
2022年度 ブルーアース21小倉のサービス内容を紹介 

ブルーアース21小倉 

ガイドブック 2022 

表紙写真は当店ツアーで撮影 
右上から右回り：口永良部島（鹿児島）、五島列島・福江島（長崎）、稲積水中鍾乳洞（大分）、沖ノ島（福岡）、愛南（愛媛） 

九州・山口・四国ファンダイブ＆ステップアップコース専門店 



最初にお読み下さい。

　  　　　   　　　　ブルーアース２１小倉は、下記の５つの基本方針で、皆さんが“よかった！”と言える1995年3月にオープン以来、現在は九州・山口・四国エリアのファンダイビング＆ステップアップコース専門店です

北九州では珍しい2店舗展開！

北九州ではブルーアース21小倉、鹿児島・トカラ列島口之島では口之島ダイビングサービスを運営

初心者～中級者向けのファンダイブやステップアップコースを開催する「ブルーアース21小倉」

上級者向けのファンダイブを開催する「口之島ダイビングサービス」

趣の異なる海をクオリティの高いガイドでご案内致します。

口之島ダイビングサービスはトカラ列島唯一のＰＡＤＩダイブリゾートです。

口之島ではマンタ・大型回遊魚から手つかずのサンゴ、砂地、地形、海底温泉など

黒潮直撃の日本最後の宝の海が待っています。

２つのショップを利用して他店にできないサービスをご提供します。

ファンダイビングは九州・山口・四国エリア限定

当店は九州・山口・四国エリア限定のファンダイブ＆ステップアップコース専門店です。

九州エリアを中心に開拓したエリアで、水陸ともにクオリティーの高いダイビングツアーをお約束致します。

また、弊社代表の高木が原則全てのツアーを担当致します。

目標は自立したダイバーになる事

PADIオープンウォーターコースは開催しませんが、ステップアップコースは積極的に開催します。

弊社代表の高木はコースディレクター経験もあり、過去に多くのインストラクターを輩出しています。

新米インストラクターとは違うクオリティの高い講習をご提供致します。

目標は自立したダイバーになる事！

器材販売も高木の長年の知識と経験を元に皆様にあった商品を市場の適性価格でご案内致します。

オーバーホールなどメンテナンスも万全です。

居心地の良い居住空間

水中の世界は日常を忘れることが出来る別世界ですが、若干の危険も伴う世界でもあります。

だからこそ、スタッフとお客様が顔の見える距離でお付き合いができると安全＆安心感が倍増出来ます。

そこで、マンションスタイルという気軽にショップに遊びに来ることが出来るスタイルにしました。

和室から洋室まであり、ＴＶ、ビデオ、雑誌など見ながらのんびりくつろぐことが出来ます。

また、器材保管サービス（マイボックスサービス）もあり、マンションの１室を保管専用部屋にしております。

ショップ近くに広い倉庫もあります。

駐車場はマンションの敷地内に有ります。また、マンション前の道路も広く、すぐ近くにゆめマートやサンリブシティ

小倉などもあるので、車でのご来店も大丈夫です。

４つの約束

１．タバコは吸わず、定期的に体を鍛えます。

２．レスキュートレーニングは定期的に実施します。

３．ＡＥＤ、酸素供給キット、血圧計は必ず持参します。

４．九州・山口・四国エリアの最新情報を常に入手します。  【酸素キット】  【AED】 
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 【血圧計】 



◆ブルーアース21小倉のご案内

入会金          0円

年会費    3,960円

月330円の会費を頂きます。

当店は４月～翌年３月迄を１年と計算しています。

例えば2022年6月にご入会の場合

　

◆入会特典

① 北九州市のブルーアース21小倉と鹿児島・トカラ列島の口之島ダイビングサービスの

2店舗運営し、初心者からベテランダイバーまで完全サポートしています。

② 日帰り＆宿泊ツアーを優先的にご案内致します。

③ ＡＥＤ、酸素供給キット、血圧計は海に持参します。

④ 会員限定サービスをご利用頂けます。

　マイボックス（器材保管）サービス、器材洗浄＆乾燥サービス

　モーニングコールサービス⇒朝が苦手な方にはスタッフがモーニングコール致します。

⑤ 器材販売も長年の知識と経験を元に皆様にあった商品を適性価格でご案内し、メンテナンスも万全です。

⑥ 3ヶ月に1回（年4回）発行する会報をご自宅に郵送致します。

⑦ 年1回発行する下記冊子を作成しています。

　ブルーアース21小倉ガイドブック2022

　トカラ列島・口之島の魅力を伝える「2022　トカラ・口之島ガイドブック」

⑧ ツアー＆イベント等の一斉情報サービス（メルマガ）を行います。

⑨ フェイスブック、ＹＯＵＴＵＢＥのブルーアース２１小倉公式ページを用意しています。

⑩ 日本最後の秘境、鹿児島・トカラ列島唯一のＰＡＤＩダイブリゾート

「口之島ダイビングサービス」を優先的にご利用頂けます。

PADIとは・・・

　 PADIは、世界最大のダイビング指導機関で世界中のダイバーの約６０％がPADIです。

ＰＡＤＩのCカードは全世界で通用します。

弊社が運営する口之島ダイビングサービスは鹿児島・トカラ列島で

唯一PADIに認可されたダイブリゾートです（2021年11月現在）

2022年6月 2023年3月 

2022年6月～2023年3月分 
（10ヶ月分）をまとめて現金 

にてお支払い 
 ¥330×10ヶ月＝¥3,300 

2023年4月 

2023年4月～2024年3月分（１年分）は、１年に１回、 
毎年2月末に口座から引き落とし 

¥330×12ヶ月＝¥3,960 
この場合、口座引落は2023年の2月末 

2024年3月 
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会報は、3ヶ月に1回の郵送 

ブルーアース21小倉のサービ

ス内容を記載した 
「ブルーアース21小倉ガイド
ブック2022」 

日本最後の秘境！トカラ

列島・口之島の魅力を迫

力の写真と共に記載した 

「2022トカラ・口之島ガイド

ブック」 

 【酸素キット】  【AED】  【血圧計】 



備考

　2/20（日）北九州マラソン参加

　　　　4月中旬～11月下旬は、口之島ダイビングサービス中心の活動になります

　　　　 この期間の日帰りツアーは平日中心です

　　　　日帰り＆宿泊ツアー予定は、メルマガ、フェイスブック、ブログ等でご案内致します

※2021年11月現在の予定です

　ツアー＆イベントの詳細情報はメルマガ、フェイスブック、ブログ、会報などでご案内致します

トカラ列島・口之島ツアーは、4月中旬～11月下旬まで開催しています。

日程は口之島ダイビングサービスのHPをご覧ください。

詳しくは、口之島ダイビングサービスHP　ｏｒ　トカラ・口之島ガイドブック

をご覧ください。

ステップアップコースの目安及び九州・四国離島ツアー＆口之島ツアーの参加基準本数を設定しています。

ステップアップ講習は随時行っていますので、お気軽にお問合せ下さい。

レベル 経験本数 お勧めするステップアップコース

初 1 4本 　ＯＷ ⇒かけ出し、これからどんどん上手くなろう！

↓ 2 4-20本 アドバンス ⇒少し余裕が出てくるよ

3 20-100本 興味のあるSPコース ⇒色んなダイビングを楽しめて余裕もかなりあります

4 100-200本 レスキューコース ⇒九州・四国離島ツアー参加基準本数

↓ 5 200本以上 マスタースクーバ ⇒口之島ツアー参加基準本数

上 プロ 300本以上 ダイブマスターコース ⇒ダイビング業界で活躍できます！

中

冬
↓
春

春
↓
秋

冬

日程 ツアー

九州・山口・四国エリアの日帰り＆宿泊ツアー中心

九州・山口・四国エリアの日帰り＆宿泊ツアー中心

　週末も日帰りツアー開催

　週末も日帰りツアー開催

口之島ダイビングサービス

口之島ダイビングサービス

クローズ期間中

12月
クローズ期間中

1～3月
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800-0255 

 小倉南区上葛原1丁目11-11 
 ミラドールF 503号 

TEL   093-981-6000 
FAX  093-981-6001 
不在時は下記にお電話下さい 

 高木携帯  090-8769-8998 

 マンションに駐車場もあります。 
 マンション前の道路も広く、すぐ近くに
ドラッグストアやサンリブシティ小倉も
あるので、車でのご来店も大丈夫です。 
  海に行ってる時は不在もありますの
で、ご来店前には必ずお電話下さい。 



　器材をお預りするサービスです。

　自宅に帰って乾す必要もなく、ツアー時は手ぶらで集合＆解散できます！

　スタッフが器材のメンテナンスも致します。

【料金】１年間　\33,000 　１日たったの88円

　月2,750円×12ヶ月

　「今日は夕方から用事があって、器材を洗う時間がない」

　「今日は疲れたので、器材洗いはショップに任せたい」

　会員の皆様の代わりに器材を洗浄＆乾燥サービスを行います

　器材洗浄サービス

　　マイボックスの方　　　　　1回　550円　      器材を自宅保管の方　 　1回　1,100円

　【注意事項】

　①器材には全て名前をご記入下さい。ご記入のない器材の紛失は責任を負いかねます。

　②器材を自宅保管の方で、器材洗浄サービスを依頼した場合は1週間以内に器材を取りに来てください。

　　それ以降は1日につき220円の保管料を頂きますので、ご注意下さい。

　　※着払いで送付することも可能です。

　ビジターとは、既にCカードは取得済みで、メンバーにならずに当店のツアーやステップアップコースに

　ご参加いただけるシステムです。

　まずは1回試してからという方にお勧めです。

　ファンダイブやステップアップコースのご参加は、1回1,100円UPとなります。

代表兼口之島ＤＳガイド 店内業務担当

高木　祥行（常勤） 高木　由紀子（常勤）

担当
※詳しいスタッフ紹介は 
  HPをご覧下さい 
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上浦 

相島 

青海島 

壱岐 

延岡 

柏島 

上五島 

福江 

長崎 

枕崎 

屋久島・口永良部島 

小呂島 

つくみイルカ島（ドルフィンスイム) 

南郷 

糸島 

奄美大島 

トカラ 

【九州・山口・四国】 

沖ノ島 

硫黄島・竹島 

【NEW】 愛南  

【NEW】 
稲積水中鍾乳洞 

【NEW】 小値賀島 



日帰りビーチ⇒青海島、長崎、延岡は1名様から出発致します

※平日１名様出発時は青海島は1,100円ＵＰ、津久見・延岡方面は2,200円ＵＰ、長崎は3,300円UPとなります

　（平日は高速道路のＥＴＣ割引対象外の為、ご了承下さい）

※ビジターの方は1,100円ＵＰ

◆青海島（２ビーチ）
ツアー代（送迎有）　14,300円

移動時間 ショップから1時間45分（高速利用）

最大水深 10-16ｍ

流れ なし

レベル 初級者～

ポイント 砂地、岩礁、洞窟、トンネル、ソフトコーラル

◆長崎・辰ノ口（2ビーチ）
ツアー代（送迎有）　20,900円

移動時間 ショップから3時間15分（高速利用・休憩時間含む）

最大水深 12-30ｍ

流れ 沖合いで多少流れ有

レベル 初級者～

ポイント 砂地、岩礁、サンゴ、ソフトコーラル

◆延岡（２ビーチ）
ツアー代（送迎有）　23,100円

移動時間 ショップから3時間（高速利用・休憩時間含む）

最大水深 12ｍ

流れ なし

レベル 初級者～

ポイント 砂地、岩礁、サンゴ、ソフトコーラル

◆つくみイルカ島（1ドルフィンスイム＆１シマアジトルネードダイブ）
ツアー代（送迎有）　28,600円

移動時間 ショップから2時間（高速利用・休憩時間含む）

最大水深 10ｍ

流れ なし

レベル 初級者～

ポイント つくみイルカ島施設

◆稲積水中鍾乳洞（１ケーブダイブ＆１チェックダイブ）
ツアー代（送迎有）　55,000円

移動時間 ショップから2時間45分（高速利用・休憩時間含む）

最大水深 18ｍ

流れ なし

レベル 中級者～

ポイント ケーブダイブ
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 つくみイルカ島でのドルフィンスイムは、1回4名様までの特別企画ですが、予約ができれば1名様からでも開催可能です。 

 稲積水中鍾乳洞は2名様から開催。午前チェックダイブ、午後ケーブダイブ（チェックダイブ合格の方のみ） 



日帰りボート⇒糸島1名様、他のポイントは2～4名様からから出発致します

※糸島ボートで平日１名様出発時は2,200円ＵＰ致しますので、ご了承ください

　（平日は高速道路のＥＴＣ割引対象外の為）

※ビジターの方は1,100円ＵＰ

ボートダイブにはエンリッチ（ナイトロックス）がお勧め

◆福岡⇒糸島、沖ノ島、壱岐

糸島（2ボート・送迎有）　18,700円

沖ノ島・壱岐（3ボート・送迎有）　41,800円

移動時間 ショップから港まで1時間45分（高速利用）

最大水深 糸島12ｍ　沖ノ島、壱岐30ｍ

流れ 流れ有

レベル 糸島：初級者～　沖ノ島、壱岐：中級者～

エントリー 糸島：バックロール　沖ノ島、壱岐：バックロールｏｒジャイアントストライド

ダイブスタイル 糸島：アンカーリング　沖ノ島、壱岐：ドリフト

◆山口⇒相島
相島（2ボート・現地集合）　22,000円

移動時間 ショップから山口県長門市仙崎港まで1時間45分（高速利用）

最大水深 10-35ｍ

流れ たまに流れ有

レベル＆エントリー 初級者～　バックロール

ダイブスタイル アンカーリング

◆宮崎⇒延岡（2ボート）　

延岡（2ボート・送迎有）　25,300円

移動時間 ショップから3時間（高速利用・休憩時間含む）

最大水深 10-30ｍ

流れ たまに流れ有

レベル＆エントリー 初級者～　バックロールｏｒジャイアントストライド

ダイブスタイル アンカーリング

■ツアースケジュール発表
ブログ、メルマガ、会報にて詳細情報はご案内致します。日程変更や追加があった場合は早めにご連絡致します。

■宿泊ツアーのリクエストについて
２-３名から出発致しますので、お気軽にご相談ください。

■ツアー参加の際の駐車場について
日帰り、宿泊ツアー参加時の駐車場は有料駐車場をご案内致します。（1日\200程度）

■キャンセル規定
・前日のキャンセルは、お電話にてご連絡下さい
・日帰りビーチツアーキャンセル料　前日→50％、当日→100％
・日帰りボートツアーキャンセル料　3～2日前→30％、前日→50％、当日→100％
・宿泊ツアーキャンセル料はツアー行程表にてお知らせします
　　ご参考までに（多い例を記載しています）
    １泊２日や２泊３日ツアー⇒7ｏｒ10日前→20％、前日→50％、当日→100％
　　飛行機ツアー⇒22日前～16日前→20％、15日前～10日前→30％
　　　　　　　　　　　　9日前～前々日→40％、前日→50％、当日→100％

・ツアー出発の最終確認は、出発前日の17:30～19:00に必ずショップにお電話下さい

・モーニングコールサービスを行っています。朝起きるのが苦手な方はぜひご利用ください。

ツアーに関するご案内
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全国の大物大好きダイバーから注目を浴びている口之島ダイビングサービス。

2022年度は4月中旬～11月下旬まで稼働予定です。

口之島ツアー時は必ず高木が同行しますので、初めてのトカラも安心ですよ。

 
2泊3日4ボートプラン⇒4ボート、往復フェリー代（2等）、宿泊代（朝食２、昼食２、夕食１） 

  93,500円（税込：鹿児島港集合＆解散） 

 
     フェリーは通常週2便（鹿児島を月曜ｏｒ金曜出港。不定期で水曜出港便も有、その場合は週3便） 
     【平日プラン】 
      月曜日 鹿児島港23：00出港  ：船内泊 
      火曜日 口之島5：00入港 3ボート 状況によりＯＰ追加1ボート可能  ：口之島泊 
      水曜日 ＡＭ1ボート OP追加１ボート可能 （冬は日の出が遅いので不可） 
           口之島11：35出港 ⇒ 鹿児島港18：20入港 
     【週末プラン】 
      金曜日 鹿児島港23：00出港  ：船内泊 
      土曜日 口之島5：00入港 3ボート 状況によりOP追加1ボート可能  ：口之島泊 
      日曜日 ＡＭ1ボート OP追加１ボート可能 （冬は日の出が遅いので不可） 
           口之島11：35出港 ⇒ 鹿児島港18：20入港           
            
 最少催行定員  ３名様から開催（ダイビングボートの定員上、最大10名様迄） 
   出発日の2ヶ月前に最小催行人数に達してない場合は中止となります 
 
 オプション（税込） 
  鹿児島⇒口之島行きのフェリー（夜行便）を2等寝台（2段ベッド）に変更 1名4,000円UP  
   ※2等でも枕、毛布、マットはありますが、個室空間希望の方にお勧め 
 
  芽瀬遠征：2,750円  ニヨン遠征：4,400円  臥蛇遠征：8,800円  諏訪之瀬島遠征：11,000円 
      ※5名様（諏訪之瀬島は6名様）以上＆海況の良い状態の時のみ遠征可能 
  追加１ボート 8,800円 
    ※3名様以上で実施 
  ビーチダイビング 5,500円 
    ※ボートが出せずに、港内で潜る許可が出た時のみ1名様から実施 
  
 海況不良でダイビング出来なかった場合  1ダイブにつき8,800円ご返金させて頂きます 
  
 参加条件   経験本数2００本以上でフリー潜降（ヘッドファースト潜降）が出来る方 
          使い慣れた自己器材、ダイブコンピューター、フロート持参できる方 
            ※流れが早いポイントでのドリフトダイブメインです。 
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 詳しくは「2022 トカラ・口之島ガイドブック」 
をご覧ください 



　　ブルーアース21小倉が考えるステップアップチャート

インストラクター  INST 

アシスタントインストラクター  

ダイブマスター  DM 

レスキュー  RESCUE 

マスタースクーバ MSD 

DAN酸素プロバイダー 

エマージェンシー・  ファースト・ レスポンス 

心臓マッサージやAEDの使い方を学びます。Cカードを持っていない方も受講でき

る講習なので、みんなが取得しておきたい講習のひとつです。 

EFR 

アドバンス 
オープンウォーター  

ディープ、ナビは必須（ディープ、ナ
ビ、ボート、中性浮力、デジカメの５
テーマを推奨） 

 ＯＷ取得後に次に受講するコース。

宿泊ツアーではボートダイブやディー

プダイブが主流なので、アドバンスは

必須。楽しみながら経験するコース。 

 AOW 

オープンウォーターダイバー  OW 

スペシャルティ  SP 

アドバンス受講後、もっとスキ
ルを磨きたい、ダイビングの楽
しみ方を広げたいという方や
スキルアップを目的とする方
にはぴったりのコース。 
※アドバンス受講前から受講でき
るコースもありますが、まずはアド
バンス取得がお勧め。 

中性浮力、ナビ、ボート、
ディープ、器材、ダイブコン
ピューター、ドリフト、ドライ、
デジカメ、魚の見分け方、
エンリッチ（ナイトロックス）、
ナイト、ＤＣ 

楽しみの幅を 
広げるコース 

ＯＷコースで 
習わなかった事を 
経験するコース 

入門コース 

バディの事にも気を
遣えるようになるコー

ス 

自分の事は 
自分で解決できる 

自立したダイバーに
なるコース 

プロとして活躍 
するコース 

目安本数 4～100本 

目安本数 100～200本 
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酸素供給器材の取扱を学び、潜水事故に遭遇した時の手
助けが出来るようになります。レスキューの受講前提条件
ではありませんが、ぜひ持っておきたい資格。 

受講前提条件⇒アドバンス（他団体でもＯＫ）、ＥＦＲ 

ダイビング中に発生した問題にすぐに対処できる知識を備え、トラブルを未然
に防ぐ方法を学びます。 

申請条件⇒経験本数５０本以
上で、レスキュー及びSPを５
つ以上取得 

アマチュアレベルの知識、
経験、技術の伴ったダイ
バーの最高ランク 
 

ダイビングは日中で、ビーチから流れ
のない穏やかな水域限定 

※常勤、非常勤スタッ
フとして活躍できます 

目安本数 300本以上 講習を開催し、Cカードの認定が行えます 

講習のアシスタントが出来ます 

Cカードを持っている方にガイドを行えます 

受講前提条件⇒EFR 

実線の矢印が推奨コース 



ブルーアース流ステップアップの考え方
ステップアップとは本人の目標や夢をかなえる手段だと思っています。その時々で皆さんのダイビングに対する目標や

夢は変わってくると思います。「自分はどんなダイバーになりたいんだろう？」そんな目標や夢が沸いてきた時はまず、

このページからお読みください。

オープンウォーター（ＯＷ）コースでは、昼間のダイビングで流れがなく、最大水深18mまでのビーチダイビングを学び

ます。私はずっとＯＷで学んだコース以外は潜らないという方はずっとＯＷでＯＫだと思います。

しかし、ダイビングにはもっと色々な楽しみ方があります。ボートダイビング、ディープダイビング、ナイトダイビングｅｔｃ

また、当店の宿泊ツアーや沖縄・海外でのダイビングがほぼ１００％ボートダイビング＆ディープダイビングです。
そこで、まずアドバンス（ＡＯＷ）コースを受講しましょう。当店のＡＯＷでは5種類（ディープ、ボート、ナビ、中性浮力、

デジカメ）のダイビングスタイルをインストラクターと楽しみながら経験します。

ＡＯＷで習ったスキルをもっと勉強したい！もしくは、ＡＯＷで習わなかったダイビングスタイルを経験したい（器材、
ドライ、ナイト、ドリフト、エンリッチ）と言う方にお勧めなのがスペシャリティー（ＳＰ）コースです。ダイビングの楽しみの

幅を広げたい方にはぴったりなコースです。私は他人のことまでアシストは考えてないけど、楽しみの幅を広げたいな

と思う方はＡＯＷ＋ＳＰ取得という事になります。

　自立したダイバーになりたい！バディの事にも気遣えるようになりたい！と言う方にはレスキュー（ＲＥＳ）コース

です。ここではセルフレスキュー（自分自身のトラブル回避）やアシストレスキュー（バディを助ける）ことを学びます。

ここからが大きく分かれます。
アマチュアレベルでの最高峰を目指すならマスタースクーバ（ＭＳＤ）です。経験本数50本以上かつレスキュー＆

ＳＰを５つ以上取得することで、アマチュアレベル最高峰のランクになります。
プロを目指すならば、ダイブマスター（ＤＭ）コースがスタートになります。Cカードの発行（講習）は出来ませんが、

ファンダイブのガイドが出来ます。インストラクターになると、さらに講習まで出来るようになります。ダイビング業界に

就職するなら必須の資格ですが、非常勤スタッフのように通常の仕事をしながら、仕事がお休みの時はプロとして

活躍するということもできる様になります。

皆さんの夢や目標をスタッフにお気軽にご相談下さい。全力でバックアップ致します。

ＳＰコース紹介

①中性浮力 ⑤器材 ⑨ドリフト
２DIVE 学科 ２DIVE

②ナビゲーション ⑥ドライスーツ ⑩エンリッチ（ナイトロックス）
３DIVE ２DIVE 学科

　※できれば２ＤＩＶＥ推奨

③ボート ⑦デジカメ ⑪ダイブコンピューター（ＤＣ）
２DIVE ２DIVE 学科

　※できれば２ＤＩＶＥ推奨

④ディープ ⑧ナイト ⑫スキンダイビング
4DIVE 3DIVE

中性浮力が取れるテ
クニックから浮力を
使っての楽な水中移
動の方法などを学び
ます。 

目的地まで正確に向か
うコンパスナビ・自然の
目標物を使って移動す
るナチュラルナビなど水
中で迷わないナビゲー
ションを学びます。 

ボートの種類に応じたエン
トリーエキジット方法から
船上での過ごし方、酔わ
ない方法などを学びます。 
 
 

水深18mを超えると幻想的
＆エキサイティングなポイン

トが点在します。18ｍ以深の
ダイビングポイントを安全に
潜る知識・テクニックを学び

ます。 

器材の構造を知りた
い、また長持ちさせる
手入れの方法を学び
ます。 

ドライスーツの着脱
から給・排気バルブ
の操作、浮力の取り
方などを学びます。 

カメラのセッティング、保
存方法から基本的な操

作方法、撮影テクニック
などを学びます。 
 

イルカと一緒に泳ぎ
たい！という方には
絶対お勧め！ヘッド
ファースト潜降などの
スキルを学びます。 

潮の流れにのってダ
イビングする時の注
意点、エントリー＆エ
キジット方法などを学
びます。 

減圧不要限界を延長
できるエンリッチの特
性、注意点などを学
びます。 
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1本目で基本的な事を
勉強します。２＆3本目
で残りのSPコースの内
容を学びます。 

DCの基本的な使い
方から機種毎の詳細
設定、減圧理論など
を学びます。 



　ステップアップ講習料金の見方

講習料金の金額は、教材費、申請料込みです。ただし、SPコースは教材費のみ別途必要。

例えばＡＯＷコースに別途必要な費用は海洋実習費（要はツアー代）のみになります。

どこのツアーで講習を実施するかによってツアー代は変わります。

「楽しみの幅を広げるコース」

「ＯＷコースで学ばなかった事を経験するコース」

・下記テーマで、５ダイブを実施　

　※ディープ、ナビ、ボート、中性浮力、デジカメ

上記講習料金に含まれる教材（2021年11月現在）

　アドベンチャー（ＡＤＶ）テキスト、動画（オンライン）、シグナルフロート

講習料金は申請料込、教材費別です。教材は各SP講習により異なりますので、ご確認下さい。

通常コース

コース 料金 別途必要教材

　中性浮力 ¥12,650 PPBテキスト（4,400円）、PPBDVD（4,600円）

　ボート ¥12,650 AOWテキスト（6,900円）、フロート（5,280円）

　ナビゲーション ¥15,950 ナビテキスト（4,400円）、ナビDVD（4,600円）

　ディープ ¥19,250 ディープテキスト（4,400円）、ディープDVD（4,600円）、DC

ＰＡＤＩアドバンスコース取得済みの方向け特別コース

コース 料金 別途必要教材＆備考

　中性浮力 ¥9,350 通常コースと同じ

　ボート ¥9,350 不要

　ナビゲーション ¥12,650 通常コースと同じ

　ディープ ¥15,950 通常コースと同じ

上記以外のＳＰコース

コース 料金 別途必要教材

　器材 ¥9,350 自己器材

　ドライスーツ ¥12,650 AOWテキスト（6,900円）

　デジカメ ¥12,650 デジカメテキスト（4,100円）、ご自分のデジカメやストロボの取扱説明書

　ドリフト ¥12,650 ドリフトテキスト（4,400円）、フロート

¥9,350 エンリッチテキスト（3,500円）、エンリッチＤＶＤ（4,600円）、エンリッチタンク（2本4,400円）、ＤＣ

¥9,350 自己ＤＣ推奨

　ナイト ¥15,950 ナイトテキスト（4,400円）、ナイトＤＶＤ（4,600円）、水中ライト

¥9,350

【講習スケジュール】

　①テキストを利用する講習は教材を先にお渡しし、ご自宅で在宅学習

　②海洋実習前にショップで学科講習（講習時間は30分～1時間程度）

　③その後、ファンダイブを兼ねた海洋実習をご希望のツアー先で行います。

学科１回＋1ダイブ（ＡＯＷで中性浮力選択）

1ダイブ（ＡＯＷでボート選択）

　エンリッチ（ナイトロックス） 学科１回※海洋実習2ダイブ推奨

　ダイブコンピューター（ＤＣ） 学科１回※海洋実習2ダイブ推奨

コース内容

学科１回＋2ダイブ

学科１回＋2ダイブ

学科１回＋3ダイブ

学科１回＋4ダイブ

コース内容

学科１回＋2ダイブ

学科１回＋3ダイブ

コース内容

学科１回

学科１回＋3ダイブ

　スキンダイビング 海で実地講習

学科１回＋2ダイブ

学科１回＋2ダイブ

学科１回＋2ダイブ

アドバンス（ＡＯＷ）
コース（5ダイブ） 

SPコース（テーマによりダイブ数は異なります） 

￥38,500（教材費、申請料、シグナルフロート、 
       デジカメレンタル料＆ＣＤ－Ｒコピー込） 
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【講習スケジュール】 
①テキスト、動画（オンライン）をお渡しし、ご自宅で在宅学習 

②海洋実習前にディープ、ボート、ナビの3テーマの学科を行い

ます。講習時間は２時間程度です。 

③その後、海洋実習をご希望のツアー先で行います。 
 

【夜間の学科講習について】 
営業時間外の学科講習も可能です。
19:30-21:30の学科講習については、 
1回1,100円UPとさせて頂きます。 
お気軽にご相談下さい。 



「バディの事にも気を遣えるようになるコース」
「自分の事は自分で解決できる自立したダイバーになるコース」

上記講習料金に含まれる教材（2021年11月現在）

　ＥＦＲテキスト、ＥＦＲＤＶＤ、緊急ケアガイド、ファーストエイドパック

【講習スケジュール】　教材を先渡し在宅学習⇒学科＆スキル学習（講習時間は6時間程度）　分割開催も可能

　いざ緊急事態の現場で「自信が無い」「間違ったらいけない」「悪化させてしまうかもしれない」などと考え

手当てを躊躇してしまうケースがあります。ＥＦＲでは習った事がためらわず実行できる事に目的を置いています。

　CPR（心肺蘇生法）や応急手当を含み、緊急時に迅速で

最善の行動がとれるようになります。

　現実的なシナリオ練習を通して万が一の際に「まず何を

すればよいか？」を身につけ躊躇することなく手がさしのべ

 られるように学習します。

　　

上記講習料金に含まれる教材（2021年11月現在）　　　　　受講前提条件⇒ＥＦＲを取得（他団体の同等資格でも可）

　ＤＡＮテキスト

【講習スケジュール】　テキスト、講習用映像、酸素キットを利用し、講習時間は３～4時間程度（在宅学習は不要）

　「ＤＡＮ酸素プロバイダー・コース」は、応急手当の延長上にある

手法ですので「応急手当とＣＰＲ」の講習を受けその知識と技術が

十分に備わっていることが前提条件となります。

そのため事前にEFRを必ず受けておく必要があります。

　ＤＡＮ酸素プロバイダー・コースでは酸素供給器材の取り扱い

を学び、潜水事故に遭遇した時に酸素供給が可能になります。

【講習スケジュール】 　　　受講前提条件⇒アドバンス（他団体の同等資格可）、ＥＦＲ

　①教材を先にお渡しし、在宅学習

　②学科講習（3時間）実施　

　③学科講習終了後、海洋実習（1日）をレスキュー講習として設定した日に実施。

エントリー時や水中移動時にスクーバ器材をひっかけて身動きがとれなくなってしまった・・・

など、落ち着いて対処すればすぐに解消できる小さなトラブルが原因となって一瞬にして

ストレスから不安、パニックへと拡大していってしまいます。

　こうしたトラブルが発生しても、すぐに対処できる知識をそなえるとともに、トラブルを未然に

防ぐ能力を身につけ、さらに万一の事故の際の救命方法までを学びます。

　実際の講習では、疲労したダイバーや負傷したダイバーの救助方法、水面アシストの方法、

陸上での搬送方法、応急処置、救急の場合の速やかな通報の仕方、水中捜索方法など

現実に役立つ知識をトータルに学びます。

　マスター・スクーバ・ダイバーとは、さまざまなダイビング活動や環境でスキルを磨いて、

経験を積んだことを意味するアマチュア最高峰のランクです。

　スペシャリティコースを５つ受講し、アドバンス認定、レスキューコース認定、かつ50ダイブ

の経験をするとアマチュア最高峰ランクのマスタースクーバダイバーとして認定されます。

EFR（救急法） 

DAN酸素プロバイダー 

レスキュー 

MSD 

¥27,500（教材費、レサシアン＆ＡＥＤ使用料、申請料込） 

¥24,200（教材費、ＤＡＮ酸素キット使用料、申請料込） 

¥38,500（教材費、申請料込） 

申請料¥11,000 
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ブルーアース２１小倉オリジナル特典 
 救急法は定期的にやり方がバージョンアップします。ＥＦＲは2年に1回の更新講習を推奨しています。2年に1回更新講習
の受講時は講習料金は9,350円（申請料込）で受講出来ます。 

ブルーアース２１小倉オリジナル特典 
 救急法は定期的にやり方がバージョンアップします。ＤＡＮは2年に1回の更新講習を推奨しています。2年に1回更新講習
の受講時は講習料金は15,400（申請料込）で受講出来ます。  



ブランクがあいてしまった方のためのコースです

　久しぶりにダイビングに行こうと思った時、ブランクがあいてしまって心配・・・なんて事ありませんか？

　そんな時は、マンツーマンでダイビングに行きませんか？

　忘れてしまったスキルやご自分の器材チェックを行うのにも最適です。

料金　通常の日帰りツアー代（ビーチ）+4,400円

マンツーマン確約で日帰りツアーに出発します！

日帰り体験ダイビングコースのご案内です。

1名様～開催致します（1日最大2名様迄）

料金　通常の日帰りツアー代（ビーチ）+4,400円

　 含まれるもの

体験ダイビング1回、器材レンタル代、送迎

備考

当店ではPADIオープンウォーターコースは開催しません。

PADIオープンウォーターコース取得希望の場合は、

近隣のお勧めショップをご案内致します。

-13- 



　　　　　【器材レンタル料金表】

陸上と違う水中を楽しむためには、ダイビングの器材（水中で使用する道具）が必要です。

種類が多いので、１つ１つ細かくレンタル料金を設定しています。

　１日の使用料金です。

品目 金額（円） 品目

マスク・スノーケル ¥550 ドライスーツ

フィン ¥550 【ドライレンタルの注意点】

ブーツ ¥550 ・必ず採寸が必要になります。

グローブ ¥550 　採寸後、合わない方はレンタルは出来ません

メッシュバック ¥550 ・数、サイズに限りがあります。ショップ在庫分で足りない場合は

ウェットスーツ ¥1,100 　メーカーからレンタルしますので、早めにお申込下さい

ＢＣ ¥1,650 ・ドライスーツは1週間前からキャンセル料2,200円が発生します

レギュ・オクト・ゲージ ¥2,200 ※数・サイズに限り有

合計 ¥7,700

　　　【水中カメラ・ダイブコンピューター・その他備品レンタル料金表】

　水中では、水中専用の防水ケースを使用すれば、写真やビデオを撮ることができます。

　１日の使用料金です。電池はショップにてご用意致します。

カメラ・ビデオ関連 その他

品名 金額（円） 金額（円）

コンパクトデジカメ ¥3,300 ¥2,200

ストロボセット ¥2,200 ステー＆アーム＆電池込 ¥3,300

ワイドコンバージョンレンズ ¥2,200 ¥2,200

クローズアップレンズ ¥1,650 ¥550

※カメラ関係レンタル品は随時追加予定です ¥550
　追加した備品に関しては、その都度ご案内致します

¥1,100

フード

ラッシュガード（チタン） 保温性の高いラッシュガード

フードベスト

ダイブコンピューター

水中ライト（LED) 電池込

備考

ＣＤ－Ｒコピー込み エンリッチ（ナイトロックス）タンク エンリッチCカード必要

金額（円）

¥4,400

備考 品名
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【お問い合せ先】 

800-0255 

 小倉南区上葛原1丁目11-11 

 ミラドールF 503号 
TEL   093-981-6000 
FAX  093-981-6001 
 

不在時は下記にお電話下さい 

 高木携帯  090-8769-8998 

営業時間 11:00～19：30 

定休日 木曜日 

 ※海に行ってる時は不在も多いので 
ご来店前にお電話下さい 

 
 info@blue-earth21kokura.com 
 http://www.blue-earth21kokura.com 

ブルーアース21小倉 


