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＜ご挨拶＞ Hafa Adai !

5 月のサイパンは恒例のテイスト オブ マリアナというグルメイベントが毎週土曜日に行われ、多く

のお客様で賑わいました。ここ最近はお天気も安定していて、まさに夏シーズン到来です。ダイビングにもゴルフにもいい季
節となっています。6 月２４日にはタガマン 51.50 というトライアスロンのレースもサイパンにて行われます。ビーチでのん
びりも良し、アクティブに海、山のレジャーを楽しむも良し。今月も内容盛りだくさんでマリアナの情報をお届けします。
＜今月の TOPIC＞
■4 月渡航者数
■MVA&アシアナ航空共催

■イベント情報 6 月/7 月

■Brand USA ワークショップ in
サイパン

FAM (5/12 – 15) ＆6 月 FAM 情報

■関空旅博 2017 出展

(5/27,28)

■メディア情報

■４月渡航者数

比べやや減。航空運賃の高止まりから

■メディア露出情報（雑誌、テレビ、
オンライン）

■マリアナ最新情報

■マリアナセミナーin 札幌(5/22)

4 月日本人渡航者数は、昨年同時期に

あれこれ

■マリアナ

名古屋・大阪

2014 年

2015 年

2016 年

2017 年

対前年同月比

日本 4 月

6,962

6,037

4,269

3,857

-9.7%

全体 4 月

32,035

40,473

35,394

52,438

48.2%

連動するツアー代金の割高感がＧＷ前
半などでターゲットとなるファミリー層などに敬遠されたことなどがその要因として挙げられる。
■アシアナ航空（仙台）共催 サイパン FAM

■マリアナセミナー

マリアナ政府観光局はアシアナ航空（仙台）と協力し、仁川

マリアナ政府観光局はユナイテッド航空の協力の下、５月

経由のサイパンＦＡＭを催行。(5/12～15)

２２日

参加エージェ

in 札幌

札幌のホテルモントレ エーデルホフにてマリアナ

ントは 6 社。 中２日と短い日程ながら精力的にホテル、ア

セミナーを開催させていただきました。26 名の参加者に向

クティビティなどを視察し、サイパンの現状と、どのような

けて、マリアナのここ数年のマーケット状況を始め、現在観

楽しみ方 ができるのか、を参加者自身で体験、体感してい

光局として進行中のキャンペーン、プロモーションの案内、

ただきました。 今後の仙台発のサイパンツアー造成に期待

現地の最新情報などを、様々な映像、画像を利用して紹介さ

です。 6 月中旬には JIN AIR を利用した福岡発（仁川経

せていただきました。途中

由）のサイパン FAM も行われます。地方発の FAM は今後も

らがのラフなスタイルのセミナーにて、サイパンを中心とし

継続的に行っていく予定です。

たマリアナの魅力をアップデートいただけました。

昼食を召し上がっていただきな

出展しました

■Brand USA ワークショップ - in 名古屋・大阪

■関空旅博

マリアナ政府観光局は 5/25（木）に名古屋、5/26（金）

マリアナ政府観光局は 5 月 27 日～28 日、関西国際空港

に大阪にて開催された BRAND USA 主催のアメリカワー

にて開催された“関空旅博 2017”に出展いたしました。2

クショップに参加。15 分間のセッションにて複数のエー

日間で 42,000 人もの来場者を迎えた西日本最大の旅博

ジェントの皆様に現在のマリアナのセースルポイントを紹

で、マリアナブースでは資料配布の他、お客様からの質問

介させていただきました。ワークショップ自体には名古屋

にも答えさせていただきました。小さなお子さんには、ス

では 43 名、大阪では 61 名の KEY のエージェントの方々

テッカーやボールペンなどもプレゼント。ファミリーで

にご参加いただき、フライトがあればサイパンを売りたい

も、女子旅でも、ゴルフ目的でも、ダイビング目的でも楽

という声も多く

しめるマリアナの魅力をお届けしました。27 日（土）に

いただきました。

は「マリアナセミナー」も開催しました。

マリアナ最新情報

What’s NEW from Marianas
■

ベストシーズンのロタ島より

■サンセットビーチ沿いの新ホテル

ROTA SCUBA CENTER RUBIN

SURFRIDER RESORT HOTEL

ロタ島のベストシーズンは 9 月一杯

ため息がでるほど美しい夕日が眺められるススペのサンセッ

まで続きます。ロタホールの光の

トビーチ沿いに、ビジネスでもレジャーでも対応可能な新し

シャワーはまるでクリスタルに閉じ

いホテル、サーフライダー・リゾートホテルが 3 月に誕生し

込められたよう。ダイバーは世界一

ました。ホテル前のビーチには、朝食などを気軽に楽しめる

の透明度の海中で６０Ｍ先まで見渡

SURF CLUB というレストランも。早くも人気を集めていま

せます。いつか潜りたい憧れの海が

す。詳細はこちら

ここにあります！

ロタ島へはグア
詳細はこちら

ム経由、サイパン経由どちらからも
アクセス可能です。
詳細はこちら

JUN

24 / sat
24 / sat

Saipan TAGAMAN 51.50 Triathlon / サイパン タガマン 51.50 トライアスロン
HANMI Charity Classic Golf Tournament / ハンミチャリティーゴルフトーナ
メント

JUL

15, 16 /
Sat. Sun

Saipan Int’l Fishing Tournament / サイパン
トーナメント

インターナショナル フィッシング

～

マリアナ

あんなこと、こんなこと

～
DIVER FES at 代々木

出展

■サイパンの地ビールを是非！

■７月８、９日

今や世界各地でも地ビールが人気です。常夏、南国のサイ

マリアナ政府観光局は、7 月の 8, 9 日に代々木公園イベント

パンにも、実はとっても美味しい地ビールがあるのをご存

広場にて開催される『DIVER FES』に出展致します。ブース

知ですか？

サイパンで地ビール？と意外に思われる方も

にて最新情報を提供する他、マリアナで購入できる商品の展

多いと思いますが、これがまた美味しいのです。ジョーテ

示なども行う予定です。３万人集客規模の OCEAN PEOPLE

ンなど街中のスーパーでもこの缶ビールを購入できるよう

というイベントと同時開催なので、海好きが多く集まること

になりました。年内には大型の醸造所も完成し、視察、

が期待されます。連日 11:00～20:00 の開催です。お時間の

Tasting も可能となりますので、お楽しみに！詳細はこちら

ある方は是非お立ち寄り下さい。

■女性にお薦め！！ Cafe MangoSix★★★
旅先での楽しみの１つはグルメ！しかも 女子旅だと美味し

■今後のメディア露出情報

くて、インスタ映えする Sweets があればなおさら Good。

6 月以降

ということでご紹介したいのが “カフェ マンゴーシック

＜紙(誌)面＞

ス”。パフェ系からかき氷、コーヒー

an・an 6/7 売

まで充実のラインアップ。数人でワイ

Hanako

ワイ シェアして楽しむことをお薦め

ゴルフダイジェストトラベラー

します。

CanCam 7/23 売 9 月特集 ロケ in サイパン

詳細はこちら

マリンダイビング

年間を通してスポーツイベントが盛んなサイパンでは、今
月も “サイパン タガマン 51.50 トライアスロン”というレ
ースが６月 24 日（土）にサイパンはススペにて行われま

ラン 10KM の計 51.50ＫM を競う
もので、応募締め切りは 6 月 20
日まで。1 等賞金は$1,000 です。

『マリアナで過ごす至福の休日。』8 ページ

6/8 売 『青い海とビールと・・・』2 ページ
7 月掲載予定

8/10 売『マリアナの絶景 10』

＜テレビ・ラジオ・オンライン＞

■タガマン 51.50 トライアスロン

す。 スイム 1.5KM、バイク 40KM、

以下のメディア露出が予定されています。

テレビ東京 ネット（全国 6 局）7/29 放送 特番『3 連休でいく一休み
マリアナ旅』（仮）

RETRIP マリアナの記事掲載
女子旅プレス マリアナ特設記事ページ＆記事掲載
旅 MUSE 7 月取材・掲載予定
＜その他＞
6/10 ヘルオブマリアナ(12/2 開催)のウェブページ公開

毎年行われていますので、興味の
ある方は是非以下を参照下さい。
詳細はこちら

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

