ＤＩＶＥＭＡＳＴＥＲコースのご案内
Ⅰ． 参加するためには
1.

PADI アドヴァンスド・オープン・ウォーター・ダイバーまたは相当する資格を有する

2.

PADI レスキュー･ダイバーまたは相当する資格を有する

3.

18 歳以上

4.

ログに記録されたダイブ本数 40 本

5.

過去 12 ヶ月以内に医師による健康診断を受け、ダイビング許可を得ている

6.

過去 24 ヶ月以内に EFR または相当するトレーニングを修了している

Ⅱ． 認定条件
1. ナレッジ・リビューを含めて知識開発セッションを修了しファイナルエグザムに合格する
2. 緊急アシストプランを作成する
3. 水中スキル実習を修了する
4. ダイバー・レスキュー評価を修了する
5. ダイブスキル・ワークショップと評価を修了する
6. 実践応用スキルを修了する
7. ダイブマスターが実施できるプログラムのワークショップを修了する
8. 実践評価を修了する
9. プロフェッショナリズムの基準を満たす
10. ナイト・ダイビング、ディープ・ダイビング、水中ナビゲーション経験を含めてログに記録されたダイブ本
数 60 本以上
11. 過去 24 ヶ月以内に EFR または相当するトレーニングを修了していること
12. PADI メンバーシップ同意書およびライセンス同意書を読んで同意する

Ⅲ． 必要教材 （価格は全て税込です）
1. ダイブマスタークルーパック (46,544 円)
2. ＰＡＤＩダイブマスターDVD (5,768 円)
3. ダイビングナレッジワークブック (4,878 円)
4. RDP テーブル インストラクションブックレットセット (2,163 円)
5. ｅRDP ML デジタル版 (3,300 円)
以上 1～5 の合計 62,653 円
※ ｅラーニングでダイブマスターコースの知識開発部分と潜水理論の部分を学習することができます。
ｅラーニングで知識開発を希望される場合、教材は以下のようになります。

1. e ラーニング オンライン ダイブマスター（27,000 円）
2. ダイブマスタークルーパックｅラーニング用(42,477 円)
3. E ラーニング ダイブセオリー (14,900 円)
4. RDP テーブル インストラクションブックレットセット (2,163 円)
5. ｅRDP ML (3,300 円)
以上 1～5 の合計 89,840 円

Ⅳ． コース概要
〔知識開発モジュール〕
・トピック１ 「PADI ダイブマスターの役割と資質」・・・・・・・すべての水中セッションの前に
・トピック２ 「認定ダイバーの監督」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実践評価の前までに
・トピック３ 「生徒ダイバーのアシスト」・・・・・・・・・・・・・・・・実践評価の前までに
・トピック４ 「ダイバーの安全とリスク・マネージメント」
・トピック５ 「ダイブマスターが実施できるプログラム」・・・ダイブマスターが実施できるプログラムのワークシ
ョップの前までに
・トピック６ 「特殊スキルと活動」
・トピック７ 「ダイビングビジネスとキャリア」
・トピック８ 「ダイビング環境への意識」
・トピック９ 「潜水理論の復習」
（注１） 「マニュアル」と「ＤＶＤ」を使って事前学習をしていただき各トピックのナレッジリビューの答え
合わせを行います。わからない問題や質問につきましてはこの時に解説します。全てのトピックが修
了後ファイナルエグザムを実施します。
（注 2）

ｅラーニングで知識開発＆潜水理論を行う場合、〔知識開発モジュール〕トピック 1「PADI ダイ

ブマスターの役割と資質」のみインストラクターが講義を行いますが、それ以外のトピックはｅラーニン
グで修了することができます。ただしその場合でもエグザムは必要となりますが、ｅラーニングで潜水
理論オンラインを過去 12 か月以内に修了している場合はエグザムの約半分が免除になります。
〔水中スキル実習 〕
・スタミナ実習１ 「４００ｍ水泳」
・スタミナ実習２ 「１５分間立ち泳ぎ」
・スタミナ実習３ 「８００ｍスノーケル・スイム」
・スタミナ実習４ 「１００ｍ疲労ダイバー曳行」
・スタミナ実習５ 「器材交換」
〔ダイバー・レスキュー〕
・限定もしくは海洋で意識不明で呼吸をしていないダイバーへの対応

〔ダイブスキル・ワークショップ〕
・２４スキルのデモンストレーションレベルへの開発と評価（スキンダイビングスキルも含む）
〔実践応用スキル〕
・実践スキル１ 「ダイビングポイントでのセットアップと管理」
・実践スキル２ 「水中地図の作成」
・実践スキル３ 「ブリーフィング」
・実践スキル４ 「サーチ＆リカバリーのシナリオ」（SP 資格保有者クレジット可）
・実践スキル５ 「ディープ・ダイビングのシナリオ」（SP 資格保有者クレジット可）
〔ダイブマスターが実施できるプログラムのワークショップ〕
・ワークショップ１ 「ReActivate プログラム」
・ワークショップ２ 「スキン・ダイバー・コースとスノーケリングの監督」
・ワークショップ３ 「限定水域でのディスカバー・スクーバ・ダイビング・プログラム」
・ワークショップ４ 「ディスカバー・スクーバ・ダイビング・プログラムの追加のオープンウォーター・ダイブ」
・ワークショップ５ 「オープンウォーターでのディスカバー・ローカル・ダイビング」
〔実践評価〕 1～3 は実際の生徒ダイバーまたはロールプレイで、4 は実際の認定ダイバーで実施する
・実践評価１ 「限定水域でのオープン・ウォーター・ダイバー・コースの生徒ダイバー」
・実践評価２ 「オープンウォーターでのオープン・ウォーター・ダイバー・コースの生徒ダイバー」
・実践評価３ 「オープンウォーターでの継続教育生徒ダイバー」
・実践評価４ 「オープンウォーターでの認定ダイバー」
〔プロフェッショナリズム評価〕
・実践応用終了までに

Ⅴ． 料金について （価格は全て税込です）
1. コース代 ： 132,000 円
2. プール実習費（1 日当たり）
シリンダー ０本 ： 6,380 円
シリンダー １本 ： 8,580 円
シリンダー ２本 ： 10,780 円
シリンダー ３本 ： 12,980 円
3. 海洋実習費（1 日当たり）
シリンダー ０本 ： 4,400 円
シリンダー １本 ： 7,150 円

シリンダー ２本 ： 9,900 円
シリンダー ３本 ： 12,650 円
4. 教材代 ： 上記Ⅲをご参照ください
5. 登録申請料 25,718 円
(注 1) 食事代・宿泊代・現地までの交通費は上記料金には含まれません。
(注 2) 上記料金は、各ダイビングサービスの価格変動などに伴い変更になる場合があります。
(注 3) コース代・教材代はお申込み時に、プール・海洋実習費はその都度お支払いください。
(注 4) コース代・教材代は、コースを中止した場合につきましても返金はできません。
(注 5) 海洋実習でボートを使用した場合やナイトダイビングの場合は別途実費がかかります。
(注 6) 登録申請料はコース修了までにお支払いください。

Ⅵ．日程変更とキャンセルについて
天候などによって安全にコースが開催できないと判断する場合があります｡その際は改めて日程調
整させていただきます。また、お客様のご都合で日程を変更される場合はお早めにご連絡ください。
なお、コース開始後にお客様の都合で当コースをキャンセルされる場合は、コース代は返金できま
せん。ご了承ください。
2020 年 12 月 1 日作成

ダイビングとスノーケリングの店
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