Forgotten Islands (Northern Route):
Departure Port:Kalabahi/Alor

Alor - Ring of Fire-Ambon

Destination Port:Ambon

2020/9/17-9/27 Nights:9
Price (per person):3.150€ (Suite: 3.465€)
アロール+フォアゲッテンアイランズ+バンダ（ring of fire) +アンボンをすべてカバーするダイジェ
ストクルーズ。 最短ツアーは 9/16-28 の祭日２日含む日程。
9/16 (Wed) HND- Jakarta - Kupang
9/17(Thu) Kupang (KOE）- Kalabahi /Alor (ARD)


DAY 1: 17 日 Check dive and night dive in one of the muck sites inside Kalabahi Bay, such as
Pertamina jetty or Mucky Mosque.



DAY 2: 18 日 Dive the Pnatar Strait of Alor. Pantar Strait are some of the most conserved marine
systems in Indonesia.Overnight to Wetar.



DAY 3: 19 日 Dive the west coast of Wetar, on the fishy walls around Tanjung Nunukae and the
small satellite island of Reong. Visit to the nearby village to look for salt water crocodiles. Overnight
to Gunung Api.



DAY 4: 20 日 Dive the impressive walls of the Lucipara and Penyu island groups, a small group of
sandy keys featuring massive barrel sponges, schools of surgeons and carangids underwater, with
common sights of pelagic fauna. Overnight to the Banda Islands.



DAY 5: 21 日 Dive around Pulau Run and other sites in the Banda group. Night in Bandaneira, the
most beautiful natural anchorage of Indonesia. Dusk dive at the mandarinfish site.



DAY 6: 22 日 Cultural visit around Bandaneira, the heart of the Spice Islands: Fort Rotterdam, the
Governors House and the nutmeg plantation. Dive Batu Kapal around noon and Lava Flows in the
afternoon. Night in Bandaneira.



DAY 7: 23 日 3 dives in Pulau Soanggi. Overnight to Nusa Laut.



DAY 8: 24 日 2 dives at the famous site Ameth’s Knoll, a reef parallel to the coast that the local
villagers have protected since the old times, to allow fish to spawn and spill over to adjacent areas.
Afternoon and night dives at the next village to the south.



DAY 9: 25 日 Last two morning dives inside Ambon Bay in the Twilight Zone and other muck sites



.DAY 10: 26 日 PREPARATION for departure from Ambon Airport
9/26 16:15 Ambon （AMQ） 経由 1 回 UPG 19:00 Jakarta（CGK ）T2 4h45m
9/27 Jakarta (CGK)-HND

Cruise route

Alor to Ambon via Banda Sea

アロール
アロール島（インドネシア語: Pulau Alor）は、インドネシアの小スンダ列島の東端に位置するアロール諸島
最大の島。 ウェタル海峡を挟んで東側は、ウェタル島と東ティモール領のアタウロ島がある。南側はオンバイ海
峡を挟んで西ティモールに接し、北はバンダ海に面している。西側は、アロール海峡（英語版）を挟んで活発な
火山があるパンタール島に接する。
大物ポイントの隠れ根があり深場にはサメやイソマグロ、ロウニンアジ、スロープにはマンボウが現れる。
東のワタール島ではソルトウォータークロコダイルを探す。
バンダ
インドネシア最後の秘境といわれるアンボンの南東のバンダネイア、西パプアからティモール島までの列島。北
部と南部に二つの列島がある。火山島の周囲の列島でリングオヴファイアーとも呼ばれている。未知の環礁や隠
れ根も多く、列島の東側は深い海溝があるために圧倒的な透明度を誇る、リヴアボードでしかアクセスできない
果てなく続くリーフと孤島。素晴らしいウォールにはカラフルなサンゴが生息し、まさにダイバーにとって夢の
エリア。アンボンから時計周りにマヌク島やレティ島を経由してフローレス島やマウメレやティモール島からタ
ニンバール島に向かいクルーズなど多くのルートがある。9 月から 11 月にかけては水深 30m 以上の深いウォー
ルにハンマーヘッドの群れが回ってくる。その他バラクーダやアジの群れがそこかしこにいる。外洋のため天候
に左右されることが多いので船に弱い人にはお薦めできない。
アンボン
レンベと並んで欧米人に人気のマックダイブの聖地といわれています。湾内は砂地のマックダイブサイトで、赤、
黄色、紫のいろいろな色のボロカサゴやハナイカ、ボブテイルスクイード、ヘアリーフロッグフィッシュ、アン
ボンスコーピオンフィッシュ等の奇種珍種に出会えます。透明度の良い外洋はソフトコーラルも豊富で沈船やス
イムスルーなどの複雑な地形があります。

