
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  5 月に入り、いよいよ『令和』という新時代を迎えました！さて、どんな時代となるのでしょうか。 

時代をまたぐ形で、４月末には再びスカイマークのサイパンチャーター４便が就航。GW をサイパンで満喫された方も多かっ

たかと。現地もイベント目白押しで、４月のフレームツリー アートフェスティバルでは日本を代表してパフォーマーの蛯名健

一さんが参加。観客を熱狂させてくれました。５月には観光客も楽しめる食のイベント、テイストオブマリアナも開催です！

 

■3 月渡航者数 

3 月の日本人渡航者数は、スカイマー

クの 6 便チャーターがあったこともあ

り、マイナス幅も半分程度改善の

2,000 名台に。しかし韓国・中国マーケットの戻りも相変わらず鈍く、全体では-34%ダウンの 32,295 名にて終了でした。

■マリンダイビング 2019 報告 

マリアナ政府観光局は、4 月 5～7 日にかけて池袋で開催さ

れたマリンダイビングフェアに出展。サイパン、ロタのダイ

ビングサービスからもダイビングインストラクター4 名が来

日。連日多くのお客様にマリアナのダイビングの面白さ、楽

しみ方を伝えました。またロタ島のテテトビーチが読者投票

で世界のベストビーチ No.1 に選ばれた他、ガイド部門では

ロタ・ブルーパームスの高久めぐみさんがベストガイド

No.1 に選ばれました。マリアナはダイビング一押しです！ 

 

 

 

  

■マリアナセミナーin 福岡 開催 

マリアナ政府観光局は、4 月 19 日（金）福岡にて“マリアナ

アップデートセミナー”を開催。アシアナ航空の協力の下、

35 名のエージェントの皆さんに、昨年からの観光局の取組

み、現地のアップデート、具体的なエージェントサポートの

実例などを紹介。アシアナ航空にも仁川経由で福岡から行く

サイパンの利点などを紹介いただきました。会の最後にはち

ょっとした景品が当たるドアプライズも行われ、最後までエ

ージェントの皆さんも熱心に情報に耳を傾けていました。 

 

 

 

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 3 月 6,352 4,913 5,004 2,071 -58.6% 

全体 3 月 37,317 54,841 53,714 32,295 -34.3% 
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イベントカレンダーはこちら 

MAY 2～5 / 

Thu～Sun 

2019 Tinian San Jose Fiesta / 2019 テニアン サン ホセ フィエスタ 

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 

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

25/Sat KONQER Saipan / コンカー サイパン 

■スカイマーク GW チャーター 報告 

スカイマークは 4 月 27 日～30 日に NRT/SPN のチャーター 

便 4 本の運航を滞りなく終了。3 月に引き続き、初便の 27 日

にはサイパン空港にて到着したお客様向けの歓迎のセレモニー

が行なわれました。今回の GW チャーターは JTB、 H.I.S.、 

近畿日本ツーリスト、楽天トラベル、スカイパックツアーズの

5 社により販売され、発売期間がかなり短かったにも拘わら

ず、初便を除いてはほぼ満席に近い数で運航されました。現地

でもチャーターで来島されたお客様向けのプロモーションが

色々用意され、日本人客復活に向けた期待の高さを感じさせて

くれました。 

 

 

 

 

 

 

■フレームツリーアートフェスティバル 

サイパンでは、4 月 11 日～14 日に毎年恒例のフレームツリー

アートフェスティバルがススペのシビックセンタービーチパー

クにて開催されました。クラフトの展示販売他、地元のレスト

ランも多数出展。今年は 4 月 13 日（土）に#MyMarianas 

Paradise Festival Concert が行われ、日中韓の三か国から有

名アーティストが招聘されました。日本からはアメリカの公開

オーディション番組の“アメリカズ ゴッドタレント”シーズン

８で優勝した、エビケン 

こと蛯名健一さんが参加し、 

圧巻のダンスパフォー 

マンスを披露し来場者を 

熱狂させました。 

イベント詳細はこちら 

 

What’s NEW from Marianas 

 

マリアナ最新情報 

■人気の CHA CAFÉ にビストロ登場！ 

CHA CAFÉ & BISTRO 

ガラパンの人気カフェ CHA の２階に４月末、新たに「チャ

モロフレンチ」が楽しめるビストロが OPEN! 地元の食材を

取り入れた料理の美味しさは既に多くのお客様を虜に。現在

はまだ平日のランチと週末のブランチのみの営業ですが、間

もなくディナーでの営業も始まる予定です。 

お店の詳細はこちら 

■サイパン版 SASUKE 再び 

KONQER SAIPAN 

今年も 5 月 25 日（土）にサイパン版 SASUKE、ことコンカーサ

イパンがキリリビーチにて開催されます。個人での参加も、10 名

のグループでの参加でも OK。とにかく会場内に所狭しと用意さ

れた障害物を次々と克服して、GOAL を目指すだけです。チーム

で参加すれば連帯感が増すこと間違いなしで、チームビルディン

グとしてもぴったりです。 

是非一度ホームページを 

ご覧下さい。 

イベント詳細はこちら 

 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://www.mymarianas.com/event/flame-tree-arts-festival/
https://www.facebook.com/chasaipan/
https://www.konqersports.com/
https://www.konqersports.com/
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  

■テイストオブマリアナ 今年も開催！ 

毎年恒例、地元の人々と一緒に様々なホテル、レストランのフー 

ドやサイパンの地ビールを気軽に楽しめる食のイベント“テイス

トオブマリアナ”が、5 月毎週土曜日に開催されています。会場

はアメリカンメモリアルパーク。特に昨年から人気なのが、新た

に新設された『大食いコンテスト』で、今年は 5 月 18 日に開催

されます。去年の大食いメニュー 

は J’s レストランのこぶし大よりも 

大きなフライドチキンでしたが、 

今年は同じく J’s レストランの 

フライドライスになるとか。 

我こそは！と思う方、是非参加 

してみてはいかがですか？ 

イベント詳細はこちら 

 

■メディア露出情報 

＜オンライン＞ 

☆女子旅プレス（4/14 公開） 

南国サイパンの祭典「フレームツリーアートフェスティバル」で野

外フェス、復興アピールの場に日韓中アーティスト集結 

＜ラジオ・テレビ＞ 

☆FM NACK5 （3/25-3/28） 

開局３０周年を記念してリスナーツアー「Breath of Earth for 

Saipan」を３月１４日から３泊４日で実施。その模様を４日間に

かけてサイパンスペシャルとしてラジオ放送。 

番組公式ブログ 

■魅力的なレストラン、続々OPEN! (再 OPEN 含む) 

３月末以降、サイパンの街中にレストラン新規 OPEN、再

OPEN 情報が目白押しです。昨年 10 月末の大型台風 YUTU に

より被災しクローズしていた“ロコ＆タコ”, “SHACK”、”NAKED 

FISH”などの人気店が営業を再開した（する）他、ローカルにも

人気のカフェ、”CHA CAFE”の２階にもチャモロフレンチが楽し

めるビストロが４月末に OPEN。今後サイパンに行かれる予定

の方は是非訪れてみて！いずれもお勧めのレストラン達です。 

各店の情報はこちらからどうぞ。 LOCO&TACO、SHACK、

NAKED FISH、CHA CAFÉ & BISTRO 

■レジデントインスタグラマー総括 

3 月 31 日をもって活動を無事終了したレジデントインスタグ

ラマー4 名。それぞれ 1 か月～1 か月半の滞在中にインスタグ

ラムへの投稿はじめ、アート組の 2 名は街をアートで元気にし

てくれました。そんな彼らの活動の様子が観光局の特設ページ

でご覧いただけます。4 月には総集編動画もご覧いただけるよ

うになりました。彼らが見て、感じたサイパンを是非覗いてみ

て下さい。マリアナでの旅のヒントがもらえるかもしれませ

ん。レジデントインスタグラマー特設ページ                                                                                                     

 

■５月以降のイベント出展予定        

マリアナ政府観光局は、５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。 

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） 

 

 

■フィエスタ、カノアリゾート最新情報 

フィエスタリゾートのブッフェレストラン「ワールドカフェ」

に併設された「ワールドカフェ テラス」には、今回、新メニュ

ーとして「カルビチム」（$18.50）と「ビビンバ」（$12.50）が

追加されました。またカノアリゾート サイパンの無料アクテ

ィビティ「アドベンチャーゾーン」（宿泊者のみ無料）に、新

アクティビティ「スタンドアップ パドルボード」が追加されま

した。どちらもお手頃価格で人気のホテルです。お客様に是非

ご紹介下さい。フィエスタリゾート カノアリゾート 

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
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https://www.facebook.com/chabistrosaipan/
https://japan.mymarianas.com/resident_instagrammer/
https://www.fiestasaipan.jp/
https://www.kanoaresort.jp/

