
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  先週、マリアナ政府観光局は名古屋、大阪、東京の 3 都市にて、MVA セミナー＆ワークショップを

開催。デルタ航空が 5/6 をもってサイパン線を撤退する旨の発表がありましたが、我々は早くそれに代わる航空会社を誘致す

べく、現地政府と一丸となって最大限の努力を現在行っています。今後もプロモーションの手を緩めることなく、常にマリア

ナ旅行へのデマンドがマーケットにあるよう最大限努力して参りますので、皆様の引き続きのご協力を宜しくお願い致します

 

■1 月渡航者数 

1 月日本人渡航者数は、昨年同時期に

比べ約 8%のマイナス。デルタ航空が

2018 年は 1 月中に 6 便運休したこと

が主な要因。全体のマイナスはチャイニーズニューイヤーが 1 月から 2 月にずれたことに伴う中韓マーケット減によるもの。

■マリアナの新オフィシャルイメージソングが完成！ 

マリアナ政府観光局は、３/2（金）都内で記者発表会を行

い、DOBERMAN INFINITY/ドーベルマンインフィニティ

（LDH JAPAＮ所属）作詞・作曲・歌唱による、新オフィシ

ャルイメージソング『Lookin’ for』を発表しました。当イメ

ージソングは、4/18（水）発売予定のドーベルマンインフ

ィニティ３rd アルバム『OFF ROAD』に収録される他、

5/26（土）からスタートする全国ツアーでも披露される予

定です。また観光局公式サイト内に新オフィシャルイメージ

ソングの紹介ページを 3/5（月）開設。発売前の『Lookin’ 

for』を一部試聴できる他、 

今後の取り組みも随時ご紹介 

していく予定です。                                                         

紹介ページはこちら 

■マリアナセールスミッション 2018 3 都市で開催終了 

マリアナ政府観光局は 2/27 の名古屋を封切りに大阪、東京

3 都市でのマリアナセールスミッションを無事終了。今年も

現地からホテルパートナー、現地オペレーターが参加し、最

新の情報と最新販促資料を来場者に提供させていただきまし

た。東京ではマリアナ観光大使こと“マリアナちゃん”も登場

し、ダンスを披露するとともに、多くの人にマリアナに来て

ほしい、とメッセージを送りました。東京ではメディアレセ

プションも夜に開催され、多くのメディアが来場。各地でド

アプライズ抽選会でも盛り上がりをみせました。 

 

  

  2015 2016 年 2017 年 2018 年 対前年同月比 

日本 1 月 8,310 5,473 4,058 3,716 -8.4% 

全体 1 月 45,688 46,011 63,346 55,249 -12.8% 

＜今月の TOPIC＞ 

■1 月渡航者数 

■マリアナのイメージソング完成！ 

■マリアナセールスミッション 2018 

名古屋、大阪、東京にて無事終了 

！  

■3 月 2 つの旅番組にてマリアナ特集放映！ 

■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 

■サイパン、テニアン、ロタＭＡＰ完成 

■aruco “サイパン・テニアン・ロタ”編完成 

■サイパン ガーデンリゾート計画 

■マリアナ最新情報 

■イベント情報 1 月/２月 

2018 
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https://japan.mymarianas.com/dobermaninfinity/


       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

イベントカレンダー詳細はこちら 

 

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 

APR 
14/ Sat 1st Annual Rota Coffee Marathon /第 1 回 ロタ コーヒーマラソン 

26～29 / 

Thu～Sun 

37th Flame Tree Arts Festival /第 37 回 フレームツリーアートフェスティバル 

■aruco “サイパン・テニアン・ロタ”編完成 

2/16、旅好き女子のためのプチぼうけん応援ガイド 

「aruco」シリーズから待望のサイパン・テニアン・ロタの

ガイドが登場しました。透明度抜群のマリアナブルーの海に

抱かれた絶景南国リゾート マリアナの様々な楽しみ方が紹

介されています。海の楽しみ方はもちろん、スカイダイビン

グやバギーツアーなど陸上のアクティビティ、今流行のイン

スタ映えするポイントの紹介、 

ローカルがお薦めする地元の 

個性派レストランの情報など 

豊富に含まれています。aruco 

サイパンは全国の書店で好評 

発売中です。 

詳細はこちら 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■キッズプールが新しくなりました 

GRANDVRIO RESORT SAIPAN 

グランヴィリオ リゾートサイパンは、ご家族でご宿泊され

るお客様がより快適にご滞在いただけるようキッズプールを 

新設致しました。キッズプールは大小二つあり、小さい方が

7M×7M（水深 0.4M）、大きい方が 9M× 14M（水深

0.5M）＊スライダー、日除けテント設置あり。監視員もい

て、浮輪の利用も OK です。 

是非家族でお越しください。 

ホテル情報はこちら 

 

■インペリアルパレス（カジノ）アップデート情報 

IMPERIAL PALACE SAIPAN 

昨年 7 月にカジノ部分だけオープンしたインペリアルパレスの

進捗状況をご報告致します。現状のホテル部分オープンは 8 月

末を予定。完成すると 15 のデラックスヴィラを含む 340 室以

上の客室が登場。ホテル棟は 14 階建て。レストラン、バーは

20 店舗以上となり、サイ 

パンでは珍しくバレー 

パーキングにも対応。 

ロビーは 800 名までの 

各種イベント会場としても 

利用できます。 ホテルの詳細はこちら      

 

 

 

■新サイパン、テニアン・ロタ MAP 完成 

マリアナ政府観光局では、最新のレストラン、ショップ情

報などを網羅した新しい折り畳み式のマップ『サイパン』

版と『テニアン・ロタ』版をこの 2 月、業界・一般向けに

配布を始めました。手頃なサイズでお客様の持ち運びにも

便利な他、当局でも訪れる人に推奨させていただいている

“マリアナ、30 の宝もの。”に登場するポイントも紹介。

初めてサイパンを訪れる人でも興味をもって街歩きを楽し

んでもらえるような工夫が 

各所に。もちろん基本情報も 

盛り込まれています。マップは            

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 

 

 

http://japan.mymarianas.com/event/
https://www.arukikata.co.jp/guidebook/series/aruco/aruco33
http://www.grandvrio-saipan.com/index.html
http://www.grandvrio-saipan.com/index.html
http://www.imperialpacificsaipan.com/en/
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  

■サイパン ガーデンリゾート計画 速報 

AMERICAN SINOPAN LLC, に拠ると、サイパンはガラパン 

地区から北に 10 分弱行ったタナパグ地区に、２つのホテルと

１つのサービスアパートメントからなる“サイパン ガーデンリ

ゾート”計画が進行中です。2020 年あたりの完成を目指して

いるこのプロジェクトは、完成すると 1 つ目のホテルが 408

室、2 つ目のホテルが 776 室、サービスアパートメントが

170 室、合計 1,300 室以上新しい部屋がサイパンに誕生する

ことに。客室以外にレスト 

ランなどのリテールも 

充実する見込みです。 

ホテル名など情報が入り 

次第、続報をお届けします。 

 

■メディア露出情報 

＜テレビ＞ 

☆TBS 世界さまぁ～リゾート（3/10 On-air） TBS 全国ネット 

<雑誌> 

☆sweet（2/10 発売 3 月号）8 ページ特集 

☆マリンダイビング（2/10 発売 3 月号） 巻頭特集 8 ページ 

☆GLITTER（3/7 発売 4 月号）28 ページ特集 

「MARIANA HEAVEN 日本からいちばん近い楽園♡3 泊 4 日で

マリアナに行こう」 

 

 

 

 

 

<オンライン> 

☆ダイビングと海の総合サイト Ocean+α（オーシャナ）  

ウェブマガジン「MARIANAS OCEAN －4 人の写真家が魅了され

たマリアナ 3 島の風景－」 

 

■新ダイビング公式サイト グランド OPEN！ 

2/27 にマリアナ政府観光局のホームページに新ダイビング公

式サイトがオープン！各ポイントの情報をはじめ、マリアナ

でのダイビングの楽しみ方を余すところなくご紹介して 

います。是非ご覧下さい。 

新ダイビング公式サイト 

■旅するカエル マリアナ版ピクルス 好評発売中  

マリアナ政府観光局と人気キャラクター「かえるのピクル

ス」（ナカジマコーポレーション）がコラボレーションし、

新製品「マリアナ×ピクルス」ビーンドールが誕生しまし

た。明るい黄色いボディに、頭にはマーマーと呼ばれるプル

メリアの花冠をかぶり、胸もと 

にはマリアナ 3 島の名前が入っ 

たピンクのシェルペンダントを 

つけた、まさに南の島マリアナ 

にぴったりのかえるのピクルス 

です。インスタグラム写真投稿 

キャンペーンも開催中です。 

詳細はこちら 

■今後注目のイベントは 

マリアナでは年間を通じて様々なイベントを開催しています。是

非、今年は 3/10 に開催されるサイパンマラソンを筆頭に、お客

様を送客いただきたいユニークイベントは以下の通りです。 

5 月 テイスト オブ マリアナ （毎土曜日） 

10 月 アイアンマン  70.3 （10/27） 

10 月 BEER & BBQ フェスティバル（10 月 TBA） 

11 月 ロタブルー トライアスロン (11/17) 

12 月 ヘル オブ マリアナ (12/1) 

この他にも釣り関連や、 

カルチャー関連のイベン 

トもありますので、詳し 

くは以下のイベント情報 

ページをご参照下さい。 

イベント情報はこちら 

mailto:mva@access-jp.jp
http://japan.mymarianas.com/
mailto:mva-pr@access-jp.jp
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