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＜ご挨拶＞ Hafa Adai !

2 月のマリアナセミナー＆ワークショップにご参加いただきました皆様、本当にありがとうござい

ました。新観光大使の“マリアナちゃん”を東京でお披露目させていただきましたが、お陰さまで大好評でした。さて、3 月の
マリアナはスポーツイベントが盛りだくさんです！

3/11 にミクロネシア初の IRONMAN70.3（トライアスロン）が開催さ

れる他、3/25 にはいよいよサイパンマラソンも。メディアにもマリアナがどんどん登場予定です。是非ご期待下さい。
＜今月の TOPIC＞

■“マリアナちゃん”お披露目

■3/25 サイパンマラソン詳細

■1 月渡航者数

■Brand USA アメリカセミナー参加

■メディア露出報告

2月

■マリアナセミナー＆ワークショッ

■マリンダイビングフェア出展

■メディア露出情報

3 月以降

プ

■イベント情報 3 月/4 月

■現地での環境保護活動のご紹介

in 大阪、名古屋、東京

■1 月渡航者数
2014 年

2015 年

2016 年

2017 年

対前年同月比

日本 1 月

12,548

8,310

5,473

4,058

-25.9%

全体 1 月

42,122

45,688

46,011

63,346

42.0%

1 月日本人渡航者数は、昨年同時期に
比べ大幅減。デルタ航空の定期便機材
が昨年の 199 席から 169 席にサイズ

ダウンしていること、1/28 のチャイニーズニューイヤーでホテルが取れづらかったことが主な要因に。
■マリアナセミナー＆ワークショップ

3 都市で開催

■キュートな新観光大使 “マリアナちゃん”お披露目

2017 年 2 月 1４日～1７日の日程で、大阪、名古屋、東京

2 月 17 日のマリアナセミナーとメディアレセプションに

の 3 都市にて『マリアナセミナー＆ワークショップ 2017』

て、新マリアナ観光大使の“マリアナちゃん”ことジェブロ

（東京では夜にメディアレセプションも）を開催させていた

ジョン レオン君（6 歳）をお披露目させていただきまし

だきました。現地のサプライヤー18 社も参加し、セミナー

た。ちょっぴりテレながらも、愛らしいキュートな笑顔と

では現地最新情報、マーケットアップデート、今後のプロモ

サービス精神旺盛なパフォーマンスで、多くの来場者を魅了

ーションプランなどをご紹介させていただいた他、ワークシ

しました。“マリアナちゃん”は今後日本から訪れるメディア

ョップでは多くのお客様が各ブースでサプライヤーと商談を

に対応する他、日本からのグループのパーティーなどに挨拶

行っていました。会の最後には豪華な賞品が当たる抽選会も

で顔を出したり、9 月の Tourism Expo.でマリアナを宣伝す

行われました。

るための来日が予定されています。

■Brand USA 主催セミナー＆ワークショップ参加

■4 月

マリアナ政府観光局は 2/22 に東京にて行われた BRAND

マリアナ政府観光局は 4 月 7 日～9 日にかけて池袋サンシ

USA 主催のアメリカセミナーと 2/24 に行われたワーク

ャインシティコンベンションセンターにて行われる“マリ

ショップに参加。参加された旅行会社の皆様にマリアナ

ンダイビングフェア 2017”に出展いたします。マリアナ

の情報提供を行わせていただきました。今後は 4/20 の

の最新の情報提供を行わせていただく他、サイパン島、ロ

広島セミナーと、４/21 の福岡セミナーにも参加予定

タ島からダイビングインストラクターも来日。ポイントの

で、新たに制作された販促物とプロモーションプランを

情報や現地の情報なども聞くことが可能です。

エージェントの皆様と共有させていただきます。

4/7 の 15:00～はマリアナ政府観光局としてデスティネー

マリンダイビングフェアに出展

ションセミナーにも参加。
是非お気軽にブースにもお立ち寄り
ください。

マリンダイビングフェア詳細はこちら

マリアナ最新情報

What’s NEW from Marianas
サイパンオリジナルのお土産なら

4月

ショーを全面リニューアル

I LOVE SAIPAN

SAND CASTLE SAIPAN

サイパンの小さな家庭で作っている、オートミール入りの

ディナーショーとして、そして大人から子供まで楽しめ

ハンドメイドクッキー。I LOVE SAIPAN のオリジナル商

る本格的なマジックショーとして人気のサンドキャッス

品として好評発売中です。サイズは大判で 4 枚入り。

ル。このたびアメリカ本土で活躍中〝ロック・マジシャ

（＄3.95）外はサクサク、

ン″として名高い LEON ETIENNE を新たに迎え、4/20

中はしっとり、是非お土産に

～ショーを全面リニューアルします。

どうぞ！
店舗情報はこちら

MAR.

APR.

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

1 / sat

American Red Cross Walkathon / アメリカ赤十字ウォーカソン

20-23 / thu-sun

36th Flame Tree Arts Festival / 第 36 回フレームツリー アートフェスティバル

29 / sat

Electronic Island Festival / エレクトロニック アイランド フェスティバル

～

マリアナ

あんなこと、こんなこと

■3 月 25 日サイパンマラソンでは

■今後のメディア露出情報

3 月 25 日（土）に開催されるサイパンマラソンは、マラ

３月以降のメディア露出情報を共有させていただきます。

ソン終了後によしもとのお笑いライブが無料で楽しめる

☆3/5 小学館 WEB しごとなでしこ #2

ことでも有名。今年のマラソンの応援サポーターとして

☆東京 MX テレビ

駆けつけてくれるよしもとの芸人さんは以下の方々で

(予定)

MX2 チャンネル

3/9 地球★熱帯紀行

18:00～18:30

す。このお笑いライブは、マラソンに参加していない一

#8 北マリアナ諸島ダイビング ディープブルーの世界へようこそ

般のお客様もご覧いただけます。3/25 にサイパンにいら

3/16 地球★熱帯紀行

っしゃる方は是非お立ち寄りください。

#9 北マリアナ諸島

参加芸人：間寛平、村上ショージ、たむらけんじ、テン

3/23 地球★熱帯紀行

ダラー、トータルテンボス、もりやすバンバンビガロ

#10 北マリアナ諸島 ネイチャー 島の暮らしは自然の恵み

サイパンマラソン 大会公式 HP はこちら

3/30 地球★熱帯紀行

18:00～18:30

チャモロ族 海洋の民のホスピタリティー

18:00～18:30

18:00～18:30

#11 北マリアナ諸島 気軽にのんびりサイパン島

☆4/23 CANCAM マリアナ特集 9P
☆4/28 OGGI

マリアナ記事４P

☆5/7 REGINA マリアナ記事４P
■現地での環境保護活動のご紹介
マリアナ政府観光局(MVA)と北マリアナ諸島ダイビング事
業者組合(NMDOA)では、定期的に（年に約 4 回）ビーチ
のクリーンアップ活動を行っています。先日 2/11 にはラ

©YOSHIMOTO KOGYO.CO., LTD.

■2 月露出済み メディア情報

ウラウビーチにて雑草を刈り、ゴミや瓦礫、破片などを拾

2 月に、様々なメディアでマリアナを取り上げていただ

い集める活動を行いました。MVA と NMDOA は数年前に

きました。以下にご紹介させていただきますので、お時

共同で人気のダイビングスポットを指定し、訪れる人々に

間のある時に是非以下の URL をご参照下さい！フィガ

美しいビーチを楽しんでもらえるよう、ビーチのクリーン

ロ別冊はエージェントの皆様にも配布させていただいて

アップ活動を続けています。(NMDOA:2017 年 2 月 14 日

おります。（在庫が無くなり次第配布終了となります）

時点で 22 のダイビングショップが加盟している)

2/20 FIGARO JAPON 別冊
2/20 FIGARO JAPON マリアナ特集 WEB 版
HTTP://MADAMEFIGARO.JP/TRAVEL/FEATURE/170221MARIANA-INDEX.HTML

2/20 トラベルコ
HTTP://WWW.TOUR.NE.JP/W_SPECIAL/MARIANA/

2/25 小学館 WEB しごとなでしこ #1
HTTPS://SHIGOTONADESHIKO.JP/ODEKAKE/MANOUE/NA
DESHIKO/20170225/54710

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

