
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  10 月のマリアナは、日本同様この時期としては遅い台風のタマゴが発生することもあり、お天気に

悩まされた月でした。スコールが来る回数が多かったですね。現地では第 3 回マリアナ ウクレレフェスティバルが行われた

り、10 月末には第 1 回のマリアナ インターナショナルカップというゴルフトーナメントも開催されるなど、イベントも盛り

だくさん。日本人も多く参加されました。日本は冬にまっしぐらですが、常夏のマリアナはこれからベストシーズンです！

 

■9 月渡航者数 

9 月日本人渡航者数は、昨年同時期に

比べ減。9 月までパッケージも含めた

航空運賃が高止まりしていたこともあ

り、他の競合デスティネーションに勝てなかったことが要因と思われる。

■デルタ航空共催 マリアナ新アンバサダーFAM NO.２ 

マリアナ政府観光局はデルタ航空共催の下、10/14～の３泊

４日の日程にて第 2 回目のサイパン研修旅行を実施。今回も

参加者は新マリアナアンバサダーとして認定されたエージェ

ント＋サイパン未体験者の 10 名。海のアクティビティはも

ちろんのこと、陸上では大人の男性も思いっきり楽しめるバ

ギーツアーを体験。夜は巷の SPA やショップ、レストラン

のレベルをチェックしたり十二分に活動いただきました。次

回既存のアンバサダー向け研修は 12 月頭を予定していま

す。 

 

 

■デルタ航空 サイパン便 11/4～全席モニター付に！  

デルタ航空は 11 月 4 日より NRT/SPN 便の機材を、ボーイ

ング 757-200(75P)機に変更。これによりサイパン便は全席

シートモニター完備のより快適な機材になりました。機材変

更後の座席の仕様はビジネス 20 席、デルタコンフォート＋

41 席、メインキャビン 132 席の合計 193 席。サイパンま

でのフライト時間は３時間半と短いながらも、シートモニタ

ー完備で楽しめるエンターテイメントは大充実。前後のシー

トピッチが 10cm 広いデルタコンフォート＋もたかが

10cm、されど 10cm です。 

是非ご体験下さい！                 

  2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 対前年同月比 

日本 9 月 9,214 8,059 4,835 4,233 -12.5% 

全体 9 月 35,287 39,249 43,264 50,848 17.5% 
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NOV 4 / Sat Citizenship Day / 市民権の日（祝日） 

4 / Sat Marianas Beer & BBQ Festival / マリアナ ビール＆BBQ フェスティバル 

11 / Sat Veteran’s Day / 復員軍人の日（祝日） 

15-16 / Wed, Thu 7th Annual Marianas Windsurfing Cup / 第 7 回マリアナウインドサーフィンカップ 

18 /Sat 23rd Annual Rota Blue Triathlon / 第 23 回 ロタブルートライアスロン 

■ヘルオブマリアナ 2017 エントリー〆切迫る 

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。サイパン島をほぼ一周するコースで、走行

距離 100KM、獲得標高 1700Ｍという、バイクイベントで

す。上り下り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

が大会に参加しています。コースは険しいだけではなく海沿

いや緑あふれる道なので、仲間と一緒にリレーで参加するの

も楽しみ方の一つです。年々世界各国の参加者が増え、ファ

ンライドとしても人気が出ている大会です。お申込みは今月

10 日まで。もう間もなく〆切 

です。お早めにどうぞ！ 

詳細はこちらから 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■新レストラン”KEVIN’S THE PRIME RIB & SEAFOOD” 

AQUA RESORT CLUB SAIPAN 

アクアリゾートクラブサイパンに、待望のファインダイニン

グ「Kevin’s The Prime Rib & Seafood」が 12/1(金)オー

プン！ お料理のメインは上質な骨付きアメリカンビーフを

じっくりと焼き上げたプライムリブなどもお楽しみいただけ

ます。赤を基調としたインテリアは装飾品にもご注目を！ 

ロマンティックムード満点で、 

常夏のサイパンで特別な日を 

迎える方にお勧めしたいレス 

トランです。8 名用個室あり。 

詳細はこちら 

 

■最後までお得にお買い物を！ 

T Galleria Saipan by DFS 

10 月から 12 月まで T Galleria Saipan にてラストデイショッ

ピングがスタートしました。サイパン滞在の最終日に旅行会社

にて配布されたチラシをお持ちいただくと、ゴディバのチョコ

レート 2 個入りと、$10（$100 以上のお買い物の際に使用

可）のショッピングクーポンを差し上げます。 

詳しくは旅行代理店にお尋ねください。 

店舗の詳細はこちら      

 
 

 

■サイパンマラソン エントリー開始！ 

毎年常夏のマラソンとして人気のサイパンマラソンです

が、2018 年は 3 月 10 日（土）に開催。10 月 27 日より

エントリーが開始となりました。フルマラソン、ハーフマ

ラソンはもちろんのこと、50 ㎞と 10 ㎞のカテゴリーも

ありますので、マラソン初心者からベテランのランナー 

まで対応できるマルチな大会となっています。平均温度

27℃のサイパン島ではアフターランの楽しみも豊富で

す。マラソンリゾート、サイパンで 

開催される本大会に皆様の 

ご参加をお待ちしております。 

またツアーの造成も是非宜しく 

お願い致します！ 

詳細はこちら 

 

 

https://japan.mymarianas.com/hom/
http://www.aquaresortsaipan.com/
http://www.aquaresortsaipan.com/
https://www.dfs.com/jp/saipan
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/
https://japan.mymarianas.com/saipanmarathon/
https://japan.mymarianas.com/saipanmarathon/


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 ～  

 

23 / Thu Thanksgiving Day / 感謝祭（祝日） 

DEC 2 / Sat Annual Hell of the Marianas / 第 11 回 ヘルオブマリアナ 

2 / Sat Jingle Bell Fun Run / ジングルベル ファンラン 

8 / Fri Constitution Day / 憲法記念日（祝日） 

25 / Sat Christmas Day / クリスマス （祝日） 

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: https://twitter.com/mymarianas_mva  

■MVA 新動画素材「星降る島マリアナ」提供開始 

マリアナ政府観光局では 10/2 よりマリアナ政府観光局 Web なら

びに YouTube にて新しいプロモーションビデオ「The 

Marianas」の公開が始まりました。この 6 分のビデオの中には

スポーツ、リゾート、ネイチャー、ダイビング、ロマンス、カ

ルチャーなど様々なカテゴリーがあり、この度その中の“星降る

島マリアナ”編（1 分 15 秒）が１つの動画素材として新たに提

供可能となりました。是非新しい素材としてご活用下さい！ 

YouTube: https://youtu.be/PlOhafA5m1o/（星空編） 

マリアナ政府観光局 Weｂ:https://japan.mymarianas.com/ 

■メディア露出情報 

☆DIVER（10/3） 

3 日の休みで行ける！マリアナに行ったらやりたい７つのこと 

☆モデルプレス（10/4） 

地上の楽園、息をのむ透明ビーチ… 日本から 3 時間半のマリアナの… 

☆NOSH（10/5）   

サイパン行き航空券が当たる！秋の 3 連休は常夏の島ではじけよう  

☆ことりっぷ/co-Trip (1 本目 10/27、2 本目 11/10 予定) 

1 本目：日本から 3 時間半の楽園・マリアナへ。星降る紺碧の空に   

ココロふるわせる、サイパン 2 泊 3 日の旅 

https://co-trip.jp/article/202730/ 

■第 1 回マリアナ インターナショナルカップ 報告 

10 月 28 日, 29 日の 2 日間に渡り、第 1 回のマリアナ イ

ンターナショナルカップ（ゴルフコンペ）がサイパンにて

開催されました。主催はガラパン地区にこの夏登場した豪

華カジノの運営元であるインペリアルパシフィック社。日

本、韓国、中国、サイパンなど各国の予選を通過したアマ

チュアゴルファー約 120 名が参加し、白熱のプレーを繰

り広げました。1 日目はキングフィッシャー・ゴルフリン

クス、2 日目はラオラオベイゴルフ＆リゾートが会場とな

り、18 ホールズストロークプレー 新ぺリア方式にて争わ

れました。総合優勝は中国の Liu, Chan Feng 氏。女性総

合グロス優勝は見事日本人の女性が獲得。国別表彰、ニア

ピン、ドラコン賞でも日本人の活躍が見られました。 

第 1 回目ということもあり、運営面で改善の余地はまだ

あるものの、参加者からの感想は概ね良好で、来年以降の

定期開催にも期待の声が挙がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特製カレンダー2018 が当たるプレゼントキャンペーン 

マリアナ政府観光局では新プロモーションビデオ公開記念と

して大人気・高砂淳二氏撮影のマリアナ政府観光局 2018   

カレンダーをなんと 100 名様にプレゼント! 

詳細はこちらをチェック！ 

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/mymarianas_mva
http://japan.mymarianas.com/
https://youtu.be/PlOhafA5m1o/
https://japan.mymarianas.com/
https://divermag.jp/336
https://travel.mdpr.jp/travel/detail/1719019
https://nosh.media/archives/189179
https://co-trip.jp/article/202730/
https://japan.mymarianas.com/campaign/calendar2018/

