
＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  今年も残すところあと 3 週間です。10/25 未明にサイパン、テニアンを直撃した台風 26 号ですが、 

サイパン国際空港では 11/15 よりデイタイム、11/20 より深夜の運航受け入れを再開いたしました。（注：変更の可能性あ

り）現地では住民、米軍、旅行業界などが協力して各地の復旧、清掃活動に励んでいます。マリアナ政府観光局では 11/21 よ

り災害支援金受付窓口を開設致しました。詳細は以下の通りですので、皆様の心温まるご支援を何卒宜しくお願い致します。 

■10 月渡航者数

10 月の日本人渡航者数は、9 月に引

き続き UA 便のグアム経由と OZ 便に

よる仁川経由、その他経由による渡航

者に限られたため大幅減。かつ 10/25 の大型台風被災によりサイパン空港が閉鎖となり、全体も-34%という数字で終了。

■サイパン国際空港再開

10 月 25 日未明にサイパン島とテニアン島を襲ったスーパ

ー台風 26 号（Typhoon Yutu）の被災により閉鎖となって

いたサイパン国際空港ですが、11 月 15 日のデイタイム運

航受け入れ再開に続き、11 月 20 日より、夜間の運航受け

入れを再開いたしました。これを受けて、ユナイテッド航空

は既に 15 日より一般客を乗せたグアムーサイパン間の運航

を再開している他、香港エクスプレスも 11 月 22 日より香

港ーサイパン間の運航を再開。チェジュ航空も 11 月 27 日

より一部のサイパン便の運航を再開。アシアナ航空は現在 

1２月 19 日よりサイパン線の運航を再開予定。ティーウェ

ィ航空は 3 月 30 日までの運休を既に発表しております。 

関連ニュースはこちら 

■ホテル状況

サイパンの主要なホテルは、中部から北部にかけては既に電

力復旧もしくは自家発電によって通常の営業を続けていま

す。現時点で、サイパン島内の全客室のうち約 75％でサー

ビスが提供可能な状態にあります。ただし、今回直撃の被害

を受けた南部に位置するコーラルオーシャンゴルフリゾー

ト、パシフィック アイランドクラブ(PIC)と、サイパンワー

ルドリゾートの 3 軒につきましては、メンテナンス及びリノ

ベーションの関係で、以下の再オープンとなっています。 

PIC サイパン：12/21 早朝着便のお客様より 詳細はこちら 

サイパンワールドリゾート：2019 年 2/28～を想定（ただ

し、ウォーターパーク再開はもう少し先となります） 

コーラルオーシャンゴルフリゾート：2019 年春を予定

また続報が出ましたら、皆様と共有させていただきます。 

2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 対前年同月比 

日本 10 月 4,929 3,632 3,411 334 -89.4% 

全体 10 月 39,549 41,910 48,950 32,108 -34.4% 
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イベントカレンダーはこちら

DEC 29/Sat Marianas Strong Year-end Celebration / マリアナス・ストロング・イヤー・

エンド・セレブレーション

■マニャガハ島も OPEN！皆様のお越しを待ってます！

サイパン観光で外せない絶景観光ポイントであり、ウォータ 

ーアクティビティのメッカでもあるマニャガハ島も、今回の

台風 26 号により一時メンテナンス等ありクローズ。しかし、

島を運営する TASI TOURS のスタッフの尽力により、11/11 

(日）より営業を再開しています。インフォメーションカウン

ターは 9 時頃～15 時頃迄開いていて、「トイレ」「シャワ 

ー」も使えます。食事・飲料販売、ギフトショップも 11/29

より営業を再開しました。ただしランチビュッフェはまだ当

面営業を休止しています。ペイントタトゥーも引き続き営業

を休止中です。ターシツアーズ主催マニャガハ島ツアーをご

利用の方は 12/1～2019 年 3/31 までボートの運航スケジュ 

ールが以下に変更となりますので、ご注意願います。 

催行日：毎週（日）（月）（火）（木）（土）の週 5 日催行 

この件に関しての詳細はこちらをご参照下さい。 

ターシツアーズ主催マニャガハ島ツアー詳細

■災害支援金受付窓口開設

10 月 25 日未明、猛烈な台風 26 号（TYPHOON YUTU）の直

撃により、北マリアナ諸島自治連邦区では、人的被害、建物・

電柱の倒壊等、大きな被害が発生しました。特に、台風による

影響を強く受けたサイパン島南部およびテニアン島では、多く

の住民が家屋を失うなどの甚大な被害に見舞われています。マ

リアナ政府観光局では、この台風によって被災された方々を支

援することを目的に、支援金の募集を行ないます。 

名 称： 2018 年台風 26 号災害支援金 

受付期間： 2018 年 11/21（水）～ 2019 年 2/28（木） 

寄付いただいた支援金全額は,  

マリアナ政府観光局本局を通じて

現地で被災者支援を行なっている 

非営利団体 KARIDAT に寄付され 

被災住民生活支援等の為に使用 

されます。送金先詳細はこちら 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報

■ホリデーシーズン IN アクアリゾートクラブ

AQUA RESORT CLUB SAIPAN  

常夏のサイパンにも、ホリデーシーズンがやってきまし

た！ロマンティックなイルミネーションとクリスマスや元

旦のスペシャルメニューをお楽しみください。 

☆クリスマススペシャルビュッフェ＠コスタ

12 月 24 日（月）18:00-21:00 

12 月 25 日（火）11:00-14:00 

大人$42.00、子供（6-11 歳）$21.00 

☆2 日間限定スペシャルメニュー＠KEVIN’S

12 月 24 日(月) & 25 日(火) 

18:00-22:00 

詳細はこちら 

■フィエスタリゾートも通常通りの営業です

FIESTA RESORT & SPA SAIPAN  

一時的に営業停止していた「ジョイフルディナーショー」は、  

国際線再開に伴い 11 月 29 日（木）より営業を再開していま

す。また、来るホリデーシーズンには以下の特別ディナーとブラ

ンチも。是非お楽しみください！

☆World Café クリスマスイブ ディナー

12 月 24 日（月） 18:00 - 21:30 

☆WORLD CAFÉ クリスマスブランチ

12 月 25 日（火）11:00-14:00 

共に大人$42.00、子供（4-11 歳）$21.00 

☆World Café 大晦日ディナー

12 月 31 日（月） 18:00 - 21:30 

大人$60.00、子供（4-11 歳）$30.00 

詳細はこちら  

https://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/agent/release/9459/
https://aquaresortclub.premierhotel-group.com/saipan/
https://www.fiestasaipan.jp/
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2018/12/ManagahaIsland-tour_DEC01.pdf


～  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  

■ロタ情報 

北マリアナ諸島の一番南に位置するロタ島はロタリゾート＆カ

ントリークラブより近況報告です。ロタリゾート＆カントリー

クラブは、台風の影響もなく、以前と変わりなくホテル、ゴル

フ場共に営業しています。ロタへ行く場合の交通ですが、９人

乗りロタリゾートチャーターが１日最低１便（毎水曜日定休）

ロターサイパン、ロターグアム間を運行しております。圧倒的

な海の透明度と千本ヤシ、バードサンクチュアリなどの大自

然、そして世界中のダイバーが憧れるダイビングスポット、ロ

タホールを有するロタ島へ、是非お越しください！ 

ロタリゾート＆カントリークラブ詳細 

■メディア露出情報 

＜オンライン＞ 

☆TABIPPO.NET（11/21 公開） 

【サイパン＋韓国】の組み合わせが今かなり熱い理由とは? 

☆NOSH（11/28 公開） 

【サイパンで絶対行くべき】マニャガハ島完全マニュアル♡ 

☆TABIPPO.NET（11/30 公開） 

卒業旅行の新定番！意外な 2 カ国の組み合わせとは...? 

 

＜雑誌＞ 

☆Poroco ‐ 12 月号(11/20 発売) 

『大人の修学旅行』－サイパン編 Part2 

■サイパン韓国 2 都市旅 SNS プレゼントキャンペーン 

マリアナ政府観光局では、サイパン・韓国でやってみたいこと

を「#サイパン韓国 2 都市旅」と一緒に投稿して、とっても豪

華な『アシアナ航空で行く 4 泊 5 日サイパン韓国 2 都市旅』

をゲットできるキャンペーンを現在展開中です。応募締め切り

は 2019 年 1 月 15 日。皆様のご応募、お待ちしています！ 

詳細はこちらら！ 

 

■レジデントインスタグラマー募集中！             

サイパンに２カ月間滞在して、公共施設をアートで生まれ変わ

らせたり、島中のアクティビティをすべて体験したり、あなた

の特技やセンスを活かして復旧にがんばるサイパンの魅力を世

界に発信する＃レジデントインスタグラマーを募集していま

す。今回募集しているのは以下の 2 名です。 

その１:サイパンの街をアートで表現する自分になる！（1 名） 

その２:サイパンの魅力を毎日伝える自分になる！（1 名） 

応募締め切りは 12 月 14 日。サイパンはあなたの才能とパワー

をお待ちしています。応募詳細はこちら！ 

 

 

 

 

 

 

■ホームページ ‐ ゴルフページが新しくなりました！ 

サイパンで人気のアクティビティの１つであるゴルフ。この

度、マリアナ政府観光局ではホームページ内のゴルフページを

刷新しました。ゴルフ場情報はもとより、各ゴルフ場のオリジ

ナルグッズ情報、アフターゴルフのお勧めスポットなど紹介し

ています。常夏のサイパンのゴルフ情報、是非ご覧ください！ 

詳細はこちらら！ 
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