
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  日本では、10 月 12 日に台風 19 号が関東圏を直撃し、甚大な被害をもたらしました。マリアナは

10/25、昨年の台風 YUTU の直撃から丸 1 年が経過。自然災害とはいえ、被災された方には改めてお見舞い申し上げます。 

さて、10/24 に待ちに待った NRT/SPN 線の新規就航日の発表がスカイマークよりありました。いよいよ今月末には日本から

サイパンへの直行便が復活です！詳細は以下となりますが、末永くスカイマークのサイパン線を宜しくお願い致します！！

 

 

■9 月渡航者数 

9 月の日本人渡航者数は、スカイマー

クによるチャーター3 本が運航された

ことが純粋にプラスとなり前年比

+126.9% 。昨年 10 月から今年 9 月までの FY2019 は、日本マーケットは 11,846 名の前年比-69.8%という結果で終了。

■Tourism Expo 2019 出展  

マリアナ政府観光局は、10 月 24～27 日の 4 日間、インテ

ックス大阪で開催された Tourism Expo 2019 に 3 ブースに

て出展。最初の 2 日間は B2B のアポイント制商談会、土日

は一般向けにカルチャー体験やクイズ大会、マーマーを頭に

のせた大きいかえるのピクルスとマリアナちゃんとの写真撮

影など、様々な催しで終日賑わいました。特にマーマーメイ

キングは希望者が後を絶たないほどの人気ぶりで、来日して

いたデモンストレーターも時間を延長しての対応でした。 

 

 

 

 

■スカイマーク NRT/SPN 線 11/29 新規就航！ 

10 月 24 日（木）、スカイマークは 11 月 29 日（金）から

成田/サイパン直行便を新規就航することを公式に発表しま

した。11 月 1 日の朝 8 時から一般売り出しが開始となり, 

売り出しにあたり、サイパンスペシャルとして片道 3,800

円のチケットが売り出されることもアナウンスされ、発売当

日はサイトにアクセスが集中する状況も発生。注目の高さが

うかがえました。11/29～3/28 のスケジュールは以下。 

機材は B737 で全 177 席（エコノミーのみ）。毎日運航。 

NRT/SPN BC811   10:15/15:00 

SPN/NRT BC816   16:35/19:30  (土曜のみ 17:05/20:00) 

プレスリリースはこちら 

Trip Design Saipan はこちら 

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 9 月 4,835 4,233 449 1,019 126.9% 

全体 9 月 43,264 50,848 43,924 37,022 -15.7% 

＜今月の TOPIC＞ 

■9 月渡航者数 

■マリアナ政観 -Tourism Expo 2019 出展 

■スカイマーク サイパン線就航日を発表 

■スポーツ・アイランド・マリアナ 始動  

■サイパンのゴルフ場事情②  

■観光局 耳寄り情報（新着ギブアウェ

イグッズ） 

 

 

■ドーベルマンインフィニティ観光大使に 

■北海道旅行博 2019 出展  

■マリアナ最新情報 

■イベント情報 

■イベント情報 1 月/２月 

2018 
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https://www.skymark.co.jp/ja/company/press/pdf/__icsFiles/afieldfile/2019/10/24/191024_press1.pdf
https://www.skymark.co.jp/ja/company/press/pdf/__icsFiles/afieldfile/2019/10/24/191024_press1.pdf
https://www.skymark.jp/international/ja/campaign/trip-design-saipan/


  
 

  

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

イベントカレンダーはこちら 

DEC 7 / Sat Hell of The Marianas 2019 / ヘルオブマリアナ 2019 

8 / Sun Constitution Day / 憲法記念日（祝日） 

7, 14, 21, 28 / 

Sat 

17th Annual Christmas in The Marianas / 第 17 回 クリスマス インザ マリ

アナス 

25 /Wed Christmas Day / クリスマス（祝日） 

■ドーベルマンインフィニティがマリアナ観光大使に 

10 月 29 日、マリアナ政府観光局はオフィシャルイメージソン

グを歌う注目度 No.1 のヒップホップユニット、ドーベルマン

インフィニティをマリアナ観光大使に任命。記者発表会では、

観光局局長のプリセラ・ヤコポから大使就任の証書が、そして

北マリアナ諸島自治連邦区のラルフ・トーレス知事より記念の

盾が送られました。ドーベルマンインフィニティは、2018 年

にマリアナ政府観光局のイメージソング「Lookin’ for」を制

作。来年には同曲のミュージックビデオをサイパン島で撮影す

る予定です。これからの彼らの活躍にどうぞご期待下さい！ 

マリアナ観光大使オフィシャル 

サイトはこちら 

ドーベルマンインフィニティの               

詳細はこちら 

 

         

    

■ 北海道旅行博 2019 出展 

マリアナ政府観光局は 11 月 2～3 日にかけて札幌のグラン

ドホテルにて開催された、北海道旅博 2019 に出展。2 日間

に渡り、約 2 万 5 千人の来場者に向けてマリアナの魅力と

渡航方法、現地での楽しみ方を伝えました。また 3 日の日

曜日には、来場者に向けてセミナーも開催。約 40 名が熱心

に最新情報に耳を傾けていました。近畿日本ツーリストが新

たにアシアナ航空利用でのサイパンツアーパンフレットを造

成したこともあり、ブースにて宣伝させていただいた他、 

先日発表になったスカイマークの 

サイパン線に関 

する質問も多く 

聞かれました。 

 

 

 

What’s NEW from Marianas 

 

マリアナ最新情報 

■ブックラウンジ ”オアシス“ をオープン 

SAIPAN WORLD RESORT 

サイパンワールドリゾートでは、このたびブックラウンジを

オープン。4 ヶ国語の本とカフェ、お子様が遊べるスペース

があり、子供から大人までゆったりとした時間をお過ごしい

ただけます。営業時間は午前 10:00 から午後 10:00 まで。

ご宿泊のお客様は無料でご利用いただけますす。有料アクテ

ィビティーとして、ケーキデコレーション、T シャツ染め、 

キャンドルつくり（要予約）も 

開催しております。是非体験して 

みて下さい。 

ホテル詳細はこちら 

■サイパンでリブステーキを食べるならここ！ 

TONY ROMA’S SAIPAN 

美味しくて極上の Pork リブ、Beef リブを食べたいなら、トニー

ローマへ！トニーローマのリブは、独自の調理法と特製バーベキ

ュー・ソースで柔らかくジューシーに焼き上げます。ソースは以

下の特製ソースから１つ選んでお楽しみいただけます。 

特製ソース：オリジナル, カロリーナハニー™, ブルーリッジスモ

ーキー ズ™, メーカーズマーク® バーボン BBQ もしくは トニー

ローマズ レッドホット™ 

その他、デザートもシー 

フードメニューも充実です。 

レストラン詳細はこちら 

 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/dobermaninfinity/
https://japan.mymarianas.com/dobermaninfinity/
http://dobermaninfinity-ldh.jp/
http://dobermaninfinity-ldh.jp/
http://www.worldresortsaipan.jp/
https://www.facebook.com/TonyRomasSaipan/
https://www.facebook.com/TonyRomasSaipan/
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  

■スポーツ・アイランド・マリアナ 始動 

マリアナ政府観光局では、2020 年の新年度のプロモーションテ

ーマの１つとして『スポーツ・アイランド・マリアナ – ココロ

もカラダも、動きだす。』を提唱。サイパン、テニアン、ロタ

は、ダイビングやウィンドサーフィンのような「マリンスポー

ツ」、ランニングやゴルフのような「アウトドアスポーツ」、ス

カイダイビングに代表される「スカイスポーツ」など、豊かな自

然を使ったさまざまなスポーツが充実しています。1 年を通して

温暖な気候は、季節を選でのばずにスポーツが楽しめることか

ら、マリアナの魅力として新たにスポーツツーリズムをテーマに

企画、プロモーションを今後展開して参ります。 

既に東京・汐留シオサイトに巨大な交通広告が、このスポーツア

イランドの新バージョンにてお披露目されている他、観光局のホ

ームページ内にも特設ページを立ち上げ、現地在住のその道の 

プロから最新情報をブログ 

形式で届けてもらっています。 

特設ページはこちら 

 

■サイパンマラソン 2020 エントリースタート！ 

来年で 15 回目を迎えるサイパンマラソンですが、2020 年の

開催日は 3 月 14 日（土）、日本でいうホワイトデーです。 

先日より、既に第 1 期エントリーがスタートし、ホームページ

上でも宣伝させていただいてます。来年は新たにお子様でも参

加しやすい 5KM ランも加わり、フル、ハーフ、10ＫＭと併せ

て 4 種の中からご希望のコースにご参加いただくことが可能で

す。さらに来年はスカイマークの直行便で、気軽に効率のいい

日程での渡航も可能となりますので、是非気持ちのいい海風を

受けながらのランをサイパンで楽しんでみませんか？ 

サイパンマラソンの詳細はこちら 

■観光局 耳寄り情報      

ここでは、観光局で新たに制作した新着ギブアウェイグッズを 

ご紹介します！ 

☆クリアファイル – スポーツ・アイランド・マリアナ版 

☆サイパン直行便就航記念ステッカー 

ステッカーは、レジデントインスタグラマーの一人で、アーティ

ストの AMI さんが描いてくれたサイパン 

モチーフ満載の丸型ステッカーです。 

販促で活用されたい方は、 

観光局までご一報下さい。 

両方とも提供可能です。 

■サイパンのゴルフ場事情 その② 

先月のサイパンカントリークラブに続いて、ゴルフ場情報（練

習）の②として、今回はラオラオベイ ゴルフ＆リゾートのご

紹介です。ラオラオのゴルフ練習場は、広々眺めのよい 10 打

席で、朝は屋根（ひさし）の影の下、日差しを受けず快適で

す。利用はクラブハウスの受付で、5 ドル（クレジットカード

もＯＫ）を支払い、１トークンをもらって、練習場へ。１トー

クンで１カゴ（６０く球くらい）で、うれしいことにクラブの

レンタルは無料です。クラブは練習場の受付で借りて、終わっ

たら置いてくるだけ。ゴルフ目的の旅行でなく、クラブを持参

されていない方にも、例えば禁断の 

島の帰りにでも立ち寄って、練習場 

で一汗、なんていうのもあり！と、 

当局の体験スタッフは話していました。 

是非お客様にもお薦め下さい。 

ラオラオベイ GR の場詳細はこちら 

 
■シータッチで忘れられない思い出を      

サイパンで子供たちに人気のアトラクションといえば、フィエス

タリゾート内のビーチで体験できる“シータッチ”。尻尾の毒針を

抜いた安全でフレンドリーなエイ達と一緒に泳げて、触れて、餌

をあげられて、生態系の勉強もできてしまうユニークな体験が売

りです。営業時間は毎日朝 9:00 

～夕方 4:00 まで。海のリゾート 

ならではの体験を是非！ 

シータッチ詳細はこちら 

検定はこちら！ 

 

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://japan.mymarianas.com/sportsisland/
https://japan.mymarianas.com/sportsisland/
https://japan.mymarianas.com/saipanmarathon/
http://laolaobay.jp/wordpress/
https://www.letsgo-saipan.com/letsgo-seatouch/
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