
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  季節的には 8 月も 9 月も雨期にあたるマリアナ。お出かけ前に大概の人が様々な天気予報を見てから

出発されると思いますが、この時期は傘マークのオンパレードだったりします。台風が近場で発生していたり、直接影響しな

い限り 1 日中雨なんてことはまずありません。先日もずっと雨マークの予報の中渡航したら現地は素晴らしい快晴！皆さん、

決して天気予報をうのみにして、貴重な渡航チャンスを逃しませんように！では今月も現地からの最新情報をお届けします。

 

■7 月渡航者数 

7 月日本人渡航者数は、昨年同時期に

比べ減。デルタ航空が料金を出すも、

競合するグアム、ハワイなどの料金が

LCC の就航などにより値下がりし、サイパンツアーの割高感につながっていることが主な要因と思われる。

■UA 主催 ミクロネシアセミナー参加 

マリアナ政府観光局は 8/3 に仙台で開催されたユナイテッ

ド航空主催のミクロネシアセミナーに参加。GVB、パラオ政

観、ブランド USA とともにプレゼンテーションを行いまし

た。総勢 72 名のエージェントスタッフが参加し、セミナー

後の懇親会まで精力的に最新情報の提供および意見交換を行

わせていただきました。参加者の中でサイパンへ過去訪れた

ことがあるのは 1 割弱程度。近年かなりの変貌を遂げたマリ

アナの最新情報に、 

多くの参加者が興味を 

持ってくれました。 

■札幌海外旅行フェア 参加 

マリアナ政府観光局は 8 月 25 日～27 日に札幌は北海道庁

前の札幌市北３条広場（アカプラ）にて開催された海外旅行

フェアに参加。札幌（北海道）の皆様にマリアナの PR と資

料配布を行わせていただきました。速報値では約 20,000 人

以上の来場者が 3 日間でありました。直行便が札幌から出て

いないこともあり、サイパンへどのように行ったらいいの

か、という質問をはじめ、テニアン島、ロタ島への国内線の

質問が出るなど、多くのマリアナファンのお客様にも会うこ

とができ、新しい情報を届けることもできました。                      

  2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 対前年同月比 

日本 7 月 6,307 5,624 4,172 3,385 -18.9% 

全体 7 月 37,253 40,882 47,736 59,463 24.6% 

＜今月の TOPIC＞ 

■7 月渡航者数 

■UA 主催ミクロネシアセミナー参加 

■札幌 海外旅行フェア出展 

■イベント情報 9 月/10 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 

■広島 教育旅行セミナー参加 

■マリアナ観光マイスター検定  

シルバーレベル 9/1～スタート！ 

■マリアナ最新情報 
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イベントカレンダー詳細はこちら 

SEP 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） 

11-16 /       
Mon-Sun 

Rota Coconut Festival / ロタ ココナッツフェスティバル 

OCT 9 / Mon Commonwealth Cultural Day / 文化の日（祝日） 

21 / Sat 3rd Annual Marianas Ukulele Festival / 第３回マリアナウクレレフェスティバル 

28 / Sat American Red Cross Club 200 Dinner / アメリカ赤十字クラブ 200 ディナー 

■マリアナ観光マイスター検定 続報！ 

7 月 31 日から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してスタートしたオンライン検定

「マリアナ観光マイスター検定」。既に多くの方に受講し

ていただき、続々と合格者がでている状況です。9 月 1 日

からは次のレベルであるシルバーレベルの検定がスタート

致しました。不合格になった場合も、最後にどこを間違え

たのか、が分かるように設定されいるので復習も可能です

し、再受験も可能です。ブロンズ → シルバーとどんどん

レベルを上げて行きましょう。 

間もなくゴールドもスタート 

予定です。（9 月末を予定） 

受検希望者はこちらから 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■新たにアクアパークが OPEN! 

KENSINGTON HOTEL SAIPAN 

ケンジントンホテルでは、あらたに以下の写真のような海上

にブイで造られた巨大アクアパークが登場！ライフジャケッ

トとアクアシューズ着用ですので、大人からお子様まであら

ゆるお客様に安心してお楽しみ 

いただけます。常にライフガー 

ドがいるので更に安心です。 

営業時間： 毎日 10:00~17:00  

(休憩: 12:00~13:00) 

料 金：無料（ホテルゲストのみ）ホテル 

ホテル情報はこちら 

 

■帰国日ショッピング＆新店舗のご案内 

T ギャラリア サイパン by DFS  

T ギャラリアでは 9 月中旬～12 月中旬まで各ストアにて、T 

ギャラリア内コンシェルジェデスクに以下のクーポンをお持ち

いただくと、$10 商品券とゴディバチョコレート（2 個入）が

もらえるお得な帰国日ショッピング 

イベントを開催致します。 

また８月には新たなブランド 

スイスの SEVEN FRIDAY が 

仲間入り。是非お立ち寄り下さい。 

T ギャラリア詳細 

 

 

■教育旅行セミナー in 広島 参加 

マリアナ政府観光局は、8 月 23 日（水）に広島空港主催

により広島市内で開催されました教育旅行セミナーに参

加。なぜマリアナが修学旅行・語学研修の場所としてふさ

わしいのか、をプレゼンさせていただき、ワークショップ

にても資料を配布させていただきました。当日は 30 名ほ

どの学校関係者と旅行会社のスタッフが参加し、各観光局

（韓国、マレーシア、 

香港、台湾、フィリピン、 

グアム）からの情報を 

入手していました。教育 

旅行用の資料もあります 

ので必要な方はお問合せを。 

http://japan.mymarianas.com/event/
https://members.mymarianas.jp/meister/
http://kensingtonsaipan.com/jp/
https://www.dfs.com/jp/saipan/stores/t-galleria-by-dfs-saipan#events-and-promotions
https://www.dfs.com/jp/saipan/stores/t-galleria-by-dfs-saipan#events-and-promotions


～  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 

■サイパンだ $100 クーポンプレゼントキャンペーン 

日本サイパン旅行協会（JSTA）主催、マリアナ政府観光局

協賛の“サイパンだキャンペーン”が 10 月から新たにスター

ト！ 今回は先着 1800 名様（12 歳以上）にオプショナル

ツアーでもレストランでもショッピングでもご利用いただ

ける 100 ドルのクーポンがプレゼントされるというもの。

詳しくはご利用の現地オペレーターにご確認下さい。先着

1800 名ですので、配布後半には対応できない場合もござい

ます。この点ご注意下さい。 

クーポン配布期間： 

2017 年 10/1 ～12/31 日本発 

概要はこちら 

 

 

■ツーリズム Expo2017 はマリアナブースへ！ 

マリアナ政府観光局は今年もツーリズム EXPO2017 に出展致

します。現地のクラフト体験（バナナペインティング、マーマ

ー作り、ココナッツオイル作りなど）ができるコーナーや、観

光大使である“マリアナちゃん”とミスマリアナとの記念撮影も

可能。素敵なマリアナ商品が当たるゲームや、サンプリングも

行われる他、AR アプリを利用したマリアナ動画の放映も行わ

れます。また 9/23 の午前 10:30 

からは東ホールのステージ B にて 

マリアナちゃんのダンスが楽し 

めるステージも。MVA のブースに 

是非お立ち寄りください！ 

  

 

 

■メディア露出情報 

☆旅 MUSE / インスタグラマーSAKIE さん記事（7/24 掲載） 

「次の週末はどこにいく？「３時間半の楽園」サイパンへ！」 

http://tabi-muse.com/collections/view/966/1 

☆旅 MUSE/ インスタグラマーnanaco さん記事（7/31 掲載） 

「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』」 http://tabi-muse.com/collections/view/964/ 

☆CanCam.jp（8/6 公開） 

山本美月、CanCam 卒業ページの舞台裏！サイパンのスーパーでみんなが

買ったもの！ https://cancam.jp/archives/449241 

☆CanCam.jp（8/11 公開） 

山本美月、卒業ページの舞台裏 サイパンのフォトジェニックスポット５

選（2017.8.11 公開） https://cancam.jp/archives/450963 

☆月刊マリンダイビング（9/8 公開予定）   

「透明感マックス！サイパン・テニアン・ロタ 今すぐ見に行きたい、潜

りたい。マリアナブルー10 の絶景」  

http://marinediving.com/area/saipan/superb_view/ 

■au x マリアナ政府観光局「三太郎の日」コラボ 

マリアナ政府観光局は、写真家・高砂淳二氏が撮影したマ

リアナ 3 島の写真による、“「３連休はマリアナ。」オリ

ジナルスマホきせかえ無料配信プレゼント”を 8 月の 3・

13・23 日の au「三太郎の日」に行いました。（対象は

au スマートパス会員） 8/3 にサイパン島のきせかえ画

像、8/13 にテニアン島、8/23 にはロタ島のきせかえ画

像がプレゼントされました。対象 3 日間でのキャンペー

ンページの PV 数は約 80,000、きせかえ画像のダウンロ

ード数は約 1,600 でした。美しいマリアナの風景が待ち

受けになるというユニークなコラボレーションでした。 

 

■MVA x ワタベウエディングコラボ企画スタート 

マリアナ政府観光局はワタベウエディングと㈱ボルモとコラボ

レーションし、モーション型読み物アプリ「ワタシドラマ」の

「WATABE WEDDING × 婚活ガール 花嫁体験ストーリー」

を 8 月 25 日から配信を開始致しました。 

サイパンでのリゾートウェディングや、 

マリアナ政府観光局監修による、美しい 

マリアナの観光地を楽しめるシミュレー 

ションシナリオです。詳細はこちら！ 
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