
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  2 月は月末から名古屋、大阪、東京の 3 都市にて、マリアナ政府観光局セミナー＆ワークショップを

開催致します。現地からもサプライヤーが来日し、現地の最新情報やお得情報を提供してくれますので是非ご参加下さい！ま

た今月は新たな販促物の一般・エージェントへの配布もスタート。お客様への説明や販促に役立つものばかりです。これらの

詳細も以下にご案内していますので、今月号を是非ご一読下さい！ 寒い日本を抜け出して、マリアナへの旅もいかがですか？

 

■12 月渡航者数 

12 月日本人渡航者数は、昨年同時期

に比べ約 14%のマイナス。デルタ航

空が 2017 年は 12 月中に９便運休し

たことや（2016 年は 2 便の運休）、年末の関空からのチャーターが昨年 12 月は催行されなかったことが主な要因と言える。

■広島空旅 2018 に出展 

1/20, 21 日の 2 日間、マリアナ政府観光局は広島にて開催

された『広島空旅 2018』に出展。同時期(1/22)に天皇杯全

国都道府県対抗駅伝徒競走大会が広島で開催されたこともあ

り、開催期間中の人出はかなり多く、中国エリアでの販促に

はいい機会となった。1/21 の土曜日にはステージでのクイ

ズ大会も実施。直行便はないものの、関空、福岡空港からの

ユナイテッド航空グアム経由、広島空港から香港エクスプレ

ス利用の香港経由、エアソウル（アシアナ航空コードシェ

ア）の仁川経由でのサイパンへの行き方を提案した。 

 

 

 

 

  

■マリアナセールスミッション 2018 参加受付中 

マリアナ政府観光局は以下の日程にて、2018 年のマリアナ

セールスミッション（セミナー＆ワークショップ）を開催。

今年も現地からホテルパートナー、アトラクション関係者、

現地オペレーターが来日し、最新の情報とキャンペーン情

報、最新販促資料を来場者に提供予定。〆切は 2/9(金)。 

＜開催日時＞  

名古屋 2018 年 2/27（火）  

11:30（11:15 受付開始 昼食付） 

大阪    2018 年 2/28（水）  

15:30（15:15 受付開始 夕食付） 

東京    2018 年 3/2（金）  

11:30（11:00 受付開始 昼食付）*トレード向け* 

18:30（18:00 受付開始）*メディアレセプション* 

詳細・お申込みはこちらから 

  2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 対前年同月比 

日本 12 月 9,942 6,374 6,303 5,445 -13.6% 

全体 12 月 44,910 41,128 58,558 57,331 -2.1% 

＜今月の TOPIC＞ 

■12 月渡航者数 

■広島空旅 2018 に出展しました 

■マリアナセールスミッション 2018 

2/27～名古屋、大阪、東京にて開催！ 

！  

■サイパンマラソン エントリー好評受付中 

■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 

■北マリアナ諸島オフィシャルガイド発行 

■ダイビングコンテンツ 大改訂！ 

■マリアナ、30 の宝もの。映像版誕生 

■マリアナ最新情報 

■イベント情報 1 月/２月 
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https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2018/02/958cd476ec3b53f4f8a2c07de3fa1fd6.pdf


       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

イベントカレンダー詳細はこちら 

FEB 
10 / Sat PIC Duck Race /PICダックレース 

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 

MAR 
10/ Sat 13th Annual Saipan Marathon /第 13 回サイパンマラソン 

24 /Sat 29th Tagaman Triathlon /第 29回 タガマントライアスロン 

■ダイビングコンテンツ 大改訂！ 

マリアナ政府観光局は 1 月末にホームページ内のダイビング

コンテンツを一新。世界中のダイバーの憧れのスポットであ

るサイパン島のグロット、ロタ島のロタホールを筆頭に、 

初心者から上級者までを魅了する北マリアナ諸島（サイパ

ン・テニアン・ロタ）のダイビングコンテンツを数多くの画

像を交えて紹介しています。ダイバーのグループをお持ちの

方、体育系の学校の学生団体をお持ちの方、マリアナは  

レンタル機材も豊富に 

揃っていますので、是非 

この新サイトを販促ツール 

としてお役立て下さい！ 

新コンテンツはこちら 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■２日間限定のバレンタインメニューが登場！ 

AQUA RESORT CLUB SAIPAN 

アクアリゾートクラブサイパンでは、２/13、14 の２日間

限定でバレンタインのディナー予約を受付中。シェフ厳選 

７品のコースメニューでは、ブラックマウンテンのプライム

リブまたはメインロブスターをお選びいただけます。是非、

この機会に大切な人とのロマンティックディナーを

「KEVIN’S THE PRIME RIB & SEAFOOD」にてお楽しみ

ください。もちろん、 

お誕生日やお二人だけの 

アニバーサリー、会食など 

でもご利用いただけます。 

ホテル情報はこちら 

 

■バドミントン好きよ集まれ！ 

KANOA RESORT SAIPAN 

サイパンでも珍しいバドミントン専用コートが、カノアリゾー

ト サイパンにこの度オープン。バドミントンコートは朝 9 時

～夕方 6 時まで利用可能で、ラケットとシャトルコックはプー

ルサイドの Issue Zone にて貸出し中。 

ホテル宿泊者はコート利用も備品の 

レンタルも無料です。宿泊者以外の 

お客様はフロントにて施設利用料を 

支払えば利用可能です。家族や仲間で 

安全にバドミントンを楽しみましょう！ 

ホテルの詳細はこちら      

 

 

 

■北マリアナ諸島オフィシャルガイド発行 

マリアナ政府観光局では、トレード向けに現地の最新の情

報を網羅した『北マリアナ諸島オフィシャルガイド』を 

1 月末に新たに発行。今後セミナーやワークショップなど

で旅行会社、ツアーオペレーター向けに配布を開始する。

一般消費者向けではなく、あくまでも業界担当者の販促ツ

ールとして活用してもらうのが目的。便利な地図も搭載さ

れており、社内スタッフ勉強会、 

カウンタースタッフのお客様 

接客時の説明用資料として是非 

ご活用下さい。このオフィシャル 

ガイドは観光局ＨＰの資料請求 

ページから請求が可能です。 

資料請求はこちら 

(**当面はオフィシャルガイドにチェックを) 

 

http://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/diving/
https://aquaresortclub.premierhotel-group.com/saipan/
https://aquaresortclub.premierhotel-group.com/saipan/
https://www.kanoaresort.jp/
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/
https://members.mymarianas.jp/request_index.php


～  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：03-3527-2192        Twitter: https://twitter.com/mymarianas_mva  

■マリアナ、30 の宝もの。映像版誕生 

昨年、マリアナ政府観光局がリブランディングの一環として制

作した、「マリアナ、30 の宝物。」。自然写真家・高砂淳二

氏撮影による美しいマリアナの自然の風景、カルチャーなどの

魅力が詰まった 1 冊が、この度動画となって生まれ変わりま

した。同じ 30 のポイントが息を飲むような、圧巻の動画とな

ってご覧いただけます。映像が発する感動的なほどのメッセー

ジが、またマリアナファンを確実に増やしてくれることでしょ

う。是非店舗や、説明会、お客様へのプレゼン時にご活用下さ

い。今後、さらに各スポットに特化したスポット毎のショート

動画も公開されていきます。 

こちらもお楽しみに！ 

動画視聴はこちらから 

 

■メディア露出情報 

＜オンライン＞ 

☆トラベルコ（1/9 公開） 

「女子旅サイパン 絶対行きたいマリアナスポット 8 選」 

☆トラベル jp＜たびねす＞（12/26 公開） 

「ナビゲーターが行ってみた！大自然に DIVE マリアナ こんな

近くに、常夏の楽園 サイパン・テニアン・ロタ」 

☆Travel.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」

☆Travel.jp ＜たびねす＞（12/12 公開） 

「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」 

＜雑誌＞ 

☆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～) 

■DFS シャトル スケジュール変更 

サイパン滞在時の足として多くのお客様に利用されている 

DFS シャトルバスのスケジュールが変更になりました。中央

ルートが新設され、それに伴い若干の変更も発生しています

ので、詳細は以下の資料にてご確認下さい。今までの北ルー

トの途中に DFS に一旦寄る行程が増えたという理解でほとん

ど間違いありません。 

新スケジュール資料 

■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 

■ターシツアーズ、4 月からの新オプショナルツアー 

TASI ツアーズでは、以下の新しいツアーを 4 月からスタート。

【タポチョ山シャトル】 

通常のセダンではなかなか 

行くことが出来ないサイパン 

最高峰のタポチョ山へご案内。 

天候が良ければ 360 度の景色をお楽しみいただけます。 

① タポチョモーニングシャトル 

料金： 大人$24.00   子供$24.00（4 歳～11 歳） 

＊主要各ホテルお迎え後、バンにてサイパン最高峰のタポチョ山

へご案内。解散は 11 時頃 T-ギャラリアにて。 

② タポチョヌーンシャトル 

料金： 大人$18.00   子供$18.00（4 歳～11 歳） 

＊グランビリオリゾートに直接ご集合頂いた後、12 時正午出発

のバンでサイパン最高峰のタポチョ山へご案内。解散は 13 時

20 分頃 T-ギャラリアにて。 

その他、コンビネーションツアーとして以下も可能です。 

マニャガハ島フリーコース＆潜水艦ツアー 

タポチョモーニングシャトル＆マニャガハ島フリーコース 

サイパン午前観光＆タポチョヌーンシャトル 

＊参加条件等、詳細はお問い合わせください。 

ターシツアーズ＆トランスポーテーション 
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