
 

 

 

＜ご挨拶＞ Hafa Adai !  5 月末で政府の緊急事態措置が全国で解除となりましたが、一部地域では再流行の兆しが出るなど、

やはり COVID-19 収束は一筋縄ではいかない状況です。サイパンへ直行便を飛ばしているスカイマークは 7 月 31 日までの運

休延長が決定し、本格的な海外旅行復活には訪問先の入国規制の緩和状況はもちろん、日本政府による入国時の 14 日間自主

隔離が解除されるタイミングにも大きく左右されることとなり、業界全体がその動向を注視している段階といえるでしょう。

 

 

■4 月渡航者数 

4 月のマリアナへの航者数は、

COVID-19 の影響でほぼ全ての航空路

線が運休となったことを受け、調査を

一時停止している関係で、数字が発表されていない状態。5 月には GUM/SPN 便が復活しているが、当面は国内移動に限定。

■基礎編オンライントレーニングプログラム提供開始 

マリアナ政府観光局は、COVID-19 による政府自粛要請を

受けて自宅待機を余儀なくされている各社の新入社員、そし

て春の異動でミクロネシア担当になったスタッフ等を対象に

マリアナの基礎を学べるオンライントレーニング教材プログ

ラムの提供を 5 月 20 日から開始しました。全 35 問、回答

編で覚えてほしいポイントを分かりやすく解説しています。 

会社の PC 環境で Google フォームが見られない方用に、

Quiz ジェネレーター版もご用意させていただきました。 

Google フォーム: Version #1  

Google フォーム: Version #2 

Quiz ジェネレーター版はこちら 

■ビデオメッセージ from マリアナ政府観光局 局長 

北マリアナ諸島・サイパンより日本の皆様へ、マリアナ政府

観光局局長プリセラ・ヤコポからビデオメッセージをお届け

します。“マリアナは長きにわたり日本から数多くのツーリ

ストをこの島へ迎えてきました。残念ながら今はそれが叶い

ませんが、近い将来、大自然に抱かれたこの美しい島々にま

た皆さまをお迎えして最高の旅の体験を提供できるよう取り

組んでいます。この大変な時を共に乗り越えましょう。 

南洋の小さな島から 

日本の皆様へどうか 

想いが届きますように。 

ビデオメッセージ 

 

  2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 対前年同月比 

日本 4 月 3,857 4,631 2,313 N/A N/A 

全体 4 月 52,438 49,198 39,663 N/A N/A 

＜今月の TOPIC＞ 

■4 月渡航者数 

■オンライントレーニング 提供開始 

■ビデオメッセージ from マリアナ政観局長

cyou cyou  

 

■北マリアナ諸島 – 新たな緩和措置 

■スポーツアイランドマリアナ blog 

■マリアナ版 新かえるのピクルス 

■メディア露出情報（オンライン・雑誌） 

 

■マリアナちゃんのぬり絵 提供中 

■スカイマーク 7/31 まで運休 

■イベント情報 6 月/7 月 

■マリアナ COVID-19 現状 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7eKPv4OBGGkdD1zMfurEcWw0RDjfvcSYXk-F0mBZJuuDdeg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIJvv5GTrC2yqPHAUD9_nvtym9rTNB_lW_NAQGyzezX4Db-A/viewform
https://quizgenerator.net/quizhoster/?action=play&course_id=75719&course_path=567497ee481253daddab5a161135feb3
https://youtu.be/RmMKb5PI64E


  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 

 

イベントカレンダーはこちら 

JUNE 

JULY 

 

N/A 

 

COVID-19 を受けて当面のイベントの開催は見送りとなっています 

■マリアナちゃんのぬり絵 提供中 

マリアナ政府観光局では、「＃おうちでマリアナ」の

Instagram & Twitter 投稿キャンペーンの一環で、“ぬり絵で

『＃おうちでマリアナ』チャレンジ！”を展開。マリアナ観光

大使マリアナちゃんのぬり絵で＃おうちでマリアナキャンペー

ンに参加しよう！と呼びかけ、キャンペーンは 5/31 で受付を

終了しましたが、４枚のぬり絵はまだサイトにて提供中です。

可愛いマリアナちゃんのイラストと、南国らしい景色がコラボ

したぬり絵は、お子様はもちろん、しばらくぬり絵なんてやっ

たことがない、という大人の方にも童心に戻って楽しんでいた

だけるものになっています。是非お試し下さい。 

「#おうちでマリアナ」キャンペーン 

        

■ スカイマーク 7/31 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 7 月 31 日(日)まで、「成田－サイパン線」の運休を

延長することを 5 月 21 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 9 月

30 日（水）までの期間内(2020 年 8 月 7 日～2020 年 8 月

16 日、2020 年 9 月 19 日～2020 年 9 月 22 日を除く)で

「1 回のみ」搭乗日の変更が可能となっています。８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 

6 月 7 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、19 名が既に回復し医療

機関を退院、6 名の陽性者が現在政府指定の施設で隔離療養中

となっています。 

  感染者数   27 人 

      回復退院済み 19 人 

  死亡者数     2 人 

なお 5 月 20 日時点で、北マリアナ諸島への入国に関しては、

健康診断書の有無にかかわらず、サイパン国際空港到着後ただ

ちに検疫施設にて検疫および検査が実施され、5 日～7 日間は

隔離施設に滞在することとなっています。最新情報はこちら 

 

 

■北マリアナ諸島における新たな緩和措置について 

5 月 25 日、トーレス知事は、北マリアナ公立病院（CHCC）の

ガイドライン及び新型コロナウイルス特別対策本部の検査データ

に基づき、新型コロナウイルスの脅威レベルを「赤（RED）」か

ら「黄色（YELLOW）」に引き下げました。「脅威レベル黄色」

を踏まえ、一部を除いた商業施設は午前 5 時から午後 9 時まで

営業が可能となりました。レストラン内での飲食の提供が可能と

なりましたが、食べ物や飲み物などを提供するバー等の施設は 

まだ再開されません。営業再開にあたっ 

ても様々な制限、遵守義務があります 

ので、詳細は以下をご確認下さい。 

詳細はこちら 

 

 

https://japan.mymarianas.com/event/
https://japan.mymarianas.com/campaign/stayhomemarianas/
https://www.skymark.co.jp/ja/news/detail/nrtspn_1189984.html
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/saipan/cnmipublicguidance_maytwentyfive.pdf
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/saipan/cnmipublicguidance_maytwentyfive.pdf
http://greatharvestsaipan.com/
http://greatharvestsaipan.com/


～  マリアナ あんなこと、こんなこと ～  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■スポーツアイランドマリアナ公式サイト 

（現地発ブログ更新中） 

マリアナ政府観光局では、マリアナを代表するダイビング、ゴ

ルフ、ウインドサーフィン、ランニングの４つのスポーツに関

して、週１回のペースで現地からのブログを更新中です。現地

でそのスポーツを熟知した人だから知っている楽しみ方、シー

ズナリティー、スポット情報などが紹介されていますので、是

非一度ご覧下さい！ 

スポーツアイランドマリアナ（総合ページ） 

ダイビングブログはこちら 

ゴルフブログはこちら 

ウインドサーフィンブログはこちら 

ランニングブログはこちら 

 

■メディア露出情報  

＜オンライン＞ 

Oceanα（5/23 配信） 

ロタ島ダイビング旅を特集する長期連載企画。3 月 18 日から連

載がスタートし、今回が 3 回目。 

☆「長期連載 “はじめてロタ！マリアナブルーと出会うダイビン

グ旅  第 3 回”」 

写真：©Sachi Murai / MVA, ©マリアナ政府観光局 / MVA 

 

 

 

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  

■マリアナピクルス －三代目登場！ 

マリアナ版の旅する“かえるのピクルス”が誕生して早くも 3 年

目となりました。初代はかわいい黄色、二代目は爽やかなブル

ー、そして三代目の今回はパープルのピクルスが登場です。 

頭にはプルメリアのマーマー（花冠）をかぶり、首にはスター

フィッシュのペンダントが。いつもニコニコ、愛くるしい笑顔

で、相変わらず私たちを癒してくれます。オンラインでの予約

販売は既に大人気につき完売となっており、間もなく専門店で

の発売が 6 月中にも開始される予定です。今後、マリアナのプ

ロモーションでも賞品として登場予定です。ご期待下さい！ 

「マリアナ×ピクルス３」発売とキャンペーンについて 

プレスリリースはこちら 

マリアナ版ピクルス（写真は左から初代、二代目、三代目） 

 

 

 

https://japan.mymarianas.com/sportsisland/
https://japan.mymarianas.com/sportsisland/diving/
https://japan.mymarianas.com/sportsisland/golf/
https://japan.mymarianas.com/sportsisland/windsurfing/
https://japan.mymarianas.com/sportsisland/running/
https://oceana.ne.jp/rota_diving_2020_03
https://oceana.ne.jp/rota_diving_2020_03
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.pickles-the-frog.com/news/detail?id=3431
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000022722.html

