
 
 
 
 
 
 
 

Hafa adai! 

マリアナ政府観光局日本事務所では、毎月 1 回業界・メディア関係者様
向けニュースレターを発行しています。観光局からのお知らせや現地の
最新情報、イベント情報等をいち早くお届けいたします。 
    

■ 今月のトピック 
 2016年 2月の日本人渡航者数 

 マリアナ政府観光局からのお知らせ: 「マリアナ政府観光局 新局長にクリストファー・コンセプション氏が就任」、「サ
イパン最大の食の祭典『マリアナ・丸かじり!』今年も開催」、「『マリアナセミナー&ワークショップ 2016』東京・大阪・名
古屋にて開催」、「『サイパントロピカル EKIDEN2016』参加チーム募集中！」 

 ホテル・アクティビティ情報（P2）、ホテル、キャンペーン情報、イベント情報、イベントカレンダー、イベント出展情報、
『マリアナセミナー&ワークショップ 2016』申込書(P3) 

今月のフォト：P1上/ 今年の「サイパンマラソン 2016」の様子 

 

■日本人渡航者数          

2016年 2月  
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～マリアナ政府観光局からのお知らせ～
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイパン最大の食の祭典 

『マリアナ・丸かじり！（Taste of Marianas）』 
今年も 5月の毎週土曜日に開催！ 
『マリアナ・丸かじり！～Taste of Marianas（テイスト・オブ・マリア

ナ）』は、諸島内の豊かな食文化のアピールを目的とした、サイパ

ン島最大の”食”のイベントです。★詳細は P2 をご覧ください。 

 

『マリアナセミナー&ワークショップ 2016』 
東京・大阪・名古屋にて今年も開催！ 

マリアナ政府観光局は、5 月 25 日@東京、26 日@大阪、27 日

@名古屋の 3 都市において旅行会社（ミクロネシア方面関係者）

と報道関係者を対象としたセミナー＆ワークショップを開催いたし

ます。マリアナ観光の市場現状や、航空関連情報、各ホテル関

連情報、出入国規則情報等をプレゼンテーション形式でご案内い

たします。現地の最新情報を入手できるワークショップも同時開

催いたします。また、セミナー&ワークショップ後には「お楽しみ抽

選会」も予定しています。 

◆詳しくは P3の「参加申込書」をご覧ください。 

 
 
 

初開催『サイパントロピカル EKIDEN 2016』 
参加チーム大募集中！ 
6月 4日（土）に開催する新ランニングイベント

「サイパントロピカル EKIDEN 2016」に参加し

てくださる駅伝チームを大募集中です。みなさ

んのエントリーお待ちしています!! 

【開催日時】 2016年 6月 4日（土） *雨天決行 

           17:00スタート、20:00 フィニッシュ 

【申込締め切り】 5月 13日(金) 

http://www.japan.mymarianas.com/saipan-tropical-ekiden-20

16/      ★ランネットでもエントリーできます!! 

 2013年 2014年 2015年 2016年 対前年同月比(%) 

日本     14,883  11,165 8,485     5,853  31.0%減 

全体     38,350  41,311 42,921    47,277  10.1%増 

マリアナ・ニュースレター 
～サイパン・テニアン・ロタ 2016.4.28  Vol.168

～ 

マリアナ政府観光局 新局長に 

クリストファー・コンセプション氏が就任 
ペリー・テノリオ前局長の退任に伴い、クリストファ

ー・コンセプション氏が同役職を引き継ぐことになりま

した。 

「この度マリアナ政府観光局理事会より新たな局長

に任命され大変光栄に思います」と語るコンセプショ

ン氏は、2007 年よりデルタ航空の北マリアナ諸島お

よびパラオの代表を務め、セールス部門を取りまと

め両島への渡航者数増加に向けた取り組みを行な

って参りました。 

「マリアナ政府観光局のチームメンバー、現地政府

機関および島内外のパートナーの皆様と共に観光促

進に取り組めることをとても楽しみにしております」 

http://www.japan.mymarianas.com/saipan-tropical-ekiden-2016/
http://www.japan.mymarianas.com/saipan-tropical-ekiden-2016/


 
 
 
 

Century Hotel Saipan 
ホテルロビー階リニューアル！ 

1月後半より実施しておりましたホ

テル1階フロアの全面改装が4月に

終了し、フロントカウンター含めたロ

ビーエリアが一新されました。また、

同じく1階にある24時間営業のカフェレストラン「Shirley’s (シャー

リーズ)」館内も全面リニューアルされました。皆様のご利用をお

待ちしております。 

【お問い合わせ】アジアパシフィックホテルズ日本事務所 

TEL： 03-3532-6300 

 

Fiesta Resort & Spa Saipan  
光ファイバーケーブル回線の最初の商業施設に！ 

フィエスタリゾート&スパサイパン

は 4月より IT&Eが提供する光フ

ァイバーケーブルによる新たな高

速通信サービスを導入しました。

商業施設としてはサイパンで最初のユーザーとなります。これ

により、ご宿泊のお客様は既存のDSL回線より高速のネット回

線を無料でご利用いただけるようになります。皆様のご利用を

お待ちしております。 

【お問い合わせ】アジアパシフィックホテルズ日本事務所 

TEL： 03-3532-6300 

 

Pacific Development Inc. 
「シージャンプ&ネイチャースノーケルツアー」発売記念キャ

ンペーン！ 

全く新しいツアーが新登場! 「エン

ドオブラウラウポイント」で広～いラ

ウラウ湾を独り占め! 外洋でおだ

やかな海をまるで鳥のように飛ん

でいるように、ダイナミックな大自然

でのスノーケリングが楽しめます。新発売にともない、下記の期

間限定にて発売記念キャンペーンを行うこととなりました。この機

会に奮ってご参加ください! 

キャンペーン期間: 5月 7日～6月 30日 

催行時間: 毎日 8:30～ / 13:00～ 

特別料金 大人$55⇒$50 子供$45⇒$40 (10歳以上) 

【お問い合わせ】PDIパシフィック・ディベロップメント・インク 

TEL： +1 -670-322-8770 

 

T Galleria Saipan by DFS 
5月のプロモーション！ 

Tギャラリアサイパンでは、5月もお得な

プロモーションを実施します! 

A: 4月29日～5月8日 

   オメガ、ゼニス、IWCなどの高級腕 

時計ブランド一部35～50%OFF 

B: 5月1日～5月10日 

   Loyal T プロモーション 

US$500お買い上げの方に750ボーナスポイントを上乗せ 

C: 5月1日～5月10日 

   Instant Win Promotion プレイして賞品を当てよう 

ショッピングでカードにスタンプを集めて、ラッキーくじに参加! 

素敵な賞品が当たるチャンス! 

【お問い合わせ】Tギャラリア サイパン by DFS 

TEL： +1-670-233-6602 

 

 

 

 
 
 
 
 

■5月 7日/14日/21日/28日 『マリアナ丸かじり～テイスト・オ

ブ・マリアナ／インターナショナル・フード・フェスティバル＆ビアガ

ーデン』  

日本語では『マリアナ・丸かじり!』という名称で親しまれている毎

年恒例のローカル・イベントが今年も開催されます。 

お問い合わせ：MVA Tel : 1(670)664-3200 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

■6月 4日 『第 1回サイパントロピカル駅伝 2016』 

シティコースとシーサイドコースをチームで 1.5時間ずつ走破す

る駅伝レースです。 

お問い合わせ：マリアナ政府観光局 Tel : 03-3225-0263 

 

 

 

 

マリアナ政府観光局 イベント出展特集！ 
❦『関空旅博 2016』  
マリアナ政府観光局は、今年も関西

国際空港で開催される「関空旅博

2016」に出展します。ＭＶＡブースで

は、北マリアナ諸島の資料配布を行うほか、現地の最新情報や

ニュースの提供を行います。 

【開催日時】 6月 4日（土）・5日(日)10:00～17:00  

【開催場所】：関西国際空港 

    南北イベント広場、駅コンコース、関西空港会議場など 

お問い合わせ：マリアナ政府観光局 Tel : 03-3225-0263 

ホテル＆アクティビィティ マリアナ情

報 イベント情報   

 

サイパン最大の食の祭典、『マリア

ナ・丸かじり！（Taste of Marianas）』

今年も開催！ 
本年で 18 回目を迎える『マリアナ・丸かじり！～

Taste of Marianas（テイスト・オブ・マリアナ）』は、

諸島内の豊かな食文化のアピールを目的とした、

サイパン島最大の”食”のイベントです。 

島内のホテルやレストランが各々の屋台を出店

し、地元チャモロ料理や世界各国の料理をリーズ

ナブルな値段でご提供します。屋台の料理や飲み

物はマリアナ政府観光局ブースで販売される “サ

イパンだ！”トークン（1枚あたり1ドル）で購入する

システムとなっています。またアーティストによる

音楽やダンスもお楽しみ頂けます。ホットドッグの

早食いコンテストなどのイベントも連日催され、北

マリアナ諸島の文化とその魅力を存分に満喫して

頂けます。 

開催日：2016年 5月の毎週土曜日 

（7日、14日、21日、28日） 

時間：午後 6時～10時 

（最終日のみ午後 11時まで） 

場所：アメリカン・メモリアル・パーク 

 

マリアナ政府観光局 日本事務所  

〒160-0008 東京都新宿区三栄町 26-3 インターナショナルプレイス 3F 

TEL：03-3225-0263  FAX：03-5363-1118 E-mail：mva.japan@aviareps.com 

 

mailto:mva.japan@aviareps.com


【東京】 5/25 （水）     【大阪】 5/26 （木）  【名古屋】 5/27 （金） 

会場： シャングリ・ラホテル東京    会場： ザ・リッツ・カールトン大阪  会場： ヒルトン名古屋 

Tel. 03-6739-7888      Tel. 06-6343-7000   Tel. 052-212-1111 

千代田区丸の内 1-8-3     大阪市北区梅田 2-5-25   名古屋市中区 1 栄 1-3-3 

丸の内トラストタワー本館     4 階 ボールルーム   28 階 ワン・オー・ファイブ 

アクセス：       アクセス：    アクセス： 

東京駅(日本橋口)より徒歩1分     地下鉄四ツ橋線西梅田駅より徒歩3分  地下鉄東山線鶴舞線伏見駅より徒歩3分 

        阪神梅田駅(西改札)より徒歩5分  名古屋駅よりシャトルバス運行 

     JR大阪駅(桜橋口)より徒歩 5分 

 
◆第 2 部 12：00～14：00 (東京のみ 11:30～に変更となりました) 

ディスティネーションセミナー： 

12:00 マリアナ政府観光局局長より開会挨拶 

12:10 マリアナ政府観光局プレゼンテーション 

航空会社によるプレゼンテーション 

現地ホテル、サプライヤーによるプレゼンテーション 

13:45 お楽しみ抽選会 

14:00 終了  *途中、昼食をご用意しています 
 
★東京会場のみ 11:30～14:00 ですので、30 分ずつ早まります。 

 

ミクロネシア方面企画・手配ご担当者様 および 営業ご担当者様へ 

マリアナ政府観光局主催 

「マリアナセミナー＆ワークショップ 2016」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第 1 部 11：00～ 

ワークショップ：  

11:00 受付開始 

11:00 より ワークショップを開始します。 

 ※デスクにて名刺交換、質疑応答、商談など 

 

 

 

 

  マリアナ政府観光局 日本事務所 朝尾・田崎・中村 宛 

 

参加お申込みは、以下の申込書に希望都市をご記入の上、上記番号まで FAXにてお送りください。 

 

5/16（月） まで 受付中 

 参 加 申 込 書 

参加希望都市に✔を入れてください。 

□ 東京   □ 大阪  □ 名古屋 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

御社名：                                                                    

お名前①：                                                                   

お役職・部署名：                                                                

Ｅ－ｍａｉｌ：                                                                     

電話番号：                            FAX番号：                                 

お名前②：                                                                   

お役職・部署名：                                                                

Ｅ－ｍａｉｌ：                                                                    

電話番号：                            FAX番号：                                 

 ※３名以上でのご参加の場合は、コピーしてご使用ください

 

ＦＡＸ送付先： ０３－５３６３－１１１８ 


