日本語でお気軽にお問い合わせください。
メール info@samuidiscoverydivers.com
携帯電話 ０８２ ２７８ ３７６４
（日本の携帯からお掛けの場合 +６６ 82 ２７８ ３７６４）
Line ID
emiusm
Twitter
@DiscoverySamui

参加資格について
12歳以上のＰＡＤＩオープンウォーターダイバーまたは、同等クラス以上のＣカード保持者
ＰＡＤＩスキューバダイバーまたは、同等クラスのＣカード保持者と11歳までのＪｒオープンウォーターダイバー
の方のご参加について
・チュンポンピナクル＆タオ島2ダイブは、深いポイントの為、参加できません。
・バディーとご一緒にお申込みください。お1人参加の場合、他に同等レベルのダイバーの参加がない場合
は、プライベートガイド料金2000ＴＨＢをご請求させて頂きます。
（PADIスキューバダイバーとは・・・プロフェッショナルダイバーの引率で最大深度１２ｍまでのダイビングが可能なライセ
ンスの1つです。）

・ご到着日のツアーご参加については、バンコク発サムイ島行き始発便ＰＧ１０３ 07：05にてご到着に限り
ツアーに参加可能です。以降のフライトでご到着の方は、翌日以降のツアーにお申込みください。
・その他、ツアー終了後に飛行機に搭乗予定のある方は、参加できません。帰国日には参加できません。

ツアー参加にあたっての注意事項
・体調を整えてご参加ください。二日酔いの方は、参加をお断りする場合がございます。
海のスポーツは、命にかかわりますので、安全の為ご理解の程、お願い申し上げます。
当日キャンセルとなりツアー代金全額がキャンセルチャージとなりますので、ご注意ください。
・船酔いが心配な方は、出航前までに酔い止め薬の服用をお願い致します。港にご用意しております。
・ツアー参加日に、免責同意書にご署名をお願い致します。
未成年のお客様のみでご参加の方へ
・免責同意書に保護者のご署名欄がございます。印刷の上、ご署名をもらい当日ご提出ください。
免責同意書PDF(←こちらから免責同意書を確認してください。)

ツアーに関して
料金
ファンダイビング セイルロック2ダイブ
4,680THB
タオ島2ダイブ
4,980THB
チュンポンピナクル＆タオ島2ダイブ 5,180THB
料金に含まれるもの
ホテル‐港送迎往復、レンタル器材、タンク、ウエイト、ボート乗船料、ガイド料、ダイバーズ簡易保険 、雨天
時のレインコート、酔い止め薬、お食事とお飲み物、記念写真など
料金に含まれないもの
ボートキャプテン・ボートボーイとガイドまたはインストラクターへの任意のチップ
ツアー開催日とスケジュール
セイルロック2ダイブツアー 毎日実施
タオ島2ダイブ・チュンポンピナクル＆タオ島2ダイブ 隔日実施 *実施日は、お問合せください。
体験ダイビング 毎日実施
・タイムスケジュールは、ホームページ内に記載しております。ツアー後のご予定は、時間に余裕もってご計
画をお立てください。
・当日の天候・海況によりポイント・スケジュール等ツアー内容に変更が生じる場合がございます。事前に
予測できる場合は、前もってご連絡致します。
利用ボート
弊社所有のスピードボートを利用します。参加人数により2エンジンまたは、3エンジン搭載ボート
ボート設備
マリントイレ・淡水簡易シャワー・ドライロッカー・救急箱・ライフジャケット・緊急用酸素供給キットなど
乗船時間
セイルロック 片道50－60分 タオ島 片道80－90分
参加人数
2エンジンボート 最大12名とガイド
3エンジン
最大20名とガイド または、タンク本数最大60本までのお客様とガイド

ガイドとダイブグループ
・タイ国家資格の観光ガイド資格を所有したガイド1名とダイビングガイドが乗務致します。
・ダイバー4名：ガイド１名の少人数制グループ
・日本人ダイブマスターまたは、インストラクターが乗務致します。
・春休み・GW・7月10日～10月10日の繁忙期は、グループ分けの関係上、水中のガイドは、日本人以外の
スタッフが担当する場合がございます。日本人スタッフが担当できない場合、または、可能性がある場は、
お問い合わせ時点でご連絡致します。ご予約確定後に変更になることはございません。
日本人以外がガイドを担当する場合でも、器材合わせ、ボートブリーフィング、ダイブブリーフィングは、日
本人スタッフが担当いたしますので、安心してご参加ください。
・日本人ガイドを希望される場合は、ご予約時にお申し出ください。
オプションプライベートガイドについて
・プライベートガイド料金 2000THB
・繁忙期は、ガイドとマンツーマンとなるプライベートガイドの受付はしておりません。2名参加でプライベート
ガイドをお申込みの場合は、お1人当たりの追加料金は、1000THBです。
ダイビング器材レンタル
・すべてのプログラム、器材フルレンタル無料です。
マスク・フルフットタイプのフィン・3ｍ半そで半ズボンタイプのウエットスーツ・レギュレーター・ＢＣＤジャケッ
ト・ウエイトが基本のレンタルセットです。度付きマスクとスノーケルは、希望者へ貸出しています。度付きマ
スクは、数に限りがございますので、事前にお申込みください。
・万が一、紛失・破損された場合は、購入・修理費用を請求させて頂く場合がございます。
・フルスーツの貸出しはございませんので、長袖のラッシュガードと海用のレギンスなどをウエットスーツの
下に着用されることをお勧めしています。時期により発生するプランクトン・クラゲ対策としても効果的です。
・ブーツの貸出しはございません。
有料レンタル ダイブコンピューター 1日250ＴＨＢ
タンクについて
・12リットルアルミタンクを使用します。
・ナイトロックスタンクは、1日500THB（1本250ＴＨＢ）です。ツアー当日の手配はできません。参加日前日17
時までにお申込みください。
ナイトロックスの認定証とダイブコンピューターをご持参ください。ガイドとバディーは、通常のタンクを利用
することをご了承ください。
・希望者に15リットルアルミタンクをご用意いたします。数に限りがございますので、直近のダイブデータ(最
大深度・ダイブタイム・使用タンク・ウエットスーツの種類等)をお知らせください。
ダイブタイムについて
・最大６０分または、グループの一人が、残圧５０になったら安全停止をして、浮上します。１本のダイビング
は、短くても安全停止を含めて４０分以上のダイビングになるよう努力いたします。
お食事とお飲み物
朝食 港のラウンジにて、コーヒー・紅茶・水、トースト・マフィン、バナナなどをご用意しております。
昼食 船内にてタイ料理のご昼食をご用意しております。例グリーンカレー・野菜炒め・唐揚げ・フルーツ等
お飲み物 終日飲み放題にてご用意しております。水・コーラ・スプライト・アイスティー等 ダイビング終了後
は、ビールをご用意しております。
・ベジタリアン、食物アレルギーをお持ちの方は、事前にお知らせください。別メニューをご用意致します。
ホテル‐港送迎往復
・乗合送迎車、最大11名のお客様が乗車します。
主な無料送迎エリアとホテルお迎え時間の目安
チャウエン（07：00－15）、チャウエンノイ（06：50）、ボプット（07:15-20）、チョンモン（07:20-30）、メナム
（06:50-00）、ラマイ・ロッキービーチ（06:30）、北ラマイ（06:45）
・時間はあくまでも目安です。ご予約確定後にお渡しします、書類にてご集合時間をご確認ください。
・一部遠隔地は有料送迎となります。 車一台往復 乗合送迎800THB プライベート送迎1600THB
主な有料送迎エリアとホテル
ナトン、リパノイ、タリンガム地区とサムイ島空港など
フォーシーズンズ、コンラッド、インターコンチネンタル、ニッキービーチなど
・無料送迎エリアであっても、ミニバンでの送迎が困難な高台のビラなどは、有料送迎となります。
プライベート送迎の手配
ゆっくりの出発を希望される方は、有料プライベート送迎をご利用ください。送迎料金は、エリアにより片道
300ＴＨＢ～です。詳細はお問合せください。
乗合送迎、プライベート送迎のご利用に関わらず、ホテルのチェックインがお済み次第お部屋番号のご連
絡をお願い致します。送迎トラブル防止の為、ご協力をお願い致します。

記念写真
・陸上、水中にて撮影をします。ツアー終了後、代表者へ写真ファイルをメールでお送りします。3日以上経
過しても受け取られない場合は、ご連絡ください。お写真は無料でダウンロードができますが、写真の保
管期間は6か月です。期間内にダウンロードをお済ませください。
・カメラ機材のトラブルや不可抗力、その他何らかの理由により、サービスのご提供が出来かね る場合が
あります。
写真の使用について
弊社SNS・ブログで利用させていただく場合がございます。掲載を望まない方は、事前にお知らせくださ
いますようお願い致します。

ツアーお申込み必要事項

お申込みの際は、以下の事項をご連絡ください。
■代表者氏名ローマ字
■代表者携帯電話番号
■ご宿泊ホテルとチェックイン後はお部屋番号（*未定の場合は、決まり次第ご連絡ください。）
■ご希望のデポジットお支払い方法 オンライン決済または、銀行振込
■参加日とツアー内容
■参加者氏名・ローマ字
■生年月日
■Ｃカード発行団体とレベル
■経験本数
■最終ダイブ年月
■レンタル器材ご利用の方 身長・体重・靴のサイズ

ご予約方法と最終予約受付時間
・日本語でのご予約
お問い合わせフォーム・メール・お電話・Line・Twitteｒにてご予約を承ります。
ダイブセンター(Amariコサムイ、チャウエンリージェント)には、日本人スタッフは常駐しておりません。英語
対応となる場合がございます。
参加日の2日前までは、ご指定時間(０８：３０－１７：００)にご宿泊ホテルへ日本人スタッフがお伺いし、予
約を承ります。ただし、空席がある場合に限ります。対応エリア チャウエン・ボプット・チョンモン周辺
・その他のご予約方法
Facebook・TripAdvisor・Eｘpedia・サムイ島主要ホテルのコンシェルジュ、ツアーデスクなど
こちらでのご予約は、日本人ガイドに空きがなく、同行できない場合がございます。
・最終予約受付は、前日20時です。当日のご予約は、お電話または、Lineでご連絡下さい。

ご予約の確定
ご予約の確定にツアー代金の一部をデポジット(予約金)として事前のお支払いをお願いしています。
入金の確認ができ次第、予約確認書をPDFファイルにてお送りいたします。予約確定書の受取をもって、
ご予約が確定致します。お問い合わせ段階での仮予約・仮押さえはしておりません。
デポジット金額 お一人当たりツアー行き先、プログラムにより2,340～2,500THB

デポジット(予約金)のお支払い方法
オンライン決済または、銀行振込よりご都合の良い方法をお選びください。
・銀行振込 三菱UFJ銀行または、カシコンバンク
三菱UFJ銀行の弊社口座への振込の場合は、お申込み日当日の三菱UFJ銀行のTTSレートを採用し、
計算致します。
ご予約のご連絡をいただきましたら、クレジットカード払いの請求書または、振込口座等のご案内をメー
ルにてお送りします。

ツアー代金のご精算方法
・ツアー代金からデポジットを差し引いた金額を参加日当日、2日以上お申込みの方は初日、ボート出航
前にご精算をお願い致します。
・タイバーツ現金または、クレジットカート（VISA・Master・Amex）がご利用頂けます。
・クレジットカード払いには、銀行手数料VISA・Master3％、Amex5％がチャージされます。予めご了承を
お願い致します。

お問い合わせからご予約確定までの流れ
1．お問い合わせ/お申込みのご連絡
2．弊社からの返信
・すべてのメールには、24時間以内に返信を差し上げています。
・メールに、デポジットお支払い用の請求書を添付させていただきます。
3．デポジットのお支払い・お振込み
4．弊社からの入金確認のご連絡と予約確認書PDFの送付
5．予約確認書PDFの受け取りを持って、予約確定
・以降、キャンセル規約に基づき、キャンセル料金が発生します。

ツアーキャンセルについて
・お客様のご都合によりツアーをキャンセルされた場合は、いかなる場合もキャンセル規約に従いキャンセ
ルチャージが発生いたします。ツアー代金のお支払い前でもご請求をさせていただきます。
・フライトの遅延やキャンセルが原因で、予定していたツアーに参加できなかった(できない)場合もキャンセ
ル料金は発生しますが、参加日前日9時までにご連絡の上、参加日を変更される場合は、キャンセル料金
は頂きません。
・強風、高波などにより、スピードボートの運行が難しく、安全の確保ができないと判断した場合は、ツアー
をキャンセルする事がございます。キャンセル料金は発生しません。
・催行人数に満たずキャンセルの可能性がある場合は、事前にご連絡いたします。セイルロックツアーに限
り、乗合ボートでご案内させていただく場合がございます。

キャンセル料金について
参加日の3日前まで
無料
2日前から前日9時まで 50％
前日9時以降から当日 100％
・所定のキャンセル料金と手数料を差し引き、返金させていただきます。
・キャンセル料無料期間中のキャンセルであっても、手数料を差し引いた金額の返金となります。ただし、天
候によるツアーキャンセルの場合は、オンライン決済に限り、手数料は頂きません。
返金手数 オンライン決済 予約金額の5％ 銀行振込 振込手数料

返金方法について
・オンライン決済でデポジットをお支払いの場合
決済時にご利用のカードへ返金致します。 ただし、支払日から60日を経過した場合は、クレジットカード
への返金ができません。ご指定口座へ返金致します。日本国内銀行への振込の場合は、キャンセル日の
三菱UFJ銀行のTTBレートを採用し、日本円に計算致します。予約金額5％の返金手数料は頂きません
が、金融機関に支払う振込手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。
・銀行振込でデポジットをお支払いの場合
お支払い額から振込手数料を差し引いた金額を。ご指定口座へ返金させていだきます。

貴重品の管理について
ボートに持ち込まれる現金・貴重品等はすべて自己管理とさせていただきます。盗難等は弊社では一切責
任を負えません。ツアーに必要のない物、パスポートなどは、ホテルの金庫にお預けの上ツアーにご参加く
ださい。

お忘れ物の取り扱いについて
ボート、港ラウンジ内のお忘れ物について
・お忘れ物に気づきましたら、なるべく早くご連絡ください。翌日、ツアー開始後は、お忘れ物の捜索が難し
くなります。
・お品物は、弊社Amariコサムイ内ダイブセンターの保管庫にて管理いたします。保管期間は、ツアー終了
後～一か月間です。
送迎車内のお忘れ物について
バス会社にツアー送迎を委託する事もございます。お品物が、弊社まで届くまでに、時間を要する場合が
ございます。お忘れ物のお問い合わせのないお品物については、バス会社管理となります。
お品物の受け取りについて
・Amariコサムイ内、ダイブセンターでお受け取り下さい。
・ホテルへのお届けについては、お急ぎの場合と無料送迎範囲エリア外のホテルは、お車代エリアにより
300THB～をお客様へご負担いただく場合がござ います。

連絡手段について
すべてのメール、お問合せには、24時間以内に返信をしております。
携帯メール（ezweb,softbank,docomo)とフリーメール（hotmail,gmail,yahooメール、特に.ne.jpで終わる
アドレス）をご利用の方は、弊社からのメールが届かない場合がございます。
24時間経っても弊社からのメールを受信されない場合は、迷惑メールフォルダを確認の上、別メールアドレ
スから再送または、Lineなど別の手段でお問い合わせくださいますよう、お願い致します。
天候によるツアーのキャンセルや変更・送迎時間の変更などは、メールでご連絡をさせていただきます。
サムイ島滞在中、メールのご利用ができない場合は、事前にお知らせください。
日本語でのお問合せ先
メール
info@samuidiscoverydivers.com
携帯電話 ０８２ ２７８ ３７６４
（日本の携帯からお掛けの場合 +６６ 82 ２７８ ３７６４）
Line ID
emiusm
Twitter
@DiscoverySamui

ファンダイビングよくあるご質問
■ダイビングをしない家族(友人)も同行できますか？
→スノーケルまたは、体験ダイビングをお申込みください
同じボートにご乗船頂きますので、ダイビング以外のお時間は、終日ご一緒にお過ごし頂けます。
ファンダイビングはタオ島2ダイブまたは、チュンポンピナクル＆タオ島2ダイブツアーにご参加ください。

■ジンベイザメが見たいです。
→ジンベイザメ狙いのダイビングは、目撃情報が多い、セイルロックまたは、チュンポンピナクルツアーのご
参加をお勧めいたします。一年を通して目撃情報がありますが、残念ながら必ず会えるわけではございま
せん。

■水温は何度ですか？
→1年を通して27-31℃と暖かい海です。レンタルの３ｍスプリングウエットスーツでも十分ですが、寒さの感
じ方には、個人差がありますので、心配な方は、ラッシュガードやレギンスをウエットスーツの下に着用して
ください。

■3ダイブツアーの開催はありますか？
→毎週土曜日に3ダイブツアーの参加者を募集しています。ポイントは、お客様のリクエストにより、タオ島周
辺の3ダイブまたは、セイルロック1本を含む3ダイブです。料金 6,000THB
最少催行人数6名です。サムイ島にお越しになるダイバーのスタイル・ニーズに合わず、なかなか実施に
至らないのが現状です。実施に至らない場合は、セイルロック2ダイブツアーにポイントを変えてご案内さ
せて頂きます。

■ツアーの持ち物は？
→ログブック、Cカードをご持参ください。水着着用でご参加ください。必要であれば、日焼け止めやタオル
等ご準備下さい。

■Cカードを忘れましたが、参加できますか？
→PADI・SSIのCカードをお持ちの方は、お名前と生年月日から照会が可能です。それ以外の団体のカード
をお持ちの方は、体験ダイバーとしてご参加ください。ログブックをご持参の場合は、ダイバーと認められ
る場合がございます。

