
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  5 月 6 日をもってデルタ航空のサイパン直行便が運休になりました。しばらくは日本から直行便がな

い状況が続きますが、7/13 には中部国際空港からチャーターが 1 便、8 月には成田から 28 便飛ぶことが決まり、既に各社か

らツアーの販売が始まっています。また、チェジュ航空、アシアナ航空など韓国系エアラインを利用した仁川経由、香港エク

スプレスを利用した香港経由での渡航は引き続き可能ですので、引き続きの販売協力を是非とも宜しくお願い致します！ 

 

■４月渡航者数 

4 月日本人渡航者数は、昨年同時期に

比べ約２0%のプラス。2 月、3 月に続

いて 3 か月連続のプラス、しかも 2 桁

増となった。デルタ航空が 4 月中に 3 便運休したものの、サイパン線撤退を聞いての間際需要増が主な要因と思われる。 

■CNMI スカイマークと MOU 締結 

スカイマーク(BC)は 5 月 18 日に北マリアナ政府とサイパン

便新規就航に関しての MOU を締結致しました。機材は

B737-800(177 席)、オールエコノミークラスの予定です。

6 月中にはスケジュール、料金などが明らかになる見込み

で、旅行会社へのセールスも同時期にスタートする予定で

す。マリアナ政府観光局ではスカイマークからの詳細発表が 

あり次第、各種プロモーション、及び販促プランをメディ

ア、そしてトレードとともに推進していく予定です。 

是非、引き続きのご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

■5 月  第 14 回関空旅博 2018 出展 

マリアナ政府観光局は、5/19, 20 の両日に関西国際空港に

て行われた『第 14 回関空旅博 2018』に今年も出展。関西

方面の一般コンシューマーに対して、マリアナの魅力や楽し

み方をご案内させていただきました。2 日目の 5/20 には海

外旅行セミナーにも参加。約 50 名のお客様が熱心にセミナ

ーを聞いて下さいました。2 日間来場者は以下の通りです。 

5 月 19 日(土)／21,000 人（第 13 回：21,000 人） 

5 月 20 日(日)／22,000 人（第 13 回：21,000 人） 

両日合計／43,000 人（前回第 13 回：42,000 人） 

 

  2015 2016 年 2017 年 2018 年 対前年同月比 

日本４月 6,037 4,269 3,857 4,631 20.1% 

全体４月 40,473 37,317 52,438 49,198 -6.2% 
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イベントカレンダー詳細はこちら 

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

JULY 
4/ Wed Liberation Day / 独立記念日 

14, 15/   

Sat. Sun 

34th Annual Saipan International Fishing Tournament /  

   第 34 回サイパン・インターナショナル・フィッシング・トーナメント 

■5 月 ダイビングフェス KANSAI 出展         

マリアナ政府観光局は 5/19, 20 の両日、今年第 2 回目の開

催となる関西版ダイビングフェスティバルこと“ダイビング

フェス KANSAI 2018” に初出展しました。2 月から新たに

ＨＰ上で公開しているダイビングコンテンツや 4 月から配布

を始めた４Ｐのパンフレット、ダイビング専用のプロモーシ

ョン動画などを駆使して、マリアナのダイビングの面白さ、

楽しみ方を来場者にお伝えしました。来場者数は 2 日間で約

1.2 万人。ブースには WONDER                                 

SEA SAIPAN のミサヨさん,                                  

BIGEYE のトモエさんがお手伝い                                  

に来て下さいました。                    

 

 

■7 月・8 月 サイパンチャーター 好評発売中! 

サイパンは、直行便だと 3 時間半で行ける日本から一番近い

アメリカのリゾートです。この夏、様々なサイパンチャーター

が企画されており、好評発売中です。12 月から直行便復活の

話もあるサイパンです。是非、この夏 名古屋と成田から飛ぶ

チャーター便でサイパンの楽しさをご自身で一度体験されては

いかがですか？まさに百聞は一見に如かずです。       

各社のツアーは以下の通り。マリアナ政府観光局のホームペー

ジにても以下のようにコラムで宣伝させていただいています。                   

7/13NGO 発チャーターはこちら 

8/1～23 ジンエアのチャーターツアーはこちら 

8/5,8,11,14,17 アシアナのチャーターはこちら 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■スーペリアの全室をリノベーション 

CORAL OCEAN GOLF RESORT 

サイパン島の南に位置するコーラルオーシャンゴルフリゾー

トは、このたびスーペリア全客室のリノベーションを完了。

以前はカーペット敷きのお部屋でしたが、リクエストに応え

て、全スーペリアのお部屋をフローリングにリノベーション

致しました。特に今の季節は、お部屋からのフレームツリー

（火焔樹 / 南洋桜）と青い海の向こうに見えるテニアン島

の景色が絶景です。ゴルフ目的の方にも、のんびりした休日

を過ごしたい方にもお勧 

めのリゾートです。 

ホテル詳細はこちら 

（韓国語・英語のみ） 

■6 月 4 日からランチもスタート！ 

SALTY’S GRILL & CAFE 

4 月に店舗を海沿いに移転し、美味しいローカルフードとサイ

パンビールの飲み比べができるなどロコにも観光客にも人気の

レストラン ソルティーズが、6/4（月）からランチをスタート

しました。新たに加わったシェフは先月まで“波食堂”で腕を振

るっていた鈴木シェフ。月～土曜の 11:00～14:00 までビー

フカレー、グリルチキン、ポークカツレツなど日本人にもなじ

みのメニューが楽しめます！ 

8 名まで入れる個室も完成し、 

イベントでの店舗貸切にも対応。 

是非サイパンに行った際には 

お立ち寄り下さい。 

店舗詳細はこちら      

 

 

 

http://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/column/7701/
https://japan.mymarianas.com/column/8055/
https://japan.mymarianas.com/column/8055/
https://japan.mymarianas.com/column/7876/
http://www.cogresort.com/
http://www.cogresort.com/
https://www.saltys670.com/
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  

■テイスト・オブ・マリアナで日本人大活躍！ 

サイパン島で 5 月 19 日（土）、「ジェイズ・フライドチキン大

食い大会（J’S FRIED CHICKEN EATING COMPETITION）」

が開催され、日本から初参戦した大食いタレントのますぶちさ

ちよさんが巨大フライドチキン 18 本を食べ、優勝しました！ 

この大会は毎年 5 月の毎週土曜日に開催される、マリアナ最大

の食フェス「テイスト・オブ・マリアナ」の人気プログラムの

一つとして行われ、大食い自慢の 10 名が、制限時間 30 分で巨

大なフライドチキン 30 本（約 4.5kg *骨含む）にチャレンジ。

骨や軟骨をとり外すのに予想外に苦戦し、30 本完食には至らな

かったものの、18 本（約 2.7kg *）と最も数多く食べたますぶ

ちさちよさんが優勝し、見事賞金を手にしました。第 2 位はフ

ライドチキン 15 本を食べた、体重 115 キロのサイパン出身・

ヘビー級格闘家 Kelvin Fitial さんが、また過去の大食い大会で

優勝経験を持つサイパン島在住・身長 215ｃｍの大男

Zachariah Johnson さんが 13 本を食べて第 3 位と続きまし

た。大半の挑戦者が 5、6 本食べるのに精一杯という中、最後ま

で余裕の笑顔でフライドチキンを食べ続けた細身な日本人女性

の活躍に、会場に集まった地元住民や観光客らは大盛り上がり

でした。 

大会の模様はこちら（動画） 

■メディア露出情報 

＜雑誌＞ 

☆Seventeen（6 月号 4/28 発売） 集英社  

「かれまゆりんくまーしゅの夏盛り水着 SHOW IN SAIPAN」 

☆non-no（7 月号 5/20 発売）集英社 （全 8P） 

水着特集「盛れる♡映える♡夏が始まる！＃BAE な水着とれたて

NEWS in Saipan」 

☆Seventeen（7 月号 6/1 発売） 集英社 

「かれまゆりんくまーしゅ夏盛り水着 SHOW IN SIPAN 第 2 弾」 

 

 

 

 

 

 

<オンライン> 

 ☆non-no Web（5/30） 

夏休みはサイパンへ！ ＃BAE スポット、ホテル＆グルメ etc.おす

すめ情報まとめ♥ 

■豪華客船”飛鳥 II”でサイパン旅行はいかが？ 

2019 年のゴールデンウィークにサイパンへ寄港するのは「一

生に一度は乗ってみたい豪華客船」として人気の飛鳥 II。先週

5/31 より郵船クルーズから発売が開始となっています。2019

年の 4/26 に東京から出航して、サイパン、グアムを回って横

浜に 5/6 に帰港する 11 日間の旅です。2019 年 1/11 日までの

申し込みは早期割引の対象なので、サイパンへの船旅が気にな

る方は、是非郵船クルーズのサイトをご参照下さい。 片道は約

3 日なので長期間洋上で 

過ごすことに不安がある 

方や、クルーズデビュー 

の方にぴったりの日程です 

来年のＧＷは是非マリアナ 

ブルーに癒される旅を！  

ツアー詳細はこちら 
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