
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  令和 2 年早々、新型コロナウイルスの世界的な蔓延で旅行業が打撃を受ける事態となっています。 

北マリアナ諸島では、1 月 29 日に政府が中国からの旅行者の受け入れを当面中止する旨の声明を発表。今月のいい話、として

は、NRT/SPN 間の直行便を運航しているスカイマークが、2 月 5 日より上期前半(3/29～7/17)分を、2 月 12 日より上期後

半（7/18 -10/24）分のチケットの売出しを開始。今回も特別キャンペーンレートの設定ありで早くも注目を浴びています！

 

 

■12 月渡航者数 

12 月の日本人渡航者数は、直行便な

しの昨年に比べ、スカイマークが毎日

1 便運航していることと、年末に豪華

客船飛鳥の寄港があり、年々比+448％の大幅増。全体も韓国マーケットが好調で+94％となり、久々の 5 万人台に到達。

■CNMI 新型コロナウイルスへの対応  

1 月 29 日、北マリアナ政府は新型コロナウイルス対応に 

関する速報を発表するとともに、知事命令が発令されまし

た。また 1 月 31 日には米国ホワイトハウスが「公衆衛生上

の緊急事態」を発令。それに伴い、マリアナ政府観光局は即

座に HP 上に【重要なお知らせ】と題した News を掲示致し

ました。内容としては、1 月 30 日時点で中国本土からサイ

パン（マリアナ）へのフライトは全便運休となっているこ

と、北マリアナ諸島自治連邦区で現在までに感染・発症は 1

例も確認されていないこと、過去１４日 

以内に中国（香港、マカオを除く）への 

渡航歴のある方は、北マリアナ諸島への 

入国を停止、制限されることなどです。 

■スカイマーク サイパン便 上期運賃発表＆発売 

2 月 5 日（水）、スカイマークが 3 月 29 日～7 月 17 日ま

でのサイパン線の航空券一般発売を開始しました。また来週

の 12 日（水）には 7 月 18 日～10 月 24 日までの分が発売

となります。今回も就航を記念したスペシャル料金（サイパ

ンスペシャル）が、枚数、設定日に制限はあるものの発表さ

れました。その名も“Go! Go! SAIPAN”ということで片道な

んと 5,500 円～です。たとえこのスペシャル料金が売り切

れても、その上の“いま得”、“たす得”もまだまだお手頃価格

で用意されています。 

詳細はスカイマークの HP 

を是非ご参照下さい。 

詳細はこちら 

  2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 対前年同月比 

日本 12 月 6,303 5,445 942 5,165 448.3% 

全体 12 月 58,558 57,331 26,831 52,297 94.91% 

＜今月の TOPIC＞ 

■12 月渡航者数 

■CNMI 新型コロナウイルスへの対応 

■スカイマーク サイパン便上期運賃 

■マリアナセミナー 〆切間近！ 

■ケンジントンホテルの日本代理店  

■メディア露出情報（雑誌、テレビ、  

オンライン） 

 

 

■1 月広島空旅博 出展報告 

■マリアナ勉強会 大阪にて開催 

■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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イベントカレンダーはこちら 

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） 

MAR 14 / Sat Saipan Marathon 2020 / サイパンマラソン 2020 

21 / Sat Tagaman 2020 / タガマン 2020  

28 / Sat JP Hero Run / JP ヒーローラン （ガン撲滅チャリティーラン） 

■1 月広島空旅博 出展報告 

マリアナ政府観光局は、1 月 18 日～19 日に広島で行われた 

広島県内最大級の旅のイベント“広島空旅！2020”に出展。 

2 日間で約 1 万 2,500 名が来場し、最新のマリアナ（サイパ

ン）の情報と、広島からの渡航方法などご案内させていただき

ました。18 日土曜日には、20 分のステージにてもマリアナの

魅力を紹介。その前日の 17 日には JATA 中四国支部が主催し

た旅行会社向けワークショップ商談会にも参加し、11 社のエ

ージェントに対して、短いながらも情報のアップデートを行わ

せていただきました。 

 

        

■ マリアナ勉強会 大阪にて開催 

3 月に大阪から TWay のサイパンチャーター3 便の就航が決

まり、JTB、H.I.S.など複数社で既に販売がはじまっていま

す。関西圏でのサイパンチャーターが久しぶりなこともあ

り、販売スタッフの知識向上を目的に、マリアナ政府観光局

は 1 月 27 日に H.I.S.と JTB それぞれにて情報アップデート

のための勉強会を開催。H.I.S.では直接集まったスタッフの

方に、JTB では Skype によるセミナーで約 40 の支店の方に

基本情報と最新のマリアナ情報を 

伝えさせていただきました。マリ 

アナ政府観光局ではご要望があれば 

勉強会を随時開催させていただき 

ますのでお気軽にお問合せ下さい。 

3 月大阪 Tway チャーター詳細 

 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■アクアリゾート - バレンタイン向け素敵なお知らせ 

AQUA RESORT CLUB SAIPAN 

2 月と言えばバレンタインデイ ♡♡。アクアヘルススパで

は、スペシャルトリートメントをご提供します。 

１. チョコレートフルスパトリートメント 70 分($120/1 人)

２. チョコレートエッセンシャルオイルマッサージ($80/1 人) 

2 月 14 日（金）限定で、ケビンズレストランのバレンタイン

デーセットメニュー＄100（サービス料別）もお薦めです。 

ホテル詳細はこちら 

■新たに新設された部屋で快適な滞在を 

SURFRIDER RESORT HOTEL 

サーフライダーリゾートホテルは空港からも近く、極上の白砂の

ビーチが目の前というロケーションに位置し、昨年新しいホテル

棟も完成。ますます快適な滞在を提供しています。全 52 室の客

室は広く、必要なものは大体揃っているので、ビジネスでもレジ

ャーでもご活用いただけます。食事が美味しいと評判のサーフク

ラブも目の前。街中の喧騒を離れ、のんびりとした滞在を是非！ 

ホテル詳細はこちら 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/news/11238/
https://aquaresortclub.premierhotel-group.com/saipan/
https://www.saipansurfriderhotel.com/
https://www.saipansurfriderhotel.com/
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/


～  マリアナ あんなこと、こんなこと ～ 

 

 

 

 

 

■ケンジントンホテルサイパンと PIC の日本代理店

ケンジントンホテルサイパンと PIC サイパンがステップバイス

テップインターナショナルと代理店契約を締結しました。サイパ

ン唯一の豪華オールインクルーシブホテル ケンジントンホテル

サイパン、そしてファミリーでの滞在に最適な PIC サイパンの

日本代理店では、両ホテルのプロモーションは勿論、個人・団体

予約も直接承っています。旅行会社用タリフの用意もありますの

で、お気軽にお問い合わせください。 

ステップバイステップインターナショナル

連絡先電話番号：03-3569-0727 

ケンジントンホテルサイパン詳細 / PIC サイパン詳細

■DFS シャトルバスのスケジュール変更

メジャーホテルに宿泊している宿泊客に、サイパンでの足とし

て愛用されている T ギャラリア サイパンのシャトルバスの運

航スケジュールが 2 月 1 日より変更になりました。詳細は以下

の PDF よりご確認下さい。 

※ご利用者は DFS へのご来店者に限ります。ホテル間のみの

ご利用は出来ません。 

※ルート、運行時間等は

予告なく変更になる事が 

御座います。予めご了承 

ください。 

2/1～の DFS シャトルの時刻表はこちら 

■メディア露出情報

＜オンライン＞

☆ESSE Online（1/11 配信）

待ってました直行便！身近な常夏の楽園・サイパンが熱い 

＜プロモーション＞ 

☆直行便就航記念 SNS キャンペーン第 2 弾開始 (1/16)

『マリアナ政府観光局公式 SNS アカウント（Instagram、

Facebook、Twitter）とスカイマーク公式 SNS アカウント

（Instagram、Facebook、Twitter）の両方をフォローし、 

対象となる投稿に「いいね！」 

をしていただいた方の中から、 

抽選で素敵な賞品をプレゼント。 

〆切は 3 月 31 日（火）まで。 

詳細はこちら 

■2 月末のマリアナセールスミッション 受付 2/13 まで

マリアナ政府観光局は今月、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。参加受付は 1 月から

始まっており、受付〆切は来週 2/13 の木曜日までです。 

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） 

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致します。ワークショップの最後には素敵

な賞品が当たるドアプライズも。 

まだ申し込みを済ませてない 

方はお急ぎ下さい！ 

お申込みはこちら 

■激辛が好きな人は テニアンに集合！

今年も毎年恒例の“テニアン ホットペッパーフェスティバル”が

2 月 15、16 日の土日にテニアン島で開催されます。今年で 16

回目の開催となる名物イベントです。期間中は THE SUPER 

EMERALD FERRY がサイパンとテニアン間を運航するので、観

光客の皆さんも見に行くことができ 

ます。（フェリー代：大人$35 / 子供 

$25 共に往復料金） 

詳細はこちら 

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 

■PDI よりご報告

サイパンのランドオペレーターの PDI (Pacific Development

Inc. )より、これまでご利用いただいてました『わがままタクシ

ー乗り放題パス』のオプショナルツアーとしての販売を、2 月

10 日（月）をもって中止する旨の発表がありました。旅行パッ

ケージへの組み込み等の要望があれば、個別にお問合せ下さい、

とのことですので、宜しくお願い致します。 

PDI へのお問合せはこちら 

http://www.kensingtonsaipan.com/jp/?ckattempt=1
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
https://esse-online.jp/trend/202967
https://japan.mymarianas.com/sns-campaign2019/
https://forms.gle/9SwEpSXPbngFEwnh9
https://www.mymarianas.com/event/2019-tinian-hot-pepper-festival/
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://www.pdisaipan.com/
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2020/02/SaipanDFS-shuttlebus-schedule_2020.pdf

