
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  7 月に入り夏休みシーズンにそろそろ突入です。遅れての販売ではありますが、8 月、9 月にスカイ

マークのサイパンチャーターが 9 便飛ぶことが発表となりました。この夏も 3 時間ちょっとのフライトで、快適にサイパンま

で行くことができます。7/1～7 でメトロ新宿丸の内線、メトロ六本木ヒルズ方面改札のデジタルディスプレイにてサイパンの

15 秒広告が流れている他、この夏は旅行カバンの ACE㈱とのコラボ企画もあるなど、サイパン復活に向け日々奮闘中です！

 

■5 月渡航者数 

5 月の日本人渡航者数は、昨年 5 月 6

日をもってデルタ航空の直行便が撤退

したことが要因で、前年比約-46%。

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-17%ダウンの 38,262 名まで減少は収縮傾向にあります。

■スカイマーク サイパンチャーター 8 月、9 月 

スカイマークは 6 月 26 日、8 月に 6 便、9 月に 3 便の

NRT/SPN チャーターを行うことを発表しました。機材は 3

月、GW のチャーター時と同様 B737-800 型機の 177 席。 

スケジュールは以下の通り。 

NRT/SPN   10:00/14:45 

SPN/NRT   16:40/19:30 

今回のツアー販売は、JTB、H.I.S.、近畿日本ツーリスト首

都圏、スカイパックツアーズ、楽天の 5 社にて行われます。

この夏、是非サイパンへお越し 

ください！詳細はこちら 

 

 

■JVUSA ワークショップ 福岡・札幌 

マリアナ政府観光局は、6 月 18 日(福岡)、 20 日(札幌)に

て開催された Japan Visit USA コミッティー主催のアメリカ

ワークショップに参加。福岡では 40 名、札幌では 18 名の

エージェントに対して、フライト情報と現地情報を中心にプ

レゼンをさせていただきました。直行便がない現状、仁川経

由でのサイパン韓国 2 都市旅の渡航を推奨させていただきま

したが、札幌は CTS/ICN が混んでいて取れない、などの問

題も浮き彫りとなり、改めてエリアごとの提案が重要と感じ

た 2 日間でした。エージェントから 

は定期便復活 

を望む声も多く 

ありました。 

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 5 月 4,417 4,094 1,238 671 -45.8% 

全体 5 月 35,466 50,949 46,093 38,262 -17% 
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https://japan.mymarianas.com/news/10491/


  
 

  

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

イベントカレンダーはこち 
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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 

27/Sat 36th Annual Saipan Agricultural Fair Day  / 第 36 回 サイパン農業フェア 

■アシアナ航空（福岡）共催 サイパン FAM 

マリアナ政府観光局は、アシアナ航空（福岡）の協力の下、福

岡の 6 社のエージェントスタッフを招聘してのサイパン研修を

6 月 26 日～29 日の 4 日間で実施。 ほとんどの参加者がサイ

パンは初めて、ということで、実質 2 日間でしたが精力的に観

光素材の視察を行っていただきました。お天気にも恵まれ、マ

ニャガハ島でのアクティビティ体験、北部観光、ディナーショ

ー視察、各ホテルでは担当者と直接質疑応答をするなどもあ

り、忙しいながらも充実した研修旅行となりました。 

これからも、当局は積極的に研修旅行を実施致して参ります。 

 

 

 

 

 

■マリアナ デジタルサイネージ広告情報 

マリアナ政府観光局は、8 月、9 月の BC チャーターを盛り上

げるため、また一般に広くサイパンというデスティネーション

の素晴らしいイメージを思い起こしてもらう目的で、品川駅港

南口にて 6 月 24～30 日、メトロ新宿＆六本木では 7 月 1～7

日の期間にて各駅構内のモニターを利用したデジタルサイネー

ジ広告を展開。短いバージョンながら、３つの島の魅力と海の

リゾート感満載の動画広告となっ 

ています。新宿、六本木はまだ 7 日 

までご覧いただけますので、ご覧に 

なっていない方は是非見に行って 

くれたら嬉しいです。 

じめじめした梅雨時期 

の気分をスッキリ 

させてくれます。 

 

What’s NEW from Marianas 

 

マリアナ最新情報 

■☆☆30 周年アニバーサリー☆☆ 

AQUA RESORT CLUB SAIPAN 

アクアリゾートクラブサイパンは、おかげさまで 30 周年を

迎えます。夏休みのコスタレストランでは 7/1（月）～ 8/ 

31(土)まで、ファミリーに嬉しい大人 1 名につき子供（6-

11 歳）1 名が無料になる「キッズイートフリー」を実施。

(※朝食を除く)  KEVIN’S でも 7 月 4 日～9 月末まで期間限

定シェフお勧めメニューが登場するなど夏季限定のお得な 

企画がいっぱい。主要ホテル 

から無料送迎も致します。 

ホテル詳細はこちら 

ホテル詳細はこちら 

■3 周年記念パーティー開催！  

KENSINGTON HOTEL SAIPAN 

ケンジントンホテルサイパンでは、2019 年 7 月 13 日(土)、3 周

年記念パーティーが開催されます。7 月 13 日にご滞在中のお客様

全員をメインパーティーにご招待いたします。パーティーでは、

中国と韓国のミュージシャンによる演奏や、ゲーム、ラッフル、

打ち上げ花火などを盛大に行い 

ます。豪華オールインクルーシ 

ブホテルのケンジントンへ、 

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://aquaresortclub.premierhotel-group.com/saipan/
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 ～  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

         

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  

■「マリアナ×ピクルス 2」インスタグラム キャンペーン！ 

マリアナ政府観光局では、ファミリー層を中心に幅広いファン層

を持つキャラクター「かえるのピクルス」とのコラボ第二弾を開

始。今年はコラボドールとしてマリアナブルー色の「マリアナピ

クルス」が制作・発売開始されました。また発売開始にあたり 

インスタグラムでのプレゼントキャンペーンにも昨年に引き続き

協力。ピクルスファンに向けてサイパンでのぬい撮りを訴求しつ

つ、ファミリー層へのサイパン認知アップなどを狙います。サイ

トをご覧の上、是非ご応募下さい！ 

オフィシャルサイト詳細はこちら 

観光局情報ページはこちら 

 

■メディア露出情報 

＜ラジオ・テレビ＞ 

☆スカイ A「SWEETBLUE」(7/9～17) 

「日本から一番近い楽園 サイパン」全 6 編 

 

 

＜オンライン＞ 

☆GENIC (6/28 公開) 

人気沸騰の予感…!?プロトラベラーが惚れた♡“GENICな島”、北マ

リアナ諸島とは？ 

■現地から お得な最新ホテル情報！ 

PIC ホテルサイパンでは、今年も夏のキッズキャンペーンを開

催。2-11 才のお子様全員にシェッキー時計がプレゼントされ

ます。フィエスタリゾート&スパ サイパンからは、鉄板焼き

「舞」（まい）にて TOMAHAWK(トマホーク)STEAK SET が

新メニューとして登場。約 1.2KG の骨付きリブロースがメイ

ンのセットで、価格は$150 ですが、2~3 名でもご満足いただ

けるボリュームです。カノアリゾートサイパンでは、 ステー

キ＆ロブスター オーシャンビューディナーショー会場のテン

トがリニューアル。全てのテントが一新されました。 

各ホテルの情報はこちらからどうぞ。PIC ホテルサイパン、 

フィエスタリゾート、カノアリゾート 

■Let’s Go グループ提供のアクティビティ情報        

サイパンでアクティビティを楽しみたいなら、Let’s Go グルー

プの以下の３つをお忘れなく！水上を舞うジェットベーター、

ジャングルや悪路を豪快に疾走する 4 輪バギー体験、そして本

物のエイに直に触れられる、子供にも大人気のシータッチで

す。仲間やファミリーで是非お楽しみ下さい。 

詳細はこちら 

 

 

 

■旅行カバンの ACE とのコラボ企画 7/10 スタート！ 

マリアナ政府観光局は、一流旅行カバンメーカーのエース株

式会社が全国 187 店舗の百貨店，量販店、専門店で展開する

スーツケースの販促プロモーションに協力。7 月 10 日～8 月

31 日の期間で行われる“今年の夏はマリアナに行こう！”キャ

ンペーンでは、対象商品をお買い上げの方に、先着でオリジ

ナルノベルティがプレゼントされます。さらにオープン懸賞

として、ハイアット リージェンシーサイパンに泊まる 3 泊 4

日の旅行（東京発往復航空券付き）が当たるキャンペーンも

同時に実施。 売り場は南国マリアナのイメージで飾られ、お

客様の旅行気分を盛り上げます。この夏は、お近くの旅行 

カバン売り場を是非 

覗いてみて下さい！ 

詳細はこちら 

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.pickles-the-frog.com/news/detail?id=2843
https://japan.mymarianas.com/campaign/pickles_collabo_2019/
https://www.sky-a.co.jp/category/outdoor/14000025/
https://atgirl.com/news/439788/
https://atgirl.com/news/439788/
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
https://www.fiestasaipan.com/
https://www.kanoaresort.jp/
https://www.letsgo-saipan.com/
https://www.ace.jp/mariana2019

