
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  4 月上旬は東京にて毎年恒例の“マリンダイビングフェア 2018”が開催され、マリアナ政府観光局も

出展。サイパン、ロタ島からインストラクターさんも来日し、マリアナのダイビングの面白さを来場者に伝えてくれました。

現地では 4 月最終週末に北マリアナ諸島で最も古く大規模なフレームツリーフェスティバルが開催された他、5 月の毎土曜日

にはマリアナ最大の食のイベント“テイストオブマリアナ”も開催されます。地元の人々と触れ合うのも旅の醍醐味ですね。

 

■3 月渡航者数 

3 月日本人渡航者数は、昨年同時期に

比べ約２%のプラス。2 月に続いて 2

か月連続のプラスとなった。デルタ航

空が３月中に 6 便運休しているにも関わらずの増は、リブランディングの効果と DL 撤退を聞いての間際需要増が要因かと。 

■マリアナセミナー in 仙台 

マリアナ政府観光局は 4/5 にアシアナ航空仙台支店協力の

下、マリアナアップデートセミナーを旅行代理店向けに行い

ました。３月末でユナイテッド航空の SDJ/GUM 便が運休と

なり、仙台空港からサイパンへの渡航にはアシアナ航空の仁

川経由便での商品造成が不可欠になることを受けて行ったも

の。当日は仙台空港や、乗り継ぎ空港である仁川空港からも

担当者が参加し、乗り継ぎの利便性などを参加者に説明した

他、セミナー後には懇親のランチ会も開催されました。６月

下旬にはアシアナ航空と共催の 

エージェント向け研修旅行も 

仙台から計画中など、東北方面 

からのマリアナへの渡航者増に 

引き続き注力致します。 

■アメリカセミナー in 大阪・名古屋 

マリアナ政府観光局は、4/19, 20 の両日、Japan Visit USA 

Committee 主催のアメリカセミナー＆ワークショップ in 大

阪、名古屋に参加。マリアナの最新情報を伝えると共に、名

古屋では 7/13 にチェジュ航空によるサイパンチャーターが

行われることも宣伝させていただきました。セミナー後のワ

ークショップでは２時間に渡り、多くのエージェントがマリ

アナブースを訪れ、入国に際しての質問、現地ホテルの状

況、今後のフライト就航計画など質問は多岐に渡りました。 

来場者は大阪で約 70 名、名古屋では約 40 名でした。 

 

  2015 2016 年 2017 年 2018 年 対前年同月比 

日本 3 月 8,808 6,352 4,913 5,004 1.9% 

全体 3 月 42,593 37,317 54,841 53,714 -2.1% 

＜今月の TOPIC＞ 

■3 月渡航者数 

■4 月マリアナセミナーin 仙台 

■4 月 アメリカセミナー in 大阪・名古屋 

 

■サイパン初の公共バスが登場 

■5 月関空旅博・ダイビング FES 出展 

■メディア露出情報（雑誌、テレビ、  

オンライン）  

■メディア情報 

■8/1～23 JIN Air サイパンチャーター  

■8 月アシアナ航空 サイパンチャーター 

■マリアナ最新情報 

■イベント情報 

■イベント情報 1 月/２月 
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イベントカレンダー詳細はこちら 

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 

26/ Sat Governor’s Tournament of Champions Golf Tournament / 知事杯ゴルフト

ーナメント 

JUNE 
23/ Sat Tagaman Off-road /タガマン オフロード 

■8/1 ～ 23 ジンエアーによるサイパンチャーター就航   

デルタ航空が 5/6 をもってサイパン線を運休したのを受け、

夏休み需要に対応すべく、この度ジンエアーが 8/1～23 にか

けて成田空港からサイパンへ２3 本のチャーターを運航する

ことを決定致しました。使用機材は B737 の 189 席。時間帯

は朝夜便になる予定で、JTB, HIS の２社がツアー造成、発売

を行います。（JTB は 5/18 よりツアー発売予定）    

日本からサイパンへ LCC が直行便を運航するのは今回が初と

なり、お客様の反応も非常に興味のあるところです。この夏

はチャーター便で快適にサイパンへ！                  

HIS のツアーはこちら    

 

 

■8 月アシアナ航空 サイパンチャーター 5 本決定！ 

アシアナ航空（東京）は８月 5, 8, 11, 14, 17 日の出発で

NRT/SPN 4 泊 5 日のチャーター便の運航を決定し、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 

スタートしています。使用機材は B767 の 250 席。昨年は乗

務員のスケジューリングができず見送りとなった夏チャーター

ですが、今年は 5 便で巻き返しを図ることに。各社のツアー

は以下の通り。                    

（5 月 2 日時点で発表になっているもののみ掲載） 

HIS のツアーはこちら 

近畿日本ツーリストのツアーはこちら 

エスティーワールドのツアーはこちら 

名鉄観光のツアーはこちら 

 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■ガラパン中心部に新たな CAFÉ 誕生 

ETE CAFÉ SAIPAN 

2018 年 3 月 16 日、T Galleria (DFS)から通りを挟んだ斜

め向かい、グランヴィリオホテルの前に新しくオシャレなカ

フェが誕生しました！ その名も”Ete café”。ete はフランス

語で夏を意味するそうで、常夏のサイパンにはピッタリのネ

ーミング。店内は装飾がユニークで、カフェ、ケーキやデニ

ッシュの他、スムージーや 

パフェ、ハニーブレッドなど 

インスタ映えするスイーツが 

いっぱいです。２階のテラス 

席も間もなく OPEN とのこと。 

是非足を運んでみて！ 

店舗情報はこちら 

 

■実はとってもお得なんです 

KENSINGTON HOTEL SAIPAN 

2016 年にオープンした五つ星リゾートホテル。１泊の料金が

高いと思われがちですが、お部屋内のミニバーは無料で毎日補

填される他、透明カヤック、スノーケリング、アクアエアロビ

クス等のアクティビティも参加無料。通常でもディナー時のア

ルコール（ビール＆ワイン）が追加料金なしで楽しめる他、 

プレミアデラックスルーム以上のカテゴリ―にご滞在の方は、

インフィニティプール、 

並びにインフィニティプール・ 

バー（21 歳以上）での飲み 

放題も含まれるなど、滞在中は 

予算に気にすることなくお楽 

しみいただけます。詳細はこちら      

 

 

 

http://japan.mymarianas.com/event/
https://e.his-j.com/trip/ciao/catalog.aspx?catalog_code=SPN013&portal=02A&jarea=10
https://e.his-j.com/trip/ciao/catalog.aspx?catalog_code=SPN011&portal=02A&jarea=10
http://tempo.knt.co.jp/shop_search/1320/news/spnoz.html
https://stworld.jp/feature/SPN/oz_saipan/
http://www.mwt.co.jp/kaigai/airline/oz/cp/spn/
https://www.facebook.com/etecafesaipan/
https://www.facebook.com/etecafesaipan/
http://kensingtonsaipan.com/jp/
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.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：03-3527-2192        Twitter: https://twitter.com/mymarianas_mva  

■サイパンに初の公共バスが登場！ 

4/9（月）、サイパンに初の公共バスが誕生！ガラパン中心部

のパセオデマリアナから NMC(Northern Marianas College)

間を結ぶもので、乗車料金は大人$2(12 歳以上)、子供(11 歳

以下)とシニアが $1、３歳以下が無料で、２時間以内であれば

乗り降り自由。現在は Flame Tree Line 1A という 

ミドルロードを往復するルートだけが先に OPEN した形で

す。最終的には北部方面に行くルートと、官公庁関係や役所が

ある Capitol Hill を通り東部に抜けるルート、そしてパセオデ

マリアナから海沿い（Beach Road）を南下して PIC Saipan

を通り NMC に行くルートの４路線ができることに。公共バス

の主な運航目的は地元の学生、住民の足としてですが、もちろ

ん観光客も料金を支払えば乗車可能です。現状は Week day

が朝 6:30～夕方午後 4:30 まで、土曜日が朝 6:30～午後

4:30 までそれぞれ２時間おきに運行。日曜日は運休。車両は

1 台 22 人乗り。時間的にも便利とは言えませんが、それでも

レンターカーを借りないツーリストが将来、手軽な料金で南部

や北部の観光地付近まで行くには役立つ交通手段になり得るか

も。ドライバーは非常に親切で、経路上で行きたい目的地を伝

えておけば近くの停留所で声をかけて降ろしてくれます。 

バスに関する情報はこちら 

■メディア露出情報 

＜テレビ＞ 

☆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  

「ジーンちゃんが世界のごちそういただきます！」にてサイパン

島およびテニアン島を紹介しました 

  

<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） 

2 月～4 月で 10 本 “マリアナ大型企画”を展開  

HEADLINE: https://oceana.ne.jp/series/mariana-report  

【ダイビング検証】ロタの海が世界一の透明度って本当？        

～メジャーで測ってみた結果～ 

サイパンの人気ホテルグループの価格＆目的別ホテル 3 選 

インスタ映えするロタ島のフォトジェニックシーン うみカメラ

マンむらいさちが撮影のコツを伝授！ 

☆HUNT Classics (3/22 公開) 

「大自然と笑顔、豊かでアナログな日々「ロタ島の暮らし」 

■5 月 関空旅博、ダイビングフェス関西 2018 に出展 

マリアナ政府観光局は 5/19, 20 の両日、大阪で行われる２つ

のイベントに出展致します。１つは毎年恒例、関西国際空港

(KIX)にて開催される“関空旅博 2018”。2 日間に渡りマリアナ

の最新情報を来場者に案内させていただく他、5/20(日)の午後

12:10～12:55 はホテル日航関空 B1Ｆの鷺の間にて“海外旅行

セミナー”にも参加。2 つ目は、今年 2 回目の開催となる“ダイ

ビングフェス関西 2018”。会場は大阪南港 ATC ホール。こち

らは入場料（前売 800 円 / 当日 1,000 円）がかかりますが、

ダイバー向けにＰＲをさせていただきます。お時間のある方は

是非！   関空旅博 2018       ダイビングフェス関西 2018 

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.facebook.com/COTASaipan/
https://oceana.ne.jp/series/mariana-report
https://oceana.ne.jp/from_ocean/79446
https://oceana.ne.jp/from_ocean/79446
https://oceana.ne.jp/pr/79420
https://oceana.ne.jp/after_report/80306
https://oceana.ne.jp/after_report/80306
https://inthelife.club/a9218/
https://www.kanku-tabihaku.com/
https://divingfes.jp/

