
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  4 月のサイパンはフレームツリーフェスティバルが行われ、真っ赤な花とともに まさに夏のシーズ

ン到来です！そんなマリアナでは、メディアの取材も花盛り。大島優子さん（元 AKB）を筆頭に、色々な著名人の方が現地で

撮影を行っており、今後多くのメディアでマリアナが登場する予定です！秋にはサイパンにてゴルフの大会こと“マリアナイン

ターナショナルカップ” が行われることも決定し、7 月には日本での予選会も開催決定です。詳細は以下のニュースで！ 

 

■3 月渡航者数 

3 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、航空運賃の高止まりやツアー代金の割高感などがその他の要因として挙げられる。

■マリアナインターナショナルカップ 予選開催！ 

マリアナ政府観光局は今年 10/28(土)、29 日(日)にサイパ

ンで開催が決まった“マリアナインターナショナルカップ 

2017”（ゴルフ大会）の日本予選の詳細を発表。開催日は

7/10(月)。会場は茨城県にある名門コース大利根カントリ

ークラブにて。 

参加資格はアマチュアゴルファーで、70 組、280 名まで参

加可能。（36 ホール貸切にて催行） 

上位 30 名がサイパンで行われる決勝大会への参加資格を贈

与されることに。申し込み、詳細はマリアナ政府観光局のホ

ームページまで。応募締切は 6/26(火)まで先着順。 

詳細はこちら 

 
 
 

■2018 年上期 グループブッキングキャンペーン情報 

MVA は、大変ご好評をいただいております、15 名から 50

名（50 名以上のグループでも 50 名まで）を対象としたグ

ループブッキングインセンティブキャンペーンを 2018 年上

期（4 月～6 月出発）も引き続き行わせていただきます！ 

該当のグループ参加者 1 名につき 2,000 円をサポートさせ

ていただくものですので、報奨旅行、社員旅行、学生旅行、

大型家族旅行など、条件に該当する団体をお持ちの方は是非

以下の資料をご参照の上、申請書にて申し込みをお願い致し

ます。奮ってのグループ申請を宜しくお願い致します。 

キャンペーン概要はこちら 

申請書はこちら 

 

             

  2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 対前年同月比 

日本 3 月 13,396 8,808 6,352 4,913 -22.7% 

全体 3 月 40,613 42,539 37,317 54,841 47.0% 
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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 

JUN 
24 / sat Tagaman Triathlon  / タガマン トライアスロン 

  

■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た 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したが、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紹介させていただきました。広島で

は 28 名、福岡では 31 名の KEY のエージェントの方々

にご参加いただきました。 

 

 

■マリアナセミナー in 仙台 

マリアナ政府観光局は 4 月 26 日（水）、仙台国際ホテル

にて“マリアナ アップデートセミナー2017”を開催。アシ

アナ航空、仙台国際空港とともにインチョン経由でも行く

ことができるマリアナの楽しみ方を、参加 25 名のエージ

ェントの方々にご案内させていただきました。セミナーの

様子やマリアナに関する情報は 5 月 26 日号のシティリビ

ング仙台版にても紹介される予定です。 

 

 

 

 

■「マジック・ロックス サイパン」連日大好評公演中!! 

SANDCASTLE SAIPAN 

世界で唯一のショー「マジック・ロックス サイパン」がつ

いに 2017 年 4 月に初ステージを迎えました。 ロックミュ

ージックときらびやかな照明にあわせて展開するショーは、

お子様、グループ、ウェディング等あらゆる層のお客様にお

楽しみ頂ける内容です。もちろんホワイトタイガーも健在！ 

 詳細はこちら 

 

What’s NEW from Marianas 
マリアナ最新情報 

エイやサメと触れ合えるユニークな体験を！ 

SEATOUCH – AT FIESTA RESORT SAIPAN 

気軽にエイやサメと触れ合える場所があるのをご存知です

か？ フィエスタリゾートのビーチサイドにあるシータッチ

ではこのような貴重な体験ができる 1 時間のプログラムを

提供中です。怖いことはありません。ぜひチャレンジを！ 

料金：大人＄65、12 歳未満の子供＄40 

詳細はこちら 

詳細はこちら  

http://www.marinedivingfair.com/
http://www.marinedivingfair.com/
http://www.marinedivingfair.com/
https://www.saipan-sandcastle.com/
https://www.saipan-sandcastle.com/
http://www.sea-touch.com/
http://grandvrio-saipan.com/restaurant_airi.html


～ マリアナ あんなこと、こんなこと ～ 

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 

■5 月２７、28 日 関空旅博に出展  

マリアナ政府観光局は、5 月の最終土日に関空にて開催され

る『関空旅博 2017』に出展致します。ブースにて最新情報を

提供する他、新しく作成した資料なども配布させていただき

ます。関西圏でお時間のあるエージェントの方は是非お立ち

寄り下さい。なお、5 月 27 日（土）の 13:30～ 45 分間、関

西空港会議場 鷺の間にて”3 連休はマリアナ。” をテーマに

した海外旅行セミナーも行います。こちらも是非お越し下さ

い。関空旅博 HP はこちら 

  

 

 

■次回のヘルオブマリアナは 12/2(土) 

第 11 回ヘルオブマリアナが 12 月 2 日（土）にサイパン島

で開催されます。ミクロネシアでもっとも過酷なバイクレ

ースと呼ばれる当大会。走行距離 100KM、獲得標高

1700M のタフなコースは、島の緑と太平洋の青で彩られる

絶景を堪能できるコースでもあります。1 名での参加はも

ちろん、4 人 1 組リレーでのファンライド参加も人気で

す。ぜひツアー造成をお願い致します。前回詳細はこちら 

 

 

■今後のメディア露出情報 

５月以降 以下のメディア露出が予定されています。 

＜紙(誌)面＞  

REGINA 5/7 売『ゴルフ天国サイパンで、イマドキな週末の遊び方教

えます！マリアナを遊びつくす！12 のハッピーリスト』 

月刊 DIVER 5/10 売 『SAIPAN LOVES YOU 大島優子サイパン

に夢中』(11P ダイビング特集) 

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）』 

ゴルフダイジェストトラベラー 7 月掲載予定 

マリンダイビング 8 月掲載予定 

＜テレビ・オンライン＞ 

テレビ東京 5/7 深夜 3:10～（60 分）『こだわりトリップサイパン編～

海外のオプショナルツアーって、やっぱいいんですか？』 

 

 

 

 

フジテレビ 5/5 放送 『ノンストップ』“祝日旅企画・3 日間でいく 

サイパン旅（仮）” 

テレビ東京 7/29 放送 特番『3 連休でいく一休みマリアナ旅』（仮） 

RETRIP 5・6 月で各 1 回  

女子旅プレス  6・7 月で各 1 回 （計 2 記事） 

旅 MUSE 7 月取材・掲載予定 

マリアナちゃんウェブページ公開スタート こちら 

 

 

 

■サイパンのローカルブランドに注目★★★ 

サイパン発ローカルブランドで人気急上昇中の”THE 670 

ROCKSTEADY SHOP” が、ガラパンの DFS 内にオープ

ン。T シャツやキャップなど ちょっとストリートチック

なユニークなアイテムが揃って 

います。いかにも..、的なお土産 

ではない新たなサイパンブランドを 

お土産に是非！ 

詳細はこちら 

 
■現地の清掃活動のご紹介 

サイパンを訪れる観光客の皆さんに少しでも気持ち良く、

快適にお過ごしいただけるよう、サイパンでは定期的に様

座なグループがボランディアで町中やビーチの清掃活動を

行っています。4 月末には JSTA (JAPAN SAIPAN TRAVEL 

ASSOCIATION) の方々 + 韓国旅行協会の方々も参加して 

ゴミを拾うなどの清掃活動を 

早朝から行なって下さい 

ました。現地の皆さんの 

サイパンを思う気持ちに 

感謝ですね。 
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