
よよかかううみみ体体験験ダダイイビビンンググ参参加加要要項項  
  

この度はお申込みありがとうございます。 
当日お会いできることを楽しみにしています。  
  
  
  
  

  

  

  
 

 

 

    

●準備していただくもの 

ウェットスーツの場合  

水着、ビーチサンダル、濡れてもいいシャツ、

ショートパンツ、着替え、下着 

ドライスーツの場合  

スポーティな服装（長袖シャツ、長ズボン）、 

丈の長い靴下、着替え 

その他 

タオル、ドリンク、ボールペン 

（長髪の方は）ヘアゴム 

（乗り物酔いしやすい方は）酔い止めの薬 

（カメラレンタルを希望の方は）ＳＤカード 

 

 

 

    

●以下の病歴のある方は事前に医師に相

談願います。 

現在、ぜんそくを患っている方、肺炎、 

気胸（肺が破ける病気）、心臓の悪い方、糖尿病 

飛行機などに乗るたびに耳や副鼻腔
ふくびこう

がひどく痛

くなる方、ヘルニアを現在患っている方、 

血圧抑制の薬を服用している方 

 

●下記の方は参加できません。 
●当日記入いただく病歴書に「はい」の項目が 

●ある方 

●当日、潜水後に飛行機搭乗の予定がある方 

●満１０歳に満たない方 

●現在、妊娠中の方 

標準サイズをご用意下さい。 
容量は２ＧＢあれば十分です。 



●潜水地 

当日の海況のよい方にご案内します。 

どちらになるかは前日夕方の天気予報で最終 

判断します。 

どちらも福岡を代表する人気スポットです。 
 

志賀島（白瀬） 福岡市東区 

 

 

 

 

 

恋の浦 福津市津屋崎町 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
●集合場所 

当プログラムは原則現地集合、解散となります。 

集合場所は当日の潜水地によって変わります。 
 

志賀島の場合 

志賀海神社 駐車場 

 

 

 

 

 

福岡県福岡市東区大字志賀島８７７ 

０９２－６０３－６５０１ 

 

恋の浦の場合 

東郷神社 第一駐車場   

 

 

 

 

 

福岡県福津市渡１８１５−１  

０９４０－５２－００２７ 
 



●当日スケジュール 

●午前の部 ９：００～１２：００ 

０９：００ 現地集合 

９：００ （志賀海神社または東郷神社駐車場） 

１０：３０ 体験ダイビング 

１２：００ 現地解散 

 

●午後の部 １２：００～１５：００ 

１２：００ 現地集合 

９：００ （志賀海神社または東郷神社駐車場） 

１３：３０ 体験ダイビング 

１５：００ 現地解散 

 

●特記事項 

●「志賀島だったらＯＫだけど、恋の浦だったら 

●パス」という予約はお受けできません。 

 

●当日までに「よかうみ体験ダイビング 基本的ル

●ールの紹介」の動画を必ずご覧下さい。 

●You Tube で配信しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●開催有無、また開催地が志賀島か恋の浦かは、 

●前日夕方の天気予報で最終判断をし、その後、 

●ご予約のお客様に LINE にてご連絡します。 

●よって前日１７：００以降に必ずご確認願います。 

 

 

 

 

 

 

 

●２０：００になっても「既読」にならない場合は、 

●携帯にお電話します。 

 

●ご予約日を変更・解約する場合は前日１３：００ま 

●でにご連絡下さい。（LINE やメールでもＯＫ） 

●それ以降のご解約はキャンセル料４，０００円を 

●お申し受けします。ご留意下さい。 



●大幅な遅刻の場合は当日キャンセル扱いになり 

●ます。どうぞ時間に余裕を持ってお越し下さい。 

（注）夏季は現地までの道が大変混み合います。 

 

●もし集合時間に遅刻しそうになった場合、また 

●は集合場所でスタッフと落ち合えない場合は、業 

●務用の携帯にお電話下さい。 

●０８０－１７９８－０１１９（業務用携帯） 

 

●集合場所の駐車場は無料です。 

 

●集合場所の施設（志賀海神社、東郷神社）職員は、 

●当プログラムに携わっていません。ご留意下さい。 

 

●お車がなく、公共交通機関でお越しの方は、 

●午前の部にかぎり、現地(海)の最寄り駅でピック 

アップし、そのまま現地へご案内します。 

●その場合、駅に８：３０集合となります。 
 

志賀島の場合 

JR 西戸崎駅（西戸崎線） 

 

恋の浦の場合 

JR 福間駅 （鹿児島本線）  

 

●上記の方は帰りを下記から選択下さい。 

●どちらにするかは当日お決めになってＯＫです。 

【Ａプラン】復路もトリトンの車でお店へ。 

●潜水後、現地で昼食をのんびり取るか、スノーケ 

リングなどして時間を合わせてもらいます。 

その場合の帰店時間は１６：００ごろです。 

 

 

 

 

 

 

【Ｂプラン】復路は公共交通機関を使う。 

●潜水後、最寄りのバス停までお送りします。 

●午後から別のご予定がある方、お急ぎの方は 

●こちらのプランを奨励します。 

 

 

 

 

 

 

 



●プログラム全体の所要時間は約３時間です。 

●ただ人数や海況によって変わることもあります。 

 

●午後の部は当日の行程や海況によっては、集合時 

●間の案内が前後することがあります。 

 

●２ダイブプラン希望者は申込みフォームに✔を 

●入力下さい。※午前の部のみ可能です。 

 

●当日になって２ダイブプランを希望されても、 

●先約でお受けできないときが多いです。 

 

●２ダイブプランで申し込まれた方が、当日になっ 

●て２本目をキャンセルされた場合、その分の返金

●はできません。ご了承下さい。 

 

●２ダイブプランは小休止をはさんで２本ご案内 

●します。潜水エリアは違います。 

●解散時間は１３：００過ぎになります。 

 

●プログラム代は集合場所で現金にてご精算願い 

●ます。カードはご利用できません。お釣りのない 

●ようご準備いただけたら助かります。 

 

●集合時に申込書を記入いただきます。その中の 

●病歴の質問事項の中に、「はい」とある方は当日 

●のダイビングに参加できません。 

●また未成年の方は親権者の署名が必要です。 

 

●足のつく浅瀬で呼吸や耳抜きの練習をし、ある程 

●度余裕が出来てから、水中ツアーへご案内します。 

 

●深度３～５ｍほどの浅瀬です。途中、何かストレ 

●スが生じた場合、すぐ水面に上がれます。流れも 

●なく初心者向きのやさしいポイントです。 

 

●浜辺からエントリーします。ボートダイビングで 

●はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●潜水時間は３０分前後です。 

 

●お客様の都合で途中キャンセルされてもプログ 

●ラム代の返金はできません。 



●水中カメラのレンタル希望者は申込みフォーム 

●に✔を入力下さい。 

●レンタル代１，０００円は当日精算となります。 

●なお数に限りがあるため、希望者全員にお貸しで 

●きない場合もあります。そのときはグループに 

●１台にてご利用いただきます。 

 

 

 

 

●耐圧、防水機能のカメラですが、万が一、水没し 

●た場合のＳＤカードのデーターの保証は責任を 

●負いかねます。 

 

●カメラレンタルをキャンセルする場合は前日 

１８：００までにお申し出下さい。 

●当日のキャンセルはできません。 

 

●貴重品はご自身の車のシートの下など人目の付 

●かない場所に保管下さい。こちらではお預かりで 

●きません。 

●浜辺には持って行かないようご留意下さい。 

 

●携帯電話やマイカメラを浜辺に持って行く場合、 

●紛失・盗難・故障に関しては責任を負いかねます。 

 

●直射日光を浴びないよう、浜辺にタープテントを 

●設置し、その下で過ごしていただきます。ビーチ 

●コートもご用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

●ダイビング前の食事は消化のいいものをお取り 

●下さい。なお空腹はＮＧです。 

 

●６～１０月はウェットスーツ、 

●１１～５月はドライスーツで潜ります。 

 

 

 

 

 

 

 ウェットスーツの 

下は水着です。 

ドライスーツの下は 

スポーティな服装です。 

初心者でも簡単に撮影できます。 



●ウェットスーツの場合、浜辺で過ごす濡れてもよ

いＴシャツや短パンも必ずご用意下さい。 

 

●ウェットスーツの下の水着は、基本、何でもＯＫ 

●ですが、男性は、スーツの着やすさと言う点で、 

●トランクスよりボクサータイプがいいでしょう。 

●また女性はスムーズにトイレができると言う点 

●ではビキニがいいでしょう。 

● 

●ドライスーツの場合、長袖シャツ、長ズボンを 

●ご準備下さい。ジョギングするようなスポーティ 

●な服装をイメージ下さい。靴下は丈の長いものを 

●お願いします。スニーカーソックスはＮＧです。 

 

 

   ○      × 

 

●現地集合時、ウェットスーツの場合は水着を、 

●またドライスーツの場合はインナー（上記）を 

●必ず着ておいて下さい。現地の浜辺には更衣室が 

●ありません。 

 

●浜辺で過ごす靴はクロックスの 

●ようなものが便利です。 

 

●ドリンクは事前にご準備下さい。浜辺に自販機 

●はありません。なお炭酸類はお控え下さい。 

●浜辺にはそれらを収納するクーラーボックスを 

●ご用意します。 

 

●当日は船には乗りませんが、乗り物酔いをしやす 

●い方は酔い止めの薬の服用を強く奨励します。 

●水中の揺れている海藻で酔ってしまう方が多い 

●です。薬はアネロンかセンパアがオススメです。 

 

 

 

●潜った当日に飛行機には搭乗できません。 

●気圧の関係で潜水病を患う恐れがあるためです。 

●搭乗のご予定の方は、潜ってから最低でも１８時 

●間後のフライトをご予約下さい。 

 

●コンタクトを付けたまま潜ることができます。 

●メガネの方は度付マスクをお貸しします。 

 

●生理中でも潜れます。ウェットスーツで潜る際は 

●タンポンをご使用下さい。 

 



●シャワー用のお湯を用意します。潜水後はそのお 

●湯で海水をある程度落とすことができます。 

 

●喫煙する方へ 

浜辺で周りに人がいる中での喫煙は地域ルール 

でＮＧとなっています。風下の離れた場所でお吸 

い下さい。 

 ただダイビング前の喫煙は、頭痛、極端なエアー 

消費などいろんな弊害を伴うので極力お控え下 

さい。 

 

●朝食は消化のいいものをお取り下さい。 

空腹はＮＧです。 

 

●浜辺に、右のようなポータブ 

ルトイレは設置します。 

女性の方はダイビング前後に 

尿意を催したときは、こちらを 

ご利用できます。 

 

●潜水後、衣類に着替える場所は皆それぞれです。 

●車やトイレで更衣する方もいれば、水着のまま帰 

宅する方もいます。 

●現地には温泉センター（下記）や海水浴場のコイ 

ンシャワー（夏季のみ）があり、そこで入浴して

帰られる方は多いです。 
 

志賀島の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

恋の浦の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

休暇村志賀島 
福岡市東区大字勝馬 1803‐1 

092-603-6631 

休館日；毎月第三火曜日 

営業時間；午前 11時～午後 15時 

料金；600円 

夕陽館 

福津市津屋崎 1―３７－１７ 

0940-52-3353 

休館日；毎週火曜日（祝日をのぞく） 

営業時間；午前 11時～午後８時 

料金；200円 

海水浴場 海の家 
丸良、福助、きばらし 

福岡市東区大字志賀島 

料金；５00円 

ウィンドサーフィンショップ 

クロスオン 
福津市西福間４―１５－１８ 

0940-43-2659 

料金；500円 



●夕陽館は利用基準が厳しく、海帰りの服装や水着 

では入館できません。 

ウェットスーツで潜ったときは、クロスオンを 

おすすめします。 

 

●クロスオン周辺にも簡易シャワーのある施設が 

 いくつかあります。 

 

●水着を着たまま、上記施設へ移動をお考えの方は、 

車のシートが濡れないよう、ポリ袋かビニールシ

ートを用意しておくことを奨励します。 

 

●参加された方全員にトリトンオリジナルの 

●玄界灘お魚シールを差し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

●同伴者で当プログラムを見学希望の方へ 

●潜水地には一般車専用の駐車場がありません。 

●大変恐縮ですが、少し離れた指定場所に駐車し、 

●そこから徒歩でアクセスいただきます。 

●当日、当店の車の座席が空いている場合は、参加 

●ゲストらと一緒に乗車して、潜水地までご案内で 

●きます。ただしその場合はプログラムが終わるま 

●で、現地を離れることができません。 

●なお見学中は、タープテントの下で過ごすことが 

●できます。 

 

●（満１0歳以上の）小学生だけでの参加はお断りして 

●います。必ず保護者同伴でお願いします。 

●なお保護者は一緒に車で現地までご案内します。 

 

 

 

●感染予防対策 

●レンタル器材には使用前後に毎回除菌スプレー 

を散布しています。 

 

●口に咥えるマウスピースはアルコール消毒をし 

ています。 

 

●集合場所から現地海岸までの移動時、車内は窓を 

 開け、換気に努めます。 

 

 



オープンウォーターダイバーコース 

●ダイビングのＣカードを取得するには 

●当プログラムでダイビングにハマったら 

●ぜひそのあとダイバー認定証（Ｃカード）を 

●取得するコースへチャレンジ下さい。 
 

 

 

●本格的にダイビングを趣味として始めたい方は 

●当コースでＣカードを取得してみませんか。 

●学科、プール、海の３つのステップでカリキュラ 

●ムは構成されます。不合格はありません。 

●トリトンは福岡の海でこれまで一番多くダイバ 

●ーを輩出してきた実績があります。 

●「トリトンブランド」と呼ばれる質の高いコース 

●であなたもダイバーの仲間入りを(^^) 

 

コース料金 
 

●６８，０００円 
 

※料金に含まれるもの 

講習代、教材代、申請料、器材レンタル代、消費税 

 

コース期間 

●年中開催、コース最短３日間 

●初日・学科/プール 二日目・海 三日目・海 

 

オープンウォーターのＣカードとは 

●当コースでは、潜水計画から海況の判断、トラブ 

●ルの回避など、ダイビングを安全に楽しむために 

●必要な基本知識とスキルを身につけます。 

●当コースを修了すると、潜水団体が発行するダイ 

●バーの認定証（Ｃカード）を取得できます。 

●その後もダイビングの経験を積み、技量ＵＰして 

●いけば、このＣカードを使って、国内外のダイビ 

●ングリゾートで潜ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



トトリリトトンンダダイイビビンンググリリゾゾーートト  

●トリトンダイビングリゾートの紹介 

●創立２7年の経験と実績が 

●サービスの質と安全につながります。 

●トリトンは福岡市にあるアットホームで 

●元気なダイビングショップです。 

●月々決まったお小遣いでダイビングができる 

●月謝システムを国内で最初に導入しました。 

●既存メンバーの多くが当システムを利用。 

●お客様のダイビング継続率がとても高いショッ 

●プと、業界でも高く評価され、優良店として５つ 

●星のステイタスを得ました。 

●春秋は沖縄に出張所を設置しサービスを展開し 

●ています。 

●他にビーチヨガや加圧トレーニングで、美容と体 

●作りのお手伝いもしています。 

●創立２５年の歴史と経験から、一つ上の高質なサ 

●ービスを提供。 

●福岡のダイビングシーンをリードしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●インストラクターの紹介 

●当日は私たちのいずれかが担当します。 

●よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

●他にも数名のスタッフがサポートします。 

 

●何かご不明な点がありましたら、または口頭での

●やりとりをご希望の方は下記へご連絡下さい。 

●トリトン ０９２－６７１－３７４３ 

●業務用携帯 ０８０－１７９８－０１１９ 

 

福岡市東区御島崎１－５－５  

（イオン香椎浜店からお車で１分） 

MAIL：info@toriton.org ＬＩＮＥ ＩＤ：padi5888 

橋詰卓毅 奥田泰二 福島鈴菜（アシスタント） 


