ブルーラグーン BLUE LAGOON

毎日

2846 MVR (199 ドル)/１名様

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。

ロブスタークルーズ DAYLIGHT CRUISE

毎日(金曜日以外) 11 時半～15 時半

3074 MVR (215 ドル) )/１名様

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。

首都マーレ散策&ショッピング MALE

火曜日、木曜日、土曜日

13 時半～17 時半
最少催行人数１０名

1400 MVR (98 ドル )/１名様

スピードボートで約 30 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＆マーレ散策&ショッピン SUBMARINE
2935 MVR (206 ドル) / １名様

火曜日、木曜日、土曜日
最少催行人数 10 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。

サンセットクルーズ SUNSET CRUISE

16 時半～18 時

2574MVR (180 ドル) )/１名様

最少催行人数４名

極上のロマンティックなひと時を!
自然の中で泳ぐイルカを見ながらサンセットクルーズをお楽しみください

水上飛行機 SEAPLANE

水曜日、土曜日

2800 MVR (196 ドル) 1 名様

カニより出発 / ２０分間飛行
最少催行人数１0 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！！

パラセイリング PARASAILING

15 分間飛行

3188 MVR (223 ドル) /2 人
最少催行人数 4 名
4104 MVR (287 ドル) / 2 人
プライベート

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？

水上スキー・ウェイクボード WATERSKI __
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 JETSKI
30 分または 50 分：島の周りをジェットスキーで楽しめます。

ラインフィッシング LINE FISHING
1430 MVR (100 ドル) / １名様

2 時間
最少催行人数 2 名

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。

4 時間

最大４名様

5362MVR(375 ドル) 2 時間 最大 2 名様

2 時間ボートトリップ:928 ルフィア (65 ドル)/人

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。
5648 MVR (395 ドル) / 艇

7078 MVR (495 ドル) / 艇

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。

サーフィン SURF

50 分. 4218 MVR (295 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。

ディープシーフィッシグ DEEP SEA FISHING
10725 MVR (750 ドル)

30 分. 3146 MVR (220 ドル) /艇 –

毎日
最少催行人数 4 名

レンタルボード: ２時間トリップ参加時 ２１４ルフィア(１５ドル)
半日 500 ルフィア (35 ドル)
全日 700 ルフィア (49 ドル)
2～５日間 ５７２ルフィア（４０ドル/日）
６～１０日４２９ルフィア(30 ドル/日)

モルディブの数あるサーフスポットから、レベルやご要望に合わせた波が楽しめるポイントへ
ご案内いたします。初めての方へのレッスンもございます。世界屈指のサーフリゾートの波を心
ゆくまで堪能ください。

- ハネムーンパッケージ HONEYMOON PACKAGE
10897 MVR (762 ドル)/2 名様

１番人気のブルーラグーン、2 番人気のパラセイリング、そしてロマンティックなサンセット
クルージングの３つがセットになった、とてもお得なパッケージです。すべてのツアーが
30％割引になります。各ツアーの予定日はコンシェルジジュにてご相談ください。
*天候によりいずれかのアクティビティが開催できなければ催行したツアーの正規料金を
お支払いいただきます旨ご了承ください。

（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。

オプショナルツアーデスク
委託会社
Fun Sports 及び Gecko Jet

ディスカバリーセンター
JAPANESE

