
ダイビングは初めてという方でも安心｡
簡単、快適、楽しくダイビングが出来るように､
信頼できるエスダイバーズのスタッフが､
Ｃカード取得のために、親切に指導します｡

初心者コース案内
PADIスクーバダイビングスクール

スクールの流れ

お申し込み 学科講習 プールでの
練習

海での
ダイビング

Ｃカード発行
Ｃカードとは
認定証です｡

ダイバーとして海で
楽しくダイビング！

気軽に始められるコースをご用意致しました｡
短期間でＣカードを取りたい方に
スクーバダイバーコース

レンタルパック
￥43,０００ｰ(￥46,440税込)

ダイビング器
材は全てレン
タルで、料金
に含まれてい
ます。

マスクなどは自分の器材で取りたい方に

￥７0,０００ｰ(¥75,600税込)

オープンウォーターダイバーコース
バリューパック(軽器材付)

快適な講習にするため、マスクな
どの軽器材は当店推薦の品が付
いています。 その他器材のレンタ

ル代も含まれ

ジョンアップ
も少額で出来

ます。
(PADI価格14126円
　　　　  税込含む)

教材はPADIのフル
システムキットです。

軽器材の例 (メーカー価格56300円相当含む)

オｰプンウォｰタｰダイバｰコｰス
安く取りたい方に

￥５2,０００ｰ(¥56,160税込)
レンタルパック

ダイビング器
材は全てレン
タルで、料金
に含まれてい
ます。

(PADI価格14126円税込含む)(PADI価格14126円税込含む)

教材はPADIのフル
システムキットです。

教材はPADIのフル
システムキットです。

潜る深さ１２mまで、プロのリーダー
と一緒のダイビングという条件つき
ですが手軽にダイビングを楽しめる
ようになれます。DVDとマニュアルで
自習をしていただきマニュアルの１̃３
各章の最後にある「知識の復習」を記

入してきてください。

ダイビングで必要な基礎知識と基礎スキ
ルを身につけ、ダイビングができるように
なるコースです。ＤＶＤとマニュアルで
自習をしていただきマニュアルの各章の
最後にある「知識の復習」を記入してきて
ください。学科ミーティング中に軽器材の

サイズなどを選びます｡

ダイビングで必要な基礎知識と基礎
スキルを身につけ、バディ同士でダイ
ビングができるようになるコースです。
DVDとマニュアルで自習をしていただ
きマニュアルの各章の最後にある

「知識の復習」を
記入してきてください。

学科講習
第１章～第３章
3時間程度　１日

学科講習
第１章～第５章
6時間程度　１̃３日

学科講習
第１章～第５章
5時間程度　1̃3日

※学科講習ではダイビングに必要な知識を確認します｡
※当スクールでは学科講習でプールでの練習へ、スムーズにいけるように簡単な練習も取り入れています｡

第１章～第３章
プールでの練習

１日間 ３時間程度(レンタル器材で練習)
第１章～第５章

※プールでの練習では、海での実習に向けいろいろなスキル(テクニック)を練習します｡
※当スクールでは、そのスキルが簡単にできるノウハウがあります。そのため、

受講生の皆さまは楽しく、簡単に終了することができます｡

プールでの練習

１日間 5̃6時間程度(自分の軽器材とレンタル器材で練習)
第１章～第５章
プールでの練習

１日間 5̃６時間程度(レンタル器材で練習)

※オープンウォーターダイブでは、プールで習ったことを海で使えるように仕上げをします｡
※当スクールでは、オープンウォーターダイブの時、海のすばらしさ、楽しさを知っていただくために、

水中の大半を遊びについやし遊びの中でスキルを仕上げます｡

オープンウォーターダイブ
(海でのダイビング)

１日間 ２ダイブ (次ページ参照別料金)

オープンウォーターダイブ
(海でのダイビング)

２日間 ４ダイブ (次ページ参照別料金)

オープンウォーターダイブ
(海でのダイビング)

２日間 ４ダイブ (次ページ参照別料金)

Ｃカード発行Ｃカード発行 Ｃカード発行
申請用写真をご用意ください 申請用写真をご用意ください 申請用写真をご用意ください



☆☆使いやすい器材をはやく持つことが、ダイビング上達の第一歩☆☆
ダイビングに最小限必要な器材

☆まず揃える軽器材☆
最小限、ダイバーとして持っていたい軽器材です。スクール中、スクーバダイバーコースとオープ
ンウォーターダイバーコース レンタルパックの方はレンタル料金が含まれています。
オープンウォーターダイバーコース バリューパックの方は決められた物の中からサイズ、色など
を選ぶことができます。度付きのレンズ、お好みの色など、もっと自分にあった器材にバージョン
アップも低料金で出来ます｡

マスクはダイビングに欠
かせないもの。くもりに
くく水が入りにくい質の
良いものを選びましょう｡
スクール後のレンタル料金
500円/1日

マスク マリングローブ

スクール後のレンタル料金
500円/1日

グローブは握りやすくて
フィット感があり、保護
力が優れているものを選
びましょう。

フィンはサイズと個人の
脚力にあった素材や型の
ものを選びましょう。

フィン(足ひれ)

スクール後のレンタル料金
500円/1日

スノーケルは波がかぶっ
ても水が入りにくく、排
水しやすいものを選びま
しょう。

スノーケル

スクール後のレンタル料金
500円/1日

ブーツはサイズがぴった
りで靴擦れをおこさない
ものを選びましょう。

マリンブーツ

スクール後のレンタル料金
500円/1日

メッシュバッグ
メッシュバッグは全ての
器材を持ち運びできる大
きさと形のものを選びま
しょう。
スクール後のレンタル料金
500円/1日

バージョンアップ

特典
当店の初心者コース卒業生はスキューバ器材のレンタル

料金は半額となります。

特典
当店で重器材をご購入の方はツアー料金の

割引きがあります。

ダイビングを続けて行くためにも、安全のためにぜひ持ちたい器材です。
初心者ほど早く自分のものを持つと上達も早く水中を楽しめます。
私たちが皆様のご予算にあった良いものを選ぶお手伝いをいたします。
エントリーコース中はレンタル料金が含まれています。

ダイビングする時、減圧症と
いう病気にならないように潜
水計画を立てたり、ダイビン
グ中に確認が出来る器材です。
スクール後のレンタル品はご
用意しておりません。

ダイブコンピュｰタｰ
身体の保護と保温のために着
ます。ウエットスーツとドラ
イスーツの２タイプがありま
す。
スクール後のレンタル料金
通常ｳｴｯﾄｽｰﾂ2,000円/1日が
1,000円/1日に､
ﾄﾞﾗｲｽｰﾂ5,000円/1日が
2,500円/1日になります｡

スーツ
水面で楽に浮いていたり、水
中で中間にいるためにBCD
のなかに空気を入れたり出し
たりして使う重要な器材です。
スクール後のレンタル料金
通常3,000円/1日が
1,500円/1日になります。

ＢＣＤ

タンクの空気を水中で呼吸す
るための一番重要な器材です。
呼吸のしやすいものを選ぶの
が大切です。
スクール後のレンタル料金
通常3,000円/1日が
1,500円/1日になります。

レギュレーター
タンクの空気の残量や水深を
表示します。コンパスや水温
計がついた多機能なものが多
いです。
スクール後のレンタル料金は
レギュレーターとセットにな
っております｡

ゲージ
相手(バディという)がエアー
切れの緊急時にバディに与え
るレギュレーターです。
スクール後のレンタル料金は
レギュレーターとセットにな
っております｡

オクトパス

＊＊＊器材は取り扱いを一つ間違うと危険をともなう為、対面販売になっております。＊＊＊
価格は全て消費税抜きの価格です

バリューパックではマスクをGULL製に交換をした場合プラス数千円～で安価にて出来ます。
詳しくはスタッフにお問い合わせ下さい。

☆スキューバ器材☆



越前(福井県)

三木浦(三重県)

大瀬崎(静岡県)

＊＊＊講習修了後も安心なエスダイバーズでツアーに参加してスキルアップをしましょう＊＊＊
＊＊＊ステップアップコースを受けて色々な場所でのダイビングに準備をしましょう＊＊＊

価格は全て消費税抜きの価格です

オープンウォーターダイブ(海でのダイブ)の概要
ダイビング器材をつけて実際の海の中へ。当スクールがよく行く代表的な３つの海をご紹介します。

気軽に日帰りで出かけられ、
特に夏は透明度も良く水温も
暖かく面白い海の生物にも会
えるポイントです。

ソフトコーラルが多くカラフ
ルな魚達が観れます。年中安
定した海なので人気のポイン
トです。

伊豆の海でも有名なダイビン
グスポットです。様々な楽し
み方が出来、富士山を眺めな
がらできるポイントです。 ◎２日間集中コース

　１日目　５：００ 集　合　ショップ前
　　　　　　　　　　　　途中休憩時　朝食可
　　　　　　　　実　習　２ダイブ　昼食付き
　　　　　　　　   　　　（ビーチエントリー）
　　　　　　　　　   　　実習終了後宿へ　宿泊（夕食付）

）付食朝（   食　朝　 　　　目日２　
　　　　　　　　実　習　２ダイブ　昼食付き

）ーリトンエチービ（   　　　　　　　　　　　
　　　　２２：００頃　       ショップ着

○宿泊先　サンライズ大瀬　
　　　　　TEL055-942-2098
　　　　　静岡県沼津市西浦大瀬９９３　  など
○ダイビングサービス
　　　　　サンライズ大瀬マリンサービス
　　　　　TEL055-942-2098
　　　　　静岡県沼津市西浦大瀬９９３　  など

◎日帰りコース
　　　５：００ 集　合　ショップ前
　　　　　　　　　　 途中休憩時 朝食可
　　　　　　 実　習　２ダイブ

）ーリトンエチービ（ 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 昼食付き
　　　　　　　　　　 実習後帰途　
　　２0：００頃　        ショップ着

○宿泊先　岩本屋　   TEL(0778)37-0194
　　　　　福井県丹生郡越前町玉川温泉　など
○ダイビングサービス
　　　　　ダイビングセンター・ログ
               TEL(0778)37-0901　　　　  など

○ダイビングサービス
　　　　　三木浦ダイビングサービス
　　　　　三重県尾鷲市三木浦町３５ー４
               TEL(0597)28-3700              など

日帰りコース

１泊２日コース
日程の組合わせは自由です

◎２日間集中コース
　１日目　６：３０ 集　合　ショップ前
　　　　　　　　　　　　途中休憩時　朝食可
　　　　　　　　実　習　２ダイブ　昼食付き

）ーリトンエチービ（   　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　   実習終了後宿へ　宿泊（夕食付）

）付食朝（   食　朝 　　　　目日２　
　　　　　　　　実　習　２ダイブ　昼食付き

）ーリトンエチービ（   　　　　　　　　　　　
　　　　２０：００頃　       ショップ着

スクーバダイバーコース・・・・・１日
オープンウォーターコース・２日間

日程の組合わせは自由です

スクーバダイバーコース・・・・・１日
オープンウォーターコース・２日間

日程の組合わせは自由です

日帰りコース
￥１７,０００ｰ

日帰りコース

１泊２日コース
￥１８,０００ｰ

￥３６,０００ｰ

スクーバダイバーコース・・・・・１日
オープンウォーターコース・２日間

￥１４,０００ｰ

￥３２,０００ｰ

◎日帰りコース
　　　６：３０ 集　合　ショップ前
　　　　　　　　　　 途中休憩時 朝食可
　　　　　　 実　習　２ダイブ

）ーリトンエチービ（ 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　 昼食付き
　　　　　　　　　　 実習後帰途　
　　２０：００頃　        ショップ着

◎日帰りコース
　　　５：００ 集　合　ショップ前
　　　　　　　　　　 途中休憩時 朝食可
　　　　　　 実　習　２ダイブ
　　　　　　　　 　　（ビーチエントリー）
　　　　　　　　 　　昼食付き
　　　　　　　　 　　実習後帰途　
　　２２：００頃　        ショップ着

●  ご希望に合わせて平日のツアーを随時開催しますので、お気軽にお申しつけください。
●  その他、ご要望があればお気軽にご相談ください。(場所･日程など変更･追加にも応じます｡)
 ●   ツアーの日程、場所、料金などは変更になる場合もありますので、ご了承ください。
 ●   上記の金額は初心者コースの特別料金です。
 ●   その他、詳しくはツアー予定表をご覧ください。



www.sdivers.co.jp

あなたの予定 下記にあなたの予定を書き込んでください。

あなたのコース スクーバダイバーコース
(レンタルパック)

オープンウォーターダイバー
コース(レンタルパック)

オープンウォーターダイバー
コース(バリューパック)講　　習

学科講習

※時間は変更できます
　定休日(火曜日)も可能です

   時間の目安
10:00～12:30
14:00～15:30
19:00～20:30

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章

3.0時間程度

2.5時間程度

2.5時間程度

2.0時間程度

2.0時間程度

2.0時間程度

プールでの練習
１日 ３時間程度 ５～６時間程度 ５～６時間程度

(補習)

(補習)

海でのダイビング

１日目

２日目

２ダイブ ２ダイブ

２ダイブ

２ダイブ

２ダイブ

○当スクールではCカード取得後もファンダイビングツアーに安心して参加できるような質の高いダイバーを育成しています。
　 ・経験豊かなスタッフが、マニュアル通りの講習だけではなく、実態に近い内容を盛り込んだ講習を行っています。

下記にあなたの価格を書き込んでください。あなたの料金

◎学科講習の時、各章の最後にある「知識の復習」を確認させていただきます。｢知識の復習｣の部分をマニュアルと
　DVDで学習の後、記入してください。「知識の復習」を中心に学科講習をすすめます。
○プールでの練習と学科講習はどちらを先に行ってもよいです。学科講習３修了後にプールでの練習を行うと、
　スキルや必要知識が分かりやすいと思います。
○プールは当スクールと契約のプールになります。プールまではショップからお送りいたします。
○海及びプールでは、水着､タオル､ビーチサンダル､防寒具などが必要となります。その都度お問い合わせ下さい。
○プールでの練習の補習料金は10,000円です。（プールまでに簡単な練習をすれば、ほとんど滞りなく終了します。）
○海およびプールの当日キャンセルはキャンセル料がかかります。前日午後３時までにご連絡下さい。
○学科講習などは、当店定休日（火曜日）にも設定できる場合もあります。
○海でのダイビングの日程、規約は別紙ツアー予定表で確認してください。
○スクール終了後も不安なところはいつでも相談にのります。気軽にご相談ください。
○コースは６ヶ月以内に修了してください。
○料金は全て消費税別料金です。
○料金、教材等は予期なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
○ ご不明な点は気軽にお問い合わせください。

オープンウォーター
ダイバーコース

(レンタルパック)の場合

オープンウォーター
ダイバーコース

(バリューパック)の場合

コース名

例

受講料
申込み時にお支払い

海でのダイビング料金
当日にお支払い 申請料 ダイビング器材代 合　計

52,000円

70,000円

越前日帰りの場合ｰ２日間で
28,000円

オープンウォーターコース
申請料込み

越前日帰りの場合ｰ２日間で
28,000円

オープンウォーターコース
申請料込み

オールレンタル代含む

軽器材6点セットを含む
(バージョンアップも出来ます｡)
スキューバ器材レンタル代は含む｡

80,000円

98,000円

有限会社　今尾海洋スタジオ
〒462-0825名古屋市北区大曽根一丁目22番34号

TEL052-919-3094,052-916-6101
FAX052-916-7572

オープンウォーターコースがネット上で
学科(知識開発)講習を修了する事が出来
るコースです。エスダイバーズホームペ
ージかPADI のホームページから入る事
ができます。
つぎにエスダイバーズを選んでいただき
ｅラーニニングを開始出来ます。学科が
修了後プールダイブと海洋実習をエスダ
イバーズで引き続き行ないます。
詳しくはホームページをご覧ください。

料金
ｅラーニング・・・・・・ＵＳ＄でのお支払い
当店のコース料・各オープンウォーター
　　　　　　コースより５０００円引き
教材
ｅラーニング・・・ネットブック
　　　　　　　　　　　＆ネットＲＤＰ
当店の教材・・・各オープンウォーター
　　　　　コースよりOWDマニュアル、
　　　　　　　　 DVD,RDPを除いた物

(税込86,400円)

(税込105,840円)

 ファイナルクイズ 第５章の時におこないます 第５章の時におこないます

コース 円 円 円

ツアー代のみかかります ツアー代のみかかります ツアー代のみかかります

6時間以上かかる場合
補習が必要になります

6時間以上かかる場合
補習が必要になります
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