
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai ! 新年明けましておめでとうございます。新生マリアナ政府観光局が始動して 3 か月、いよいよ「3 連

休はマリアナ。」というタグラインを活用した販促物、メディアの特集等が 1 月以降続々と登場してきます。12 月中旬には 

公式インスタグラムもスタートし、フォロワー数も増加中。今年もマリアナ販促へのご協力を何卒宜しくお願い致します!

 

■11 月渡航者数 

11月日本人渡航者数は、2013年 3月

以来初のプラスを記録。デルタ航空夜

便カットの影響がなくなり、ユナイテッド航空による静岡県のチャーター1 便が飛んだことなどが要因に 

■マリアナ観光大使 クリスマスパーティー開催 

2016 年 12 月 19 日（月）にマリアナ政府観光局はデルタ

航空と共催により、マリアナ観光大使（アンバサダー）クリ

スマスパーティーを東京にて開催。2016 年 7 月にアンバサ

ダーに任命された 223 名を対象に行われ、「ツアープラン

ニングコンテスト」、「マリアナを PR したで賞」、

Instagram を活用した「See my Marianas」投稿キャンペ

ーンなど１月から行われる販促プロモーションプランを発表

させていただきました。当日は 55 名のアンバサダーに参加

頂き、更なるマリアナ販促に決意も新たにされていました。 

 

■GOLF メディア FAM 実施 

MVA は BestSunshine の協力の下、12 月 5 日～9 日にゴル

フダイジェストトラベラーとゴルフファッション誌のレジー

ナをサイパンに招聘し、GOLF メディア FAM を実施。取材

コースは、ラオラオベイ、キングフィッシャー、コーラルオ

ーシャンポイントの３コース。ゴルフ場の取材はもちろん、

宿泊施設、レストラン、アクティビティなどサイパンが提供

するさまざまな魅力も取材いただきました。今回の露出は両

誌ともに４月以降で現在調整中です。是非ご期待ください！ 

 

 

  2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 対前年同月比 

日本 11 月 8,233 7,023 4,423 4,697 6.2% 

全体 11 月 33,678 39,137 37,870 47,261 24.8% 

＜今月の TOPIC＞ 

■11 月渡航者数 

■マリアナ観光大使クリスマス       

パーティー＆販促プラン発表 

■サイパンマラソンまだまだ受付中 

■オフィシャル Instagram 開始 

■マリアナカレンダー2017 

■4～6 月 GRP 向けインセンテイブ、他 

■Golf メディア FAM 催行 

■マリアナ最新情報 

■イベント情報 1 月/2 月 

■ヘルオブマリアナ 12/3 に終了 
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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） 

20 / fri Marianas Sunset Fun Run 5K / マリアナ サンセット ファンラン５K 

FEB. 18, 19 / sat, sun 13th Annual Tinian Hot Pepper Festival 

 / 第 13回テニアン ホットペッパーフェスティバル 

20 / mon President Day / 大統領の日（祝日） 

日本では ★★2017 年２月 マリアナ セミナー＆ワークショップ開催★★ 

  2 月に以下のような日程で新生マリアナ観光局によるセミナーとワークショップを開催致しましす。 

 販促に役立つ情報満載です。間もなく申し込み受付を開始いたしますので、どうぞ奮ってご参加下さい！ 

大 阪：2 月 14 日（火）＠ザ・リッツ・カールトン大阪  11:00 ～ 14:00 

名古屋：2 月 16 日（木）＠名古屋マリオットアソシア  11:00 ～ 14:00 

東 京：2 月 17 日（金）＠ウェスティンホテル東京  11:00 ～ 14:00 （旅行業界） 

        18:00 ～ 20:00（メディアレセプション） 

春節 スペシャルオファー（1/1 ～26 まで） 

T ギャラリア サイパン BY DFS 

１枚のレシートで化粧品、香水を$100 以上購入すると次

回利用できる$10 のクーポンがもらえたり、正面玄関で無

料のリフレッシュメントがもらえたり、様々なスペシャル

オファーが期間中用意されています。お見逃しなく！ 

詳細はこちら

 

What’s NEW from Marianas 
マリアナ最新情報 

サンセットビーチ BBQ を毎日催行 (～1/30 まで) 

AQUA RESORT CLUB SAIPAN 

アクアリゾートクラブでは 1/30 まで毎日サンセットビー

チ BBQ を催行いたします。また、メインダイニングのコ

スタではトンカツセットや担々麺など 4 種の新メニューが

アラカルトに加わりさらに充実度がアップしました！ 

詳細はホテルまで

 

マリンスポーツ三昧キャンペーン期間延長！（3/31まで） 

PACIFIC DEVELOPMENT INC. 

3 大人気マリンスポーツ、バナナボート、マリンジェッ

ト、パラセーリングが楽しめる人気コースに申し込むと、

マニャガハ島送迎が無料でついてくるキャンペーンは、好

評につき期間を延長して提供させていただくことに決定！ 

詳細・ご予約はこちら 

スプリングジュニアゴルフキャンプ開催（3/20～25） 

LAOLAO BAY GOLF & RESORT 

春休みジュニアゴルフキャンプを開催致します！(４泊) 

朝：練習場で 9：00～11：00 まで練習 

午後：コースで練習 夕食後：英会話 19：00～20：00 

中１日はウォーターパーク＆ショッピングも楽しめます。 

詳細・ご予約はこちら

 

 

EVENT INFORMATION 

 
イベントカレンダー 
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～ マリアナ あんなこと、こんなこと ～ 

 

   

   

   

   

   

■ヘルオブマリアナ 日本人選手大活躍！ 

2 大バイクメディアも取材へ 

第 10 回ヘルオブマリアナが 12 月 3 日（土）にサイパ

ン島で開催され、プロ、アマ問わず多くの人が参加しレ

ースを楽しみました。日本からは森本誠選手（2 位）と

中村龍太郎選手（6 位）、福本千佳選手（女子 3 位）が

表彰台に上がるという好成績で大会をさらに盛り上げて

くれました。イベント詳細は以下のシクロワイヤードに

て紹介されています。今年のレースも乞うご期待を。 

http://www.cyclowired.jp/lifenews/node/218895 

 

 

 

 

■サイパンマラソン 2017 まだまだ受付中！！ 

カンペイさん、たむけんさんが今年も強力サポート 

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は２月 27 日まで好評受付中です。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。完走後のパーティ

ーでは毎年恒例よしもとお笑いライブも開催予定。専用申

込サイト、その他のお問合せは観光局まで。            

大会公式HPはこちら 

■オフィシャル Instagram 開始 

フォローといいね！をぜひお願い致します！ 

12 月 15 日（木）よりマリアナ政府観光局ではオフィシ

ャルインスタグラム(MYMARIANAS_MVA)を開設し、フ

ォロワー数は２週間で 200 名を超えました。毎日素敵な

画像とメッセージをお届けしていますので、ぜひ更なる

フォローをお願いいたします！ 

オフィシャル インスタグラム: MYMARIANAS_MVA 

 

 

 

■マリアナカレンダー2017 完成しました！ 

各種プロモーション用に配布中 

自然写真家 高砂淳二さん撮り下ろしによる、マリアナの

魅力がギュッと詰まった卓上カレンダー（CD サイズ）が

12 月下旬に完成。メディア、業界関係各位に好評   

配布中。コンシューマー向け              

プレゼントキャンペーンも 

SNS を通じて展開中のほか、 

旅行会社のプロモーション用 

としても提供させていただい 

ております。 

 

 

 

各種お問合せは マリアナ政府観光局 Marianas Visitors Authority 

 一般＆旅行業界   mva@access-jp.jp   観光局公式 HP  http://japan.mymarianas.com/  

メディア  mva-pr@access-jp.jp   Facebook: @saipanda.mva  

TEL：03-6262-0975       Instagram: mymarianas_mva 

FAX：03-3242-1052        Twitter: http://twitter.com/saipanda_mva 

■グループ向けインセンティブ 2017 

4 月～6 月出発（GW 期間除く）グループが対象 

皆様にご好評いただきました 15 名以上のグループを対象

としたインセンティブプロモーションを、2017 年 4 月～

6 月出発のグループ（15 名以上 50 名以下）に対しても

行わせていただきます。詳細は近日中にご案内させてい

ただきますが、条件などは前回と同様を想定していま

す。(1 名につき\2,000 をサポート予定) 

 

■学生のダイビングライセンス取得はサイパンで！ 

グロットを筆頭に抜群の透明度と面白さでダイバーに人気

のマリアナです。最近多くの学生団体がダイビングライセ

ンス取得を目的にサイパンを訪れているのをご存知です

か？12 月には神奈川の 73 名の高校生が修学旅行で訪れ

ライセンスを全員取得。今年 2 月には都内の高校生 100

名がサイパンにライセンス取得目的で来島予定です。 
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