絵になる海・世界遺産コモド諸島
〜激流の先のおとぎの国への訪問〜
今回のスケジュール
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今回︑バリ等ヌサペニダのマ
ンボウ狙いのダイビング後︑コ
モドクルーズ乗船というダイ
バーにはたまらない研修の機
会を頂きました︒そこには︑
今までには体験したことがな
い海や陸の光景がありすっか
り一人のダイバーとして楽し
んでしまいましたが︑今回の
研修をお客様目線で︑ご案内
できたらと思います︒
１日目︑デンパサールの空
港に到着したのは︑ほぼ定
刻︒今回は８日間以上の滞在
なので２５ドルのビザを購入︒
８日間の基本プランの場合は
７日間までのビザ︑１０ドルに
なります︒ほとんどの観光客
が１０ドルで購入するのでビ
ザカウンターでオロオロしてい
ると係員が﹁１０ドル︑１０ド
ル﹂
と声をかけてきます︒８日
間以上の方は購入間違いに要
注意です︒ビザ代は空港を出
る前に支払いなので日本でド
ルの用意が必要ですビザカウ
ンターの前は入国カウンタ
ー︒すでに長蛇の列です︒土
日ですと︑到着から空港をで
るのに２時間は見ておいたほ
うが良いでしょう︒ターンテー
ブルでは頼んでないのに荷物
を運んでくれるチップ目当て
のポーターがいます︒高いチッ
プを要求されることもあるの
で要注意です︒空港から出る
と今回お世話になる
の現地係
員が出迎えてくれます他社の
係員も大勢いるので︑﹁サザン
スタークルーズ﹂の看板を目
印に集合しましょう︒
]
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魅惑の
ピンクビーチの元
オルガン
パイプコーラル

通常プランでは空港から車で約５分︑クタ
地区にあるホテルにチェックインし︑翌日の国
内線でコモドへ向かうことになります︒今回は
変則プランでサヌール地区のホテルへ向かい明
日からヌサペニダでのダイビングに備えます︒
バリでのダイビングは数箇所有名な場所が
ありますが︑空港から近く１番手軽なのはヌ
サペニダだと思います︒また︑サヌール地区は
ポイントから近いためヌサペニダでのダイビン
グが目的な方には便利です︒コモドクルーズの
前後にバリダイビングはお時間がある方な
ら︑ぜひおすすめしたいです︒空港からサヌー
ルまでは約２０分︑すっかり日は暮れていまし
た︒宿泊は ガゼボ・ビーチホテル 場所はサヌ
ールのメイン通りに面しているため食事や買い
物に便利ですが︑水周りや設備が若干劣るた
めリゾート志向の方には不向きかもしれませ
ん︒しかし︑素朴ながらもバリらしい雰囲気で
価格もお手頃なため︑ダイビング目的の場合
にはお勧めです︒

ｶﾞﾙｰﾀﾞｲﾝﾄﾞﾈｼｱ航空にてデンパサールへ （サヌール泊）
ヌサペニダにてマンボウ狙い２ダイブ
（サヌール泊）
ヌサペニダにてマンボウ狙い３ダイブ
(クタ泊)
10:00 国内線デンパサールよりラブハンバジョーへ
11:30 到着後、空港より車で約 5 分の港へ
昼食後 ①「Sebayur Kecil」 （チェックダイブ）
変則スケジュール。ナイト（取材） ２本目 モブラダイビング
9/29 北のフローレス海にてダイビング 平均水温 28〜29 度
1 朝食前 ② 「Caster Rock」 コモド NO.1 有名大物魚影ポイント
2 朝食後 ③ 「Crystal Rock」 大物魚影ポイント
3 昼食後 ② 「Castel Rock」 本日２回目 大物ポイント
4 夕食前 ④ ｢Gililawa Slope2」 小さな島と島の間のスロープポイント
追加ダイビングで５本目モブラナイトをしたのは女性人のみでした。
9/30 南のインド洋にてダイビング 平均水温 ２４度
1 朝食前 ⑤ 「Canibal Rock」 ソフトコーラルがまるでお花畑。
2 朝食後 ⑥ 「Torped Alley」 砂地と珊瑚がきれいなポイント
3 昼食後 ⑦ ｢Banana Island｣ 島の形がポイントの由来
4 OP
⑧ 「Nusa Kode Wall」 外洋ポイント 流れ強いも・・・
5 ナイト OP⑨ 「Nusa Kode Slop」 ナイトはまたさらに神秘的
10/1 南マンタポイントから北エリアに 北上
1 朝食前 ⑩ 「Manta Alley」 ブラックマ・ハーフ・ホワイトの３匹が！
2 朝食後 ⑪ 「Lehok Sera2」 沈潜ポイント ツバメウオがいっぱい
3 昼食後 ⑫ 「Pink Beach」 上陸する場所とは少し違う場所
ピンクビーチへ上陸（表紙 写真）本当にキレイ♪
4 ナイト OP⑫ 「Pink Beach」 コモドのナイトはかなりおもしろい
10/2 ダイビング最終日
1 朝食前 ⑬ 「Batu Blong」 コモド島とリンチャ島間ポイント 大物多
2 昼食前 ⑭ 「Tanawa Kecil」 テーブル珊瑚が美しい。癒し系ポイント
昼食後 リンチャ島上陸コモドドラゴン見学
夜はトップデッキでバーベキュー！！
10/3 器材を片付けツアー中の精算。10 時半下船までフリータイム
12 時
国内線にてラブハンバジョーよりデンパサールへ
13 時半 到着後フリータイム クタでのショッピング ケチャダンス見学
22 時 ｶﾞﾙｰﾀﾞｲﾝﾄﾞﾈｼｱ航空 ジャカルタ経由にて 20 成田へ イン
10/4 8：50 成田着 帰国

翌朝は︑朝食後７時半のピックアップです︒今回はマンボウ狙
いだったため︑現地ショプが海況に合わせて時間を調整してく
れました︒すぐにウェットが着られる格好でロビーに集合︒車で
約１０分ボートのあるビーチに到着します港を想像していたの
ですが︑ほとんどのショップが人力で浅瀬に浮かぶボート荷物を
運んでいました︒当然︑お客様も膝下くらいまで水に入り︑ボ
ートに乗り込みます︒ちょっと楽しかったです︒マンボウ狙いの
ポイントまでは約１時間︒外洋はけっこう揺れました︒ポイント
はクリスタルベイ︵
右サイド︶水温は２５度︒透明度もまずまず︒
今回はサザンスターのガイド唐澤氏も同行︒コモドに負けずお
とらずの珊瑚の美しさと魚の多さだとのこと︒バリのダイビン
グもあなどれない︒私としては青の濃さに感動と冷たい水なが
らバリのダイビングを楽しんでいると︑現れました！ドロップオ
フのたぶん３５ｍくらい︒少し距離が遠かったので写真には残念
ながら収められませんでしたが︑ヒレの大きさからかなりのサ
イズだったのでは︒とりあえず見た〜︒やっぱりいるんだ！とい
う感動で１本目終了︒次は絶対写真に撮りたいと決意し２本目
へ︒同じくクリスタルベイ︵
左サイド︶１本目の様子からおそらく
サーモクラインを超えた︑水温が下がったドロップオフ側にでて
くるはずっと判断︒１５Ｍくらいをキープし︑ドロップオフ沿いを
泳ぎます︒すると︑視界に黒い影が︒でたぁ！思わず︑周囲をキ
ョロキョロ︒取材やガイドさんを差し置いてとにかく近い！！

でも︑今回は取材の同行︑つまり現地ガイドも含めて皆さんプ
ロの集団︒ファンダイバーとしては追って良いかの判断はできな
どうしよう？﹂
と立ち止まっていると︒遠くから現
いわけで ﹁
地ガイドが追え︑カメラ・カメラと必死のジャスチャーサイン︒Ｏ
Ｋがでたら不安はありません︒必死のフィンキックでマンボウの
もとへ︒冷たさや耳抜きを忘れるほど必死に撮ろうとしまし
た︒でも︑フラッシュが光るたび︑どんどん深い海の底へ︒なかな
か回りこめず︑結局横からの写真しかとれませんでした︒ほと
んどヒレを動かしていないのに︑本当に速い︒とても追いつけない
なと思いとダイコンをみたら深い！上がらなきゃと思い︑上を
見上げたら︑ハタタデダイの寄り添う姿が微笑ましかったで
す︒この日は︑２本で終了︒海から上がると現地ガイドがガッツ
ポーズ！至福の瞬間です︒ボートでサヌールのビーチに戻ると
シャワーを簡単に浴びホテルへ︒サヌール地区宿泊だと帰りも
早く︑すぐ部屋のシャワーが浴びられます︒やはり便利です︒
２日目︑欧米の方が多いバリ︑朝から海岸をショギングする姿
を見ながら朝食はナシゴレン︒美味しかったです︒ピックアップ
は昨日と同じく７時半︒マンボウ撮れるまで潜るから！とガイ
ドさんに伝え︑今日もマンボウ狙いです︒唯一違うのは参加メン
バー︒唐澤氏は１日早くコモドへ旅立ち︑１航海前に乗船した弊
社のお客様がバリでのオプショナルダイビングでご一緒でした︒
また︑現地参加でヒューストンからお客様もいらして︑楽しい船
上となりました︒さて︑肝心のマンボウですが出てくれたもの
の︑１日目より距離は遠く︑現地ガイドも﹁モラモラ︵
マンボウ︶
お休みね〜﹂
アメリカ人も﹁サンフィッシュ︵
マンボウ︶日曜日？﹂
と呼び名は違えど残念な結果は変わらずでした︒生き物です
から仕方ないですが ︒マンボウシーズンは７月〜１０月︒来期
はクルーズ毎航海に前後バリダイビングを催行予定︒コモドの
海とはまた違うバリでのダイビングでモラモラに会ってみませ
んか？
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２日目の夜は︑通常プランのお客様が日本から到着する時間に
私たちもクタへ移動︒宿泊先は﹁ハリス・トゥバン・バリ﹂
というオレン
ジ色が全面にでている空港から１０分ほどのオシャレなホテルです︒
バリに到着すると送迎車でクタエリアのホテルへ移動︒ロビーで明
日の説明や国内線のチケットを手渡します︒その後︑夕食は自由行
動︒近くには日本語の通じるレストランもありますし︑現地係員も
案内しますので安心です︒私もおすすめして頂いたシーフードレス
トランに行くと︑今回ご一緒するお客様の半分の方がいらっしゃい
ました︒コモドクルーズは初日︑同じホテルに宿泊するため乗船前
に皆様すっかり顔見知りになっている方が多いようです︒シングル
ダイバーには心強いツアーです︒ご飯も美味しく頂き︑明日からの
ダイブクルーズに備えます︒
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ラブハンバジョーに到着するコモドの看板が！ますはここで記念撮影
です︒空港は待合所のような場所︒それでも︑リピーターさんいわく屋
根もついて立派になったそう︒これも超過料金のおかげらしいです︒飛
行機からの荷物は大きなキャリーに入れて人力移動︒途中キャリーのタ
イヤがパンクして立ち往生︒すると︑体格の良い欧米の観光客４ ５人が
これまた人力で助っ人へ︒すいすい動く姿をみて思わず歓声があがりま
した︒最近︑コモドはネイチャーツアーが人気で欧米からの観光客が増
えているそうです︒確かにリュック姿の観光客を多く見かけます︒デンパ
サールからの国内線も増便したようです︒空港から約１０分でラブハン
バジョーの港へ到着︒行きと帰りは一方通行なので風景に注目です︒港
に着くとまた人力で荷物を船内へ︒乗船すると︑まず靴を脱ぎリビング
へ︒靴箱の上には灰皿︒喫煙場所はここだけです︒ウエルカムドリンクを
飲みながら︑船内・主な日程のブリーフィングを受けます︒

クルーズの主な時間の流れは客室とダイビングスペースの間にホワイトボートに書かれ
ます。追加ダイビングの参加もポイントが発表され各自で記入する形式です。
ミネラルウォター・紅茶・コーヒー・お菓子（特にお煎餅は人気☆）は無料でご用意。
世界遺産の海を守るため、できる限り再利用を推奨。皆様のご協力をお願いします。

･

の

ホテルの朝はバイキングです︒７時半ピックアップ︒荷物もロビーへ
集めておきます︒送迎車に乗り空港へ︒国内線ターミナル入り口で荷
物のセキュリティーチェックを受けてからチェックインカウンターへ︒国
内線の機内預け荷物は２０Ｋまで︒オーバーはけっこう厳しくとられ
ます︒１キロにつき１１０００ルピア︒︵日本円で約１２０円︶手荷物と
一緒に体重を測った後︵
写真右上︶
現地通貨での支払いとなります︒
手荷物の重さに制限はありませんが︵
写真下︶機内の荷物入れはとて
も狭くあまり大きいと膝に抱えておくことになり要注意です︒２階に
上がり国内線空港使用税３万ルピアを支払います︒電光掲示板で搭
乗ゲートを確認しバスに乗って移動後︑プロペラ機に搭乗︵
写真中上︶
機内は冷え込むこともありますので上着があると便利︒約１時間半
でラブハンバショーの空港へ到着します︒

内
船

昼食後︑少しお部屋で休憩して午後からいよいよダイビング︒
客室と同じ階にダイビングデッキがあります・ホワイトボートに
書かれた時間がブリーフィング開始なので︑それまでにボートに
乗れる恰好でスタンバイ︒カメラの水没チェック用水槽・エアウォッ
シャーも完備だから安心︒ブリーフィングはまるで唐澤氏の授業
の用︒終始笑いがありながらも安全第一の説明です︒器材はクル
ーが小型ボート︵
ＳＳ１︑ＳＳ２と呼んでいました︶に運んでくれま
す︒チームごと２艇に分れ軽器材のみ持ち乗船︵
写真左︶
エントリ
方法はバックロールで一斉に︒みなさん１・２・３でシンクロのよう
に息ぴったりでしたが︑もし出遅れたら少し待ってからエントリし
ます︒基本はフリー潜行で１本目はチェックダイブもかねた﹁
ＳＥ
ＢＡＹＵＲ ＫＥＣＩＬ﹂まったり系のダイビングでゴールドスペック・
ジョーフィッシュが可愛いいだどちらかというとマクロポイント︒今
日・明日は北エリア︒水温は２７〜２８℃と暖かく５ミリだと暑い
という方もいらっしゃいました︒海から上がると︑もう１７時︒今
日は１本で終了︒というわけでお酒好きな方が多かった今回のク
ルーズは夕食前から缶を開ける音が︒リビング前のサンデッキが
人気で︑皆さん自然と集まります︒夕日をバックに会話もはずみ
ました︒飲み物は冷蔵庫から各自で取り出し︑ノートに記入︒最
終日にまとめて精算となります︒南国フルーツ食べ放題もお好き
な方には好評でした︒

北エリアの夜はサザンスター号の明かりに誘われて、モブラ（ヒメイトマイキエ
イ）がクルーズ周囲に集まります。ビールを片手に船内から見るのも良いですが、
せっかくならナイトダイビング！モブラの乱舞を観察に夜の海へ繰り出しました。
モブラ狙いのナイトダイビングは、サザンスター号の後方（ダイビングデッキ）から
ゆっくり階段を降りるようにエントリー。暗いので足元に注意です。ダイバーのライ
トにも反応して、運が良いと目の前でたくさんのモブラの乱舞を目にすることがで
きます。当然ですがプランクトンが多いため、肌の弱い方は特にグローブやフード
などかゆみ予防が必要です。私はフードをしていなかったので、顔がかゆくなりな
がら、ナイト後のビールを頂くことになりました・・・。ちなみにサザンスター号では、
深夜０時がリビングでの消灯時間。それまでにはお部屋でおやすみくださいとイン
フォメーションがあります。しかし、ほとんどの人が消灯時間前までにお部屋へ就
寝されていました。ダイビングクルーズは１日３本以上潜るハードスケジュール。
体力勝負なので各自の体調管理が大切です。

夜のお楽しみは
美味しいビールと華麗なモブラの乱舞！

Photo by Kyu Furumi

Photo by Kyu Furumi
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クル＾ズ２日目は︑６時半にデッキ集合︒潮流や
ポイントにもよりますが︑１本目はほとんど毎日こ
の時間に集合でした︒１本目は﹁
ＣＡＳＴＬＥ ＲＯＣ
Ｋ﹂隠れ岩のポイントで︑流れの影響を強く受ける
コモドの代表ポイント︒わくわくしながら潜行す
るとそこには ・・・流れはあまりない︒あれ？と思
いつつもカスミアジ・・ロウニンアジは出てくれ︑タ
カサゴ系の魚もまとまりはいまいちでしたが︑周
囲どこを見ても魚・魚︒本当に魚影の濃いポイント
です︒寝ぼけた体にはちょうど良い流れの強さで
した︒エキジット後は小型ボートごとに本船へ戻り
ます︒器材は同じくクルーが運んでくれるので身
軽︒チームごとに本船に戻るので時間差で３台の
温水シャワーも上手く使えました︒また︑本船の
後ろには３つ水シャワーがあるので暖かな北エリア
はこれで充分かも︒ちなみにトイレも３つ︒扉にあ
る札を使用中は裏返して使うルール︒ガイドの唐
澤さんが民宿にようこそ！と話していましたがま
さに！伊豆の民宿に来たようでした︒
ダイビング後の食事は本当に美味しい︒さらに︑
サザンスター号のシェフは日本で日本食の勉強を
してきたというだけあって︑味つけはかなり日本人
好み︒今までの海外ダイブビングツアーのなかで
１・２を争うほど美味しかったです︒食事はバイキ
ング方式︒お好きなものをお好きなだけ︒ついつい
食べ過ぎてしまいます︒メニューは黒板に毎回書い
てくれるのでわかりやすく︑また︑ローカルメニュ
ーはスタッフの方が詳しく教えてくれます︒
食事後は︑ほとんどの方がリビングでゴロゴロ又
はお菓子を食べながらおしゃべりタイム︒本当に
楽しい時間です︒
２本目は﹇
ＣＲＳＴＡＬ ＲＯＣＫ﹈
１本目と同じくコ
モドの大物有名ポイント︒潮流の関係で両方は潜
れないこともあるようです︒１本目と同じくらい
の流れ︑今度はマクロ狙いでピグミーシーホース・
ツユベラの幼魚が可愛い︒流れが強いときは岩にし
がみついて終了ということもあるもみたいです︒
昼食後の３本目は﹁
ＣＡＳＴＬＥ ＲＯＣＫ﹂１本目
あまり群れのまとまりがいまいちだったので︑再チ
ャレンジ！結果は はい︑流れでました︒エアが横
へ︑体も横へ︒とりあえず︑時間によって流れが大
きく変わるコモドの海を直に感じました︒ロウニン
アジの捕食アタックは︑何度も見てもワクワクし
ます︒

大物・魚影の濃さもハンパじゃない

北エリアは暖か水温。流れも･･･
サンセットの４本目は﹁
ＧＩＬＩＬＡＷＡ ＳＬＯＰＥ２﹂
スロープ
沿いをまったりと泳ぎます︒イナズマヤッコ・アデヤッコ・
チリメ
ンヤッコ・ロクセンヤッコなどカラフルな魚達がダイバーの目を
楽しましてくれます︒ガイドさんいわく︑同じ海でこれほど
様々な種類のヤッコが見られるのも珍しいらしいです︒また︑
同じくコモドの海の特長として︑インド洋とフローレス海の２つ
の海流が交じり合うことによって生まれるハイブリットの魚も
貴重です︒私は︑まだまだ写真の腕も魚の知識も少ないた
め︑そのすごさをこのレポートではご案内できないかもしれ
ません︒コモドの海の素晴らしさ・貴重さは世界各地の海を潜
ってきたダイバーほど実感するのかなと思いました︒
夕食後のナイトは昨日と同じく︑モブラ狙い︒ホワイトボー
トに立候補したのは女性陣ばかりでした︒すでにビールを片
手にリビングから手を振る男性陣︒その光景もまたクルーズ
の楽しい一コマだなと思いました︒明日は一気に南エリアへ︒水
温もガクっと落ちて平均２３度︒寒さ対策が必要です︒寒がり
な方は５ＭＭ以上のウェットとフードベストの用意をお勧めし
ます︒
クルーズ３日目︑気温も寒いのかなと思いましたが︑あまり
変わらずほっと一息︒防寒対策の恰好のため早く潜りたいと
ＣＡＮＩＢＡ
汗を掻いている方もいらっしゃいました︒１本目は ﹁
Ｌ ＲＯＣＫ﹂ホワイトボードには謎めいたイラストともに︑﹁色
とけしきを楽しむ！﹂の赤字が！この研修に来る前︑コモドの
海の特徴はと聞かれて︑ソフトコーラルやホヤがとてもカラフ
ルですとお客様にはご案内していました︒しかし︑はっきり言
ってここまでカラフルで︑そして何よりも海の中ではない光景
が見られるとは思っていませんでした︒寒さを忘れるほど︑ど
こを撮っても絵になるポイントでした︒

ヤッコの宝庫＆マクロも楽しめる

･

･
･
･

本当に海の中？
不思議な世界がここに︒

Photo by Kyu Furumi
５本目﹁
ＮＵＳＡ ＫＯＤＥ ＳＬＯＰ﹂のナイトはまた神秘的
でした︒リピーターさんいわく︑南エリアでナイトはずせな
いとのこと︒ブダイが膜を張っている所やクマノミの可愛い
お休み姿︒コモドの海のセミエビはいつも以上に大きい気
が ︒夜にお会いすると少し怖かったには私だけでしょう
か︒ナイトが終了したら︑温まるのはやはりお酒︒クルーズ
に慣れた方も多く︑梅酒やおつまみなどを持参されている
方もいらっしゃいました︒
クルーズ４日目︒１本目はマンタポイント﹁
ＭＡＮＴＡ ＡＬＬ
ＥＹ﹂
１００％とはいかないものの︑ほぼマンタが見られるク
リーニングポイントです︒今回は先頭にホワイト︑真ん中に
ハーフ︑最後にブラックと見事なマンタの列を見ることがで
きました︒１匹１匹がとても大きく︑最後の方は真上に接
近！圧倒されてしまいました︒
２本目は﹁
ＬＥＨＯＫ ＳＥＲＡ２﹂
ツバメウオが沈船周囲に
群れ︑砂地にはゴールドスペックジョーフィッシュがひょっこり
顔を出している癒し系ポイントでした︒
昼食後は世界でも珍しいピンクビーチへ向け北上︒南のエ
リアとさよならしますピンクビーチはバッファローフィッシュ
が珊瑚︵表紙参照︶を食べてした糞が積もってできたと言わ
れています︒それを聞いてしまうとイメージが崩れてしまう
かもしれませんが︑貴重ですばらしい景観には変わりはあ
りません︒特に高台からの眺めが絶景でした・ピンクビーチ
へは︑小型ボートで行きますので濡れても良い恰好で日焼け
止め対策も必要です︒スノーケルが好きな方は３点をお持
ち頂いても楽しいと思います︒

Photo by Kyu Furumi

今回はいつもより水温は高めで 24 度。寒がりな私もなんとか頑張れました。２本目は、ウミウシ
が多く、砂地も綺麗な「TORPED ALLEY」デジタルカメラでも赤く綺麗な珊瑚が撮れました。３本目
は島の形がポイント名の「BANANA ISLAND」緩やかなスロープのポイント。イエローフィンフラッシ
ャーやコモド全域に見られるブリーカーズダムゼルなどスズメダイやハゼ類多く、にぎやかな熱帯
魚の水槽をイメージさせるポイントでした。4 本目「NUSA KODE WALL」 普段はあまり潜らないポ
イントで、NUSA KODE 島の外洋側というそのままのポイント由来。なにが出るかわからない、砂地
もありアケボノハゼもいるということで潜行も、今回は残念。ただ、コモドらしい？激しい流れを体感
することができました。
今日のポイントは、コモドドラゴンが生息するリンチャ島南側。そのため運が良いと、島を見ると
海岸を歩くコモドドラゴンが目撃できます。ちなみにトップデッキには望遠鏡があるので、水着やタ
オルを干すついでに覗いてみるのも楽しいです。

･
･
･

船に戻り︑３本目に向けて船はさらに北上︒水温も同じくアッ
プ！本当に不思議な海域です︒３本目を潜る頃にはすっかり夕方︒
です︒残念なが
今日は４本目のナイトとともに﹁
ＰＩＮＫ ＢＥＡＣＨ﹂
ら陸地のピンクビーチのようにはっきりピンクではありません︒浅
瀬のマクロ系ポイントで︑ナイトはまったり系でしたが︑サンセット
はけっこうな流れでした︒同じポイントであっても潮流差が激しいの
もコモドの特徴かもしれません︒
クルーズ５日目︒本日ダイビング最終日です︒１本目﹁
ＢＡＴＵ Ｂ
ＬＯＮＧ﹂
北エリアの大物ポイント︒個人的にはこのポイント流れは
ありますがお気に入りです︒朝一番の大物回遊魚の目撃はテンショ
ンが一気に上がります︒朝食後︑ラストダイブは癒し系ポイント﹁
Ｔ
ＡＮＡＷＡ ＫＥＣＩＬ﹂クルーズの最後はこのポイントでしめること
が多いみたいです︒残念ながら流れがあり︑まったりダイビングと
はいきませんでしたが珊瑚と小魚の風景がどこまでも続き絵本の
世界のようでした︒ダイビング終了後は器材を洗って︑ダイビング
デッキなどに干します︒明日のパッキングまでには天気が悪くなけ
れば十分に乾いてしまいます︒
昼食後は︑いよいよリンチャ島に上陸︒コモドドラゴンに会いにいき
ます︒服装ですが︑草原を歩くのでできればスニーカー・長ズボンを
おすすめします︒日差しも強いので帽子など日焼け対策をして下
さい︒３０分ほど歩くので︑水分やタオルもあった方が良いと思いま
す︒また︑コモドドラゴンは赤い色に反応するそうなので︑上陸する
際は避けたほうが良いでしょう︒ピンクビーチ上陸と同じく小型ボ
ートでリンチャ島へ上陸です︒唐澤さんの体を張ったコモドドラゴン
の逃げ方に皆様大笑いの中カニザルもお出迎えしてくれます︒レン
ジャ ハウスで説明を受けた後︑コモドドラゴンを目指して歩こうと
思いきや︑すぐそこの家の軒下でお昼寝中でした︒確かに大トカゲ
です！様子をみながらじわりじわりと前進︑写真を撮ります︒コモ
ドラゴンはその後もほとんど動かず安心していたら︑急に立ち上が
り︑歩き出した時はちょっとドキドキでした︒

海もすごいけど陸もすごい

語って

夜は更けて…

リンチャ島から戻り︑本日のディナーはトップデッキでのバーベキュ
ーです︒クルーズ最後の夜は現地の焼酎アラックを飲み︑ガイドさん
やクルーの歌・踊りで楽しみました︒途中︑お客様もダンスに参加︒普
段では使わない動きをするバリダンスはかなり難しかったです︒この
日は遅くまで最後の夜を楽しんでいらっしゃいました︒

踊って
最終日の朝はゆっくりです︒１０時の下船までに追加ダイビング代
やドリンクなどの清算をします︒コモド自然保護基金・国立公園入場
料もこの時に支払います︒支払いは現金のみ︒円やルピアの使用もで
きますが︑できればドルの統一通貨で支払い頂くと清算がスムーズに
なります︒パッキングも同じく１０時まで済ませてお部屋の外に置い
ておくと︑クルーが車に運んでくれます︒忘れ物がないようにして︑
クルーとサザンスター号にお別れし︑ラブハンバジョーの空港へ向かい
ます︒行きの道とは違い︑街中を通るので風景にも注目です︒
空港に到着すると︑行きの国内線と同じく荷物を預けます︒帰りは
荷物が重くて３０キロ︒１０キロオーバーなので︑１１．００００ルピア
の支払いです︒あとはラブハンバジョーの空港税５．０００ルピアをカ
ウンターで支払います︒空港税の支払いするところは︑おばさん２名
の間にお絵かきしている子供がいて︑日本では考えられませんが微笑
ましかったです︒１２時のフライトまで少し時間があったので︑小さな
カフェで名物フローレスコーヒーを飲みました︒クルーズ船内でも売っ
ているのでおみやげにはおすすめです︒
デンパサール空港に到着後︑ツアーとしては解散となります︒ほと
んどの方は船内でオプショナルツアーに申し込まれていました︒お帰
りの国際線フライト時間によりますが︑お申込の多いオプショナルツ
アーとしては︑ウルワトゥ寺院でのケチャックダンス・
タナロット寺院の
サンセット鑑賞・あとはエステ等でしょうか︒お申込は前日の１４時ま
でにして頂ければ大丈夫です︒また︑コモドクルーズは８日間が基本
日程なので延泊し日曜日も帰着するのも楽しいかもしれません︒せ
っかくきたのですから︑バリ観光も楽しみたいですよね︒私は唐澤さ
んもお勧めのケッチャクダンスを一度見てみたく︑お客様と一緒に参
加しました︒ダンスは日が落ちる夕方６時頃からなので︑それまでの
間はクタショッピングでおみやげを買うこともできます︒また︑大き
な荷物は空港に預かられますので楽チンでした︒

食べて

-

今回の航海ルート

帰国便までの時間も有意義に

今回︑貴重な研修の機会を頂きダイ
ナミックさを直に感じたり︑珍しい生物
達と出会えたりとコモド諸島の海の
様々な姿を体験することができまし
た︒これも︑ダイブクルーズという広域
の海を潜れる素晴らしいダイビングス
タイルとコモド諸島の海の特徴を楽し
く教えてくれる現地スタッフさんのお
かげだと思います︒皆様も世界遺産の
海に潜りに行きませんか？
また︑最後になりましたがご一緒さ
せて頂きました全てのお客様へ感謝の
言葉とともに︑またどこかの海でお会
いできたらと思います︒ありがとうご
ざいました︒

清美さん
永島
知代さん
木村
百年実さん
唐澤

ケチャダンスが終わって空港へ戻ると２０時︒ここから先もま
だまだフライトまで時間がある方やチェックインにちょうと良
い方それぞれ分れます︒現地スタッフがお時間に合わせてアレ
ンジしますので宜しければご相談ください︒私は２２時のフラ
イトだったので︑そのままチェックインとなりました︒最後にデ
ンパサール国際線空港税１５０００ルピアを支払います︒空港
で両替もできますが︑空港税にかかる費用は別にしておくと
良いと思います︒空港内のお土産店では︑ルピア・
ドル︑円いず
れも使えましたのでルピアをできるだけ使って︑不足分を他
の通貨でという方法も良いと思います︒まだ︑インドネシアに
行かれる方は良いと思いますが︑なかなかルピア使用する機
会は少ないですからね︒バリからの帰国便はほとんどが機内
泊となります︒また︑ガルーダインドネシア航空の成田発着
便はジャカルタ経由するため︑一度飛行機を降りて再搭乗と
なります︒少し休んだらすぐに降りなくては行けなかったの
で少し眠かったです︒乗り継ぎは分かりやすく﹁
ＮＡＲＩＴＡ﹂
と矢印が出ているので問題ありません︒係員がしっかり乗り
継げているか確認をする際︑重客リストが模造紙だったのが
アナログ間にあふれていました︒成田に到着するのは︑翌朝に
なります︒

お世話になりました♪

尚美
角田
WE STAFF

