協賛メーカー：RGBlue（アールジーブルー）

Black water Dive とは：
今回の企画は浮遊系生物を撮り続けてきた水中カメラマン峯水亮がプロデュースしています。2011 年
より沖縄本島の各ポイントを潜り、最適な時期と場所を試行錯誤してきた中で、この度、皆さんにご紹介
できる運びとなりました。
沖縄本島初のブラックウォーターダイブを、２０１５年６月１３日（土）～６月１８日（木）に開催い
たします。この期間中であれば１日から参加が可能です。例えば、初めてなのでまずは一日だけお試し参
加したい、休みに合わせて週末に参加したい、週末を絡めた平日に参加したいなど、ご都合のいい日程・
日数でお申込みください。
ブラックウォーターダイブは 70’ 年代に写真家クリストファー・ニューバート / Christopher Newbert
がハワイのコナで始めたのが最初と思われます。84’ 年に発売され１０万部が発行された彼のファースト
写真集「Within a Rainbow Sea」の中には、その優れたアイデアによって撮影された、スケルトンの美し
い被写体の数々が収められています。現在でもハワイでは Pelagic Magic®、パラオでは Midnight dive、
日本国内ではライトトラップなどと呼ばれながら、その手法は受け継がれ、プランクトン研究者の間でも
有効な遭遇手段として活用されています。
ブラックウォーターダイブは日没後の夜の海にはじまります。一般的なナイトダイビングとは違い、多
くの強力な水中ライトを海底に設置して、夜の海に紛れながらやってくる稚仔魚やプランクトンたちを待
つダイビングです。このような施行をした夜の海で出会う生き物のほとんどは、普通のダイビングでは出
会えないような生き物ばかり。初めてみる生き物たちとの出会いは興奮の連続です。
潜る水深は 1 ～ 15m 前後の浅い海底のある中層域で、夜（19：30 ～ 20：00 頃）にエントリーをし
てからの 2 ダイブ（1 ダイブ 60 ～ 90 分）を予定しています。
（日によって１本目の時間は 1 時間ほど
前後します。）現地では、沖縄本島でも屈指の生物系ガイド、ドルフィンキックの白川直樹さんがガイド・
サポートしてくれます。また、期間中に使用するライトとして、演色性の高い水中ライト RGBlue シリー
ズで有名な、株式会社エーオーアイ・ジャパン 社から RGBlue ライトを複数台提供していただきます。

RGBlue SYSTEM01 及び 02 は、
高演色 Ra80 と色温度 5000K を
達成しました。より自然光に近い
色再現性を実現していることによ
り、ブラックウォーターダイブで
の集光性にも高い威力を発揮して
います。

ツアー催行条件：
最大催行人数はゲスト 10 名まで / 1 日あたり
参加人数 1 名より開催いたします。
台風等の気象条件による海況不良が考えられる場合は、当初予定していた場所を変更して代替地でのダイビングを
検討します（可能な場合）。代替地での開催も難しい場合は、開催を中止し、諸費用を除くツアー料金を返金いた
します。

主に見られるもの：
魚類の稚仔魚・無脊椎動物の幼生・イカタコ・クラゲ・その他、夜の海の生物

2015 年 沖縄本島 Black water Dive スケジュール
昼間

6/13（土）

6/14（日）

6/15（月）

2DIVE

2DIVE
自由行動

2DIVE

6/16（火）

6/17（水）

6/18（木）

2-3DIVE
2-3DIVE
自由行動

2DIVE
自由行動

17：00

ホテルへお迎え

ホテルへお迎え

ホテルへお迎え

18：00

現地へ移動

現地へ移動

現地へ移動

19：00

準備

準備

準備

19：30

1 ダイブ目

1 ダイブ目

1 ダイブ目

21：30

2 ダイブ目

2 ダイブ目

2 ダイブ目

23：30

片づけ・着替え

24：00

那覇へ移動

01：00

ホテルへ送迎

ホテルへ送迎

就寝

就寝

21：00

片づけ・着替え
希望によって３ダイブ目も可。

那覇へ移動

※ 期間中は夜が大変遅くなるため、日中のダイビングは開催しない予定です。
※ 沖縄本島で開催するブラックウォーターダイブは基本的にビーチポイントでの開催となります。
※ 6/16（火）-6/17（水）は希望者があれば 3DIVE も可能です。なければ他の日と同じスケジュールとなります。

料金：
ブラックウォーターダイブ２ダイブ 20,000 円（税別）/ 日
ブラックウォーターダイブ 3 ダイブ 25,000 円（税別）/ 日
※

料金に含まれるもの

ガイド・タンク・集光ライト機材
※

料金に含まれないもの

沖縄本島内で高速道路を利用する場合は、往復の高速料金をゲスト人数での頭割りとさせていただいております。
食事代（各自）移動途中にコンビニなどに立ち寄ります。
個人で使う水中ライトは各自お持ちください。

お申し込み方法：
参加日の１０日前までにドルフィンキックまでお申し込みください。
参加日の 7 日前までに料金の１００％をドルフィンキック指定の銀行口座までお振込みください。
本島在住のメンバーの方は参加当日に現金でのお支払いも可能です。

キャンセル料につきまして：
キャンセル料として以下の料金がそれぞれかかります（返金手数料を除く）
当日：

料金の 100％

前日：

料金の８０％

３日前まで：

料金の７０％

4 ～ 7 日前まで：

料金の５０％

カメラアドバイス：
※いずれも小さな被写体の場合が多いので、まずは６０ｍｍクラスのマクロレンズで撮るのがお勧めです。
一眼レフカメラ（フルサイズ）の方
（ニコンの方） AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
（キャノンの方） EF50mm F2.5 コンパクトマクロ＋ライフサイズコンバーター EF
一眼レフカメラ（ＡＰＳサイズ）の方
（ニコンの方） AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
（キャノンの方） EF50mm F2.5 コンパクトマクロ
マイクロフォーサーズの方
M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ（Ⅱ R や EZ も可）+ マクロコンバーター MCON-P02
ZUIKO DIGITAL 35mm F3.5 Macro+ フォーサーズアダプター
コンデジの方
フォーカス性能が比較的良いとされる、なるべく新しいコンデジを使用されることをお勧めします。
被写体になるべく近づいて撮影できるコンデジのほうが有利です。
ワイコンレンズなどを使用することで、より近づいて撮る方法もあります。
その他（大きめの被写体またはワイドで撮る場合）
（ニコンの方）AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
（キャノンの方） EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM、EF28mm F2.8 IS USM、EF35mm F2 IS USM

あったほうが良いもの：
ダイビング前後の着替えは、基本的に車内又は野外となりますので、バスタオルもしくはタオル生地のポンチョな
どがあると便利です。着替えずに帰るのもＯＫです（お湯はあり）。その場合は水着の上に着る濡れてもいい衣類
を各自ご用意ください。
個人的に使う水中ライト。ナイト 2 本分が使える程度。または、交換用バッテリーを用意して、トータル４時間
以上使える程度。

参加条件：
Ｃカード（ダイビングライセンス）保持者であること。
ナイトダイビングが普通にできること。
中世浮力がとれること。

お問い合わせ：
ドルフィンキック（白川まで）
住所：〒 900-0012 沖縄県那覇市泊 2-11-8-105
TEL：098-963-6640

携帯：090-7114-9148

営業時間：AM11：30 ～ PM7：00 年中無休
HP ： http://www.dolphinkick.jp/
E-Mail ： info@dolphinkick.jp
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