
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  7 月のサイパンは現地も PR 関連でも色々な動きがありました。“マリアナ、30 の宝もの。”を撮影し

た自然写真家 高砂淳二氏が再度マリアナへ行き、新しいイメージを撮影。またドローンを使った空撮も実施。お天気にも恵ま

れ、魅力的なイメージ＆映像が撮れました！そしてお待ちかねの大型豪華カジノ ”インペリアルパシフィック“ が 7 月 6 日に

ついに OPEN! まだソフト OPEN ですが、それでもかなり豪華なカジノです。今月も内容盛りだくさんでお届けいたします。

 

■６月渡航者数 

６月日本人渡航者数は、昨年同時期に

比べ減。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あり敬遠さ

れている模様。1 日 1 便の直行便だけではく、地方のグアム経由便を利用したツアーも伸び悩んでいる状況

■7 月 サイパン国際空港に APC 導入 

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

国にかなり時間がかかっている問題を受けて、APC

（AUTOMATED PASSPORT CONTROL：自動入国審査端

末）が 7 台、7 月 17 日にサイパン国際空港に導入されまし

た。ESTA ラインも復活し、ESTA のある方は有人ブースで

も APC でも、ほぼストレスなく入国審査を通り抜けられる

ようになりました。是非マリアナ渡航に際しては ESTA の取

得をお客様にお勧め下さい。 

 

■Imperial Pacific Resort Hotel Saipan カジノ OPEN 

7 月 6 日（木）、サイパン中心部ガラパン地区に大型のカジ

ノ “Imperial Pacific“がついに OPEN 致しました！これまで

DFS の一角で営業していた Best Sunshine カジノはこれに

伴いクローズ。新カジノ OPEN と同時に、カジノフロアに

隣接して 24 時間営業のビュッフェレストランも OPEN。ホ

テル本体の営業開始は 2018 年夏になりそうですが、ミシュ

ランの☆獲得のシェフ 5 名のレストランも随時 OPEN 予定

なので今後の情報にご期待下さい。 

詳細はこちら                           

  2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 対前年同月比 

日本 6 月 7,601 6,305 4,708 3,838 -18.5% 

全体 6 月 35,638 38,342 41,502 55,066 32.7% 

＜今月の TOPIC＞ 

■６月渡航者数 

■サイパン国際空港 7 月に APC 導入 

■Imperial Pacific カジノ OPEN！ 

■イベント情報 8 月/9 月 

■マリアナ あれこれ 

■メディア露出情報（雑誌、テレビ、 

オンライン）  

■メディア情報 

■マリアナ観光マイスター検定スタート 

■デルタ航空 サイパン線大型化 

■マリアナ最新情報 
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■マリアナマイスター検定スタート 

7 月 31 日、旅行会社の店頭スタッフや企画担当者、観光

業従事者などを対象とするオンライン検定「マリアナ観光

マイスター検定」がスタート。検定を通じて受講者に、マ

リアナの観光資源をより深く学んでもらうことを目的とし

ています。検定は、全 35 問の 4 択問題。制限時間 20 分

のなかで 30 問以上正解すると合格となり、次のレベルの

検定を受けることが可能に。レベルは、ブロンズ、シルバ

ー、ゴールドの３つで構成され、現時点で公開されている

のはブロンズのみですが、 

シルバー、ゴールドも順次 

スタートします。 

受検希望者はこちらから 

■デルタ航空 サイパン線 11 月中旬から新機材に 

デルタ航空は 現在 NRT/SPN 間で運行中の B757（161

席）を 11 月 17 日から 2018 年 3 月末までデルタコンフ

ォートプラスを 22 席増やした機材にて運航することを確

定。月間約 700 席が増えることになり、供給座席の少なさ

を指摘されてきたサイパン便には久しぶりの朗報となりま

した。変更後の新機材は 75P  (BUSINESS CLASS 20 席 / 

DELTA COMFORT+ 41 席 / MAIN CABIN 132 席   

TOTAL193 席)で、全ての 

座席にシートモニター完備。 

サイパンへの空の旅が益々 

快適に。皆様の販促協力を 

何卒宜しくお願い致します！ 

 

 

 

■サイパンに１つだけ！ スイーツ専門店 

I LOVE SAIPAN 

アイラブサイパンのスイーツ専門店がパセオ デ マリアナ店の

隣に新装オープンしました。チョコレート、キャンディ、クッ

キー＆ビスケットからサイパン限定のスイーツまでたくさんの

種類が勢揃い。ここに来れば必ず好きなスイーツに出会えるは

ず。営業時間 AM9：00～11：00PM  

年中無休 

詳細はこちら 

 

 

What’s NEW from Marianas 
マリアナ最新情報 

■夏季限定プロモーション！ 

AQUA RESORT CLUB SAIPAN 

アクアリゾートでは、この夏アメリカ南部ルイジアナ州の郷

土料理をお楽しみいただける “ケイジャン料理！手づかみシ

ーフード”を催行します。盛り上がること間違いなしです。 

期 間：8/1(火) ～ 8/31(木) 

催行日：毎週火曜、木曜  

18：00～20：00 

料 金：コンボメニュー 

＄65.00～＄95.00（2 名様料金） 詳細はこちら 

 

■ケンジントンホテル 1 周年 ＆ 新プール完成！ 

KENSINGTON HOTEL SAIPAN 

ケンジントンホテルは 7/15 でオープン 1 周年記念を迎えま

した。そしてサイパン初となる新たなインフィニティ POOL

もこの度完成・公開しました。 

プールとマリアナブルーの美しい 

海が続いているかのような、極上の 

リゾート体験をこの夏ぜひ！ 

詳細はこちら 

 

 

■年に一度の First Class Beauty イベント開催中！ 

T ギャラリア サイパン by DFS  

T ギャラリアでは 8 月 1 日～30 日まで各ストアにて世界の旅

行者に捧げる最大のビューティー 

イベントを開催。限定特典や店内 

イベント、とっておきの美の秘訣 

などをご用意してお待ちしています 

年中無休 

詳細はこちら 

 

 

https://members.mymarianas.jp/meister/
http://www.starsandsplaza.com/
http://www.starsandsplaza.com/
https://aquaresortclub.premierhotel-group.com/saipan/post-1881/
http://www.kensingtonsaipan.com/
http://www.kensingtonsaipan.com/
https://www.dfs.com/jp/saipan/info/first-class-beauty-2017?icid=fcb17-jp-hp-s1a
https://www.dfs.com/jp/saipan/info/first-class-beauty-2017?icid=fcb17-jp-hp-s1a


 

 
 
 
 
 

イベントカレンダー詳細はこちら 

 

～ マリアナ あんなこと、こんなこと ～ 

AUG 19 / Sat Marianas Music Festival / マリアナ ミュージック フェスティバル  

SEP 2,9,16,23,30 / 
Sat 

3rd Annual Int’l Festival of Cultures / 第 3 回国際カルチャーフェスティバル 

9 / Sat KONQER Saipan / コンカー サイパン（イベント） 

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 

■JIN AIR 利用でサイパンだ$50 クーポンキャンペーン 

現在、JIN AIR を利用するサイパンへのツアーを組むと、

参加されるお客様 1 名(12 歳以上)に$50 のクーポンがプレ

ゼントされる”サイパンだ $50 キャンペーン”を現地の J-

ADHOC コミッティーが実施中です。実施期限は 9 月 30 日

まで。この$50 のクーポンはサイパンの各ギフトショッ

プ、レストラン、オプショナルツアーなどで幅広くご利用

いただくことが可能です。詳しくはご利用の現地オペレー

ターにご確認下さい。 

是非 JIN AIR を利用した 

ツアーでの送客をお願い致します。  

 

 

■大好評につき、継続決定！ 

PACIFIC DEVELOPMENT INC.（PDI）では現在行っている 

“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！” の好評を受けて、このキャンペーンを 9 月

30 日まで延長することを決定。3 大人気マリンスポーツ、バ

ナナボート、マリンジェット、パラセーリングが楽しめる人気

コースに申し込むと、なんとマニャガハ島送迎が無料でついて

くるもの。（入島料＄５は別途かかります） 

催行日：毎日 ９：００．１０：００．１１：００ 

販売価格：大人＄９９ / 子供＄７７(６歳～11 歳) 

最少催行人員：2 名から最大催行人員：各回６名 

詳細・お問い合わせはこちら 

 

 
■8 月は各地のイベントに参加します！ 

8 月は各地で様々なお祭り、イベントが開催されますね。

マリアナ政府観光局は今年も以下のイベントに参加、もし

くは現地からダンサーなどが来日します。 

8 月 25－27 日  名古屋 ど真ん中祭り  

→マリアナからダンスチームが参加します 

8 月 25－27 日  札幌 海外旅行フェア 2017 

→ BRAND USA と共同出展します  

8 月 26－27 日  高円寺阿波踊り 

→ マリアナからチームが参加します 

9 月 21－24 日  ツーリズム EXPO ジャパン 2017 

 

■メディア露出情報 

マリンダイビング (8/10 売)『マリアナブルー10 の絶景』6 ページ 

GOLF DIGEST TRAVELER (8/1 売) 『HAPPY GOLF ISLAND サイ

パン』4 ページ  

Fine(8/10 売)『絶対に訪れたい 47 の島』ロタ島 1 ページ 

cancam.jp 山本美月サイパンロケ舞台裏 他計 4 本掲載 

女子旅プレス『テニアン島＆ロタ島の魅力を徹底比較・人には教えたくな

いサイパンの離島で絶景ビーチを独り占め！』 

旅 MUSE『次の週末はどこにいく？「３時間半の楽園」サイパンへ！』 

旅 MUSE『次の３連休はマリアナへ✳ ３時間半で行ける極上リゾート・

サイパン』 

8 月の au三太郎の日に「３連休はマリアナ」きせかえ画像プレゼント！ 

 

http://japan.mymarianas.com/event/
mailto:mva@access-jp.jp
http://japan.mymarianas.com/
mailto:mva-pr@access-jp.jp
https://www.facebook.com/saipanda.mva/
https://www.instagram.com/mymarianas_mva/?hl=ja
https://twitter.com/saipanda_mva
http://japan.mymarianas.com/
http://www.pdisaipan.com/
http://www.pdisaipan.com/
https://cancam.jp/archives/414633
https://travel.mdpr.jp/travel/detail/1697396
https://travel.mdpr.jp/travel/detail/1697396
http://tabi-muse.com/collections/view/966/1
http://tabi-muse.com/collections/view/964/1
http://tabi-muse.com/collections/view/964/1
https://japan.mymarianas.com/agent/release/4959/

