
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  今年は 5 月から想定外の猛暑に見舞われている日本です。さて、マリアナ政府観光局では、5 月から

新たに本局の局長が新任され、プリセラ M ヤコポという女性局長に。次回イベント等で来日の際にご挨拶させていただきたい

と思います。さて、5 月には恒例の食の祭典、テイストオブマリアナが開催され、大食いコンテスでは“爆食三姉妹”の一人、

ますぶちさちよさんが昨年に引き続き参戦。見事 2 連覇を果たし現地をアッと言わせました。詳細は以下をご覧下さい！

 

■４月渡航者数 

4 月の日本人渡航者数は、スカイマー

クの 4 便チャーターと飛鳥Ⅱの寄港が

あったこともあり、前年 50％越えの

2,000 名台に。韓国・中国マーケットの戻りは相変わらず鈍いものの、全体では-19.4%ダウンの 32,295 名にて終了です。

■Japan Visit USA Committee ワークショップ 

マリアナ政府観光局は、5 月 16～17 日にかけて名古屋と大

阪で開催された Japan Visit USA Committee 主催のアメリ

カワークショップに参加。名古屋で 39 名、大阪で 50 名の

旅行会社の皆様に、短時間ながらマリアナ（サイパン）のア

ップデートと楽しみ方を伝えました。大阪のワークショップ

終了後には駐大阪・神戸米国総領事館のカレン・ケリー領事

公邸にてエージェントのマネージメントクラスの皆様と

JVUSA メンバー等による懇親会が開催されました。 

 

 

 

■関空旅博 2019 出展 

マリアナ政府観光局は、５月 18, 19 日（土日）に関西国際

空港で開催された“第 15 回関空旅博”に今年もブース出展。

お天気も良く、2 日間での来場者数は 43,000 人（速報値）

にのぼりました。ブースでは資料配布を行なった他、関西方

面からどのようにサイパンに渡航できるか、などの質問にも

対応。また、日曜日のお昼からは 45 分間のデスティネーシ

ョンセミナーにも参加し、60 名のお客様に映像・画像を交

えて常夏のリゾート、マリアナを紹介しました。 

 

 

 

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 4 月 4,269 3,857 4,631 2,313 -50.1% 

全体 4 月 37,317 52,438 49,198 39,663 -19.4% 
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イベントカレンダーはこち 

 

 

 

JUN 16 /Sun Father’s Day Sunrise Wreck Swim / 父の日 サンライズレック水泳 

JUL 4/Thu Liberation Day / 独立記念日（祝日） 

20-21/ 

Sat-Sun 

Saipan International Fishing Tournament / サイパン インターナショナル フィ

ッシングトーナメント 

■テイストオブマリアナで大食い大会 

今年も 5 月の毎土曜日にサイパンで開催された“マリアナ最大

のグルメイベント“ことテイストオブマリアナ。18 日（土）に

は「ジェイズ・フライドライス大食い大会（J’s Fried Rice 

Eating Competition）」が開催され、日本から二度目の参戦を

した“大食い美女”こと、ますぶちさちよさんがフライドライス

（チャーハン）約 3 キロを食べ、2 年連続で見事優勝しまし

た。大会が行われたのは、ホテルが立ち並ぶガラパンから徒歩

数分の場所にあるアメリカンメモリアルパーク。イベントには

地元の有名レストランが 

一堂に出店した他、サイ 

パン産の地ビールが楽し 

めるビアガーデンも併設 

されていました。 

イベント詳細はこちら 

 

 

 

 

 

■マリアナ版かえるのピクルス New! 

昨年夏、マリアナ版の旅する“かえるのピクルス”が誕生して早

くも 1 年。初代はかわいい黄色でしたが、この度、第 2 弾の

ブルーが登場しました。5 月 22 日～6 月 3 日に新宿の小田急

デパートで開催されたイベントで初お目見え。初代版と同様、

頭にはプルメリアのマーマー（花冠）をかぶり、首には貝殻で

はなく、フィッシュフックのペンダントが。相変わらず、いつ

もニコニコ、愛くるしい笑顔で癒してくれます。 

これから、マリアナのプロモー 

ションや SNS などにもたびたび 

登場すると思いますので、引き続き 

どうぞ宜しくお願い致します！ 

かえるのピクルスとは 

 

What’s NEW from Marianas 

 

マリアナ最新情報 

■タガタワーのお部屋が新しくなります 

GRANDVRIO RESORT SAIPAN 

グランヴィリオリゾートのタガタワーのお部屋は目下改修中

で、7 月 19 日から新しくなります。ベッドの掛け布団カバ

ー、ベッドスカート、シーツ、枕カバーが一新される他、ベ

ッド上にはクッションも２つ配置。ソファーカバーも 

一新されて、さらに 

明るいイメージに生 

まれ変わります。どう 

ぞご期待下さい！ 

ホテル詳細はこちら 

■極上オーシャンビューを楽しみながらの食事は 

SURF CLUB SAIPAN RESTAURANT 

ローカルにも観光客にも OPEN 以来大人気のレストランが、チャ

ランカノアの美しいビーチ前にあるサーフクラブレストラン。 

食事の美味しさもさることながら、一番の魅力は眼前に広がる極

上のオーシャンビューの景色。夕方ともなれば素敵なサンセット

も楽しめ、昨年はインスタ 

映え間違いなしの巨大チェア 

も登場。是非お越し下さい！ 

レストラン詳細はこちら 

 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/agent/release/10341/
https://www.pickles-the-frog.com/
http://www.grandvrio-saipan.com/
https://www.facebook.com/SurfClubSaipan/
https://www.facebook.com/SurfClubSaipan/
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/


～  マリアナ あんなこと、こんなこと ～  
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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  

■ハイアットリージェンシーサイパン 耳より情報 

ガラパン地区にある高級リゾートホテル、ハイアットリージェン

シーサイパンより耳よりな情報を２つご紹介します。 

①メインダイニングのキリカフェ＆テラスでは、6 月 30 日まで

韓国で暑い夏に好まれる栄養価が高く、ボリュームのあるチキン

とオックステールのスープ、サムゲタンを$30.00 で提供。 

②人気のイサグアスパでは、【アフターサン サマースペシャ

ル】として 6 月 1 日～8 月 31 日の 2 か月間、通常よりもかなり

お得な料金で 90 分～120 分の施術を受けることができます。 

日焼けした肌にクールダウンと活性化を促し、疲れた体を癒し、

ストレスと緊張を解消してくれます。このチャンスをお見逃し 

なく。ホテル詳細はこちら 

 

■メディア露出情報 

<月刊エアライン> （4/29発売） 

3/22 スカイマーク成田/サイパン初チャーター便の密着搭乗記事レポート 

＜ラジオ・テレビ＞ 

☆フジテレビ「土曜プレミアム―免許皆伝」（4/27） 

元オリンピックメダリストの松田丈志がサイパンの海でチャモロ人

のスピアフィッシング名人に弟子入り 

☆NHK「ご退位特別番組」 (4/30) 

天皇が初めて慰霊目的で海外を公式訪問した地としてサイパンか

ら、日本時間 12 時と 17 時の 2 回生中継 

☆スカイ A「SWEETBLUE」(6/1～6/7) 

フリーダイビング サイパン編 詳細はこちら 

■先月号に続いて、新レストラン・ショップ情報！  

どうやら最近サイパンに登場したと思われる、ちょっと素敵な

お店をピックアップしてご紹介させていただきます。まずは、

MADE IN MARIANAS のオシャレなアパレル＆雑貨ショップ

の“4EVER CNMI”。T シャツ、キャップはもちろん、マグカッ

プや携帯ケースなど、センスの光る小物も充実です。 

次に “BEANS&BAGS COFFEE AND TEA”。こちらは、1 日タ

クシー乗り放題パックなどを利用して訪れることが可能なスイ

ーツのお店です。カップケーキやパフェ、ブラウニーなどのス

イーツの他、パニーニやパスタサラダなどの軽食もありです。 

各店の情報はこちらからどうぞ。 4EVER CNMI、

BEANS&BAGS COFFEE AND TEA 

■６月以降のイベント出展予定        

マリアナ政府観光局は、６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。 

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

7 月 23、25 日 → Japan Visit USA ｱﾒﾘｶｾﾐﾅｰ（仙台・広島） 

8 月 22～25 日 → 名古屋ど真ん中祭り 

 

 

■New ショップ情報 続き 

最近出張したスタッフ・関係者より、美味しかった！という 

レストラン情報を紹介します。こちらも最近 OPEN したレス

トランと Café で、1 軒目は INAS’ KITCKEN というランチ限

定のタコスのお店です。値段も手ごろで、味もよかったそう

で、5 月のテイストオブマリアナのイベントでも出店して人気

をはくしていました。続いては、ガラパンのホテルエリアから

も徒歩で行ける”CAFÉ 670”。居心地のいいオシャレな店内で

フラッペ、ケーキ、コーヒーなど 

が楽しめますよ！  

INAS KITCHEN  

CAFE670 

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://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/micronesia/hyatt-regency-saipan/spnrs
https://www.sky-a.co.jp/category/outdoor/14000025/
https://www.facebook.com/4evercnmi/
https://www.facebook.com/beansandbagscoffeeandtea/
https://www.facebook.com/inas.kitchen.73
https://www.facebook.com/Cafe670.saipan/

