
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  明けましておめでとうございます。マリアナ政府観光局 新日本事務所が活動を開始して早 1 年。

2017 年はリブランディングを中心にマリアナの新しいイメージ露出に努めて参りました。新たに 2018 年を迎え、今年もマ

リアナの進化は続きます。新しいホテル、インスタ映えするスポット、注目情報など、様々な役立つ情報を今年も皆様にどん

どん発信させていただきます。昔行ったリゾートから、今行きたいリゾートへ！ 今年もマリアナを宜しくお願い致します！

 

■11 月渡航者数 

11 月日本人渡航者数は、昨年同時期

に比べやや減。デルタ航空が 11 月中

に 3 便運休したことや、北朝鮮のミサ

イル問題の影響で修学旅行が方面変更になったことなどが影響した模様。12 月もデルタの 9 便の運休が確定して厳しい状況。

■マリアナアンバサダー対象 クリスマスパーティー開催 

12/12、マリアナ政府観光局はデルタ航空協力の下、昨年に

引き続きマリアナアンバサダー向けクリスマスパーティー＆

デスティネーションアップデートを行った。まずマリアナ観

光マイスター検定でゴールドレベルを取得したメンバーの発

表、表彰が行われ、その後研修旅行に参加したメンバーによ

る“マリアナのお薦めポイント”に関する発表が行われた。マ

リアナ政府観光局とデルタ航空よるアップデートのプレゼン

を行った後には豪華な賞品があたる抽選会やクイズ大会も行

われ、約 60 名の参加者は大いに盛り上がり、今後のマリア

ナ販促への意気込みを新たに 

した。今後は 3 月か 4 月に 

検定でゴールドを取得した人 

対象の FAM を行う予定。 

 

■マリアナジェニック 新サイト OPEN!  

マリアナ政府観光局は 12/18（月）に新ウェブコンテンツ

「Marianagenic Spot! 探そう、マリアナのフォトジェニッ

クスポット。」を公開。当サイトでは、サイパン、テニア

ン、ロタという北マリアナ諸島の３つの島にある美しい大自

然や、心癒される南の島の風景、ローカル色満載のグルメ、

カラフルでかわいいスイーツなど、思わず写真を撮って友人

や仲間にシェアしたくなる、そんなマリアナジェニックなス

ポットをご紹介。なお、サイト公開にあわせて「マリアナジ

ェニックを探しに行こう！キャンペーン」を同時にスター

ト。キャンペーンに応募すると、 

毎月 1 組 2 名様にデルタ航空で 

行くサイパン往復航空券が当たる。 

（応募期間は 3/31 まで） 

新サイト・キャンペーンの詳細はこちら        

  2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 対前年同月比 

日本 11 月 7,023 4,423 4,697 4,493 -4.3% 

全体 11 月 39,137 37,870 47,261 48,039 1.6% 
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イベントカレンダー詳細はこちら 

JAN Non Non 

FEB 17, 18 / Sat, Sun Tinian Hot Pepper Festival /テニアン ホットペッパーフェスティバル 

17 /Sat Pika Bike Race /ピカ バイクレース 

24 / Sat Rota Coffee Marathon / ロタ コーヒーマラソン 

■2019 年上期 グループキャンペーン 詳細発表 

マリアナ政府観光局は、北マリアナ諸島（サイパン、テニア

ン、ロタ）への団体販売促進プログラムとして 2019 年 4 月

1 日～6 月 30 日の期間に出発する団体に対してのグループ

サポートキャンペーンの実施を以下のように発表します。

（ただし、ゴールデンウイーク期間 4 月 26 日出発～5 月 4

日出発は除く。）キャンペーン特典は 1 名につき 2,000 円

（税込み）を交通費補助金の名目で補助するもの。対象は

15 名以上（添乗員を除く）、50 名以上の団体は上限 50 名

までとする。 

キャンペーン概要はこちら 

申請書はこちら 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■新たなインドア設備 KENNY PLAY DECK を OPEN 

KENSINGTON HOTEL SAIPAN 

ケンジントンホテル サイパンは、ゲストが雨の日でも問題

なく楽しめるように、新しいインドアの遊戯設備 KENNY 

PLAY DECK をこの度 OPEN。ビリヤード、卓球、トランポ

リン、ダーツ、ロッククライミング、エアホッケーなどがあ

り、既に人気を集めている。入場に年齢制限は設けていない

が、安全のため最低でも身長 100CM 以上で、靴下は必ずは

くことなど条件があるので、詳細はホテルに確認を。 

ホテル情報はこちら 

 

■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 6/30/18 まで MVA サイパンだ

プロモーションの$50 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＄60 の商品が無料に。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      

 

 

 

■サンドキャッスル サイパン 3/31 で終了 

サイパンで本格的なマジックショーとして 2002 年から愛

されてきた“サンドキャッスル・サイパン”が今年の 3/31

で公演を終了することを発表。15 年間に渡る上演の感謝

を込めて以下のような特別キャンペーンを実施中。 

期間：2018 年 1 月 5 日～3 月 31 日（月・木曜休演）        

<キャンペーン料金> 

★デラックスディナープラン（18:00～20:15） 

大人$80 / 子供$25 (36%Off)  

★デラックス観ショープラン           

(19:00～20:15 又は 20:45～22:00)  

大人$50 / 子供$20 (47%Off) 

ご予約・お問合せはこちら 

 

 

http://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2018/01/c085a1a0ddbfb5c7efee6edf60087dfe.pdf
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2018/01/e70063503bb52fba3881f0bc15643ea6.pdf
http://www.kensingtonsaipan.com/jp/
http://www.kensingtonsaipan.com/jp/
https://www.dfs.com/jp/saipan
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/
mailto:ereservations@baldyga.com
mailto:ereservations@baldyga.com


～  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  

■アベニュー ゲストハウスのご紹介 Avenue Guest House 

11 月末にガラパン地区中心部に客室数が全部で 5 部屋とい

う、小さいながらものんびりと寛げるとても居心地のいいゲス

トハウスが OPEN。オーナーは以前からそこで“アベニューレ

ストラン”を経営しているご夫婦。時間を気にせずスローライ

フを楽しんでほしいと、ここには時計や TV はありません。ま

た、ゆっくり起きて好きな時間に朝食を取って下さい、という

ことで朝食時間の設定もなし。部屋はシンプルながらも必要な

ものは揃っており、１階にはコンビニも併設。日本人の女性が

オーナーなので、日本語でなんでも話せるのが嬉しいところ。 

詳細はこちらを参照 

■メディア露出情報 

☆FunRide（12/18 公開） 

各国からサイクリストが集結した南の島のロードレース   

【ヘルオブマリアナ 2017】 

☆トラベル jp＜たびねす＞（12/12 公開） 

ロタ島の絶景まとめ！一度は行きたい“地上の楽園”がここに 

ダイビング初心者でも安心！サイパンが誇る「マリアナブルー」

の世界 

☆Travel.jp ＜たびねす＞（12/26 公開） 

この楽園スゴい！日本から 3.5 時間のマリアナに行ってみた 

☆Travel.jp ＜たびねす＞（12/29 公開） 

サイパン旅行に行くなら今がアツい！おすすめの週末リゾート 

☆デルタ航空機内誌 SKY（1/1 公開） 

離島サイパン、童心に返る週末 (※WEB 公開は 1/9～) 

■常夏サイパンのリゾートウインドサーフィンレース 

2018 年 3 月 3、4 日、サイパンにて”第 36 回ミクロネシアン 

オープン”というリゾートウインドサーフィンレースが行われ

る。参加費は$100 で、ビーチスタートのスラローム。レンタル

も充実しているので、手ぶらでの参加も OK!   

詳細はこちらを参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■JSTA によるガラパンクリーンアップ活動- 報告 

JSTA(日本サイパン旅行協会)は 12 月 23 日、年末年始にサイ

パンを訪れる方に気持ち良くサイパンで過ごしていただける

よう、中心部ガラパンの清掃活動を行いました。朝の 6:30

から、20 社、52 名のボランティアが参加して大量のゴミを

収集。子供達も大活躍 

でした。本当にご苦労様 

でした。 

■フォトライブラリー更に充実しました！ 

2017 年 12 月、マリアナ政府観光局のフォトライブラリーが一層

充実しました。10 月には自然写真家こと高砂淳二氏が夏に撮影し

た新たなマリアナの美しい画像が追加されましたが、今回新たに

水中写真で有名な石川肇氏の水中画像 115 点も追加されました。

是非マリアナの魅力が満載の 

フォトライブラリーをご活用 

下さい。   

フォトライブラリーはこちら 

 

 

 

 

 

 

 

 

■サイパンマラソン 2018 エントリー好評受付中！ 

今年 3 月 10 日（土）にサイパンで行われる第 13 回サイパ

ンマラソン 2018 のエントリー〆切は 2 月 12 日（月）ま

で。IAAF/AIMS 公認コースで、フル、ハーフ、10km、

50km から自分の体力にあったコースをお楽しみいただけま

す。日本からの時差も 1 時間の 

サイパンは、マラソン初心者の 

方でも気軽に参加できる人気 

レース。是非チャレンジを！ 

エントリーはこちら 

■サイパンだ $50 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 1 月から新たにスタート！ 今

回は先着 4000 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 50 ドルのクー

ポンがプレゼントされるというもの。クーポン配布期間は 

2018 年 1/５ ～６/3０ 日本発.。詳しくはご利用の現地オペレ

ーターにご確認下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2018/01/2017-12-09-Fact-Sheet-Japanese.pdf
http://funride.jp/report/hom2017/
http://funride.jp/report/hom2017/
https://www.travel.co.jp/guide/article/29853/
https://www.travel.co.jp/guide/article/29854/
https://www.travel.co.jp/guide/article/29854/
http://www.travel.co.jp/int/mariana/
https://www.travel.co.jp/guide/archive_world/list/r2/
https://www.deltasky.jp/
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2018/01/2018MicroA4.pdf
https://members.mymarianas.jp/photolibrary/
https://japan.mymarianas.com/saipanmarathon/

