
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  今週末は七夕です。都会の街灯りを抜け出し、写真のように圧巻の星空をマリアナに眺めに行くのは

いかがでしょう？7/13 が新月なので、しばらくは絶好のスターゲイジング日和が続きます。チェジュ航空の 7/13 発 名古屋

チャーターで行かれるお客様には是非楽しんできていただきたいものですね。5 月から直行便がなくなってしまったサイパン

ですが、仁川、グアム、香港経由で引き続き渡航可能です。直行便復活まで、皆様の引き続きの販促協力をお願い致します！

 

■5 月渡航者数 

5 月日本人渡航者数は、5/6（日）を

もってデルタ航空がサイパン直行便を

運休したことに伴い、-70%という大

幅減に。更に、ユナイテッド航空の札幌・仙台のグアム便もこの春運休となり、乗り継ぎ客が減ったこともマイナス要因に。 

■アメリカ セミナー in 福岡＆札幌 

マリアナ政府観光局は 6/19（火）日に福岡、6/21(木)に札

幌で開催された、Japan Visit USA コミッティー主催のアメ

リカ セミナーに参加。現地のアップデートと、新規就航誘

致の現状などを説明させていただきました。福岡では 37

名、札幌では 21 名のエージェントが参加し、今回から新た

に導入された、サプライヤーのテーブルをバイヤーが時計周

りに移動し、10 分ずつ質疑応答含め最新情報を聞くスタイ

ルを体験。セミナー終了後には参加サプライヤーとバイヤー

で軽食とドリンクを楽しみながら、さらに交流を深めるネッ

トワーキングイベントも開催されました。 

 

 

 

 

■アシアナ航空仙台と共催 FAM 

マリアナ政府観光局は、6/24～27 の 3 泊 4 日の日程にて、

仙台のアシアナ航空協力の下、仁川経由のサイパン FAM を

行いました。参加エージェントは 6 社（ツアーウエーブ、旅

のレシピ、ワールドトラベル、福島交通観光、山形中央観

光、ジャパンツーリストサービス）。ホテル視察、アクティ

ビティ体験、ディナーショーと短い日程ながら精力的に研修

をこなしていただきました。仙台はこの 3 月でユナイテッド

航空のグアム便も運休になり、観光局としては仁川経由で行

くサイパンのツアー造成を東北エリアで推奨しています。 

 

  2015 2016 年 2017 年 2018 年 対前年同月比 

日本 5 月 6,487 4,417 4,120 1,238 -70% 

全体 5 月 39,955 35,466 51,023 46,093 -9.7% 
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イベントカレンダーはこちら 
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4/ Wed Liberation Day / 独立記念日 

4 / Wed Children’s Shoreline Fishing Derby / 子ども海釣り大会 

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 

■フォトライブラリー大拡充！             

マリアナ政府観光局では 6 月中旬、新たにフォトライブラリ

ーに 150 点弱の画像を追加しました。今回追加でライブラリ

ーに登場したのは、マリアナジェニックのサイト（こちら）

で公開しているフォトジェニックポイント満載の 63 点。そ

してダイビングコンテンツ（こちら）制作時に撮影された水

中画像 83 点です。今までなかった松安丸などの画像が追加

されていますので、是非ご活用下さい！         

フォトライブラリーはこちら               

 

 

 

 

 

 

 

■やはり ESTA の取得をお勧め下さい 

サイパンを玄関口とする北マリアナ諸島は、アメリカの自治領

であり、アメリカ本土の入国と異なり、ESTA（電子渡航認証

システム）なしでも日本人は入国可能です。ただし、昨今は中

韓からの渡航者も増え、特に夜中の到着時間帯は中韓の LCC

や臨時便で混み合い、ESTA なしの一般ラインに並ぶとかなり

の時間を要します。前述の仙台発 仁川経由のアシアナ共催

FAM では、参加者全員に ESTA を取得してもらった結果、真

夜中の混雑時にも拘わらず 20 分ほどで全員が入国審査を抜け

られました。サイパン空港には ESTA ラインが存在します

し、APC（自動入国審査端末）も 7 台稼働しています。これ

から夏のチャーターツアーでサイパンへ 

お出かけのお客様にも是非 ESTA を取得 

しての渡航をお勧め下さい。             

 

 

 

 

 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■オーシャンビューの絶景が自慢のレストラン 

GRANDVRIO RESORT SAIPAN 

せっかく南国リゾートに来たのだから、素敵なオーシャンビ

ューを満喫しながら食事がしたい、そんな方にお勧めなのが

グランヴィリオ リゾートはクリスタルタワー10F にある

『ドルフィンレストラン』。 

日中はもちろん、サンセットも 

絶景な和洋食を楽しめるレスト 

ランです。ランチのカツ重セット 

$10 など料金が手頃なのも喜ばれている理由です。 

営業時間は以下の通り。 

BUSINESS HRS.: DAILY (A LA CARTE) 

LUNCH: 11:30 ~ 14:00 (13:30 LAST ORDER) 

DINNER: 18:30 ~ 22:00  

(21:30 LAST ORDER)                 ホテル詳細はこちら 

 

 

■毎年恒例のシッキ―ウォッチプレゼント！ 

PACIFIC ISLAND CLUB SAIPAN  

7 月 1 日から 9 月 30 日まで、PIC サイパンでは夏のアクティ

ビティプログラムを開催中！朝から晩まで盛りだくさんのイベ

ントで、今年の夏はパシフィックアイランドクラブサイパンで

過ごしましょう！大人から子ども 

まで楽しめる夏ならではのイベン 

トがいっぱいです。人気のシッキー 

ウォッチは、パシフィックアイ 

ランドクラブサイパンご滞在の 

2-11 歳までのお子様全員が対象 

です。皆様のお越しをお待ちして 

おります。 

クラブ詳細はこちら      

 

 

 

https://japan.mymarianas.com/marianagenic/
https://japan.mymarianas.com/diving/
https://members.mymarianas.jp/photolibrary/
http://www.grandvrio-saipan.com/index.html
http://www.grandvrio-saipan.com/index.html
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
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  

■マリアナ×ピクルスも旅するサイパン♡ 

黄色いボディと白いお花がキュートな”マリアナ×ピクルス”は 

ご存知ですか？愛くるしい笑顔で人気のぬいぐるみ「かえるの

ピクルス」とマリアナがコラボしたとってもかわいい子です。 

アウトドアのぬい撮りが楽しくなる”マリアナ×ピクルス”の発売

を記念して、6 月よりインスタグラムではフォトコンテストが開

催されています。応募方法は「#ピクルスとマリアナ行きたい」

のハッシュタグにお気に入りのピク撮りを投稿するだけ。応募

期間は 2018 年 9 月 17 日（月）まで。これから夏のチャーター

ツアーでサイパンへ出かける方、是非ご応募をお待ちしていま

す。マリアナ版ピクルスをどうしても手に入れたい方は、以下

のサイトから購入、もしくは観光局までお問合せ下さい。 

貸出も検討致します。 

フォトコンテスト詳細 

■メディア露出情報 

＜雑誌＞ 

☆Seventeen（7 月号 6/1 日発売） 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♥ 

 ☆non-no Web（5/31） 

「夏休みに行くならサイパン！ 海を楽しむ最新トピ ック＆穴場ビ

ーチを紹介♥」 

■Saipan Brewing Co.の缶 新パッケージに 

ローカルにもツーリストにも人気のサイパン地ビール“Saipan 

Brewing Co.”はこの度缶ビールのパッケージを一新。今まで 

レストランやジョーテンなどのスーパーでも 500ml 缶しかなか

ったところに、新たに 350ml 缶を発売致しました。一般的に売

られているのは SIRENA BLONDE、 HAFA ADAI IPA、そして

PAU PAU PALE ALE の 3 種。（写真は BLONDE と IPA） 

今までの 500ml 缶より、お土産 

としても持ち帰りやすくなり、 

またパッケージもちょっと 

オシャレになりました。 

Saipan Brewing Co.詳細 

■最近こんなものが登場しました！ 

色々フォトジェニックなスポットが多いマリアナですが、最近

サイパンに登場した“これ！”的なスポットをご紹介します。   

まずは南国リゾートらしい雰囲気   

と静かな環境が人気のアクア 

リゾートクラブから”I ♡ AQUA”の 

文字サイン。そしてもう 1 点が 

以下のサーフボードを利用した 

“My Private Paradise”と           

“Eat. Swim. Relax”の 2 枚の 

メッセージボード。日中の青い 

海バックも素敵ですが、サンセ 

ット時もかなり魅力的です。 

ハイアットリージェンシーの 

近くには小さなお花屋さん兼 

TEA HOUSE が登場したよう 

です。 

 

■ユナイテッド航空 GUM/SPN 便 8/2 より増便 

ユナイテッド航空は、5 月末をもってケープエアと GUM/SPN 便

契約を打ち切り、6 月からは機材を自社の B737-800(166 席)に

大型化した上、GUM/SPN → 07:00/07:45, SPN/GUM →

08:45/09:30 の 1 日１便にて運航しています。この度、北マリ

アナ政府の要請を受け、更に 8/2 より週 2 便増便することが発

表されました。新たに増便になる便の詳細は以下の通りです。 

UA104 GUM/SPN 23:30/00:15+1 (火曜・木曜) 

UA105 SPN/GUM 04:55/05:40 (水曜・金曜)  

今回の増便の主な目的はサイパンから医療行為を目的としてハワ

イを訪れる人々のニーズに応えたもので、HNL 便への接続を容

易にする時間帯での増便となっています。機材は B737-700。 

 

mailto:mva@access-jp.jp
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https://nonno.hpplus.jp/article/20728
https://nonno.hpplus.jp/article/20728
https://www.facebook.com/saipanbrewing/

