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報告

通報

指示

（アシスタントコース

連絡 連絡 連絡

参加生徒

当日の厳守・協力していただく事項

※上記の注意事項を守らなかった場合によるケガ等の責任はビーチでは負いかねます。

スノーケリング 体験ダイビング マリンスポーツ

指導員・スタッフ 指導員・スタッフ 指導員・スタッフ

ディレクター）

各コース安全管理担当 各コース安全管理担当 各コース安全管理担当

報告 指示・管理

◆第１１管区海上保安庁への通報 指示・管理報告

◆保険会社へ連絡

実施副統括責任者
看護師

◆１１９番通報

◆１１０番通報 実施統括責任者

～～～～『海の体験学習』　安全対策組織構成　フローチャート～～～～

◆参加者の緊急連絡先への連絡 （コースディレクター）

各学校長・主催旅行責任者

～マリン体験を行なう上で～

●　風邪気味・睡眠不足・体調不良のときは点呼時に担当スタッフに
　　 申し出て、アクティビティーに参加しない。　

●　単独行動は慎み、グループで行動する。

●　インストラクター、スタッフの指導をよく聞き、指示は守る。

●　自分に与えられた器材等は安全に扱い、管理する。

●　海中の動植物にむやみに手を触れない。　岩やサンゴに手足を　
　　 かけないよう注意する。(遊泳時も同じ）

●　アクティビティーを行なう際、メガネ・アクセサリーははずす。

～その他の時間～

●　係留されている船・ジェットスキーに手を触れない。
　　　（準備されてる器材や器具にも勝手に触らない）

●　シュノーケルの持ち込みはしない。

●　遊泳は決められた遊泳区域内で行なう。
　　　（散策等も指定された範囲内で行なう）	

　	



以下は、マリンプランのサンプルです。

8:30

８：５０～９：５０

９：５０～１０：５０

１０：５０～１１：５０

１１：５０～

フリー バナナボート シュノーケル

体験メニュー　　バナナボート・シュノーケル・ガラスボート・シーカヤック・ビーチでフリー

●●タイムテーブル●●

人数１８０名

バナナボート シュノーケル フリー

お問い合わせから実施日までの流れ。

・マリンスポーツの計画が決まりましたら、開催日の２ヶ月前までにご連絡をお願い致します。

・２ヶ月前までに予約の連絡がない場合には機材の手配がつかず、
スケジュールの変更もしくは中止になる場合がございます。

ご予約はできる限り上記の期限を基本とさせていただいておりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

・修学旅行などの団体様で、「マリンスポーツをしたい！」というご希望が
ありましたらまずはお電話にてご相談下さい。

ご相談の上マリンプランを以下のサンプルのように作成致します.

・具体的には、実施日、参加予定人数、所要時間、
ご希望のマリンメニューなどをご相談させていただきます。

・開催場所の下見をご希望される場合は、お電話にてご連絡下さいますようお願い致します。

　当スタッフが引率し開催場所及びビーチの施設をご案内致します。　　 

　　 お問い合せＴＥＬ　：　ＴＥＬ０９８－９７７－８４６４ＦＡＸ０９８－９７７－８４７５

・プログラム開催中、海洋状況に変化により中止になる場合があります。・安全を最優先で開催を判断致します。

・書類の原本は、開催日の１ヶ月前までに、伊計ビーチ宛まで、郵送の程をお願い致します。

・マリンスポーツのご参加にあたり、各種書類のご提出をお願いしております。

・書類送付の際には生徒様の記入漏れがないか、ご確認をお願い致します。
特に女子の体重記入漏れに気をつけて下さいますようお願い致します。

（サイズの確認は、ウエットスーツおよびブーツなどの準備に必要なため、明記をお願いしています。）

予備時間・着替え・閉校式

備考：班編成は生徒１８０名を均等に３班（６０名平均）編成してください。シュノーケル、バナナボート、
　　　フリータイムを６０分交代で体験致します。

１班
（６０名）

２班
（６０名）

３班
（６０名）

日程説明・開校式

シュノーケル フリー バナナボート
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診断書が無ければ当日メニューに参加できませんので予めご了承ください。
また、未成年者は、保護者の署名が必要になります。

②キャンセル料について
メニュー実施日当日 メニュー料金の100％

①参加承諾書について
体験ダイビング、シュノーケルに参加される場合参加承諾書に漏れのない
ように記入し、メニュー実施日の遅くても20日前までにお送りください。
病歴書に該当するものがある場合医師の診断書が必要になります。

当社担当者・学校側責任者・旅行社側責任者との間で協議を行い判断いたします。

④予約締め切り期限

海洋状況により当社よりメニューを中止した場合はキャンセル料はいただきません。
※体調は十分に整えてください

③メニュー開催実施・中止の判断

メニュー実施日前日（17：00まで） メニュー料金の50％
メニュー実施日前々日 メニュー料金の25％

実施日の2ケ月前まで。
（人数によっては、お受けできる場合もございますのでお問合わせください。）
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下記の内容にて保険に加入しています。（保険料はマリンスポーツに料金に含まれています）

≪障害保険・施設管理者賠償責任保険≫1人当たり保険金額�死亡・後遺障害5,000千円（3，000千円）�

�入院・通院については�治療費が発生いたします。（��）は船の場合です。

保険会社大同火災海上保険株式会社�TEL098-869−1281
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