
 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  新型コロナウイルスの世界的な蔓延で旅行業界もかなりのダメージを受けているのが現実です。そん

な中でも北マリアナ諸島は現時点でも発症者の報告はなく、日本人のお客様にはいつでもご渡航いただける状況です。3月 14

日のサイパンマラソンも予定通り催行させていただきますし、現地では引き続き多くの日本のお客様の来島をお待ちしており

ます。一刻も早い終息を祈る一方、観光局として前向きに、正しい情報/メッセージをこれからもお客様に届けて参ります。

 

 

■1 月渡航者数 

1月の日本人渡航者数は、直行便なし

の昨年に比べ、スカイマークがデイリ

ー運航していることもあり、全年比

+522％の大幅増。全体も韓国が好調で+51％となり、2か月連続での 5万人台。2月は COVID-19で中韓が激減見込み。

■CNMI 新型コロナウイルスへの対応  

本日、3月 6日時点でも、北マリアナ諸島での COVID-19

の感染、発症は 1例も報告されておりません。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

運休となっており、この政府による措置は 4月末まで継続が

発表されています。ただし日本人でも、米国本土同様、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、サイパン、テニアン、ロタを含む北マリアナ諸島への

入国を停止、制限されます。入国に際しては、健康状態に関

する問診票の記載が義務付けられている他、 

間もなく乗客の体温スクリーニングのため 

のサーモグラフィーを空港に設置する 

予定です。 

■ＭＶＡセールスミッション 2020 報告 

マリアナ政府観光局は、2月 25日に大阪、26日に名古屋、

28日に東京にて毎年恒例の“マリアナ セールスミッション

＆ワークショップ 2020”を開催致しました。現地からも

16のパートナーが参加し、マリアナの最新情報を旅行会社

の皆様に届けさせていただきました。ワークショップでも活

発な商談が行われ、最後のドアプライズまで賑やかな雰囲気

で進行。こんな状況下でもやってくれて良かった、ためにな

った、と多くの嬉しいお言葉をいただきました。 

 

  2017年 2018年 2019年 2020 年 対前年同月比 

日本 1 月 4,058 3,716 631 3,927 522.3% 

全体 1 月 63,346 55,249 36,878 55,686 51.0% 
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■1月渡航者数 
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■クリエイターズキャンプ 投票受付開始 
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イベントカレンダーはこちら 

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

21 / Sat TAGAMAN TRIATHLON 2020 / タガマントライアスロン 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） 

APR 23～25 / Sat Gilita Chamorro Festival / ジリータ チャモロフェスティバル（ロタ） 

25 / Sat 34th Annual American Red Cross Walkathon / 

 第 34回赤十字ウォーカーソン 

■2021 年 グループサポート発表！

マリアナ政府観光局では 2021 年も団体促進プログラムの一環

として、日本発着の団体を対象に閑散期を対象としたグループ

サポートを行います。適用条件には、15 名以上 50 名以下の団

体対象（添乗員を除く）や、参加者全員が同一日程であるこ

と、指定エアラインを利用すること、出発日の 45 日前までに

マリアナ政府観光局に申込書および日程表が提出されているこ

と、など複数ございます。詳細は以下の案内と申請書をご参照

下さい。報奨旅行、教育旅行、社員旅行、ウェディングなど幅

広い団体に対応できるマリアナへの団体送客を、是非宜しくお

願い致します。 

2021 年上期の案内はこちら 

2021 年下期の案内はこちら 

2021 年の申請書はこちら 

■ 4 月 マリンダイビングフェア出展

マリアナ政府観光局は、池袋のサンシャインシティにて 4月

3日～5日に開催される“マリンダイビングフェア 2020”に 

今年も出展致します。ご存知の通り、サイパン・テニアン・

ロタには世界中のダイバーが憧れる、圧倒的な透明度を誇る

海とユニークな地形、そして豊かなマリンライフがありま

す。初心者から上級者まで楽しめるマリアナの海。その情報

満載のフェアへ是非お越し下さい。金曜日にはミニセミナー

も行う予定です。また観光局のＨＰにても、充実したダイビ

ング情報ページを展開している他、毎月、現地のダイビング

インストラクターからの旬な情報もブログで公開中です。こ

ちらも是非ご覧下さい！ 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報

■スカイマークで来島のお客様に特別料金！

SEATOUCH SAIPAN 

フィエスタリゾートのビーチにて、本物のエイと一緒に泳ぎ、

触れることができる人気のアトラクション “シータッチ”。 

今回、スカイマークで来島のお客様限定ではありますが、特別

料金が設定されました。通常$60のところ、 

大人、子供共通：$38 (見学のみであれば$15) 

にてお楽しみいただけます。スカイマーク搭乗時に配布される 

スカイマークパスポートの

持参をお忘れなく！ 

SEATOUCH詳細はこちら 

■新たに新設された部屋で快適な滞在を

GREAT HARVEST BREAD CO. 

チャランカノアにあるサーフライダーリゾートホテルの１Ｆにあ

る Great Harvest Bread”では、朝の 7時～夜 7時まで、焼き立

てのパンはもちろんのこと、サンドイッチ、サラダ、ペストリー

をお楽しみいただける他、コーヒー、紅茶、スムジー、フラッペ

などドリンク類も充実の品揃えです。1976年にアメリカはモン

タナで誕生した、小さな家族経営のパン屋さんの味を、是非ここ

サイパンでお楽しみ下さい！

詳細はこちら 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/diving/
https://japan.mymarianas.com/diving/
https://japan.mymarianas.com/sportsisland/diving/
https://www.letsgo-saipan.com/letsgo-seatouch/
http://greatharvestsaipan.com/
https://www.saipansurfriderhotel.com/
https://www.saipansurfriderhotel.com/
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2020/03/2021_01_Group-Incentive.pdf
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2020/03/2021_02_Group-Incentive.pdf
https://japan.mymarianas.com/wp-content/uploads/2020/03/2021_MVA-GroupCampaign_ApplicationForm.pdf


～  マリアナ あんなこと、こんなこと ～ 

 

 

 

 

  

 

■クリエイターズキャンプ 投票受付開始！

2月 15、16日の 2日間、選ばれしクリエイターたちが自然あ

ふれるサイパン島に集まり、1泊 2日のキャンプで「映像」や

「写真」を撮影しました。そして、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 TABIPPOとマリアナ政府

観光局のコラボ企画 “クリエイターズキャンプ IN サイパン”が

始動しました。現在最優秀賞者を決めるWEB投票を行ってい

ます。受賞者は今後、交通広告制作やマリアナ政府観光局公認

インスタグラマーとしてマリアナ旅行訴求を行います。3 月 10 

日(火)まで投票受付中ですので、一番サイパンに行きたくなる

動画、写真に是非投票下さい！ 皆様の投票、お待ちしてます！ 

クリエイターズキャンプ IN サイパン詳細はこちら

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 営業時間変更のお知らせ

この度の COVID-19の OUTBREAKによりサイパンも大きな

ダメージを受けています。サイパンは発症例こそ報告されてい

ませんが、中国便の運休後、韓国からのお客様も減り、店舗で

も売り上げが激減しています。これを受けて DFSでも対策を

施行せざるを得ない状況となり、当面の間、以下のような営業

時間、体制を取らせていただくこととなりました。 

営業時間：12:00PM – 9:30PM (3月 5日～) 

ロイヤル Tラウンジ：クローズ（2月 29日～）

シャトルバスサービス：減便（3月 5日～）*詳細は追って

タクシー無料サービス：3月 1日より一旦中止

これまで 911, SARS,台風など様々な困難を乗り越えてきまし

た。今回も必ず近いうちに 

克服できると信じています。 

しばらくご迷惑をおかけして 

しまいますが、ご理解いただけ 

ますようお願いいたします。 

■メディア露出情報

＜オンライン＞

☆Oceana (2/7 配信)

#はじめてロタ、アンケート！ロタ島でのダイビング旅について

知りたいことを教えてください♪ 

(2/11 配信) 

片道 5,500 円でサイパンに行ける!?スカイマーク、成田＝サイパ

ン運航ダイヤ発表記念★サイパンスペシャル第 2 弾販売開始！

＜テレビ＞ 

☆テレビ愛知（テレビ東京系列全国ネット 3/7 On-Air）

「オトナの週末！48時間で絶景ぜんぶ見る！ガブッとサイパン直

行便」 

*午後 4:00～ 75分番組*

■サイパンマラソン 来週開催

第 15 回サイパンマラソンが、いよいよ来週 3 月 14 日（土）に

開催されます。これまでの 10km, ハーフ、フルマラソンに加

え、今年は新たに５km が加わり、小さなお子さんのいるファミ

リーでも参加しやすくなりました。時差も 1時間、直行便で 3時

間ちょっとのサイパンなので、木曜日の BC フライトで夕方にサ

イパン入りすれば、翌金曜午後のランナ―受付までもたっぷり調

整もできます。また土曜にマラソンを走っても、時間のない方は

夕方の BC 便で帰国もできすし、翌日曜日の帰国にすれば、まだ

半日以上リゾートライフも 

楽しめます。旅行会社の皆様、 

来年は是非サイパンマラソン 

をツアーとして販売下さい！ 

マラソン詳細はこちら

■3 月はスポーツ盛りだくさん！

サイパンマラソンもその１つですが、3月のサイパンは毎年メジ

ャーなスポーツイベントが盛りだくさんです。今週末 3月 7

日、8日にはウインドサーフィンの大会「第 38回マイクロネシ

アオープン」が。3月 21日には「タガマントライアスロン」が

開催されます。観るのも楽しいスポーツイベントです！ 

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/creatorscamp/?utm_source=top&utm_medium=referral&utm_campaign=creatorscamp
http://www.kensingtonsaipan.com/jp/?ckattempt=1
http://www.picresorts.jp/pic_saipan/
https://oceana.ne.jp/rota2020_01
https://oceana.ne.jp/rota2020_01
https://oceana.ne.jp/infomation/99939
https://oceana.ne.jp/infomation/99939
https://tv-aichi.co.jp/Saipan_weekend/
https://tv-aichi.co.jp/Saipan_weekend/
https://japan.mymarianas.com/saipanmarathon/
http://www.saipanwind.com/photo/top/mo38.jpg
http://www.saipanwind.com/photo/top/mo38.jpg
https://japan.mymarianas.com/event/11114/
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/

