
 

チーム美らサンゴ     
参加証明書をお持ちの方限定 

ダイビングライセンス  

キャンペーン 
 

ダイビングライセンスを取得してサンゴの植付けに参加しよう！ 

開催日限定 ダイビングライセンスキャンペーン 

ノンダイバープログラムでご参加いただいていた皆さん、この機会にダイビングライ

センスを取得してサンゴの植付けを一緒にしませんか。 

開催日限定のご案内です！定員に達し次第締め切りとさせていただきます。 

詳しい内容は下記をご確認ください。皆様のご参加お待ちしております！ 

 

 

開催日限定 

ダイビングライセンス取得

キャンペーン 

 

チーム美らサンゴ     

参加証明書をお持ちの方

限定 

 

ライセンス取得して   

サンゴ植付けをしよう！ 

 

ご家族・ご友人の方も同

料金にてご案内 

 

定員に達し次第締切！

お見逃しなく！！ 

 
沖縄ダイビングサービスラグーン 

〒904-0411 

沖縄県国頭郡恩納村恩納

339番地 

098-966-2818 

http://lagoon-diving.com/ 
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開催日限定！ダイビング      

ライセンスキャンペーン 
 

チーム美らサンゴ参加証明書お持ちの方限定！  

ライセンスを取得してサンゴの植付けをしよう！  

Cカード（＝ダイビングライセンス）を取得してダイビングをはじめよう！ 

時間がないあなたにお勧め！最短の 2日間コース！ 

① PADIオープン・ウォーター・ダイバー【e‐learning コース】 

通常料金 62,000円⇒40,000 円～ 

 

出来るだけ安く取得したい！そんな方は 2.5日コース！ 

②PADIオープン・ウォーター・ダイバー【マニュアルコース】 

通常料金 52,000円⇒35,000 円～ 

※2名様以上のお申込みでお得なグループ割あります！ 

2名様でご参加の場合、お一人様 3,000円割引 

3名様でご参加の場合、お一人様 4,000円割引 

4名様以上でご参加の場合、お一人様 5,000円割引 

                キャンペーン価格表                     ※税込価格 

参加人数 e‐learningコース マニュアルコース 

1名様 45,000 40,000 

2名様 42,000 37,000 

3名様 41,000 36,000 

4名様以上 40,000 35,000 
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≪2019 年開催日≫ 

・1/19-20（土日） ・1/24-25（木金） ・2/16-17（土日） ・2/25-26（月火） ・3/16-17（土日）  

・3/20-21（水木） ・4/12-13（金土） ・4/20-21（土日） ・5/15-16（水木） 

≪対象者≫  

・チーム美らサンゴで発行している参加証明書をお持ちの方 

・ご一緒に参加されたご家族、親戚、友人も同料金でご案内可能 

 

≪PADI オープン・ウォーター・ダイバー講習をなぜ安く提供できるのか≫ ※1 

この開催期間は、沖縄もオフシーズンとなり、また海も荒れてボートが欠航となりビーチダイビングすることが増えてく

るのが現状です。通常料金設定には、ボート乗船料が含まれた料金設定となっており、料金をお安く提供するために乗船

料を含まない料金設定をしています。海洋状況がよくボートが出港できる場合とボートでのダイビングを希望される場

合には、別途乗船料が発生致しますが、ボートダイビングも可能となります。ただし、海況が悪い場合には、希望されても

ボートに乗る事ができない為、乗船料が含まれていない料金にてご提供させて頂きます 

 乗船を希望される場合には、1DIVEにつき 2,000円(税込)の乗船料が発生致します 

≪沖縄ダイビングサービス Lagoon の特徴≫ 

■全員が正式な PADIダイビングインストラクターであり国家資格である潜水士の資格保持者です 

■世界最大規模の指導団体 PADIの正規加盟店です 

■恩納村の海だけでも 10年以上の経験がございます 

■緊急用酸素も完備しています 

■当社インストラクターは過去に 500名以上の講習実績がございます 

■チーム美らサンゴの現場運営及び受付を担当しております 

■担当するインストラクター全員がリゾートホテルでの勤務経験があり、ダイビングはもちろんのこと、サービスに関する

経験も重ねてきたスタッフが対応致します 

≪特典≫ 

■安心の店舗集合、鍵付ロッカー、タオル、温水シャワー、シャンプーセット、ドリンク、脱水機、駐車場、全て

無料でご利用頂けます 

■講習中に撮影した写真データ無料プレゼント！ 

■Lagoon 主催の FUN ダイビングで使用できる器材レンタル無料チケットプレゼント！ 
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≪PADI とは？≫ 

■世界最大のダイビング・ネットワーク 

■世界中の 6 割以上のシェアを占める世界最大のダイビング教育機関 

PADIは本部をアメリカ･カリフォルニアに置き、日本をはじめ世界に 7 ヶ所のエリアオフィスを配し、世界 180 ヶ国以上で

13 万 5 千人以上のインストラクターを含むプロフェッショナルメンバーと約 5,800 以上のダイブセンター／ダイブリゾー

トからなるワールドワイドな組織である PADIは名実ともに世界最大のスクーバ･ダイビング教育機関です。ダイビングの

講習でも、ファン・ダイビングでも、国内でも海外でも PADIショップがダイバーのニーズにお応えできるように準備して

います PADIの Cカードを取得すれば世界の海で潜る事が可能となります！ 

≪講習の流れ≫ 

いずれのコースも事前学習が必要となります。 

マニュアルコース（2.5 日）は事前にご自宅に教材を発送し、講習前日の午後に学科講習を実施 

e‐learningコース（2 日）は登録アドレスに e‐learningシステムをお送り致します。ご自宅で学科講習を修了することで沖

縄では実技のみとなります。（※確認程度のクイズあり） 

実技 2 日間は限定水域（プール）講習と海洋実習 4DIVEを実施  

≪ダイビング講習を受ける際の注意点≫ 

・気圧の関係上、ダイビング後 18 時間は飛行機搭乗できません ※講習最終日のフライトはＮＧ 

・過去も含め病歴がある場合には、参加のお断りもしくは、医師の診断書が必要となります 

※PADI病歴診断書をご確認ください  

 

≪宿泊先に関して≫ 

・宿泊付きパックの提供はございません 

・宿泊先に関しては恩納村内に宿泊する事をお勧めします！ 

 講習時間は、基本 8時～18 時頃までとなり、水中での講習がメインとなります。 

 普段あまり使用していない筋肉を使うことで、体力的にハードになることが予想されます。 

 また、講習最終日の夜は参加者皆様と相談して合格懇親会を実施する場合もございます。（希望者のみ） 

 それらの点を配慮しての宿泊先をご検討ください 

 

≪恩納村周辺の宿～近い順≫ 

・恩納和風ホテル北海荘  ℡098-966-2469 

・ナビィの宿 はま辺 ℡098-866-7377 

・ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート  ℡098-966-1211 

・サーフサイド ベット＆ブレックファースト  ℡098-966-2931 

・ハイハットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 ℡098-960-4321 

・ペンションほろほろ  ℡098-966-2353 

・ペンション斑鳩（いかるが）  ℡098-966-8280 

・クリスタルイン恩納  ℡098-966-2101 

・リザンシーパーク谷茶ベイ ・みゆきはまばるリゾート ・シェラトン沖縄サンマリーナ  

・みゆきビーチ ・カフーリゾート冨着コンドホテル ・モントレー沖縄  

・ホテルムーンビーチ ・マリンビューパレス沖縄  
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≪キャンセルポリシー≫ 

e‐learning 手続き後のキャンセルは￥15,000のキャンセル料 

マニュアルコース教材発送後のキャンセルは￥10,000 のキャンセル料が発生致します。 

PADI・オープン・ウォーター・ダイバー・コース 

水中世界の感動を味わえるダイバーになる！ 

■オープン・ウォーター・ダイバー・コースは、潜水計画から海況判断、トラブルの回避など、ダイビングを安全に楽しむた

めに必要な知識とスキルを本格的に身につけるコースです。このコースを修了すると、ダイバーとして必要な知識・スキ

ルを身につけた証明として「Cカード」が発行され、コースで学んだ知識とスキルを応用して、受けたトレーニングと経験

の範囲内で、監督者なしでのダイビングをすることができるようになります。 

■参加前条件 ・年齢 15歳以上  ・健康な方  

① e‐learning コース（2日間） 

オープン・ウォーター・ダイバー・コースは、知識開発、限定水域ダイブ、海洋実習の３つのパートから構成されています。 

e‐learningは、この知識開発の部分を全てパソコンのオンラインで修了できます。インターネットをご利用頂ける環境であ

れば好きな時間に自分のペースで学習を進めることができ「忙しくてまとまった休みが取れない！」、「ゆっくりと時間

をかけて学習したい」といった方にお勧め！テストまで自宅で終了できるため、沖縄では限定水域ダイブ、海洋実習の実

技のみで認定可能です！通常 2.5 日かかっていたコースが２日間で開催できます。もちろんご自宅での講習中もサポー

トいたします。 

②マニュアルコース（2.5 日間） 

マニュアル（テキスト）を使用した学習コースも開催可能！ご自宅にマニュアルを発送致しますので、事前学習をして沖縄

へ！開催日の前日の午後お店へご来店頂き知識開発を行ないます （合格点に達した時点で解散） 

モデルスケジュール 

 沖縄ご到着日 

①e‐learningコースの方は夜沖縄入りで OK！ 

②マニュアルコースの方は午後から知識開発（学科+テスト）を実施します 

1日目 8：00スタート 知識の確認・限定水域ダイブ 昼休憩後 限定水域ダイブ・海洋 1DIVE 

2 日目 8：00スタート 海洋講習 2DIVE 昼休憩後 海洋講習 1DIVE+申請手続き 

3 日目 帰りの飛行機搭乗日 

料金に含まれる物 

ダイビング講習料・教材代・ダイビング器材レンタル一式・申請料・プール利用料・保険料・トレーニングログ 

料金に含まれない物 

・ランチ代 

・利用する海域によって施設利用料等で別途 1日 500 円程度発生する場合がございます 

・ボート乗船を希望される場合には 1DIVEにつき 2,000 円が発生致します。 （詳しくは 2Pの※1） 
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≪ご予約の流れ≫ 

■ はじめに PADI 病歴診断書（PDF）をご確認ください  

http://lagoon-diving.com/wp-content/uploads/sites/45/e6ba2954903b3b9290e7a39824098f70.pdf 

■ 専用予約フォーマット（最終 6P）を印刷⇒記入⇒メール添付または FAX にてお申込み下さい 

■ 確認後、ご案内メールを送信させていただきます 

■ 事前学習期間を考慮して、申込み締切りは開催日の 2週間前までとさせていただきます 

■ 定員に達した時点で締め切りとさせていただきます 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せくださいませ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄ダイビングサービス Lagoon 

〒904-0411 

沖縄県国頭郡恩納村恩納 339 番地 

TEL 098-966-2818 

FAX 098-966-2818 

MAIL info@lagoon-divng.com 

 

http://lagoon-diving.com/wp-content/uploads/sites/45/e6ba2954903b3b9290e7a39824098f70.pdf
mailto:info@lagoon-divng.com


開催日限定！ダイビング      ライセンスキャンペーン 

 

 6 

 

フリガナ 性別

病歴該当有の場合は医師によるダイビング許可診断書の提出必要です。ご不明な点はお問合せ下さい。

現住所

Emailアドレス

〒

※マニュアルコース（2.5日間）の場合は事前に教材を郵送致しますので建物名等、正確に記載下さい。

※携帯アドレス不可、フリーメールアドレス可　

携帯電話番号

　　　　　　　　　e‐learningコース（2日間）　　　　マニュアルコース（2.5日間）　　　　　　　　

過去の美らサンゴイベント参加日

お名前

チーム美らサンゴノンダイバープログラム参加者限定

生年月日

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　歳 男　・　女

ダイビングライセンス取得プラン　専用予約フォーマット

（漢字）

（英字）

確認後、沖縄ダイビングサービスLagoonよりご案内メールを送信致します

上記メールアドレスから受信できるよう設定をお願い致します。

参加
メニュー

足のサイズ（1㎝単位） cm　裸眼視力

身長 cm　 体重 kg　

宿泊先 レンタカーの有無

帰りの飛行機搭乗日

※チーム美らサンゴ参加証明書の裏面に記載がある日付

メールアドレス　info＠lagoon‐diving.com

こちらの予約フォーマットをメールに添付送信、またはFAX（098-966-2818）にてお送り下さい。

講習希望日

到着日

病歴確認

※指定の開催期間よりお選びください。

同行者名
こちらに記載がある方と同時にご参加いただくとグループ割適応となります

PADI病歴診断書をご確認　　　　　病歴該当なし　　　　　病歴該当あり　　　　未確認


