モルディブ・ダイブサファリ 「ブルーＫサファリ」
（2018 年 7 月～2019 年 4 月乗船）rev.13Feb’18

◆日本人 ダイビング・ガイド乗船。はじめての方もご安心下さい。
◆ダイブサファリ(クルーズ船での宿泊/ダイビング)でモルディブ・トップダイブサイトへご案内。
◆ジンベエ、マンタを筆頭に、大物、群れ狙い、特別企画ルート(モルディブ北限や深南の赤道など)もあり。

日程例
出発/乗船日
モルディブ
ダイブサファリ
下船日
帰国日

日程
各地からマーレ(モルディブ)へ。20 時～23 時頃乗船
モルディブ・ダイブサファリをお楽しみください。
船 6 泊の場合、なか 5 日間（13 ダイブ付＋追加ダイブ可）
12 時～20 時頃下船。マーレから各地へ→
→ご帰国

宿泊
食事
サファリボート ×/×/×
サファリボート ○/○/○
機内
○/○/×
×/×/×

以下は概要です。後(別)のページに詳細案内がございます。
スケジュール 基本的に土曜日乗船。乗船日とルート(航路)により 4 泊／6 泊／7 泊あり。
乗船は 20～23 時頃、下船は 12～20 時頃となります。
ポイントの多くは通年流れがあります。特に 1 月～4 月頃の乾期はより速く複雑になります。
時季・海況
7 月～11,12 月頃の雨季は比較的潮流が安定。ジンベエ・マンタなどの遭遇率は上がります。
病歴チェック 所定の病歴チェック書にて該当する項目がある場合は医師の診断書必要
アドバンス、またはディープダイビングスペシャルティ。
Ｃカード
ロープ無し潜行・水中集合・中性浮力・潮流対応・安全浮上
スキル
目安
※ご乗船前 6 ヵ月以内のダイビング実施があることをお願いしております。
乗船目安Ａ 通常ルートなど
体力年齢 50 歳程度＝経験 50 本以上、体力年齢 50～70 歳程度の方＝経験 200 本以上
乗船目安Ｂ 特別企画ルートなど
体力年齢 50 歳程度＝経験 100 本以上、体力年齢 50～60 歳程度の方＝経験 500 本以上
乗船目安Ｃ ビギナーウエルカム設定日
体力年齢 50 歳程度＝経験 25 本以上、体力年齢 50～60 歳程度の方＝経験 100 本以上
ダイブコンピュータ・シグナルフロート。
用意あり。要事前申請。現地払い
通常は 12 リッターアルミの通常ＡＩＲタンク。他追加料金によりナイトロックス他タンクもあり
2 名 1 室(ベッド２台または２段ベッド)。
エアコン/トイレ/シャワー付。男女別相部屋となります。
1 名 1 室ご希望は要問合せ。可能な場合は追加料金現地払い
アメニティー タオルは乗船中２枚のバスタオルをお渡しいたします。
他アメニティー（石鹸・シャンプー）
、ドライヤーなどはありません。ご自身でお持ち下さい。
電圧・プラグ 220 ボルト・プラグはＢＦタイプです。日本のコンセントから変換できるプラグはありますが、
数が限られているため、多く利用する方はご自身のものをお持ちになるとよいでしょう。
オプションダイブ、有料タンク利用、レンタル、講習、飲み物他。
現地費用
すべてのお支払いに GST(税金)12％(※変動あり)が課税されます。
チップは１泊 15 ドル目安、グリーン税(モルディブ制定)1 泊 6 ドル(変動アリ)
チップ・税
ダイビング中の事故などにも対応できる保険には必ずご加入下さい。
保険
必須器材
レンタル器材
使用タンク
船室

乗船料
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2018年7月～2019年4月

※最少催行人数は原則7名となります。
※モルディブ最大級の豪華サファリボート「ソレイユ2号」運行日あり(7/14～8/11・9/1・9/8）
■ 乗船目安。目安としてのガイドライン(ブランク・体力年齢・ご経験本数など)
※目安に該当しない場合でも、ご乗船ご希望の場合はぜひ一度お問い合わせいただけましたら幸いです。
乗船目安

A

B
C

◆通常ルートなど
体力年齢50歳程度までの方＝経験本数50本以上、体力年齢50～70歳程度の方＝ご経験本数200本以上。
共にブランク６ヵ月以内
◆特別企画ルートなど(赤道他）
体力年齢50歳程度までの方＝経験本数100本以上、体力年齢50～60歳程度の方＝ご経験本数500本以上。
共にブランク６ヵ月以内
◆ビギナー・ウエルカム設定週(9/1・29・10/27・11/24・1/12・3/23・4/6)
体力年齢50歳程度までの方＝経験本数25本以上、体力年齢50～70歳程度の方＝ご経験本数100本以上。
共にブランク６ヵ月以内

乗船日

乗船
目安

7月14日 土

A

本数※ ルート
泊数 日中のみ 予定環礁
7泊限定

A

7泊限定

A

7泊限定

A
A
A

予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ
予定：北マーレ・バアア環礁※集中
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

A
Ｃ
A
A

$1,240

$1,370

$1,240

$1,370

$1,240

$1,370

予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

$1,240

$1,370

$1,240

$1,370

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い

★ソレイユ２号で運行
9月15日 土

$1,370

6泊/7泊 13/15本 通常コース：ビギナーウェルカム週 マンタ/ジンベエ狙い

★ソレイユ２号で運行
9月8日 土

$1,240

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

9月1日 土

$1,370

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

8月25日 土

$1,370

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い

★ソレイユ２号で運行
8月18日 土

$1,370

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い

★ソレイユ２号で運行
8月11日 土

予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

13本 ★特企：マンタの乱舞狙い。ジンベエは運がよければ。

★ソレイユ２号で運行
8月4日 土

7泊限定

予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

13本 ★特企：エキサイティングな北部チャネルダイブ＆マンタ乱舞狙い
予定：北マーレ・ラヴィヤニ・ラアア・バアア

9月22日 土

A

7泊限定

$1,440

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

9月29日 土

Ｃ

6泊/7泊 13/15本 通常コース：ビギナーウェルカム週 マンタ/ジンベエ狙い

10月6日 土

A

7泊限定

予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

$1,370
$1,240

A
A

$1,370

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

10月20日 土

$1,370

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

10月13日 土

7泊

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い

★ソレイユ２号で運行
7月28日 土

6泊

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い

★ソレイユ２号で運行
7月21日 土

乗船料(連続乗船可）

7泊限定

$1,240

$1,370

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

$1,370

10月27日 土

Ｃ

4泊/6泊

7/13本 通常コース(ショート可)：ビギナーウェルカム週 マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

11月3日 土

Ｂ

7泊限定

A

予定：北マーレ・ラヴィヤニ・ヌーヌ ※あえてバアア行かず。

A

$1,440

7泊限定

$1,240

Ｃ

6泊限定

$1,370

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

11月24日 土

$1,240

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

11月17日 土

$1,090

13本 ★特企：チャレンジ北部(希少種・ギターシャーク/レオパードシャーク）

↑特に乗船目安参照
11月10日 土

*4泊

$1,370

13本 通常コース：ビギナーウェルカム週 マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

$1,240

12月1日 土 チャーター
12月8日 土 チャーター
12月15日 土

A

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

12月22日 土

A
A
A
Ｃ
A

$1,590

$1,720

$1,240

$1,370

$1,470

$1,600

6泊/7泊 13/15本 通常コース：ビギナーウェルカム週 マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

1月19日 土

$1,370

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

1月12日 土

$1,240

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

1月5日 土

$1,370

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

12月29日 土

$1,240

7泊限定

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

1月26日 土

A

7泊限定

$1,600

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

2月2日 土

A

7泊限定

$1,600

13本 ★特企：通常＋ヴァーヴ重点・東端チャネルの変則ルート
予定：南北マーレ・ヴァーヴ・南アリ ※海況でナイトマンタ狙い無しも。

2月9日 土

Ｂ

7泊限定

13本 ★特企：南へ(赤道越え無し）復路フライト利用($330込)

↑特に乗船目安参照

予定：マーレ→ラーム。(フライトでマーレ）

国内線込

※アリ環礁のジンベエ・マンタポイントには行きません。
2月16日 土

Ｂ

7泊限定

$1,980

13本 ★特企：赤道越え 往復フライト利用($660込)

↑特に乗船目安参照

予定：(フライトでラーム）フォームラ→ガーフ(フライトでマーレ）

国内線込

※アリ環礁のジンベエ・マンタポイントには行きません。
2月23日 土

Ｂ

7泊限定

$2,410

13本 ★特企：赤道越え 往復フライト利用($660込)

↑特に乗船目安参照

予定：(フライトでガーフ）フォームラ→アッドゥ(フライトでマーレ）

国内線込

※アリ環礁のジンベエ・マンタポイントには行きません。
3月2日 土

Ｂ

7泊限定

$2,410

13本 ★特企：赤道越え 往路フライト利用($330込)

↑特に乗船目安参照

予定：(フライトでアッドゥ）フォームラ→マーレ

国内線込

※アリ環礁のジンベエ・マンタポイントには行きません。
3月9日 土

A

7泊限定

$2,130

13本 ★特企：通常＋ヴァーヴ重点・東端チャネルの変則ルート
予定：南北マーレ・ヴァーヴ・南アリ ※海況でナイトマンタ狙い無しも。

3月16日 土

A

7泊限定

Ｃ
A

$1,600

6泊/7泊 13/15本 通常コース：ビギナーウェルカム週 マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

3月30日 土

$1,650

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

3月23日 土

$1,650

7泊限定

$1,470

$1,600

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

$1,490

4月6日 土

Ｃ

6泊/7泊 13/15本 通常コース：ビギナーウェルカム週 マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

4月13日 土

A

7泊限定

$1,360

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

4月20日 土

A

7泊限定

$1,490

15本 通常フルコース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ・ヴァーヴ・ラスドゥ

4月27日 土

A

現地にて

$1,490

6泊/7泊 13/15本 通常コース：マンタ/ジンベエ狙い
予定：南北マーレ・南北アリ＋(ヴァーヴまたはラスドゥの何れか）

■諸税、チップ

$1,490

$1,470

$1,600

・グリーン税：１泊につき６ドル（例：６泊で36ドル、７泊で42ドル）
・船のチップ：１泊につき15ドル目安（６泊で90ドル目安、７泊で105ドル目安）

【特設】ルートは移動距離が長く、時間も要するため、通常の7泊15本付より2本少ない13本付となります。
航路や予定に余裕がある場合は現地払いにて追加オプションダイブが可能です。
【乗船料に含まれるもの】
・お一人様あたりの宿泊代金（２名１室利用／男女別相部屋利用が基本）
・食事：乗船翌日の朝食から、下船日まで（午後の下船は昼食まで、夜の下船は夕食まで）
※国内線を利用する特設コースは、下船日の朝食までになります。
・ミネラルウォーター、コーヒー、紅茶、ビスケット、バナナ
・空港送迎：乗船は原則的に乗船日の夜、下船は午後となります。設定以外の時間帯の乗下船は別途料金がかかります。
※国内線を利用するルートは、国内線の発着時間に応じて空港送迎いたします。
・各乗船日規定のダイビング本数（12Lタンク、ウエイト、ガイド込）
【個室利用と追加料金】
予約状況によりシングル利用が可能な場合があります。お問い合わせ下さい。追加料金は現地・現金払いとなります。
4泊の場合$300、6泊/7泊の場合ともに$520。 ※12％のGSTが課税されます。(GST=モルディブ制定の税。※変動あり）
【モルディブ国内線利用の特設コースの場合は、こちらもお読みください。】
・モルディブ国内線受託手荷物は20kgまで無料。超過料金1Kgにつき片道 $3※GST12%課税あり。
※荷物規定は変更になる場合があります。
・遅延、欠航、時刻変更、また予約状況によって、本船への乗船日が翌朝へ変更、また早い下船時刻となる場合や、
荷物だけ前日にマーレへ送るなど、不測の事態が発生する場合、お客様のご負担のない範囲でできるだけ、
元の日程に近づけるよう努めます。
例）マーレ到着後の国内線フライトがキャンセルになった場合：代替えの宿泊先をご用意し、翌日のフライトへ変更など。
止むを得ずダイビング本数が減る場合でもダイビング代の払い戻しはございません。ご了承ください。
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【追加料金・現地払い】
以下現地で消費するすべてに対してＧＳＴ（Good and Service Tax）が 12％課されます。
※ＧＳＴは予告なしに変更されることもあります。
■オプション(追加)ダイブ(+12%)
日中ダイビング１本 37 ドル、ナイトダイビング１本 42 ドル（ナイトダイビングは乗船料に含まれておりません）
■ナイトロックス・大容量タンク(※事前の申請が必要となります) (+12%)
通常ＡＩＲ
(EAN)ナイトロックス
12 リッター/アルミ
追加料金なし
1 本につき＄6
14 リッター/アルミ
1 日につき＄15 適用なし
15 リッター/スチール 1 日につき＄15 適用なし
■レンタル器材／1 日につき ※要事前申請 (+12%)
※メンテナンスされている使い慣れたご自身の器材をご持参いただくことを強くお勧めします。
レンタル器材のご用意もありますが、ご自身の器材が故障した場合のスペア、という設定にさせていただいておりま
す。ご事情でレンタル器材が必要な方は事前に必要な器材、サイズをお知らせくださいませ。
マスク $8
フィン＆ブーツ $8
スノーケル 無料 3 点(ﾏｽｸ/ﾌｨﾝ/ｽﾉｰｹﾙ) $15
ウエットスーツ $10
レギュレーター $20
BCD $20
レギ＆BC セット $35
ダイブコンピューター $20 水中ライト $10※1 回 フロート 無料
■講習 (+12%)
・アドバンスドオープンウォーター講習 １回 $320.00 ・ナイトロックススペシャルティー講習 １回 $220.00
■他（予告なく変更になる場合もあります） (+12%)
ソフトドリンク各種 １本 300ml $2.00 缶ビール各種 １本 330ml $4.00 ウイスキー １ボトル $40.00～
ジン １ボトル $40.00～
ウォッカ １ボトル $40.00～
ラム １ボトル $40.00～
ワイン（赤／白） １ボトル $30.00～
■Wi-fi サービス １乗船 $20.00 (+12%)
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■割引について

（2018 年 07 月～2019 年 04 月乗船分に適用）

用語の定義は以下のとおりとなります。
リピーター

過去にブルーＫサファリの運行する船に乗船なさったことのある方

初乗船

ブルーＫサファリの運航する船に初めて乗船なさる方

■一般ゲスト様割引。各割引、併用してご利用いただけます。
種類

割引額

適用

初乗船割引

US$100

初乗船の方の乗船料より割引いたします。

レンタル器材 50％割引

レンタル器材を 50％引きでご利用いただけます(現地払い)

US$30

ご乗船日の 60 日前までにご予約いただいた方。乗船料より割引。

ダイブ割 60
(早割り)
リピーター割引

紹介した方割引

確定の方のお名前が必要です。お名前の変更はできません。
US$20

ご予約時にお申し出下さい。乗船料より割引いたします。

ｵﾌﾟｼｮﾝﾀﾞｲﾌﾞ 20％引き

乗船中のオプションダイビングが 20％引きとなります(現地払い)

US$30

初乗船の方を紹介していただいたリピーターの方(1 名様のみ)
初乗船の方の乗船後、リピーターの方の次回の乗船料金より割引。
同じ乗船日の場合はその乗船日の料金より割引いたします。
人数上限はありません。例）2 名紹介/乗船後は次回２回分割引あり。
双方(リピーターの方、初乗船の方)へ確認をとらせていただきます。

紹介された方割引

US$20

リピーターの方に紹介された、初乗船の方の乗船時に適用いたします。
リピーターの方と同じ日の乗船でなくても適用となります。

長期乗船割引

US$40

2 週以上連続して乗船なさる場合に乗船料より割引いたします。

特別割引

設定日により

設定日と割引額を決めて実施する場合があります。

他割引

お 客 様か らの お 申し 出

各種割引当選券、オフ会参加割引、リベンジ割引など、該当するお客様

により

からのお申し出、書面確認により割引適用いたします。

■インストラクター割引
ダイビングインストラクターの認定をお持ちの方が、お客様 5 人以上をご集客いただきご乗船なさる場合
インストラクター1 名様の乗船料を無料とさせていただきます。

※オプションダイビング、ナイトロックス他追加料金の必要なタンク利用、レンタル器材、飲み物代、グリーン税、
チップ、飲み物代などの、現地でお支払いいただく費用は必要となります。
※一般ゲスト様割引は適用になりません。

他条件など(一般ゲスト様とは別途、以下の条件を設定させていただいております)
乗船日の 75 日前までに引率者様、お客様全員のお名前が必要となります。
取消料規定・・乗船 60 日前～3 日前までの取消し(20％)、前々日以降(100％)
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■ サファリボート乗船/下船時刻とフライトについて（モルディブ・マーレ到着便・出発便）
お申し込みの際、ご利用のマーレ到着便、マーレ出発便をお知らせ下さい。以下のフライト案内をご参照下さい。
航空会社の２レターコード

UL＝スリランカ航空、CX＝キャセイパシフィック航空、SQ＝シンガポール航空

◆乗船日
20 時～22 時頃の到着便にあわせて空港で出迎え、その後サファリボートへご案内いたします。
以下のフライト、またはこの時間内に到着するフライトをご予定いただくと便利です。
主な到着便例

UL-103 便 19：50 着
CX-601 便 20：45 着
SQ-452 便 22：10 着

早い到着便ご利用の場合は、UL-103 便 19：50 着にあわせて空港出口へお越し下さい。
その時間まではご自身でお過ごしいただくことになります。
SQ-452 便 22：10 着を最終の到着フライトとして想定しております。
これ以降の到着の場合、空港からサファリボートの停泊する港まで、バスまたはタクシーでご自身でお越しいただくことにな
ります。費用は現地払いで、目安としてひとり＄10～＄15 程度です。
尚、0 時を過ぎる到着便の場合はご対応できない場合がありますのでご注意下さい。
空港出口でスタッフがお出迎えしてから、サファリボートへご案内するまで、後の到着便をご利用の方を、スタッフとともに
空港でお待ちいただく場合があります。
◆下船日
15：30～23：30 頃の出発便にあわせて下船し、空港へお送りいたします。
以下のフライト、またはこの時間内に出発するフライトをご予定いただくと便利です。
主な出発便例

UL-116 便 15：30 発(昼食後下船)
CX-602 便 22：15 発(夕食後下船)
SQ-451 便 23：25 発(夕食後下船)

15：30 以前の出発便に間に合うように下船する確約ができない状況です。
サファリボートは金曜日の 12 時頃下船を最終ラインに航路をとります。海況やポイント選定など、現地での状況で確定する
ことになるので、これより早い下船をお約束することができないのです。ご理解、ご了承いただければ幸いです。
※SQ-5481(MI-481)便 12：50 発は、状況により対応できる場合もあります。ご相談下さい。
ダイビングは 24 時間前までとなり、含まれている本数に達していない場合でも払い戻しはありません。

■ 本船の乗下船に、モルディブ国内線フライトをご利用の場合（特別企画サファリ：北回り・赤道付近など）
受託手荷物
モルディブ国内線受託手荷物は 20kg まで無料。超過料金 1Kg につき片道 $3※GST12%課税あり。
荷物規定は変更になる場合があります。
概要
国内線の遅延、欠航、時刻変更、また予約状況によって、本船への乗船日が翌朝へ変更、また早い下船時刻となる場合や、荷
物だけ前日にマーレへ送るなど、不測の事態が発生する場合、お客様のご負担のない範囲でできるだけ、元の日程に近づける
よう努めます。
例）マーレ到着後の国内線フライトがキャンセルになった場合：代替えの宿泊先をご用意し、翌日のフライトへ変更など。
※止むを得ずダイビング本数が減る場合でもダイビング代の払い戻しはございません。ご了承ください。

往路国内線を利用する場合
SQ(シンガポール航空)-452 便 22：10 着を最終フライトとしてその後出発する深夜便を予定していますが、予約状況や遅延、
欠航等により、翌朝の国内線を利用しサファリボートへ乗船となる場合があります。
この場合はマーレ到着日は空港近くの宿泊施設へご案内いたします。

復路国内線を利用する場合
UL(スリランカ航空)-116 便 15：30 発に間に合う国内線を予定していますが、マーレの空港へ午前中に到着する便になる場合
もあります。
ご出発便まではご自身でお過ごしいただくことになります。
また、重量の関係で、ダイビング器材のみ下船前日に別便でマーレに送る場合もあります。
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■モルディブ最大級の豪華サファリボート（クルーズ船） ソレイユ 2 号利用週あり
7/14-8/11、9/1、9/8 の乗船日に設定
ソレイユ号の姉妹船、ソレイユ２号。
モルディブ最大級にして豪華なサファリボートです。
日付限定で日本人向けサファリに就航します。料金はソレイ
ユ号と同額。このチャンスにぜひご利用下さい。

通常ルート各種
■６泊 通常コース
モルディブが初めてなら、この王道コースが１番のオススメ！モルディブと言えば、ジンベエ・マンタの大物と、魚影の濃さ！
ジンベエ・マンタを高確率で狙うなら、迷わずこのツアーを！
（予定環礁：南北マーレ環礁・南北アリ環礁・ヴァーヴ環礁またはラスドゥ環礁）

■７泊 通常フルコース
ダイビング６日間で、王道ポイントを潜り倒しましょう！ジンベエ・マンタ狙いはもちろん、「アリマタ」ナースシャーク・ナイ
トが人気のヴァーヴ環礁や、サメ好き地形好きに人気のラスドゥ環礁をまわります！
最終日は「パウダーブルーサージョンフィッシュの玉」でしめくくり★
（予定環礁：南北マーレ環礁・南北アリ環礁・ヴァーヴ環礁・ラスドゥ環礁）

■４泊 ショート通常コース
ジンベエやマンタなど、アリ環礁の人気サイトをイイトコ取りした、ダイビング３日間のショートツアーです！
お休みがとりにくい方にオススメのコースです！
（予定環礁：北マーレ環礁・南北アリ環礁）

■ビギナー通常コース
「クルーズ船で１週間滞在なんて初めて…」「私のスキルで大丈夫かな…」「大物みられるかな…」
モルディブの海に興味津々！だけどちょっとこわい気も。
そういうビギナーの方に安心のコースです。
いつもはアグレッシブがモットーの BKS ですが、人気サイトをもちろん網羅しつつ、無理のないサイト選びと細か
い説明でサポートしますので、存分にサファリを楽しむことができます！
そして一度乗ったら、「気取らずリラックスできた！」「ダイビング、上手になったかも！」「もっともっと乗りた
い！」と実感いただけます！
（予定環礁：南北マーレ環礁・南北アリ環礁・ヴァーヴ環礁またはラスドゥ環礁）

【人気のダイビングサイト】
ジンベエザメ出現ポイント（南アリ環礁マーミギリ沖）
マンタクリーニングステーション（南北アリ環礁）
クダラティラ（南アリ環礁）
フィッシュヘッド（北アリ環礁）
ラスドゥマディバル（ラスドゥ環礁）
ナースシャークナイト（ヴァーヴ環礁アリマタ）
カンドゥーマティラ（南マーレ環礁）
パウダーブルーサージョンフィッシュ玉ポイント（北マーレ環礁）

■雨期企画！北部環礁ツアー！BKS の雨期シーズンに欠かせない、ノーススベシャル！
★7 月 28 日 第一弾★
ハニファルぐるぐるマンタを狙う、バアア環礁集中ルート！
シーズンスタートに先駆けて、ユネスコ保護海域ハニファルベイのマンタ乱舞を狙いに行きます！運がよ
ければ、ンベイザメと出会えるチャンスも！？（予定環礁：北マーレ環礁・バアア環礁）

★9 月 15 日 第二弾★
ラヴィヤニ・バアア コラボルート！
北部環礁の中で、ラヴィヤニ環礁はチャネルが数多く、エキサイティングなダイビングができます！ハニ
ファルぐるぐるマンタも、チャネルダイビングも、欲張りたいならコチラ！
（予定環礁：北マーレ環礁・ラヴィヤニ環礁・ラアア環礁・バアア環礁）

★11 月 3 日 第三弾★
ラヴィヤニ・ヌーヌ チャネルルート！
敢えてバアアには行かず、ギターシャークやレオパードシャークといった希少種を狙うコース！北部環礁
チャレンジ企画です！（予定環礁：北マーレ環礁・ラヴィヤニ環礁・ヌーヌ環礁）
※乗船条件があります。
■乾季の目玉は、アグレッシブを得意とする BKS がお届けする、ダイナミックなチャネルダイブウィー
ク！
★2 月 2 日＆3 月 9 日
ヴァーヴ環礁重点 変則通常ルート！
周遊環礁は通常ルートと同じですが… いつもは遠くて足を伸ばせない、 ヴァーヴ環礁東端まで行って
チャネルを攻めるツアー！もちろん人気のアリ環礁にも行きますよ！通常ルートは知っている、そしても
っとエキサイティングなダイビングがしたいならコチラ！
（予定環礁：北マーレ環礁・南マーレ環礁・ヴァーヴ環礁・南アリ環礁）
※海況によっては、ナイトマンタは狙いません。
★赤道ウィーク
シーズン最大企画！BKS 恒例のこのルート、今シーズンは４週でお届けします！
通常ルートではなかなかお目にかからない水中イルカ・カジキ・ハンマーを狙って赤道まで南下！求める
ものは、外洋から流れ込む潮と透明度と、超エキサイティングなチャネルダイビング！もちろんナイトジ
ンベエが狙えるポイントも行きますよ！通常ルートを知り尽くしたモルディブフリークなダイバーにぴっ
たりのルートです！
※アリ環礁のマンタ・ジンベエポイントには行きません。
※乗船条件があります。
１週目 2 月 9 日 マーレ → ラーム環礁（赤道を越えません）
２週目 2 月 16 日 ラーム環礁 → フォームラ環礁 → ガーフ環礁（赤道を越えます）
３週目 2 月 23 日 ガーフ環礁 → フォームラ環礁 → アッドゥ環礁（赤道を越えます
４週目 3 月 2 日 アッドゥ環礁 → フォームラ環礁 → マーレ（赤道を越えます）

■ ソレイユ号について
給水装置
平均航行速度
収容人数
キャビン
キャビン内
設備
全体設備

淡水化装置により、24 時間の真水・温水が供給可能
12 ノット
14 名～16 名
ツイン７室(エアコンあり。トイレ・シャワー別)
シングル用１室（エアコンあり。トイレ・シャワー別ではなくはユニット）
ドレッサー、衣服用ロッカー、電源プラグ（220V）
、バスタオル２枚、救命胴衣
※ヘアードライヤーや、シャンプー、リンス他アメニティーグッズ等はご自身でお持ちください。
サンデッキ、レストラン兼ラウンジ、TV モニター（HDMI 接続可能）
、DVD プレーヤー、カメラ器材収納スペー
ス（マルチプラグあり）
、電話無線および GPS

スタッフ
(Sakiko Takeshita/PADI & BASC Instructor)
北マーレのリゾートアイランドのダイビングセンターで、勤務していました。
「この広いモル
ディブ、ほかの環礁も潜りたい！ジンベーに逢いたい！ハンマーに逢いたい！」という想い
が募り、ブルー“K”サファリに参加させて頂きました。とにかく美しいものを眺めるのが好
きです。頭上を雄大に流れるジンベイのフォルム、目の前を優美に舞うマンタ、360 度の澄
んだブルー、薄闇のライトで鮮やかに発色するコーラル、リーフの宝石のように色とりどり
な魚たち… そして個人的にはマクロ好き(^_-)：マクロもワイドも地形派も、いろんなとこ
ろに目移りしてしまう贅沢な海だと思います。早朝からナイトまで潜り倒してください(^ ^)
私がブルー“K”サファリで働きたいと思ったきっかけ、一緒に大物に逢いにいきましょう(^
^)
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以下は最初のページで概要としてご案内した項目の、詳細説明です。
ご一読いただき、お申し込み下さいませ。
ご不明な点などどうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。

お申し込みの前にご一読下さいませ。安全で楽しいダイビングの為、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
ブルーＫサファリ(以下ＢＫＳ)では、リゾートでのダイビングのように、初心者（体験ダイビング）から上級者まで、すべて
のダイバーに楽しんでいただけるスタイルとは趣きが変わり、サファリダイビング(本船に寝泊りしながらダイビングを
重ねるダイビングクルーズ)として、ダイビングをとことん重視したスタイルになっています。
サファリダイビングの醍醐味である、ダイナミックなトップダイブサイトを選定してご案内しますので、大物・魚影狙いの
潮流の速いポイントへご案内する場合も多くあります。
ダイバーひとりひとりが安全潜水に対する知識とご経験を持っていることが必要になるため、安全にお楽しみいただけ
ると思われる目安を、下記のとおりご案内しております。
お申し込み時には、下記ご案内をご一読いただき、ご理解いただいたうえでご乗船いただけましたら幸いです。
ダイビングスキルや体力など、年齢にかかわらず個人差がございます。みなさまに安全に楽しくご乗船いただけるよう、
ご不安な点やご質問などできる限りアドバイスさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

■ 目安としてのガイドライン(ブランク・体力年齢・ご経験本数など)
※以下、満たない場合でも、ぜひ一度ご相談下さいませ。

■■共通のご案内
アドバンスの認定が必要となります。
ご乗船前 6 ヵ月以内のダイビング実施があることをお願いしております。
■乗船目安 Ａ 通常ルートなど
体力年齢 50 歳程度＝経験 50 本以上、体力年齢 50～70 歳程度の方＝経験 200 本以上
全ダイブ、ドリフトスタイル及び反復ディープダイビングです。
船をアンカーなどで固定せずに潮の流れに乗って流されながら水中を移動するダイビングスタイルなので、水面（上層）
の流れが速い場所でエントリーすることが多く、エントリー後は水面集合ではなく、水中のある深度（10m 以深）で集合
する潜降方法を用います。
必要スキル
・ロープなしのスムーズな潜降と安全な速度での浮上
・完全な中性浮力コントロール
・流れに逆らえるだけのフィンキック力がある
・耳抜きに問題がない
・呼吸が大きく乱れない
・エアが極端に早すぎない
・ガイドの指示に従うことができる
・いざとなったらご自身で安全に浮上できる技術を有している

■乗船目安 B 特別企画ルートなど
体力年齢 50 歳程度＝経験 100 本以上、体力年齢 50～60 歳程度の方＝経験 500 本以上
特別企画コースは、超エキサイティング＆ダイナミックな、チャネルダイビング重点コースです。
ダイビングスタイルは、毎日３本激流のなか、チャネルクロスのみ。
ただ激流というだけではなく、水底の見えないブルーウォーターでのアップ・ダウンカレントを含むドリフトスタイルなの
で、
・強い流れに逆らうことができるキック力
・常に完璧な中性浮力
・素早い自由潜降
・緊急時に単独で安全に浮上できる技術と冷静な判断力
が必要です。
かなりのダイビングテクニックが必要なので、ご乗船の目安を高くご案内しています。
上級者でしたら安全にお楽しみいただけるという企画です。
初級・中級の方は、特別企画コースを目標に、BKS 通常コースを潜り込むことをお勧めします。
■乗船目安 C ビギナーウエルカム設定日
体力年齢 50 歳程度＝経験 25 本以上、体力年齢 50～60 歳程度の方＝経験 100 本以上
気取らずリラックスしてダイビングを楽しんでいただくこと、サファリダイビングを体験しながらダイビングスキルの上達
を目指すこと、を重視したスタイルになっています。
安全を第一優先に考えて楽しくご乗船いただけるよう、初級の方に合わせてダイビングポイントを選定します。
全ダイブ、ドリフトスタイル及び反復ディープダイビングのため、ディープダイビングのスペシャルティー、またはアドバ
ンスドオープンウォーター以上のレベルの C カードをお持ちいただくようご案内しております。
■ シーズンによる海況の変化
モルディブには「雨季」と「乾季」があり、それぞれで違った環境をもたらします。ご自身のご希望(ルートや狙いなど)、
ご経験・スキル・体力（脚力）に応じて、乗船時季をご検討いただければと思います。
一般的に「乾季」と呼ばれる 12 月～4 月頃は、透明度も上がり晴天が続くといった良い条件が揃っていますが、潮流も
速くなり、体力（脚力）を要します。
また一般的に「雨季」と呼ばれる 7 月～11 月頃は、やや透明度が落ちスコールの回数も増えますが、潮流が安定して、
マンタ、ジンベエなどが多く見られるシーズンです。
■ モルディブが定めたダイビング深度制限について
2004 年より、モルディブは法の規制により、認定証（C カード）のランクによるダイビング深度制限が設けられました。
オープンウォーターレベルのダイバーは最大深度 20ｍまでの制限となりました。
現実的には、サファリダイビングで潜るポイントのほとんどは 20ｍ以上の深さがあるため、ご乗船いただくみなさまに
は少なくとも、ディープダイビングのスペシャルティー、またはアドバンスドオープンウォーター以上のレベルの C カー
ドをお持ちいただくようご案内しております。
■ 安全にダイビングを楽しんでいただくために
安全にダイビングを楽しんでいただけるよう、現地インストラクターの判断で、乗船中に中性浮力スペシャルティーなど
の講習をお受けいただくようお願いする場合がございます。また、海況やダイビングポイントによっては、現地インスト
ラクターの判断により、他の方と同じ場所で潜ることができない場合もあること、そのダイビングをご遠慮いただくようお
伝えする場合もあることを、前もってご了承下さい。

■ 病歴に関する質問書のご提出について
ご乗船いただく全てのお客様に、「病歴に関する質問書」を事前にご提出いただいております。
安全に楽しくダイビングをなさっていただくために、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
質問項目に「YES」のチェックがある場合は、ダイビングが可能であるという医師の署名入りの診断書をご提出いただ
くようお願いしておりますので、お申し込み後はお早めにご確認ください。
過去において患った病気・怪我によっては、ダイビング活動を中止、または乗船をお断りする場合もありますことを、
前もってご了承ください。特に、ダイビング活動において禁忌事項となる呼吸器系・循環器系・耳鼻科系の病歴をお持
ちの方や、何らかの病気で医師の投薬を受けている方、加療中の方、リウマチなどで身体が思ったようにコントロー
ルできない方、または完治していたとしても過去１年以内において手術の経験がある方は、検討が必要です。
ただしそういった事項に当てはまるといっても、ダイビングが 100％不可能なわけでもありません。医師の適切な指
導のもと、医師の診断を受ければ、ダイビングが可能な場合もあります。
※上記質問に関して、虚偽または事実と異なる回答をされた場合、ご乗船やダイビングへの参加をお断りする場合
がございます。また乗船中に発覚した場合、お客様の現状が明確になるまで、ダイビングへの参加をお断りする場
合がございます。その際に発生する費用（人件費・通信費・交通費など）はお客様ご自身の負担となります。
また万が一に備え、ツアーに参加する前に、各自が海外旅行保険やダイビング保険へ加入してくることを強くお勧め
しております。
■必要なダイビング器材
ダイビングに必要な器材は、基本的に全てご持参ください。
ダイブコンピューターとマーカーブイ（シグナルフロート）は必携です。
レンタルもございますが、ご自身のものをご持参いただくことを強くおすすめいたします。
※モルディブが定めたダイビング深度制限により、ダイビングで潜ることができる最大の水深は 30ｍとなります。
これは潜水病の発生を防ぐための条約です。無減圧潜水を行ってダイバーの体を守るために、ダイブコンピュータ
ーが必要です。
また、ダイビングガイドは万全の注意を払っておりますが、万が一にダイビングガイドを見失った場合に備えて、シグ
ナルフロートも必須となります。
ご持参いただいたダイブコンピューターの使い方が分からないというお客様がいらっしゃいますが、ご質問されても
お答えできない場合もありますので、前もって使い方を熟知した上でお持ちください。もしくは取扱説明書をお持ちく
ださい。
■ レンタル器材について
※メンテナンスされている使い慣れたご自身の器材をご持参いただくことを強くお勧めします。
レンタル器材のご用意もありますが、ご自身の器材が故障した場合のスペア、という設定にさせていただいておりま
す。ご事情でレンタル器材が必要な方は事前に必要な器材、サイズをお知らせくださいませ。
---------------------------------------------------------------------------------------------------ご乗船いただくみなさま一人一人にご満足いただけるよう、安全を第一優先に考えてサービスをご提供するため、スタ
ッフ一同取り組んでおります。みなさまのご理解とご協力をお願い申し上げます。予約するにあたって不安なことや尋
ねてみたいことなど、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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お取引条件
■ 通常のご予約の場合
※インストラクター割引利用の場合は別途規定があります。別頁の「割引について」をご参照下さい)
・お支払い
ご予約時に乗船料金の 20％のご入金
ご乗船一カ月前の同日までに残金のご入金
換算レートは、ご請求時のキャッシュセーリングレートで円換算のうえ 1 円未満切り捨てでのご請求となります。
お振込先：三菱東京 UFJ 銀行 横浜駅前支店 普通 ００６５３９１ 株式会社横浜カンパニー
・お取消
次に定める取消料をお支払いただく事によって予約をお取消する事ができます。
（チャーターの場合は別途定めます）
・乗船日から起算して遡って３０日前～３日前までのお取消代金・・・・・・乗船料金の２０％
・乗船日の前々日から当日までのお取消代金・・・・・・・・・・・・・・・乗船料金の１００％
・乗船予定日後の取りやめ、無連絡不参加および出発後の離団・・・・・・・乗船料金の１００％
■ チャータについて
・チャーター料金
ソレイユ号・13 名分のお支払にて最大 15 名様まで貸切としてご乗船いただけます。
※ピーク時、特設企画サファリ時のチャーターは原則としてお受けできませんがご相談ください。
・お支払い
チャータークルーズご予約時・・・・・チャーター代金合計の２０％
乗船日より遡って６０日前までに・・・チャーター代金合計の３０％
乗船日より遡って３０日前までに・・・チャーター代金合計の５０％
※６０日前のご予約には合計の５０％が必要です
※３０日前のご予約には合計の１００％が必要です
換算レートは、ご請求時のキャッシュセーリングレートで円換算のうえ 1 円未満切り捨てでのご請求となります。
お振込先：三菱東京 UFJ 銀行 横浜駅前支店 普通 ００６５３９１ 株式会社横浜カンパニー
・取消条件
チャーターのご予約日～乗船日から遡って６１日前までのお取消代金・・・・・・・クルーズ代金の２０％
・乗船日から起算して遡って６０日前～３１日前までのお取消代金・・・・・クルーズ代金の５０％
・乗船日から起算して遡って３０日前～３日前までのお取消代金・・・・・・クルーズ代金の１００％
・乗船日の前々日から当日までのお取消代金・・・・・・・・・・・・・・・クルーズ代金の１００％
・乗船予定日後の取りやめ、無連絡不参加および出発後の離団・・・・・・・乗船料金の１００％

■ブルーＫサファリについて
会社名：Blue K Safari Maldives
本社所在地：HULHUMALE LOT10197NIROLHU MAGU SHAAMIYAAGE 2nd FLOOR Rep.of MALDIVES
日本窓口：株式会社横浜カンパニー 〒240-0022 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西久保町 36 番
電話：045-333-4200 メール：info@tripplan.jp 担当：永吉拓也(携帯：090-9968-5710)
お問い合わせ、お申込はお取扱い各旅行会社様までどうぞ。

