
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  早くも 1 月が終わり、2 月はマリアナ政府観光局がいよいよ販促物含め、実際のプロモーション活

動を開始いたします！ ホームページの刷新、新ガイドブックこと“マリアナ、３０の宝もの。” 配布スタート、販促用にポス

ター、ステッカー(各 4 種)も登場します。東京汐留では屋外広告もスタート。女性誌のマリアナ特集含め、メディアの露出も

続々。2 月中旬には大阪、名古屋、東京にてセミナー＆ワークショップも開催です。今後のマリアナに是非ご期待ください！

 

■12月渡航者数 

12 月日本人渡航者数は、昨年同時期

に比べ微減。年末のチャーター便が大

阪発のアシアナ航空 1 便のみに終わっ

たことが一因と思われる。 

■ユナイテッド航空共催、エージェント FAM 催行 

2017 年 1 月 11 日～14 日の 3 泊 4 日の日程で、ユナイテ

ッド航空協力の下、名古屋、大阪の 8 名のエージェントの方

をグアム経由にてサイパンにご案内させていただきました。

実際の乗り継ぎをご体験いただいた他、複数のホテル、主だ

った観光地の視察、アクティビティ体験などを精力的に行っ

ていただきました。観光ポイントがコンパクトにまとまって

いる点、あまり知られていないながらも体験すると非常に面

白いアクティビティがあること、平和学習など教育旅行にも

適している点など、様々な情報を持ち帰っていただきました 

  
 

■新しいマリアナの販促物 続々登場です 

2 月より、旅行会社の皆様の販促にご活用いただける新しい

ガイドブック、ポスター、ステッカー、クリアファイルの提

供を開始いたしました。ポスター4 種は既に 1 月末より、ガ

イドブック、ステッカーなどは 2 月 20 日より配布可能で

す。自然写真家 高砂淳二氏撮り下ろしの美しいイメージを

使った新ガイドブック「マリアナ、30 の宝もの。」は写真

集のようなクオリティで、カウンターでお客様にご案内する

際にも役立つこと間違いなしです。ステッカーとポスターは

4 種類をご用意。是非お気軽にお問合せ下さい。 

  マリアナ、30 の宝もの         ポスター（3 島集合版）        ステッカー

  2013 年 2014 年 2015 年 2016年 対前年同月比 

日本 12月 14,668 9,942 6,374 6,264 -1.7% 

全体 12月 38,352 44,910 41,128 58,412 42.0% 

＜今月の TOPIC＞ 

■12 月渡航者数 

■ユナイテッド航空共催、エージェ

ントＦＡＭ催行 

■新ホームページ ローンチ 

■マリアナちゃん決定！ 

■メディア露出情報 

■業界メディア マリアナ特集、他 

■新販促物 続々登場 

■マリアナ最新情報 

■イベント情報 2 月/3 月 

■3 月 スポーツイベント続々 
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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日) 

20 / mon President Day / 大統領の日（祝日） 

MAR. 11 / sat Ironman Saipan 70.3 / アイアンマン サイパン 70.3  

 

18 / sat 13th Annual XTERRA Saipan Championship 

/ 第 13 回エクステラ サイパン チャンピオンシップ 

25 / sat 12th Annual Saipan Marathon / 第 12 回 サイパンマラソン 

 

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。既に受付は終了させていただいておりますが、参加希望の方は一度お問い合わせ下さい 

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） 

 

バレンタインデーのスペシャルディナー 

HYATT REGENCY SAIPAN 

バレンタインデーをサイパンでロマンティックに迎えたい

方はレストラン都で日本食バッフェ（$55/大人）、鉄板焼

きのセットメニュー（$150/お二人で）、ご家族ならキリ

カフェ＆レストランのバッフェ($55/大人)をどうぞ！ 

詳細はこちら 

 

What’s NEW from Marianas 
マリアナ最新情報 

星空観察、ボトムボートフィッシング、トローリングは 

SAIPAN SEA VENTURES 

家族で気軽に楽しめる釣り（ボトムボート、サンセットフ

ィッシングあり）、星空(天体)観察、トローリングなど

様々なアクティビティを提供中です。2/26 は金環日食で

す！忘れられない思い出を是非サイパンで。 

詳細・ご予約はこちら  

バレンタイン限定商品販売中！ 

MARIANA OCEAN 

マリアナオーシャン本店及びガラパン店では、バレンタイ

ン限定の石鹸を販売中！是非ともこの機会に大切な方への

ギフトにいかがですか？ マカロン 

（箱入り$15）、ハート型、ケーキ 

型(ともに量り売り)など、どれも 

喜ばれること間違いなしです。 

詳細・ご予約はこちら  

4月よりショーが全面リニューアル 

SANDCASTLE SAIPAN 

アメリカ本土で〝ロック・マジシャン″として名高い 

LEON ETIENNE をマジシャンに迎え、サイパンでしか 

見ることができないオリジナルショー 

「マジック・ロックス」を提供致し 

ます。グループはもちろん、あらゆる  

客層のお客様にお勧めです。 

詳細・ご予約はこちら 

 

https://saipan.regency.hyatt.com/ja/hotel/home.html
https://saipan.regency.hyatt.com/ja/hotel/home.html
https://saipan.regency.hyatt.com/ja/hotel/home.html
http://saipanseaventures.com/
http://www.marianaocean.com/
https://www.saipan-sandcastle.com/
https://www.saipan-sandcastle.com/
https://saipan.regency.hyatt.com/ja/hotel/home.html


～ マリアナ あんなこと、こんなこと ～ 

 

   

   

■3月のサイパンはスポーツイベント盛りだくさん！ 

3 月 11 日（土）にはミクロネシア初の開催となるトライ

アスロンの中距離レースこと IRONMAN 70.3 がサイパ

ンで行われます。日本からたった 3 時間半、時差 1 時間

のサイパンはレース前のコンディション調整もしやす

く、日本からも多くの出場者が見込まれます。3 月 25 日

(土)には間寛平氏率いるよしもと軍団も応援に駆けつけ

る第 12 回サイパンマラソンが行われます。両レースと

も来年も開催されますので、ぜひ販促にご協力下さい！ 

アイアンマン 70.3 サイパン 大会公式 HP はこちら 

サイパンマラソン 大会公式 HP はこちら 

 

 

 

■MVA 新オフィシャルホームページ完成 

イメージ一新、旅行会社とのリンクも 

2 月 1 日より、マリアナ政府観光 

局(MVA)のオフィシャルホーム 

ページが新しくなりました。 

トップの画面からマリアナの 

美しい景色がみなさまを迎え入れ 

ます。ホットトピックス、基本 

情報、イベント情報などはもちろん、今までなかった旅行

会社様とのリンクページも作成。ホームページを閲覧に 

来た消費者が、ツアーを探せる導線も確保させていただき

ました。資料請求も以前同様ホームページから行っていた

だけます。（「マリアナ、30 の宝もの。」観光ガイドブッ

クは 2/20 からウェブサイトから請求可）          

新 MVA 公式 HP はこちら 

■今後のメディア露出情報 

2 月以降のメディア露出情報、コンシューマー向けプロモ

ーション情報を共有させていただきます。 

☆汐留屋外広告（日本テレビ前ライティングウォール 4

面広告）2 月 1 日～9 月 30 日まで 

☆デジタル AD プロモーション 

2/10～ ディスプレイ広告(YAHOO と GOOGLE) 

2/10～ インスタグラム タイムラインフィード広告 

☆トラベルコ マリアナ特集 

2/21～ マリアナ観光アンバサダーも登場します！ 

☆フィガロジャポン 4 月号(2/20 発売) 

別冊付録 マリアナ特集（8 ページ） 

本誌 2 ページでテニアン島、ロタ島も別途フィーチャー 

別冊抜き刷りは資料請求可能に（2/20～WEB より） 

 汐留屋外広告（ライティングウォール）          デジタルＡＤバナー 

 

 

 

 

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 

■マリアナ観光大使 “マリアナちゃん” 決定！ 

サイパンだ！に代わって、これからマリアナの顔として

活動してくれる 可愛らしい観光大使が今年 1 月、サイ

パンでのオーディションで決まりました。栄えある初代

に選ばれたのは JEBRO JOHN LEON 君（5 歳）。 

笑顔がキュートで、お喋りで、カメラで写真を撮ること

が好きなジェブロ君。2 月の東京のセ 

ミナー、メディアレセプションでお披 

露目予定。現地のメディア取材時にも 

登場しマリアナを宣伝してくれます。 

どうぞ可愛がって下さいね。 

 
■業界メディア ー マリアナ特集のご紹介 

業界の皆様に よりマリアナに関する最新知識を増やして

いただけるよう、2 月 7 日にはトラベルビジョンの E-DM 

を活用したマリアナ情報 VOL.1 が、2 月 20 日には航空

新聞社の”マリアナ特集号(別刷 8 ページ)”がそれぞれ配

信、発送となります。役立つ情報満載ですので、是非社

内、部署内での共有、回覧をお願い致します。 

 

http://www.ironman.com/ja-jp/triathlon/events/asiapac/ironman-70-3/saipan.aspx#axzz4XrGreZSn
http://japan.mymarianas.com/saipanmarathon/
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http://japan.mymarianas.com/
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https://www.facebook.com/saipanda.mva/
https://www.instagram.com/mymarianas_mva/?hl=ja
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http://japan.mymarianas.com/

