
＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  2020 年 明けましておめでとうございます！昨年 11 月 29 日に、成田からスカイマークの直行便が

就航し、また日本から気軽に行けるようになったサイパンです。今年もマリアナ政府観光局は、多くのチャネルを通じてサイ

パンを筆頭とする北マリアナ諸島が話題として取り上げられるよう、旅行会社、メディアの皆様と一体となって頑張る所存で

す。研修旅行も精力的に行いたいと思っておりますので是非今年のマリアナにご注目下さい。本年も宜しくお願い致します！

■11 月渡航者数

11 月の日本人渡航者数は、11/29 か

らの直行便復活と、昨年 11 月は大型

台風の被災で空港が閉鎖されていたこ

ともあり、713.5％と大幅増となった。全体も空港閉鎖の影響がない今年は、前年比 609.9%と大幅増に転じています。

■2 月末 MVA セールスミッション開催

マリアナ政府観光局は、スカイマークによるサイパン直行便

就航を受け、今年 2 月末に以下の日程にて恒例のマリアナ 

セールスミッションを 3 都市で開催致します。

2 月 25 日（火） 大阪（リッツカールトン大阪） 

2 月 26 日（水） 名古屋（名古屋マリオットアソシアホテル） 

2 月 28 日（金） 東京（The Strings 表参道） 

いずれもランチを挟んでのセミナー＆ワークショップとなり 

現地からも複数のホテル、アトラクション、オペレーター等

のパートナーが来日。皆様に 

最新の情報を提供させていた 

だきます。ご案内は今月中旬 

に発送予定です。 

■3 月の T Way チャーター

この春は名古屋、大阪からもサイパンへのチャーター便が運

航されることが決定しています。今回チャーターを運航して

くれるのはティーウェイ航空で、名古屋、大阪ともに以下の

出発日での催行となります。機材は B737-800 (189 席)。 

運航日（名古屋、大阪共に 5 日間コース） 

3 月 19 日（木）、22 日（日）、25 日（水）に出発 

名古屋スケジュール 

NGO/SPN   19:40/00:10 +1 

SPN/NGO   02:05/04:20  

大阪は曜日に拠って変動しますが、基本 PM/AM 便となりま

す。詳細はこちらをご参照下さい。 

KIX 発 T’way チャーター情報 

 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 11 月 4,697 4,493 126 1,025 713.5% 

全体 11 月 47,261 48,039 5,595 39,717 609.9% 
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JAN 1 / Wed New Year’s Day / 元旦（祝日） 

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

FEB 15,16 / 

Sat, Sun 

2019 Tinian Hot Pepper Festival / 2019 テニアンホットペッパー 

フェスティバル

17 / Mon President's Day / 大統領の日（祝日） 

■1 月広島空旅博 /2 月 旅博 in 福岡  出展

マリアナ政府観光局は、1 月 18 日～19 日に広島で行われる 

広島県内最大級の旅のイベント“広島空旅！2020”と、2月8日

～9 日に福岡で 2 回目の開催となる” 旅博 ～ トラベラーズフ

ェス in FUKUOKA2019 “にブース出展致します。福岡ではさ

らに、2 月 10 日に旅行会社向けのマリアナセミナーも開催の

予定です。お時間のある方は、是非マリアナブースへ、そして

セミナーにお越しください。お待ちしております！

広島空旅！2020 の詳細はこちら 

旅博 ～ トラベラーズフェス in FUKUOKA2019 詳細はこちら 

■ クリエイターズキャンプ in Saipan 開催！

マリアナ政府観光局は、～マリアナ政府観光局×TABIPPO 特

別企画～として、クリエイターズキャンプを開催します。 

クリエイターズキャンプ in Saipan は、クリエイターたちと

共にサイパンという自然あふれる島で「映像」や「写真」を

撮影してまわり、サイパンでしか撮影できない作品を SNS

で「発信」するという企画です。すでに現場で活躍している

クリエイターも参加するので、意見交換やアドバイスをもら

える他、キャンプで撮影した作品から審査によって選ばれた

優秀作品には豪華賞品も！応募は本日締め切りですが、今後

どのような映像、画 

像が生まれるか是非 

ご期待下さい！ 

詳細はこちら 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報

■スカイマーク シャトルバス運行中！

スカイマーク

11 月 29 日から NRT/SPN 間の直行便運航を開始したスカイ

マークは、搭乗中に配布される“スカイマークパスポート” の

ご提示で、空港から主要ホテルを往復送迎するシャトルバス

を無料でご利用いただけるサービスを提供中。ご利用方法は

いたって簡単。お得な情報も満載の以下のサイトをご覧下さ

い。就航記念キャンペーン詳細 

■ガラパン地区の最新お手頃価格のホテル

HOTEL AMERICANO 

11 月、ガラパン地区はフィエスタリゾートから 1 本ビーチロード

側に向かった中通りに、Hotel Americano という総客室 26 部屋

の新しいバジェットタイプのホテルが登場！ビーチにも面してな

く、プールもエレベーターも、バルコニーもないホテルですが、

部屋はそれなりに広く、使い勝手もよく、毎朝食が無料。なによ

りショピングと食べる、に関しては絶好のロケーションです。 

ホテル参考ブログはこちら 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/101/soratabi2020.html
https://tabi-haku.jp/
https://japan.mymarianas.com/creatorscamp/?utm_source=top&utm_medium=referral&utm_campaign=creatorscamp
https://www.skymark.co.jp/international/ja/campaign/trip-design-saipan/flight/
https://blog.his-j.com/saipan/2019/11/post-56c8.html
https://blog.his-j.com/saipan/2019/11/post-56c8.html
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/
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■サイパン モーニングラン開始

マリアナ政府観光局では 2020 年度の新企画として『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。』を始

動しています。現地でスポーツを気軽に体験できるよう、まずは

地元サイパンの日本人インストラクター2 名と走るモーニングラ

ンを 12 月 13 日からスタートしました。景色が美しい海沿いの

おすすめコース（約 7.6 キロ）を走るサイパンモーニングラン

は予約不要＆参加無料。毎週金曜日の朝 8 時からで、誰でもラ

ンニングできる恰好でスタート時間までに集合場所に行けば参加

可能です。ローカルも参加 

するのでちょっとした現地 

交流もできます。是非販促 

ページでの告知と渡航される 

お客様へのご案内を宜しくお 

お願い致します！詳細はこちら 

■テニアン・ロタのツア―情報

マリアナで長年のランド手配実績を誇る PDI(PACIFIC

DEVELOPMENT INC.)では、最近増えているテニアン島、ロタ

島への渡航問合せに対応するため、この度この２島を日帰りで

満喫できる “まるごとテニアン島ランドパック” と ” まるごと

ロタ島ランドパック” を発売開始しました。ツアー内容は、大

自然の宝庫！テニアン島ではテニアンナンバー１ガイドの、み

ほさんが案内人となり、Ａコース：ヒストリカルコース（戦跡

めぐりと慰霊の旅）とＢコース：ちょこっと観光＆ビーチ巡り

の 2 種類からお選び頂けます。ロタ島では、世界有数の透明度

を誇るロタ島でのんびりボートスノーケルをお楽しみ頂ける

他、ロタ島の有名観光スポットにもご案内。1 日でロタを満喫

できるよくばりコースとなっています。 

ツアー詳細は以下の PDF を是非ご参照下さい！

ツアー詳細はこちら

PDI に関してはこちら 

■メディア露出情報

＜雑誌＞

☆GLITTER1 月号（12/7 発売）(20 ページ)

美しきパラダイス マリアナに恋して 

☆城田優 20 周年写真集“sonador”（12/18 発売）

ロケ地：サイパン

☆ar 1 月号（12/12 発売）（見開き 2 ページ）

3 連休でどこ行く？直行便で 3 時間半の楽園マリアナへ、 

サイパンへ行こう！

＜テレビ＞ 

☆日本テレビ

『世界の果てまでイッテ Q！』 

  (12/29 On-air) 

“遠泳部 in サイパン” 

■第 38 回 マイクロネシアオープン 3 月開催！

サイパンがウインドサーフィン天国だということをご存知です

か？11 月から 4 月がシーズンで、遠浅で足の届く場所が多い

ため、初心者でも充分に楽しめるのがサイパンの売り。そんな

ウインドサーフィンスラローム天国のサイパンで毎年 3 月に行

われる大会が “マイクロネシアオープン” です。今年で 38 回目

を迎える歴史ある大会で、毎年日本人も多く参加しています。

今年は 3 月 7、8 日に行われ、詳細は以下です。 

参加費：$100 

クラス：オープン/レディース/マスター

受付：3/6(金)15:00–18:00 

シーウインドマリンスポーツ

カウンターにて

イベント詳細はこちら

■ビーチクリンアップ（ボランティア）

12/21、年末年始のホリデーシーズンをお客様が快適に過ごせ

るよう、日本サイパン旅行協会(JSTA)のメンバーがボランティ

アでビーチクリンアップを行いました。参加した 54 名の他、日

本領事館の小野領事夫妻やスカイ 

マークからも 2 名が参加し、早朝

6：30 から総量約 90KG のゴミを 

回収しました。 

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 

https://japan.mymarianas.com/event/11133/
http://www.pdisaipan.com/
http://www.saipanwind.com/sw-mb-comp.htm
http://www.saipanwind.com/photo/top/mo38.jpg
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/wp-content/uploads/2020/01/pdi_tinian-rota-daytrip.pdf



