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今月のコメント
Hafa Adai ! 早くも8月となり、関東も長い梅雨がようやく明けました。例年で
あれば既に夏休みシーズンに突入し、海外の観光地は多くの観光客で賑わいを
見せている頃です。それが今年はコロナの影響で、国内、近県に遊びに行くこ
とさえも躊躇するような状況となっており、旅行業に従事するものとして悲し
く、残念としか言い様がありません。
世界では驚異的なスピードでワクチン開発が進行中とは見聞きしますが、それ
でも万人に行き渡るにはまだまだ時間もかかりそうです。今は消費者の皆さん
も、再び自由に旅行に行ける“その日”に思いを馳せ、耐え忍んでいるはずで
す。観光局としては、現地の正確な情報を常に届け、海外旅行解禁の折には一
番に選んでもらえるデスティネーションであるべく、SNSでの発信にも引き
続き力を入れていきたいと思います。
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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49名（内、死亡2名）。最近の感染者は、8月10日に航
空便にて来島し、空港で感染が確認され、ただちに政府指定の隔離施設に移動



しています。現地在住者からの感染発症の報告は6月4日から2か月以上なく、
状況は落ち着いています。

  

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
観光局の特設サイト“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。7月にも以下のような情報コラムがアッ
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︓

コミュニティテスティングが再開、島民23%がPCR検査済み(7/30更新)
ゴルフ場がオープン_ローカル対象にビジネス開始（7/17更新）
ダイビング営業再開_帰ってきたマリアナの海（7/6更新）

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

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。 

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847BB&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847BC&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847BD&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AAFA908&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AAFA909&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847BE&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847BD&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847BD&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=3


・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  
 → 7/23からNRT/GUM 夕方便が週3便からDaily運行に 
 → 9/7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 9/30まで運休 

・チェジュ航空︓ ICN/SPN便 9/30まで運休

現地最新情報 

◆サイパン 
1︓ＰＤＩ＆ＨＩＳオンライン観光企画 - サイパン島北部観光
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  
マリアナに行きたいのに行けない、とストレスを溜めている皆様に朗報です︕
日本時間の8/14、15、16、17、20の5日間、各13︓00～催行で、サイパン島
の北部観光にオンラインツアーにてお得な料金で参加することができます。サ
イパンの定番観光ポイントをマリアナ政府公認ガイドがご案内致します。

サイパンの魅力がギュッと詰まった今回の北部観光は、サイパンに行ったこと
がない人はもちろん、既に行ったことがある人にとっても、最新の現地の状況
をご確認いただくのに最適なツアーとなっています。是非ご参加下さい︕ 
ツアーの詳細・申し込みはこちら︕

2︓Bubba Gump Shrimp 営業再開︕ 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  
 7月21日より ガラパンの中心部にあるエビ料理で有名な『ババガンプ シュ
リンプ』が店舗でのランチとディナー営業を再開しました。もちろんファミリ
ープレートなどのテイクアウトも可能です。営業に際しては、政府規定の安全
管理はしっかりと遵守されていますし、お客様の安全第一をモットーに営業し
ています。

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB201FD&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB61DD6&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


店舗の詳細はこちら 

   

3︓「CNMI DOMANNAKA」ー「テレどまつり」に参加︕ 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  
毎年8月に名古屋で開催される「にっぽんど真ん中祭り」。残念ながらリアル
なイベントは今年は行われませんが、今年は「テレどまつり」として8月28日
～30日にオンラインで開催決定︕ 
北マリアナ諸島から毎年参加している「CNMI DOMANNAKA」も、オンライ
ンにて今年も参加します︕ 

本番の演舞動画を見るのが待ち遠しいです。頑張れ「CNMI
DOMANNAKA」︕ 
【公式】にっぽんど真ん中祭り 

 

◆テニアン 
１︓テニアン情報やガイドをお探しの時は－ MK Tours
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
歴史的な戦争遺跡もいまだ数多く、タガ王朝時代から王族に愛用されていた美
しいタガビーチやタガ遺跡など、見どころの多いテニアン島。今はまだ行ける
状況ではありませんが、海外渡航が解禁となった際には、テニアン島の観光や
慰霊ツアーなども是非ご検討下さい。 
テニアン島に長年住み、テニアンの陸を知り尽くしたガイドのミホさんが、テ
ニアン島でやりたいことの相談に親身に対応してくれます。
** 新型コロナウイルスに関する政府声明により、テニアン島でのお客様の受
け入れを現在一時休止させて頂いてますが、先々のご相談には対応可能です。
**
MK Tours 詳細・お問合せ: https://mktours.jimdofree.com/  
  
 

◆ロタ 
１︓第20回 マリンダイビング大賞2020 － 今年もロタは強し︕

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB0EBD0&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB4F46A&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB0EBD1&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
今年も8月21日から池袋で開催されるで『マリンダイビングフェア』。そこで
毎年開催されているのが、読者投票による海の人気ランキングを発表する“マ
リンダイビング大賞”です。今年で20回目を迎えますが、去年に引き続きマリ
アナ、特にロタが大健闘︕
まず、海外ダイビングエリア部門でサイパン・ロタ・テニアンが2位に。そし
て、ビーチ部門では昨年に引き続き、ロタ島のテテトビーチが栄えある第１位
にとなり連覇達成︕さらに海外ダイビングサービス部門では、ロタ島のブルー
パームスダイブサービスロタが2位に。さらにさらに、海外ダイビングガイド
部門では前述のブルーパームスのガイドとして人気の高久めぐみさんが今年も
1位に︕そして今年は、リゾートホテル部門でもロタリゾート＆カントリーク
ラブが1位に。本当にロタ強し︕です。投票して下さった皆様に観光局より心
からの感謝を申し上げます。 
 
マリンダイング大賞の結果詳細は︓
https://marinediving.com/marinediving_awards/2020/ 

観光局からのお知らせ 
【妄想トラベル】でバーチャルツアー体験を︕
行きたいけど行けない海外旅行。そんな時は「＃マリアナバーチャルツアー」
で美しい絶景を眺めてみませんか︖
マリアナ政府観光局では、7月より【妄想トラベル】と題して、毎回テーマを
設定してお勧めの絶景ポイントをご紹介しています。既に以下の2つの【妄想
トラベル】を提供中です。まずはバーチャルで楽しんで、行けるようになった
時には、是非ご自身の目で実際に見ていただけたらと。
【妄想トラベル #1】南の島サイパンで絶対に行くべき絶景ビーチ5選
【妄想トラベル #2】感動的なひとときを過ごせるマリアナの夕景スポット7選

  

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

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB1FE6E&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB0EBD2&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB0EBD3&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


 
ロタ島からは雷雨後の幻想的な夕景の画像を 

撮影者︓山本 博 
ガイド歴28年。世界中の海に潜ったのち、ロタにショップを構えた決め手は「透明
度」。安全はもちろんのこと、快適、楽チン、キレイにダイビングを楽しむことで、ロタ
の海の良さを知っていただき、美しい自然を守っていけたらと思っています。 

ロタ・スクーバセンター・ルビン︓http://rotarubin.com/ 

画像クレジット︓© Rubin Yamamoto

◆ 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

メディア掲載情報

COVID-19の状況下、新規のメディアの取材、露出を当面の間延期させていた
だいております。 

今月は過去の露出ですが、マリアナの良さが十分感じられる以下の特集をご覧
下さい︕ 

☆GENIC（6/28公開） 

人気沸騰の予感…!?プロトラベラーが惚れた♡“GENICな島”、北マリアナ諸島
とは︖
 

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB0EBD4&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D0&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D1&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D2&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D3&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D4&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB20403&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1


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

(c)マリアナ政府観光局/MVA

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 住長第二ビル 8F 株式会社アクセス内 

TEL︓03-6262-0975 / FAX︓03-3527-2192 

配信停止 | このメールを転送する 

This is a Test Email only.
This message was sent for the sole purpose of testing a draft message.

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D5&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D6&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D7&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D8&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D9&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847DA&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847DB&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847DC&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847DD&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/v?e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D
http://japan.benchurl.com/c/opt?e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D
http://japan.benchurl.com/c/su?e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D
http://japan.benchurl.com/c/su?e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&relid=
http://japan.benchurl.com/c/f?e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&relid=
https://www.benchmarkemail.com/jp?p=500289
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847D4&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=2


今月のMovieは、8月12日にペルセウス座流星群が極大ということで、マリア
ナの美しい星空の映像を︕ 

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 

Stargazing in The MarianasStargazing in The Marianas

http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB0F315&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB0F316&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AB0F317&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847CD&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=1
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847CD&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=2
http://japan.benchurl.com/c/l?u=AA847CD&e=10BE0CC&c=D92EF&t=1&l=CB8D679&email=DzSm0F4Cf6tpP6IcKw01Jy4zMpINU5q%2BNyIeD9VsXLU%3D&seq=3
https://www.youtube.com/watch?v=KoFuz3d18bQ

