
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  日本と同様に、今年は例年以上に台風に見舞われてお天気がなかなか安定しないマリアナです。幸い

にも 3 年前の夏のような甚大な被害を受けることはありませんでしたが、ロタ島では軍や政府が一時救援に乗り出す一幕も。

そんな中、9 月 20 日〜23 日には Tourism Expo 2018 が東京で行われ、多くのお客様にお越しいただきました。商談でブー

スを訪れて下さった皆様、ありがとうございました。10 月からは経由便で行くサイパンのプロモーションも始まります！

 

■8 月渡航者数 

8 月の日本人渡航者数は、JIN AIR に

よる 23 本、アシアナ航空による 5 本

のサイパンチャーターがあった関係で 

+2.3%と 3 月以降久しぶりの前年超えの結果となった。10 月以降は経由便での渡航者増を積極的に図っていく予定です。

■Tourism Expo 2018 総評 

マリアナ政府観光局は 9/20〜の Tourism Expo 2018 にブ

ース（6 小間）を出展。土日の一般来場の両日には途切れる

ことなく、多くのお客様にマリアナの映像、文化アクティビ

ティをお楽しみいただきました。ミスマリアナや観光大使の

マリアナちゃんも連日お客様との写真撮影に応じた他、マリ

アナちゃんの照れ気味なダンスも“かわいい！”とお客様に大

好評。クイズも行い、正解者にはカラフルな特製サコッシュ

やクッキーが当たるなどイベントも盛りだくさん。多くのお

客様にマリアナの魅力と笑顔をお持ち帰りいただきました。 

 

 

 

 

 

■2019 年 Tourism Expo は大阪開催！ 

2020 年の東京オリンピックの準備のため、東京ビッグサイ

トは Tourism Expo の会場としては今後 2 年間使えなくな

ります。来年 2019 年は既にＨＰにも案内が出ていますが、

大阪での開催となり、マリアナ政府観光局もブース（現状 3

小間）を出展する予定です。（写真は今年のブースイメージ） 

会場：インテックス大阪 http://www.intex-osaka.com/  

日程：2019.10.24(木)〜27(日) 

24 日（木）、25 日（金）が業界日となります。今年同様、

文化体験、映像から知るマリアナなど様々な学びを提供した

いと思いますので 

関西圏の方はもちろん  

多くの業界の皆様の 

お越しをお待ちして 

おります。 

  2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 対前年同月比 

日本 8 月 6,991 6,313 4,843 4,952 2.3% 

全体 8 月 29,996 48,971 61,026 56,548 -7.3% 
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イベントカレンダーはこちら 

OCT 

 

6/Sat Marianas Beer & BBQ Festival /  

   第 2 回 マリアナ・ ビア＆BBQ フェスティバル 

20/Sat Marianas Ukulele Festival / 第 4 回 マリアナ・ウクレレ・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 

■10/28〜 OZ 利用 新千歳発/仁川経由サイパンが便利に 

10 月 28 日のウインタースケジュールより、アシアナ航空の 

新千歳/仁川/サイパンの往路便が同日乗り継ぎ可能なスケジ

ュールに！これにより往路復路とも新千歳空港をご利用の 

北海道方面のお客様は、施設充実、お買い物も飲食も十分 

楽しめる仁川空港を経由したサイパンへの旅が毎日出発可能

に。スケジュールは以下の通りです。 

OZ173  CTS/INC   1300/1600 (毎日) 

OZ625  INC/SPN   2020/0140+1 (月〜土曜) 

                           1940/0100+1 (日曜) 

OZ626  SPN/ICN   0250/0640 (火〜日曜) 

          0210/0600 (月曜) 

OZ174  ICN/CTS   0900/1140 (金曜のみ INC0855 発) 

 

 

 

 

 

■ユナイテッド航空 11 月〜3 月 グアムーサイパン便運航情報 

ユナイテッド航空は、現在週 9 便で運航している GUM/SPN

間の内２便を、現行の夜中の運航時間を変更して 11 月〜3 月

の期間、以下のように夕刻のスケジュールで運航します。  

使用機材は B737-700 です。 

UA104  GUM/SPN 16:50/17:31 (火曜・木曜) 

UA105  SPN/GUM 18:25/19:05 (火曜・木曜) 

この変更により、NRT 発の UA827(NRT/GUM 11:00/15:40)

と、KIX 発の UA150(KIX/GUM 11:05/15:45)との接続が短

時間で可能となります。更に NRT 発の UA827 の機材は

Winter Schedule より B777-200 機に大型化されますので、

週 2 便ではありますが、引き続き販促でご活用いただけます 

ようお願い致します。 

関連ニュースはこちら 

 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■水中エアロビクスで盛り上がろう！ 

PACIFIC ISLAND CLUB SAIPAN 

PIC ホテルサイパンでは、デイリーアクティビティの一つ

の、水中エアロビクスが人気です。リズミカルな音楽にの

ってお子様たちがノリノリで水中でジャンプしたり、回っ

たりして踊って大盛り上がり！  

クラブメイトの掛け声に 

大きな声でこたえたり、 

一緒に歌ったり。遊びに 

言葉の壁はありません。 

 詳細はこちら 

 

 

■多様な民族が一同に 

The 4th Annual International Festival of Cultures 

9/22 と 23 の土日に、今年で 4 回目となる“インターナショナ

ルフェスティバル”が行われ、パレード、各国の衣装によるフ

ァッションショー、フード屋台、民芸品販売など様々なイベ

ントが行われました。 参加コミュニティーはパラオ、マーシ

ャル諸島、ハワイ、トンガ/ 

フィジー/サモア、バングラ 

ディシュ, フィリピン, 韓国, 

 日本、そしてアフリカです。 

 イベント詳細はこちら      

 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/news/9162/
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
https://japan.mymarianas.com/event/5969/
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  

■サイパンだ＄５０クーポンキャンペーン 提供期間延長！ 

8 月のサイパンチャーターの際も、サイパンを訪れたお客様に大

変好評だった“サイパンだ＄５０クーポンキャンペーン”の期間

がこの度、当初の 11/30 出発までから、来年 1/30 出発のツア

ーまで（使用期限 2/10 まで）に延長されました。対象人数は

12 歳以上で期間中 2000 名まで。（人数に達成次第終了となり

ます）提供条件はこれまでと同様、WEB 及び紙媒体にて新規造

成するサイパン商品で、新規キャンペーンのアイコン掲載及び

タイトルにキャンペーン内容を明記 

することが条件です。詳細はキャン 

ペーンの主催である現地 JSTA 

（日本サイパン旅行業協会）の 

各ランドオペレーターまで。 

■メディア露出情報 

＜オンライン＞ 

☆Stayway (9/7 公開)  

「海外観光局に取材！第五弾―マリアナ政府観光局―サイパンお

すすめ観光」 

☆TABI LABO (9/7 公開) 

「東京から直行便で 3 時間半、星が降ってくるを体験できる島」 

☆トラベルコ (9/25 公開) 

「この美しさ想像以上！！サイパン・テニアン・ロタ マリアナの

絶景旅！」 

☆女子旅プレス (9/28 公開) 

「北マリアナ諸島：マーメイド体験、SUP、禁断の島・・」 

＜ラジオ＞ 

☆NACK5 / GOGOMONZ (9/13 On-Air）  

開局 30 周年を記念して行われる地球クリーンアッププロジェク

ト。その第一弾のサイパンプロジェクトに関連してサイパンの魅

力について語る時間をいただきました 

＜フリーペーパー＞ 

☆仙台シティリビング ‐ メガシティ(9/28 配布) 

“ストップオーバー”が新定番！地上の楽園サイパン＆トレンド満

載韓国 2 都市旅 

■サイパンマラソン エントリー好評受付中 

2019 年 3/9（土）に行われる第 14 回サイパンマラソンのエ

ントリーは、9 月 12 日よりオンラインサイトで好評受付中で

す！ 青空のもと美しい海を眺めながらのランニングはまさに

南国ならではで、毎年数多くの日本人が参加しています。フル

マラソン、ハーフマラソン、10KM と、ベテランから初心者ま

で、それぞれのレベルにあったコースを選ぶことができます。 

年間平均温度 27℃のサイパン島ではアフターランの楽しみも

豊富です。マラソンリゾート、サイパンで開催される本大会に

皆様のご参加をお待ちしております。 

開催日時:2019 年 3 月 9 日（土） 

午前 4：30 フルマラソンスタート 

午前 5：30 ハーフマラソンスタート 

午前 6：00 10KM スタート 

午後 1：00 フルマラソン、ハーフマラソン、10KM 競技終了 

 

■人気レストラン Dining & Bar 747  期間休業 

以前より、日本人の団体や、リピーターのお客様にも料理の

味、質、そしてそのサービスで人気だったガラパンのレストラ

ン “DINING & BAR 747”が、先日 10/3 をもって、一度期間休

業を発表致しました。非常に残念なお知らせですが、またサイ

パンに日本からの直行便が復活 

した際には、お店を再開する 

予定、という話ですので、再開 

した折には、是非変わらぬ訪問、 

ご利用を宜しくお願い致します！ 

■マリアナリゾート＆スパ 閉鎖              

サイパンで 40 年に渡る営業を行い、これまで多くのリピータ

ーに支えられてきたマリアナリゾート＆スパが 9 月 30 日をも

って営業を終了致しました。サイパンのパイオニアとして 18

ホールゴルフ場、コテージタイプのホテル、ミクロネシア最大

規模のスパ、ゴーカートサーキット場、ゴルフ練習場を有する

一大リゾートとしてご愛顧いただきましたが、惜しまれながら

9 月末でその役目を終えました。同エリアにあり、バギーツア

ーや禁断の島へのトレッキングツアーなどで人気のマリアナト

レッキング社は、引き続き同じ場所で営業を続けることになっ

ておりますので、引き続きのご利用を宜しくお願い致します。 
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