▶ A•B•C… 人気のセットプラン
h
全てのコースは専属ガイド付で安心してご参加いただけます♪
k
▶ Aコース…カヤックツアー
c青の洞窟スノーケル＆浅瀬で潜る体験ダイビングの半日ツアー♫
▶ Bコース…体験ダイビング
▷青の洞窟スノーケル ＆
f真栄田岬
（まえだみさき）
開催！水中世界の醍醐味を体験♫

▷青の洞窟体験ダイビング or
アドベンチャー体験ダイビング
☞12才〜所要時間約2h。 Dive Time約35〜45分。
通常：¥9,800 ▶ペア割引

￥8,000

インリーフ体験ダイビング

☞10才〜所要時間約3.5h。大人2名以上〜セット割引
通常：¥13,000 ▶セット割引

￥10,000

☆開始時間 ▶ 8:00〜／ 12:00〜

☆開始時間 ▶ 8:00／10:00／12:00／14:00
▶神秘の洞窟ダイビング☆

a比謝川カヤック＆青の洞窟スノーケルの半日ツアー♫

a空港から60分〜読谷村 比謝川で開催！ ジヤングル気分で自然を満喫♫

▷比謝川（ひじゃがわ）マングローブカヤック
☞3才〜所要時間約2h。 大人2名以上〜ペア割引
お尻や足元が濡れたり汚れても良い軽装を準備。
ペットボトル、帽子、
ビーチサンダルがあるといいです。

￥5,000 （12才以上）

大人通常：¥6,300 ▶

￥4,000 （6才〜11才）
幼児料金：▶￥2,000 （3才〜5才）

こども通常：￥5,300 ▶

☆開始時間 ▶AM 8:00 ／ 10:00
▶PM 12:00 ／ 14:00 ／ 15:30（夏期8-9月のみ）

▶クマノミの楽園へ！
f真栄田岬（まえだみさき）開催！ 浅瀬で潜るはじめての水中体験♪

▷インリーフ体験ダイビング

☞10才〜所要時間約1.5h。 Dive Time約15〜20分。
通常：¥8,500 ▶ペア割引

￥6,500

☆開始時間 ▶ 8:00〜／12:00〜

▶ Cコース…スノーケルツアー
f真栄田岬
（まえだみさき）
集合！青のスポットへご案内♪

▷青の洞窟探険スノーケル or
熱帯魚とサンゴの森スノーケル

▷比謝川マングローブカヤック ＆
青の洞窟スノーケル

☞6才〜所要時間約4h。 大人2名以上〜セット割引

￥8,500 （12才以上）
￥7,500 （6才〜11才）

大人通常：¥10,800 ▶

こども通常：¥9,800 ▶

☆開始時間 ▶8:00〜／ 12:00〜

a比謝川カヤック＆体験ダイビングの半日ツアー♫

▷比謝川マングローブカヤック ＆
インリーフ体験ダイビング

☞10才〜所要時間約4h。 大人2名以上〜セット割引

￥11,000（12才以上）
￥10,000（10才〜11才）

大人通常：¥14,800 ▶

☞6才〜所要時間約2h。新素材ウエットスーツで着心地抜群。 こども通常： ¥13,800 ▶
☆開始時間 ▶8:00〜／ 12:00〜
通常：¥4,500 ▶ペア割引

￥3,500

☆開始時間 ▶ 8:00／10:00 ／12:00／14:00

▶熱帯魚がいっぱいのスノーケルを体験しよう!

▶ 5大参加特典プレゼント
●
「春夏秋冬」大人2名以上〜 ペア割（ひとり料金）
●Aコースは、家族に嬉しい こども割（11才まで子供料金）
●セット割&リピーター割（さらに¥300割引料金）
●新素材ウェットスーツの無料レンタル（Superストレッチ）
●ワイドレンズ仕様の水中カメラ（データ無料プレゼント）

▶Dコース…FunDiveツアー

◆お申し込み方法はとっても簡単です。

aStep1
▶FUN Diveは毎日が発見!
b那覇発or恩納村発ボートで10〜30分ショート・トリップDive♪

▶チービシ or 恩納村ボートFun2DIVE

￥13,500-

通常：￥14,500-がバディ割
b読谷村発ダイバー憧れのジンベエザメと泳ぐショート・トリップDive♪

▶読谷村ジンベエザメFun1DIVE

13,700-

通常：￥14,700-がバディ割 ￥

b那覇から高速クルーザーで日帰り憧れのケラマブルーへ♪

▶ケラマ諸島クルーズ ボート3DIVE

20,500-

通常：￥22,500-がバディ割 ￥

▶フル器材レンタル料金

2,100-

通常：￥4,200-がバディ割 ￥
☞参加資格：Cカード保持者限定。
必要なもの：Cカード、
ログブック、
マイ器材など。
料金に含まれるもの：ガイド、
タンク、
ウエイト、保険料。

バディ割

Dコース：2名様〜バディ割

▶ Eコース…Cカード取得コース

■ホームページまたは■E-mail
■☎TELのどちらでもOK!

※必要事項※ □旅行ツアー会社名 □日程
□参加日 □参加コース □参加人数
□代表者名前 □ホテル名 □連絡先

【予約フォーム】

●旅行会社名 (
●旅行日程
(
／
●参加日
（
／
●参加コース名（
●参加人数
（
●参加者氏名1.
4.
□滞在先ホテル名 （
□連絡先携帯№ （
□返信先 E-mail（

aStep2
aStep3

〜
／
）
）希望時間帯（
名）
2.
5.

3.
6.

グ

マン

自然体験

)
）
）

）
）
）

☆お申し込みいただいたお客様には
24時間以内に返信をいたします。
返信先を必ずお知らせ下さい。
☆予約の最終確認：参加前日の夕方
17：30〜19：00の指定時間内に
担当スタッフからお客さまの携帯 へ
当日の打ち合わせをいたします。

-ご注意-呼吸器、循環器系の疾患、耳鼻の疾患、
てんかん、
自律神経系の病歴、妊娠中の方は、
ご参加をお断りする場合が
ございますので、事前にお問い合わせ下さい。

aお申し込みは、
お早めに！
どんな事でも遠慮なくお気軽にご相談下さい。h

090-3792-5724
098-894-0545

info@wave-net-jp.com

ケラマ

Cカード

教育旅行

〠901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐1-6-19
▷PADI Scuba Diver !日間は、
旅行日程2泊3日以上〜で計画して下さい。
▷PADI Open Water Diver 2日間は、
旅行日程3泊4日以上〜で計画して下さい。
▷スケジュールの詳細は、
ホームページをご覧下さい。
ご不明な点は、
お気軽にお問い合わせ下さい。
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ダイビング ジャングル探検

大自然と遊ぶ〜KeyWord…
冒険ツアーが満載♬
☆2名様以上からペア割引料金の特典付♬
♢当店のこだわり5ヶ条♢
☆小さいShopですが創業20年の経験と累積約10000名
超の集客実績。 ツアーガイド力に絶対の自信があります。
☆ベテランインストラクター、
ツアーガイド力は、他店にはない
経験豊富(15〜20年）
なスタッフが案内します。
（初めての体験だから、
ガイドの力量の差が、満足度を左右します。）
☆ツアー中は、
自然環境に十分配慮し、
フィールドの保全•清掃活動
や地域社会の模範となるよう努めています。
☆水中画像及びツアー画像は、
お客様へ無料プレゼント
（お気軽に担当者へお申し付け下さい）
☆職場やクラス単位の教育旅行（修学旅行）、団体旅行様には別途、
料金のお見積もりが可能です。
（お気軽にご相談下さい）

沖縄wave

検索

H.Pから最新情報とツアーに参加された
お客様の声がご覧になれます♬

