
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  2019 年、明けましておめでとうございます！干支でいう亥（いのしし）年の 2019 年は年号も平成

から新年号に変わり、秋には消費税も 10%に引き上げられるなど、色々と変化の多い年となりそうです。マリアナ政府観光局

としてもサイパンへの直行便を復活させる重要かつ楽しみな 2019 年となりそうです。是非 2019 年を皆様と一緒に北マリア

ナ（サイパン）復活元年として盛り上げて行きたいと思っていますので、皆様の強力なご支援を何卒宜しくお願い致します。 

 

■11 月渡航者数 

11 月の日本人渡航者数は、10 月末に

サイパン島南部を直撃した大型台

風”Yutu”よる空港閉鎖、入島制限の影

響もあり引き続き減。韓国マーケット-97.8%、中国マーケット-85.2%と落ち込み、全体も-88.4%という大幅減にて終了。

■MVA 年次総会終了 

12 月 14 日(金)、サイパンにてマリアナ政府観光局(MVA)

の年次総会が開催されました。日本、韓国、中国の MVA オ

フィスより FY2018 の総括と FY2019 のプロモーション計

画、台風からのリカバリープランなどの説明が行われた他、

先日 MVA と日本/サイパン間のフライト就航に関して MOU

を交わしたスカイマークより、企業説明のプレゼンテーショ

ンも行われました。会場となったフィエスタリゾートにはホ

テル、アトラクションなどの旅行関係者が多数集まり、各国

のプロモーションプランに対しての質疑応答が行われ、総会

後には懇親ランチ会も開催。参加者それぞれが交流を深め、

台風 Yutu からの早期の観光業復活に向けて全員で努力して

いくことをあらためて確認し終了となりました。 

■マリアナセールスミッション 2019 

マリアナ政府観光局は、2019 年のマリアナセールミッショ

ンを大阪、名古屋、東京の 3 都市にて以下の日程で行わせて

いただきます。 

3 月 4 日（月） 大阪：ハービス HALL（小ホール） 

3 月 5 日（火） 名古屋：マリオットアソシアホテル 

3 月 6 日（水） 東京：ザ ストリングス表参道 

今回も現地からも 10 を超えるパートナーが来日予定。各都

市ともランチ付きのセミナー後に、直接パートナーと商談で

きるワークショップを行わせて 

いただく他、最後には豪華な 

賞品が当たる抽選会なども 

予定。是非ご参加下さい。 

  2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 対前年同月比 

日本 11 月 4,423 4,697 4,493 126 -97.2% 

全体 11 月 37,870 47,261 48,039 5,595 -88.4% 
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イベントカレンダーはこちら 

FEB 16,17/      

Sat, Sun 

Tinian Hot Pepper Festival / テニアン ホットペッパーフェスティバル 

■サイパンマラソン 賞金にも注目！ 

2019 年 3/9(土)に行われるサイパンマラソンは、現在参加者

好評受付中です。(申し込み〆切は 2/11)  そして、あまり知

られていませんが、実はサイパンマラソンは賞金が出ること

でも人気なのです。その金額も結構な高額で、参加人数から

するとかなりいい確率での獲得が可能かも、なのです。賞金

は一例を紹介すると以下の通り。 

☆フルマラソン（男女別）：総合優勝 $5,000 / 総合 2 位 $1,000  

☆ハーフマラソン（男女別）：総合優勝 $2,000 / 総合 2 位 $500 

☆10km ファンラン（男女別）：総合優勝 $500 / 総合 2 位 $300   

また、昨年に続き” Wacky Awards”としてベストコス 

チューム、最も短いパンツ、 

クレイジーヘアスタイル、 

最も”イケてる”ランニング 

シューズなどの部門賞もあり 

です。奮ってご参加下さい！ 

詳細はこちらから 

 

What’s NEW from Marianas 

 

マリアナ最新情報 

■P.I.C.サイパン 営業再開 

PACIFIC ISLAND CLUB 

台風 Yutu による被災のあと、しばらくの間お休みしており

ましたが、2018 年 12/21(金)、皆様のご協力のおかげで、

無事再オープンいたしました。再オープン初日は、ご到着

のお客様をスタッフ総勢が一列に並びお出迎え。ロビーご

到着のお客様には拍手でウエルカム！ポリネシアンダンス

もあり、PIC らしい賑やかでたのしい式となりました。ま

た、敷地内には新たにインスタ映えスポットも設置。フロ

ントデスクやマジェランのエントランスもリノベーション

しました。台風に負けず 

PIC サイパンはよりバー 

ジョンアップしました！ 

ホテル詳細はこちら 

■#MARIANAS STRONG コンサート開催！ 

2019 INAUGURATION COMMITTEE 主催 

昨年 11 月に選挙で再選を果たしたラルフ・トーレス知事、エレ

クト・パラショス副知事主催の就任祈念イベントコンサートが

1/12 にマリアナ ビジネスプラザにて開催されます。午後 3:00 

～夜 9:30 まで開催され、島内の人気アーティストが多数参加す

る他、飲食のベンダーも 出店。 

飲んで食べて、音楽を楽しんで、 

最後には花火も打ち上げられます。 

入場料はかからず、売り上げた金額 

は台風 Yutu の救済金として活用 

されます。どなたでも楽しめます 

ので、この時期サイパンへお越しの 

方は是非ご参加下さい。 

 

 

■災害支援金 引き続き受付中 

昨年 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ました。

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、支援金の募集を行っています。ご協力

いただける方は以下の口座にて受付を行っています。 

名 称： 2018 年台風 26 号災害支援金 

受付期間：  2019 年 2/28（木）まで 

◎ゆうちょ銀行からご送金いただく場合 

金融機関：ゆうちょ銀行 

記号：00150-8 

番号：363812 

口座名義：マリアナセイフカンコウキヨク（マリアナ政府観光局） 

その他振り込み詳細はこちら 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/saipanmarathon/
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/
https://japan.mymarianas.com/agent/release/9459/


～  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  

■レジデントインスタグラマー間もなく決定！ 

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、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たところ、数百名の方か

ら応募がありました。既に応募は締め切られていますが、1 月 

初旬には最終面接が行われ、各部門でのレジデントインスタグラ

マーが決定。2 月～3 月にかけて渡航いただく予定です。 

さあ、どんな方がサイパンに滞在することになるのでしょうか？ 

どうぞご期待下さい！ 

■メディア露出情報 

＜オンライン＞ 

☆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...? 

☆TABILABO（12/7 公開） 

「次の休み、常夏の島でウミガメに出会うのは、どうでしょう？」 

☆LINE Travel.jp（12/12 公開） 

「1 回の旅行で 2 度楽しい？サイパン＋仁川でＷに楽しむストップ

オーバー旅」 

 

 

 

＜雑誌＞ 

☆ゼクシィ 海外ウエディング(12/23 発売) 

サイパンのクルージング婚の紹介 

「七色に変化する海のクルージングにうっとり Saipan」 

■MARIANAS STRONG イベント開催 

年末の 12/29(土)、サイパン島はパセオ デ マリアナにて台風

被害で苦労してきた住民の慰労を兼ねた年越しのお祭りとして

#MARIANAS STRONG イベントが開催されました。まず夕方

5 時から 97 名が参加した 5 キロの Yutu Holiday Fun Run が

行われた他、音楽、ダンス、マジック、日本流の餅つき大会な

ど、終了の午後 10 時まで様々な催しで大人から子供まで皆が

楽しみました。 

 

■マリアナ×ピクルス♪ フォトコンテスト結果             

マリアナ政府観光局公認の「マリアナ×ピクルス」誕生＆販売

を記念して、昨年 9/17〆切で行われたインスタグラムでの 

フォトコンテスト。『＃ピクルスとマリアナ行きたい』のハッ

シュタグをつけて画像をアップして頂くと、サイパンへの旅行

が当たるキャンペーンで、多くの皆様にご応募いただきまし

た。どれも南の島の風を感じる素敵な作品ばかり。 

マリアナ賞（サイパン旅行）（1 組 2 名）、プルメリア賞（ベ

イビーちゃんマスコット＆マリアナちゃん×ピクルス缶バッ

ジ）、ナカジマ賞（マリアナちゃん×かえるのピクルス缶バッ

ジ）合わせて 30 名が決定し、順次商品が発送されています。

ご応募ありがとうございました！ 応募結果などはこちら 

 

 

 

 

 

 

■サイパン韓国 2 都市旅 SNS キャンペーン 〆切迫る 

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

の応募締め切りが来週 1/15（火）に迫っています。まだ間に

合いますので、是非 

ご応募下さい！ 

詳細はこちらら！ 

 

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://tabippo.net/new-graduation-trip/
https://tabi-labo.com/285891/themarianas03
https://www.travel.co.jp/guide/article/35377/
https://www.travel.co.jp/guide/article/35377/
https://www.pickles-the-frog.com/news/detail?id=2449
https://www.pickles-the-frog.com/news/detail?id=2449
https://japan.mymarianas.com/stopover/
https://japan.mymarianas.com/stopover/

