お一人様一回限り有効。
●併用不可。



沖縄県石垣市字川平915-1
TEL.0980-88-2277
FAX.0980-88-2661

http://www4.ocn.ne.jp/~south-p/さうすぽいんと

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・川平エリアの取り扱いダイビングショップ

SOUTH POINT

川平湾の近く(徒歩３分)にあるダイビングショップです。
広々としたショップには、トイレ・シャワー室が３部屋づつありそ
れぞれバリアフリーも完備。
ロギングスペース、お昼寝スペースもあるのでショップ内は快適
にお使い頂けます。
ショップにてランチタイムをとらせて頂きます。手作りランチは好
評です。
ダイビング後には広く使える器材洗い場・干場をお使い下さい。
ポイントまで５～１５分と近く船に弱い人でも安心です。マンタポ
イントまでは約１０分。
船には、日除けのテント・トイレも有り快適にお過し頂けます。
お客様に合せたチーム分けでゆっくりと安心・安全ダイビングを
心がけています。

川平湾から徒歩3分
ソフトもハードも充実のダイビングサービス

ショップ情報
●スタッフの数・4名(うち、インストラクター3名）
●送迎の有無・有（川平宿泊のみ）
●到着日の２ダイブ・11時着まで
●到着日のランチ・無
●ログ付け・２ダイブの場合　2：30～3：30頃
　　　　　　　　３ダイブの場合　5：00頃～
●クレジットカード・利用可
  （ＶＩＳＡ・ＪＣＢ・ＭＡＳＴＥＲ・ダイナース・アメリカンエクスプレス）

一日のスケジュール
●8:15・・・・・・・・ホテル・民宿ピックアップ
●9:00・・・・・・・・さうすぽいんと集合
●9:30・・・・・・・・出航・ダイビング(1本目)
●11:00・・・・・・・休憩・ポイント移動
●11:40・・・・・・・ダイビング(2本目)・帰港
●13:30・・・・・・・ショップにてランチ・休憩(シャワー・着替え)
●14:00・・・・・・・2本で終了の方、ロギング・送り
●14:30・・・・・・・出航・3本目・帰港
●16:30・・・・・・・ショップにてシャワー・着替え・ロギング
                      送迎
●14:00・・・・・・・2本で終了の方、ロギング・送り

ダイビングボート
●ボート・45フィート１艇、38フィート１艇、30フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無。有

石
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ステッカー 
プレゼント

３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中有効。 ●お一人様一枚となります。
●さうすぽいんとオリジナルロゴの
　 ステッカー



沖縄県石垣市字川平912
TEL.0980-88-2557
FAX.0980-88-2820

http://www.napoleon.ne.jp/マリンサービス ナポレオン

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・川平エリアの取り扱いダイビングショップ

MARINE SERVICE NAPOLEON

当店は、川平湾のすぐ目の前にあり、人気のダイビングスポット「川
平石崎マンタポイント」まで約15分なので船酔いしやすい方もご安
心ください。ダイビングボートも川平湾に停泊させているので、ショッ
プから徒歩２分で到着、すぐにダイビングに出発できます。
オーナーはダイビング歴２５年以上の実績と経験があり、Ciマスター
インストラクターとして、数多くのダイバーを育てているベテランダイ
バーなので、信頼・安心・安全なダイビングをご提供いたします。 

長年の信頼と実績で
石垣の海をご案内いたします

ショップ情報
●スタッフの数・2名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・空港送迎あり
●到着日の２ダイブ・4月～10月（10：30頃着まで）
●ログ付け・ショップで 14時～17時頃
●クレジットカード・利用不可

一日のスケジュール
●9:00・・・ 申込用紙記入後、着替えします。 
●9:30・・・ お店から歩いて船の置いてある場所まで移動
●9:45・・・ 1ダイブ目開始 
●10:30・・・ビーチか船上にて休憩 
●11:30・・・2ダイブ目開始 
●13:00・・・お店に戻りランチ
※１ダイブ目と２ダイブ目の間にランチを挟む場合もござ
　　います。 
●14:00・・・希望により３ダイブ目。ログ付け後、終了 

ダイビングボート
●ボート・37フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・無
●日除けの有無・有

３ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります。
●併用不可。

器材レンタル
無料

●数に限りあり。
●併用不可。

特典のご利用方法は 3 ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

ミニボトル
プレゼント

●お一人様一回限り有効。
●併用不可。

石
垣
島
�
川
平
�
�
�



沖縄県石垣市新栄町75-16
TEL.0980-82-4600
FAX.0980-82-4576
http://surf-dive.net/サーフダイブ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・市内エリアの取り扱いダイビングショップ

SURF DIVE

大型ダイビング専用クルーザーで揺れも少なくゆったりとリッチ
にダイビングが楽しめます。
トイレ2つ（女性専用と男女兼用）温水シャワー２つ装備で快適。
ランチも手作りで、夏は冷たい麺類やさっぱりしたものから冬は
あったかシチューなど船の上で調理をするので出来立てを提供
できます。
少人数制のグループ分けなので初心者・シニア・友達同士のグ
ループでストレスのないダイビングができますよ。
夏の海の穏やかな日には波照間島などへ遠征（別途遠征料が
掛ります）に行くこともあり。船長にリクエストしてみよう。

快適なダイビング専用ボート
ストレスレスなダイビングでサポートします

ショップ情報
●スタッフの数・2名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・送迎・到着日ダイビングの際には空港お迎えあ
   り。宿泊先の送迎あり
●到着日の２ダイブ：10時頃の到着であれば可能
●ログ付け・ダイビング後、ショップで
●クレジットカード・不可

一日のスケジュール
●8:30・・・・・・・・宿泊場所へお迎え
●9:00・・・・・・・・船の説明・スケジュールの説明後に出港
　　　　　　　　　　午前中に２ダイブ
●12:00・・・・・・・船上で手作りランチ
　　　　　　　　　　午後１ダイブ
●15:00・・・・・・・帰港ごショップでログづけ
●16:00・・・・・・・各宿泊先へお送りします

※２ダイブの場合は午前一本午後一本になります
※羽田より朝一番の直行便でご到着の場合は到着時間
に合わせて就航を調整しますので3ダイブも可能です。

ダイビングボート
●ボート・55フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・2箇所あり
●日除けの有無・有

３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中ご利用頂けます。

オリジナル携帯用
ステッカー
プレゼント

●お一人様一回限り有効です。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。
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沖縄県石垣市浜崎町２-6-39 
セゾンパレス1Ｆ－102
TEL.0980-88-5585
FAX.0980-88-5616

http://www9.ocn.ne.jp/~dso/ダイビングサービス大城

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・市内エリアの取り扱いダイビングショップ

DIVING SERVICE OSHIRO

石垣島をはじめ、竹富島・黒島・新城島・西表島・鳩間島・波照
間島・仲ノ神島まで八重山諸島の広範囲をカバー。
レベル・目的別による少人数のグループ分けを徹底しておりま
すので安心して楽しんでいただけます。
また、沖縄でもトップクラスのスピードを誇るダイアナ号は快適
性を重視した多彩な設備に加え、揺れにも強いので心地よいク
ルージングを満喫していただけます。

沖縄トップクラスのクルーザーで
八重山の海を駆け抜けます

ショップ情報
●スタッフの数・5名(うち、インストラクター4名）
●送迎の有無・基本的になし
●到着日の２ダイブ・10：00～12：00の到着で可能
●ログ付け・ショップにて
●クレジットカード・利用不可

一日のスケジュール
●8:00・・・・・・各宿泊先にお迎え
●8:30・・・・・・セッティング・出航。ポイントまでは15〜50
　　　　　　　　  分。2ダイブ。
●12:30・・・・・昼食・休憩
●13:30・・・・・3本目
●15:00・・・・・帰港
●15:30・・・・・器材洗い・ログ付け後、各宿泊先へ送迎

ダイビングボート
●ボート・3艇 58＆40＆34フィート
●トイレ、ホットシャワーの有無・有（34フィートのボート以外）
●日除けの有無・有（34フィートのボート以外）
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３ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります。
●併用不可。

器材レンタル
無料

●滞在中ご利用頂けます。
●併用不可。

特典のご利用方法は 3 ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

お魚シール
プレゼント

●お一人様一枚限り有効。
●併用不可。



沖縄県石垣市新川舟蔵2464-1
TEL.0980-83-3595
FAX.0980-83-3611

http://www.pkatsu.com/マリンサービスＫＡＴＳＵ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・市内エリアの取り扱いダイビングショップ

MARINE SERVICE KATSU

・宿とダイビングサービスが併設なので、スタッフや他のゲストと
　の交流をより深められ、お一人様でも気軽に参加いただけます
・上記と同じ理由から、宿泊先→ショップ、ショップ→宿泊先など
　の移動の必要がないし、宿（ショップ）でそのまま器材を洗えて　
乾かせる（ショップからご自宅への発送も受け付けております）
　ため、ダイビング以外の時間を効率的に使えます
・市街地からは少し離れた静かな場所に立地しております。夕食
　、朝食も宿のほうでお召し上がりになれるので、出かけたくない
　方やダイビング以外の時間はのんびりしたいという方には最適
　です。また、夜など市街地（繁華街）に出かけたいという方は随
　時お送りいたします。
・ＰＡＤＩのインストラクターが３名常駐しており、各種ステップアッ
　プコースから、石垣島ならではの『マンタＳＰ（スペシャルティ）』
　も随時受講できます
・ダイビングポイントは石垣島周辺のみならず、竹富島、黒島、西
　表島など周辺離島エリアのポイントも広くカバー、リクエストに合
　わせたポイント選択が可能です
・バーベキュー、ナイトダイビング（２名様より催行）、ボート貸切　
　遠征ツアー（４名様以上）、などのイベントも豊富です
・経営者が元漁師なので、八重山漁協のセリを随時無料見学で
　きます（土曜日はセリがお休みです）。地元ならではの魚などが
　上がっている様子や、買い付けに来ている地元業者の様子な
　ど貴重な光景を間近でご覧になれます。

あらゆるニーズに応えて
石垣島の魅力を存分にご紹介します

ショップ情報
●スタッフの数・6名(うち、インストラクター3名）
●送迎の有無・空港送迎あり
●到着日の２ダイブ：11～12時着まで
●ログ付け・ショップで18時ぐらいから
●クレジットカード・利用不可

一日のスケジュール

●8：45・・・・ショップを出発（車で港までお送りします）
●9：00・・・・出港
●9：30・・・１本目
●11：30・・２本目
●12：30 ・・昼食（船上または港）※場所はその日の海
　　　　　　　況等によって異なります 
●14：00・・３本目
●15：30・・帰港 → 宿に到着 →ログ付け
※ログ付けの時間などはその日によって異なります。シ
ョップにガイドが常駐しておりますのでペンションＫＡＴＳＵ
にお泊りのお客様はご希望やご都合に合わせていつで
も行えます。他宿にお泊りのお客様はログ付け終了後
に宿までお送りいたします。
◆当店は基本的には１ダイブ終了ごとに帰港しません。
概ね一度出港したら全て終了するまで帰港しないスタイ
ルです。仮に1日２ダイブで終了される場合でも、３本終
了するまで帰港できない場合もございます。他のお客様
が３本目を潜っている間、ボートで休憩いただくか、その
間シュノーケリングなどをすることも可能です。またスケ
ジュールに関しましては、場合によってはご希望にあわ
せることも可能ですので、事前にお問い合わせください。

ダイビングボート
●ボート・4艇 45＆35フィート 
●トイレ、ホットシャワーの有無・1艇のみ設置
●日除けの有無・有

３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中ご利用頂けます。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。
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特製もずく
プレゼント

●お一人様一回限り有効。

併設の宿「ペンションＫＡＴＳＵ」
●チェックイン：15：00～●チェックアウト：10:00 
●朝食時間：07：30～●夕食時間：19：00～●インターネットの接
続：なし●洗濯機：無料（洗剤￥100）　●乾燥機：有料●自動販
売機：あり●駐車場：15台（無料）●器材洗い場：あり●器材干し
場：あり●外シャワー：あり
＜お部屋＞   
●洋室：2人部屋12室（3室禁煙）●和室：2～3 人部屋 2室、4～6
人部屋  2室●テレビ：無料●クーラー：無料●冷蔵庫：あり●ア
メニティー：タオル・ひげそり・歯ブラシ

　　　　　　　　　　 

※下記はあくまで目安となり、当日の状況により変更があります



沖縄県石垣市字浜崎町3-2-1-102
TEL.0980-88-6644
FAX.0980-87-0145

http://www.unarizaki.com/ishigaki/うなりざき石垣島店

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・市内エリアの取り扱いダイビングショップ

UNARIZAKI

ダイビングチームうなりざき石垣店は、

海でつながる人と人を大切に。
海でつながる人と人を元気に。
海でつながる出逢いの輪を大切に。

この３つをモットーに人気のマンタポイントはもちろん！竹富島・
黒島・小浜島・新城島・鳩間島・波照間島と八重山の海を幅広く
カバーし、大物・地形・砂地ポイントとダイビングポイントのバリ
エーションも豊富です！
お客様のリクエストベースでポイントを選択し、スキルや目的に
合わせた少人数グループ編成など、初心者の方からベテランダ
イバー、年配の方やカメラ派と様々なニーズにお答えするのが
私たちの責任であり、喜びでもあります。
その原点は“お客様の笑顔がみたいから”そして元気で明るい
スタッフが自慢です。

「お客様の笑顔がみたいから」
元気で明るいスタッフが自慢です。

ショップ情報
●スタッフの数・3名(うち、インストラクター3名）
●送迎の有無・無
●到着日の２ダイブ・ＪＴＡ71便ならランチ付き2ダイブＯＫ
●到着日のランチ・無
●ログ付け・帰港後、16:00～17:00頃 ショップで行う
●クレジットカード・利用可
（ＶＩＳＡ・マスター・ＪＣＢ・アメリカンエキスプレス）

一日のスケジュール
●8:20〜08:40・・・・宿泊先ピックアップ
●8:45・・・・・・・・・・セッティング・出港
●9:30・・・・・・・・・・1本目
●10:30・・・・・・・・・終了・移動
●11:00・・・・・・・・・2本目
●12:30・・・・・・・・・終了後、波の無い湾内へ移動しランチ
●15:30・・・・・・・・・3本目
●16:30～17:00・・・帰港・ロギング
●17:30・・・・・・・・・ロギング終了し各ホテルへ送迎

※到着日に３ダイブ目から参加されるお客様がいらっしゃ
る日に限り、14時頃に一旦帰港します。

ダイビングボート
●ボート・62フィート１艇、38フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有
石垣島最大級の大型クルーザー「ミス・ファンタジースター」（定
員４０名）は、スクリューがむき出しにならないウォータージェット
推進機を搭載し、各種安全対策装備はもちろん、温水シャワー
や個室トイレを装備し、安全で快適なボートダイビングを満喫し
て頂けます。また,,水中に降りる昇降りデッキなど安全で楽にエ
ントリー・エキジットできる工夫が満載です。
定員４０名でも、最大15～25名までしか乗船しませんのでスペ
ースもゆったり確保できます。
お飲み物は、暖かい時は「冷たい飲み物を」肌寒い時は「温か
い飲み物を」準備し、ご自由にお飲みいただけます。
船上用バスタオルは、おひとり１枚お使いいただけます。
肌寒い天候のときには、クルージングコートを無料レンタルいた
します。
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３ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります。

ステッカー 
贈呈

●お一人様一枚となります。



沖縄県石垣市浜崎町2-6-28
TEL.0980-82-9797
FAX.0980-82-9787

http://www.kamanta.jp/カマンタダイビングクラブ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・市内エリアの取り扱いダイビングショップ

KAMANTA DIVING CLUB

ショップの屋号に『マンタ』を使用するには意味があります。
石垣島といえば『マンタ』ですが、ご存知でない方も少なくはあり
ません。大きな体をクリーニングするため、根にホバーリングする
マンタの姿は圧巻です。
ただ、マンタの行動範囲は広いため、同じポイントで同じ時間帯
に潜っていても、マンタに遭遇できるショップと、遭遇できないショ
ップもあります。
八重山の海で28年以上のガイドダイバー（海の職人と呼ばれて
います。）が長年培ってきた経験でマンタをすばやく見つけ、動き
を先回りし少しでもゲストのみなさんに長く見ていただくようなガイ
ドテクニックを持っています。
もちろん、マンタだけでなく、ワイド、地形、マクロ、カメラ派ポイン
トもあり、上級者ダイバーから初心者、女性、ご高齢の方にもご
好評を頂き、リピーターの方も数多くご利用頂いております。体験
ダイビング、スノーケリング、女性お一人でもご安心ください。

 

ショップ名が示す通り
マンタには絶対の自信を持ってます

ショップ情報
●スタッフの数・3名(うち、インストラクター3名）
●送迎の有無・なし
●到着日の２ダイブ：9時台石垣着
●ログ付け・ダイビング終了後、ショップで
●クレジットカード・利用可能（ＶＩＳＡ・ＭＡＳＴＥＲ・ＪＣＢ・ＡＭＥＸ）

一日のスケジュール

●8:00～8:30・・・・各宿にお迎え。正確な時間は前日夕
　　　　　　　　　　　方～夜にご連絡させて頂きます。ショ
　　　　　　　　　　　ップ集後、レンタル器材のある方はサ
　　　　　　　　　　　イズ合わせを行います。
●9:30～10:30・・・1本目
●11:00～12:00・・2本目
●12:00～13:30・・ランチ＆休憩 ファンダイブのゲスト様
　　　　　　　　　　　全員が２ダイブの場合 、ここで一旦帰
　　　　　　　　　　　港しショップで昼食（昼食付きコースの
　　　　　　　　　　　方のみ）となります。
　　　　　　　　　　　３ダイブの方や到着ダイビングの方が
　　　　　　　　　　　おられる場合、港で昼食後、再度出航
　　　　　　　　　　　致します。上記以外の場合は基本的
　　　　　　　　　　　に３ダイブ終了まで港に戻りません。
　　　　　　　　　　　到着ダイブの方は、時間帯によっては
　　　　　　　　　　　１ダイブ目終了後の帰港となる場合も
　　　　　　　　　　　あります。
●13:30～14:30・・3本目。2ダイブの方はお昼寝、もしく
　　　　　　　　　　　はスノーケリングをお楽しみ下さい。
●15:00～15:30・・帰港 器材洗い 、 シャワー＆着替え
　　　　　　　　　　　、デジカメ鑑賞、ログ付け、各ご宿泊先
　　　　　　　　　　　へ送迎

ダイビングボート
●KAMANTA28号（約46フィート）
2006年9月新艇導入。主にファンダイビング、離島ダイビングに使
用する大型高速クルーザーです。
巡航速度　約26ノット　
最高速度　約35ノット　
定員26名、2階建て、トイレ2箇所、
温水シャワー2箇所、ラダーステッ
プ３箇所、日よけ、風よけ完備 。
その他、GPS、魚探。

●KAMANTA２号 （37フィート）
主にファンダイビングに使用。
巡航速度　25ノット　　　　
最高速度　33ノット
定員17名、トイレ、日よけ、風よけ
テント完備 。その他、GPS、魚探。
※大きさの割には揺れが少ない
ので各離島への移動も安心して
乗っていただけます。
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３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。
●併用不可。

●滞在中ご利用頂けます。
●併用不可。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。



沖縄県石垣市野底940
TEL.0980-89-2240
FAX.0980-89-2307

http://ys-ds.comイエローサブマリンダイブスタジオ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・北部エリアの取り扱いダイビングショップ

YELLOE SUBMARINE DIVE STUDIO

温水シャワー＆きれいなトイレ完備のダイビング専用船。
石垣島　川平の海＆北部の海を潜れるダイビングサービスなの
で、ポイント数が多く、長期の滞在でも飽きることがない。
カメラにも精通。
生物の生態を紹介するガイディングが人気のショップ。

カメラ、生態に精通したガイドが
石垣の魅力を紹介

ショップ情報
●スタッフの数・3名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・空港への送迎あり
●到着日の２ダイブ・12時くらいまでの到着であれば可能
●ログ付け・ダイビング終了後、ショップで行う
●クレジットカード・利用可（ＶＩＳＡ・マスター）

一日のスケジュール
●8:30・・・・・・・宿泊先ピックアップ
●9:00・・・・・・・店舗集合
●10:00・・・・・・1本目
●11:45・・・・・・帰港しランチ休憩。手作りランチ、デザート
　　　　　　　　　 付き
●12:45・・・・・・2本目
●14:30・・・・・・帰港
●15:00・・・・・・3本目
●16:30・・・・・・帰港・ロギング

帰港後、ショップにてかわいいオリジナルお魚スタンプで、
ログ付け。ログ付け終了後、宿泊先まで送迎。

ダイビングボート
●ボート・41フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

石
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３ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります。

器材レンタル
無料

●滞在中毎日利用できます。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。



沖縄県石垣市伊土名106-199
TEL.0980-89-2155
FAX.0980-89-2166
http://marinemate.net/マリンメイト

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・北部エリアの取り扱いダイビングショップ

MARINE MATE

マリンメイトは石垣島北部エリアのの中間にあるので北は平野か
ら南はマンタスクランブルまでダイビングポイントまでは船で５分
～２０分と抜群の立地条件。北部エリアはマンタポイントを始め世
界屈指のサンゴ礁、洞窟、砂地、大物ポイントと盛りだくさん。
またマリンメイトでは、高速艇あんちゅら号で今まで不可能だった
日本最南端の波照間島や西表島、竹富島、黒島、新城島、鳩間
島、と八重山全域をカバー離島に興味のある方は１DAYクルーズ
がお勧め。
マリンメイトのダイビングスタイルは
●移動時間は0分、出港はマリンメイト前のビーチから。
●ランチは帰港して陸上のレストランあんちゅらで。
●船から降りるとすぐシャワー
●北風が強い日は市街地から出港。
●ダイビングポイントは八重山の島々すべて。
ボートは全部で4艇
あんちゅら号、大人数で乗れる大型船
マリンメイト号、弦が低くエントリーしやすい
うりずん号、波切がよく安定している
シーメイト号、喫水が浅く浅瀬まで入れる
 

主要ポイントに近い抜群の立地
クルーズもお楽しみ頂けます

ショップ情報
●スタッフの数・8名(うち、インストラクター3名）
●送迎の有無・空港送迎あり
●到着日の２ダイブ：東京発のＪＴＡ71便での到着ならＯＫ
●ログ付け・16:00頃からショップにて
●クレジットカード・利用不可

一日のスケジュール

●7:30～8:00・・・・・マリンメイト泊でないお客様お迎え
●8:30～8:45・・・・・マリンメイトにお泊りのお客様やレン
                          タ出来次第出港して午前中2DIVE
●12:00～13:00・・・一旦帰港してランチタイム
                          2DIVEのお客様は、これで終了ログ 
                          付け後各宿泊施設に送ります。
●13:00～14:00・・・オプション追加ダイブで再出港
●15:00～16:00・・・全てのダイビング終了ごログ付
                         けタイム石垣島を楽しんでください。 

※海況・潮の干満差により時間帯が前後する事もござい
ます。 

ダイビングボート
●ボート・4艇 30～40フィート ●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有
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３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中ご利用頂けます。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

併設の宿「マリンメイトビレッジ」
チェックイン：14：00～18：00　　チェックアウト：10:00
朝食時間：07：30～08：00
夕食時間：18:00～レストランで各自
ビレッジタイプとコテージタイプがございます。全室オーシャン
ビュー。お部屋からビーチ（船着き場）まで徒歩0分。
施設内にはレストランやプールもございます。
・客室数／12室 
・全室禁煙（喫煙場所有り）・全室バス・トイレ付
・送りのお車／7：30／9：00 
設備・備品・アメニティ
●リンスインシャンプー●ボディーソープ ●バスタオル、フェイ
スタオル●ドライヤー ●金庫 ●テレビ●ＬＡＮケーブル（光） 
●冷蔵庫●ポット ●浴衣 ●ハブラシ ●無料クーラー



沖縄県石垣市伊原間26-34
TEL.0980-89-2255
FAX.0980-89-2073

http://www2.ocn.ne.jp/~divecru/ダイビングサービス美海

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

石垣島・北部エリアの取り扱いダイビングショップ

DIVING SERVICE CHURA-UMI 

石垣島北部の出航港に一番近くにありサービスの広い庭から太平
洋に直結 ゆったり・のんびりとダイビングを楽しんで頂く為に安全
第一でリラックスして頂く為に気さくなスタッフ達が雰囲気を盛り上
げます。 
休憩時間は出航港から近い為サービスに戻ってゆっくりできます。
庭からはビーチに出れるので、のんびり流れる時間をお楽しみ下さ
い。 アクティブ派にはビーチからのシーカヤックにも対応。リクエス
トにもスタッフが最大限に応えますので、お気軽にご相談下さい。 

ダイビング後ものんびり過ごせる
リクエストにも最大限お応えいたします

ショップ情報
●スタッフの数・4名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・空港送迎あり
●到着日の２ダイブ：12:30着まで
●ログ付け・ダイビング終了後、ショップにて
●クレジットカード・利用可能（ＶＩＳＡ・ＪＣＢ）

一日のスケジュール
●8:20～9:00・・・お迎え（無料）／宿の場所によってお迎
　　　　　　　　　　 えの時間を設定します
●9:00・・・・・・・・・美海到着
●10:00・・・・・・・・出航 ／ポイントによって近いところで５分
                       遠いところは30分かかります。
●11:40・・・・・・・・１本目終了後、美海到着。半日コースの
                        お客様はシャワーの後、自由時間です。
●12:00・・・・・・・・昼食（手作り弁当）後、昼休み 。ゆっくりと
　　　　　　　　　　　石垣島を楽しんでください。 
●13:00・・・・・・・・午後のダイビングに出発 
●15:00・・・・・・・・ダイビング終了後、ショップに到着 

シャワー終了後、見た魚などを担当のインストラクター等と
確認（ログ付け）をお願いします。ログ付けが終わりました
ら、美海 スタッフとお送りの時間（ご希望があればどうぞ）
をご相談いただき、時間までゆっくりお過ごしください。 帰り
に寄りたい所などありましたらお気軽にご相談ください。（で
きるだけご希望に添えるよう調整します） 
３本目ダイビングを、ご希望のゲストは基本スケジュールよ
り30分前後、時間が繰り上がりＰＭ5：30迄に全日程終了と
なります。（多少の前後がある事をご了承下さい。）

ダイビングボート
●ボート・35フィート１艇、30フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・トイレのみ（簡易シャワー持込）
●日除けの有無・有

３ダイブ目
無料

カヤック＆スノーケルor
サンセットカヤック　

25％ＯＦＦ
●滞在中１日に限ります。 ●お一人様一回のご利用となります。

ＢＢＱ
半額

●お一人様一回のご利用となります。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。
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波
照
間
島

石垣島離島桟橋から波照間島まで、2社で1日便
程度ずつ高速船が運行している。所要時間は約1
時間。飛行機の場合は、琉球エアコミューターが石
垣空港から波照間空港まで1日上下1便ずつ就航
し、所要時間は約25分。

波照間島は有人島としては日本最南端の島。
サトウキビ畑に赤瓦の民家、フクギの並木…と昔ながらの佇ま
いが残る島だ。よけいな観光施設は何もないが、素朴な島の雰
囲気を味わうために訪れる人も多い。
また南十字星が見える島としても有名で、島内には本格的な望
遠鏡を備えた星空観測センターもあるほど。
お酒好きには、生産量が少ないため幻の泡盛と呼ばれる「泡波
」の島として、記憶にある人もいるかも。
波照間島でのダイビングは、現地に数軒あるダイビングサービ
スを利用するか、石垣島や西表島から潜りに行く。
ただし、ほかの島から潜りに行く場合は、潜りに行ける時期や
回数に限りがある。波照間島の海を満喫したいと思ったら、現
地サービスを利用する方がよいだろう。
ポイントによっては中級者以上のレベルの場所もあるが、初級
者から楽しめるポイントも多い。

島のご案内

波照間島

波照間では透明度が悪くて30ｍという「水の美しさ」を堪能した
波波照間の海は、島の東西で雰囲気がまるで変わる。
島の東側は大物遭遇率の高い海で、島の西側は浮遊感が楽し
い白い砂地の海なのだ。
また、驚異的な透明度も特徴で、悪くても30m抜けるという。
島の東西どちらのポイントも、ほぼ1年中潜ることができる。
難しいのは台風の接近時と、 真冬の北風が強い時だけだろう。
夏でもピークをずらせば、のんびりと潜ることができる。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

波照間島に行くなら、星を見
るために泊まることをおすす
めします。有人島として日本
最南端になる波照間島。南
部に位置する高那崎に「日
本最南端の碑」なるものがあ
ります。素朴な石碑は1975年
に本土から来た学生が建て
たとか。日本最南端の記念
にぜひ写真を撮りたいところ
。

日本最南端の有人島

波照間島は八重山諸島の中
でも、星が抜群にきれいなと
ころです。
波照間島では、全88の星座
の内、84の星座が観測でき
るそうです。12月中旬から6
月にかけては、南の空が晴
れていれば南十字星も見る
ことができます。

美しい星を眺めよう

波照間島の海は、透明度が
常時30mの青く抜けた気持ち
のよい海が広がっています。
島の東側はツムブリや巨大
なスジアラなど大物との遭遇
率が高いポイント、西側は浮
遊感が楽しい白い砂地ポイ
ントとなっています。 
島の東西で雰囲気がまるで
変わるので、さまざまなダイ
ビングを楽しめる。

驚異的な透明度

HATERUMA-JIMA

ブドゥマリ浜

波照間島

波照間港

日本最南端の碑



西表島といえば「秘境」のイメージが強いが、実は
沖縄の離島の中でもっとも大きい島。とはいえ、
90％がジャングルなので、島の大きさを実感するこ
とは難しい。ペンション･民宿のある街の一歩道を
外れれば、すぐ密林というワイルドさが魅力的。

石垣島から高速艇で約40分。ダイビングサービスや観光客向
けの民宿・ペンションは船浦港～上原地区、住吉地区にかけ
て点在している。一歩道を外れれば、すぐ密林というワイルド
さが魅力。海から戻ったら、浦内川の河口付近などマングロ
ーブの茂る汽水域でスキンダイビングを楽しむのも一興。
西表島は陸地のほとんどが山岳地で、その90％が亜熱帯の
ジャングルに覆われています。また、海岸線や川沿いには潮
が満ちると下半分が海に沈んでしまうマングローブの林が生
い茂っています。
この自然を楽しむエコツアーなども盛んで、マングローブの川
をカヌーで上流へと遡り、ジャングルをトレッキングするなどの
アクティビティも楽しむことができます。
自然が濃密なだけに、イリオモテヤマネコやカンムリワシ、セ
マルハコガメなど、天然記念物に指定されるような希少生物
が何種類も生息しています

島のご案内

西表島

イソマグロやロウニンアジなどが渦を巻く「仲の御神島」のイメー
ジから、西表というとダイナミックなイメージがある。それも事実
だが、サンゴのかけらでできた「バラス島」周辺の穏やかで優し
い海や小浜島のマンタスポット、崎山のサンゴの群生スポット、
珍魚が目白押しの「網取」などなどバラエティも豊かだ。目的に
よって多彩に楽しめる。
ダイビングスタイルの基本はボート。島が大きくスポット間の移
動に時間がかかるので、出発したらランチに戻ることなく一日中
海で過ごすのがパターンだ。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

西表島の沖合い400mのとこ

ろにある周囲約2kmの小さな

島、由布島。この島までは水

牛に乗って渡ることができま

す。のんびり水牛に揺られな

がら、おじさんがサンシンを

弾き、沖縄民謡を唄ってくれ

る水牛渡しは、西表島に行っ

たらぜひ体験してみましょう。

水牛に乗れる由布島

その名の通り、星砂が多い

浜です。星砂といえば、土産

物やでガラス瓶に入って売ら

れているのを目にしたことが

ある方も多いでしょう。白い

砂浜をよく見てみると、星の

形をした砂を見つけることが

でき、それを探しに訪れる人

も多いです。ここは熱帯魚と

戯れることができるポントで

も知られています。

八重山一の星砂含有率

西表島は、マングローブや汽
水域が発達していることや、
黒潮の影響を強く受けている
ことから、同じ沖縄でも他の
島ではなかなか見られない、
珍しい魚や生物が見られる
ことが多い。 
イソマグロやバラクーダなど
の大物から、マンジュウイシ
モチやニシキテグリなどの珍
しい魚まで多種多様な生きも
のに出会うことができます。

特殊な生態系

IRIOMOTE-JIMA西
表
島

西表島

星砂の浜

上原港

大原港

外離島

内離島 由布島



沖縄県八重山郡竹富町字上原324-33
TEL.0980-84-8282
FAX.980-84-8282

http://www.hotmangrove.com/ダイビングベース ホットマングローブ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

西表島の取り扱いダイビングショップ

DIVING BASE HOT MANGROVE

西表島の海・川を意欲的にお見せします。
仲ノ御神島や波照間島へ遠征、ドリフトダイビングでの大物狙
い、そして汽水域やマングローブでのダイビングなど、西表島な
らではのダイビングを提案しつづけています。

西表ならではの
自然をお見せいたします

ショップ情報
●スタッフの数・4名(インストラクター3名、ダイブマスター１名）
●送迎の有無・ダイビング時の宿泊への送迎あり
●到着日の２ダイブ・4月～9月 石垣9：30発or11：00発
　　　　　　　　　　　　　10月～3月 石垣発9：30
●ログ付け・20:00～クラブハウスで
●クレジットカード・利用不可

一日のスケジュール
●8:40～50・・・宿へのお迎え
●9:00・・・・・・・上原港出港
●9:20・・・・・・・１本目エントリー
●10:10・・・・・・エキジット。水面休息、移動
●11:40・・・・・・２本目エントリー
●12:30・・・・・・エキジット。バラス島や鳩間島などへ移動し
　　　　　　　　　 て楽しいランチタイム
●14:45・・・・・・３本目エントリー
●15:35・・・・・・エキジット
●16:00・・・・・・上原港へ帰港。各宿へ送迎

※島が大きいので行き先によりスケジュールは様々です。
比較的近いポイントでの３ダイブのスケジュールです。

ダイビングボート
●ボート・45フィート１艇、32フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

西
表
島

３ダイブ目
無料

オリジナルステッカー
プレゼント

●滞在中１日に限ります。 ●お一人様一回限り有効。

デジタルカメラ
レンタル無料

●滞在中１日に限ります。



沖縄県八重山郡竹富町字上原10-172
TEL.0980-85-6146
FAX.0980-85-6844

http://www.unarizaki.com/iriomote/ダイビングチームうなりざき

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

西表島の取り扱いダイビングショップ

DIVING TEAM UNARIZAKI

大型のボートが３つあるので、初心者から上級者までチーム分
けが可能。
宿泊もビジネスホテルタイプのイルマーレと、プライベートビーチ
のあるリゾート型宿泊のヴィラうなりざきがチョイスできるので、
ダイバーの様々にニーズにお応えできます。

抜群の機動力で
ゲストを最大限にサポートいたします

ショップ情報
●スタッフの数・9名(うち、インストラクター9名）
●送迎の有無・上原港への送迎あり
●到着日の２ダイブ・通年11:00石垣発で１ダイブ可能
●ログ付け・クラブハウス、冬場SHOP・夕方～夜、その時によ
　 って
●クレジットカード・利用可（ＶＩＳＡ・マスター・JCB）

一日のスケジュール
●9:00・・・・・・・出港
●9:30・・・・・・・1本目
●12:00・・・・・・2本目
●13:30・・・・・・ランチ休憩
●14:30・・・・・・帰港
●15:30・・・・・・3本目
●17:00・・・・・・帰港

天候等により、ポイントまでの時間が変わります。
また、遠いポイントの場合は、２ダイブ終了後に港へは戻ら
ず、３ダイブ終了してからの帰港になるため、３ダイブ目潜
らない方は、船上待機となります。
時間によってはランチの時間が変わります。

ダイビングボート
●ボート・60フィート3艇、40フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

西
表
島

３ダイブ目
無料

●滞在中１日に限ります。
●併用不可
●６ダイブ以上ダイビングをされる方
　のみ適用

オリジナル
ポイントカード進呈

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

併設の宿「イルマーレうなりざき」
チェックイン：14:00  
チェックアウト：10:00  
朝食時間：07:00～09:00
送迎：上原港への送迎あり  
クレジットカード：利用可能（VISA・マスター・JCB）
インターネットの接続：
ホテル２Fスペースで無線ＬＡＮ利用可能（無料）
洗濯機：無料  
乾燥機：３０分 ￥200 
自動販売機：あり  
器材洗い場：あり  
器材干し場：あり
＜お部屋＞
洋室：１人部屋 ２２室
洋室：２人部屋 １８室
テレビ：無料  
クーラー：無料  
冷蔵庫：あり
バスタブ：あり  
アメニティー：バスタオル・ひげそり（販売）シャンプー・リンス・ド
ライヤー・ポット（フロント貸し出し）・歯ブラシ（フロントﾄにお申し
付けください） 

オリジナルステッカー
プレゼント

●お一人様一回のみ有効。
●併用不可
●６ダイブ以上ダイビングをされる方
　のみ適用

●お一人様一回のみ有効。
●併用不可
●６ダイブ以上ダイビングをされる方
　のみ適用



沖縄県八重山郡竹富町字上原530-1-102号
TEL.0980-85-7485
FAX.0980-85-7485
http://hea-ripple.jp/hea-ripple

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

西表島の取り扱いダイビングショップ

ヒーリップル

少人数でまったりストレスの少ないダイビングを目指してます。
ゆっくり流れる沖縄の島時間を堪能して下さい。
リクエストにも可能な限りお答えします。
ブランクのある方やダイビングで恐い思いをしてしまった方も
リフレッシュに是非来て下さい。
マクロもワイドも大好きなスタッフがお待ちしております。

リフレッシュ感覚で
西表の海を楽しんでください

ショップ情報
●スタッフの数・1名(うち、インストラクター1名）
●送迎の有無・場合によって港へお迎えに行きます
●到着日の２ダイブ・石垣発11：00までに乗船の方まで
●ログ付け・午後～夜20：00 民宿や居酒屋でする場合もあり
●クレジットカード・利用可（ＶＩＳＡ・ＪＣＢ・ＭＡＳＴＥＲ）

一日のスケジュール
●8:30～9：00・・・・・・宿へピックアップ
●9：30・・・・・・・・・・・１本目
●10：30・・・・・・・・・・休憩
●11：30・・・・・・・・・・２本目
●12：30・・・・・・・・・・ランチ休憩
●14：00～14：30・・・３本目
●16：00～17：00・・・宿泊先へのお送り。

その後、夕方～夜にログ付け

ダイビングボート
●ボート・32フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・トイレのみ
●日除けの有無。有

西
表
島

３ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中１日に限ります。



石垣島の離島桟橋から小浜島まで、高速船が1日
8便ほどが就航している。
所要時間は約30分。

八重山諸島の中央に位置する周囲16Kmの小さな島である小
浜島。島の主な産業はさとうきびの栽培であり、島の至るとこ
ろにさとうきび畑が広がっている。島のほぼ真ん中には、島で
一番高い場所である大岳（ウフダキ）があり、その頂上からは
八重山の島々が一望できる。
「ちゅらさん」で有名となった島としても知られ、そのロケ地と
なった場所を見ようと訪れる観光客も多いです。ここは地形
的にとにかく坂の多い島。レンタサイクルだと少々きついので
、レンタバイクやレンタカーを借りて観光スポットを回るのがオ
ススメ。
小浜島の歴史と民俗資料がぎっしり詰まった小浜民俗資料
館や、西表島を目の前に望める「ちゅらさん展望台」などを回
るのもよいでしょう。

島のご案内

小浜島

小浜島は八重山の中心に位置するところから、ダイビングのポ
イントは石垣～西表にかけて広くカバーしている。その日に向
かうポイントは当日のコンディションによるが、いずれにせよ1日
中ボートの上で過ごすのが基本。また島の西側には西表島と
の海峡である、元祖マンタポイント・ヨナラ水道がありマンタの群
れを見ることができる。
小浜島も、石垣島と西表島のリーフが造る石西礁湖の中にある
。一帯はサンゴ礁のリーフに囲まれているから、少しくらいの風
ならほとんど影響を受けることがない。
そのため、ベストと言えば夏場になるが、ほぼ1年中ダイビング
が可能とも言うことができる。
ヨナラ水道のマンタは、夏場を中心に4～11月までが狙い目だ。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

小浜島に行ったらぜひ訪れ

たいのが、海抜99mの大岳（

うふだき）です。ここは小浜島

で最高峰となり、素晴らしい

眺望を目にすることができま

す。視界360℃、石垣島、竹

富島をはじめ、周りの島々を

見渡せる大パノラマを堪能し

ましょう。

小浜島の最高峰　大岳

小浜島のダイビングポイント
として有名なのが、西表島と
の間にある∃ナラ水道。今で
こそ石垣島にその地位を譲
ってはいますが、八重山でマ
ンタと言えば昔はヨナラ水道
が一番のポイントでした。一
時減ったマンタも最近は復活
の兆しありと言われています
。

マンタの可能性も

見事なテーブルサンゴやエ

ダサンゴ、トンネルなどの変

化に富んだ地形も楽しめま

す。

もちろんサンゴは手付かず

KOHAMA-JIMA小
浜
島

●ちゅらさん撮影場所

小浜島

●ヨナラ水道

●大岳展望台

●小浜港



黒
島

石垣島の離島桟橋から黒島まで、2社合わせて1
日10便ほど高速船が就航している。
所要時間は約30分。

黒島は、石垣島と西表島の間に位置する小さくて平な島。
島内には肉牛の放牧地が広がり、人に会うより牛に会う方が多
い。それもそのはず、この島には人口の10倍もの牛が暮らして
いるとか。
観光施設など何もない島には、古き良き沖縄の素朴な雰囲気
が漂っている。
そんな島の風情が最も味わえるのは、赤瓦と珊瑚石垣の家並
みが残っている東筋（あがりすじ）集落だ。
この集落の通りは日本の道百選にも選ばれている。
この島にとことん惚れ込んで毎年のように通う、根強いリピータ
ーが多い島でもある。

島のご案内

所要時間は約30分。黒島

黒島には川が無いため、雨水や生活排水が直接海に流れ出な
いので、周囲の海の透明度は抜群。周辺の海域は海中公園に
指定されており、サンゴや他の生物が豊富に存在する。また、3
種類のウミガメ（アカ・アオ・タイマイ）が産卵のために上陸する
大変貴重な場所でもある。
黒島も、石垣島と西表島の間に広がるリーフに囲まれている。
かつて、オニヒトデの被害にあったこともあるが、島の周りには
まだまだ美しいサンゴ群生が見られる。
白砂にパッチリーフがあるポイントなどは、特に夏場がお薦め。
初夏から夏にかけては島に産卵に訪れるウミガメなども多いの
で、海中で出会える可能性も高い。
リーフに囲まれているおかげで、冬場の北風にも比較的強いの
がうれしい。
石垣島などと比べると現地の受け入れキャパに限りがあるので
、少しピークを外した時期にロングステイでゆっくり潜りたい海、
のんびり過ごしたい島だろう。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

人よりも牛に会うことの方が
多い黒島。それもそのはず、
ここには人口のおよそ10倍も
の牛が暮らしています。港を
はじめ、至るところで牛を見
ることができます。
ちなみに、黒島の風情が最
も味わえるのは、赤瓦と珊瑚
石垣の家並みが残っている
東筋（あがりすじ）集落です。

古き良き沖縄

黒島を代表するビーチ、仲本

海岸はシュノーケリングに最

適です。ゆっくりきれいな海

を観察してみましょう。ここに

はトイレやシャワーなどの施

設もあり、近くに売店もある

ので便利です。青い海と白い

砂の景観は眺めているだけ

でも心癒されます。

シュノーケリングを楽しもう

黒島のダイビングポイントは
、一気に落ち込むドロップオ
フなど豪快な地形ポイントや
、白砂とサンゴの癒し系ポイ
ントなど、実に変化に富んで
います。またイソマグロやマ
ダラトビエイなどの大物から
、モンツキカエルウオやハナ
ゴンベ、アケボノハゼなどの
レアなマクロ生物まで、見ら
れる生きものもこれまた多種
多様です。

多彩なダイビングポイント

KUROSHIMA-JIMA

黒島

●黒島港

●黒島灯台



石垣島から航空機で約40分、黒潮洗う東シナ海
に日本の最西端、与那国島。沖縄本島までは
520Kmもあるが、隣国台湾まではわずか120Km
、晴れた日には高台から台湾を望むことができる。

海から垂直にせり上がっている、ごつごつした岩肌にたたき
つける波、そして黒潮が渦巻く海は他の沖縄の島々とはやや
異なる雰囲気をもつ。現在は、その黒潮のおかげで日本有数
の大物釣りの島とスポーツフィッシャーにも人気が高い。
宿泊施設は民宿が中心だが、小さいながらホテルもある。

島のご案内

与那国島

黒潮が運んでくる大物たちと、抜群の透明度が与那国の魅力だ
。宇良岳や久部良岳など起伏に富んだ陸上の荒々しい地形が
海中でも続いており、ダイナミックなダイビングスポットとなって
いる。もはや「名物」となったハンマーヘッドの季節は11～5月。
西崎周辺では、100匹もの群が見られることもある。一方でサン
ゴの根と真っ白い砂地、そして海のブルーのコントラストが美し
い「ホワイトリバー」など心和むスポットもある。
とはいえ、全般的に水深はやや深めで潮流の激しいスポットも
あるので要注意。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

フジテレビのドラマ『Dr.コトー
診療所』のロケ地として有名
になり、撮影の為に建てられ
た、その名も「Dr.コトー診療
所」は観光名所として人気が
あります。
また日本在来馬である与那
国馬が放牧されている北牧
場の中には、「馬鼻崎」と呼
ばれる断崖があり、ここは本
ドラマにも登場する場所です
。

ドラマ『Dr.コトー診療所』

与那国島に来たらやはり見

ておきたいのが、海底遺跡。

これまで海底遺跡を見るに

は、ダイビングやシュノーケリ

ングをしなければなりません

でしたが、半潜水艇「ジャック

ス・ドルフィン号」に乗れば、

船に乗ったまま海底遺跡を

見ることができます。

海底遺跡を見にいこう

ハンマーヘッドシャークの大

群が見たいなら与那国島へ

。ダイビングポイント「ハンマ

ーヘッドロック」では、11月か

ら5月のシーズン中、多いと

きでは100匹以上ものハンマ

ーヘッドに会うことができます

。

ダイバー憧れの地

YONAGUNI-JIMA与
那
国
島

与那国島

●与那国空港

●日本最西端の碑

●海底遺跡ポイント



沖縄県八重山郡与那国町字与那国3984－3
TEL.0980-87-2658
FAX.0980-87-2613

http://www.yonaguniyds.com/与那国ダイビングサービス

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

与那国島の取り扱いダイビングショップ

YONAGUNI DIVING SERVICE

港の目の前に立地する与那国ダイビングサービスは船まで徒
歩40秒。
与那国を代表するビッグポイントの西崎は出港して5分、海底遺
跡ポイントは10分！
ダイビングボートを2隻所有し、お客様のリクエストに合わせてチ
ーム分けをしています。
大型浴槽付きシャワールーム完備、民宿よしまる荘も併設して
いて、ダイビングの合間には温かいランチが食べれます。
宿泊のお客様は水面休息はお部屋でお昼寝、朝晩の食事は島
の食材を使い女将が腕を振るっています。
自慢のテラスからは日本最西端の夕日が臨めます。

代表ポイントも目の前
雄大な大自然を満喫してください

ショップ情報
●スタッフの数・5名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・空港送迎あり
●到着日の2ダイブ・石垣→与那国午前便で2ダイブ可能
●ログ付け・食後に、食堂・ロビーで
●クレジットカード・利用不可

一日のスケジュール

●7:30・・・・朝食
●8:45・・・・船に集合 
●9:00・・・・1本目 出航
●10:00・・・帰港→シャワーまたはお風呂の後、水面休息
　　　　　　　島内観光、昼寝、読書などのんびり休んでく
　　　　　　　ださい。
●12:00・・・昼食。民宿よしまる荘食堂またはテラスにて、
　　　　　　　温かい手作りランチをお楽しみください。
●12:45・・・船に集合 
●13:00・・・2本目 出航（到着後のダイビング1本目出航）
●14:00・・・帰港→シャワーまたはお風呂の後、水面休息
　　　　　　　島内観光、昼寝、読書など、のんびり休んで
　　　　　　　ください。
●15:15・・・船に集合 
●15:30・・・3本目 出航（到着後のダイビング２本目出航）
●16:30・・・帰港 → シャワーまたはお風呂
●18:00・・・夕食
●19:30・・・ロギング

ダイビングボート
●ボート・58フィート１艇、48フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

3ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中全日利用が可能です。

携帯ストラップ
プレゼント

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

●お一人様一回限り有効。
●なくなり次第終了となります。

併設の宿「民宿よしまる荘」
チェックイン：11：00～18：00   
チェックアウト：10:00   
朝食時間：07:30～08:30   
夕食時間：18:00～19:00    
インターネットの接続：無線ＬＡＮ利用可能
洗濯機：有料   
乾燥機：有料   
自動販売機：あり
駐車場：有り   
器材洗い場：有り   
器材干し場：有り   
外シャワー：有り
＜お部屋＞    
洋室：2人部屋 4室全室禁煙 
和室：3人部屋 5室、禁煙3室 
和室：5人部屋 4室、禁煙3室 
テレビ：無料（個室のみ）
クーラー：無料

与
那
国
島



屋久島は鹿児島空港から南へ飛行機で35分に位
置する周囲約132Kmの小さな島。九州最高峰の宮
之浦岳を筆頭に山々がそびえ立ち、深い森に覆わ
れている。森の中には樹齢千年を超える巨大な屋
久杉がたたずみ、神秘的な雰囲気に満ちている。

海からの湿った風が島の高い山にぶつかり、「ひと月に35日
雨が降る」と表現されるほど雨が多い島だが、その雨によっ
て豊かな自然がはぐくまれている。
森には縄文杉、ウィルソン株をはじめ、屋久杉の大木が自生
しており、屋久猿や屋久鹿を代表とする野生動物が数多く生
息している。
海に目を向ければ、日本最北端のガジュマル林が存在し、島
北部の永田浜は世界有数のウミガメの産卵地でもある。
1993年、島の5分の1がユネスコの世界自然遺産に登録され
てから、世界的な観光地としても注目を集めている。

島のご案内

久杉がたたずみ、神秘的な雰囲気に満ちている。屋久島

屋久島の海の最大の特徴は、黒潮の流れにあたっている為に
温帯と熱帯の魚が入り混じり、ダイビングでは沢山の種類の魚
を見ることができること。水温も黒潮の影響で冬場でも温かい。
天気の良い日なら、12月、1月でも5mmのワンピースで潜れるほ
どである。
基本的にダイビングポイントは港から5～15分ほどで到着する
ので、ボートに弱い人でも問題ないが、海況次第で口永良部島
や硫黄島といった遠くのポイントに足を延ばすこともある。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

屋久島では、きれいな川でダ

イビングができます。

川ではアユやヤマメなどのき

れいな渓流魚や、珍しいハ

ゼの仲間が見られ、時には

繁殖行動や威嚇行動なども

観察できます。汽水域には

貴重な生きものが多く、海と

はまた違った楽しみ方ができ

るのでオススメです。

川や汽水域も面白い

映画「もののけ姫」のモデル
となった屋久島の森には、樹
齢数千年の屋久杉をはじめ
、幾筋もの沢が流れる白谷
雲水峡など、手つかずの自
然が多く残っています。
ヤクシカやヤクザル、ヤクシ
マアジサイなど屋久島固有
の種の生きが多々存在しま
す。エコツアーやトレッキング
に参加し、大自然の息吹を
感じるのもオススメです。

太古の森を歩こう

屋久島の海は、黒潮の影響

を強く受け、温帯と亜熱帯の

交差点となっています。この

特異な環境のため、ここなら

では面白い生態系が見られ

ます。他地域では少ないとさ

れるハナヒゲウツボやホタテ

ツノハゼも屋久島では比較

的多く見ることができます。

温帯と亜熱帯とが入り混じる海

YAKUSHIMA屋
久
島

屋久島

●屋久島空港

●宮之浦港

●縄文杉



鹿児島県熊毛郡上屋久町宮之浦387-3
TEL.0997-42-2462
FAX.0997-42-2462

http://www.synapse.ne.jp/bwd/ブルーウォーターダイビング屋久島

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

屋久島の取り扱いダイビングショップ

BLUE WATER DIVING YAKUSHIMA

屋久島の海の最大の特徴は、黒潮の流れにあたっている為に
温帯と熱帯の魚が入り混じり、ダイビングでは沢山の種類の魚
を見ることができることです。水温も黒潮の影響で冬場でも温か
い。天気の良い日なら、12月、1月でも5mmのワンピースで潜れ
るほどである。
基本的にダイビングポイントは港から5～15分ほどで到着する
ので、ボートに弱い人でも問題ありません。安心してお越しくだ
さい。

世界遺産の海
豊富な魚影が楽しめます

ショップ情報
●スタッフの数・2名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・無
●到着日の２ダイブ・12：00までに空港着（4月～12月）
●ログ付け・ダイブ終了後、ショップにて
●クレジットカード：利用不可

一日のスケジュール
●9:00・・・・・・・・・・宿泊先へお迎え
●10:00・・・・・・・・・1本目
●12:30・・・・・・・・・2本目
●14:30・・・・・・・・・3本目

ダイビングボート
●ボート・55フィート１艇、40フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無・有

3ダイブ目
無料

器材レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。 ●滞在中全日利用が可能です。

オリジナル
ステッカ－
プレゼント

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

●お一人様一回限り有効。

屋
久
島



鹿児島から南へ560Ｋｍ。沖縄本島からは北へ
28Ｋｍの海上に浮かぶ周囲23キロの小さな島。
年間平均気温22度と温暖な亜熱帯性気候で、色
鮮やかな植物が生い茂り、島を囲む珊瑚礁の海に
はたくさんの熱帯魚が戯れる。

奄美の島々の中で、最南端に位置する与論島。沖縄本島と
隣接しているために、沖縄県と誤解している人も多いが、一
応鹿児島県になる。
島の周辺がサンゴのリーフに囲まれているので、マリンレジャ
ーに適したビーチが多い。また「パナウル王国」（”パナ”は与
論の言葉で花、”ウル”はサンゴの意味）の名前で島を挙げて
観光に力をいれているため、何かとイベントが多いのも特徴。
島へのアクセスは鹿児島経由が基本だが、那覇～与論間の
飛行機も飛んでいるので、那覇と組み合わせての行程を組
むことも可能。

島のご案内

与論島

与論島の南側・北側にダイビングポイントが点在しているので、
北風・南風のどちらが吹いても、一年中安定して潜れるのが魅
力。島の北側には国内最大級の「沈船あまみ」を筆頭に魚影の
濃いポイント、南側には地形のダイナミックなポイントが多い。
また4年の歳月をかけて建築された「海底神殿」も一見の価値
有り。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

与論島屈指のスポット「百合
ヶ浜」。ここは大潮の干潮時
のみ出現する砂浜で、海の
透明度に加え、砂の白さも抜
群です。その景色は大変美
しく、まさに天国のよう。
サンゴ礁はイマイチですが、
魚が多く海の透明度も高い
ので、シュノーケリングやダ
イビングにも最適です。

百合ヶ浜

外洋に囲まれているため、透

明度の良さに定評がある与

論島の海。島の北側は白い

砂地が広がるポイントが多く

、一方南側は豪快な地形ポ

イントが多くなっています。そ

のバリエーションの多さから

、初級者から上級者まで、楽

しめます。回遊魚は年間を通

じて期待でき、ウミガメとの遭

遇率も高いです。

バリエーション豊かな海

与論島の自然の中を、美し

い風景を眺めながら走るヨロ

ンマラソンは、島外の方にも

人気があり、これを目的に来

島する人も少なくないようで

す。本番当日はもちろんのこ

と、イベント前日の前夜祭や

、終わった後の完走パーティ

は盛大に行われ、大いに盛

り上がります。

ヨロンマラソン

YORONTOU与
論
島

与論島●与論空港

百合ヶ浜



鹿児島県大島郡与論町立長42
TEL.0997-97-4373
FAX.0997-97-4373

http://buku2.com/ブクブクダイバーズ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

与論島の取り扱いダイビングショップ

BUKUBUKU DIVERS

いつも笑いいっぱいのブクブクダイバーズです。
 ヨロンが大好きなスタッフとゲストが集まるブクブクダイバーズ
です。
明るいオシャレ雰囲気なお店も自慢の一つ！！
 ダイビングボートも幅が広く器材のセッティングも楽に出来、船
酔いが少なくゆったり使っていただいて、大好評です。ブクブク
スタッフと一緒に大好きなヨロンの海話やいろいろ話で楽しみま
しょう。

お洒落な雰囲気のサービスで
大自然をご案内

ショップ情報
●スタッフの数・3名(うち、インストラクター3名）
●送迎の有無・空港への送迎有り（ホテルが行う場合もあり）
●到着日の２ダイブ：114：00まで空港着なら可能
●ログ付け・休憩時、ダイビング終了後
●クレジットカード・不可

一日のスケジュール
●8:30・・・・・・・・宿泊場所へお迎え
●9:00・・・・・・・・1本目。終了後、ショップに戻る。
●10:45・・・・・・・2本目
●12:00・・・・・・・港に帰って昼食
●14:15・・・・・・・３本目出港。到着後のダイビングは、ここ
　　　　　　　　　　から合流（2ダイブ可能）

ダイビングボート
●ボート・33フィート2艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・無
●日除けの有無・無

与
論
島

３ダイブ目
無料

砂糖キビの
お砂糖1袋
プレゼント

●滞在中１日に限ります。 ●お一人様一回限り有効。
●与論島で今年収穫したものです。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。



鹿児島空港より定期便で1時間10分飛ぶと、そこ
は花に囲まれ、日本で2番目に大きい鍾乳洞を擁
する沖永良部島に到着する。鹿児島県ではあるが
、距離的には沖縄本島の方が近いので、テレビ・ラ
ジオは沖縄の放送の方がクリアーとのこと。 

沖永良部島はサンゴ礁の隆起でできた島なので、全島がほ
とんど石灰岩でできている。その為島のいたるところに鍾乳
洞が点在し、観光スポットとして有名な昇竜洞は、特別天然
記念物として指定を受けている山口県の秋芳洞にもひけをと
らない規模を誇っている。 
また、島では花の栽培やエラブ牛の飼育を中心にした、農業
・畜産業が盛んな為、あまり観光客誘致に熱心ではないのも
特徴。
正式な名称は「おきのえらぶ」だが、地元では「おきえらぶ」と
表記されことが多い。

島のご案内

沖永良部島

島を取り囲むようにダイビングポイントが点在しているので、季
節や風向きよって安定したポイントをチョイスすることができる。
ポイントは多彩で、アーチから砂地、エダサンゴの群生まで様々
なパターンが楽しめる。
また沖永良部島を代表とするポイントとしては、南側のドロップ
オフがあり、冬場のギンガメアジの群れの遭遇率の高さには定
評がある。

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

沖永良部島で有名なのが、
国頭小学校にある日本一の
ガジュマルです。樹齢は100
年以上で、日本一の大きさに
もなったことから、新日本銘
木百選にも選ばれています。
このガジュマルは横に成長し
ていくため、現在自身で枝を
支えるのが困難になり、鉄柱
で支えられていますが、一見
の価値ありです。

日本一のガジュマル

沖永良部島に来たらぜひ立
ち寄りたいのが、「タラソおき
のえらぶ」。ここは、リラックス
効果の高い温めた海水を使
用したプールと、エステがあ
るタラソテラピー施設です。
14種類のジェットマッサージ
プールに入れたり、自然治癒
力を高めてくれる自然療法・
タラソテラピーを大自然の中
で受けられたり、と心身とも
にリラックスできます。

タラソおきのえらぶ

島の周辺部にダイビングポイ
ントが点在している沖永良部
島。海中にはサンゴや砂地
が広がる一方、ダイナミック
な地形もあり、バラエティに
富んでいます。イソマグロや
ギンガメアジ、ロウニンアジと
いった大物回遊魚との遭遇
確率も高く、時にはハンマー
ヘッドシャークやマダラトビエ
イ、アオウミガメなどが見られ
ることも。

大物回遊魚に出会える海

OKINOERABUJIMA沖
永
良
部
島

沖永良部島

沖永良部空港●

和泊港



鹿児島県大島郡知名町下城1132-1
TEL.0997-93-3395
FAX.0997-93-3395

http://seadream.ti-da.netシードリーム沖永良部

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

沖永良部島の取り扱いダイビングショップ

SEA DREAM OKINOERABU

２艇のダイビングボートと自社ナイトロックス設備の利点を活か
し、潜水計画に合わせた酸素濃度のタンクを利用して、深度下
でのNDLの延長、飛行機搭乗まで残留窒素を残さない安全なダ
イビング計画でガイド致します。
沖永良部島出身のSTAFFが冬場のギンガメアジ、春のイソマグ
ロ、夏の珊瑚などその日ベストコンディンの海へご案内します。

安全ダイビングで
ベストな海をご案内いたします

ショップ情報
●スタッフの数・3名(うち、インストラクター2名）
●送迎の有無・無
●到着日の２ダイブ・午前空港着で可能
●ログ付け・ダイブ終了後、お店にてロギング
●クレジットカード・利用可能（ＶＩＳＡ、マスター、ＡＭＥＸ、ダイナ
   ーズ、セゾン）

一日のスケジュール
●8:00・・・・・・・・・ホテルお迎え～港へ
●8:30・・・・・・・・・1本目
●10:00・・・・・・・・帰港　港・公園等トイレのある場所で休憩
●10:30・・・・・・・・2本目
●12:00・・・・・・・・お店に戻りランチ
●13:00・・・・・・・・3本目
●16:00・・・・・・・・お店に戻り、シャワー着替え、ロギング
●16:30・・・・・・・・ホテルへお送り

ダイビングボート
●ボート・30フィート１艇、24フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・無
●日除けの有無・有

3ダイブ目
無料

フル器材
レンタル
無料

●滞在中１日に限ります。
●併用不可。

●滞在中１日に限ります。
●併用不可。

体験
ナイトロックス
2タンク無料

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

●滞在中１日に限ります。
●併用不可。

沖
永
良
部
島



東京から船に乗って、南南東に1,000Ｋｍ。父島
を中心として、大小の無数の島から構成されてい
る小笠原諸島。
現在、人が住んでいるのは父島と母島の2島のみ
で、未だ手付かずの自然が色濃く残っている。

父島は、ダイビングを含めて各種海のアクティビティが充実し
ており、シュノーケリングツアー、シーカヤック、フィッシングは
もちろんのこと、ドルフィンスイムや、春先のホエールウォッチ
ングと多彩だ。船の運航日が決められているのと、約26時間
という移動時間のために、アクセスは難しいが、その陸海の
景観の美しさは、それだけして訪れるだけの価値はある。

島のご案内

小笠原諸島

父島の基本的なダイビングスタイルは基本的にボートダイブで
あり、そのエリアは大きく分けて父島周辺と、北へ1時間半ほど
移動した場所に位置するケータ列島周辺になる｡
白砂とダイナミックな地形、そして独自の生態系から産まれた多
彩な魚群が魅力｡新種、稀種が発見されることも多く、マクロ派
やフォト派にも人気が高い｡
また、母島にもダイビングサービスがオープンし、注目を集めて
いる｡

海の紹介

こんな人にオススメ・ここが見所

2011年に世界自然遺産に登

録され、世界的に注目が集

まる小笠原諸島。有人島で

ある父島、母島をはじめ大小

30あまりの島々から形成され

ています。東京からフェリー

でしか行けないため、手つか

ずの自然が残り、独自の生

態系を見ることができます。

世界自然遺産の島

日本一早い海開きが元旦に

行われる小笠原。その透き

通る海では、シュノーケリン

グで、美しいサンゴに群れる

色とりどりの魚たちを見るこ

とができます。ダイビングを

すれば、クジラやトビエイ、マ

グロの群れなど、季節ごとの

ダイナミックで感動的なシー

ンに出会えるはずです。

とにかくダイナミック

自然豊かで温暖な気候の小
笠原諸島近海は、さまざまな
クジラの回遊ルートになって
いて、野生のイルカも数多く
生息しています。1月～5月上
旬はザトウクジラ、6月～11
月はマッコウクジラに出会え
るベストシーズンです。さらに
6月～12月は、好奇心旺盛な
ミナミハンドウイルカたちと一
緒に泳げるドルフィンスイム
のチャンスもあり。

クジラやイルカに会いたい

OGASAWARA-SHOTOU小
笠
原
諸
島

小笠原諸島

父島

兄島

南島

二見港●



東京都小笠原村父島字西町
TEL.04998-2-2373
FAX.04998-2-2308
http://papasds.com/パパスダイビングスタジオ

パラダイスアイランズツアーならではでの特典

小笠原諸島の取り扱いダイビングショップ

PAPA’S DIVING STUDIO

小笠原のポイントは穏やかな珊瑚礁からドロップオフ、レック（沈
船）、真っ白な砂地までそのロケーションは様々、さらにそれら
のポイントが隣接しているため一日でいろいろなバリエーション
のダイビングが楽しめます。
パパスのスタッフはそんな小笠原の海が大好きなPADIインスト
ラクターの集まり！！初心者の方から上級者までスキルに会わ
せたガイドはもちろん、もっと海を楽しみたい方にはPADIの各種
コースも開催！！
体験ダイビングからインストラクターコースまで様々なご要望に
お答えします。
また、皆様をお連れするダイビングボート『パパスα』は、大型
のキャビンクルーザーで、温水シャワーはもちろん、１００Vコン
セントやエアコン、ドライエリアが完備されカメラ派ダイバーにも
ばっちりです！！

初心者からベテラン、カメラ派まで
完全サポートしたします

ショップ情報
●スタッフの数・5名(うち、インストラクター5名）
●送迎の有無・有
●到着日の２ダイブ・入港時間により可能
●ログ付け・17：00～（繁忙期はログを張り出し）
●クレジットカード・利用可（ダイナース以外）

一日のスケジュール
●8:30・・・・・・・・・・・・・宿へピックアップ
●9:00・・・・・・・・・・・・・出港
●9:30～10:30・・・・・・1本目
●11:00～13:00・・・・・ランチ休憩
●14:30 ・・・・・・・・・・・2本目
●15:00 ・・・・・・・・・・・帰港
●15:30 ・・・・・・・・・・・各宿にお送り

おがさわら丸の入港日や出港日、ケータ列島や母島列島
などのツアーではスケジュールが大きく変わります。

ダイビングボート
●ボート・50フィート１艇
●トイレ、ホットシャワーの有無・有
●日除けの有無。有

３ダイブ目
無料

パパスオリジナル
ロゴステッカー
プレゼント

●滞在中１日に限ります。 ●お一人様一枚に限ります。

併設の宿「パパスアイランドリゾート」

チェックイン：11：30/チェックアウト：10:00
朝食時間：07：30～/夕食時間：18:00 
クレジットカード・利用可（ダイナース以外）
インターネットの接続：客室で無線ＬＡＮ利用可能
洗濯機：有料￥200+￥30（洗剤）  
駐車場：無料 2台   
器材洗い場：有り   
器材干し場：有り
外シャワー：有り
＜お部屋＞
洋室2人部屋：6室/洋室4人部屋：4室
テレビ：無料   
クーラー：無料   
冷蔵庫：有りアメニティ：バスタブ、バスタオル、歯ブラシ、ヒゲソ
リ、シャンプー、リンス、ドライヤー、ポット

PADI
スペシャルティーコース

受講5%オフ
●4月28日、5月1日、8月8日、8月11
日東京発、お正月をまたぐ便は除く。
●事前にスタッフにご相談ください。

特典のご利用方法は 3ページの 「特典の使い方」 をご覧ください。

小
笠
原
諸
島


