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2021年 08月 01 日 

 

龍馬 12th シーズンクルーズのご案内 

2021 年 12 月 31 日乗船〜2022 年 06 月 29 日下船  
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スケジュールについて  

○ 基本日程 

金曜日乗船・水曜日下船 5泊 6 日日程 

※ No12,13 ヘレンクルーズは金曜日乗船・金曜日下船 7 泊 8 日日程となります。 

○ チェックインタイム 

お客様のご乗船時間は、乗船日 18 時からとなります。 

○ No12,No13クルーズのみ、出港時間を乗船日 24 時に設定しております。出港時間に間に合うフライ

トでお越しください。乗船日のUNITED 便を最終の乗船可能フライト（2021.8.1 現在）となりま

す。 

○ 最大定員人数の制限  

コロナ感染予防対策としまして乗船人数を最大 12名定員とさせて頂きます。 

＜基本ルーム設定＞ 

スタンダードルーム 6 部屋、デラックスルーム 3部屋、全 9 部屋の個室利用を予定しております。 

※ ご夫婦・カップル・お友達同士 2 名様ご予約でのご希望の場合は最大 12名定員内で調整させて頂

きます。（2 名様申込の場合は条件有*1）  

定員は今後、コロナの状況を見ながら緩和していく予定です。 

 

*1 ご夫婦・カップル・お友達同士 2 名様ご予約の場合は最大 12 名定員の定員内で収まる場合のみお

受けいたします。同室が条件となりまして最終的にお一人様でのご参加となった場合はシングル利用

料金となります。 

 

ダイビングについて  

○ G レベル・P レベルのクルーズはナイトロックスのご利用を必須とさせていただきます。 

全員ナイトロックスをご利用頂ける事で、ダイブプロフィールを揃えることが出来、アグレッシブ

なダイビングが可能となります。ナイトロックス SP をお持ちでないお客様は乗船中に資格取得をし

て頂けます。（講習は有料となります） 

 

○ その他クルーズ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） 

 

○ 選べる 3つのポイント 

「行き先（ルート）」、「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。カレンダーをご参照ください。 

 

○ 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ますので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には安心してお楽しみいただけるＳルートをお勧めします。 

（下記、経験本数は目安であり絶対のものではありません。本数を満たしていたとしても現場でガイ

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。 

またこの目安の本数以下でも対応できる場合もありますので、ご予約時にご相談ください） 
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ご乗船の目安 

○ 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      体力年齢 60 歳未満 経験本数 80 本以上  

              体力年齢 60 歳以上 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      体力年齢 60 歳未満 経験本数 150 本以上 

               体力年齢 60歳以上 経験本数 300 本以上 

☆ナイトロックス利用が必須となります。 

 

○ 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 経験本数 200 本以上  

               体力年齢 60歳以上 経験本数 400 本以上 

☆ナイトロックス利用が必須となります。 
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ご料金  

料金表にございます 乗船料金 + 遠征費 = クルーズ料金 となります。 

＜基本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（乗船日翌日朝食から最終日昼食まで） 

○ 最終日お部屋の利用 ご出発の航空便送迎までご利用頂けます。 

○ 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／フルーツジュース ダイニングにて 

○ 乗船料金表記載ダイビング本数 

※海況・体調不良でダイビングを記載ダイビングに満たない場合もダイビング代の返金は 

ございません。 

最終日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 

 

＜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：龍馬〜空港）    往復$40/人、片道$25/人 

オプション料金（現地精算） 

・最終日早朝オプションダイブ      US$80/本 

※最終日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以降の出発便ご利用） 

・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 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。 

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。 

○ 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 /日 例）5泊 6 日の場合は＄120 が目安となります。 
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＜各種税金＞※2021 年 07 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： $12 ／1 泊／部屋  デラックス： $18／1 泊／部屋 

・一部屋お一人様利用の場合 

スタンダードお一人様： $12 ／1 泊   デラックスお一人様： $18／1泊 

 ※例）5 泊 6 日の場合 お一人様＄12ｘ5泊＝＄60- 

・一部屋お二人様利用の場合  

スタンダードお一人様： $6 ／1泊  デラックスお一人様： $9 ／1泊 

 ※例）5 泊 6 日の場合 お一人様 ＄6ｘ5 泊＝＄30- 

 

 

＜その他＞  

○ クルーズ最少催行人数 

各クルーズ 6名様より催行いたします。6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 

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。（※船内WIFI は現在ご用意がございません。） 

○ 衛星電話利用料金 

通話料 1分毎にUS$2 
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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＞ 

○ 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。 

・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 

乗船のお客様ごと各￥100,000- 

ご予約確定後、10 日以内にご入金またはカード決済手続きをお済ませ下さい。 

・残金 

ご乗船 50 日前の CASH/Ｓレートにて残金を日本円に換算した金額をご連絡いたします。40 

日前までにご請求金額をお振込みまたはカード決済手続きにてお済ませ下さい。 

・クレジットカードをご利用頂けます。 

乗船料金のお支払いは VISA・MASTER カードのご利用が可能となります。 

○ 現地払い分 

ダイビング許可証・ROOM TAX、TIP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＞ 

   基本乗船料金 + 遠征費 = クルーズ料金が対象となります。 

【キャンセルチャージ】 

   ●No12、No13以外の全てのクルーズに関しては 

 乗船日から起算して 31日前まではキャンセル料金はかかりません。 

 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% 

●No12、No13のクルーズに関しては  

 61 日前まではキャンセル料はかかりません。 

 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致しかねます。予めご了承下さい。  
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ご予約方法   

下記予約フォーマットよりお問い合わせください。 

https://daydreampalau.com/page/page/12th_season.html 

 

＝＝予約フォーム内容＝＝ 

1.乗船者名 ローマ字フルネーム 2.性別 3.国籍（日本以外の場合）4.生年月日 

5.パラオのダイビング：初めて/2回目以上 

6.病気に関する質問票該当の有無 ※1 （有/なし） 

7.下記のフライト情報または、eチケットのコピーをお送りください。 

ご利用航空会社(便名) 

ご出発日／ご到着日（ご出発日と異なる場合）／ご帰国日（共に、e-チケットの日付） 

8.ホテル名(龍馬乗船前後泊される方のみお知らせください。) 

＝＝ご乗船ゲスト情報フォーム＝＝ 最終的にお伺いする情報は下記となります 

○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 

※有の場合（必要な器材と身長・体重・足のサイズ) 

※シグナルフロートとダイビングコンピュータは必須 

 お持ちでない場合は、事前申込みによるレンタルをお願いいたします。 

○タンク種類： エア/ナイトロックス ※要スペシャリティCカード 

○タンクサイズ:( 9 OR 11 )リットル 

（タンクサイズ、ナイトロックスご利用による追加料金はございません） 

○食事のアレルギーの有無（有/無） 

 あるいは、宗教（信仰）上の理由で食べることができない食材（有/無） 

 有の場合は、食材と症状（出汁に使用されている場合も蕁麻疹が出る等） 

○ウェルカムボードへお名前（ローマ字表記）を記載いたします。 

 記載名について、ご希望があればお知らせください。 

○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。 

※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。 

  

https://daydreampalau.com/page/page/12th_season.html
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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 

とよいと思います。 

 

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。 

 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） 

パラオ国内からの場合は+680をとっておかけください。 

 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 

 パラオ/コロールオフィス +680-488-3551（日本語・7:30~18:30） 

 龍馬専用問合せメール ryoma@daydreampalau.com 

Toyo
v.20210808


