


楽しい体験を更に学習の要素のあるツアーにする事により、
体験をした事の意味や次の取り組みについて考え、
次に繋がる環境保全に対するアクションを起こす事が
可能になる心が育つと考えます。子どもたちの発想力や
想像力は大人の想像をはるかに超えるもの。そんな子ども
たちが沖縄の自然をフィールドに正面から自然と向き合い、
体験してもらいたいと考えております。また、子どもの
頃の経験は、物の考え方や価値観を形成する重要な要素と
なり得ます。
緑の匂い、海の匂い、自然の匂いを体中で味わって、
子どもたちの鋭い感性を育みましょう!!
そんな大切な時期に沖縄の自然を体感し学び、
自然の在り方を見つめ直す事に大きな意義があると
考えます。

子どもたちを海へ連れ出そう！

学校教育過程においての
「環境教育」「生きる力」の強化をサポートさせて頂きます！

「何のために」「どのような活動を」「どの段階で」
「どう活かすか」をしっかり計画した上で
体験活動を仕組み事が大切だと考えます。

沖縄の自然環境に興味をもち、自然のしくみを学び、
自然の営みに積極的に関わるきっかけとして修学旅行で
海洋教育としての海を体験してみてはいかがでしょうか。

安全でより質の高いサービスをご提供するために日々厳しいトレーニングを
積んでいるスタッフ陣が揃っています！

全スタッフ優良な国家認定資格保持者、各種保険にもしっかりと
加入しております。

また、「青の洞窟ツアー」の品質を保証するために特化した県認定の
厳しい基準をクリアした「青の洞窟エキスパート」、加えて、
安全対策も徹底された沖縄県公安委員会認定の「安全対策優良店」にも
認定されています。
その他、加入に条件が多々ある団体や優良団体、地域や県の
各ダイビング組合、安全組合、野外活動学会、野外教育学会等、
各団体にも所属しているので、最新の情報連携や知識の共有などをして
日々サービス向上のため努めています。

常にツアーの安全、安心を第一に、他のショップとレスキュー講習を行い、
ガイド講習にも積極的に参加しております。

更には「コースディレクター」が常駐により、スタッフ間のレスキュー
トレーニングも質が高く、質の高いサービスをご提供します。

泳げない人でも安全に海の中をお連れしますので、全く問題はありません。
ナチュラルブルーでは丁寧な指導を心がけております。



大人数でのご参加も、グループごとに別れて説明や
他のアクティビティと組み合わせることで無駄な時間はありません。

体験ダイビング+シュノーケル+磯観察+ビーチクラフト,海洋教育

お一人様10,000円（税別）

所要時間:約6時間
開始時間:9:30（変更も可能）

受け入れ可能人数：50名～150名
（範囲内でない場合はご相談ください。）

体験時間：体験ダイビング約60分
シュノーケル約60分
磯観察約40分
ビーチクラフト約35分

※海洋教育はビーチクラフトに組み込まれています。

プログラム詳細テーマ
・サンゴ礁の海洋生物と生態系,多様性
・海洋危険生物の危険回避
・地球温暖化,海洋汚染（ゴミ問題）
・サンゴと人との関わり
・平和学習
※各テーマに沿ってプログラムを行います



所要時間:約3時間
開始時間:①9:30 or ②12:30

（変更も可能）

受け入れ可能人数：8名～120名
（範囲内でない場合はご相談ください。）

少人数８名様から受け入れ可能！
もちろん１クラスのみでも大丈夫です。

体験時間：体験ダイビング約50分
磯観察約40分
ビーチクラフト約30分

①体験ダイビング+磯観察 ビーチクラフト 海洋教育

お一人様7,500円（税別）

※海洋教育はビーチクラフトに組み込まれています。

プログラム詳細テーマ
・サンゴ礁の海洋生物と生態系,多様性
・海洋危険生物の危険回避
・地球温暖化,海洋汚染（ゴミ問題）
・サンゴと人との関わり
・平和学習
※各テーマに沿ってプログラムを行います



②シュノーケル+磯観察 ビーチクラフト 海洋教育

お一人様5,000円（税別）

所要時間:約3時間
開始時間:①9:30 or ②12:30

（変更も可能）

受け入れ可能人数：8名～150名
（範囲内でない場合はご相談ください。）

少人数８名様から受け入れ可能！
もちろん１クラスのみでも大丈夫です。

体験時間：シュノーケル約50分
磯観察約40分
ビーチクラフト約30分

※海洋教育はビーチクラフトに組み込まれています。

プログラム詳細テーマ
・サンゴ礁の海洋生物と生態系,多様性
・海洋危険生物の危険回避
・地球温暖化,海洋汚染（ゴミ問題）
・サンゴと人との関わり
・平和学習
※各テーマに沿ってプログラムを行います



所要時間:約3時間
開始時間:①9:30 or ②12:30

（変更も可能）

受け入れ可能人数：4名～50名
（60-80名はご相談ください。）

少人数4名様から受け入れ可能！
もちろん１クラスのみでも大丈夫です。

体験時間：シュノーケル約60分
体験ダイビング約60分

③体験ダイビング+シュノーケル 海洋教育

※海洋教育はシュノーケルに組み込まれています。

お一人様9,000円（税別） プログラム詳細テーマ
・サンゴ礁の海洋生物と生態系,多様性
・海洋危険生物の危険回避
・地球温暖化,海洋汚染（ゴミ問題）
・サンゴと人との関わり
・平和学習
※各テーマに沿ってプログラムを行います



①磯観察+ビーチクラフト

所要時間:約1.5時間
開始時間:①9:30 or ②12:30

（変更も可能）

受け入れ可能人数：20名～200名
（範囲内でない場合はご相談ください。）

体験時間：磯遊び約40分
ビーチクラフト約30分

お一人様3,000円（税別）

②洞窟トレッキング

所要時間:約1.5時間
開始時間:①9:30 or ②12:30

（変更も可能）

受け入れ可能人数：20名～150名
（範囲内でない場合はご相談ください。）

体験時間：洞窟トレッキング約60分

お一人様3,500円（税別）

プログラム詳細テーマ
・サンゴ礁の海洋生物と生態系,多様性 ・海洋危険生物の危険回避
・地球温暖化,海洋汚染（ゴミ問題） ・サンゴと人との関わり
・平和学習

※各テーマに沿ってプログラムを行います



③シュノーケル+海洋教育

所要時間:約2時間
開始時間:①9:30 or ②12:30

（変更も可能）

受け入れ可能人数：8名～150名
（範囲内でない場合はご相談ください。）

体験時間：シュノーケル約60分

お一人様3,500円（税別）

④体験ダイビング+海洋教育

所要時間:約2時間
開始時間:①9:30 or ②12:30

（変更も可能）

受け入れ可能人数：3名～50名
（範囲内でない場合はご相談ください。）

体験時間：体験ダイビング約60分

お一人様7,000円（税別）

プログラム詳細テーマ
・サンゴ礁の海洋生物と生態系,多様性 ・海洋危険生物の危険回避
・地球温暖化,海洋汚染（ゴミ問題） ・サンゴと人との関わり
・平和学習

※各テーマに沿ってプログラムを行います



青の洞窟
住所：沖縄県国頭郡恩納村字真栄田469-1

真栄田岬は、沖縄本島中部の恩納村にあるポイントです。
海岸国定公園に指定されており、展望台からでも綺麗な景色が見られます。

また、世界的にも有名な青の洞窟があるポイントになり、
シュノーケルやダイビングを楽しんで頂けます。

クマノミや魚の種類も豊富でカラフルな熱帯魚もたくさん見ることが
できます。

階段



住所：沖縄県国頭郡恩納村字真栄田469-1

真栄田岬は、沖縄本島中部の恩納村にあるポイントです。

青の洞窟エリアとは反対の場所にウラマエダビーチはあります。
アウトリーフのサンゴ礁により、遊泳エリアは波の影響を受けにくいビー
チとなり、青の洞窟へご案内できない場合でも楽しんで頂けます。

ナマコや、ヒトデ、カラフルな魚たちと海の生き物たちがたくさん見るこ
とが出来る魅力的なビーチです。



沖縄県国頭郡恩納村字真栄田469-1

http://www.maedamisaki.jp/index.html

駐車場
大型車用５台 駐車可能

シャワー完備
（温水）
（￥２００）
男 子 １０
女 子 １０ 全２０基

コインロッカー 1回＝￥１００

ドライヤー
1回 100円ＡＥＤ設置 （自動体外式除細動器）

搬送用担架（バックボード）

救急箱等設置

更衣室 トイレ

広場

http://www.maedamisaki.jp/index.html


住所：沖縄県うるま市石川嘉手苅
沖縄県中部の石川にある鍾乳洞の洞窟になります。
戦時中は約300名の人が、このガマの中に逃げ込み、
亡くなった方は1人もいなかったそうです。
ぬちしぬじガマは、ぬち＝命・しぬじ＝凌いだという意味です。

住所：沖縄県中頭郡読谷村宇座
沖縄県中部の読谷村の宇座海岸沿いのポイントになります。
公園には沖縄で一番大きいシーサーがいます。
干潮時に磯遊びができ、芝生エリアではネイチャーゲーム、
バーベキュー場エリア（日陰）でフォトフレームの作成ができます。



２名～3名の生徒に１名のインストラクター

ダイビングにて海洋生物を間近で観察。
海洋危険生物の危険回避、サンゴ礁の
生態系を学ぶ。
海中では、マスク、フィンと
ウェットスーツを着用し、
タンク、機材を背負い経験豊富な
インストラクターと海を学びます。

＊ポイントは有名な青の洞窟周辺もしくは
海洋状況が悪ければ違うポイントになります。

６名～８名の生徒に１名のインストラクター

シュノーケリングにて海洋生物を観察。
海洋危険生物の危険回避、サンゴ礁の
生態系を学ぶ。海中観察では、３点セット
（マスク、シュノーケル、フィン）と
ウェットスーツを着用し、経験豊富な
インストラクターと海を学びます。

＊ポイントは有名な青の洞窟周辺もしくは
海洋状況が悪ければ違うポイントになります。

使用器材

マスク
レギュレーター
タンク
ＢＣＤ
ウエイト
フィン

ウエットスーツ
ブーツ
手袋

使用器材

マスク
シュノーケル
ライフジャケット
フィン

ウエットスーツ
ブーツ
手袋



磯遊び+マリンクラフト

干潮時に干上がって潮溜まりが
できサンゴ礁の縁まで歩いて
手軽にサンゴ礁の自然を観察、
触れ合いを体験。
（海洋生物や海岸性植物を観察）
海洋危険生物の危険回避、
サンゴ礁の生態系を学ぶ。

その後は、サンゴや貝殻を使って
マリンクラフトを作ってもらいます

鍾乳洞のトレッキングツアー。

懐中電灯片手に洞窟内を
トレッキング。

洞窟内では沢登り、
生物観察
（エビ、カニ、魚、コウモリ）
鍾乳石観察、洞窟内の生態系に
ついて学ぶ。

平和学習で平和と自然の
有難さを学ぶ。

使用器材

ブーツ
(濡れていい靴）

バインダー
筆記用具
タオル

使用器材

ブーツ
(濡れていい靴）

ライト



下記の内容にて保険に加入しております。

・施設所有及び管理者賠償責任保険
■身体賠償 1名につき：1億円 1事故につき：5億円
■財物賠償 1事故につき100万円

・マリンスポーツインストラクター賠償責任保険
■身体賠償 1名につき：1億円 1事故につき：5億円
■財物賠償 1事故につき100万円

・普通傷害保険
■死亡・後遺障害 790万円
■入院日額 8,000円
■通院日額 5,000円

■人的中止

体調不良、過労、睡眠不足、薬の服用、妊娠、アルコール摂取でのツアー
ご参加はご遠慮させて頂いております。
病歴書に該当する項目があり、医師の診断書を持参していない場合ツアー
ご参加はご遠慮させて頂いております。

■海洋状況による中止
台風
又、下記は目安なため、下記以下の風力、風向きでも実際に目で見て
海洋状況の確認をさせて頂きます。
より控えめな判断をさせて頂き、危険だと判断した場合ツアーを中止
させて頂く場合もございます。

・真栄田岬
北風(北東、北西含む)５ｍ以上で、強いうねりを伴う場合は真栄田岬での
潜水は危険だと判断した場合ツアーを中止させて頂く場合もございます。

・PADI JAPAN ・NAUI JAPAN
・CMAS=jeff ・DAN JAPAN
・恩納村ダイビング協同組合 ・青の洞窟エキスパート
・県認定の安全対策優良店 ・沖縄県リゾートダイビング事業連合会
・沖縄県海洋レジャー事業協同組合 ・Safety Diving in Okinawa
・日本野外教育学会 ・水圏環境教育学会
・日本環境教育学会 ・日本シュノーケル協会

「青の洞窟ツアー」の品質を保証するために特化した県認定の厳しい基準をクリアした
「青の洞窟エキスパート」認定ショップです。

★青の洞窟エキスパート加盟店5つの基本ルール
①経験豊富な有資格者スタッフによるツアーの開催
②安全な人数によるツアーの実施
③安全を守る上で必要なレンタル備品の供給
④青の洞窟をはじめとした、美しい海を守るための海洋環境の保全活動
⑤真栄田岬施設周辺などの清掃活動を通じた地域保全活動

沖縄県公安委員会が、「水上安全条例」などに定める安全対策基準が十分に満たされていると
認めた海水浴場、潜水業、 プレジャーボート提供業者及びマリーナ業などの事業者を
「安全対策優良海域レジャー提供業者」いわゆる「マル優」事業者として指定する制度です。

マル優の指定を受けるには、一定の資格を有する水難救助員やガイドダイバーなどの人的要件
の整備や定められた 安全設備などの条件を整備した事業者が、指定申出書を公安委員会に
提出して審査を受けることが必要です。
弊社は保険を完備し安全対策も徹底された沖縄県公安委員会認定の「安全対策優良店」にも
認定されています。

沖縄県、沖縄本島恩納村のダイビングショップが加盟している恩納村ダイビング協会です。
本協会はダイビング事業者の緊密な連絡のもとに、 1安全対策 2環境保護 3誘客活動以上
3項目の活動を通してダイビングマナーの向上と安全で秩序あるガイドシステムを
確立し、海洋レジャーの振興とダイビング事業者の地位の向上を図り、恩納村の観光事業
の発展に寄与することを目的としています。
この協会に所属していない団体は恩納村海域でのレジャープログラムを公式には行えません。

消費者保護を目的に沖縄独自の明確なお店選びの基準作る／税務、労災関係の法を遵守し
ダイビング産業の健全な発展と地域の活性化を目指す／各地域の実情に精通し優良な
サービスを提供できる人材及び事業者を差別化できるシステム構築／ダイビング産業から
反社会的勢力の排除／https://sdo.okinawa/

https://sdo.okinawa/


■緊急時発生

ナチュラルブルー 090-9497-7374

警察機関 110 救急機関 119第11管区海上保安本部
098-866-0038（内線282）

■医療機関 連絡先

琉球大学附属病院 098-895-3331
沖縄セントラル病院 098-855-9948
県立中部病院 098-973-4111
海邦病院 098-898-2111
名嘉病院 098-956-1161
読谷診療所 098-958-3933
琉球水難救済会 098-868-5940

北谷 098-936-1847
恩納 098-965-2452

DAN緊急医療 03-3812-4999

■真栄田岬周辺

真栄田管理事務所 098-982-5339
石川警察署 098-964-4110
仲泊駐在所 098-964-3265
恩納消防署 098-966-8228
恩納村漁港 098-964-2797

残波岬・砂辺周辺
嘉手納警察署 098-958-2201
読谷消防署 098-958-2119
読谷漁港 098-956-1642
残波ビーチ 098-958-3833

砂辺駐在所 098-936-1847
北谷消防署 098-936-3721
北谷漁港 098-936-1847

DES CALL 0902-391-1600
保安庁救難課 098-866-4999
PADI 沖縄 098-870-9555
PADI 東京 03-5721-1731

緊急事態発生

近くにいる協力者と協力して対応する
現場で対応する者と、状況連絡する者とに別れて行動する

状況把握

ナチュラルブルー
090-9497-7374

緊急時アシストプランフローチャート

陸上、船に事故を知らせ、助けを求める。必要ならば救急車を呼ぶ。

事故者の所在は分かっているか？
事故になった時点で通報119番

潜水事故かその疑いがある場合

潜水事故ではない
陸、船まで曳航

症状は軽い？

潜水事故かその疑いがある
事故者の器材を外し陸、船まで曳航
呼吸なければレスキュー呼吸

症状は軽い？

軽い症状
酸素注入
左側下、頭を低くひて横たえる

30分以内に回復？

事故者を確認し、病院へ搬送
潜水事故なら専門医へ

意識（呼吸）あり
酸素注入、非アルコール飲料

意識無し
必要ならばCPR レスキュー呼吸
痙攣時は頭、首をサポート

深刻な状況である場合
事故者の気道確保、快適な場所へ移動
左側下、水平に寝かせる
医療機関、救急へ連絡

意識（呼吸）がある？

救急隊、専門医に引継ぎ（CPRは止めない）
潜水事故である事と事故者の経過状況を正確に伝える

事故者の器材確保 他のゲストをショップへ 事故者の緊急連絡先へ連絡

YES

YES

YES

YES

YESNO

NO

NO

NO



■現在、病気や怪我などなく、健康な方対象です。

■病院に通院されている方やお薬を常用されている方はお医者さんの診断書が必要になります。

※以下に該当する症状のある方又は完治していても以前にかかられたことがある方はダイビング、
シュノーケルにご参加できない場合がございます。
お医者さんの診断書が必要な場合もあるので申し込みをされる前にお問合せください。

以下の内容に該当される方は医師の診断書の有無に関わらず、
ダイビング、シュノーケルにご参加できないことがございます。ご注意ください。
（※×－参加不可／○－参加可能／△－要相談または診断書が必要）

× 10歳未満61歳以上の方はダイビングにご参加できません。
× 2歳未満66歳以上の方はシュノーケルにご参加できません。
× 二日酔い、当日のツアー前にアルコール摂取されている方

△ アルコール依存症の方は診断書が必要
× 妊娠している方、産後2か月以内の方
× 一ヶ月以内に手術を受けられた方、大きな病気をされた方
× 現在、鼻炎、鼻のトラブル、中耳炎などの耳のトラブルがある方、

または患部に海水が入ってはいけない状態の方
○ 完治していれば問題ありません。
○ 花粉症で症状がでていない方
△ 副鼻腔の手術を受けたことがある場合は医師の診断書が必要
△ 内耳の病気、難聴、耳鳴り、めまいがある方は医師の診断書が必要

× 現在、喘息、気管支炎、肺の病気、気胸、胸の病気、胸や肺などの呼吸器のトラブルがある方
または、過去になったことがある方、手術を受けたことがある方
○ 薬を服用せずに過去３年間喘息発作がない方、現在吸引器をお持ちでない方
○ 小児喘息の方／気管支炎、肺炎が完治している方
× 現在気胸の症状がない場合でも、過去に気胸の病歴がある方はご参加できません。

× 現在、または過去に心臓病、狭心症、不整脈などの循環器系のトラブルがある方、
または、その持病のお薬を常に飲まれている方

× 現在、または過去１０年間で、高血圧、低血圧、糖尿病などの血圧系のトラブルがある方、
または、その持病のお薬を常に飲まれている方
△ 過去に上記の病歴があり、薬を服用していたことがある方は診断書が必要
△ 血中コレステロール値が高い方は診断書が必要

× てんかんなどの脳神経系のトラブルがある方、その持病のお薬を常に飲まれている方
× 現在てんかんの症状がない場合でも、過去にてんかんの病歴がある方はご参加できません。

× 現在、または過去に甲状腺系の持病がある方、その持病のお薬を常に飲まれている方
× 現在ヘルニアの方

△ ヘルニアの種類によっては完治していても医師の診断書が必要
× 脳性麻痺の方、その持病のお薬を常に飲まれている方はダイビングにご参加できません

△ シュノーケル参加は要相談
× その他、現在、胃潰瘍などの胃腸障害、腸の手術経験、高所恐怖症などのトラブルがある方
× 精神疾患、パニック障害、うつ病等がある方、その持病のお薬を常に飲まれている方
× ADHD（注意欠陥・多動性障害）、自閉症、アスペルガー症候群の方、

その持病のお薬を常に飲まれている方
△ シュノーケル参加は要相談

△ その他、身体障害がある方、その持病のお薬を常に飲まれている方は要相談
△ 偏頭痛が月2回以上ある方は医師の診断書が必要
△ 神経障害（半身が動かなくなった、しびれ、言葉が突然でなくなったなど）がある

またはあったことがある方は医師の診断書が必要
△ 最近5年間に頭を打って意識を失ったことがある方は医師の診断書が必要

■船酔いの心配のある方はツアー開始３０分前には酔い止めの薬を服用をお願いします。

■インストラクターからの説明注意事項を注意深く聞いて頂きツアー進行の妨げになるような事は
ご遠慮頂けるようお願いします。

■ツアー前には器材の動作点検を行い、安全確認を怠らないよう器材の取り扱いが分からない
場合はインストラクターにお尋ね頂けるようお願いします。

■漁業規則に従い魚介類の捕獲はご遠慮ください。また、ゴミは絶対に海に捨てずに
持ち帰り海をきれいに守りましょう。

■毎朝、風向き、潮の干満、天候、海洋状況の確認をさせて頂いてからより控えめな判断を
させて頂き、安全なツアー場所をご案内させて頂いております。

■インストラクターは常にお客様の近くでツアーの安全確認をさせて頂いております。
危険だと判断させて頂いた場合はツアーを中止させて頂く事もございます。

■飛行機のご搭乗はダイビング直後、禁止となります。
単一潜水→１２時間 複数潜水→１８時間



http://www.natural-blue.net/jp/contact/contact/

1. お問い合わせについて
ご希望のお日にち、コース、人数を記入の上、お問い合わせください。
プラグラム詳細テーマ等ご相談させて頂き、ご予約になります。
原則2ヶ月前までにはお問い合わせ、ご予約を頂けますようお願い致します。

(人数によっては1ヶ月前でもご予約可能になります。ご相談下さい。）

2.必要書類について
参加コースによって申込み用紙、サイズ表（詳しくは右側参照）が必要となります。
ダウンロードして頂き、ご参加日の2週間前までには必ず提出をお願い致します。

ダイビング、シュノーケル厳守事項をよく読んで頂き、病歴が該当する場合に
ご案内ができないこともございます。
また、お医者様からの診断書が必要となるケースがございます。
該当する場合はお早めにご相談頂けますようお願い致します。

3.キャンセル（人数変更）について
キャンセル料は２週間前より発生致します。

飛行機欠航、天候による弊社判断による中止はキャンセル料は発生致しません。

2週間前-前々日 20％
前日-16:00まで 50％
当日（前日16:00～）100％

4.当日について
・服装：洋服の下に水着、サンダル（何でも可）を着用してお越しください。
・持ち物：タオル、着替え、小銭、飲み物、（防水カメラ）を濡れてもよい袋にまとめる
・シャワー200円、ドライヤー100円 （真栄田岬利用の場合）
★貴重品は学校側でまとめて管理をしておいてください。当日ロッカーは使用できません。
・髪の長い生徒さんは髪の毛を耳の後ろで、一本にゴムでまとめて来てください。
・日焼け止めはサンゴや環境保護のため禁止です。

グループ 班 氏名 年齢 性別 身長 体重 靴の
サイズ

度付き
マスク

持病
確認

親権者
確認

例） Ａ ① 沖縄 青子 16 女 160 50 24 0.01 〇 〇

1 Ａ ①

2 Ａ ①

■サイズ表について
グループ、班の数は参加人数により異なるため、ご予約後、弊社でサイズ表を作成致します。
そちらにご記入をお願い致します。

記入内容
・生徒さんの氏名、年齢、性別、身長、体重、靴のサイズ

★眼鏡の生徒さんで0.1未満の視力の方には度付きマスクが必要となります。
詳しく明記してください。
コンタクトの方はそのまま使用できますので、度付きマスクは必要ありません。

★病歴の確認をして頂き、該当しない場合は〇をお願い致します。
病歴に該当する場合は該当する内容をご記入いただけますようお願い致します。

★申込み用紙内に親権者の署名が必要となります。
記入漏れがないことを確認して頂き、〇のご記入をお願い致します。



■ スノーケリングの確認書及び病歴確認書
本確認書は、日本国内における中学生以上未成年者の参加者用です。

参加者の記録（部外秘）

参加者氏名： 生年月日

ご住所：〒

年齢： 自宅電話番号： 緊急連絡先：

よく読んで、ご記入ください。

私共、 / は、

（親権者名） （参加される方のお名前）

上記プログラムについての説明を受け、内容を十分に理解した上で、参加することを証明致します。
私共（親権者及び参加者）は、上記のプログラムに参加させる／参加するにあたり、
このプログラムが海や湖、プールなどの水域で実施されることを理解しており、従って、
安全のためにガイド及びインストラクターの指示に従うことに同意致します。

私共はこのプログラムがスポーツであり、参加するためには健康でなくてはならないことを
知っています。特に耳や呼吸器系及び循環器系の障害はなく、今までの病歴に関しては
すべてガイドやインストラクターに説明し、もし、不明な点、ガイドやインストラクターの指示が
合った場合には、医師の診断を受けること、またはツアーに参加しないことに同意致します。
更に、現在薬剤の服用はしていないこと、体調の良い健康な状態であることが参加条件で
あることを知っています。私共は、自分自身で危険を避ける努力をし、仮に最悪の事態などに
なっても自分の責任であることを了解しています。

私は上記の内容をよく読み、確認して、署名致します。

●ディスカバリー・スノーケリングの関する危険の告知書

親権者氏名 親権者署名 日付

参加者氏名 参加者署名 日付

このプログラムを提供する施設：株式会社ナチュラルブルー 代表取締役 星原 貴保
〒９０４－０３０２ 沖縄県読谷村喜名１９３－２ 090-9497-7374

※弊社はダイビング団体ＰＡＤＩ及びＣＭＡＳに所属しております。
・沖縄県 真栄田岬

担当／ガイド
インストラクター名 潜水地 ・その他( ）

●ディスカバリー・スノーケリング免責同意書

※よくお読みになり、□にチェックを入れて、同意、署名してください。

私、 は、スノーケリングに内在する危険性についてすでに助言を受け、

説明を受けたことを証明致します。

私は、私のガイド／インストラクター、このプログラムを提供する施設、さらにインターナショナルＰＡＤＩ，ＩＮＣ， ＣＭＡＳにも、
また、それぞれの従業員、役員、代理人、相続人（以下免責当事者という）に対して、 このプログラムに参加した結果のあるいは
免責当事者を含む、すべての当事者の故意あるいは意図しない怠慢の結果の、私と私の家族、財産の譲受人、相続人の
死亡その他の負傷を含む、すべての損失について、いかなる方法ででも、賠償の請求、責任の追及をしないことを理解し
これに同意します。

このプログラムに参加を考慮するにあたって、私は、このプログラムが安全かつ無害であり、このプログラムに関係する、
予測できるもの、予測できないものを問わず、すべての危険性、即ち、このプログラムに参加することによって、
私に生ずるかもしれないあらゆる損失、負傷を自分なりに想定してみました。

私はスノーケリングが、肉体的にも過酷なスポーツであること、このプログラムでは、かなり肉体的に消耗することがあること、
心臓発作、パニック、ハイパー・ベンチレーションなどによる傷害の可能性のあることを理解しています。
さらに、これらの傷害については、自分で責任を引き受け、免責当事者にその責任を問わないことを理解しています。

私は、私の過去、現在の体調が、このプログラムの参加の禁忌となることがあることを理解しています。
私は現在、風邪、充血、耳の感染症などにかかっていないことを明言します。
私は、心臓病（心臓・血管系の病気、狭心症、心臓発作、不整脈）、高血圧などの循環器系病歴、さらに喘息、気腫、肺結核、
肺炎、気胸などの呼吸器系病歴、糖尿病、てんかん、発作、めまい、失神の病歴がないことを明言します。
私は、現在の体調の不良、あるいは身体能力に対する薬剤の服用をしていないこと、また警告を受けていないことを明言します。

私は、この賠償請求に放棄書に署名できる法定年齢に達しており、法的資格を有しています。私の親権者、保護者の文書に
よる同意を得ています。わたしはこれらの文言が契約のためにものであって、たんなる説明ではないことを理解しています。
さらにこの書類に私の自由意志に基づいて署名したことを理解しています。

この文書は、私のガイド／インストラクター、そのプログラムを提供する施設、さらにインターナショナルＰＡＤＩ，ＩＮＣ， ＣＭＡＳ、
上記の定義による当事者を、上記免責当事者の故意、過失を問わずのこの怠慢のよって生じた、負傷、財産の損失、
最悪は死亡といったことすべてに対する賠償及責任を問うことから、免除するために、

私、 の意志を明らかにするものです。

私は、この賠償請求権利の放棄書の内容について十分な情報を得ていること、これを読むことによって、
署名をする前に、危険の可能性について知っており、私の自発的に署名をしたものです。

参加者氏名 親権者署名 日付

中学生以上未成年者用



■ ディスカバー・ダイビング 声明書
参加者の記録（部外秘）

参加者氏名： ローマ字：

ご住所：〒

年齢： 生年月日： 電話番号：

緊急連絡先：
氏名： 本人との関係： 電話番号：

このプログラムを提供する施設：株式会社ナチュラルブルー 代表取締役 星原 貴保
〒９０４－０３０２ 沖縄県読谷村喜名１９３－２ 090-9497-7374

※弊社はダイビング団体PADI/NAUI/CMASに所属しております。
・沖縄県 真栄田岬

担当／ガイド
インストラクター名 潜水地 ・その他( ）

●ディスカバー・ダイビング免責同意書

※よくお読みになり、□にチェックを入れて、同意、署名してください。

私、 は、体験ダイビングに内在する危険性についてすでに助言を受け、

説明を受けたことを証明致します。

私は、私のガイド／インストラクター、このプログラムを提供する施設、さらにインターナショナルPADI/NAUI/
CMASにも、また、それぞれの従業員、役員、代理人、相続人（以下免責当事者という）に対して、
このプログラムに参加した結果のあるいは免責当事者を含む、すべての当事者の故意あるいは意図しない怠慢の
結果の、私と私の家族、財産の譲受人、相続人の死亡その他の負傷を含む、すべての損失について、いかなる
方法でも、賠償の請求、責任の追及をしないことを理解し、これに同意します。

このプログラムに参加を考慮するにあたって、私は、このプログラムが安全かつ無害であり、このプログラムに
関係する、予測できるもの、予測できないものを問わず、すべての危険性、即ち、このプログラムに参加する
ことによって、私に生ずるかもしれないあらゆる損失、負傷を自分なりに想定してみました。

私は体験ダイビングが、肉体的にも過酷なスポーツであること、このプログラムでは、かなり肉体的に消耗する
ことがあること、心臓発作、パニック、ハイパー・ベンチレーションなどによる傷害の可能性のあることを理解
して います。さらに、これらの傷害については、自分で責任を引き受け、免責当事者にその責任を問わないこと
を 理解しています。

私は、この賠償請求に放棄書に署名できる法定年齢に達しており、法的資格を有しています。私の親権者、
保護者の文書による同意を得ています。わたしはこれらの文言が契約のためにものであって、たんなる説明
ではないことを理解しています。さらにこの書類に私の自由意志に基づいて署名したことを 理解しています。

この文書は、私のガイド／インストラクター、そのプログラムを提供する施設、さらにインターナショナル
PADI/NAUI/CMAS,上記の定義による当事者を、上記免責当事者の故意、過失を問わずのこの
怠慢のよって生じた、負傷、 財産の損失、最悪は死亡といったことすべてに対する賠償及責任を問うこと
から、免除するために、

私、 の意志を明らかにするものです。

私は、この賠償請求権利の放棄書の内容について十分な情報を得ていること、これを読むことによって、
署名をする前に、危険の可能性について知っており、私の自発的に署名をしたものです。

参加者署名 親権者/保護者 署名 日付

インストラクターの声明：私は上記の参加者に対して、ディスカバー・スクーバダイビングプログラム
の PADI/NAUI/CMASインストラクター・マニュアルの体験プログラム・ガイドに記載されている
とおりに 指導しました。

インストラクター氏名： イントラNo．

インストラクター署名： 日付



■ディスカバー・スクーバダイビング 危険の告知書および病歴書

※よく読んでご記入ください。

私、 は、圧縮空気を使用するスクーバ・ダイビングに

付随する危険性について納得のいく説明を受け理解した上で、練習セクションと
オープンウォータ―ダイビングに参加することをここに証明します。また、
このプログラムの一部であるオープン ウォーター・ダイビングでは、再圧チャンバーや
医療施設から遠い環境の海や湖等の水域で実施される場合があることを理解した上で、
この プログラムに参加することに同意します。このプログラムに参加した結果として、
私に関連する環境及び条件等についてもプログラムの提供に 関係する者の判断及び指示
を尊重し、従います。また指示に従わず発生する事態あるいは不測の事態から私自身に
生じる可能性のある 障害その他の損害のすべてについて、私自身が責任を負うとともに、
健康管理など細心の注意をはらって参加します。

私は、このプログラムがスクーバ・ダイビングへの体験的なプログラムとして設定されて
いることを理解しています。さらに進んでダイバーとして 認定を受けるためには、認定
コースに参加し、資格のあるインストラクターから直接すべての指導を受けなければなら
ないことを理解しています。

私は、このプログラムを提供するインストラクター、又は沖縄県中頭郡読谷村喜名１９３
－２に所在する （株）ナチュラルブルー 及び PADI/NAUI/CMASに対して、私が
同インストラクターの指示に従わなかったことまたは私の重大な過失によって、私が
被った損害については、 同インストラクターに過失が存した場合においても、その賠償
責任を問わないことを約束します。

ご参加の皆様へ：この病歴書（右側）は、スクーバ・ダイビングに参加する前に、
医師の診断を受けるべきかどうかを判断するためのものです。以下の各質問に「はい」と
答えたからと言って、ダイビングに参加する資格が全くないということを意味する訳では
ありません。「はい」という回答があった場合、ダイビングをする時の安全性を阻む要因
を明らかにし、医師の助言が必要であることを意味します。あなたの過去と現在の病歴に
ついて、以下の質問に「はい＝Ｙ」または「いいえ＝Ｎ」でお答えください。
どう答えてよいか判断がつかない時は、安全を期して 「Ｙ」 と記入してください。
「Ｙ」と記入した箇所がある場合は、このプログラムに参加する前に、医師の診断書を
ご提出いただかなくてはなりません。

現在、中耳炎、外耳炎にかかっていますか？

耳や副鼻腔の手術を受けたことがありますか？

今までに耳の病気をしたことがありますか？
また、難聴や 身体のバランスがとれないといった障害
（めまいや ふらつき）になったことがありますか？

妊娠している、もしくはその可能性がありますか？

現在、風邪をひいたり、鼻づまりがあったり、副鼻腔炎
や気管支炎にかかっていますか？

今までに呼吸器系の病気、重度の花粉症やアレルギー、
肺の病気,にかかったことがありますか？

今までに気胸になったことがありますか？ また、胸部の
手術を受けたことがありますか？

現在、活動性の喘息がありますか？また、肺気腫や 結核
になったことがありますか？

現在、運動能力や精神面の影響が起こり得る薬を 服用
していますか？

普段の行動に影響を与えるような健康上や精神上の問題
がありますか？

結腸（大腸）切除の手術を受けたことがありますか？

糖尿病になったことがありますか？

心臓病や心臓発作の病歴がありますか？また、心臓や
血管系の手術をしたことがありますか？

家系に心臓病や心臓発作の病歴を持つ方がいますか？

今までに高血圧症または狭心症になったことがあります
か？また、現在血圧の治療薬を服用していますか？

出血が止まりにくい病気、あるいは他の血液病の病歴が
ありますか？

気を失う事があったり、けいれんやてんかんの病歴が
ありますか？また、これらの予防薬を服用しています
か？

ケガ、骨折、手術などで、現在でも背中、腕や足に
後遺症が残っていますか？

閉所恐怖症、開所恐怖症の病歴や、パニック発作になっ
たことがありますか？

私は、この危険の告知書が単に注意書きにとどまるもとではないことを理解し、また私の病歴について上記の情報は間違いなく、
この危険の告知書と病歴書の内容のすべてを確認して署名します。私が未成年の場合は、私の親権者と共に署名します。

参加者氏名 親権者署名 日付

R・S・T・C
Recreational Scuba Training Council 病歴書

危険告知書


