
 

 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  政府の自粛要請が出て 1 か月が過ぎましたが、依然として COVID-19 の収束が見えない状況です。

サイパンへ直行便を飛ばしているスカイマークも 5 月 31 日までの運休延長が決定しており、いつから海外旅行が可能になる

のか先の見えない状況が続いています。ただ、現地からの報告によると、マリアナの自然は変わることなく美しい景色を提供

し続けています。南国らしい華やかな色合いに観光客が癒され、元気になってくれる日が早く来ることを願っています。

 

 

■3 月渡航者数 

3 月のマリアナへの航者数は、如実に

新型コロナの影響が出て、全体で  

-85%という大幅ダウン。日本マーケ

ットは 3/26 まで直行便が運航されていたこともあり、かろうじて-18%台というマイナスで済んでいるが、今後は見込めず。

■オンラインでマリアナの基礎チェックを 

マリアナ政府観光局では、4 月に入社した新人、異動で新た

にミクロネシア担当になった旅行会社スタッフ向けに、現在

オンラインでマリアナの基礎が学べるトレーニング教材の提

供を準備中です。基礎編の①と②からなり、それこそ“いろ

は”の“い”から学べるトレーニング教材となっています。回

答を送った後に送られてくる解説で、なるほど、とさらに理

解を深めてもらえる仕様に。サイパン、テニアン、ロタに興

味をもってもらい、ファンになってもらうことが一番の目標 

です。5 月中旬には 

配信スタート予定です。 

是非ご期待下さい。 

■マリアナを感じるおうち時間のアイデア募集 

マリアナ政府観光局は 4 月 15 日（水）より「＃おうちでマ

リアナ」プレゼントキャンペーンを開始しました。新型コロ

ナウイルス感染拡大防止で旅行・外出の自粛が必要な今、楽

しくおうちでマリアナ時間を楽しむアイデアを SNS 上で幅

広く募集。SNS 上でのマリアナの露出を増やし、収束後の

旅行喚起へつなげるのが目的です。応募者には抽選で合計 

200 名に観光局オリジナルバックやスーツケースベルトを

プレゼント致します。投稿〆切は 5 月 31 日（日）です。 

業界の皆様の投稿 

もお待ちしてます。 

詳細はこちら 

  2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 対前年同月比 

日本 3 月 4,913 5,004 2,071 1,685 -18.6 % 

全体 3 月 54,841 53,714 35,295 5,226 -85.2 % 
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イベントカレンダーはこちら 

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 

(COVID-19 を受けて延期) 

■バーチャル背景画像プレゼント中 

マリアナ政府観光局は 4 月 23 日より、WEB 会議やオンライ

ン通話をマリアナ仕様に彩る「#バーチャル背景」を用意し、

配布をスタート致しました。4 回にわたって４つのテーマで 

4 枚ずつ配布しています。第一弾はマリアナの美しいビーチ

編。第二弾はリゾートホテル編。第三弾はテニアン島編。そし

て第四弾はロタ島編を予定しています。最近流行りのオンライ

ン会議や、友達同士のオンライン飲みなど、様々なシーンでの

ご自身の背景に、是非マリアナ政府観光局提供の「#バーチャ

ル背景」をご活用下さい。 

気分はすっかり南国から 

のミーテイング参加です。 

Twitter にて提供中 

        

■ スカイマーク 5/31 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、北

マリアナ諸島（サイパン島）および日本における入国検疫体

制の強化による入国条件の厳格化に伴い、スカイマークは

2020 年 5 月 31 日(日)まで、「成田－サイパン線」の運休を

延長することを 4 月 16 日付で決定いたしました。該当期間

の航空券の取消・払い戻しをご希望のお客様は、スカイマー

クサイト上の「キャンセル申請」フォームより、取消手数料

なしで全額返金となります。変更に関しては、2020 年 7 月

31 日（金）までの期間内で「1 回のみ」搭乗日の変更が可能

となっています。6 月以降については、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 

■マリアナの COVID-19 現状 

5 月 6 日時点での北マリアナ諸島における新型コロナウイルス

の発生状況は、死亡した 2 名を除き、感染者のほとんどが回

復し医療機関を退院、1 名の陽性者が政府指定の施設で宿泊療

養中となっています。 

  感染者数 15 人 

  死亡者数   2 人 

  回復者数  12 人 

北マリアナ政府では、引き続き感染拡大を防止するため、サイ

パン島在住の希望者を対象に PCR 検査を実施しており、テニ

アン、ロタ島も間もなく実施予定です。最新情報はこちら 

 

 

■IHG が Fiesta Resort の運営をスタート 

世界規模のホテルチェーンである Intercontinental Hotel Group 

(IHG)が、2020 年 6 月より Fiesta Resort & Spa Saipan の運

営をスタートすることに。Fiesta は Asia Pacific Hotels Inc.が

所有するガラパン地区中心部に位置する日本人にも馴染みの 

リゾートホテル。IHG はこの度 Asia Pacific Hotels Inc.と

Fiesta に関して長期に渡る運営提携契約を結び、2022 年には 

ホテルの名称も Crowne Plaza Resort Saipan に改名予定。 

さらに 2025 年まで様々な改修を 

行い、さらに 116 室増床して 

532 室規模のホテルに生まれ 

変わる予定です。ご期待下さい！ 
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http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/


～  マリアナ あんなこと、こんなこと ～  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■今こそマリアナの魅力の復習を （ベルトラ編） 

マリアナ政府観光局は、これまでに様々な企画をパートナー企

業と展開してきました。今、その特集を見てもマリアナの魅力

が伝わってくるものばかりで、過去だからとお蔵入りさせるの

は勿体ないものばかりです。ちょっと業務に時間がある今こ

そ、その特集を覗いて、新たな発見をしてみませんか？ 

☆“3 連休はマリアナ。楽園で幸せチャージ”  

ベルトラさんとの 1 回目のタイアップ企画(2017 年)ですが、 

今見ても 3 日間の過ごし方、マリアナの魅力を十分に理解でき

ます。（注：2017 年につき、現在行われていないショー、閉店

したカフェあり） 

☆“体験ダイビングはマリアナが最高♡” 

こちらは 2018 年春に 2 回目のタイップとして行ったダイビン

グ編です。マリアナのキラーコンテンツの１つであるダイビン

グの魅力と、初心者こそマリアナがいい！という理由が上手く 

解説されています。是非参考にしていただければ嬉しいです。 

■メディア特集① – Oceanα（オンライン） 

渡航がままならない現状でも、マリアナのメディア露出は続々

進行中です。ダイビングと海の総合サイト“OCEANΑ（オーシ

ャナ）”では、3 月中旬からロタの長期連載企画が進行中です。

☆長期連載 TOP/はじめてロタ！マリアナブルーと出会うダイ

ビング旅 (3/18 配信) 

☆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！ (3/18 配信) 

☆基本情報 2/ロタ島のダイビング事情をご紹介！～装備、ス

タイル、タイムスケジュール～ (4/15 配信) 

写真：むらいさち 

 

 

 

■メディア特集 ② - Oggi.jp (オンライン） 

人気女性誌 Oggi のオンラインマガジンの読者モデル「オッジェ

ンヌ」がプライベートでサイパン旅行をした際のブログ風記事が

計 5 本、3 月、4 月で掲載されました。さすが、素敵に、そして

楽しそうにレポートされていて、かなり引き込まれます。 

☆ 3 連休で満喫できる！ 海外でゆっくり過ごすならサイパンが

いい理由 (3/25 掲載)  

☆こんなに贅沢でいいの？ 非日常感溢れるプールが最高です 

(3/31 掲載) 

☆最高のストレス解消法！ ホテルでこんなに楽しめるなんて 

(4/2 掲載) 

☆ホテル内で人気！ リゾート地で特別なディナー(4/6 掲載) 

☆人生初の経験！ 青い海の底で歴史を感じる潜水艦ツアー 

(4/9 掲載) 

 

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  

■メディア特集③ – FRaU（オンライン）  

講談社 FRaU 編集による記事。島の歴史、風景、ローカルカルチ

ャーなど、雑誌「POPEYE」の表紙イラストレーター、エイドリ

アン・ホーガン氏が見たサイパンを情緒的に紹介しています。 

読んでいると、皆さんも次回の旅にスケッチブックと色鉛筆を持

って出かけたくなりますよ！     

☆雑誌「POPEYE」の表紙イラストレーターが絵の世界に飛び込

んだワケ (3/4 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 (3/11 配信) 

☆人気行列店や日本人店主が営む料理店も！サイパンでグルメを

楽しむ (3/18 配信) 

☆サイパンの「禁断の島」とは？ 絶対行くべき絶景＆神聖スポッ

ト (3/22 配信) 

☆日本人オーナーが営む、サイパンの隠れ家的レストラン＆ホテ

ル (3/29 配信) 

☆全室ヴィラのリゾートホテル、映画館…サイパンのおすすめ旅

行情報 (4/3 配信) 
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