
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  11 月のマリアナはそろそろ乾季に入りお天気も安定し始めました。そんなサイパンでは、第 1 回目

の試みとなった“マリアナ ビール＆BBQ フェスティバル”が開催され、多くのお客様で賑わいました。また 11 月後半には JAL

機を 2 機チャーターした静岡の大型団体（約 370 名）がサイパンを訪れ、空港では歓迎のバナーと貝殻を繋げたレイのおもて

なしを受けました。ちょっと珍しいコテージタイプのリゾートの OPEN 情報など、今月も内容盛りだくさんでお届けします！

 

■10 月渡航者数 

10 月日本人渡航者数は、昨年同時期

に比べやや減。11/4 からはデルタの

機材が 75P 機に変更となり、以前より座席数が 24 席増加。全席にモニターも搭載し、渡航者増への好材料となりそうです。

■ラルフ・トーレス北マリアナ諸島知事 来日 

北マリナ諸島のラルフ・トーレス知事が 11/6 に来日し、現

在唯一サイパンへ定期便を運航しているデルタ航空を表敬訪

問。森本支社長、営業幹部に対して約 1 時間に渡って継続し

て運航してくれていることへの謝辞を述べるとともに、意見

交換、そしてマリアナ側からの要請などを伝えました。その

他、大手旅行代理店も訪問し、マリアナのここ数年の進化を

伝え、現在落ち込んでいる日本マーケットの復活に際しての

強力なサポートを要請。夜には懇親ディナー会にも参加する

など精力的にマリアナの PR を行いました。 

 

 

■JAL チャーター2 便利用 大型団体サイパンへ！ 

11 月 22 日と 24 日、静岡県の某電機会社による 3 泊 4 日

の日程、2 班体制約 370 名の大型団体がサイパンを訪れま

した。サイパンに 300 名を超えるような大型団体が入るの

は久しぶり。マリアナ政府観光局ではこの大型団体の来訪を

心から歓迎し、会社名を掲載した大型バナーを空港内に設

置。また入国審査からバゲージ Pick up に向かう通路にて民

族衣装を着た女性 2 名が貝殻でできたレイをゲストの首にか

けるサプライズ演出も。ホテル、オペレーション含め、サイ

パンが今もこのクラスの大型団体の受け入れに問題ないこと

を証明しました。 

             

  2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 対前年同月比 

日本 10 月 6,511 4,929 3,632 3,411 -6.1% 

全体 10 月 35,587 39,549 41,910 48,950 17.5% 

＜今月の TOPIC＞ 

■10 月渡航者数 

■ラルフ・トーレス知事来日 

■JAL チャーター２便利用  

360 名 大型団体サイパンへ 

！  

■マリアナ あれこれ 

■最新ホテル情報①＆② 

■メディア露出情報（雑誌、テレビ、 

オンライン）  

■メディア情報 

■2018 マリアナセールスミッション 

■VELTRA サイパンプロモーション成功例 

■マリアナ最新情報 

■イベント情報 12 月/2018 年 1 月 

2018 

Marianas Newsletter Vol.187/ 2017.12.7 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DEC 

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

2, 9, 16, 23, 
30 / Sat 

Christmas in The Mariana / クリスマス インザ マリアナ 

6-8 /Wed-Fri Mariana International Film Festival /マリアナ国際映画祭 

8 / Fri Constitution Day / 憲法記念日（祝日） 

25 / Mon Christmas Day / クリスマス （祝日） 

■2018 マリアナセールスミッション日程 

マリアナ政府観光局は 2018 年 2 月 27 日～3 月 2 日にかけ

て名古屋、大阪、東京の順でマリアナセミナー＆ワークショ

ップを開催致します。日程は以下の通り。セミナーでは最新

の 3 島マップ、オフィシャルガイド、新着情報などが配布＆

紹介される予定です。現地から約 10 パートナーも来日予定

です。このセミナー＆ワークショップの案内は 1 月に発送、

順次申し込み受付を開始致します。是非ご参加下さい。 

2 月 27 日（火）名古屋 マリオットアソシア 

2 月 28 日（水）大阪  

ラグナヴェールプレミア 

3 月 2 日 （金） 

東京 ザ ストリングス表参道 

 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■星空観察ツアー再開しました！ 

SAIPAN SEA VENTURES 

星空観測(スターゲイジング)の専門家こと日本人の田口氏が

サイパンに戻ったことを受けて、人気の星空観測ツアーが再

開です！ボートを利用した 1 時間のツアーでは、田口さん

が夜空にも使えるレーザーポインターを使って惑星や星座の

説明を星座 MAP を使いながら丁寧に行ってくれます。この

ツアーにはホテルからの往復の送迎と、温かいコーヒー、紅

茶、水のペットボトル、お持ち帰りいただける星座マップ

（早見表）が含まれます。 

星降る島マリアナで素敵な 

星空観測をお楽しみ下さい。 

お問合せはこちら 

 

■最後までお得にお買い物を！ 

T Galleria Saipan by DFS 

ご帰国日にてご来店いただくと、もれなくゴディバのチョコレ

ート（2 個入り）と$10（$100 以上のお買いものの際にご利

用可）を差し上げます。さらに 12/31/17 まで MVA サイパ

ンだプロモーションの$100 クーポンをお持ちのお客様は両ク

ーポンの併用が可能ですので、合わせて＄110 の賞品が無料

に。さらにデルタ航空のエコノミーComfort+以上をご利用の

パッケージツアー利用のお客様には$30 のショッピングクーポ

ンが観光局から提供されるサービスも 3 月末まで継続中。 

詳しくは旅行代理店、観光局にお尋ねください。 

店舗の詳細はこちら      

 

 

 

■VELTRA とのサイパンプロモーション成功例 

マリアナ政府観光局は現地ツアー専用予約サイトとして知

られ、多くのユーザーを抱える VELTRA とタッグを組

み、10/2 から “3 連休はマリアナ。楽園で幸せチャージ””

と題した特集企画を展開。マリアナでしたい９つのこと、

というコラムでは実際にお客様の声を反映した９つのアク

ティビティをお客様の声と共に紹介。その他お薦めスポッ

ト紹介、モデルプランを紹介し、初めての方でもマリアナ

の楽しみ方を理解できる特集となっています。アンケート

を賞品付きで募ったところ、 

応募総数は 8,540 件。大きな 

反響をいただきました。 

ベルトラの特集はこちら 

 

 

http://saipanseaventures.com/
http://saipanseaventures.com/
https://www.dfs.com/jp/saipan
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/
https://file.veltra.com/jp/promotion/beach_resort/marianas/
https://file.veltra.com/jp/promotion/beach_resort/marianas/


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 ～  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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  

■最新ホテル情報① Palms Pacific Resort 

11 月中旬ガラパン地区から南に 10 分ほど車で移動したチャランキア

地区に、35 棟のコテージ（55 室）からなる PALMS PACIFIC 

RESORT というユニークなリゾートが OPEN しました。オンザビーチ

のロケーションではなく、閑静な住宅街の一角にあるこのリゾートは、

プール、テニスコートを有し、１ベッドルームから３ベッドルームスタ

イルのコテージタイプで、室内はさながら最新マンションのモデルルー

ムのような快適さです。ダイビングブールがあったり、敷地の裏にサイ

パンカントリークラブがあることから、ダイビングやゴルフメインのグ

ループの合宿、家でくつろぐような滞在を希望するファミリーなどにお

薦めの新リゾートです。間もなくホームページも完成予定で、ルームレ

ートもかなりお手頃な価格にてスタートしています。ご期待下さい。 

■メディア露出情報 

☆ことりっぷ WEB マガジン（10 月 27 日公開） 

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 

☆ことりっぷ WEB マガジン（11 月 10 日公開） 

「こんなに近くにあった絶景のマリアナ。神秘的な海中洞窟と透

き通ったビーチをめぐるテニアン島＆ロタ島への旅」 

☆Travel.jp ＜たびねす＞（11 月 30 日） 

マニャガハ島のビーチは透明度が桁違い！気軽に行ける"地上の

楽園" 

☆Travel.jp ＜たびねす＞（11 月 30 日） 

サイパンでおすすめのお土産 11 選！間違いないのはコレ 

☆Travel.jp ＜たびねす＞（11 月 30 日） 

テニアン島を日帰りで絶景巡り。心打たれる宝石のような海へ 

■最新ホテル情報②  Saipan Beach Hotel 

12 月 5 日、チャランカノアビーチに面したビーチ沿いに

25 室の新しいホテル、SAIPAN BEACH HOTEL が OPEN

しました。全 25 室のこのホテルは、オーシャンビューの

デラックスルームと、海の見えないガーデンビュー、リビ

ングスペースのあるスイートの３タイプがあり、料金は

$88～$148 とのこと（オーナー談）。すぐ横には日本の

ダイビングサービスこと S2さんのショップがあり、冷蔵

庫、オーブンレンジ、ポットなど基本的な設備は完備。 

バスタブはなく、シャワーオンリーです。これからホーム

ページも開設する、という段階ですが、ダイビングのショ

ップツアー、団体、学生には料金的にもお勧めです。 

詳細を知りたい方はマリアナ政府観光局まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 
■探そう！マリアナのフォトジェニックスポット 

マリアナ政府観光局では 12/18 より「マリアナジェニッ

ク」という新たなサイトを公開致します。透明な海、真っ青

な空。マリアナにしかないとっておきのフォトジェニックな

スポットを集めたサイトが「マリアナジェニック」です！ 

サイトのオープンを前に、さまざまなマリアナジェニックな

スポットを SNS で紹介しています。これぞ！という写真を

お持ちの方は、ハッシュタグ「#マリアナジェニック」を 

つけてインスタ投稿をお願い 

します。南国ならではの飾り 

すぎないおしゃれがつまった 

マリアナジェニックを一緒に 

盛り上げていきましょう！ 

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://co-trip.jp/article/202730/
https://co-trip.jp/article/202730/
https://co-trip.jp/article/205425/
https://co-trip.jp/article/205425/
ttps://www.travel.co.jp/guide/article/29614/
ttps://www.travel.co.jp/guide/article/29614/
https://www.travel.co.jp/guide/article/29759/
https://www.travel.co.jp/guide/article/29596/

