
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  3 月のサイパンはスポーツイベント盛り沢山でした。ミクロネシア初の IRONMAN70.3（トライア

スロン）、オフロードのトライアスロン XTERRA、そしてサイパンマラソンが連続して開催され、多くの日本人の方々にもご

参加いただきました。4 月にはマリアナ各地で写真にあるフレームツリー（火焔樹 別名:南洋桜）が見ごろを迎え、あちらこち

らで真っ赤なフラワーロードが登場します。日本の桜も素敵ですが、フレームツリーの絶景を是非見に来てください！

 

■2 月渡航者数 

2 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 月後半のチャイニーズニューイヤーの余波やツアー代金の高止まりが主な要因に。

■マリアナセミナー in 福岡 

2017 年 3 月 16 日に、福岡は天神のレストランにて『マリ

アナセミナー＆ランチョン』を開催させていただきました。

主要エージェントとエアライン 12 名という少数精鋭にて行

わせていただき、現地最新情報、マーケットアップデート、

今後のプロモーションプランをご紹介させていただいた他、

福岡でのマリアナ販促の問題点などを率直に議論させていた

だきました。福岡では 3 月末から 9 月末まで Jin Air の

FUK/ICN 便のスケジュールが夜便に変更になったことか

ら、往復ともに FUK/ICN/SPN の同日乗り継ぎが便利になっ

たこともあり、新たなツアー造成も見込まれています。 

 

 

■4/26 マリアナセミナー in 仙台開催！ 

マリアナ政府観光局は、アシアナ航空協力の元、4 月 26 日

（水）に仙台国際ホテルにて「マリアナセミナー」を開催さ

せていただきます。今回のセミナーは 5 月に仙台発で催行さ

れるアシアナ航空主催のサイパン FAM を前に、FAM 参加者

及び仙台方面のエージェント方にマリアナの最新情報、マー

ケット情報、今後のプロモーションプランなどをお届けする

目的で開催されます。サイパンのモノツアーの販促はもちろ

ん、インチョン経由で、ソウル＆サイパン 2 都市滞在ツアー

なども是非ご検討いただきたいところです。募集はアシアナ

航空仙台支店にて行われています。（定員にて締切あり） 

              

  2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 対前年同月比 

日本 2 月 11,165 8,485 5,855 4,331 -26.0% 

全体 2 月 41,311 42,921 47,281 57,320 21.2% 
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■Brand USA アメリカセミナーin 広島・福岡 

マリアナ政府観光局は 4/20（木）に広島、4/21（金）

に福岡にて開催される BRAND USA 主催のアメリカセミ

ナーに参加。短い時間ではありますが、マリアナ(サイパ

ン)の最新情報や、販促に役立つ新しい資料、プロモーシ

ョングッズなどを提供させていただきます。しばらくマ

リアナの情報がアップデートされていないエージェント

皆様、是非お越しください。お申込みはこちら 

 
   ANA クラウンプラザ広島      ANA クラウンプラザ福岡 

 

 

 

■4 月 マリンダイビングフェアに出展 

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

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

ンダイビングフェア 2017”に出展いたします。マリアナ

の最新の情報提供を行わせていただく他、サイパン島、ロ

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

情報や現地の情報なども聞くことが可能です。 

4/7 の 15:00～はマリアナ政府観光局としてデスティネー

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 

 

 

■新ツアー『ファミリーアドベンチャー』 

MARIANAS TREKKING 

ジャングルの中のローカルファームに立ち寄った後は、ウミ

ガメの産卵で有名なビーチで スノーケリング。最後にはサ

ーキットでゴーカートを体験。 

お子様に人気のプランを詰め 

込んだ新アドベンチャーです。  

 詳細はこちら 

 

What’s NEW from Marianas 
マリアナ最新情報 

新料金のお知らせ 

AQUA RESORT CLUB SAIPAN 

4 月 1 日よりアクアリゾートクラブ内各レストランのお食

事が新料金に。ダンスショーも楽しめるサンセットビーチ

バーベキューは$60～。コスタレストランの各種ビュッフ

ェは$35～。日曜のシャンパンプランチ($35)も人気です 

詳細はこちら  

 

アイリ・スターライトバーベキュー 新料金 

GRANDVRIO RESORT SAIPAN 

ライブミュージックとボリューム満点のバーベキュー料

理、ビール・ソフトドリンク・ワインも飲み放題という人

気の BBQ コースが 4 月～新料金に。（毎日開催） 

料金：大人＄39、12 歳未満の子供＄19（6 歳未満は無料） 

詳細はこちら  

 

■オール・インクルーシブを楽しむ 

KENSINGTON HOTEL SAIPAN 

滞在中「ケンジントンパスポート」を提示すると、1 日 3 回

お好みに応じてはビュッフェ、和食レストラン、中華レスト

ランや、サンセットバーベキューを 

お楽しみいただけます。その他、 

アクティビティも全て無料！ 

詳細はこちら 

 

 

■マリアナラウンジ OPEN! 

MARIANA GRAND SERVICE 

4 月 15 日、深夜早朝便でのご到着・ご出発のお客様にとっ

て快適で合理的に利用できるラウンジがガラパン地区にオー

プン！大人$15／子供（2～11 歳）$7.50 で、シャワー、

WIFI など利用できる他、 

有料で飲食も可能。 

詳細はこちら 

 

 

■タクシーの乗り放題 or 完全チャーター セダン／ワゴン 

PACIFIC DEVELOPMENT INC. 

1 日券$25 でタクシーをフル活用して観光、アクティビティ

を楽しんだり、仲間、家族でセダンやワゴンを完全チャータ

ーしてわがままツアーを実践したり。PDI では様々なサービ

スを提供中。大人気「マニャガハ島送迎 

が無料でついてくる！マリンスポーツ 

三昧キャンペーン」は 6/30 まで延長に！ 

詳細はこちら メール：information@pdisaipan.com  
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～ マリアナ あんなこと、こんなこと ～ 

APR. 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 

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

MAY 
6, 13, 20, 27   

/ sat 
19th Annual Taste of the Marianas / 第 19 回 テイストオブマリアナ 

27- 28 / sat-sun Marianas Trench Fishing and Seafood Festival / マリアナ海溝フィッシン

グ＆シーフードフェスティバル 

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 

■（注意）PIC サイパン 改装情報 

PIC サイパンは以下の期間でバスルームの改装が入ります 

3/1-7/15, 9/1-12/15 まで。またウォータースライダーも今年

5 月～10 月（予定）にかけて工事が入る予定です。 

詳細はこちら 

 

 

 

■3 月 25 日 第 12 回サイパンマラソン 報告 

3 月 25 日（土）に、総勢 599 名のエントリーをいただいた

第 12 回サイパンマラソンが無事終了。今年も 50K、フル、

ハーフ、10K の各レースで様々なドラマがありました。新郎

新婦のウエディング姿で５０K を走り抜いたカップルはこの

後本当に挙式されるとのこと。表彰式では間寛平さん率いる

よしもとの芸人の皆さんがプレゼンターを務めた他、お笑い

ライブもあり、温かい雰囲気で今年も終了。2018 年は 3 月

10 日（土）の開催予定です。ツアー造成を宜しくお願い致し

ます！  

参加芸人：間寛平、村上ショージ、たむらけんじ、テンダラ

■ミクロネシア初 IRONMAN70.3 報告 

3 月 11 日（土）、ミクロネシア初開催となる記念すべき

IRONMAN70.3（主催：株式会社アスロニア/KFC トライア

スロンクラブ）がサイパンにて開催された。エントリー数

は 165 名(内 日本人 81 名)、参加者数 152 名（日本人 74

名）、完走者数 118 名（日本人 56 名）。大会実施前のリ

ードタイムが短ったにもかかわらず 18 か国からのエントリ

ーがありました。結果はこちら 

 

■今後のメディア露出情報 

4 月以降 以下のメディア露出が予定されています。 

＜紙(誌)面＞  

シティリビング 4/14 付『ガールズトリップ・サイパン』 

CANCAM 4/23 売『3 連休にひとっ飛び！マリアナでできること

全部♡』 

OGGI  4/28 売 『3 つの島、マリアナの楽しみ方』 

REGINA 5/7 売『マリアナを遊びつくす 12 の HAPPY リスト』 

月間ダイバー 5/10 売 『大島優子さん IN SAIPAN（仮）』 

アンアン  6/7 売 『マリアナで過ごす至福の休日（仮）』 

HANAKO 6/8 売 『サイパンのおいしいもの（仮）』 

 

 

 

 

 

→ メディア露出 続き ＜テレビ・オンライン＞ 

毎日放送 4/1 放送『せやねん！』 “今週の気になるお金”コーナー 

フジテレビ 5/4 放送 『ノンストップ』“祝日旅企画 ・3 日間で行く 

サイパン旅（仮）” 

RETRIP 4・5・6 月で各 1 回 （計 3 記事） 

女子旅プレス  6・7 月で各 1 回 （計 2 記事） 
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