
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  8 月も終わり、学校もスタートしましたね。8 月に続き、9 月にもサイパンにはチャーター便が 3 便

飛びますので、残り少ない夏を大いに楽しんできてほしいと思います。直行便復活までにはもう少し時間がかかりそうです

が、そんな中、8 月末に沖縄から南洋群島慰霊団約 130 名が仁川経由でサイパンに慰霊に行かれました。高齢にもかかわら

ず、経由してでも慰霊に行かれる参加者の皆様に心から敬意を表したいと思います。日本と深い絆を持つマリアナなのです。

 

 

■7 月渡航者数 

7 月の日本人渡航者数は、直行便もな

く、UA のグアムからの複数接続がな

くなった昨年の数字からの微増。昨年

から行っている仁川経由のプロモーションがそれなりに効果をあげている模様。全体のマイナスも久々の 1 桁台まで回復。

■北海道 海外旅行フェア 2019  

マリアナ政府観光局は、8 月 31 日と 9 月 1 日に札幌にて

開催された“海外旅行フェア 2019”に Brand USA とブース 

シェアで参加。札幌（北海道）の皆様にマリアナの魅力と千

歳空港からのアクセスを中心にご案内させていただきまし

た。土日ということで、家族連れも多く、 子供を連れて行

っても安全か？、何泊何日で行けば楽しめるのか？、初心者

ダイバーでも楽しめるか？など具他的な質問が多く聞かれ、

サイパンに関心を持つ方がいることも確認できました。 

 

  

 

 

■マリアナチーム 名古屋どまつり参加 

今年も北マリアナ諸島からのダンサー10 名が、8 月 22 日

~25 日に名古屋で開催された“にっぽんど真ん中祭り”に参

加。今年で 17 回目の参加となり、人数が少ないながらも 

堂々と踊りを披露しました。今回はミスアースとミスリベレ

ーションクイーンの 2 人も参加し、踊りに花を添えました。 

サイパンで 7 月 4 日に行われるリベレーションデイ（解放

記念日）の祝賀パレードには、毎年名古屋からダンサーが 

来日。長年にわたり、友好的な関係を築いています。 

 

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 7 月 4,172 3,385 693 699 +0.9% 

全体 7 月 47,736 59,463 48,156 45,570 -5.4% 
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イベントカレンダーはこち 

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 

OCT 1~6 /Tue~Sun Chief Taga Day Festival / チーフ タガ デイ フェスティバル 

26 /Sat Japan Autumn Festival  / 日本 秋祭り 

■沖縄から南洋群島慰霊団 サイパンへ 

太平洋戦争中、南洋群島で犠牲になった沖縄県出身者を追悼す

る慰霊祭が、現地時間の 27 日サイパン島で行われ、南洋群島

帰還者会（上運天賢盛会長）の会員や家族約 80 名と、玉城デ

ニー知事や県議らがサイパンを訪問しました。地上戦があった

サイパン島やテニアン島の戦争終結から今年で 75 年。会員の

高齢化のため 50 回目となる今回で団体としては最後の慰霊祭

となりました。慰霊祭は、現地の住民なども含めると約 250 名

が参加する大規模なものとなり、空手の演武のほか、琉球舞踊

などを披露されるなど、犠牲者の御霊を慰めました。                  

                                   

 

                                    

   

 

 

 

 

         

    

■ユナイテッド航空 グアム経由サイパン便増便 

ユナイテッド航空は、サマースケジュールで現行週 2 便（火

曜・木曜）グアム、サイパン間を運航している UA104 便を、

UA112 便としてウインタースケジュール以降も継続運航する

ことを決定。更に 12 月 7 日からは、土曜日も UA112 便を運

航することになり、NRT や NGO、KIX からのグアム行き午前

便から短時間でサイパン行きに接続可能な UA112 便が週 3 便

となります。（土曜日の運航は現状来年 3 月 28 日まで） 

もちろん、FUK からも 1 泊グアムにご滞在いただき、Daily で

運行中の UA174 便にて、早朝にサイパンに移動も可能です。

引き続き、サイパンへはグアム経由もご活用下さい！ 

UA112 便の運航時間は以下です。 

UA112 GUM/SPN 1645/1726 

 

What’s NEW from Marianas 

 

マリアナ最新情報 

■サイパンワールドリゾート 10 月 グランド OPEN 

SAIPAN WORLD RESORT  

昨年 10 月 25 日にサイパン、テニアンを直撃した大型台風

（YUTU）により被災したサイパンワールドリゾートが、全

ての改修を終えて 10 月 1 日よりグランドオープン致しま

す！子供から大人まで楽しめるサイパン最大の大型ウォータ

ーテーマパークこと“ウェーブジャングル”も完全復活！ 

大人気のチューブスライダー 

やブラックホールも以前同様 

お楽しみいただけます。更に 

快適になったワールドリゾート 

へ是非お越しください！ 

ホテル詳細はこちら 

■アジアンーアメリカン BBQ のご案内  

BUBBA GUMP SHRIMP CO. SAIPAN 

ガラパン地区のど真ん中にあり、映画『フォレストガンプ』をモ

チーフとしたエビ料理で有名な“ババガンプ”レストランでは、新

しくアンガスビーフを使った BBQ メニューの提供を開始しまし

た。高級で柔らかなアンガスビーフをお手頃価格で楽しめる他、

付け合わせとして、チャモロ料理の 

定番のレッドライス、コールスロー 

サラダ、枝豆、キムチなども 

一緒に提供されます。このアンガス 

ビーフの BBQ が楽しめるのは、 

毎日 6:00PM～10:00PM です。 

レストラン詳細はこちら 

 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://www.worldresortsaipan.jp/
https://www.bubbagump.com/locations/saipan/
https://www.bubbagump.com/locations/saipan/
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  

■インターナショナル・ギフト・ショー2019 に CNMI 参加 

北マリアナ諸島の“CNMI 商務省”が、日本最大のパーソナルギフ

トと生活雑貨の国際見本市こと『第 88 回東京インターナショナ

ル・ギフト・ショー秋 2019』に初出展しました。9 月 3 日～6

日にかけて東京ビッグサイトの青海展示棟 B ホールにブースを

構えた CNMI では、サイパン発のファッション（T シャツ、キャ

ップ、バッグなど）メーカーとして TRIBE と THE PACIFIC 

SUPPLY の 2 社が。木製クラフトでは MICRONESIAN 

WOODCRAFT ENTERPRISES が出展。さらにマリアナ産のジン

ジャーやホットペッパーを使ったクッキーを製造している

SAIPAN SNAPS と、女性に人気のココナッツオイルなどを手掛

ける SUSAN’S CREATIONS の計 5 社が参加。それぞれが自社

の商品を宣伝するとともに、他の出展者から今後の商品開発に向

けての様々なアイディアを得ていました。サイパンにお出かけの

際は、是非これらの商品にご注目下さい！ 

TRIBE の詳細はこちら 

THE PACIFIC SUPPLY はこちら 

SAIPAN SNAPS はこちら 

 

 

 

■メディア露出情報  

＜テレビ＞ 

☆RBC 琉球放送(8/28 On Air) 

県出身犠牲者を悼む 最後のサイパン慰霊祭 

☆RBC 琉球放送(8/29 On Air) 

テニアン島 最後の慰霊祭 

＜WEB＞ 

☆IMATABI (8/18 公開) 

【サイパン】学生旅でビーチリゾートに！おすすめスポット 10 選

◎ 

■ガラパン地区 新レストラン情報      

8 月中旬、アメリカンメモリアルパークから近く、ハイアットリ

ージェンシーサイパンからも徒歩圏のところに新しいレストラン

が登場しました。“Marianas Creations ”というお店で、店名の

通りマリアナで取れた素材を使って調理された食べ物、飲み物を

楽しむことができるカフェレ 

ストランです。ローカルプロ 

ダクトも購入可能です。営業 

時間は毎日 6:30 am - 9:00 pm 。 

お得に楽しめるハッピーアワー 

は 4:00 pm - 6pm です。. 

店舗情報はこちら 

 

 

■第 13 回ポイントブレイクチャンピオンシップ 

パシフィックアイランドクラブ サイパンでは、9 月 20 日と

21 日に”第 13 回ポイントブレイクチャンピオンシップ”を開

催します。毎年恒例の行事で、更に活気に溢れている PIC サ

イパンです。2 日間にかけて素晴らしい技が次々と披露さ

れ、見ているだけでも楽しく、挑戦 

してみたくなります。 

ちょうど、スカイマークチャーター 

便も飛んでいる期間ですので（9 月 

20、21、22 日発）、是非お越し 

ください！   

PIC サイパンの情報はこちら 
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