
＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  7 月以降、異常な暑さと自然災害に見舞われている日本列島です。ここまでくると、南国リゾートの

マリアナが避暑地に思えてきますね。ここ最近のサイパンの気温は最高・最低気温が 31℃/26℃くらい。小さな島なので風通

しもあり、まさに美しい海と自然を楽しみながらくつろげる避暑地です。今月は成田からチャーターも 28 本就航するサイパ

ンです。もちろん地方からは仁川・グアムを経由しても渡航可能です。猛暑の日本を抜け出して是非遊びに来てください！

■6 月渡航者数

6 月日本人渡航者数は、5 月のデルタ

航空サイパン直行便を運休に続き、

GUM/SPN 間の UA の便数削減、日本

からの同日乗り継ぎが難しくなったことが要因で更なる大幅減に。仁川経由、チャーター便などを当面提案することが急務。

■JTB 旗艦店（東京）同行セールス

マリアナ政府観光局はＪＴＢ本社ハワイ・ミクロネシア部

と一緒に 7 月 9 日、10 日の両日都内の旗艦店舗 7 店舗を同

行セールスで回り、サイパンの現状、セールスポイント、8

月のチャーター詳細を伝え、最後までサイパン押しでの販促

展開を各店舗にお願いさせていただきました。更に、7/17

には JTB トラベルゲート有楽町店の朝礼でも時間をいただ

き、10 名の店舗スタッフにサイパンの魅力、セールスポイ

ントについて短時間ではありますが、伝えさせていただきま

した。更に有楽町店舗では 7/12〜サイパン展示のスペース

も開設。資料やマップなどもお持ち帰りいただけます。 

■マリアナイベント at HIS 表参道 Cafe

マリアナ政府観光局は、7/11(水) ＨＩＳ 表参道店

（H.I.S. 旅と本と珈琲と Omotesando）にて夜 7:30 から

開催された“マリアナブルーの海と、ダイナミックな自然溢

れるサイパンの魅力を知ろう！”というイベントに参加。約

1 時間に渡って 40 名のお客様にマリアナ、サイパンの魅力

をお話させていただきました。参加者には Saipan Brewing 

Co.のサイパン地ビールが一人 1 本提供され、くつろいだ雰

囲気の中、プレゼンに耳を傾けていらっしゃいました。最後

には 8 月のチャーターツアーの宣伝も行われた他、素敵な賞

品がもらえる抽選会もあり、最後まで盛り上がりました。 

  2015 2016 年 2017 年 2018 年 対前年同月比 

日本 6 月 6,305 4,708 3,847 487 -87.4% 

全体 6 月 38,342 41,502 55,096 47,341 -14.1% 
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イベントカレンダーはこちら

SEP 
21～23/ 

Fri.-Sat. 

4th Annual International Festival of Cultures 

 / 第 4 回インターナショナル・フェスティバル・オブ・カルチャー 

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 

■うみ博 2018 にてサイパンＰＲ

マリアナ政府観光局は 7/21（土）、横浜の大さん橋ホール

にて開催された海洋都市横浜“うみ博”のステージイベント

に HIS と共同で参加。一般来場者に向け、約 30 分間サイ

パンの魅力について話をさせていただきました。会場には

魚や生き物、レジャー、環境保全、船舶などに興味のある

家族連れが多く訪れ、賑わいを見せていました。このイベ

ントにても 8 月のサイパンチャーターツアーを宣伝し、一

人でも多くの方の来島を呼びかけました。

■7/13 JEJU チャーター from 名古屋

7 月 13 日（金）夜、中部国際空港から JEJU 航空のサイパン

チャーター便が 181 名のお客様を乗せてサイパンに出発しま

した。名古屋からのサイパンチャーターは約 3 年振り。便の

サイパン空港到着に合わせて、マリアナ政府観光局では到着ゲ

ートを出たところで歓迎イベントを準備。” Welcome to the 

Marianas (マリアナへようこそ！) “の横断幕ととも現地の女

性 2 名が貝殻の首飾り（Shell Lei）を一人一人のお客様にプ

レゼント。到着のお客様からは突然のことに喜びの歓声

が上がっていました。この 

到着時のセレモニーは 8 月の 

JIN チャーター初便、アシアナ 

航空チャーターの初便にても 

行われました。 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報

■夏季限定プロモーション

AQUA RESORT CLUB SAIPAN 

アクアリゾートクラブでは 8 月 30 日まで、“ケイジャン

SEA FEAST”を開催。調理されたシーフードはケイジャンス

パイスで絡めテーブルの上へ広げて豪快に手づかみでお召し

上がりいただけます。ご家族や仲間と共に美しい夕日を眺め

ながらのディナータイムが盛り上がること間違いなしです。 

催行日： 毎週日曜、木曜 18：00〜20：00 

料金： コンボバック＄70.00〜＄100.00（2 名様料金です） 

場所： ビーチサイドバーベキュー会場 

※主要ホテルより

無料送迎いたします 

※上記料金に S/C

10％がかかります 

ホテル詳細はこちら

■「Pororo Park」7/21 より営業開始！

SAIPAN WORLD RESORT 

サイパンワールドリゾートでは、以前のレッドボックス及びラ

ウンジの改装作業が終了し、この度お子様向けのプレイグラウ

ンド「Pororo Park」の営業が開始されました。詳細は以下と

なります。(対象年齢：1 歳〜7 歳、宿泊者限定) 

＜営業時間＞**各セッション最大 30 名まで** 

第１セッション: 14:00〜17:00 

第２セッション: 19:00〜22:00  

＜料金（2 時間）＞ 

お子様：$12/一人 

（延長 1 時間$6） 

大人 ：$4/一人 (延長 1 時間$2) 

お支払い方法：ルームチャージのみ 

リゾート詳細はこちら

https://japan.mymarianas.com/event/
http://aquaresortclub.premierhotel-group.com/saipan/
http://aquaresortclub.premierhotel-group.com/saipan/
https://www.worldresortsaipan.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

メディア  mva-pr@access-jp.jp

TEL：03-6262-0975  

FAX：03-3527-2192 

観光局公式 HP  https://japan.mymarianas.com/

Facebook: @saipanda.mva 

 Instagram: mymarianas_mva 

Twitter: @mymarianas_mva

■Tourism Expo 2018 出展します

マリアナ政府観光局は今年も 9/20〜23 に東京ビッグサイトで

開催される『Tourism Expo 2018』に出展致します。出展場所

は東 3 ホールのブランド USA パビリオン内で、今年も 6 ブース

にてマリアナのプロモーションを行います。木曜と金曜は業界

日としてブース内にて商談を行わせていただく他、土・日のコ

ンシューマーDay には、昨年同様現地からクラフト職人が来日

し、花冠のマーマーやヤシの葉細工などの制作を体験いただけ

ます。また、ミスマリアナと観光大使である“マリアナちゃん”

も来日。一緒に写真撮影ができる他、可愛いダンスも披露して

くれます。もちろんホテルの詳細など様々な資料もご用意して

います。是非 9 月の Tourism Expo はマリアナブースへお立ち

寄りください！美味しいマリアナコーヒーも提供致します。 

■メディア露出情報

＜オンライン＞ 

☆NOSH（7/6 公開）

【サイパン】圧倒的ブルーの海、天使の羽の壁…♡フォトジェニ

ックすぎる南の島マリアナへ行きたい！ 

☆DRESS（7/6 公開）

①ちょっと贅沢、くらいがちょうどいい。大人におすすめ・・・

②そうだ 離島、行こう。テニアン島、ロタ島を巡ると・・・

☆DRESS（7/13 公開）

①癒しの海、空、森。サイパンで美しい自然にどっぷり浸かる

②体験しないのは損！ サイパンで海を満喫できるアクティビティ３つ

☆DRESS（7/26 公開）

サイパン旅行を味わい尽くす５つのアイデア

■シッキ―がマゼランレストランに登場！

パシフィックアイランドクラブサイパン(PIC)では、夏休みのア

クティビティの一つとして、「シッキ―と写真撮影」が大人気で

す。シッキーがレストランに登場した瞬間、子供達が集まってき

て、どの子も美味しいごはんよりもシッキ―が大好き。 

大人も子供も、シッキーと一緒に思い出の写真を撮って楽しいひ

と時を過ごします。さらに別のキャラクターも登場して子供たち

は大興奮です。 この夏 PIC に 

行かれるお客様がいらっしゃ 

いましたら、こちらを是非ご 

紹介下さい。 

リゾートの詳細はこちら

■NMI Soccer Training Center オープン

7 月上旬、サイパン島南部に新しいサッカーフィールドが登場

しました。“NMI Soccer Training Center”という名称で、メ

インフィールドとミニフィールドの２つがあり、北マリアナ諸

島のナショナルチームの練習基地にもなっています。観客席と

フィールドという簡素なつくりですが、関係者によるとピッチ

のコンディションもいいらしく、将来的には海外のチームの冬

期キャンプ、春キャンプなども誘致していきたいようです。 

このサッカーフィールドから車で 5 分のところにあるコーラル 

オーシャン ゴルフ リゾートでは、近い利点を生かし、日本か

らのサッカー合宿の誘致に今後もっと力を入れていきたいとの

話でした。サッカー 

関連の団体をお持ちの 

旅行会社の方は、是非 

一度現地を見に行かれ 

てはいかがででしょう 

か？ 

■BTS サマーパッケージ 2018 Vol.4 撮影はサイパン！

韓国のみならず、世界中で人気を博している韓国出身のヒップホ

ップユニットこと防弾少年団(BTS)恒例のサマーパッケージ2018 

年版がサイパンで撮影され、早くもファンの間でロケ地であるサ

イパンが注目を集めています。日本でも発売になるこの DVD で

すが、韓国では予約の段階で 100 万枚が完売に。日本にも多く

のファンがいる BTS ですので、アクアリゾートクラブやラダー

ビーチ、グロットなど、撮影で使用されたロケ地巡りツアーなど

造成いただければと、期待しているところです。 また撮影地に関

しての詳細情報が入手できましたら、旅行会社の 皆様と共有させ

ていただきます。 

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://nosh.media/archives/2409456
https://nosh.media/archives/2409456
https://p-dress.jp/articles/6829
https://p-dress.jp/articles/6830
https://p-dress.jp/articles/6830
https://p-dress.jp/articles/6831
https://p-dress.jp/articles/7292
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/



