
＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  新型コロナウイルス蔓延の収束がひたすら待たれる日々です。世界規模で多くの航空会社の運休、 

減便が続き、政府からの外出自粛要請で旅行系イベントもことごとく中止になっている状態です。残念ながらサイパンに直行

便を運航しているスカイマークも 3/26～5/10 の運休が決まり、春休み、GW の旅行をキャンセル、延期せざるを得なかった

お客様も多く出てしまいました。人々が楽しみにしている“私の旅”を、近い将来実現できることを切に願いたいと思います。

■2 月渡航者数

2 月の日本人渡航者数は、まだ如実に

新型コロナの影響は出ておらず、直行

便がプラスとなり 300％以上の増加。

一方、1 月 30 日から中国便が制限されたこともあり中国マーケケットの-99%を受けて、全体は-30%で終了となりました。

■第 15 回サイパンマラソン 2020 実施報告

3 月 14 日（土）、サイパンマラソンは予定通り開催され、

ローカルを中心とした総勢 542 名のランナーで盛り上がり

ました。日本からも 67 名の方が参加し、南国のマラソンを

楽しんでいました。今年から新設された 5km を含め、

10km、ハーフ、フルマラソンと 4 種類のコースから選べる

こともあり、体力に自信のない方から、ベテランランナー、

そして大人から子どもまでが元気にゴールを目指しました。

COVID-19 影響で、昨年からは参加人数は減ってしまいま

したが、笑顔いっぱいで終了。各  

種目の上位３名(男女別)には豪華 

賞金も贈呈されました。2021 年 

の開催は 3 月 13 日（土）を予定。 

■2020 年 上期 COVID-19リカバリー団体サポート情報

COVID-19 の世界的な蔓延ですっかり冷え込んでしまった

旅行業界。ただ、収束が見えた際にすぐに動ける体制も必

要、ということで、マリアナ政府観光局では今年 9 月末まで

出発の団体を更に強力にサポートすべく、以下の特別措置を

発表しました。15 名以上の団体をお持ちで、早急に代替渡

航地をお探しの営業の皆様、是非、以下の案内状をご参照の

上、ご検討下さい。サイパンは短い日程でも様々な体験をお

客様にご提供可能です。万が一、15 名にギリギリ足りない

人数の場合は、一度当局まで 

ご相談下さい。検討致します。 

COVID-19 リカバリー特別版 

申請書 

 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 対前年同月比 

日本 2 月 4,331 4,725 983 4,238 +331.1 % 

全体 2 月 57,320 53,045 38,049 26,702 -29.8% 

＜今月の TOPIC＞ 

■2 月渡航者数

■サイパンマラソン 2020 実施報告

■2020 上期 団体サポート追加情報

■クリエイターズキャンプ結果発表

■マリンダイビングフェアは 7 月に延期

■メディア露出情報（雑誌、テレビ、

オンライン）

■税関申告書が改訂されました

■スカイマーク 5/10 まで運休

■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 

APR 23～25 / 

 Thu～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 

MAY 2,9,16,23,30     

/ Sat 

Taste of The Marianas Int’l Food Festival & Beer Garden /          

テイスト・オブ・マリアナ インターナショナルフード & ビアガーデン 

(2020 年は COVID-19 を受けて中止) 

■税関申告書が改訂されました 

北マリアナ諸島に入国する際の税関申告書が、今年に入ってか

ら新しくなりました。以前の申告書は既に使用不可と、となっ

ておりますので、古い申告書をお持ちの方は特にご注意下さ

い。新しい税関申告書は、以前のものより体裁がスリムになり

ました。聞かれている内容はほぼ、以前の税関申告書と変更は

ありませんが、一部、北マリア 

ナ諸島に持ち込む物品について 

の問いに変更がみられます。 

日本語版も用意されていますが、搭乗される航 

航空会社に拠って英語版の搭載 

しかない場合もございます。 

観光局にも現時点で在庫はあり 

ませんので、ご了承下さい。 

        

■ スカイマーク 5/10 まで運休 

新型コロナウイルス感染症の影響による航空需要の減少、お

よび 3 月 17 日(火)に北マリアナ諸島（サイパン島）政府よ

り発令された入国検疫体制の強化に伴い、スカイマークは 

2020 年 3 月 26 日(木)～5 月 10 日(日)の期間、「成田－

サイパン線」の運休を決定いたしました。上記期間にご予約

のお客様は、手数料なしに全額ご返金、または変更をスカイ

マークにて承っています。変更に関しては、2020 年 6 月 30

日（火）までの期間内で「1 回のみ」搭乗日の変更が現状可

能となっています。5 月 11 日以降については、事態の収束

の状況次第で、延期されることも想定されますので、今後の

スカイマークからの 

情報にご注意下さい。  

運休詳細はこちら 

 

What’s NEW from Marianas 

マリアナ最新情報 

■DFS 一時閉店のお知らせ 

T GALLERIA BY DFS, SAIPAN 

COVID-19 に関連した環境の悪化と、それに伴う入国管理、

検疫の強化などにより観光客のサイパン渡航が難しくなってい

る現状により、T Galleria by DFS は 3 月 22 日からしばらく

の間全館一時閉館することを決定しました。環境が好転し次

第、時期を見計らって再開 

させていただきますので、 

ご迷惑をお掛けしますが、 

宜しくお願い致します。 

T Galleria 詳細はこちら 

■マニャガハ島 クローズのお知らせ 

TASI TOURS 

北マリアナ政府による緊急事態宣言発令に伴い、3 月 20 日より

ターシツアー主催のオプショナルツアーは全て催行中止とさせて

頂いております。また、マニャガハ島は現在閉鎖となっており、

島での営業も中止させていただいております。期間については現

状未定、状況が改善され次第 

改めてご案内させて頂きます。 

宜しくお願い致します。 

TASI TOURS サイト 

マニャガハ島について 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://www.skymark.co.jp/ja/company/press/pdf/__icsFiles/afieldfile/2020/03/19/20200319_press.pdf
https://www.dfs.com/en/saipan/stores/t-galleria-by-dfs-saipan?utm_source=google-maps&utm_medium=organic
https://www.tasi-tours.com/jp/top
https://japan.mymarianas.com/what-to-do/local-tour/managaha/
https://japan.mymarianas.com/what-to-do/local-tour/managaha/
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/


～  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 最優秀賞決定！ 

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 日で行われたクリエイター

ズキャンプ in Saipan。WEB 投票の結果、以下の 2 名が最優秀

賞を獲得しました。おめでとうございます！ 

動画クリエイター部門：Shotaro 

インスタグラマー部門：Wakana  

最優秀作品に選ばれた動画クリエイターは都内交通広告にて CM

動画放映決定！最優秀作品に選ばれたインスタグラマーはマリ

アナ政府観光局公認インスタグラマー就任しました。彼らの作

品を是非ご覧下さい！惜しくも賞を逃したメンバーの作品も特

設サイトで引き続きご覧いただけます。 

クリエイターズキャンプ IN サイパン特設ページ 

TABIPPO での紹介ページ 

更に、この企画に実際に参加したゲストクリエイターの KEI

が、実際に体験したおすすめのアクティビティと、自然豊かな

サイパンの魅力を引き出す動画撮影テクニックを SNS でシェア

しています。こちらも是非ご覧ください。 

 

■マリンダイビングフェア 2020 7 月に延期に 

毎年 4 月第 1 週目の週末に池袋にて行われていた『マリンダビ

ングフェア』は、新型コロナウイルス感染症の情勢とそれに伴

う政府および関係機関等の方針、そして来場者と「マリンダイ

ビングフェア」にかかわるすべての関係者の安全を鑑み、7 月

に開催を延期となりました。新しい日程は 2020 年 7 月 10 日

（金）～12 日（日）、同じく東京・池袋サンシャインシティ

文化会館での開催を予定していますが、今後の状況次第で変更

もあり得ます。マリアナ政府観光局も、変わらず 1 ブースでの

出展を予定しております。一刻も早い COVID-19 の収束を願

いたいと思います。 

 

 

 

■北マリアナ諸島の COVID-19 最新情報は 

マリアナ政府観光局では、随時ＨＰにて北マリアナ諸島での

COVID-19 情報を更新し、発表しています。情報が必要な方は   

マリアナ政府観光局の情報ページ、もしくは在サイパン日本領事

事務所のウェブサイトをご確認下さい。 

               

 

■るるぶサイパン が新しくなりました！ 

3 月 28 日（土）、JTB パブリッシングから“るるぶサイパン”  

最新号が発売になりました。総ページ数 80 ページで、巻頭特集

では、 

1.サイパン最旬 TOPICS！ 

2.サイパン早わかり 

3.サイパンでしたい 10 のこと? 

4.2 泊 3 日モデルプラン、など 

が紹介されています。内容も 

刷新され、人気のレストラン 

情報なども全て最新です。 

是非、次回の旅の参考にして 

みてはいかがでしょうか？ 

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  

■メディア露出情報  

＜雑誌＞  

☆月刊マリンダイビング 4 月号 (3/10 発売) 

#直行便就航 3 泊 4 日で 

これだけ潜れるサイパン 

 

＜オンライン＞     

☆講談社 GENDAI (3/11 配信) 

#洞窟でシュノーケリング体験！戦争の歴史が残る「サイパン」

を旅する 

☆TABIPPO (3/11 配信) 

#フォトジェニックな島「サイパン」でおすすめの撮影スポット

と旅アイテム 

☆Oceana (3/18 配信) -  長期連載「♯はじめてロタ」 

#【基本情報 1】ロタ島の基礎知識、準備するもの、注目のアク

セスをご紹介！ 

 

https://japan.mymarianas.com/creatorscamp/
https://tabippo.net/creators-camp-in-saipan/
https://tabippo.net/saipan-kei/
https://japan.mymarianas.com/news/11282/
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/saipan_top_j.html
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/saipan_top_j.html
https://japan.mymarianas.com/news/11405/
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://marinediving.com/books/md2004/
https://marinediving.com/books/md2004/
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70092
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/70092
https://tabippo.net/saipan-moronnon/
https://tabippo.net/saipan-moronnon/
https://oceana.ne.jp/rota_diving_2020_01
https://oceana.ne.jp/rota_diving_2020_01

