
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  3 月に突入しました。今月は、まず 3/4～6 に大阪、名古屋、東京にて多くのサプライヤーも来日、

参加するマリアナセールスミッションが行われます。3/9 にはサイパンで 14 回目のサイパンマラソンが開催されます。そし

て、3/22～30 にはスカイマークによる 6 便の NRT/SPN チャーターがいよいよ飛びます！昨年の 8 月チャーター以来久しぶ

りのサイパンへの直行便だけに、多くのサイパンファンが待ってくれていたようで、販売もお陰様でとっても好調です！

 

■1 月渡航者数 

1 月の日本人渡航者数は、デルタ直行

便がないということで前年-83%。全

体も台風被害から復活しつつあるも、

韓国便が昨年より減便になっている現状もあり最終的に前年比-33.3%で終了。2 月の旧正月の復調に期待したいところです。

■スカイマーク 3 月サイパンチャーター売れ行き好調 

スカイマークが 3 月 22 日～30 日に NRT/SPN のチャータ

ー便 6 本を運航することを発表して 1 か月。ツアーを販売

している JTB, H.I.S., KNT の 3 社に拠ると、想定よりもか

なり順調に売れている模様です。まだ出発日によってバラつ

きはありますが、現地でもチャーター便のお客様に対して 

お得なプロモーションなども用意されているようです。 

国交省の認可次第ではありますが、ＧＷチャーターの話も 

間もなくできる状況になるのでは、と期待をしているところ

です。今後の動向に是非ご期待 

下さい。 

チャーターツアー詳細はこちら 

スカイマークのリリースはこちら  

■アメリカ深堀セミナー＆ワークショップ 参加 

マリアナ政府観光局は、JATA と Brand USA 共催のアメリ

カ深堀セミナー＆ワークショップ 2019 に今年も参加。2 月

18 日はセミナーにて、テーマである“秋から春”の楽しみ方

に準じて IRONMAN 70.3 やヘルオブマリアナ、サイパンマ

ラソンなど現地で楽しめるイベントを中心に紹介。21 日の

ワークショップでは、現地の最新情報 や、現在渡航可能な

エアライン情報、今後の動向などについてブースを訪れたエ

ージェントの皆様にご案内させていただきました。 

 

 

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 1 月 5,473 4,058 3,716 631 -83% 

全体 1 月 46,011 63,346 55,249 36,878 -33.3% 
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■ガラパンストリートマーケット再開！ 
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イベントカレンダーはこちら 

MAR 2/Sat Japan Spring Festival / 日本人会春祭り 

9/Sat 14th Saipan Marathon 2019 / 第 14 回サイパンマラソン 2019 

30/Sat 30th TAGAMAN TRIATHLON 2019 / 第 30 回タガマントライアスロン 2019 

APR 11-14/ 

Thu -Sun 

Flame Tree Arts Festival / フレームツリー アートフェスティバル 

27/Sat KONQER Saipan 2019 / コンカー サイパン 2019 

■レジデントインスタグラマー この 4 人に決定！ 

厳正なる審査で 300 名弱の応募の中からレジデントインスタ 

グラマーに決定した方は以下の 4 名です。 

まずサイパンの魅力を毎日伝える Activity 部門からは saori 

さんとジョージさんの 2 名。saori さんは既に 2 月 14 日～ 

サイパンで活動中。行った先々で SNS にて情報を発信中で

す。ジョージさんは 3 月 1 日～から満を持して現地入り。  

これから毎日発信される彼目線の投稿に乞うご期待です。 

 

saori さんの Instagram はこちら 

ジョージさんの Instagram はこちら 

 

次に、サイパンの街をアートで生まれ変わらせる Art 部門か 

らはこの二人が 

 

詳細はこちらから 

 

 

 

 

 

 

そしてサイパンをアートで生まれ変わらせる Art 部門からは 

アミさんとタイキさんの 2 名が選ばれました。 

  

アミさんも saori さん同様 2 月 14 日～サイパンでアート活動

を展開中。タイキさんは 3 月 1 日～現地入りです。アミさん

は既にマリアナ政府観光局の本局の壁にとても素敵なアートを

描いてくれました。4 人の活動の様子はこちらから是非。 

アミさんの Instagram はこちら 

タイキさんの Instagram はこちら 

 

What’s NEW from Marianas 

 

マリアナ最新情報 

■マゼランレストラン改装 

PACIFIC ISLANDS CLUB SAIPAN 

台風後、続々とリノベーションをし続けている PIC サイパ

ンですが、この度、マゼランレストランの内部では、テー

ブルとイスがトロピカルになり、ビュッフェ台がより明る

くなりました。壁にも南国風のデコレーションが飾られ、

南国の光と雰囲気が感じ 

られるレストランに生まれ 

変わりました！是非お越し 

下さい。 

ホテル詳細はこちら 

■既に地元で人気の新しいカフェ 

AIRSTREAM CAFE 

昨年の台風被害で改装中になってしまった人気レストラン

「SHACK」のオーナーが、お客様の声に応えて新たにマリアナ 

ビジネスプラザ前広場に OPEN したトレーラータイプのカフェ。

アサイーボールやフレッシュ 

コーヒー、スムージーなどヘル 

シーメニューで既に大人気と 

なっています。サイパンワー 

ルドリゾートから徒歩圏です。 

お店の詳細はこちら 

 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://www.instagram.com/sao_0324/
https://www.instagram.com/idakajoji/
https://japan.mymarianas.com/saipanmarathon/
https://youtu.be/LgBYl9V_o2s
https://www.instagram.com/ami_otsuka/
https://www.instagram.com/coinparkingdelivery_art/
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
https://www.facebook.com/airstream.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  

■ガラパンストリートマーケット再開決定！ 

昨年 10 月に上陸した大型台風 26 号（YUTU）の影響により開催

を見合わせていましたが、3 月 7 日(木)から再開が決定！会場に

は食べ物や民芸品・雑貨の屋台が並び、ステージではダンスショ

ーなどが披露されます。観光客にも安くて美味しいローカルフー

ドが楽しめるマーケットとして人気。もちろんローカルも楽しみ

にしているイベントで、会場はいつも多くの人で賑わいます。 

毎週木曜日の夜に開催されるのでチャンスがあれば是非！ 

開催日時：毎週木曜日 17：00～21：00 頃 

場所：ビーチロード沿い フィッシングベース  

■メディア露出情報 

＜オンライン＞ 

☆NOSH（2/1 公開） 

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♪ 

＜プロモーション / キャンペーン＞ 

☆レジデントインスタグラマー 活動報告 （3/1 公開） 

エピソード１ 

■ユナイテッド UA104/105 便 4 月以降も 

ユナイテッド航空の、火曜、木曜に GUM/SPN 間で下期に運航

されていた UA104 便と UA105 便が、4 月以降も同スケジュー

ルにて継続して運航されることとなりました。運航スケジュー

ルは以下の通り。 

UA104 GUM/SPN 1650/1731 (TUE. THU) 

UA105 SPN/GUM 1825/1905 (TUE. THU) 

UA104 便には NRT 発の UA827 便と KIX 発の UA150 便から

最短で乗り継ぐことができるので、旅慣れた FIT 客には人気の

フライトとなっています。DAILY 運航の GUM/SPN 便は以下。 

UA174 GUM/SPN 0730/0815（DAILY） 

UA117 SPN/GUM 0915/1000（DAILY） 

 

■3 月以降のイベント出展予定        

マリアナ政府観光局は、北マリアナ諸島のサイパン・テニア

ン・ロタを広くプロモーションするにあたり、全国の様々なイ

ベントに年間を通じて参加しています。3 月以降も以下のよう

なイベントに参加しますので、お近くの方は是非ブースに遊び

に来て下さい。 

3 月 16、17 日 → 旅まつり名古屋  

3 月 22～24 日 → ジャパンゴルフフェア 2019（横浜） 

4 月 5～7 日  → マリンダイビングフェア 2019（池袋） 

5 月 18、19 日 → 関空旅博 2019 （大阪・関空） 

上記はコンシューマー対象のイベントですが、最新の資料など

も配布していますし、エージェントさんでサイパンツアーのパ

ンフレットを是非配布して、という声にもお応えしています。 

 

 

 

 

 

 

■4 月、5 月のサイパンのイベントに注目！ 

毎年 4 月に行われる真っ赤な花がトレードマークの“フレーム

ツリー アートフェスティバル”。今年は 4 月 11 日（木）～14

日（日）にかけて開催されます。期間中の 4 月 13 日（土）に

日韓のエンターテイナーを招聘したステージが開催され、日本

からは”AMERICA’S GOT TALLENT” シーズン８で優勝した蛯

名健一氏が参加。毎年 5 月の毎土曜日に行われる“テイストオ

ブマリアナ”では、昨年から大食いコン 

テストが開催されるようになり、日本 

からは大食いタレントの ますぶち 

さちよ さんが参戦！昨年に続き 2 連覇 

できるかに注目が集まっています。 

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://nosh.media/archives/2850857
https://nosh.media/archives/2832991
https://nosh.media/archives/2832991
https://youtu.be/LgBYl9V_o2s

