
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  早いもので今年も残すところ 3 か月となりました。日本では今月から消費税が 10％に値上げとな

り、一般消費者の財布の紐は堅くなったのか、はたして変わらないのか気になるところです。注目すべきは、9/19 にスカイマ

ークが正式に成田からサイパンへの直行便就航を発表。間もなく就航日や販売に関する詳細も発表される模様です。9 月 20～

22 日には 3 本の BC チャーターも無事終了。販促にご協力いただきましたエージェントの皆様に心から御礼申し上げます。

 

 

■8 月渡航者数 

8 月の日本人渡航者数は、昨年のサイ

パンチャーター28 本が今年は 6 本の

みになったことが影響し、大幅減に。

全体では、韓国が去年並みに戻してきたが、中国が 20%ほど落としたことが影響し、トータルで-16%という結果となった。

■JVUSA ワークショップ in 新潟・金沢 

マリアナ政府観光局は、9 月 10 日(新潟)、 12 日(金沢)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。新潟では 12 名、金沢では 18 名の

エージェントに対して、新潟、金沢からの行き方と現地情報

を中心にプレゼンをさせていただきました。年内の成田から

の直行便復活についても言及しつつ、当面、UA のグアム経

由、仁川経由ではアシアナ、チェジュ、ティーウエイで渡航

が可能なことを説明。金沢はアメリカチームとしては初の訪

問となり、参加したエージェントからも勉強になったという

コメントを多く 

いただきました。 

 

■スカイマーク サイパン直行便就航発表！ 

9 月 19 日（木）、スカイマークは年内に成田/サイパンの直

行便を新規就航することを公式に発表しました。実際の就航

日時の発表は後日になるものの、就航すれば成田から毎日 

約 3 時間半のフライトでサイパンに行くことが可能となりま

す。またスカイマークにとって初めての国際定期便です。今

回サイパン便の就航と一緒に発表になったのが、週 2 便で計

画されている成田/名古屋（中部）線の新規開設です。各路

線の就航日、ダイヤ、航空券予約開始日等の詳細が決まり次

第、観光局からもホームページ 

や SNS 等でご案内致します。 

プレスリリースはこちら 

  

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 8 月 6,313 4,843 4,950 1,540 -68.9% 

全体 8 月 48,971 61,026 56,553 47,486 -16% 

＜今月の TOPIC＞ 

■8 月渡航者数 

■JVUSA アメリカワークショップ in 北陸 

■スカイマーク サイパン直行便就航発表 

■サイパンのゴルフ場事情①  

■マリアナ観光マイスター検定 改訂 

■メディア露出情報（雑誌、テレビ、  

オンライン）  

■メディア情報 

■OZ の ICN/SPN 便 ダブルデイリーに 

■UA NGO、KIX 発グアム行 増便  

■マリアナ最新情報 

■イベント情報 

■イベント情報 1 月/２月 
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https://www.skymark.co.jp/ja/company/press/pdf/__icsFiles/afieldfile/2019/09/20/20190919_press_1.pdf


   

  

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

イベントカレンダーはこちら 

OCT 1～6 /     

  Tue～Sun 

Chief Taga Day Festival  / チーフタガデイフェスティバル 

11,12 / Fri, Sat Bisita Luta (Visit Rota) Festival / ビジット ロタ フェスティバル 

19 / Sat Marianas Ukulele Festival / マリアナ ウクレレフェスティバル 

26 /Sat Japanese Autumn Festival  / 日本人会 秋祭り 

■アシアナ航空 ICN/SPN 便 ダブルデイリーに 

アシアナ航空によると、10 月 27 日から仁川/サイパンを結ぶ

便が現状の 1 便から 2 便体制になり、AM/PM 便が新たに加わ

ることとなりました。(3/28 まで)。これにより、今まで日本各

地からのアシアナ航空仁川便からサイパン行きで乗り継いでい

た OZ625 便（INC/SPN 20:20/01:40+1）の座席が現状より

取りやすくなる見込みです。マリアナ政府観光局では、昨年秋

から“サイパン韓国 2 都市旅”のプロモーションを引き続き行っ

ていますので、是非この機会にアシアナ航空を利用したサイパ

ンツアーの造成を宜しくお願い致します。アシアナ航空利用で

日本の 8 都市から仁川経由でサイパンにご送客いただけます 

“サイパン韓国 2 都市旅” 

の詳細はこちら   

   

 

 

 

 

         

    

■ユナイテッド航空 - 名古屋、関空発 グアム便増便 

ユナイテッド航空によると、10 月 28 日から現在週 11 便で

運航している中部／グアム線をダブルデイリー化します。 

これはデイリー運航の午前便に加えて、週 4 便を運航して

いる午後便に残りの月・水・金便を追加するもの。さらにユ

ナイテッド航空は 12 月 10 日から、B737 型機でデイリー

運航中の関空／グアム線を週 10 便化することをこの度発表

しました。3 月 28 日まで関空を夜、グアムを夕方に出発す

る便を週 3 便追加するもので、時間は以下の通り。 

UA178 KIX/GUM 20:45/01:20+1  (火・木・土) 

UA177   GUM/KIX   16:50/19:50  (火・木・土) 

NGO 便も KIX 便もデイリーの 

UA174 GUM/SPM 07:30/08:07 

に接続可能ですので、是非販促を 

宜しくお願い致します！ 

 

 

What’s NEW from Marianas 

 

マリアナ最新情報 

■サイパンで美味しいパンを食べたいなら 

GREAT HARVEST BREAD CO. SAIPAN 

サイパンで美味しいパンが食べたい、と思っている人は是非

チャランカノアはサーフライダーホテルの 1 階にある

GREAT HARVEST BREAD へ！カフェも併設しているお店で

は、焼き立ての色々な種類のパンが食べられるのはもちろ

ん、サンドイッチ、サラダ、スムージー、エスプレッソにコ

ーヒー、フラッペなども気軽に楽しめます。朝食、ランチに

も是非どうぞ！店内に一歩入ると焼きたてのパンの香りでま

ず癒されること間違いなしです。 

店舗詳細はこちら 

■館内無料アクティビティーに新メニュー！  

KANOA RESORT SAIPAN 

カノアリゾートサイパンでは、ホテル前ビーチで「メガボード」

がご利用いただけるようになりました。（宿泊者無料）通常パド

ルボードのメガサイズ版、最大 6 名まで一緒に遊ぶことができま

す。その他の館内無料アクティビティー 

は、カヤック、スタンドアップペダル 

ボード、ウォータースライダー、パッテ 

ィングゴルフ、ビーチバレー、テニス、 

フィットネスジム、卓球などがあり、 

お得に楽しめるものがいっぱいです！ 

ホテル詳細はこちら 

 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/stopover/
https://japan.mymarianas.com/stopover/
http://greatharvestsaipan.com/
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  

■サイパンワールドリゾート グランドオープン！ 

昨年 10 月末の大型台風被害を受け、改装を続けてきたサイパン

ワールドリゾートですが、ホテル内の全てのリノベーションが完

了し、2019 年 10 月 1 日より全施設がグランドオープンしまし

た！サイパン最大級のウォーターパーク「ウェーブジャングル」

も完全復活。お子様向けのプレイグラウンド「PORORO 

PARK」も夏に新設され、家族連れに大人気です。大人から子ど

もまで 1 日中楽しめるウォーター 

パーク併設の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 

 

■PDI よりお得なキャンペーンの期間延長のお知らせ 

サイパンで長年のランド手配実績を持つ PDI(PACIFIC 

DEVELOPMENT INC.)では、大好評をいただいている「マニ

ャガハ島送迎が無料でついてくる！マリンスポーツ三昧キャン

ペーン」を 2020 年 3 月 31 日まで期間を延長して販売する旨

発表しました。3 大人気マリンスポーツのバナナボート、マリ

ンジェット、パラセイリングが楽しめる人気コースに申し込む

と、マニャガハ島送迎が無料でついてくるというお得なキャン

ペーンです。（入島料$5 は別途かかります 

期間延長：2019 年 10 月 1 日可～2020 年 3 月 31 日 

催行日： 毎日 9:00, 10:00, 11:00 

販売価格：大人$99  子供$77 (6 歳～11 歳) 

最少催行：2 名  最大催行：各回 6 名 

ツアー情報はこちら   

■メディア露出情報        

＜ラジオ・テレビ＞ 

☆テレビ東京「You は何しに日本へ？」(9/23 On Air) 

サイパンの阿波踊りチームに属し、“高円寺阿波踊り”に参加する

ために来日した青年少女を大会当日まで密着した模様が放映され

ました！彼らの一生懸命さに心打たれます。 

放送内容はこちら 

■サイパンのゴルフ場事情① 

海越えの本格的なゴルフにはちょっとレベル的に気が引ける

けれど、せっかく南国リゾートに来たことだし、ちょっとだ

けゴルフも体験してみたい、そんな方への耳より情報です。

まずは町中からも近いサイパンカントリークラブ。ここは９

Ｈのゴルフ場ですが芝生が毎日管理され、プレーフィーが

7:00am～6:00pm まで回りたい放題でも$35 ととってもリ

ーズナブルなのが売りです。9 ホールながらロングホールが 2

ホール、ショートホールが 3 ホールあり、練習にはもってこ

いのコースと言えます。サイパンでは練習場が、ラオラオベ

イＧＲだけにしかないので、 

サイパン到着日など、ラオラオ、 

キングフィッシャーの本番前に 

練習場代わりに回るのもあり、 

という体験当局スタッフの談話 

でした。 

■マリアナ観光マイスター検定 リニューアル！       

マリアナ政府観光局は、業界の皆様の知識向上を目的として開設

している『マリアナ観光マイスター検定』の内容を今回リニュー

アル致しました。最新の情報も入っていますので、まだ検定を受

けていない方はもちろん、既に受けて 

いる方も再度マリアナの知識をリフ 

レッシュする意味で、トライいただけ 

たら嬉しいです。 

検定はこちら！ 
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