
ブルーラグーン                                毎日     8 時半～12 時半 
1988 MVR (139 ドル) / 大人 – 1135 MVR (80 ドル) / 子供 (4-7 歳))                    最少催行人数 4 名 

スピードボートで北へ２０分、美しいリーフポイントでのシュノーケリング。また白く輝

くサンドバンクでの優雅な時間をお楽しみいただけます。そのほか漁村に立ち寄り、モル

ディブ人のライフスタイルを見学し、お土産屋さんでの買い物もできます。 北マーレ環礁

をめぐる半日ツアーです。 

ロブスターピクニック                毎日(金曜日以外)    10時半～14時半 
2700 MVR (189 ドル) /大人 D – 1333 MVR (94 ドル) /子供 (7-11 歳)         最少催行人数４名 

大きな海の生き物を探しにいきませんか？シュノーケリングで訪れるシャークポイントで

はサメだけでなく,ウミガメ、エイ、などの他種多少、色とりどりな海の仲間たちに出会え

ます。お昼にはロブスターをメインとしたピクニックランチをご用意いたします。 

マーレ観光＆ショッピング             火曜日、木曜日、土曜日      13 時半～17 時半                                                 
1400 MVR (98 ドル) / 大人 – 700 MVR (49 ドル) /子供 (4-7 歳)                         最少催行人数１０名 

スピードボートで約 30 十分、モルディブの首都マーレへ。日本語でのツアーガイドととも

に、イスラム教の寺院モスクをはじめ、国立公園、地元の人で賑わう市場 などを見学しま

す。その後は自由にお買い物や観光をお楽しみいただけます。 

潜水艦＆マーレ観光&ショッピング      火曜日、木曜日、土曜日      13 時半～17 時半                                                       

2935 MVR (206 ドル) / 大人 – 1430 MVR (100 ドル) / 子供 (3-12 歳)                        最少催行人数 4 名 

潜水艦ツアーに首都マーレでの観光＆お買い物も出来るお得なパッケージツアーです。潜

水艦では水深約３０Ｍの海の世界を 45 分間体験していただけます。その後、日本語のツア

ーガイドとともにお買い物や観光をお楽しみいただけます。 

ラインフィッシング                                                       毎日  2 時間 
1400 MVR (98 ドル) / 人 

コバルトブルーの海を眺めながら、伝統的な釣り具を使うラインフィッシングを体験して

みませんか？釣りの準備はすべてスタッフがお手伝いいたします。インド洋での釣りを気

軽に楽しみ、釣った魚はカニフィノールのシェフが美味しく調理し、昼食か夕食でお召し

上がりいただけます。 

ビッグゲームフィッシグ                             毎日 8 時半～12 時半または 13 時半から 17 時半 
10725 MVR (750ドル) / 艇 4時間         最少催行人数4名 

5362 MVR ( 375ドル) / 艇 2時間          最少催行人数2名 

モルディブの大海原で、本格的な釣りが体験できるツアーです。初心者から上級者まで、

どなたでもお楽しみいただけます。バラクーダ、マグロ、セイルフィッシュなどの大物が

狙えます。釣った魚はカニフィノールのシェフが美味しく調理し、昼食か夕食でお召し上

がりいただけます。 

水上飛行機                   不定期       ２０分間飛行 
2800 MVR (196 ドル) / 人      最少催行人数１４名 

モルディブの絶景を空からディスカバリーできる、水上飛行機でのひとときをお楽しみく

ださい。モルディブでしか見られない光景をこの機会にお見逃しなく！！ 

スピードボードチャーター                                                                                             毎日    
人数によってお値段が変わります。ツアーデスクにておたずねください 

スピードボートを貸切、プライベートな時間をお過ごしいただける自由自在なプランです。 

パラセイリング*                                                    9 時または 14 時 15 分間飛行 

1854 MVR (130 ドル) / 1 人 – 2934 MVR (206 ドル) /2 人 – 4290 MVR (300 ドル) /3 人 

プライベート 3790 MVR (266 ドル) / 2 人                         

パラセイリングで上空から眺める絶景をお楽しみください。 パラセイリングはとても簡単

に体験できます。忘れることの出来ない最高な思い出作りにいかがですか？ 

ファンチューブ*                           20 分または 30 分 

20 分. 651 MVR (46 ドル) / 人 – 30 分. 983 MVR (69 ドル) /人                                                最少催行人数 2 名 

ファンチューブにつかまり海を駆け巡る、エキサイティングなアクティビティです。専任

のインストラクターがお客様のコンディションに合わせてスピードをコントロールいたし

ますのでご安心ください。クラブメッドカニフィノールでの大人気アクティビティをお見

逃しなく。 

グラスボトムボート                   9 時または 15 時 1 時間 

662 MVR (47 ドル) / 人                                           最少催行人数４名 

グラスボトムボートに乗って海の下の世界を思いのままに楽しめるツアーです。お子様か

らどなたでも楽しんでいただけます。さあ、ご乗船ください！モルディブの人気シュノー

ケリングポイントへお連れいたします！ 

水上スキー・ウェイクボード*                            15 分間または 75 分間 

15 分. 757 MVR (53 ドル) /人 – 30 分 レッスン.1144 MVR (80 ドル) /人 – 75 分. 3417  MVR (239 ドル) / 人 

水上スキー、ウェイクボードをモルディブの大海原でお楽しみいただけます。レベルに応

じてボートを操縦するので、 初心者から上級者までどなたでもお楽しみいただけます。 

ジェットスキー*                                           .                                      

30 分ショートまたは 50 分ロング：島の周りジェットスキーで楽しめます。 
30 分. 2840 MVR (199 ドル) /艇 –  50分. 3860 MVR (270 ドル) /艇 

サンセット 17 時から 18 時：インド洋の真ん中で夕日を楽しむ 60 分間プランです。 
4140 MVR (290 ドル) / 艇 

シュノーケルツアー：ジェットスキーでポイントまで行き、シュノーケルができ

る 2 時間のお得なコースです。 
5430 MVR (380 ドル) / 艇 

アラカルト 3 時間：モルディブならではのポイントをめぐる 3 時間の満喫コース

です。シュノーケリングを楽しんだ後に、白砂だけでできた無人島サンドバンク

に訪れます。最後に漁村に立ち寄り、モルディブの伝統的な生活を見学できます。 

6720 MVR (470 ドル) / 艇 

                 ※シュノーケルセットの貸し出し可 

                 ※12 歳以下のお子様はご参加できません 

 

 

*ウォーターアクティビティ開催日時 毎日 9 時～12 時または 14 時～17 時 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                

 

    

エクスカーションデスク オープン時間 

                 8h30 – 16h00 

18h00 – 20h00 

（ご案内） 

＊ツアーの料金には 12％の税金が含まれております。 

＊キャンセル料についてご自身の都合によりキャンセルされる 

    場合、   前日５０％、当日１００％のキャンセル料を頂きます。  

＊悪天候や最小催行人数に満たなかった場合のツアーのキャンセル    

    の際にはキャンセル料はいただきません。また、疾病等に 

 よるキャンセルの場合、医師の診断書が必要となります。  

＊当社主催以外のツアーに参加される場合、一切の責任を 

   負いかねます。ご了承ください。 

＊米ドルの表示金額はあくまでも目安となります。為替レートの変   

 動に 伴ない、実際の料金が上記の金額と異なる場合もございます。 
 

＊年齢制限 

  1.  11 歳未満のお子様のシュノーケリング参加は保護者の方の 

       同意書が必要となります。 

       参加ご希望の場合は保護者様の同意、署名が必要となります。 

  2.ジェットスキーは 12 歳以下のお子様は原則参加はできません。 

    また 18 歳からご自身での運転が可能となります。 
 
 

オプショナルツアーデスク  

委託会社 

Fun Sports 及び Gecko Jet 



         

 


