
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  4 月になり、新年度を迎えた会社も多いことと思います。先週東京で満開を迎えた桜前線もどんどん

北上中ですね。さて 3 月のマリアナは、現地も日本もイベント満載の 1 か月でした。何よりも 3/22～27 出発でスカイマーク

のサイパンチャーターが就航し、現地は歓迎ムード一色に。日本では 3 月上旬、年に一度のマリアナセールスミッションが大

阪、名古屋、東京で開催されました。各地でご参加いただきました皆様、お越しいただき本当にありがとうございました！

 

■2 月渡航者数 

2 月の日本人渡航者数は、デルタ直行

便が無くなったことで-79.2%。全体

も台風被害から復活しつつあるも、旧

正月があったにも関わらず、前年比-28.3%で終了。3 月の日本マーケットは BC チャーターもあり+1,000 以上の増を見込む

■マリアナセールスミッション 2019 報告 

マリアナ政府観光局は、3 月 4～6 日にかけて大阪、名古

屋、東京の３都市でセミナー＆ワークショップを開催。現地

からも 10 社以上のパートナーが参加し、ワークショップま

で大いに盛り上がりました。観光局としては、この 1 年の取

り組みと、今後のプロモーションプランを紹介。続いて現地

の最新情報や、実際のサポート例などを紹介させていただき

ました。業界の皆様からは、直行便復活への期待・激励の言

葉をたくさんいただきました。ありがとうございました。 

 

 

 

  

■サイパンマラソン 2019 報告 

3 月 9 日（土）、サイパンで第 14 回のサイパンマラソンが

開催されました。今回のエントリー数は 1,063 名と過去最

高に。早朝４時半からフルマラソン、ハーフ、10km と順次

スタートし、お天気にも恵まれてコースレコードも出るな

ど、南国ながら白熱したレースとなりました。海沿いの景色

を楽しみながら、沿道の応援に笑顔で応えるランナーも多

数。夕方からの表彰式も、飲んで食べて、大盛り上がりでし

た。来年、2020 年の開催は 3 月 14 日（土）です！ 

 

 

 

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 2 月 5,855 4,331 4,725 983 -79.2% 

全体 2 月 47,281 57,320 53,045 38,049 -28.3% 

＜今月の TOPIC＞ 

■2 月渡航者数 

■マリアナセールスミッション 2019 

■サイパンマラソン 2019 

■FM NACK5 ”開局 30 周年記念イベント”  

■レジデントインスタグラマー活動報告 

■メディア露出情報（雑誌、テレビ、  

オンライン）  

■メディア情報 

■スカイマーク 3 月サイパンチャーター 

■JGF2019 ・ 旅まつり名古屋 出展 

■マリアナ最新情報 

■イベント情報 

■イベント情報 1 月/２月 
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イベントカレンダーはこちら 

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 

MAY 4, 11, 18,25  

/ Sat 

21st Annual Taste of The Marianas International Food Festival & Beer 

Garden / 第 21 回テイストオブマリアナ インターナショナルフード＆ビアガーデン 

27/Sat HANMI Charity Classic Golf Tournament / HANMI チャリティーゴルフトーナメント 

■スカイマーク 3 月サイパンチャーター ＆ 就航式典 

スカイマークは 3 月 22 日～30 日に NRT/SPN のチャーター 

便 6 本運航を滞りなく終了。初便の 22 日には就航記念セレモニ

ーが成田空港第一ターミナルの北ウイング 24 番搭乗口前にて行

われ、スカイマークの佐山会長も出席。笑顔でサイパンに向か

うお客様に記念ギフトを手渡し、見送られていました。 

JTB, H.I.S., 近畿日本ツーリストの 3 社で販売された 6 便は、 

ほぼ満席の売れ行きで、現地サイパンではスカイマークチャー

ター便で来島するお客様向けに様々な特典プロモーションが行

われた他、現地メディアによる記者会見も行われました。 

 

 

 

 

 

 

■スカイマーク GW サイパンチャーター情報 

スカイマークは 3 月に続いて、ゴールデンウイークにも 4 便

のサイパンチャーターを運航することを 3 月 18 日に公式に発

表しました。2019 年 4 月 27 日(土)～30 日（火）の毎日出

発で、発売されているツアーは 3 月と同様 3 泊 4 日のパター

ン。今回のツアーは、JTB、H.I.S.、近畿日本ツーリスト首都

圏、楽天、スカイパックツアーズの 5 社によって企画・販売

されています。使用機材は B737-800 型機の 177 名乗り。 

スケジュールは以下です。 

BC801 成田/サイパン 10:30/15:15 

BC802 サイパン/成田 16:45/19:30 

詳細は 

こちら 

 

What’s NEW from Marianas 

 

マリアナ最新情報 

■期間限定―エルメスのシャワーアメニティ 

KENSINGTON HOTEL SAIPAN 

ケンジントンホテルサイパンでは、2019 年 4 月 1 日から

30 日までの間限定で、プレミアデラックスにお泊りの方

に、エルメスのシャワーアメニティをお部屋にセットいた

します。通常はスイート 

ルーム用のサービスですので、 

この機会をお見逃しなく！ 

ホテル詳細はこちら 

■夏のキッズプロモーション スタート！ 

PUCIFIC ISLANDS CLUB SAIPAN 

PIC ホテルサイパンはこの夏も恒例の夏のキッズプロモーション

を行います。この期間は、他にもキッズプログラムをたくさんご

用しますので、お子様はダブルで楽しめます！ 

期間：2019 年 7/1（月）-8/31（土） 

対象：PIC サイパンにお泊りの 

お子様（2-11 歳） 

特典：2019 シッキ―ウォッチプレゼント 

ホテル詳細はこちら 
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～  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  

■JGF2019 ・ 旅まつり名古屋 出展 

マリアナ政府観光局は、サイパン・テニアン・ロタの継続的な

PR を目的に、3 月 16、17 日の 2 日間では名古屋で行われた“旅

まつり名古屋 2019”に、そして 3 月 22 日～24 日の 3 日間はパ

シフィコ横浜で開催された JAPAN GOLF FAIR2019（JGF）に

出展致しました。JGF は、マリアナ政府観光局としては久しぶり

の出展となり、リピーターはもとより、海外でゴルフをしたこと

がない、という来場者に、時差 1 時間、直行便があれば 3 時間

ちょっとで年中プレイを楽しむことができる立地の良さと、コー

スの面白さを精力的に宣伝させていただきました。 

 

■メディア露出情報 

＜オンライン＞ 

☆NOSH（3/28 公開） 

サイパンを満喫するなら外せない！非日常を体感できるアクティビ

ティ５選 

＜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 エピソード２（3/22 公開） 

 

■FM NACK5 ”開局 30 周年記念イベント” 

埼玉を拠点とするラジオ局、FM NACK5 は、2018 年に開局

30 周年を迎え、その記念イベントとなる”BREATH OF EARTH 

FOR SAIPAN”と題したリスナーを募集してのツアーを 2019

年 3 月にサイパンで行いました。本来は昨年 12 月で組まれて

いたツアーでしたが、10 月末の大型台風”YUTU”に起因するフ

ライトキャンセルにより、特別に延期。今回無事に終了し、リ

スナーも大満足の大成功の記念イベントとなりました。ツアー

中には収録も行われ、その模様は 3/25～28 の『GOGOMONZ』

番組内でサイパンスペシャルとして紹介されました！ビーチ清

掃活動もしていただき、観光局からも御礼申し上げます。 

 

■レジデントインスタグラマー活動終了 報告編 

2 月中旬から順次サイパン入りしたレジデン トインスタグラマ

ー4 名の活動も 3 月 31 日をもって無事終了 致しました。   

それぞれにインスタグラムへの投稿はじめ、街をアートで元気

にする活動を完了。これから渡航されるお客様は、サイパン空

港はじめ、サイパン島内の各所でアミさん、タイキさんの素敵

なアートを目にすることでしょう。彼らの活動の様子はマリア

ナ政府観光局の特設ページ（以下）にてご覧いただけますし、

4 月中には総集編動画もご覧いただけるようになりますので、

どうぞお楽しみに！ レジデントインスタグラマー特設ページ 

 

■４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。４月以降も以下のよう

なイベントに参加しますので、ご都合のつく方は是非イベント

会場、もしくはセミナー会場にお越し下さい。 

4 月 5～7 日  → マリンダイビングフェア 2019（池袋） 

5 月 16、17 日 → Japan Visit USA ｱﾒﾘｶｾﾐﾅｰ 

（名古屋 & 大阪） 

5 月 18、19 日 → 関空旅博 2019 （大阪・関空） 

6 月 18、20 日 → Japan Visit USA ｱﾒﾘｶｾﾐﾅｰ（福岡・札幌） 
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