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スクール理念
「壮大で神秘的な海、ダイビングを通して、
　　　　　　　　　　　一度きりの人生により多くの感動と仲間を！」

STAFF 紹介　~講習やファンダイブで皆さまをサポートするメンバーです！~

☆非常勤インストラクター

松井　政高

（まつい　まさたか）

ダイビング歴：23年

ダイバーランク：インストラクタートレーナー

ダイナミックな海とサメが大好き！海は奥が深く知り尽くすことが出来ない！

同じように教育方法も難しく、 日々追及していくことを楽しんでいます！

松井　明日香

（まつい　あすか）　

ダイビング歴：26年

ダイバーランク：ダイブマスターインストラクター

ネオのムードメーカー！楽しく熱血指導いたします！ウミウシ大好きなので、

見たい方はリクエストして下さい♪

山本　香

（やまもと　かおり）　

ダイビング歴：3年

ダイバーランク：アドバンスドインストラクター

ネオのゲスト出身のインストラクター！　まだまだインストラクターとして修業中！

一緒にどんな海でも楽しめるようにスキルアップしていきましょう！

鈴木　望

（すずき　のぞみ）　

スクールスタッフ

平日にお店で事務やツアー準備などをしています♪

お店に来たらぜひみなさんのダイビングのお話聞かせてください♪

古屋敷　哲也 重草　傲 安久　隼人 川嶋　純一
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東京ダイビングスクールネオの資料請求いただきありがとうございます。

これから皆さまを待っているのは地球の3分の 2を占める冒険世界です！陸上ではなかなか見ることが出来ない野生の生き物の力強さ、

普段とは違う時間の流れる水中世界、時にはイルカやクジラ、魚群など、壮大なスケールの生物や息をのむような壮観な景色が様々な感

動を私たちに与えてくれます。

そんな水中世界で皆さまが求めることは、「安全に、自由に水中世界を楽しみたい」、この一点ではないでしょうか。

しかし水中世界は私たち人間にとっては自然な環境ではありません。そんな世界で楽しめるかどうか、安全かどうかはダイバーのスキル

によって決まってしまいます。私たちの思いは「水中を思いっきり楽しんでほしい！事故は限りなくゼロにしていきたい！」そのために

当スクールでは「世界中の海を楽しめる自立したダイバーを育てること」をコンセプトとして皆さまのサポートに務めています！



東京ダイビングスクール NEO が選ばれるポイント !

1
「楽しむだけじゃなく、スキルの指導に力をいれていることが信頼につながりました！」
S.A 様 (30 代 / 男性 )

当スクールは日本で 30 店舗ほどしか認定されていない公益社団法人「日本レジャーダイビング協会」より
「標準ダイビング事業者」に認定されています。また、講習内で行うカリキュラムは世界基準の質の高い指導団体の「SNSI」
のカリキュラムを使用しています。学科、プール、海洋実習ともに他の指導団体よりも多く講習時間をとっているため、
どなたでも自分のペースで安心してライセンス取得 & スキルアップが可能となっています！
当スクールではスキルアップをして上手くなった人しか味わうことのできない世界で、
たくさんの方がダイビングを楽しんでいらっしゃいます♪

「事前説明会で、ダイビングの良さだけでなくリスクに関しても分かりやすく説明して頂き、
 質問に関しても真意に答えてくれたので決めました！」　K.S 様 (30 代 ／ 女性 )

スケジュールや難易度、金銭面など、、、。ダイビングを始めるにあたってたくさんの不安はつきものです。
当スクールでは皆さまが抱える不安をすべてクリアな状態にして安心してダイビングライフを始められるように、
必ず事前説明会にご参加いただいております。毎回少人数で行うため、気兼ねなく質問をしていただけますよ♪

私たちの指導コンセプトやお店の雰囲気を皆さまの目でぜひ、確かめていただければと思います！

2

「ライセンス取得費用が安いのと駅から近く通いやすい点で、これなら続けていけそうと思いました！」
                                                                                                         Y.K 様 (20 代 ／ 女性）
ライセンス取得はあくまでも海へ行くためのスタート地点です。

私たちはライセンス取得にかける費用よりも、その後の経験にかける費用のほうが価値が高いと思っています。

そのため、まずは講習費用をできるだけ抑えることで皆さまをサポートさせていただきます。

また、当スクールは丸の内線 中野新橋駅より徒歩 1 分という好立地！

都心からもアクセスしやすく、たくさんの方にご利用いただいております！

5

「アットホームで和気藹々とした雰囲気が NEO で始めるきっかけでした。」S.I 様 (20 代 ／ 女性）

当スクールでダイビングを始める方の 9 割はお一人様で始める方がほとんど！
一緒に講習をしていく中で , すぐに仲間ができちゃいます！
また、ダイビングの楽しさを共有できる仲間づくりをサポートするために、
スクール生同士の交流会や同期ツアー、季節ごとのイベントを開催しております。
一人で始めてもたくさんの仲間ができる環境作りにも力を入れておりますので、
ご安心ください♪

4

「無料送迎やクラブハウスなどの充実したサービスが魅力的でした！」Y.M 様 (20 代 ／ 男性）

当スクールは店舗のほかに西伊豆に温泉付きの専用クラブハウスを持っております。
夜のうちにクラブハウスへ向かうため、渋滞を気にせず、ゆっくりと海で講習やファンダイビングを楽しんでいただけます♪
もちろんお店から & 集合場所からの送迎は無料です！

3
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オープンウォーターダイバーになるまでオープンウォーターダイバーになるまで

お問い合わせ・事前説明会へのご参加・お申込み　所要時間：約１時間

まずは事前説明会へ！ダイビングの基本情報やライセンス取得までの流れなどをご案内いたします！

各回、少人数制で行うため、始める前の不安な事や質問など、気兼ねなく聞いてくださいね。

お申込みの手続きと日程決めをしたら、学科の教材を受けとって講習スタートです！

　　　　　　　　　　　　　　　　　      ご予約方法は P12 へ

1.

自宅学習

フルカラーの教材と YOUTUBE の動画で楽しくダイビングの基礎知識を覚えていきましょう！
動画教材があるため、通勤通学のスキマ時間でも勉強できちゃいます♪

2.

3.

海洋実習　所要時間：2日間　　★スクールから実習地まで無料送迎付き！

いよいよ海の世界へ！これまで習ったことを活かして、本物の海でスキルをマスターしていきます！

当日の海況に合わせて、流れや波のないポイントで行うので、落ち着いて講習を行うことができます。

2 日間の海洋実習は西伊豆のクラブハウスでゆっくりと受講可能！

講習の後半には魚を見て楽しむ余裕もできますよ♪

5.

プール講習　所要時間：1日　　★スクールから実習地まで無料送迎付き

初めての水中実習！器材の使い方や、呼吸方法、トラブル対処スキルなどを身につけます！

始めは浅いところで練習をしていくので、泳ぎに自信がない方でも安心してご参加いただけます♪

4.
いよいよ水中へ！

祝認定！ダイバーデビュー！！

海洋実習のカリキュラムが無事修了すれば、ダイバー認定です！

ここが真のスタート地点！これからのダイビングライフを計画していきましょう！

世界中の海があなたを待っています！

6.

学科講習　所要時間：約３時間

自宅学習の補足、知識の強化をしていきます！

ダイビングのルールやこれから使用する器材について学ぶ大切な時間です！

少人数制で行うため、一人一人に合わせて、分かりやすく説明していきます。
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東京ダイビングスクールNEOは SNSI 加盟店！ -SNSI とは？ -
ダイビングの聖地・イタリアで生まれたSNSI
1994 年にイタリアで設立された指導団体 SNSI（Scuba and Nitrox Safety International）
誕生から 23 年の実績において欧米のみならずアジア圏など、世界中にネットワークを広げ急成長を遂げており、2017 年 4 月に日本にも待望の上陸。
最大の特徴は「質の高いトレーニング内容」。　より高い安全性、質の高いダイバーを育成するために、最新のダイビングデータをもとに世界基準
(ISO) よりさらに高いレベルでの独自のプログラムを取り入れています。
それにより、初心者のうちから充実したプログラムでトレーニングを受けることができ、より早く上達が望めます。

スクーバダイビングというスポーツは海という大自然と向き合うスポーツです。
海の中には、陸上の数十倍もの多くの生物が自分の命をつないでいくために必死に生きています。その姿を目にすることで素晴

らしい感動を私たちに与えてくれます。また、幻想的できれいな景色や、宇宙のような無重力感を楽しむこともできます。海から
得られるものは、「楽しさ・感動」だけではなく、『ルールを守ることの大切さ』、『環境保全の大切さ』、『安全や楽しさを共有する他の

方との協調性』、『異空間の体験による精神的な安定（ストレス発散）』など、厳しい社会の中を生きぬく上で必要なことも教えてくれる、すばらしい場
でもあります。しかし、人間にとってすべてが不自然な世界である海中世界にはリスク ( 危険性 ) も伴います。受講していただく生徒様には少しでも
リスクを軽減する為に、自宅学習や学科講習で知識を深めいただき、潜水プールでの実技練習後、初めて海洋実習へと進んでいきます。　
　弊社は創業 17 年となり、今まで一度も潜水事故を起こさずに現在に至ります。
しかし海と向き合う以上、事故が起こらない保証はありません。私たち、指導員は常に事故を想定・予防しながら生徒様とお付き合いしております。
リスクを最大限減らし安全に楽しむために、最も重要なのは・・・講習で習ったことを、実際の環境で試し自分のものにしていく（アウトプットする）
ダイビング経験です。当店では講習だけでなく、講習後の経験に最も力を入れております。コース後のダイビングも毎回インストラクターが付き、よ
り安全にダイビングができるようサポートしてまいります。適切な知識・適切なスキルを身に着け、適切な器材を使い、そしてそれが定着するまでダ
イビング経験を積むことが大切ということをご理解いただければ幸いです。　　　　　　　
　                                                                                                                           東京ダイビングスクールＮＥＯ　代表　松井 政高　　
　

保護者の皆さまへ

未成年者の親御様
へのお願い

スクーバダイビングのライセンスは、正式には C カード ｢Certification Card｣といいます。
この C カードは国や自治体が発行するような「免許」や「資格」といった類のものではなく、民間のダイビング指導団体が発行している「認定証」と
なります。C カードをお持ちでない方や未経験の方は、体験ダイビングというコース以外ではスクーバダイビングができません。

ダイビングライセンスについて - 指導団体とは？－ダイビングライセンスについて - 指導団体とは？－

さらにNEOでは講習後のファンダイビングでもスキルアップのアドバイスを！
当スクール独自のトレーニングカルテをもとに、生徒一人一人の課題を全スタッフで共有。
長くのんびり楽しみたい、安全性を高めたい、上級ポイントで潜れるようになりたい・・・。
ライセンス取得後の様々な目標に合わせて、コース後のファンダイビングでも上達するため
のアドバイスをさせてきます！

一般的な講習内容
(ISO 準拠）

当スクールの講習内容
(SNSI 準拠）

学科講習時間

プール講習時間

海洋実習回数

海洋実習時間

1 ～ 2 時間

2 ～ 3 時間

4 回

15 分 /1 回

3 時間

5 時間

6 回

60 分 /1 回

様☆目標
目指すダイバーは…

コース実施日
OWD AOWD RD DG DM INST DRY

年 年 年 年 年 年 年
/ / / / / / /ダイバーフローチャート

TRAINING CARTE

もっとうまくなりたい！上級ポイントへチャレンジしたい！

アドバンス取得後の目標
通常の海でのファンダイブがスムーズにできるようになる！
ＩＮＳＴ

ファンダイブでバディサポートを学ぼう！上級ポイントにチャレンジ！

自分のペースで
ファンダイビングを楽しむ

レスキューコース

講習予定 月

ダイブガイドコース

コース目標
・ダイビングスキルの更なる上達

・強いダイバーになる
・セルフダイビングを学ぶ
・ダイビング知識を深く学ぶ

神子元でおもいっきりファンダイブが
出来る！

バディとセルフダイブが出来る！

ダイブリーダーカレッジ
・自由に！セルフダイブがしたい！・神子元で思いっきり泳げるようになりたい！・もっとうまくなりたい！

コース目標
・ダイビングスキルの上達
・バディのサポート
・上級ポイントへの準備

スタート

レスキューコース後の目標

ＩＮＳＴ 講習予定 月

ダイブマスター
& インストラクターコース

コース目標
・最上級のダイビングスキル・ダイビングを教えることができる・より強いダイバーになる

講習予定 月

ＩＮＳＴ

最短&低価格の特別コース

ダイブガイドコース後の目標

強化項目

□

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐フィンキック強化　ひざを曲げないように
安全停止中　呼吸でコントロールできるように
水深をキープしながらのフロート上げ　

強化項目

□

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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レスキューコースが修了したら、いよいよダイブリーダーコースへ！

アドバンスコース（AOWD）

中級ダイビングの様々なダイビングスタイルについて学びます。

ディープダイビング、流れを利用したドリフトダイビング、

視界不良ダイビングなどのスキルを身に付けます。

ダイバーとしての行動範囲を大きく広げるための大切なステップ。

講習修了後は沈船や、洞窟ダイビングも楽しめます。

どんな海で楽しめるかは自分次第！～スキルアップのすすめ～どんな海で楽しめるかは自分次第！～スキルアップのすすめ～
ダイビングを始めたい、と思ったときにまず必要になるのがオープンウォーターダイバーのライセンス。
取得後は自由に海の世界を楽しめる！！そう思う方ががほとんです。ですが、実はこの段階ではまだまだ経験が浅く、海はとっても
不自由な世界。オープンウォーターダイバーのライセンスで潜れる海は水深 18ｍまでの比較的簡単な海。
せっかく取ったのに、体験ダイビングとそんなに変わらない世界や、不安定なスキルで怖い思いをしてしまう、、、なんてことも。

ライセンス取得はあくまでも仮免許を取ったばかりのようなもの。本や TVで見たような、大きな水中生物と泳ぎたい！洞窟や沈没船、
海外で潜りたい！！その為にはライセンス取得後に実際の海で経験を積む時間が必要不可欠。
そんな夢を最短で叶えるためにはその後のスキルアップコースがオススメです♪
オープンウォーターコースで身につけたスキルを強化し、中級･上級のダイビングポイントを想定した様々なダイビングスタイルについ
て学んでいきます。コース中はもちろんインストラクターが安全管理をしていくため、一人一人の苦手に着目した、より負荷をかけた
練習を行うことができます！その結果、最短&最安でスキルアップが望めます！各コース修了後は、安定したスキルをもって、より
安全に余裕をもってダイビングを楽しんでいただけます♪

もっと自由に海の世界を楽しむために！

ダイビングステップアップフローチャートダイビングステップアップフローチャート

レスキューコース（RD）

上級ダイバーを目指し、ダイビングスキルの強化をすると同時に、バ

ディのレスキュー方法を学びます。水中でのトラブルを未然に防ぐた

めに、すべてのダイバーに受けてほしいコースです！

コース修了&経験本数 30本以上で、伊豆最高峰の海・神子元ツアー

に挑戦できます！そこでしか見れない水中世界は格別です！

オープンウォーターコース（OWD）

水中世界へ行くためのファーストステップ。

ダイビングを安全に楽しむ為の基礎知識&スキルを身に付けるコースです。

器材の操作や、水中でのトラブル対処スキルを練習していきます。

認定後は自分の責任の下、バディと水深 18ｍまでの比較的簡単な海での

ファンダイビングを楽しむことが出来ます。

ハンマーヘッドシャーク /神子元島

洞窟ダイビング /安良里
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ダイブガイドコース（DG）

水中ガイドになるためのスキルを身につけます。

ダイビングポイントでの潜水計画の立て方、楽しみ方を学び、

インストラクターやガイドに頼らずに潜れるダイバーに育成します。

コース修了後はガイドをつけず、バディと自身で潜れる『セルフダイ

ビング』も可能に！

水中カメラでゆっくり撮影したい方や、自分のペースでダイビングを

楽しみたいという方におススメです。

ダイブマスターコース（DM）

アシスタントインストラクターとして、さらに高いスキルや知

識、指導テクニックを学びます。豊富な海洋知識と安全潜水テ

クニックを身に付け、認定後は初心者ダイバーのアシスタント

や水中の魅力を伝える水中ガイドとして活動も可能に！

インストラクターコース（INST)

知識もスキルも最上級のインストラクターを育成します。

ダイビングの魅力を広げるため、ノンダイバーをダイバーにするための

指導テクニックを磨きます。

認定後は、インストラクターとして活動可能に！

どんな海でも、いつでも最高に楽しむことのできるプロダイバーに！

★各コース受講者の声をチェック→

ダイブリーダーコースダイブリーダーコース 知識もスキルも上級者レベルへ！
　　　　　　皆が憧れるネオのスーパーチームの仲間入り！

第9期ダイブマスター in 八丈島

水中撮影 プール講習の様子

水中ガイド

八丈島

プール講習 徳之島
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先輩ダイバー Interview

もっと自由に様々な海へ

オープンウォーターの初めての海洋実習では、慣れない器材と水中環
境にあわててしまって、何をするにも必死な状態でした (笑 )

その後のアドバンスコースで、オープンウォーターで習ったことの復
習ができ、やっと水中世界に慣れることができました。実を言うと、
あまりアドバンスコースの受講に前向きではなかったんです (笑 )

オープンウォーターで遊べる水深 18ｍまででガイドについて遊べれ
ば十分楽しいと思っていました。

ですが講習中、初めてディープダイビングをしたり、ナイトダイビン
グで大きなエイを見ることができた
り！それまでと違う水中世界を見た時
に、もっと水中で自由に泳げるように
なって、色々な海を見てみたいと意識
が変わりました！

今後はもっと上手になって、沖縄の慶
良間諸島へ友達と潜りに行きたいです！！

挑戦の連続

自分は何か新しいことをはじめたいと思って、ダイビングを始めました。

ライセンス取得したてのころは思い描いていたものとは違い、自分の事で

精一杯のダイバーでした (笑 )

ですがアドバンスコースや、レスキューコースを受講して、普段のダイビ

ングでも周りの人を気遣う余裕ができました。今では上級ポイントへ挑戦

することも出来るようになって、休日のたびにダイビングライフを満喫し

ています！講習中はもちろん大変なこともありましたが、乗り越えられた

時の喜びは最高ですし、1つ乗り越えるごとに、大きな自信につながりま

した！ネオではスキルアップに前向きな人が多いので、スクールで出会っ

た仲間と一緒に部活のような感じで励まし合

えるのも楽しいところです。

これからは更なる上級ポイントを目指して、

今の状況に甘んじず、より強いダイバーに

なって、どんな海でも挑戦できるかっこいい

ダイバーになるのが目標です！次はダイブマ

スターコースに挑戦します！！

レスキューコース受講者　

髙井 洋希　様

OWD 認定　2018/09
RD 認定　2019/02

ダイビングを始める前のドキドキや、
講習中の話、今後の目標など 4人の先輩ダイバーにお答えいただきました！

アドバンスコース受講者　

藤巻 友佳　様

OWD 認定　2019/12
AOWD 認定　2020/01
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無限に広がる楽しみ方

私はコツをつかむまでに時間がかかるタイプ

で、最初は講習内容についていけるかどうか不

安でした。実際、講習が始まると、一人一人に

合わせてとことん付き合ってもらえたので、す

ぐに出来なくても諦めずにチャレンジすること

が出来ました！同期がいたことも励みになり、大変さよりも楽しさの方が上

回り、どの講習もあっという間だったように思います。

初めのころは、ちゃんと泳げているかどうか、エアの消費が気になり、ダイ

ビング中は常にドキドキしていましたが、練習を重ね、自分の得手不得手が

明確になったことで、今では余裕をもってダイビングを楽しんでいます♪

また余裕が出た分、自分で水中の生物を見つけたり、ダイブマスター以上の

メンバーと自分達で計画を立ててセルフ

ダイビングを楽しんだり。

今年は念願のクジラと泳ぐ夢も叶えるこ

とが出来ました！

より一層ダイビングの楽しみを広げるこ

とが出来ていると実感しています。

ダイブマスター受講者　

髙橋 えりか様

OWD 認定　2018/06
DM 認定　2019/10

一生楽しめる趣味に

私は友人と始め、入校時からレスキュー

ダイバーになるのが目標でした。

オープンウォーターやアドバンスコー

スでは、自分のスキルをブラッシュアッ

プするのみでしたが、レスキューコー

スからは一緒に潜るバディのサポート

をするためのスキルも身に着けることが出来ました。

受ける前は、『レスキューコース』という名前に少し怯えていましたが、

個人的にはすごく楽しかったです (笑 )

他のメンバーと励まし合ったり、競争したり、ワイワイしながらやって

いたので、もう一回受けたいくらいです！

今で安全に潜るという意識が高まり、潜る前の器材チェックも厳しめに

なり、水中でもバディの様子をこまめにみるようになりました。

レスキューダイバーになってから、すぐに西伊豆の神子元に挑戦したの

ですが、さっそく自分の未熟さを痛感しました。

これからはそんな上級ポイントで余裕を持って潜れるダイバーになって、

生涯楽しんでいきたいです！

レスキューコース受講者　

村上　海音　様

OWD 認定　2018/11
RD 認定　2019/08

本人撮影



ライセンス取得後は…

シーズンごとに様々なイベン
トをご用意!!

記念ダイブもみんなでお祝い
♪

春 夏

秋 冬

ダイビングの後に、いちご狩り、
　　　BBQ、カニ鍋パーティーやお餅つきまで！

西伊豆や南伊豆のファンダイブツアーにご参加いただけます！
ときには足を延ばして伊豆の離島へ行くことも…。

-9-

50本、100本、150本...
　　　大切な節目をNEOのみんなでお祝い！



-10-

メンバーズパーティー in ○○島

徳之島ザトウクジラツアー

全長 15ｍを越えるクジラが目の前で雄大に泳ぐ姿は圧巻です！

海外ダイビングツアー

国内を抜け出して海外へ！南国ならではの魅力満載のスペシャルツアー！

毎年恒例！年に一度沢山のネオメンバーが集結します！



よくある！

ダイビング

Q＆A

Q.誰でもダイバーになれるの？
A.健康な人なら誰でもダイバーになることが出来ます。
年齢は 10歳からで、上限はありません。
当スクールでは 60歳からダイビングを始めて、70歳に
なっても現役でダイビングを楽しんでいる方もいらっしゃ
います。
お申込み時に病歴チェックで問題がないかどうかを確認さ
せていただきますので、ご安心ください。
チェック項目に該当するものがあった場合、医師の診断の
上、判断させていただいております。

Q.ダイビングは冬でもできるの？
A.ダイビングというと夏のイメージが強いかと思いますが、
ドライスーツという水の入ってこないスーツを着ることに
よって冬でも寒くなく、楽しむことが出来ます。
実は冬の方が海の透明度はぐっと上がって、ベストシーズン
なんて言われることも…。

Q.泳げなくても大丈夫？
A.全然大丈夫です！ダイビングは水泳のように身体一つ
で泳ぐものではなく、ダイビング器材を使っていきます。

そのため、水中でも呼吸ができ、しっかりと目も見えます。
浮きたいときは浮力調整装置を使って楽に浮くことが出来
るので安心ですよ。
運動が苦手、泳げないなんて方でも、器材の使い方さえ覚
えてしまえば、問題なくダイビングを楽しめます！

Q. 指導団体ってどこがいい？
A.皆さまが講習を受講し、ダイビングをするためのスキ
ルや知識を身につけたことを証明するものが、ライセンス
（Cカード）です。そのカードを発行したり、教材や講習
カリキュラムを用意しているのが指導団体になります。
たくさんの指導団体がありますが、ISOという世界基準を
クリアしているお店であれば、どこを選んでも問題はあり
ません。指導団体よりも、お店の雰囲気や上手くなるため
の講習内容・環境がしっかりしているところで選ぶといい
ですね！

Q.サメやクラゲは大丈夫？
A.サメはダイバーを恐れて逃げって行ってしまいますので大丈
夫です。

私たちダイバーの方が、サメを見たさに追っかけて行って
しまうなんてことも・・・（笑）
また水中では全身スーツやグローブ、ブーツなので保護し
て潜るため、クラゲなどに刺される心配もありません。

Q.肌が弱くて心配・・・
A.ダイビングではウェットスーツやドライスーツを着用
し、手や足はグローブ、ブーツで保護しています。
陸上ではすぐにシャワーを浴びることが出来るので、
肌が弱い方でも、問題なくダイビングを楽しまれている方
はたくさんいらっしゃいます♪

Q.ダイビングポイントはどこにあるの？
A.海外や沖縄のイメージが強いかもしれませんが、実は私たち
の近場にはダイビングポイントがたくさんあるんです！

真鶴半島、三浦半島、房総半島と日帰りでも行けちゃうダ
イビングポイントがたくさんあります。
そして、私たちがよく行く伊豆半島は日本のほぼ真ん中！
だからこそ南の魚も北の魚も見ることのできるフィッシュ
ウォッチングをするには最適の環境なんです！

ダイビングを始める前に皆さまからよくいただく質問をまとめてみました！
このほかにも気になる点がありましたら、お気軽にお問合せ&事前説明会で聞いてみてくださいね♪

-�1-
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無料説明会無料説明会 へ行ってみよう‼

とにかく、聞いてみないと始まらない！
まずは 時随 開 催 中

休みが不定休で講習スケジュールを確認したい…
一人で始めるのが不安…
体力的についていけるか心配…
そもそもダイビングについてよく知らない…

皆さまの抱える不安や疑問に、
　　　　スタッフがどんな質問にもお答えいたします！！

今すぐご予約へ！今すぐご予約へ！

お店へのアクセスお店へのアクセス
東京メトロ丸の内線「中野新橋駅」より徒歩 1 分

SHOP DATA

東京都中野区弥生町 2-31-14 柳ビル C101

TEL:03-5340-7620

営業時間：12：00 ～ 21：00

定休日：月曜、第 2･第 4 火曜日

( 祝日は営業し、翌日が振替定休日となります）

メール：neodiving@neodiving.com

東京ダイビングスクール NEO

ホームページは

事前にご予約いただければ、お待たせせずに無料説明会にご参加いただけます。
ご予約は右記QRコードから！空き状況などもご確認いただけます♪
メール、電話でのお問い合わせも大歓迎です！

SNSでダイビングツアーの様子など随時更新中！

LINE で気軽に聞いてみる♪LINEで気軽に聞いてみる♪
ちょっとだけ聞いてみたい…なんて方は
LINE でお問い合わせいただけます！
QRコードを読み取って、お友達登録してね♪

＠ahb3369m


