
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  3 月のマリアナは乾季らしいお天気に恵まれ、3/10 にはサイパンマラソンが、3/24 にはタガマン 

トライアスロンが行われました。あちらこちらに南洋桜ことフレームツリーの赤い花が咲き始め、4 月以降はさらに街中をビ

ビッドに色づけてくれることでしょう。先月サイパンを訪れた際に星空観察ツアーに参加してきましたが、南十字星をはっき

り見ることができたり想像以上の面白さでした。是非このようなツアーもご紹介下さい！では今月のニュースをどうぞ。

 

■2 月渡航者数 

2 月日本人渡航者数は、昨年同時期に

比べ約９%のプラス。2016年11月以

降初のプラスで、デルタ航空が２月中

に 5 便運休し、チャイニーズ NYがあったにも関わらずの増は、リブランディングによる需要喚起が効果を出し始めたとみる。

■サイパンマラソン 2018 過去最高の参加者に 

３/10（土）第 13 回サイパンマラソンが行われ、過去最高

の 931 人がエントリーし、昨年のほぼ 2 倍のランナーが南

国でのレースを楽しみました。50 ㎞、フル、ハーフ、10 ㎞

の各レースでは日本人選手の活躍も目覚ましく、50 ㎞、フ

ル、ハーフの男子で優勝した他、上位に多くの日本人が入賞

を果たし、毎年恒例、フィエスタリゾート＆スパ前のビーチ

での表彰式で素敵な笑顔を見せていました。2019 年のサイ

パンマラソンは 3/9 日に開催されます。 

レース詳細・結果はこちら 

 

 

 

                                       

■新ダイビング資料 配布開始 

マリアナ政府観光局は 2/27 にダイビング公式サイトの完全

リニューアルを行ったことを受けて、配布用ダイビング資料

もこの度刷新。4P とコンパクトながらもサイパン・テニア

ン・ロタ各島のポイントやシーズナリティーを分かりやすく

表記。今後、東京、大阪でのダイビングフェアで一般のお客

様に配布される他、資料請求でも入手可能なものとなりま

す。マリアナはダイビングで訪れるお客様、リピーターが多

いのが特徴です。是非今後の団体販促にもお役立て下さい。 

資料請求はこちら 

 

  2015 2016 年 2017 年 2018 年 対前年同月比 

日本 2 月 8,485 5,855 4,331 4,725 9.1% 

全体 2 月 42,921 47,281 57,320 53,045 -7.5% 

＜今月の TOPIC＞ 

■２月渡航者数 

■サイパンマラソン 2018 報告 

■マリアナの美しい映像がＤＶＤに 

 

■4 月 6 日～マリンダイビングフェア出展 

■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 

■新ダイビング資料 完成！ 

■7/13 名古屋から 3 年振りのチャーター決定 

■雑誌 GLITTER 28 ページのマリアナ特集 

■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/saipanmarathon/
https://members.mymarianas.jp/request_index.php


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

イベントカレンダー詳細はこちら 

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

21/ Sat Electric Island Festival (EIF) / エレクトリック アイランド フェスティバル サイパン 

26～29 / 

Thu～Sun 

37th Flame Tree Arts Festival /第 37 回フレームツリー・フェスティバル 

MAY 
5,12,19,26/ 

Sat 

20th Annual Taste of the Marianas /第 20 回 テイスト・オブ ・マリアナ 

■7/13 名古屋から 3 年ぶりにサイパンチャーター決定！ 

海の日の連休を利用した 7/13 出発 4 泊 5 日のサイパンチャー

ターが名古屋からチェジュ航空により催行されることが決定！

既に H.I.S.をはじめとする大手旅行代理店で商品化され、販売

もスタート。中部国際空港からは 3 年ぶりのサイパンチャータ

ーとなり、中部圏の皆様に時差 1 時間、直行 3 時間ちょっとで

極上のビーチリゾートライフをお楽しみいただけます。身体的

な負担が少なく、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い年代層に 

おすすめ。サイパンが久しぶり 

の方も、初めての方にもフォト 

ジェニックなサイパンをこの 

機会にぜひ！参考コースはこちら 

 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■３つの新しいウォータースライダー登場！ 

PACIFIC ISLANDS CLUB SAIPAN 

2018 年２月 P.I.C.サイパンに３つのスリリングなウォータ

ースライダーが新登場！黄色いインナーチューブスライドは

高さ約１２メートル、長さ約７７メートル（1 名用）。赤い

ブーメランゴは高さ約１５メートル、長さ約１２１メート

ル。青いボディスライドは高さ約１５メートル、長さ約１３

８メートル。（1～2 名用） 

日本語の案内ボードも 

あるので安心です。是非 

ご体験下さい！ 

ホテル情報はこちら 

 

■ロタホールのベストシーズン到来 

ROTA SCUBA CENTER RUBIN 

世界中のダイバーが憧れる有名な地形ポイント。ロタ島のロタ

ホールの光はただいま絶好調です。透明度の良い 3 月中旬から

7 月上旬は強烈な日差しがスポットライトのように差し込む 

ロタホールのベストシーズン。光以外 

にも生物、地形など見どころ多数で 

感動すること間違いなし。 

この機会に世界一の透明度と幻想的  

な光のショーを是非ご覧下さい。 

皆様のお越しをお待ちしています。 

お問合せはこちら      

 

 

 

■マリアナの美しい映像が DVD に 

マリアナ政府観光局は、3 月より美しいマリアナの映像が

ご覧いただける DVD の配布を新たに開始。この DVD に

は昨年 10 月からホームページ、YouTube で一般公開し

ている『The Marianas』のプロモーション映像（約 6

分）、そして『マリアナ、30 の宝もの。』を IWAMOTO 

FILM STUDIO 制作のもと約３分の映像作品として新たに

制作した 2 作品が収録されている。店舗のモニターで流し

てもよし、勉強会でマリアナのイメージをスタッフに掴ん

でもらうのに利用するのも 

ありです。団体の説明にも。 

枚数に限りがありますので 

ご希望の方はお早めに 

お問合せ下さい。 

DVD 請求はこちら 

 

 

http://japan.mymarianas.com/event/
http://bit.ly/NGOSPNTW
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
http://rotarubin.com/
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  

■マリンダイビングフェアに今年も参加 

マリアナ政府観光局は今年も 4/6～4/8 に池袋のサンシャイン

シティで開催される、マリンダイビングフェア 2018 に参加致

します！ブースでは、現地サイパン、ロタのダイビングショッ

プのベテランガイドがブースに参加して最新の現地情報をお届

け。マリアナの最新情報が聞けるまたとない機会。当日は楽し

いことになりそうです。ぜひ遊びにきてください。 

ダイビングフェアの 

詳細、その他マリアナ 

のダイビング情報は 

以下をご参照下さい！ 

マリンダイビングフェア 

マリアナダイビング情報 

■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 

☆関西テレビ にじいろジーン（ 3/31 On-air）フジ系列全国ネット  

<雑誌> 

☆sweet（2/10 発売 3 月号）8 ページ特集 (別刷り配布可) 

☆GLITTER（3/7 発売 4 月号）28 ページ特集（別刷り配布可） 

<オンライン> 

☆マリンダイビグ（3/10 ～） 

 ロタ特集：https://www.marinediving.com/area/rota/  

 

 

 

 

☆ダイビングと海の総合サイト Ocean+α（オーシャナ）2/27～  

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－」 

取材レポート：ここがすごかった！ サイパン・テニアン・ロタの魅力 10 

☆NOSH（3/20～） 

日本から一番近い南の島へ！女子 2 人がサイパンマラソンを体験！ 

 

■ベルトラとのタイアップ第 2 弾はダイビング 

マリアナ政府観光局では昨年 12 月に引き続き、3/23 よりベ

ルトラとタイアップを行い、マリアナのダイビングの手軽

さ、面白さを訴求中 

です。初めてのダイビ 

ングは是非マリアナへ！ 

特集サイトはこちら 

■4 人の女子大生がロタ島にやってきた理由とは  

ロタ島のダイビングショップ“RUBIN”の山本さんからユニー

クなお話を聞いたので、ちょっとお裾分け..。卒業シーズンの

3 月、日本から 4 人の女子大生が ROTA にやってきたそうで

す。スノーケリングに参加して頂きましたが、どうして卒業記

念旅行を ROTA に決めたの？と聞くと、4 人の名前がそれぞ

れ MAria, RIsako, Akane, NAtsuki、4 人揃うと MARIANA

になっちゃうんです。 

リアルマリアナガールズ、 

1 泊 2 日の ROTA 滞在は 

海に山に駆け回ってあっと 

いう間に帰国となったよう 

です。きっと素敵な思い出 

になったことでしょう。 

 

 

 

■雑誌 GLITTER 28 ページのマリアナ特集 

3/7 に発売された GLITTER4 月号に、どど～んと 28 ページの 

マリアナ特集『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』が掲載されました。モデルの香川沙耶さんがマリアナ

の 3 つの島、サイパン、テニアン、ロタを完全ナビゲート！まだ

肌寒い日本を抜け出して常夏マリアナへワープしたくなること間

違いなしの美しい写真も必見です。一般の方のブログに、”この

特集を読んで日本から近いので海外旅行イコールハワイではなく

てマリアナもあるのか！？と 

知るきっかけになりました。”  

という嬉しいコメントも。 

抜き刷りもご用意しています 

ので、資料請求でも配布可能 

です。是非ご活用下さい！ 

資料請求はこちら 

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://www.marinedivingfair.com/
https://japan.mymarianas.com/diving/
https://www.marinediving.com/area/rota/
https://oceana.ne.jp/webmagazine/201801_marianas
https://oceana.ne.jp/webmagazine/201801_marianas
https://oceana.ne.jp/series/mariana-report
https://oceana.ne.jp/series/mariana-report
https://nosh.media/archives/2410479
https://file.veltra.com/jp/promotion/beach_resort/marianas_diving/
https://members.mymarianas.jp/request_index.php

