10th シーズンクルーズ（2019 年 10 月 03 日乗船〜2020 年 7 月 28 日下船）について
１. スケジュールについて
○ 基本日程
日曜日と木曜日を基本乗下船日といたしまして、日曜－木曜 4 泊 5 日、木曜－日曜 3 泊 4 日の 2 スケジュールを基本
(一部クルーズはこの曜日以外で運行いたします)としています。
○ 連続乗船
木曜乗船でも、日曜乗船でも 2 クルーズ連続が可能となりました。3 クルーズ連続、4 クルーズ連続も可能です。連
続乗船のお客様には特別特典があります。
○ チェックインタイム
お客様のご乗船時間は、乗船日 20 時からとなります。
○ ミルキーウェイツアー
最終日のミルキーウェイツアーは現地オプション（＄30/人）のリクエストとしてお預かりいたします。航路やボー
トスケジュール上対応可能な場合に、現地にてご案内させていただきます。最少催行 4 名。
○ 運行スケジュール一覧表 No.64 のヘレンクルーズのみ、2020 年 6 月 11 日中にパラオに到着できるフライトでお越し
ください。乗船日の UNITED 便が最終の乗船可能フライトとなります。
○

龍馬からの下船が午後２頃なので、下船後ご帰国便の搭乗（通常は下船日の夜中 - 日付が変わってからの早朝）ま
での間にお休みいただけるホテル又はラウンジの手配が必要です。
==============================================
例-1）運行スケジュール一覧表 No.1 のクルーズにお申し込みの場合の手配例：
（乗船：2019/10/03、下船：2019/10/06）
10/3 日本発 パラオ着 10/4 朝 4 時までのフライトをお手配ください。
10/4 朝 6 時ごろ出港予定
10/6 午後 2 時ごろ下船予定（その後ご帰国便搭乗まで滞在できるホテル又はラウンジをお手配ください。）
10/7 以降のご帰国便をお手配ください。
==============================================
例-2）運行スケジュール一覧表 No.26 のクルーズにお申し込みの場合の手配例：
（乗船：2019/12/29、下船：2020/01/02）
12/29 日本発 パラオ着 12/30 午前 4 時までのフライトをお手配ください。
12/30 午前 6 時ごろ出港予定
1/2 午後 2 時ごろ下船予定（その後ご帰国便搭乗まで滞在できるホテル又はラウンジをお手配ください。）
1/3 以降のご帰国便をお手配ください。
==============================================

２．ダイビングについて
○ 龍馬ではナイトロックス利用をお客様の乗船条件にはしておりませんが、強く推奨いたします。ナイトロックスの
ご利用は無料です。減圧症リスクを減らすこと、そして空気利用の時よりも安全なダイビング計画をするためにも
是非ご利用ください。
○ ダイビングコンピューターは一人一台必ずお持ちください 。お持ちで無い場合はレンタルをお願いしております。
（要事前予約）
○ クルーズをお選びいただくための 3 つのポイント
「行き先（ルート、コース ）」、
「海のイベント」、
「スキルレベル」、の３項目からご自分に適したクルーズをお選
びいただくことができるようになりました。詳細は運行スケジュール一覧表をご参照ください。
○ スキルレベルの設定
龍馬では安全に楽しくクルーズにご参加いただくため、ご乗船いただく目安となる経験本数と必要スキルを提示して
おり、ご自身のレベルに合ったクルーズにご参加いただけます。比較的初心者の方や、クルーズがはじめての方
でも安心してお楽しみいただけるルートもございます 。
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（下記、経験本数は目安であり絶対のものではありません。本数を満たしていても現場でガイドが危険だと判断した場合は、当該ダイビン
グはお休みいただくこともあります。またこの本数以下であっても対応できる場合もありますので、心配な方は一度ご相談ください）

Ø

ご乗船の目安
²
レベル N（リラックスルート）
気取らずリラックスしてダイビングを楽しんでいただくこと、そしてパラオの海を安全にお楽しみいただ
くこと、を重視したスタイルです。クルーズに乗りたいが、ちょっと心配と思われている方でも安心して
ご参加いただけます。もちろん経験者の方でも大歓迎です。乗船ゲスト皆様の経験の差が大きい場合には、
ガイドを分けてチームを編成致しますので安心してご参加ください。
²

レベル S（一般ルート）
一般的なパラオのドリフトダイビングを無理のないペースでご参加いただけるようアレンジいたします。
潜降ロープを見ながらフリー潜降、水中で自分自身のコントロール、安全停止が出来ることが必要です。
ブランク 2 年以内を推奨

²

経験本数 80 本以上
経験本数 150 本以上

レベル G の（ベテランルート）
ポイントにはブイ（潜降ロープ）が無い場合が多く、基本全てドリフトダイビングスタイルです。S のレベ
ルに加え、速い流れの中でのロープなしフリー潜降、水中集合、中性浮力、は高いレベルで出来ることが
必要となります。またいざとなったらご自身で安全に浮上できる技術を有していることも必要です。
ブランク 1 年以内を推奨

²

体力年齢 60 歳未満
体力年齢 60 歳以上

体力年齢 60 歳未満
体力年齢 60 歳以上

経験本数 150 本以上
経験本数 300 本以上

レベル P（特別企画ルート）
ブイ（潜降ロープ）のあるポイントではほとんど潜りません。レベル G の必要スキルに加え、複雑で強い
流れの中、中層を泳いでダイビングできる能力、すばやくガイドの指示に反応できるスキル、および緊急
時に単独で安全に浮上できる技術と冷静な判断力が必要です。このクルーズは外洋航海となりパラオ本島
から離れたエリアを目的地としています。このため緊急事態発生時のレスキュー対応には時間がかかりま
す。水分補給、睡眠時間を十分取り体調管理をしっかりとお願いいたします。
ブランク 6 ヶ月未満を推奨

体力年齢 60 歳未満
体力年齢 60 歳以上

経験本数 200 本以上
経験本数 400 本以上

３．料金
運行スケジュール一覧表に記載されている「乗船料金」＋「遠征費」がクルーズ料金となります。
※その他パラオではダイビング許可書等の各種税金がかかります。本文下部をご参照ください。
＜乗船料金に含まれるもの＞
○ ご乗船料金、各日程分のお部屋利用及びご宿泊、食事（日程表記載回数）
○ お飲み物

常時無料：お水、お茶、コーヒー、紅茶、フルーツジュース
夕食時無料：生ビール、グラスワイン（ダイニングにて）
（※飲酒は翌日以降のダイビングを考慮してお楽しみください。）

○ 日程表記載ダイビング本数
最終日に組み込まれている早朝ダイブは搭乗まで 18 時間以上時間がある場合のみ参加可能です。
※可能フライト：翌 AM01：45 以降の出発便
フライトの都合上早朝ダイブにご参加いただけない場合、$40 減額いたします。
ご予約時のみの対応となります。現地で決定された場合の返金はございません。
○ 下船後のホテルまでの送迎
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＜基本乗船料金に含まれないもの＞
○ 空港往復送迎（往路：空港～龍馬

復路：各ホテル～空港）：往復$40/人、片道$25/人

○ 下船後のホテル宿泊代金
例）ウェストプラザ系ホテル $117〜/泊
※下船時間は 14-15 時頃を予定しております。
○ シングルチャージ、および乗船後のお部屋移動
Ø
シングルチャージ（事前確約・事前精算）
ご予約時にシングルルームを確約いたします。：乗船料金の 50%
（出港時にご乗船のお客さまの人数がベッド数の定員に満たなかったとしても返金はございません。予めご了承
ください）
Ø
乗船後にお部屋移動
空室がある場合のみ、乗船後に下記の追加料金にて個室利用へ変更いただけます。
STD、DLX 同クラス内 $50/泊
STD→DLX アップグレード個室利用 $100/泊
○ オプション料金（現地精算）
・追加ダイブ： US$60/本
・ミッドナイトダイブ： US$100/本
※最少催行人数 4 名様
※安全のため、1 日最大 4 ダイブまでとさせていただいております。
・ミルキーウェイツアー： US$30
※リクエストとしてお預かりのうえ、現地にて催行可能な場合ご案内させていただきます。
・ナイトロックスタンク使用料： 無料
・PADI エンリッチドエアダイバー スペシャルティコース（ナイトロックス講習）： US$200
※教材費 US$30・申請費 US$30 は別。要事前申込
※受講にはナイトロックスに対応したダイブコンピューターが必要です。
○ レンタル器材代金（1 日あたり）

※ 事前にお申し込みください。

フルセット※
$50
ウエットスーツ
$10
BCD+レギュレーター
$30
３点セット
$10
レギュレーターのみ
$20
マスク、スノーケルのみ
$5
ＢＣＤのみ
$20
フィンのみ
$5
カレントフック
$10（日程中）
シグナルフロート（必須）
$5
ダイブコンピューター
$10
※フルセット： BCD、レギュレーター、ウェットスーツ、フィン、マスク、フロート、フック

○ お飲み物（船内販売）
ソフトドリンク ＿＿ $2
缶ビール _____________$5
焼酎 _______________$8/shot, $40〜/bottle
ワイン ________________$8/shot, $27〜/bottle
ウィスキー _________$8/shot, $50〜/bottle
＊アルコール類のお持込みに制限はございませんので、ご自由にお楽しみください。
（※飲酒は翌日以降のダイビングを考慮してお楽しみください。）
パラオ国外から持ち込まれるアルコール類は、免税範囲（成人 1 人につき 2ℓ未満）がございますのでご注意ください。

○ アメニティ
歯ブラシ ________________________$5
スリッパ ________________________$2
耳栓 ____________________________$1

髭剃り __________________________$2
酔い止め（1 箱） _________________$9

○ チップのご案内
当クルーズでは最終日にアンケートともにチップのご案内をさせて頂きます。
＊チップの目安：お 1 人様につき US$20 /泊
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＜各種税金＞
※以下は 2018 年 11 月現在の金額になります。予告なく変更される場合がございます。
○ ダイビング許可証（1 名料金）
ご精算は現地にて US$現金のみのお取り扱いとなります。
・コロール州
ロックアイランド許可証 $50 （ダイビングのみ）/10 日間
フィッシング許可証 $20
ジェリーフィッシュレイク許可証 $100/10 日間有効
・ペリリュー州 $30/10 日間
・ガラロン州 （ノーザンリーフ南東側） $15/5 日間
・ガラツマオ州（ユーカク）$15/日
・カヤンゲル州（カヤンゲル環礁、ベラスコ、テールトップ）$20/1 か月
ゲルアンゲル保護区 $15/1 回
カヤンゲル本島上陸 $8/1 か月
プライベートビーチ $10/1 回
・アルモノグイ州（ウエストパッセージ）$10/日
・アンガウル州 $25/日
島上陸 $10/日
・ソンソロール州（ソンソロール、プルアナ、メリル） 各島 1 クルーズ＄100/1 回/1 船（乗客人数で頭割り）
・ヘレンリーフ 1 クルーズ＄1,500/1 回/1 船（乗客人数で頭割り）
○ ROOM TAX (VESSEL CABIN TAX)
すべてのクルーズについて、パラオ政府より ROOM TAX(VESSEL CABIN TAX)が課税されます。
恐れ入りますが、現地にて下記料金を US$現金にてお支払ください。
スタンダード：$6 /1 泊/人
デラックス：$9/1 泊/人
＜その他＞
○ クルーズ最少催行人数
各クルーズ 4 名様より催行いたします。4 名に満たず催行中止の場合は、ご乗船 40 日前までにお知らせいたします。
○ 遠征費が発生するクルーズ
海況・天候により遠征できない場合は、通常クルーズとなり、遠征費は返金させて頂きます。
○ 燃油サーチャージ
原油が高騰した場合は、現地にて 1 日＄50 上限として燃油サーチャージを徴収させて頂く場合がございます。
○ インターネット利用
Ø
マラカル湾停泊時のみ、微弱ではございますが船内 Wi-Fi をご利用いただけます。
Ø
航海中、有線 LAN が利用可能です。Fire fox がインストールされている PC をお持ちでしたら、衛星回線にて 1MB
につき US$20 でインターネット接続が可能です。高額になる場合がございますのでご注意ください。
○ 衛星電話利用料金
通話料 1 分毎に US$2

４. 特典・割引 / ご請求・お支払い / キャンセルチャージ
＜特典・割引について＞
○ 連続乗船特典：2 クルーズを続けてご乗船いただく場合、本船の帰港日に、早朝ダイブを含めた 3 ダイブ（朝食後
の 2 ダイブをプレゼント）をお楽しみいただけます。
また、お夕食はフィッシャーマンレストランにて$25 お食事券をご利用いただけます。合計$145 相当のご優待となり
ます。ぜひ連続乗船でお得に龍馬をお楽しみください。
○ 連続乗船ダイレクト予約割： 2 クルーズ以上の連続乗船を直接予約でお申し込みの場合は、連続の度に乗船料か
ら$50 割引をいたします。（例 2 クルーズ連続 $50、3 クルーズ連続 $100、の割引）
○ 早割 180、早割 90： 乗船日より起算して、180 日前までのご予約に関しては$50、90 日前までのご予約に関しては
$25 の早期予約割引をいたします。
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○ グループ割引：グループ様の場合、6 名様につき 1 名様分のスタンダードルーム基本乗船料金を無料とさせていた
だきます。
1 船貸し切りチャーターは別途お問合せください。
○ デイドリームポイントカード：デイドリーム、うなりざき、マリンステージ、合同のポイントカードを龍馬でご利
用いただけます。1 ダイブで 1 スタンプ。30 ポイント満了で$100 金券として龍馬ご予約時にご利用いただけます。
但し 1 回のクルーズでご利用できるポイントカードは 2 枚までとさせていただきます。
＜ご請求・お支払いについて＞
○ 事前支払い分
クルーズ料金（乗船料金+遠征費およびホテル・空港送迎代金（弊社手配））は、ご予約確定時に下記の手順でお支払
いをお願いいたします。
・ご予約金
上記、お申込みクルーズ毎の合計金額が$2000 未満のお客様は￥50,000、$2000 以上のお客様は￥100,000、を予
約金として 10 日以内にお支払いください。
・残金
乗船日 50 日前の CASH/S レートにて日本円に換算し弊社よりご請求させていただきます。
乗船日より 40 日前までにご請求金額をお支払いください。
お支払いは、銀行振り込みにてお願いいたします。
例）No1 と No6＆7 と No47 の 3 クルーズのスタンダードをお申込み頂いた場合
No1
＄1300 となり予約金は￥50,000
No6
＄1800+ No7＝＄1400＝＄3200 となり予約金は￥100,000
No47
＄2300 となり予約金は￥100,000 計￥250,000 のご予約金を請求させて頂き、
その後各乗船日の 50 日前に上記残金請求の内容で請求させて頂きます。
○ 現地払い分
ダイビング許可証・ROOM TAX は US$現金のみのお取り扱いとなります。
その他のお支払いは、US$現金、クレジットカード（VISA, MASTER, JCB, DINERS）を ご利用いただけます。※
DINERS カードは４ケタの PIN コードが必須です。
※ アメリカンエクスプレスのクレジットカード 、およびトラベラーズチェックはご利用頂けません。
＜キャンセルチャージ・日程変更手数料＞
○ 下記(No47、54、62、64)以外のクルーズ
乗船日から起算して 31 日前までのキャンセル/日程変更 ・・・ 無し
乗船日から起算して 30 日以降のキャンセル/日程変更 ・・・ クルーズ料金の 20%
乗船日から起算して 2 日以降のキャンセル/日程変更・・・クルーズ料金の 50%
乗船日当日のキャンセル/日程変更、NO SHOW ・・・ クルーズ料金の 100%
○

No47、No54、No62、No64 クルーズ & グループ割を利用する場合
乗船日から起算して 61 日前までのキャンセル/日程変更 ・・・ 無し
乗船日から起算して 60 日以降のキャンセル/日程変更 ・・・ クルーズ料金の 20%
乗船日から起算して 2 日以降のキャンセル/日程変更・・・クルーズ料金の 50%
乗船日当日のキャンセル/日程変更、NO SHOW ・・・ クルーズ料金の 100%

お客様のご都合（航空便の決便・遅延も含む）や天候・海況等により、予定数のダイビングが行なえなかった場合のご
返金はいたしかねます。予めご了承下さい。

© 2019 DayDream Palau / Pacific Odyssey Inc. All rights reserved.

５．ご予約方法
最初に下記ページの予約フォームよりお問い合わせください：
http://daydreampalau.com/contact/ryoma_contact.php
最終的にお伺いする情報は下記となります。
○乗船者名 ローマ字フルネーム：（
）
○国籍
○性別
○生年月日
○ご乗船クルーズNO.
（例 12)
○ご利用航空会社（便名）・日本出発日/パラオ到着日・パラオ出発日
○お部屋タイプ（スタンダード/デラックス）
○現地送迎会社名 （例 ベラウツアー等）
○下船後の滞在先（ホテル名等）
○ライセンス種類 （例 PADI アドバンス等）
○経験本数/最終ダイビング年月
○レンタル器材の 有無 ※有りの場合（身長・体重・足のサイズ）
○ナイトロックス利用のご希望の有無 ※要スペシャリティCカード
○タンク種類：（ 9 or 11 ）リットル
※アルミタンク。特にリクエストがない場合は9Ｌのタンクをご用意させて頂いております。
○食事アレルギーの 有無
○ウェルカムボードへのお名前の表記についてご希望がある場合はお知らせください。
○その他リクエストなど
※パスポートの残存期間が入国時+6ヶ月以上かつ未使用のページ1枚以上が必要です。
※PADI病歴確認項目に該当がないかご確認ください 。該当がある場合、医師の診断書が必要になる場合がございま
すので、事前にご相談ください。
事前連絡なく、ご乗船後に病歴の該当があった場合はダイビングにご参加いただけません。 その場合のご返
金はいたしかねますのでご了承ください。
※万が一の場合に備え、必ず海外旅行保険もしくはダイビング保険（DAN保険等）にご加入の上、クルーズにご参加く
ださい。

６．その他
気温は30℃近くとなりますが、乾期であること、船上であること、またキャビン内ではエアコンも常時運転をしてお
りまして涼しく感じることもあります。長袖を1枚お持ちいただくことをお勧めいたします。

７．緊急連絡先・現地連絡先
○ 船上緊急連絡先
最初は英語スタッフが出るかもしれませんが、
「ジャパニーズプリーズ」と言っていただければ日本人に変われます。
²
龍馬船用携帯 +680-775-3551（パラオ本島~ペリリュー海域のみ・24時間対応）
²
龍馬船長携帯 +680-775-3553（パラオ本島~ペリリュー海域のみ・24時間対応）
パラオ国内からの場合は+680をとっておかけください。
²
龍馬インマルサット衛生電話 +8707-7317-0260（パラオすべての海域・24時間対応）
日本からのみ。パラオ電話回線の都合上、パラオ国内からはかけられません。
○ オフィス緊急連絡先
²
パラオ/コロールオフィス +680-488-3551（日本語・7:30〜18:30）
²
夜間緊急 +680-775-3552 / +680-775-3554（日本語・24時間対応）
龍馬専用問合せメール ryoma@daydreampalau.com

© 2019 DayDream Palau / Pacific Odyssey Inc. All rights reserved.

