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今⽉のコメント
Hafa Adai ! 今⽉よりマリアナ政府観光局のニュースレターが新しくなりまし
た。現地のコロナの現状、対応含めこれからも最新の情報を皆様にお届けしま
す。ポストコロナの時代に選んでいただける、安⼼安全な観光地を⽬指して現
地ともども頑張ります︕まだしばらく海外旅⾏に出かけるには厳しい状況が続
きますが、引き続きサイパン、テニアン、ロタを宜しくお願い致します。
最後に、この度の7⽉⼤⾬災害で被災された多くの関係者、ならびにご家族の
皆様に⼼よりお⾒舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の⼀⽇も早い復興を⼼よりお祈り申し上げます。
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新型コロナウイルス関連情報 

現在までの感染者数は33名（内、死亡2名）。現在、感染が確認され治療隔離
されている⼈数は4名。7/12に発表された新規感染者はサイパンへの⼊国時の
空港検疫で陽性が判明。現在は2名とも政府指定の施設で隔離されています。 



 

オフィシャルな最新の情報は︓ 

在サイパン⽇本領事事務所ウェブサイト 

CHCCウェブサイト （英語のみ） 

◆今知りたいー安⼼安全なマリアナへの取り組み 
現地のコロナウイルスの発⽣状況、⼊国に関しての最新情報は、マリアナ政府
韓国局の特設サイト“CLEAN & SAFE MARIANAS 今知りたい 安⼼安全なマリ
アナへの取組み”にてご確認いただけます。 

6⽉15⽇に特設ページを開設以来、以下のようなタイトルで複数本情報が挙が
っています。1か⽉に数回、新しい情報コラムがアップされていますので、是
⾮最新情報の収集にお役⽴て下さい。 

コラム︓

ダイビング営業再開_帰ってきたマリアナの海（7/6更新）
サイパンからテニアン、ロタへ、島間フライトはどうなってる︖

（6/30更新）
脅威レベル 「⻩」から「⻘」へ － バー営業も開始（6/24更新）
PCR検査、島の⼈⼝15％が完了（6/16更新）
少しずつ⽇常へ－外⾷が⼀部OKになりました︕（6/15更新）

詳細はこちら︓https://japan.mymarianas.com/clean-safe/

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858B9&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858BA&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858BB&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858BC&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858BD&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858BE&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858BF&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858C0&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858BB&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858BB&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=3


フライト情報
現在のサイパンへの国際線の運航状況は以下の通りです。

・スカイマーク︓ 
NRT/SPN 直⾏便 10/24まで運休確定 

・ユナイテッド航空︓ 
NRT/GUM/SPN グアム経由 にて来島可能、GUM/SPNは ⽉・⽊・⼟の週3便
のみ 
→ 7/23からNRT/GUM ⼣⽅便が週3便からDaily運⾏に 
→ 8/4からNRT/GUM午前便も週3便運航に（⽕・⾦・⽇） 

・アシアナ航空︓ 
ICN/SPN便 8/31まで運休 

・チェジュ航空︓ 
ICN/SPN便 8/30まで運休

現地最新情報 

◆サイパン 
１︓フィエスタリゾート&スパ サイパンよりお知らせ 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾   
6⽉25⽇より 鉄板焼き「舞」（まい）が、以下の政府ガイドラインに基づき、
営業を再開しました。
当⾯のメニューはセットメニュー4種類に限定されます。
※定員は通常定員（50席）の50％、25席を満席とします。 
※⼊店にはマスク着⽤していただきます。
※⼊店の際検温を実施します。
※消毒は⼊店の際に各⼈が消毒できるようお客様⽤のハンドサニタイザーを⼊⼝に⽤意し
てあります。
※全スタッフはマスクの着⽤をします。
※レジカウンターにアクリル防護版を取り付け、現⾦・カード等の受け渡しはトレイを⽤
います。
※調理に関しては、今まで通りカウンターの鉄板を使⽤しお客様の前で調理します。
※退店の際は⼊店とは別のドアからお帰りいただきます。 
ホテルの情報︓https://www.fiestasaipan.jp/ 

   

２︓サイパンワールドリゾートでお弁当の発売開始 

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858C1&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858C2&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858C3&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
サイパンワールドリゾートでは、とってもお⼿軽で便利なお弁当の販売を始め
ました。電話で予約いただければ、 スムーズに受け取りが可能です。５個以
上のお弁当ご注⽂は配達も可能です。（平⽇のみ）
販売しているのは、お弁当各＄8もしくは＄10と、ケーキ6種類です。ホール
ケーキはなんと通常料⾦の20％オフ︕1切れでの販売もあります。
ホテルのテイクアウト弁当を持って、ビーチにお出かけ︕宿泊先のお部屋でゆ
っくりどうぞ。
電話予約︓+1(670)234-5900（内線255） 
受付時間︓09︓00-17︓00まで。（当⽇は11︓00まで）
受け取り時間︓11︓00-13︓30 
受け取り場所︓ウェーブジャングル⼊⼝ 
ホテルの情報︓https://www.worldresortsaipan.jp/ 

 

◆テニアン 
１︓Hertzの新オフィス情報 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
ハーツレンタカーの新オフィスがこのたびテニアン空港に登場しました。 ス
ターマリアナス航空の国内線でテニアン空港に到着したら、そのままHertzの
空港オフィスにてレンタカーを借りて、⾃分のペースで便利にテニアンの旅
を︕お⼿頃な価格で、もちろんマイルも獲得できます。
営業時間︓ 毎⽇7:00AM 〜 5:00PM
電話︓ Phone: +1(670)433-4722 
Email: HertzTinianAP@triplejsaipan.com 

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858C4&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
mailto:HertzTinianAP@triplejsaipan.com


 
 

◆ロタ 
１︓『Online Diving EXPO 2020』 にROTA RUBINが出展します︕ 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
7⽉15⽇19:30~22:30（１⽇限定出展）となりますが、ROTA のダイビングサ
ービス“RUBIN”が初のOnline Diving Expo2020に参加します。 残念ながら今現
在ROTAに直接⾏くことも、会うことができない状況ですが、今回オンライン
上のブースで直接オーナーの⼭本さんからマリアナの今、航空会社の動向、海
況などを聞くことができます。
⼊場は無料ですので、以下のHPの⼿順に従い参加チケットを⼊⼿の上、
ROTA RUBINのブース席へ。 
イベントHP︓https://onlinedivingexpo.com/ 
参加チケットをお申込み︓ https://peatix.com/group/7316612# （peatixより） 

観光局からのお知らせ 
マリアナピクルス、プレゼントキャンペーン展開中︕
マリアナ政府観光局では、今年で３回⽬となる⼈気キャラクター「かえるのピ
クルス」とコラボレーションしたプレゼントキャンペーンを１０⽉末まで展開
中です。３代⽬となる今年は、サイパンの⼈気スポット、マイクロビーチのサ
ンセットをイメージした薄紫⾊のボディ、頭にはシリーズ定番のマーマーと呼
ばれる伝統的な花の冠をかぶり、胸もとには美しい星空とスターフィッシュ
（ヒトデ）を連想させる星型のネックレスを⾝に着けた、マリアナならではの
ピクルスとなっています。この「マリアナ×ピクルス３」の発売を記念して今
年も、サイパン旅⾏が当たるInstagram投稿キャンペーンを展開中です。
応募⽅法、詳細はこちら 

https://japan.mymarianas.com/agent/release/11493/ 

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858C5&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858C6&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858C7&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


⼀番右がマリアナシリーズ3回⽬の「マリアナ×ピクルス3」 

スポーツアイランドマリアナ（現地発ブログ更新中）
マリアナ政府観光局では、スポーツアクティビティが盛んなマリアナをもっと
知っていただけるよう、毎⽉現地から、ダイビング、ゴルフ、ウインドサーフ
ィン、ランニングの４つに関して、現地からの情報をブログにて紹介していま
す。
今⽉も以下の様なブログがアップされています。読むと⾏って体験したくなる
ような現地からの情報です。
是⾮ご覧ください︕ 

◆ダイビングブログ 

◆ゴルフブログ 

◆ウインドサーフィンブログ 

◆ランニングブログ 

 

おすすめフォト＆ムービー 

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858C8&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858C9&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858CA&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858CB&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


◆ 発⾏︓マリアナ政府観光局 / Marianas Visitors Authority 

◆ お問い合わせ︓旅⾏業界 mva@access-jp.jp ／ メディア mva-pr@access-jp.jp

フォーム（共通）︓https://japan.mymarianas.com/agent/contact/ 

メディア掲載情報
＜テレビ＞ 

フジテレビ （6/14放送） 

「⽇曜THEリアル︕・〜おウチで世界⼀周〜世界の絶景100選早く⾏きたいト
ップ30」  

16位にロタ島のロタホールがランクイン 

＜Online＞ 

TRILL （6/10配信） 

⼤空から絶景を。スカイダイビングしてみたい世界の絶景スポット

正しく表⽰されない場合はこちら 

このメールは、マリアナ政府観光局からのメール配信をご希望された⽅に送信しております。今後も引き続きメ

ールの受信を希望される⽅は こちらをクリック してください。 今後メールの受信をご希望されない⽅は、こちら

から購読停⽌⼿続きが⾏えます

マリアナ政府観光局 / Marianas Visitors Authority 

〒103-0011 東京都中央区⽇本橋⼤伝⾺町6-7 住⻑第⼆ビル 8F 株式会社アクセス内 

TEL︓03-6262-0975 / FAX︓03-3527-2192 

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858CE&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858CF&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D0&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D1&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D2&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D3&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858CC&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858CD&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/v?e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D
http://japan.benchurl.com/c/opt?e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D
http://japan.benchurl.com/c/su?e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D


(c)マリアナ政府観光局/MVA

配信停⽌ | このメールを転送する 

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D4&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D5&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D6&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D7&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D8&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D9&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858DA&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858DB&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/su?e=10BE216&c=D92EF&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&relid=
http://japan.benchurl.com/c/f?e=10BE216&c=D92EF&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&relid=
https://www.benchmarkemail.com/jp?p=500289
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA858D2&e=10BE216&c=D92EF&t=0&l=C71A0BE&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=2


ソーシャルディスタンスをしっかり遵守する1代⽬と2代⽬ピクスル in サイ
パン

ホテル部分も出来上がりつつあるようです - Imperial Pacific Resort Hotel 
©HISサイパン⽀店

今⽉のMovieは“世界的⼈気Youtuberが⾏くマリアナ＠サイパン編”

WE GONE!!! {Catch Clean Cook} Saipan, CNMI - Major Videos heWE GONE!!! {Catch Clean Cook} Saipan, CNMI - Major Videos he……

https://www.youtube.com/watch?v=kskpW3H4w88

