マリンダイビングフェア過去出展社及び協賛社
〈海外〉観光局・航空会社・
現地ダイビングサービス・リゾート
株式会社AHGS
Airai View Hotel Palau
ISLAND HIDEAWAY AT DHONAKULHI MALDIVES,SPA RESORT&MARINA
Archipelago Resort,Spa&Fleet
AQUA‐TREK Fiji Diving
アクアアカデミー
アクアマジックパラオ
AGGRESSOR FLEET&DANCER FLEET
ADAARAN RESORTS
アメリカン航空
アンテロープパラオ
アンソニーズ・キーリゾート
イスラエル政府観光局
インドネシアン・カクタス・ダイバーズ
インパック
VANUATU TOURISM OFFICE
VILLA HOTELS
エアカラン
エールフランス航空
エクアトールダイブトラベル
EXPEDITION FLEET LIVE ABOARDS
エジプト大使館エジプト学・観光局
S2 クラブ
EASTINVEST PTE LTD
FSM Tourism Oﬃce
MOCサイパン
Emerald Turamben Hotel & Spa
オーシャンクラブ/キリバス領事館
オーストラリア政府観光局
OCEAN DIVING DESK
OdysseaDivers-MANADO
カオラック メルリン リゾート
KASAWARI-LEMBEH
カープコーポレーション
カンタマール
ガザラホテル
KANUHURA
GAWANA NOVUS RESORT AND SPA BALI
KIMA BAJO RESORT&SPA-MANADO
ギルマン
CUBA
グアム政府観光局
グアムダイビング業協会
グアムトロピカルダイブステーション
クイーンズランド州政府観光局
クイックシルバーグループ
クック諸島観光局
クラブメッド
グレートダイビングアドベンチャー
クロアチア政府観光局
COCO COLLECTION MALDIVES
COCOTINOS
コスラエ州政府観光局
コックス&キングス
コルテスクラブ
Constance Hotels Experience
サイナイダイブクラブ
サイナイダイバーズ
サウスシーズアクアティクス
SOUTH SEAS DISCOVERY LTD.
サバ州政府観光局
サンダルズリゾーツ
SUN HOTELS AND RESORTS
SEA N SEE PTE LTD ．
SEA SAFARI CRUISES
Sea Sports Aquarius Inc.
ジープ島
SEA LION
シックス・センシス・リゾーツ＆スパズ
SILADEN ISLAND RESORT&SPA
Surtrek Japan
スプラッシュ
スランガンマリンサービス
スリランカ航空
スリランカ政府観光局
タージ・エキゾティカ・リゾートアンドスパ
タージ・コーラル・リーフリゾート
タイ国際航空
タイ国政府観光庁
DIVER'S LODGE
Dive Asia Japan
Dive & Dive's
DIVE DAMAI
Dive7Seas
DIVE RESORT SANTIKA-THALASSA
太平洋諸島センター
ダウンアンダーダイブ
TAKA DIVE
タグ・ホイヤー
タヒチ観光局
タニザワプランニング
チューク州政府観光局
チュニジア大使館
TUSA DIVE
デイドリーム
DEEP SEA DIVERS DEN
デラワンダイブリゾート
ドバイ政府観光・商務局
ドルフィンズパシフィック
ドルフィン・ベース
日本旅行業協会
NEW WAVES DIVE CLUB
ニューカレドニア観光局
ニューギニア航空会社
ヌサンタラダイビングセンター
ネイチャーズウェイ
NOVOTEL MANADO
PANUNEE SEA MASTER CO, LTD
パシフィックダイバーズオアシス
BAJA EXTREME Cantamar
バハクエスト
バハ・ダイビング&サービス
バハマ・ナッソー STUART COVE'S
パプアニューギニア政府観光局
パラオスポート
パラオ政府観光局
パラオ・パシフィック・リゾート
パラオロイヤル リゾート
バラクーダ・ダイビングスクール
パラダイス・ゴビーズ・ダイバーズ
バリ クリスタルダイバーズ
パレイシアホテル
ハワイアン航空会社
バンウォーマーリゾート
バンドスアイランドリゾート
PNG DIVERS ASSOC.INC
PT. Abadi Bali Wisata
PT. PAPUA DIVING
PT. DREAM ASIA PACIFIC
BIG DOG CORPORATION
ヒルトン・グランド・バケーション・クラブ
HILTON RESORTS MALDIVES & PHUKET
ビレッジビューホテル&オルカダイビング
Four Seasons Resort Maldives at kuda Huraa

FONDO MIXTO DF LAPAZ
Blue in Dive
ブルーコーラル
ブルードルフィンズ
ブルーパームスロタ
BLUE BANTER
ブルーマーリン
ブルーラグーンリゾート&ダイブショップ（トラック環礁）
ブリーズハワイ
PETER HUGHES DIVING
フィジー政府観光局
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
フィリピン観光省
フィリピン航空会社
プロダイブ・インターナショナル
米国潜水士養成学校カレッジオブオーシャニアリング校
ベトナム航空
ヘロンアイランドリゾート
ホテル・ガラパゴス
ボリフシダイビングスクール
White & Blue Dive Club
White & Manta Diving Pte Ltd
POHNPEI VISITORS BUREAU
Marshall Islands Visitors Authority
マーレダイビングスクール
MIKE BALL DIVE EXPEDITIONS
MY DIVE BALI
マダガスカル航空
マナ・アイランドリゾート
マリアナ政府観光局
マリオット･バケーションクラブ・インターナショナル
マリンビレッジ
マレーシア航空
マレーシア政府観光局
Manta Ray Bay Hotel and Yap Divers
ミクロネシア連邦観光局
ミッドウェイ環礁
南太平洋観光局
Ministry of Tourism, Republic of Indonesia
MIMPI RESORTS BALI
Mason's Travel-Seychelles
メキシコ観光局
MEDI TRAVEL
メナド&ボルネオ ベストセレクション
MANADO CITY INDONESIA
メルシーツアー
モーリシャス政府観光局
モーリシャスビーチカンバーホテルズ
Maldives Marketing & Public Relations
Corporation
ヤップ州政府観光局
ユナイテッド航空
US バージンアイランズ観光局
Lily Beach Resort & Spa at Huvahendhoo
リアルワールドダイビング
リトルマーメイドダイビングセンター
レインボードルフィン＆ダイビング
LEMBEH RESORT
ワールド ピナクル グアム
Wakatobi Dive Resort
WALINDI PLANTATION RESORT
〈国内〉観光協会・航空会社・
現地ダイビングサービス・リゾート

アイランドエキスパート宮古島
アイランドブリーズ
赤鯱ダイビングサービス
アクアスター
アクアストーリー
アクアティーク
アクアマイスター串本＆DIVE GEAR inc.
アクアメイトダイビングクラブ
熱海いずさんマリンサービス
一般社団法人 奄美群島観光物産協会
奄美ダイビング事業者組合
アラベスク
安良里ダイビングサービスTATSUMI
海士ダイビングサービス
YELLOW-DIVE
イエローフィン
石垣市観光交流協会
伊豆大島ダイビングセンター
伊豆海洋公園ダイビングセンター
伊豆漁協安良里ダイビングサービス
伊戸ダイビングサービスBOMMIE
稲取マリンスポーツセンター
伊良部・下地マリンレジャー組合
伊良部島マリンズプロ
西表島交通㈱観光案内所
海風いらぶじま
インサイド
ウォーターキッズ
UmiMotto
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート
エス・ワァルド株式会社
エコガイドカフェ
エバーブルー屋久島
オーシャンズ石垣島
OCEAN BEACH ちゃたん
小笠原村観光局
小笠原スキューバダイビング安全対策協議会
沖永良部島ダイビング協会
沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
沖縄観光コンベンションビューロー
沖縄県海洋レジャー事業共同組合
沖縄県本部町ダイビング協会
おきなわトロピコ
隠岐島ダイビング事業連絡協議会
隠岐の国ダイビング
恩納潜水
恩納村ダイビング協同組合
鹿児島・枕崎 ガルフゲート・ダイバーズ・デン
勝浦ダイビング協会
川奈海洋ダイビング
川奈日和
喜屋武岬ダイビングサービスかりゆし
串本ダイビングパーク
串本ロイヤルホテル
久米島イーフスポーツクラブ
久米島潜水
久米島町観光協会
雲見コリンズDC
クラブノアグループ
グリートダイバーズ
K2倶楽部
慶良間諸島国立公園渡嘉敷島
五島市観光協会
埼玉ダイビングセンター海族
さいとうダイビングサービス
サウスオーシャンサポート
佐渡スキューバダイビング協会
佐渡ダイビングセンター
サボテンパークアンドリゾート
座間味ダイビング協会
座間味村観光協会
SEA SOUND
シードリーム沖永良部

シーフレンド
ジェスター
JiC久米島
下田ダイバーズ
ジャパンエキスポ南紀熊野体験博
JOY JOY
シラハマアイランズリゾート
知床羅臼町観光協会
須崎ダイビングセンター
ステイドリーム
SAFE スキンダイビング活動連盟
全国ダイバー協議会連合会
潜水屋じんべい
全日空
ダイビングガンバリーヤ
ダイビングサービスGrunt Sculpin
ダイビングサービス サクセスマリン
ダイビングサービスむらい。
ダイビングショップNANA
ダイビングショップ海好き
だいびんぐしょっぷ海家
ダイビングチームうなりざき西表
ダイビングハウスマンボウ
ダイブキッズ
タイムマリン
ダイブプラス
ダイブブリーズ
竹富町観光協会
たのはたダイビングサービス
ティアーズ ブルー
ディーズパルス沖縄
東京諸島観光連携推進協議会
一般社団法人 東京諸島観光連盟
ドリフターズ
ナイスダイブ
なめがわダイビングサービス
南紀シーマンズクラブ
NANGOKU DIVING
西伊豆マリン海
日本航空
日本トランスオーシャン航空
24 °
NORTH
ネイティブシー奄美
ネバーランド
能登島ダイビングリゾート
NOVA DIVE RESORT石垣
延岡マリンサービス
八丈島スキューバダイビング事業者協会
八丈ダイバーズサービス・ブーメラン
バックドロップ沖縄
ハッピーダイブ.com
パパクラブ沖縄
ピンクマーリンクラブ
Fish a go go!
ファーム
ファミリーオ佐渡相川
フリーウェイ
プリシアリゾートダイビング
BLUE OCEAN SPORTS
BLUE SEASON西表
ブルーハイウェイライン
ブルーリーフ
ペンションいち・まる・いちダイビングサービス
マリーシェル
MARIN＆YOU
マリンクラブUMI
マリンクラブナギ
マリンステージ
マリンドリーム《夢塾》万座ダイビングセンター
マリンハウスシーサー
神子元ハンマーズ
神子元マリンサービス
南佐渡海洋公園管理組合
三宅島観光協会 ダイビング部
宮古島市役所
宮古島ダイビング事業組合
宮古島美ら海連絡協議会
宮崎県スキューバダイビング安全対策協議会
むがむがダイビング
八重山ダイビング協会
屋久島・ホテル縄文
山本大司潜水案内
与那国島
与那国ダイビングサービス
ヨロン島
Lagoon
LiveFish沖縄
ワールドドルフィンリゾート
旅行会社

A&A
エイチ・アイ・エス
沖縄ツーリスト ECOマリン事業部
オリオンツアー
グローバルサービス
サロンゴ
サンアンドアドベンチャー
JTB サン＆サン
株式会社JTBガイアレック
ジスコ・ボルネオ旅行社
ジャパンネットワークツアーズ
JALパック
スクーバワールド
スポートツアーズ
ANAセールス
ココナツトラベル
ダイブナビ／エス・ティー・ワールド
タビックスジャパン
旅工房
テクノレジャー
テマサトラベル
トラヴァンス
トレードウィンズ
日通旅行
パラダイスアイランズツアー
ホワイトベアファミリー
ブルーラグーンツアー
プレイガイド・ツアー
マレーシアリゾートクラブ
ユーツアーサービス
レックスツアーズ
レッドフィンダイビングツアー
ユニヴァーサルエキスプレス
ワールドツアープランナーズ
ダイビングスクール＆
アミューズマリンクラブ
エコ・クエスト教育指導団体・その他
SS Iジャパン
S2クラブ
N.P.O.日本安全潜水教育協会
N.P.O.パパラギ"海と自然の教室"
MSS
エムズダイビングアドベンチャー
OKマリンプロ

オーシャンテックダイバーズ
尾道海技学院
学校法人KBC学園沖縄ペッ
トワールド専門学校
海遊
海洋環境再生協会
KIAORA
キッチンダイブ
CMAS スターズ
K★アイランド
国際海洋自然観察員協会
ココナッツ
サンドウェーブ
三陸ボランティアダイバーズ
シーロマン
ジャー・ダイビング・クラブ
社会スポーツセンター
ジャパンアウトドアプロデュース
スーパースクーバ・フィズ
スキューバダイビングAIR
スキューバプロショップ
スクーバレンジャージャパン
セイルアウェイ
全日本潜水連盟
ダイビングクラブ ピーシーズ
ダイブハート
ダイブワン
DACS
DAN JAPAN
チームエアー
チームブルーアース
TDIジャパン
東京スポーツ・レクリエーション専門学校
トゥルーノース
トライダイビング
NAUI エンタープライズ
日本ウェルネススポーツ専門学校
日本海中技術振興会
日本海洋レジャー安全・振興協会
日本スポーツダイビング協会
日本船舶職員養成協会
PADI JAPAN
バブルリング
ファンキーDW・インストラクタートレーニングカレッジ
フリーダムファクトリー
ブルーアース21
ブルー＆スノー
ブルーサブ
ブルーフィールド
Mag Diving School
マリンウェザー 海快晴
マリンライセンスロイヤル
マレアダイビングカレッジ
ミスタヒチ
ヤマハボート免許＆ヤマハシースタイル
U.D.T
マールプロモーション
レジャー・ダイビング協会
ロコダイバーズ
ダイビング関連ギア＆
グッズメーカー・その他

アールビバン
iQ-company
アコースティックリサーチ
アサヒビール
Alione Pty Ltd
イーグル・ギャラリー
癒本舗
インフィニティ
株式会社ウィンバック
海の楽園フォト
A＆P
HID／アクロス
エイピイシステムズ
エス・エー・エス
エフエム東京
エフエルコーポレーション
mic21
沖縄県物産公社銀座わしたショップ
海想
株式会社キヌガワ
煌美術工芸
近視レーザーセンター
近代インターナショナル
クイックアート
グーマ
グラパックジャパン株式会社
グランブルー
クリアダイブ／DUI・TEKTITE
グリーンピース・ジャパン
クレイスタジオ・ワイズ
クレッシィサブ
グローバルフューチャーコミュニケーション
Caves n Wrecks
コーラルウェイ
神戸クリニック
国際サンゴ礁年
（環境省）
コモール タタ
cyana
澤本商店
サンシャイン水族館
サンドウェーブ
シーガルイン
シーズパラダイス
シナリー
情報センター出版局
株式会社ジョワイユ
Swim-EAR/CYAPIYA
スキューバプロアジア
セイコーウォッチ
《セゾン》アメリカン・エキスプレス・カード
SEV MARINE DIVE
ZERO
ぜん
ソニア
Softbank
ダイハツ工業
ダイビングギアリペアショップ TAKAKURA
ダイビングサプリ
DIVE SILVER
ダイブソニック
株式会社タバタ
タンク
Dan Mackin Art Japan
T‐WINDS
TUSA
鶴巻温泉病院
ディーシーカード
デジタルアドベンチャー
手作り館 工房 海人
テレネット株式会社
東京ラゲージ
トウメイ
株式会社トータス
DOC'S PROPLUGS
ドミノ・ピザ
トヨタ自動車

日本海洋
日本ダイビングスポーツ
日本バリオス
日本ポラロイド
ネイチャープラネット
NEXCO東日本
『熱帯楽園』
アンバランス
ノアハートクラブ
パイオニアLDC
南風花食品
パシフィックブルー
ハワイウォーター
VISIT SEABED
Bism
ピーロートジャパン
株式会社VIPグローバル
フジ医療器
フジ販売 フレックスウィンドゥ事業部
ブライダルハウス チュチュ沖縄
株式会社フラッグ
Flur MasterCard
ブルーウォーターワールド
ブルーシールアイスクリーム
プロスタイルデザイン
ヘリテイジ
ボーズ感性工学リサーチ
ホットスパイス
ポリドール
ポルトアート
ボルヴィック
ボルボ・カーズ・ジャパン
本家 鮪屋
MAUI by POWER'S
Maunaloa MMJ
Masahide Nakada〜living glass〜
マッサインターナショナル
株式会社マニューバーライン
マメチ･プロダクション
マリテックス
マリンクラブ ティファ
マリング
マレスジャパン
南青山アイクリニック
明治
メヴィウスフィールド
モビーディック
八生トレーディングサービス
ヤマト
ユーモア
ラ・カーサ
ラシュラン
ル・ジャルダン・ゴロワ
Real response
Resorre
（リゾーレ）
リ・プリゼント
リンガフォンアカデミー
REONCOP
レックスロード
レックログプロジェクト
ログタンク
ロビンソンコーポレーション
ワープ太陽
水中撮影機材・
カメラ関連メーカー・その他

IST SPORTS CORP
IHIエアロスペースエンジニアリング
アウトレットD マーケット
アクアジオグラフィック
ACQUAPAZZA
AQUA VISION SYSTEMS
アクアフォーラム
アテナ工央
アンサー／プロモ・ファクトリー
アンダーウォーターキネテックス
アンティス
市川ソフトラボラトリー
イノックスサウンドデザイン
イノン
エーオーアイ・ジャパン
エイ・ケイ・ブレイン
エス・アンド・エー
エポックワールド
mpacplus Co.,Ltd.
オーバーホールセンター
オノウエ印刷
オリンパス
グラスバレー
興亜化工
コダック
コニカミノルタ
株式会社小林 とじ郎倶楽部
シーアンドシー・サンパック
水中映像トータルサポート・マリーンプロダクト
水中技研
SCUBA SYSTEM INTERNATIONAL(HK) LTD
スリースター商会
ゼアール ジャパン
大作商事
ダイバーリンカ
DIVE GEAR EXPRESS
ダイブライトジャパン
テール
電通国際情報サービス
東芝メモリー
東洋リビング
ニコン
ノーチラスNEO.ウェブダイビング
パイオテック
ハイドロオプティクス
Panasonic
PICTORICO Ink Jet Media
ヒサゴ
フィッシュアイ
V. ダイブ ダイビング ギア
Bravo
富士フイルム
プロラボクリエイト
村上商事
モリテックス
山形カシオ
ユーエヌ
よしみカメラ
Light & Motion
レクシー
ワコム
（50音順・敬称略）
※上記は出展社の一部です。
ご了承下さい。

