
＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  7 月末、遅めに梅雨が明けたと思ったら、日本全国猛烈な熱波に襲われる日々。まさに熱風という言

葉がふさわしく、これは絶対マリアナの島々に居た方が快適だと思われます。皆さん、夏休み予定はもう決まりましたか？ 

もし、まだ決めかねている方がいらっしゃいましたら、9 月にも 3 便、サイパンへのチャーターフライトがありますので、こ

の機会をお見逃しなく！それでは今月も最新情報をお届け致します。皆様の引き続きの送客を何卒宜しくお願い致します！

 

■6 月渡航者数

6 月の日本人渡航者数は、昨年 5 月の

デルタ航空の撤退影響を受けない最初

の月となり、結果は微増の 7％増。

UA を利用してのグアム経由、OZ 含め韓国キャリアを利用しての仁川経由での渡航者が、引き続き支えてくれている状況か。

■JVUSA ワークショップ 仙台・広島

マリアナ政府観光局は、7 月 23 日(仙台)、 25 日(広島)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。仙台では 26 名、広島では 21 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。直行便の復活に関しての質

問が出る中、当面、仙台はアシアナ航空利用の仁川経由、広

島はアシアナとコードシェアのエアソウル利用での仁川経由

もしくは福岡、大阪からユナイテッド利用のサイパンへの 

渡航を推奨。乗り継いででも行ってほしいマリアナを各地で

宣伝中です。 

■９月サイパンチャーター まだまだ発売中

8 月 9 日からのスカイマークによる 6 本のサイパンチャータ

ーツアー出発が来週に迫る中、9 月 20 日からの 3 便のチャ

ーターツアーは引き続き、指定 5 社（JTB、H.I.S.、近畿日

本ツーリスト、楽天、そしてスカイパックツアーズ）から好

評発売中です。直行便で成田から 3 時間ちょっと、時差はた

ったの 1 時間ということで、3 泊 4 日のツアーでは丸 3 日 

現地で様々な体験をお楽しみいただけます。3 連休が絡む今

回は、1 日もしくは 2 日お休みが取れればリフレッシュ旅行

が可能です。初サイパンの方、 

相当昔のイメージしかない方、 

是非この機会にお越しください。 

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 6 月 4,708 3,847 483 517 +7% 

全体 6 月 41,502 55,096 47,341 42,076 -11.1% 
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イベントカレンダーはこち

AUG 10,11 /   

Sat, Sun 

Governor’s Tournament of Champions  / 知事杯ゴルフチャンピオンシップ 

SEP 13,14 / 

Fri, Sat 

Rota Coconut Festival / ロタ ココナッツフェスティバル 

20, 21 / 

Fri, Sat 

5th Annual International Festival of Cultures  / 第 5 回インターナショナル・フ

ェスティバル・オブ・カルチャー 

■新ギブアウェイグッズ ご紹介

マリアナ政府観光局では、今後のイベントや販促に活用できる

新しいギブアウェイグッズをただいま制作中です。これまでフ

ァミリーやお子様向けに配布させていただいた“マリアナちゃ

ん”の絵柄のミニタオルが、今回新バージョンとして登場しま

す。マリアナちゃんと、“マリアナ版かえるのピクルス”がコラ

ボした絵柄で、とっても可愛いミニタオルとなりました。  

そして春に約 2 か月サイパンにてレジデントインスタグラマー

の活動を行ったアーティストの Ami さん。彼女がデザインした

オシャレなステッカーも秋以降に登場予定です。ご成約に

  なったお客様へのプレゼントとして 

 また、教育旅行やインセンティブ旅行 

 でお出かけになるお客様へのギブアウ 

 ェイグッズとして是非ご活用下さい。 

 ©NAKAJIMA 

■マリアナ デジタルサイネージ広告 追加報告

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、6 月末の品川港南口でのデジタルサイネージに続き

7 月 1 日～7 日の 1 週間、メトロ新宿＆六本木の各駅構内のモ

ニターを利用したデジタルサイネージ広告を展開。３つの島の

魅力と海のリゾート感満載の動画広告だったこともあり、ご覧

いただいた方からは、“久しぶりに行きたくなった“や、とても

きれいで目についた” などかなり好評なコメントをいただき

ました。今後も、汐留で展開中のライティングウォール広告含

め、効果の見込める屋外広告を展開する予定です。 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報

■PIC サマーフェスタ

PACIFIC ISLAND CLUB SAIPAN 

パシフィックアイランドクラブサイパンは、8 月 9 日

（金）、10 日（土）の２日間に PIC サマーフェスタを開催

いたします。ライブバンドや５K ランに加え、ウォーター 

ガンゲーム、シャンプーゲーム、 

水風船大会、サンセットフィッ 

シング、打ち上げ花火など朝から

晩までイベント尽くしの二日間 

です！ どうぞお楽しみに！ 

ホテル詳細はこちら

■「ISLA TERRACE」 新メニューのご紹介

KANOA RESORT SAIPAN 

カノアリゾートサイパン１階 海側にあるオープンエアの「イス

ラ テラス」では、アラカルトメニューを一新しました。

日替わり弁当からラーメン、チャーハン、サンドイッチ＆バーガ

ー、ステーキ、ロコモコまでとバラエティーに富んだメニューに

変わりました。営業は毎日。 

7:00am～11:00am、朝食アラカルト 4 種類のセットメニュー 

11:00am～22:00pm  

レギュラーアラカルトメニュー

ホテル詳細はこちら

https://japan.mymarianas.com/event/
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
https://www.kanoaresort.jp/
https://www.kanoaresort.jp/
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  https://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 

■続・かえるのピクルス キャンペーン

マリアナ政府観光局では、ハッシュタグ「#ピクルスとマリアナ

行きたい 2019」をつけて写真をインスタグラムに投稿をする

と、抽選で合計 31 名様に素敵なプレゼントが当たるキャンペー

ンを今月いっぱい、8 月 31 日まで行っています。賞品は以下。

1.サイパン旅行に使える旅行券 10 万円 1 名様

2.マリアナ関連グッズ 30 名様

本キャンペーンは、「かえるのピクルス」のぬい撮り写真のほ

か、サイパン・テニアン・ロタのマリアナ旅行の思い出写真でも

ご応募いただけますので、 

是非奮ってご参加ください！ 

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 

☆TBS「人間観察バラエティ・モニタリング」(7/11, 25 On Air)

爆食三姉妹が初の海外進出！ 

No.1: カントリーハウスで４キロのステーキ肉に挑戦！ 

No.2: ハードロックカフェで爆食 

関連記事はこちら 

＜オンライン＞ 

☆地球の歩き方 – ニュース＆レポート(7/29 公開)

透明度抜群の海！満天の星空！3 時間半で行ける楽園とは 

■「Sea Touch」(シータッチ)のご紹介

フィエスタリゾート&スパ サイパンでファミリーにも、大人

にも人気のアトラクションと言えば何でしょう？ 正解は      

リゾート前ビーチにある「シータッチ」です。ここでは、実際

にビーチでエイ（スティングレイ）などの海洋生物と直接触れ

合うことができます。営業時間は、毎日 10:00AM～16:00PM

（12:00PM～13:00PM はランチブレイク）。料金は、大人

$60.00、子供$40.00 です。これから夏休みでサイパンにお出

かけのファミリーの方は、是非訪れて見て下さい。受付（オフ

ィス）は、キッズプールの裏（ビーチ沿い）にあります。 

ホテルの情報はこちら シータッチに関してはこちら

■メディア露出情報

＜ラジオ・テレビ＞ 

☆テレビ東京「未来世紀ジパング」(7/10 On Air)

番組タイトル: “飛んでサイパン。埼玉に続け!?” 

スカイマーク国際線就航への裏舞台とサイパンの現状、そしてハ

ワイ、グアムにない魅力再発見

■来期の団体販促にもサポートを継続します！

マリアナ政府観光局では、2020 年も 15 名以上の団体に対し

てのサポートを継続して行わせていただきます。適用条件は

諸々ございますが、グアム経由、仁川経由含め、サイパンに

行く団体に対して 1 名につき 2,000 円のサポートを入れさせ

ていただきます。さらに、仁川経由でお出かけになる VIP の

団体には、仁川空港での HUB ラウンジ利用につきましても、

仁川空港と共同でのサポートを検討させていただきます。 

また、仁川経由だからこそ楽しめる『サイパン韓国 2 都市

旅』プロモーションも、昨年秋から継続中です。学生旅行、

インセンティブ旅行、社員旅行、慰問ツアーなどで是非

ご活用下さい。 

2020 年上期案内はこちら 

2020 年下期案内はこちら 

申請書はこちら 

mailto:mva@access-jp.jp
https://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://japan.mymarianas.com/agent/release/10341/
https://news.arukikata.co.jp/column/travel-info/Resort/Saipan/SAIPAN/146_140578_1563859521.html?w=146
https://www.fiestasaipan.jp/
https://www.letsgo-saipan.com/letsgo-seatouch/
https://www.tv-tokyo.co.jp/zipangu/backnumber/20190710/
https://www.tv-tokyo.co.jp/zipangu/backnumber/20190710/
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2019/08/2020_MVA-GroupCampaign_ApplicationForm.pdf
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2019/05/2020-01_Group-Incentive.pdf
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2019/08/2020-02_MVA-Group-Incentive.pdf

