
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  8 月のサイパンは、ジンエアによる 23 本のチャーターと、アシアナ航空による 5 本のチャーターの

お客様をお迎えし、5 月のデルタ航空運休以降で久しぶりに日本人のお客様で賑わいました。今年は台風の当たり年と言われ

るほどマリアナ一帯も多くの台風に見舞われていますが、若干のフライトに遅れが出た程度でフライトキャンセルはゼロ。 

今回のチャーターにご尽力いただいた全ての方に心より感謝を申し上げます。定期便復活に向けて引き続き努力を致します。

 

■7 月渡航者数 

7 月日本人渡航者数は、デルタ航空サ

イパン線運休に続き 6 月より GUM 

/SPN 間の UA の便数削減、日本から

の同日乗り継ぎも難しくなり、引き続き大幅減。7/13 で NGO からチャーターが 1 本催行されたのが唯一のプラス素材に。

■JIN チャーター便にて FAM 催行 

マリアナ政府観光局は 8/1～のジンエア-のサイパンチャー

ター初便にて、買取を行った JTB と HIS のスタッフを対象

に研修旅行を実施。JTB から 7 名、HIS からは 4 名が参加

しジンエアと直行便の快適さ、実際のサイパン入国審査状

況、サイパンのホテル事情、アクティビティ体験など精力的

に行っていただきました。初日夜には MVA の理事長なども

交えて懇親夕食会が行われ、現地が日本人観光客の増加、直

行便復活を待ち望んでいる状況、その為の協力を惜しまない

ことや日本マーケットの大切さを参加者に熱く語りました。 

 

 

 

 

 

■8 月サイパンチャーター総括 

8 月は大手旅行代理店の協力により、ジンエアで 23 本、ア

シアナ航空で 5 本（共に NRT 発）のサイパンチャーターが

催行されました。今年は多くの台風がマリアナ諸島近海で発

生し、日本にも影響を与えている中、多少の出発・到着遅れ

はあったものの、1 本のフライトキャンセルもなく終了。た

だし、現地では天候が荒れてマニャガハ島が数日間に渡りク

ローズされるなども発生。雨でも影響を受けないバギーツア

ーや、文化体験のココナッツオイルメイキングなどのアクテ

ィビティに人気が集まりました。今回のチャーターにご協力

いただきましたエージェント各社に心より感謝致します。 

 

  2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 対前年同月比 

日本 7 月 5,624 4,172 3,393 693 -79.6% 

全体 7 月 40,882 47,736 59,483 48,156 -19.0% 
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イベントカレンダーはこちら 

SEP 
21～23 /  

Fri～Sun 

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 

OCT 
6/Sat Marianas Beer & BBQ Festival /  

   第 2 回 マリアナ・ビア＆BBQ フェスティバル 

27/Sat IRONMAN 70.3 Saipan / アイアンマン 70.3 サイパン 

■札幌海外旅行フェア参加              

マリアナ政府観光局は 8/24～26 に札幌にて開催された“札

幌海外旅行フェア 2018” に Brand USA と共同で出展。台

風 20 号の雨の影響で、残念ながら 8/24 の夕方から夜の催

行は中止に。25 日、26 日は無事開催され、26 日は北海道

マラソンの開催日でもあり、会場には走り終えたランナー

など多くのお客様で賑わいました。グアムの直行便が今年

1 月から運休した札幌では、ウインタースケジュールから

サイパンへの同日乗り継ぎが便利で可能となるアシアナ航

空を利用した仁川経由でのサイパン渡航を宣伝。お客様も

興味を持って話を聞いてくれて 

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

■名古屋 ど真ん中祭り 参加 

マリアナ政府観光局と現地のダンサーチームは、8/24～26 に

名古屋で開催された “第 20 回ど真ん中祭り”（通称：どまつ

り）に、今年も 16 年連続で参加。現地から来日した 5 名のダ

ンサーと、2018 年のミス・リベレーションクイーンが炎天下

の中、北マリアナ諸島のダンスを披露し、マリアナを多くの参

加者にアピールしました。マリアナのダンサーチームは海外か

らの参加チームの中で最多の出場回数を誇り、長年に渡り地道

な文化交流を続けています。いつか、日本各地からこの“どま

つり”に参加している人々が北マリアナ諸島を訪れてくれるこ

とを願ってやみません。 

 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■お得に豪華な中華ランチを楽しめるチャンス！ 

IMPERIAL PALACE SAIPAN 

昨年夏に OPEN した豪華カジノリゾートことインペリアルパ

レス内にあり、高級チャイニーズレストランとして知られて

いる”チェアマン M”でお得なランチはいかが？ 

8 月 1 日より毎日、前菜、メイン、野菜料理から各 1 品、計

3 品を$18（＋10% S/C）で 

楽しめます。元値は$32 なので 

かなりお得です。  

この機会を是非お見逃しなく！ 

 詳細はこちら 

 

 

■ビーチサイドに新たにモニュメント誕生 

AQUA RESORT CLUB SAIPAN 

アチュガオビーチを望むロケーション、ヤシの木とガーデンの

グリーン、白地の ”I LOVE AQUA” のロゴは南の島のリゾート

気分が MAX に盛り上がるワンショットが撮れると人気に。   

ホテルロビー階のギフトショップでは、新たなロゴグッズアイ

テムとして T シャツ、帽子、 

バッグ、ステッカーなども 

販売しておりますので是非、 

お立ち寄りください。 

リゾート詳細はこちら      

 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
http://www.imperialpacificsaipan.com/uploads/attachment/2018-07/Lunch%20Set%20Menu.pdf
http://www.imperialpacificsaipan.com/uploads/attachment/2018-07/Lunch%20Set%20Menu.pdf
https://aquaresortclub.premierhotel-group.com/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  

■韓国で流行中の食べ物、チメクをハイアットで！ 

ハイアットリージェンシー サイパンでは現在、ホテル内の全て

のバー（ロビーラウンジ、スプラッシュ、スキッパーズ）にて

“CHIMAEK-韓国風フライドチキン＆ビール”を楽しめるイベン

トを開催中。価格は一人$ 34 で、サイパンブリューイングカン

パニーのクラフトビール 2 缶を含みます。ハイアットリージェ

ンシー サイパンで行われる 

韓国風フライドチキンとビール 

を味わってみませんか。 

ホテルの詳細はこちら 

■メディア露出情報 

＜オンライン＞ 

☆女子旅プレス（8/6 掲載）  

①SNS 映え楽園リゾート！北マリアナ諸島「サイパン・ロタ・テ

ニアン」のフォトジェニックな観光スポット 10 選 

②特設サイトをリニューアル。マリアナの旅 

☆DRESS（7/27 公開） 

サイパン旅行を味わい尽くす５つのアイデア 

＜テレビ＞ 

☆夢なら醒めないで/TBS（7/24 放送）  

フードファイター・大食いタレントのますぶちさちよさんが出

演。 今年 5 月サイパンでのフライドチキン大食い 大会での優勝

エピソードが大会の模様とともに紹介されました。 

■テニアン・アギガン市長 広島市訪問 

8 月 6 日の広島での平和記念式典に、テニアン・アギガン市長の

サン・ニコラス市長が来日し、参列致しました。式典後には広島

市の松井市長も表敬訪問させていただき、戦中、日本軍と米軍が

熾烈な戦いを展開し、広島に原爆を投下した B29 エノラゲイが

原爆を搭載して飛び立ったテニアン島だからこそ、平和の尊さ

や、広島を思う気持ちが強いことを伝え、今後の両市の交流を 

強く希望しました。 

 

 

 

■子供向け「ナイトキャンプ」 スタート 

ケンジントンホテルサイパンでは、お子様施設のココモンキャ

ンプ（１階）で「ナイトキャンプ」を始めました！対象年齢は 

4-10 歳。スケジュールは以下のようになっています。 

19：00-20：00 ビデオ  

アニメビデオをみんなで一緒に鑑賞しよう！ 

20：00-21：00 バルーンつくり 

ココモンスタッフによるとバルーン作り、フェイスペインティ

ング、アートクラフトなど日替わりで楽しめます 

ナイトキャンプは要予約。 

予約時間 18：00-19：00 

ココモンキャンプにて。 

ご滞在のお客様は 

無料でご利用頂けます。 

ホテル詳細 

■サイパンマラソン 9/12エントリー開始 

2019 年 3/9（土）に行われる第 14 回サイパンマラソンのエン

トリーが、9/12 からいよいよスタートします。2019 年は、フ

ルマラソン、ハーフマラソン、10KM の 3 種目が行われ、昨年ま

で開催していた 50KM マラソンは行われませんのでご注意を！ 

 

■オリジナル T シャツ 1 枚でオリジナルビール 1 本プレゼント 

サイパンで人気のショップ I LOVE SAIAPN では、9 月いっぱ

い、アイラブサイパンオリジナル T-シャツ 1 枚（T シャツ価格

9.95 ドル以上）を購入すると、 

オリジナルビール 1 本がプレゼ 

ントされるキャンペーンを展開中。 

キッズＴシャツの 7.95 ドルは 

対象外になってます。 

店舗の情報はこちら 

ホテルの詳細はこちら 

■マンディアジアンスパ 営業終了 

サイパン最大のスパとして長年愛されてきたマリアナリゾート内

のマンディアジアンスパが９月 14 日をもって営業を終了致しま

す。オプショナルツアーとしても人気のマンディでしたので、今

後サイパンに行かれるお客様のご案内にはご注意下さい。 
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