
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  11 月 29 日（金）、ついにスカイマークの成田ーサイパン直行定期便が就航致しました。昨年 5 月

に直行便がなくなってから約 1 年半。ようやく日本から一番近いアメリカのリゾート、サイパンが帰ってきました。 まだま

だお得な運賃で 3 月 28 日までのチケットが販売中です。長らくご無沙汰してしまっている方、目新しい近場のリゾートを探

されている営業の方、この機会に是非サイパンに足を運んでみませんか？テニアン島、ロタ島も近くなりましたよ！

 

 

■10 月渡航者数 

10 月の日本人渡航者数は、経由便

（仁川、グアム）での渡航者が増えた

ことと、昨年 10 月下旬は台風で空港

が閉鎖されていたこともあり、45.8％増となった。全体も空港閉鎖の影響がない今年は、純粋に増加に転じる結果となった。

■スカイマーク 11月 29 日 サイパン線就航！  

11 月 29 日（金）、成田空港ターミナル 1 の北ウイングか

らスカイマークによるサイパン直行便が就航致しました。搭

乗ゲート前では就航記念式典が行われ、スカイマークの市江

社長等が登壇。マリアナからは知事や政府・空港関係者が来

日。サイパン空港では副知事はじめ、関係者が到着した搭乗

客を笑顔で歓迎した他、ミスマリアナ 2019 と観光大使マリ

アナちゃんがシェルレイとギフトをプレゼント。笑顔いっぱ

いの１日となりました。初便の詳細はこちらを参照下さい。 

 

 

 

 

■機内・現地ではこんなサービス・特典が 

今回の就航に際し、搭乗客には機内で特製エコバッグと、現

地で様々な特典を受けられるスカイマークパスポートが提供

されました。このスカイマークパスポートをご提示いただく

と、「SKY SPOT」の黄色いステッカーが貼ってある８０店

舗以上のお店で割引やプチプレゼントなど様々な特典が受け

られたり、空港⇔各ホテル間を結ぶ無料シャトルを利用でき

たり、協力店のスタンプを３つ集めて応募できるスタンプラ

リーにも参加できます。詳細はこちらをご参照下さい。 

 

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 10 月 3,632 3,411 334 487 45.8% 

全体 10 月 41,910 48,950 32,108 34,670 8.0% 
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イベントカレンダーはこちら 
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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） 

JAN 1 / Wed 

20 / Mon 

New Year’s Day / 元旦（祝日） 

Martin Luther King Jr. Day / キング牧師誕生日（祝日） 

■都心でデジタルディスプレイ広告展開 

マリアナ政府観光局は、スカイマークのサイパン線新規就航の

タイミングに合わせ、11 月１日～下記の主要駅にてデジタル

ディスプレイ広告を展開致しました。メトロ新宿＆池袋では  

11 月 1 日～30 日、JR 品川駅港南口では 11 月 25 日～12 月

1 日 まで 15 秒のデジタルディスプレイ広告を実施。1 枚目の

スライドは「祝スカイマーク成田 - サイパン直行便就航 11 月 

29 日から毎日。」と表示され、多くの通勤・買い物途中の

人々が南国情緒たっぷりの広告に目を留めていました。 

 

        

■ 朝日新聞 朝刊エリア広告 

マリアナ政府観光局は、11 月２２日に都内 23 区を中心に 

1 都 3 県 110 万世帯に朝日新聞朝刊付けでエリア広告折込

を実施。カラー両面でサイパン直行便就航を告知するととも

に、サイパンおよびテニアン・ロタの島の魅力、旅のお 

すすめプラン広告記事を掲出しました。裏面下７段にはスカ

イマークが新規就航広告を掲載。この抜き刷りは 11 月 29

日の就航当日 

スカイマーク 

全便全乗客に 

就航紹介機内 

アナウンスと 

ともに配布さ 

れました。 

 

 

What’s NEW from Marianas 

 

マリアナ最新情報 

■素敵なクリスマスディナーを！ 

HYATT REGENCY SAIPAN 

ハイアットリージェンシー サイパンでは、12/24 のイブと

12/25 のクリスマス当日、キリカフェ＆テラス、ジョバニ

ス、都、鉄板焼きの 4 つのレストランでスペシャルディナー

を提供致します。ディナービュッフェ($65)やスペシャルメ

ニュー（$65, $85.50）、豪華なセットメニュー($120) 

*いづれも子供料金あり*で、 

南国のクリスマスを美味しく 

過ごしてみませんか？ 

ホテル詳細はこちら 

■アイラブサイパン 新店舗オープン！ 

I LOVE SAIPAN 

10 月 1 日、サイパンで人気のおみやげ物ショップのアイラブサイ

パンに新店舗が仲間入りしました。場所はワールドリゾート サイ

パン内です。オープンニングキャンペーンとして、$60 お買い上

げのお客様に、もれなくオリジナルビーチバックをプレゼントし

ています。またサイパン産のココナツを使用したサイパンクラフ

トビールも販売中です。もちろん 

滞在中に必要な飲料や軽食、チョ 

コレートやクッキーなどのお土産 

類もいろいろ購入できます。 

お店の詳細はこちら 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/micronesia/hyatt-regency-saipan/spnrs
http://www.starsandsplaza.com/
http://www.starsandsplaza.com/
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  

■TASI ツアーズ 新ツアー、サービス情報 

ターシツアーズでは、スカイマークのサイパン線就航を受けて、

様々なサービスを提供中です。スカイマーク定期便ご搭乗様限定

でマニャガハ島ツアー フリーコース全便 大人・子供 ＄24 や、

“スカイマークパスポート”の提示によりレンタル用品が割引価格

となります。さらに新規ツアーとして、 

★政府公認ガイド ケイコさんと行く、貸切り島内観光ツアー 

★和田シェフが専属でおもてなし、ZEN 鉄板焼きスペシャルデ

ィナー＆マニャガハ島ツアー 

★ミツさんと一緒に行く！ ニモスノーケル＆マニャガハ島 

ツアー 

★あやかさんと一緒に石鹸作り体験＆マニャガハ島ツアー 

など魅力的なツアーが 11/30～2020 年 3/31 まで提供されてい

ます。詳細はこちらをクリックの上、PDF にてご確認下さい。 

 

■2020 マリアナ特製カレンダー完成 

マリアナ政府観光局では、新企画として『スポーツ・アイラン

ド・マリアナ ー ココロもカラダも、動き出す。』を 10 月よ

り発動。これにちなんだ 2020 年版卓上カレンダーを作成しま

した。数に限りはありますが、もしサイパン好き VIP 顧客に

渡したい、などご希望があれば、マリアナ政府観光局までお問

合せ下さい。発送は着払いの 

宅配便とさせていただきます。 

配布可能なリクエストにつき 

ましては、随時検討、発送させ 

ていただきますので、まずは 

お問合せ下さい。 

 

■メディア露出情報  

＜オンライン＞     

☆女子旅プレス（11/1 公開） 

サイパン島の 2 泊 3 日旅行プラン！観光・グルメ・買い物をプチ

連休でぎゅっと凝縮 

☆Ocean⁺a（オーシャナ）  

現地の日本人ガイド厳選！おすすめダイビングポイント・ランキ

ング（11/1 公開） 

【前編】弾丸ダイビングならサイパンへ！3 泊 4 日でここまで楽

しめた！ (11/8 公開) 

【後編】弾丸ダイビングならサイパンへ！3 泊 4 日でここまで楽

しめた！ (11/15 公開) 

 

 

■ホリデーシーズン IN アクアリゾートクラブサイパン 

常夏のサイパンで迎えるホリデーシーズンは、アクアリゾート

クラブへ！アクアリゾートクラブではクリスマスから年末年始

にかけて以下の特別メニューをお客様に提供致します。 

★クリスマススペシャルビュッフェ＠コスタ 

12/24  18:00-21:00  12/25 11:00-14:00、 

★2 日間限定スペシャルメニュー＠KEVIN’S 

12/24 & 25 共に 18:00-22:00 

★大晦日ガーラディナービュッフェ＠コスタ 

★元旦ニューイヤーズブランチ＠コスタ 

★年末年始 2 日間限定スペシャルメニュー＠KEVIN’S 

12/31、1/1  共に 18:00-22:00 

なお、大晦日の夜は、プール 

サイドにてカウントダウンの 

イベントがあります。（ライブ 

エンターテイメント、抽選会、 

打ち上げ花火）詳細はこちら 

■クリスマス・イン・マリアナ スタート！ 

サイパンの冬の風物詩、クリスマス・イン・マリアナが 11/30

からパセオ・デ・マリアナでスタートしました。今年はスカイ

マークの就航を記念したスペシャルツリーや 

電飾が登場！いつにも増して華やかです。 

イベントは毎週土曜日   

（12/7, 14, 21, 28)に 

開催されます。是非お立ち 

寄り下さい！ 
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