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＜ご挨拶＞ Hafa Adai ! 早くも 2 月に突入です。1 月下旬にスカイマークの 3 月 NRT/SPN チャーター6 便の運航がアナウン
スされ、限られた旅行会社での販促となりますが、2016 年以来の 3 年振りの 3 月チャーターが確定致しました。ご興味のあ
る方は是非以下をご参照の上、個人的にでもこの機会にサイパンへお出かけいただければと。昨年の台風被害からも急速に立
ち直り、普段通りの観光も楽しんでいただけるサイパンです。南部にはオシャレなレストランとモニュメントも登場です！
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41,128

ス 10 月末の台風 Yutu による空港被
害、アシアナ航空の運航再開が 12/20 にずれ込んだことなども影響して前年マイナス-82.7%という大幅減にて終了。
■スカイマーク 3 月サイパンチャーター6 本運航

■広島空旅！2019

出展

1 月 25 日（金）、スカイマークは 3 月 22 日～30 日に

マリアナ政府観光局は、1 月 19 日、20 日に広島で開催され

NRT/SPN のチャーター便 6 本を運航することを発表しまし

た『広島空旅！2019』に出展しました。前日の 18 日には

た。使用機材は B737-800 型機で、座席数は 177 席。今回

JATA 中国四国主催の賀詞交歓会とエージェント向けのワー

販促を行うのは JTB, H.I.S., KNT の 3 社に限られていま

クショップにも参加。広島空港からはアシアナ航空とコード

す。運航時間は 6 便とも以下の通り。

シェアのエアソウルが週 3 便で HIJ/ICN 便を運航している

往路：BC801 NRT/SPN 10:00/14:40 (3/22-27 毎日)

関係で、夜のアシアナ航空の ICN/

復路：BC802 SPN/NRT 16:45/19:30 (3/25-30 毎日)

SPN 便 (20:20/01:40)に乗り継

3 泊 4 日のパッケージ展開のみと

いでサイパン入りが可能であること

なり、上記 3 社は 1 月末から既に

や、別途 ICN/SPN 線を運航する LCC

商品販売をスタートしています。

チェジュ航空と組み合わせて渡航する

チャーターツアー詳細はこちら

ことも可能なことを広島の皆さんに

スカイマークのリリースはこちら

宣伝させていただきました。

■サイパンマラソン 〆切間近！

■レジデントインスタグラマー決定！

2019 年 3/9(土)に行われるサイパンマラソンの〆切は 2/11

サイパンに約２カ月間滞在して、公共施設をアートで生まれ変

です。あと 1 週間ほどで〆切となりますので、3 月に突然お

わらせたり、島中のアクティビティを体験したり、特技やセン

休みができた、海外マラソンは初めてなので、走りやすい簡

スを活かして復興にがんばるサイパンの魅力を世界に発信する

単なところから始めたい、というお客様がいらっしゃいまし

＃レジデントインスタグラマーがこのほど決定！多くの魅力的

たら、是非ご紹介下さい！先月号でもご紹介させていただい

な応募者に恵まれ、本来アクティビティとアートで各 1 名の

た通り、サイパンマラソンでは以下のような賞金もでます。

予定でしたが、2 月中旬から 2 名、3 月に追加 2 名で計 4 名の

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

方に滞在いただくことになりました。決定したインスタグラマ

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

ーの詳細は、まもなくマリアナ政観観光局の HP 上でご紹介さ

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

せていただく予定です。この 4 名がこれから先、どんな活動

また、昨年に続き” Wacky Awards”としてベストコス

をサイパンで行い、どんな感動を私達に提供してくれるか、ど

チューム、最も短いパンツ、クレイジーヘアスタイル、最も

うぞお楽しみに！

参照ページはこちら

”イケてる”ランニングシューズなどの部門賞もあります。
奮ってご参加下さい！
詳細はこちらから

マリアナ最新情報

What’s NEW from Marianas
■AJPC SAMURAI HIGH ROLLER

■営業再開のお知らせ

IMPERIAL PALACE HOTEL SAIPAN

WORLD RESORT SAIPAN

日本最大級のポーカートーナメントである AJPC（全日本ポ

昨年 10 月末のスーパー台風 YUTU の被害により休業していたワ

ーカー選手権）の海外大会が、

ールドリゾートですが、3/3 より一部営業を再開することとなり

2/13～17 にサイパンで行われ

ました。

ます。その名も“AJPC SAMURAI

営業再開日：2019 年 3 月 3 日

HIGH ROLLER”。サイパンでの

予約開始日：2019 年 1 月 10 日

開催は初となり、会場は IMPERIAL

営業状況：

PALACE SAIPAN です。

プール、レストラン、その他詳細は以下の詳細 PDF にてご確認

イベント詳細はこちら

下さい。詳細 PDF

FEB

5/Tue

Lunar New Year / 春節（祝日）

16,17/

15th Tinian Hot Pepper Festival / 第 15 回テニアン・ホットペッパー・フェス

Sat, Sun

MAR

90 部屋（北棟）*リノベーション後のお部屋

ティバル

16/Sat

Pika Bike Race / ピカ

23/Sat

Japanese Spring Festival /日本人会 春祭り・マリアナストロング

9/Sat
30/Sat

イベントカレンダーはこちら

バイクレース（テニアン）

14th Saipan Marathon 2019 / 第 14 回サイパンマラソン 2019
30th TAGAMAN TRIATHLON 2019 / 第 30 回タガマントライアスロン 2019

■ケンジントンホテルの日本食レストラン

～

マリアナ

あんなこと、こんなこと

新メニュー

ケンジントンホテル内にある日本食のレストラン MEISHO で

～

は、2019 年 2 月 1 日より新しいメニューが始まりました。

■PIC サイパンに新フォトゾーン誕生

BBQ 会場に隣接している海沿いのレストランで、海を眺めな

昨年 10 月末の台風後、施設にダメージをうけた PIC サイパンで

がらコースメニューをおたのしみください。ご宿泊者限定の、

すが、リノベーションを機にフォトゾーンを新設しました。

完全予約制のレストランです。

太陽の下で、素敵な写真をたくさん撮って良い思い出を作りまし

＜新メニュー＞

ょう。また、2019 年 2 月 1 日より、客室は 306 部屋稼働して

前菜 /土瓶蒸し /お刺身 / 牛かつ 又は ヒラメのかに焼（どち

います。（全客室 308 室）

らか一つ）/ 冷やしラーメン / ハイビスカスシャーベット

■ターシツアーズ、新オプショナルツアーに注目！
二つの人気プランをドッキング。とってもお得なコンビネーシ
ョンプランです。
①マニャガハ島フリーコース＆ARC プールパス WITH ランチ
料金： 大人$60.00

子供（6 歳～11 歳）$50.00

②マニャガハ島フリーコース＆ARC サンセットプールパス

■サイパン南部に絶景を楽しめるレストランが登場！

料金： 大人$48.00

1 月 16 日、サイパン南部のラダービーチからほど近い海沿い

子供（6 歳～11 歳）$44.00

ともに大人気のマニャガハ島と南国リゾートの雰囲気たっぷり

に、最大で 300 名を収容できるオシャレなレストラン ”Ladder

で人気のアクアリゾートの

Beach Restaurant / ラダービーチレストラン”が OPEN しまし

プールパスがセットになった

た。太平洋とテニアン島を見渡せる高台のレストランでは、シ

ツアーです。楽しめること間違

ーフードビュッフェの他、アラカルトでステーキやパスタなど

いなしです。詳細はこちらら！

も楽しめます。レストランの前には、絶好の写真撮影ポイント

になるであろう”LOVE”のサインもあり、早くも人気となってい ■メディア露出情報
ます。2 月以降からの営業は月曜～日曜、午前 10 時～午後 10

＜オンライン＞

時までとなっており、自慢のシーフードビュッフェはソフトド

☆トラベルコ（1/22 公開）

リンク込で、一人$98。新鮮な魚介を楽しめるようです。ウェ

ストップオーバーが旅の新定番！1 旅で 2 度楽しめる ＃サイパン

ディングやグループのパーティーにも使えそうなレストランで

韓国 2 都市旅

すので、是非今後の利用をご検討下さい。

☆NOSH（2/1 公開）

レストラン Facebook

①サイパンで絶品ごはん！素敵ホテルの超おすすめレストラン
②マリンアクティビティを楽しんだ後は…ビール片手に、海ｘ夕日
の絶景♡大人のサイパン旅は、夕方からが本番♪

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

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

@saipanda.mva

TEL：03-6262-0975

Instagram:

mymarianas_mva

FAX：03-3527-2192

Twitter: https://twitter.com/mymarianas_mva

