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＜ご挨拶＞ Hafa Adai ! 6 月のサイパンは南洋桜ことフレームツリー（火炎樹）の花があちらこちらで満開を迎えています。
現地では 6 月 24 日にタガマン 51.50 というトライアスロンの短距離レースが行われ賑わいを見せました。日本からは 7 月末
に放送予定のテレビ番組（特番）の撮影がサイパンにて行われました。ご期待下さい。そして、いよいよガラパン地区に建設
中の豪華カジノが 7 月中にオープンする予定です。その他、今月も様々なマリアナの情報を皆様と共有させていただきます。
＜今月の TOPIC＞
■5 月渡航者数
■MVA

JIA Air 利用サイパン FAM

(福岡発：6/14 – 18)

■ヘルオブマリアナ 登録開始！

■イベント情報 7 月/8 月

■2018 年下期

■マリアナ

グループ向けインセ

あれこれ

ンティブキャンペーン発表

■メディア露出情報（雑誌、テレビ、

■マリアナ最新情報

オンライン）

■サイパン空港 7 月に APC 導入！

■メディア情報

■5 月渡航者数
2014 年

2015 年

2016 年

2017 年

対前年同月比

日本 5 月

7,203

6,487

4,417

4,094

-7.3%

全体 5 月

32,797

39,955

35,466

50,949

43.7%

5 月日本人渡航者数は、昨年同時期に
比べやや減。航空運賃の高止まりから
連動するツアー代金の割高感がＧＷ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。
■JIN AIR 利用 福岡発サイパン FAM

■7 月

3/26～の JIN AIR のスケジュール変更に伴い、

サイパン到着後の入国審査、特に深夜便で到着した場合の入

FUK/ICN/SPN の乗り継ぎが格段に便利になったことと、日

国にかなり時間がかかっている問題を受けて、APC

本向けのプロモーションレートが出ていることを受けて、マ

（Automated Passport Control：自動入国審査端末）が 7

リアナ政府観光局では福岡のエージェントを対象としたサイ

台、7 月上旬にサイパン国際空港に導入されることとなりま

パンの研修旅行を実施。（6/14～18

した。マリアナ入国に際して ESTA の申請は基本なくても大

4 泊 5 日）福岡の

サイパン国際空港に APC 導入

KEY のエージェント 6 社が参加し、サイパンのアクティビ

丈夫ですが、ESTA ラインも復活し、ESTA のある、なしで

ティ、ショーの視察はもちろん、ホテルの視察、さらに新し

入国審査を通り抜ける時間に格段の差が出る状況です。是非

く建設中のカジノ内部の視察も行わせていただきました。

渡航に際しては ESTA の取得をお客様にお勧め下さい。
＊APC イメージ

■12/2 開催 Hell of Marianas エントリー開始

■2018 年下期 グループ向けインセンティブキャンペーン

サイパン島をほぼ一周するコースで、走行距離 100KM、

昨年から定期的に行わせていただき好評をいただいており

獲得標高 1700Ｍという、バイクイベントです。上り下り

ますグループ向けインセンティブキャンペーンを、2018

の険しいコースはその名のとおり、地獄のような過酷なレ

年 9 月～12 月出発のグループに対しても行わせていただ

ースですが、毎年数多くのバイクファンやレーサーが大会

きます。15 名～50 名までのグループに対し、1 人につき

に参加。今年は 12/2(土)の開催で既にエントリーが開始

2,000 円のサポート金を提供させていただくものです。

されています。年々世界各国の参加者が増え、ファンライ

（人数に T/C は含みません）

ドとしても人気が出ている大会です。是非販促をお願い致

申し込み条件詳細、出発日に関しては以下の案内書をご参

します。申し込み・詳細はこちら

照下さい。サポート予算には限りがあり、無くなり次第終
了となりますので、
この点ご了承下さい。
案内書はこちら
申請書はこちら

マリアナ最新情報

What’s NEW from Marianas
■

レーザータグ・トーナメントで楽しむ！

■クリアランスセール開催中！

PACIFIC ISLANDS CLUB SAIPAN

T GALLERIA SAIPAN by DFS

PIC では、7/15 に「第 8 回レーザータグ・トーナメント」

T ギャラリア サイパンでは、7 月末まで超お得に買い物を

を開催！

レーザー銃を使ったサバイバルゲームで、競技場

お楽しみいただけるクリアランスセールを開催中！ コー

に設置された構造物に隠れながら相手チームのライフゲージ

チ、ジミー・チュウ、ケイト・スペード、マイケル・コー

を奪い合うものです。3 名 1 組で

ス、トリー・バーチなどの高級ブランドが最大で 50%オ

チームを組み、13 歳以上であれば

フ。商品がなくなり次第終了となりますので、早めのチェッ

参加可能。参加費は一人$10 で、

クをお薦めします。

参加者にはオリジナル T シャツが

詳細はこちら

プレゼントされます。
詳細はこちら

詳細はこちら

JUL
AUG

4 / Tue

Independence Day / 独立記念日 （～7/4 まで Liberation Festival 開催中）

15,16 /
Sat. Sun

33rd Saipan Int’l Fishing Tournament / 第 33 回サイパン国際フィッシングトーナ

12 / Sat

Electric Island Festival / エレクトリック アイランドフェスティバル

19 / Sat

Marianas Music Festival / マリアナ

イベントカレンダー詳細はこちら

メント

ミュージックフェスティバル

～

マリアナ

あんなこと、こんなこと

～

■大型カジノ Imperial Pacific 間もなく OPEN

■7 月は 28 周年のイベント月間 – アクアリゾートクラブ

サイパン中心部ガラパン地区に、間もなく大型のカジノが

アクアリゾートクラブ サイパンは 7 月で開業２８周年を迎え

OPEN 致します。(7/15 開業予定)

ます。ということで、7 月は様々なイベント・プロモーション

現在、車寄せエリアや

エントランス付近の最終工事＆チェック状態で、ロビーや

を展開致します。7/7 夜にはビーチバー＆プールサイドで 28

カジノフロアーはほぼ完成状態です。カジノの OPEN とと

周年イベントが(参加費$28+S/C)。また 7/31 までの月曜～土

もに 24 時間食事が楽しめるビュッフェも OPEN 予定。こ

曜は、コスタレストランでのランチビュッフェが 25%オフの

ちらのカジノが開き次第、現在 DFS 内にて営業している

$15.84(+10%S/C)

BEST SUNSHINE カジノは閉鎖。新カジノに移行します。

でお楽しみいただけます。

詳細はこちら

さらに毎週木曜は VINO
BAR にてお得なハッピー
アワーのイベントも。
ホテル詳細はこちら
■今後のメディア露出情報

■７月８、９日 DIVER FES at 代々木

7 月以降

出展

以下のメディア露出が予定されています。

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

＜紙(誌)面＞

ト広場にて開催される『DIVER FES』に出展致します。ブ

ゴルフダイジェストトラベラー

ースにて最新情報を提供する他、マリアナで購入できる商品

CanCam 7/23 売 9 月特集 ロケ in サイパン

の展示なども行う予定です。３万人集客規模の OCEAN

マリンダイビング

PEOPLE というイベントと同時開催なので、海好きが多く集

＜テレビ・ラジオ・オンライン＞

まることが期待されます。連日 11:00～20:00 の開催で
す。お時間のある方は是非お立ち寄り下さい。入場無料

テレビ東京 ネット（全国 6 局）7/29 放送 特番『家族・女子・シニア
まで大満足 ぶらり常夏マリアナ・サイパン旅』（仮）

マリアナ特設記事ページ＆記事掲載

旅 MUSE 7 月取材・掲載
■マリアナ観光マイスター検定

間もなくスタート！

5 ページ

8/10 売『マリアナの絶景 10』6 ページ

女子旅プレス 7/12

場所は OCEAN PEOPLE サイトを参照（こちら）

7 月夏号掲載予定

インスタグラマー2 名派遣

＜その他＞

旅行会社やエアライン、ホテルなどの現職の旅行業界関係

au とのコラボレーション企画 7 月に実施

お楽しみに！

者向けのマリアナ観光マイスター検定が間もなくスタート

ゲームアプリ「ワタシドラマ」とのコラボ企画 企画中！

致します。ブロンズ、シルバー、ゴールドの 3 レベルがあ

☆☆新しい配布資料情報☆☆

り、まず 7 月にブロンズレベルがスタート。

an・an 掲載の「サイパン、テニアン、ロタ。3 つの島で、ちょ

全 35 問の 4 択問題で制限時間は 1 回 20 分です。30 問以

っと一休み。3 連休はマリアナ。
」が配布資料に加わりました！

上正解すると合格となり、次のレベルの

詳細はこちら

検定を受けることが可能に。不合格の

掲載済みの最新メディア情報はこちら

場合でも、何度でも受検できます
のでご安心を。受検のためにはまず
会員登録が必須となります。

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

