
 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai ! 新マリアナ政府観光局（MVA）日本事務所が活動を開始して 2 ヶ月が経ちました。マリアナのリブ

ランディングを図るべく、新しい提供画像の撮影を 11 月上旬に済ませ、メディアの現地取材も既に終了。“3 連休はマリア

ナ。”というタグラインを広めるべく日々奮闘中です。今月もマリアナの販促に役立つ情報満載ですので、是非ご一読下さい。 

 

■10 月渡航者数 

10 月日本人渡航者数は、デルタ航空

が昨年 10 月 24 日に夜便カットとな

ったことが大きく影響し、引き続き 

大幅減。

■マリアナ 新イメージ画像 撮影完了 

11 月 1 日～11 日にかけて、自然写真家の高砂淳二氏に北マ

リアナのサイパン・テニアン・ロタ 3 島を訪れていただき、

それぞれの島に隠されていた素顔を、「マリアナ 30 の宝も

の」(仮)としてセレクトしました。その息をのむ絶景を、独

自の文化を、フレンドリーな人々を捉えた素敵な画像は、現

在 最終的なリタッチ作業に入っており、12 月上旬には第

一弾が旅行会社やメディアの皆様にご利用いただける状態に

なります。今後のパンフレット制作や、web 等でのマリア

ナ販促企画に是非ご活用下さい。 

 

 

 

                      

■「３連休はマリアナ。」ロゴ配布中！ 

MVA は 11 月下旬より ”3 連休はマリアナ。”のロゴをエー

ジェントの皆様に提供させていただいております。今後展開

させていただくメディアプロモーション、屋外広告なども、

この “3 連休はマリアナ。” のタグラインとロゴで展開され

ます。是非、今後制作のマリアナのパンフレットページ、

Web ページに掲出いただき、一緒にマリアナを盛り上げて

いただければ幸いです。データをご希望の方は、マリアナ政

府観光局(メール：mva@access-jp.jp / 電話 03-6262-

0975)  までお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

  2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 対前年同月比 

日本 10 月 8,067 6,511 4,929 3,632 ▼26.3% 

全体 10 月 31,886 35,587 39,459 41,910 6.0% 

＜今月の TOPIC＞ 

■10 月 渡航者数 

■マリアナ新イメージ画像撮影完了 

 

■イベント情報 12 月/1 月 

■サイパンマラソン参加者募集中 

■IRONMAN 70.3 開催決定！ 

■“3 連休はマリアナ。” ロゴ提供 

■マリアナ最新情報 
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南国リゾートでホリデーシーズンを満喫！ 

AQUA RESORT CLUB SAIPAN 

アクアリゾートクラブの人気レストラン「コスタ」では、

大晦日の年越しイベントも内容盛りだくさんです。 

大晦日ガラディナービュッフェ：12/31 18:00-21:30、 

大人$42/小人$20,  カウントダウンイベント：21:30～ 

新年ブランチ：1/1 11:00-14:00、大人$36/小人$18 

詳細・お問合せはホテルまで  

What’s NEW from Marianas 

 
マリアナ最新情報 

MARIANA GRAND SERVICE 12/1 より開業！ 

KAN PACIFIC SAIPAN LTD. 

サイパン国際空港と各ホテル間の送迎業務をはじめ、ラン

ドオペレーター業務、メディアコーディネーション業務、

ラウンジサービス、緊急ケアサービスなど幅広い業務を提

供する新規事業をスタート。 

料金一例：空港送迎（往復）$28 / （片道）$15 

お問い合わせ：INFO@MARIANAGRANDSERVICE.COM  

 詳細・ご予約はこちら （近日中公開予定） 

大晦日恒例 NEW YEAR カウント ダウンパーティー 開催 

HYATT REGENCY SAIPAN 

恒例のビーチフロントでのカウント ダウンパーティーで

す。専属バンドとＤＪで盛り上がること間違いなし。ホテ

ル宿泊者以外の方も参加可能です。  

12/31 22:00～ 1/1 02:00 入場無料 予約不要 

詳細・ご予約はホテルまで 

新しいサービスが続々！ 

KENSINGTON HOTEL SAIPAN 

今年 7 月に OPEN のケンジントン ホテルでは、12/7 から

54M の長さのウォータースライダーが新たにお目見え。レ

ストランではホテル併設オーガニック農園からの野菜が提

供される他、250 人まで収容可能なホールも新たに登場。 

詳細・ご予約はホテルまで 

 

２日間限りのクリスマスディナー 

MARIANA RESORT & SPA 

シックで落ち着いた内装と、キャンドルライトのハーモニー

が醸し出す神秘的な空間で本格的なクリスマスディナー  

コースをご堪能下さい。 

12/24 & 25 18:00～ 22:00、大人$65 (2 名様より) 

詳細・ご予約はホテルまで 

UP TO 50% OFF セール開催中！（12 月末まで） 

T ギャラリア サイパン BY DFS 

お得な買い物をしたいなら、是非Ｔギャラリア サイパン

へ。12/31 まで最大 50%オフになるセールを開催中のほ

か、12/15 までは$50 クーポン券を利用した「サイパンだ

キャンペーン」でもお買い物をお楽しみいただけます。 

公式サイト サイパンだキャンペーン：詳細はこちら 

ポラリス レーザーでエキサイティングな体験を 

LET’S GO TOUR COMPANY 

エキサイティングなオフロードトレイル体験が楽しめるサ

イパン。安全・快適な RZA 車（多用途四輪車）でジャング

ルのデコボコ道や史跡を巡ります。自分で運転してもよ

し、ガイドの運転で楽しむもよし。 

詳細・ご予約はこちら   

様々なアクティビティーをサイパンで！ 

SAIPAN SEA VENTURES 

サイパン滞在を満喫できるドルフィンウオッチング、フィッ

シング、サンセットディナークルーズ、スターゲイジング、

トローリングなど様々なアクティビティーを提供中です。 

詳細・ご予約はこちら 

http://www.aquaresortsaipan.com/
mailto:info@marianagrandservice.com
http://www.marianagrandservice.com/jp/
https://saipan.regency.hyatt.com/ja/hotel/home.html
http://kensingtonsaipan.com/jp/
http://www.marianaresort.com/
https://www.dfs.com/en/tgalleria-hong-kong/
http://japan.mymarianas.com/campaign/50coupon-campaign.html
http://www.letsgo-saipan.com/index.php/about-us/?lang=ja
http://www.letsgo-saipan.com/?lang=ja
http://saipanseaventures.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★スタッフ紹介★ 

10 月より新しくなった 

マリアナ政府観光局を 

どうぞよろしくお願い 

いたします。 

写真 // ジェネラルマネージャー一倉隆（中左）、セールス 

マネージャー岡部恭子（左）、アシスタントセールスマネー 

ジャー嶋田正則（右）、PR マネージャー澤田ゆか（中右） 

DEC. 3 / sat 10th Hell of the Marianas / 第 10回ヘル オブ マリアナ 

Every  sat Christmas in Mariana / 第 15回 クリスマス イン マリアナ 

8 / thr Constitution Day / 憲法記念日（祝日） 

 25 / sun Christmas Day / クリスマス 

JAN. 1 / sun New Year’s Day / 元旦 (祝日 **2日は振替休日) 

16 / mon Martin Luther King Day / マーティン・ルーサー・キング誕生日（祝日） 

EVENT INFORMATION 
イベントカレンダー 

■サイパンマラソン 2017 好評受付中！ 

今年も間寛平さん率いるよしもとメンバーと協力タッグ 

来年 3 月 25 日（土）サイパン島で開催の第 12 回サイ

パンマラソンのエントリーを好評受付中です。毎年数多

くの日本人ランナーが参加するこの大会。人気の秘訣は

その南国ならではの美しい景色と、90％平坦という初心

者にはうれしいフラットなコース、そして間寛平さんや

たむらけんじさんなどのよしもとの芸人さんも参加する

笑い満載のイベントだから。完走後パーティでは毎年恒

例のよしもとお笑いライブも開催予定。エントリー専用

サイトのご案内や、その他のお問合せは観光局まで。 

 

大会公式 HP はこちら  

 

 

お問合せ先は 10 月 1 日以降、下記に変更しています！ 

マリアナ政府観光局 Marianas Visitors Authority 

一般＆旅行業界   mva@access-jp.jp   

メディア  mva-pr@access-jp.jp 

TEL：03-6262-0975   

FAX：03-3242-1052 

観光局公式 HP  http://japan.mymarianas.com 

■IRONMAN 70.3  サイパンにて開催決定！ 

ミクロネシア地区で初の開催 

来年 3 月 11 日（土）ミクロネシア地区で初の開催と

なるアイアンマン 70.3 がサイパンにやってきます。

世界有数の透明度の高い海、豊かな自然にあふれたコ

ースは、近年増加傾向にあるアイアンマン 70.3 の大

会の中でも上位に入る美しさを誇ると言われていま

す。日本からたった約 3 時間というアクセスの良さ、 

海外なのに時差は 1 時間、フラットなバイク＆ランコ

ースでアイアンマン 70.3 に初挑戦の選手にもおスス

メの大会です。エントリーは 12/1 より開始となって

います。その他のお問合せは観光局まで。 

大会公式HPはこちら 

http://japan.mymarianas.com/saipanmarathon/
http://m.ap.ironman.com/triathlon/events/asiapac/ironman-70.3/saipan.aspx

