
2019年11月〜2020年6月�日帰りサファリ＆オーバーナイト日程
注1. 注2 注3.

料金

許可書代�別途

1 19年11月9日 土曜日 バラフエダイ産卵 (早朝）バラフエダイ大産卵&オリジナルポイント 100本以上 シャークシティ オリジナルポイント オリジナルポイント $270 $160 $50 $50

2 19年11月17日 日曜日 オキフエダイ�大群 オリジナルポイントSE-1でオキフエダイの大群＆EAST AREAでパヤオ（浮き漁礁）orブルーウォーターダイブ 50本以上 SE-1 EAST AREA EAST AREA $220 $110 $50 $50

3 19年11月24日 日曜日 カンムリブダイ産卵 (早朝）カンムリブダイ大産卵&オリジナルポイントで魚の群れづくし 50本以上 グラスランド オリジナルポイント オリジナルポイント $320 $210 $50 $50

4 19年12月9日 月曜日 バラフエダイ産卵 (早朝）バラフエダイ大産卵&シャークシティ�づくし�西の王者シャークシティで大物を狙え！ 100本以上 シャーク�シティ シャークシティ シャーク�シティ $270 $160 $50 $50

5 19年12月16日 月曜日 オキフエダイ�大群 オリジナルポイントSE-1でオキフエダイの大群＆海洋哺乳類を探しながらアンガウル2ダイブ！ 100本以上 SE-1 アンアガウルエリア アンガウルエリア $310 $200 $85 $100

6 19年12月23日 月曜日 カンムリブダイ産卵 (早朝）カンムリブダイ大産卵&ペリリューで大物狙い！ 200本以上 グラスランド ペリリューエリア ペリリューエリア $330 $220 $80 $100

7 20年1月3日〜6日 金〜月 ツノダシ�群れ ツノダシWEEK（時期限定！黄色の絨毯に囲まれる！）ツノダシ＆ツノダシを狙うサメをメインにダイビングします！ 50本以上 $230 $120 $50 $50

8 20年1月8日 水曜日 バラフエダイ産卵 (早朝）バラフエダイ大産卵&ペリリューロウニンアジ狙い 200本以上 シャークシティ ペリリューエリア ペリリューエリア $330 $220 $80 $100

9 20年1月22日 水曜日 カンムリブダイ大産卵 (早朝）カンムリブダイ大産卵&ペリリューで大物狙い！ 200本以上 グラスランド ペリリューエリア ペリリューエリア $330 $220 $80 $100

10 20年2月2日〜5日 土〜水 ツノダシ群れ ツノダシWEEK（時期限定！黄色の絨毯に囲まれる！）ツノダシ＆ツノダシを狙うサメをメインにダイビングします！ 50本以上 $230 $120 $50 $50

11 20年2月20日 木曜日 カンムリブダイ大産卵 (早朝）カンムリブダイ大産卵&�シャークシティ�＆ブル—コーナー 100本以上 グラスランド シャークシティ ブル—コーナー $270 $160 $50 $50

12 20年3月6日 金曜日 バラフエダイ大産卵 (早朝）バラフエダイ大産卵&ペリリューロウニンアジ狙い 200本以上 シャークシティ ペリリューエリア ペリリューエリア $330 $220 $80 $100

13 20年3月14日 〜19日 土〜金 イレズミフエダイ�大集結 イレズミWEEK （春1番の大イベント！パラオだけ、そして季節限定。ものすごい数のイレズミフエダイは圧巻！） 200本以上 ペリリューエリア ペリリューエリア ペリリューエリア $270 $160 $30 $100

WEEK中�産卵が狙える日は早朝からの3ダイブになります。 ペリリューエリア ペリリューエリア $310 $200 $30 $100

※�イレズミフエダイ狙いがメインになりますのでペリリューコーナー、エクスプレスのダイビングを確約するものではございません。

14 20年3月20日 金曜日 カンムリブダイ大産卵＆イレズミ (早朝）カンムリブダイ大産卵&ペリリューでイレズミ群れ 200本以上 グラスランド ペリリューエリア ペリリューエリア $330 $220 $80 $100

15 20年4月5日 日曜日 バラフエダイ産卵 (早朝）バラフエダイ大産卵&オリジナルポイント＆ユーカク 100本以上 シャークシティ オリジナルポイント ユーカク $360 $250 $65 $50

16 20年4月12日 日曜日 オキフエダイ大群＆イレズミ オリジナルポイントSE-1でオキフエダイの大群＆イレズミフエダイも見に行きます！ 100本以上 SE-1 イエローウォール イエローウォール $260 $150 $80 $100

17 20年4月13日〜18日 月〜土 イレズミフエダイ�大集結 イレズミWEEK （春1番の大イベント！パラオだけ、そして季節限定。ものすごい数のイレズミフエダイは圧巻！） 200本以上 ペリリューエリア ペリリューエリア ペリリューエリア $260 $150 $30 $100

WEEK中�産卵が狙える日は早朝からの3ダイブになります。 ペリリューエリア ペリリューエリア $310 $200 $30 $100

※�イレズミフエダイ狙いがメインになりますのでペリリューコーナー、エクスプレスのダイビングを確約するものではございません。

18 20年4月21日 火曜日 アンガウル＆ルーカス 海洋哺乳類を探しながら行く�アンガウル＆ルーカス 100本以上 アンガウルエリア ルーカスOR�アンガウルエリア ルーカス�エリア $310 $200 $35 $100

19 20年5月12日 火曜日 アンガウル＆ランドツアー 海洋哺乳類を探しながら�アンガウル2本＆�パラオ創世神話の島�アンガウルランドツアー 100本以上 アンガウルエリア アンガウルエリア アンガウルランドツアー $370 $260 $35 $100

20 20年6月9日 火曜日 オキフエダイ大群＆海洋哺乳類探し オキフエダイ大群＆海洋哺乳類を探しながら�パヤオ（浮き漁礁）or�ブルーウォーターで博打ダイブ！ 50本以上 SE-1 EAST AREA EAST AREA $220 $110 $50 $50

21 20年5月19-20日 火〜水 パラオ創世神話の島�アンガウル＆ 19日�アンガウル2ダイブ＆ランドツアー���ペリリュー泊 200本以上 アンガウルエリア アンガウルエリア ランドツアー お1人/$850 $85 4名様から催行

�ペリリューのオーバーナイト 20日�ペリリュー�3�ダイブ ペリリューエリア ペリリューエリア ペリリューエリア

22 20年5月30-31日 土〜日 パラオ北端�秘境カヤンゲルへ 30日�テールトップ�エリア��3本������カヤンゲル泊 200本以上 お1人/$850 $20 4名様から催行

31日�テールトップエリア�3本

23 20年6月4日〜5日 火〜水 パラオ北端�秘境カヤンゲルへ 4日�テールトップ�エリア��3本������カヤンゲル泊 200本以上 お1人/$850 $20 4名様から催行

5日�テールトップエリア�3本

$190 無し $50 $50

19年11月10日〜12日 日〜火 マンタの捕食が狙えるであろう�潮回りです。ただし実際に行ってみて潮の流れ次第では�プランクトンが少ない場合もあり 通常2タンクダイブの後�午後3本目のダイビングで狙います。 $190 無し $50 $50

19年11月25日〜27日 月〜水 マンタが捕食にこない場合もあります。 潮待ちして�いいタイミングを狙ってエントリーしますので $190 無し $50 $50

19年12月10日〜12日 火〜木 帰港が遅くなることもございますのでご了承下さい。 $190 無し $50 $50

19年12月24日〜26日 火〜木 ※本数制限はございませんが�中層を泳ぐダイビングになる為 $190 無し $50 $50

��20年�1月9日〜11日 木〜土 中性浮力を取れる事が�望ましいです。 $200 無し $50 $50

��20年�1月23〜25日 木〜土 $200 無し $50 $50

��20年�2月7日〜9日 金〜日 $200 無し $50 $50

【注意事項】

�   日帰り�SAFARIツアーは�最小催行人数 1名様より確定させて頂きますが、1名催行の場合シングルチャージが別途必要となります。料金表でご確認下さい
�� 長年のデータをもとにベストなタイミングを計っておりますが、自然のことなので100%見られるというものではございません。あらかじめご了承下さい。
�   ダイビングポイントは、当日の海況により変更になる可能性がございます。
�   SAFARIは3本込みのパッケージになっております。お客様のご都合で3本参加されない場合でも料金はかわりませんのでご了承ください。

��ダイビング初日からのサファリツアーご参加は安全管理上お受けできません。予めご了承下さい。（グルグルマンタは除きます）

注1： 参加条件 注3： �必要許可証
���参加条件本数を満たしていること。 �KOROR：＄50/ 10 DAYS→ロックアイランドパーミット/ブルーコーナー等の�コロール州エリアの許可証です。
���本数の目安はあくまでも”目安”です。SAFARIはブイの無いポイントで潜るため”目安の本数経験”の他、スムーズなフリー潜降、中性浮力、ある程度の泳力（400mスノーケリング9分程度）が必要です。 �PELELIU：＄30/10 DAYS→ペリリューエリアの許可書です。
���経験本数を満たしていても技量不十分とガイドが判断させていただいた場合は参加をお断りする場合もございます。 �NGARDMAU：＄15/1DAY→ユーカクエリアの許可書です。
���200本以上の経験が必要なペリリュー海域は、時に複雑な強い流れがかかる為、流れのある中層を泳いでダイビングできる泳力、水中で素早くガイドの指示に従って頂ける注意力、が絶対条件になります。 �ANGAUR：＄35/1DAY→アンガウルエリアの許可書です。

 KAYANGEL：$20/DAY→カヤンゲルエリアの許可書です。ポイントによって金額が変動する場合もございます。

注2： アップチャージ 旅行会社で既に2タンクダイブの料金をお支払い済のお客様で、現地でSAFARIに切り替えて参加される場合の追加料金

NO
参加条件本数

アップ
チャージ

必要許可書
シングルチャー

ジ
早朝 1 2 3

日程 内容

グルグルマンタを（捕食マンタ）狙え！

テールトップエリア テールトップエリア テールトップエリア

テールトップエリア テールトップエリア テールトップエリア

スペシャルトリップ�OVER NIGHT

テールトップエリア テールトップエリア テールトップエリア

テールトップエリア テールトップエリア テールトップエリア

ダイビングポイント（予定）

ブルーコーナー又はシアスコーナー

ブルーコーナー又はシアスコーナー

ペリリューエクスプレス

ペリリューエクスプレス
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