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マリアナ政府観光局

プレゼンテーション



市場概況
TRIP 観光復興投資計画



⚫TRIP(Tourism Resumption Investment Plan/観光復興投資計画） による観光客
誘致、2021夏に韓国マーケットが先行してスタート

⚫韓国マーケット

平時年間約20万名

CY2019：192,178名

人数 便数

2022/5 5,303名 42便

2021/5 2名 -

市場概況 TRIP観光復興投資計画

⚫日本マーケット
FY2019：11,846名 2019/11 スカイマーク就航
FY2018：39,238名 2018/5 デルタ撤退、2018/10 台風26号直撃
FY2017: 52,227名 リピーター：ファーストタイマー＝50：50

ダイビング：6,176名 ゴルフ：4,716名 社員旅行：3,962名



現地COVID-19状況
&

マリアナへの出入国



⚫ 北マリアナ諸島感染者数 11,829名(死亡35名）
*参考 ハワイ感染者数 301,246名(死亡1,501名)

グアム感染者数 53,036名(死亡373名)

⚫ ワクチン接種状況：12歳以上のワクチン接種対象の62.8％が3回の接種を完了
11歳以下の接種も進んでいます

現地 新型コロナ状況アップデート (7/3現在）



マリアナへの入国



マリアナへの入国 必要書類と手続き

1. 海外渡航用新型コロナワクチン接種証明書
（2歳～17歳の児童はワクチン未接種での入国が認められます）

2. Travel Health Declaration事前オンライン登録

3. グアム経由で入国の場合：グアム電子税関申告書

4. Travel Ready Center：ユナイテッド航空利用の場合、搭乗がスムーズに行なえます

⚫ パスポート、宣誓書、出入国書類、通関申告書
⚫ 新型コロナウイルス陰性証明書：6月12日以降、マリアナを含むアメリカへ空路で渡
航する18歳以上の方は不要に



マリアナへの入国 Travel Health Declaration事前オンライン登録



https://www.staysafecnmi.com/tk_content/u2/2022/06/CNMI_Entry_process_JP_220620.pdf

マリアナへの入国 Travel Health Declaration日本語マニュアル

https://www.staysafecnmi.com/tk_content/u2/2022/06/CNMI_Entry_process_JP_220620.pdf


マリアナへの入国 その他注意事項

⚫ 45日以下の滞在で、観光・短期商用目的で渡航する場合、ESTA（電子渡航認証）、
米国ビザともに不要 （グアムー北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムGUAM-
CNMI VWP対象国のため）

⚫出入国カード（I-736）
機内で配布されます（事前にPDFに記載、プリントアウトも可能）
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2022-Apr/CBP%20Form%20I-736.pdf

⚫ 通関申告書
有効なESTA保持している方は通関申告書のみで入国可能

詳細はマリアナ政府観光局https://japan.mymarianas.com/travelinfo/basic/immigration/参照

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2022-Apr/CBP%20Form%20I-736.pdf
https://japan.mymarianas.com/travelinfo/basic/immigration/


日本への帰国

⚫ 北マリアナ諸島はアメリカの自治領であり、日本帰国はアメリカからの帰国扱い
となります

⚫ 6月1日 “水際対策強化に係る新たな措置(28)”が発動

米国は入国前の滞在歴で”青”に分類
↓

ワクチン接種の有無を問わず帰国後の空港での抗原検査や自己隔離が不要に
（公共交通機関の利用も可）

帰国後の空港での待機時間が大幅に短縮されました



日本への帰国



マリアナからの出国 到着前72時間以内PCR陰性証明書

⚫日本へ帰国をする際には、日本到着前72時間
以内のPCR陰性証明書が必要

⚫マリアナ政府は旅行者にPCR検査を無料提供
しています（鼻咽頭ぬぐい液、核酸増幅検査）

⚫場所：コブラビルCOVID-19コミュニティセンター
⚫時間：8:30am～11:00am（毎日）
⚫ TASI Toursでは「日本帰国用PCR検査予約/証
明書代行サービス」を販売

https://www.coconuts-shin.com/saipan/option/option-871.html

https://www.coconuts-shin.com/saipan/option/option-871.html


日本入国時

⚫MySOSトップ画面提示
搭乗便到着予定日時の6時間前まで
に検疫手続きの事前登録

⚫MySOS QRコード提示



⚫ 6月24日に安心安全なマリアナ旅行のための特設ページを開設
皆様のこんな場合はどうなるの？の疑問にもお答えしています
https://japan.mymarianas.com/clean-safe/

Clean & Safe Marianas特設ページ開設

https://japan.mymarianas.com/clean-safe/


⚫ 新型コロナ、及び出入国に関する最新情報はマリアナ政府観光局ホーム
ページからもご確認いただけます
https://japan.mymarianas.com/

今知りたい 安心安全なマリアナへの取り組み

https://japan.mymarianas.com/


フライト情報



ユナイテッド航空

成田－サイパン線 ９月１日(木)就航



直行便フライトスケジュール

便名 就航開始 運航日 出発空港 出発時刻 到着空港 到着時刻 機材

UA 0825 1-Sep-22 火・木・日 NRT 21:25 SPN 02:00 737-800

UA 0824 2-Sep-22 月・水・金 SPN 07:00 NRT 09:35 737-800

*Times subject to change; Subject to Government Approval

ビジネスクラス16席、エコノミークラス150席仕様



グアム経由便フライト情報

⚫ 成田
NRT/GUM 1100/1555 (水曜を除く毎日)
NRT/GUM 1700/2155（毎日）
NRT/GUM 2105/0145+1  (毎週日曜日) 

GUM/NRT 0700/0955 (水曜を除く毎日)
GUM/NRT 1230/1525 (毎日)
GUM/NRT 1700/2155 (毎週日曜日）

⚫ 名古屋
NGO/GUM 1130/1610 週2便（月・金）8月から
GUM/NGO 0730/1015 週2便（月・金）8月から
NGO/GUM夜便 2022年8月以降も運休

⚫ 関空
KIX/GUM 1105/1555 週3便（水・金・日）
GUM/KIX 0720/1010 週3便(水・金・日)
KIX/GUM夜便 2022年7月以降も運休

⚫ 福岡
FUK/GUM 1105/1605 週2便（木・日） 8月から
GUM/FUK 0705/1010 週2便（木・日） 8月から



グアム経由便フライト情報

⚫ 成田
NRT/GUM 1100/1555 (水曜を除く毎日)
NRT/GUM 1700/2155（毎日）
NRT/GUM 2105/0145+1  (毎週日曜日) 

GUM/NRT 0700/0955 (水曜を除く毎日)
GUM/NRT 1230/1525 (毎日)
GUM/NRT 1700/2155 (毎週日曜日）

⚫ 名古屋
NGO/GUM 1130/1610 週2便（月・金）8月から
GUM/NGO 0730/1015 週2便（月・金）8月から
NGO/GUM夜便 2022年8月以降も運休

⚫ 関空
KIX/GUM 1105/1555 週3便（水・金・日）
GUM/KIX 0720/1010 週3便(水・金・日)
KIX/GUM夜便 2022年7月以降も運休

⚫ 福岡
FUK/GUM 1105/1605 週2便（木・日） 8月から
GUM/FUK 0705/1010 週2便（木・日） 8月から

⚫ グアムーサイパン便
GUM/SPN  0800/0845（毎日）

1640/1730 (土)
SPN/GUM  0950/1030（毎日）

18:30/1915 (土)



⚫ アシアナ航空
ICN/SPN便 週2便（水・土）

⚫ チェジュ航空
INC/SPN便 週4便（水・木・土・日）
PUS/SPN便 週2便（水・日）

⚫ Tway航空
ICN/SPN便 週4便（水・木・土・日）

⚫ エアプサン
PUS/SPN便 週2便（水・日）

韓国便フライト情報



国内線： スターマリアナス航空

⚫ サイパン、テニアン、ロタ間の定期便を
運航中

⚫ 運航路線は3路線（6月末時点）
1. サイパン ⇔ テニアン（1日7便）
2. サイパン ⇔ ロタ (1日3便)
3. ロタ ⇔ グアム（週3便 月・水・金）

⚫ 機材は5名もしくは8名乗り
⚫ チャーターも容易
⚫ スケジュール詳細は以下
https://www.starmarianasair.com/passenger-flights

https://www.starmarianasair.com/passenger-flights


国内線： マリアナ サザンエアウエイズ

⚫ 7月中にも離島間を結ぶ航空会社が誕生予定(サイパン・テニアン・ロタ・グアム間)

⚫ 機材：9名乗り Tecnam P2012 Traveller
世界で最も先進的な双発ターボチャージャー付きピストン機

⚫ スケジュール・料金詳細は7月中に発表予定



マリアナ政府観光局

マーケティング



ポテンシャルの高いターゲット

⚫ リピーター
• 特にダイバー、ゴルファー、ウインドサーファー等

⚫ ワーケーション リモートワーカー
• 日本と時差1時間のリラックスした環境

⚫ 20代、30代の女性
• 映える自然に溢れている
• 小さいお子さん連れでも気軽に来れる
• コロナ禍でウエディング、ハネムーンの機会損失
SNS等に手慣れ、情報発信力が高い
旅への意欲も強く、旅行者の中で一番回復が早い
個人発信力が、旅行決定の大きな一つの要因になる
インフルエンサーやユーチューバーを巻き込み、アプローチ



Marianacation 始動！

3 hours, 3 islands & 3 pure nature

マリアナ休み、とろう。

新型コロナで失われた過去2年半分の休みを、365日常夏のマリアナで取り戻そう！
青い海、広い空、緑いっぱいの自然に囲まれ、心行くまで開放感に浸ることができるマリアナ。
窮屈なリモートワークも、サイパン、テニアン、ロタのビーチを眺めつつ最高のワーケーションタイムに。
常夏の楽園は365日夏休み、失われた夏を今から取り戻すなら、サイパン・テニアン・ロタで。
Let's take vacation!



Marianacation 始動！



インフルエンサー＆メディアタイアップ



業界向け販促プロモーション



ブッキングインセンティブ

⚫ 9月1日からのUA直行便利用パッケージツアー申し込み者対象

• ￥10,000 2022/9〜11月 （期間延長の可能性あり）

1名予約につき上記金額インセンティブを旅行会社にサポート！
申請方法等は後日お知らせ致します



マリアナツアー ブッキングコンテスト

⚫ ユナイテッド航空便利用ツアー（経由便含む）を多く販売いた
だいた方、上位5名にマリアナ旅行を含む、素敵な賞品をプレ
ゼント！

• 優勝 ユナイテッド航空で行くマリアナの旅3泊4日
• 準優勝 サイパンのホテル（Lグレード）宿泊券3泊
• 3位 サイパンのホテル（A グレード）宿泊券3泊
• 4位 マリアナ政府観光局DFS商品
• 5位 マリアナ政府観光局特製グッズ
等を想定しています。
詳細は後日！



⚫ パッケージツアーで旅行されるお客様に現地で利用できる$50 スペシャル
バウチャーを1人1枚プレゼント（2022/9～11月、期間延長の可能性あり）

⚫ マリアナ政府観光局会員のホテル、レストラン、ショップ、アトラクション等
でご利用可能

$50 スペシャルバウチャー・プレゼント



⚫ ブッキングインセンティブ＆バウチャー
特典にプラスアルファの特典を提供

⚫ 例：ミールクーポン、地上トランスファー
ディスカウント

⚫ 対象期間：2022/9以降随時

⚫ 適用条件：15名～50名の団体（T/C含
まず）

⚫ 申請書提出期間:対象出発日の45日前
までに申請書および日程表を提出

グループ販促キャンペーン継続



ユナイテッド航空 成田-サイパン初便で研修旅行！

⚫ 日程： 9月１日（木）〜5日（月）、4泊5日
⚫ 人数： 20名
⚫ 対象： マリアナの企画・販売担当者
⚫ 含まれるもの： 航空券＆ホテル代、滞在中のメインの食事、体験アトラクション費用



⚫ 現地最新情報などを盛り込んだニュースレターを月1回配信中です
⚫ 配信希望の方はmva@access-jp.jpまでご連絡ください

月1回のニュースレター 是非購読を！

mailto:mva@access-jp.jp


資料＆ギブアウェイグッズ提供

⚫ スタッフ勉強用、またお客様への配布用として資料やギブアウェイグッズをご用意
⚫ お気軽にmva@access-jp.jp 、サイトの資料請求からお問合せ下さい

mailto:mva@access-jp.jp


★ アクアリゾートクラブサイパン 3泊宿泊券

★ グランヴィリオリゾートサイパン 3泊宿泊券

★ クラウンプラザリゾートサイパン 2泊宿泊券

★ ウクレレ（フィッシングタックル・スポーツグッズ）

Q

全問正解者には豪華賞品が
当たるから頑張って！ 回答はZOOMから



次のうち、現在、サイパンへ渡航するのに必要なのは？

① 事前オンライン申請

② 到着時PCR検査

③ ワクチン接種証明書

Q1



失われた夏休み、常夏のマリアナで取り戻そう！

そんな思いを込めたマリアナのタグラインは？

① マリアナバカンス

② マリアナパラダイス

③ マリアナケーション

Q2 



ユナイテッド航空



マリアナセミナー

ユナイテッド航空 プレゼンテーション

July 8, 2022





サイパン線運航スケジュール



9月から成田-サイパン線週3便で就航

Schedule as of June 27, 2022.  Subject to change.

737-8サイパン―グアム UA156 18:20 19:00 月・木・土（9/8～）

機材

サイパン―グアム UA117 9:50 10:30 毎日 737-8

路線 便名 出発 到着 運航日

737-8

グアム―サイパン UA112 16:45 17:26 月・木・土（9/8～） 737-8

グアム―サイパン UA174 8:00 8:45 毎日

路線 便名 出発 到着 運航日 機材

出発 到着 機材

成田―サイパン 21:25 2:00 +1 火・木・日 737-8

便名

UA174

路線 運航日

サイパン―成田 7:00 9:35 月・水・金 737-8UA0824



成田はついにトリプルデイリー！

成田発　（8月1日から）

737-8

737-8

グアム―成田 UA196 12:30 15:25 毎日

グアム―成田 UA873 17:00 19:55 毎日

グアム―成田 7:00 9:55 毎日 737-8UA828

成田―グアム 毎日

便名路線 運航日

1:45 +1

成田―グアム 15:55

出発 到着

11:00

路線 便名

UA827

UA874

成田―グアム UA197 17:00 21:55

機材

出発 到着 機材

21:05

毎日 737-8

737-8

運航日

毎日 737-8

Schedule as of June 27, 2022. Subject to change.



ユナイテッド航空のミクロネシア線
(ボーイング737-800）

ユナイテッド・ビジネス(16席）
▪ 高級感ある革張りシート
▪ プレミアアクセスサービスで優先搭乗
▪ 刷新されたコースメニュー

ユナイテッド・エコノミープラス（42席）
▪ 通常のエコノミーより足元スペースが
広いシートピッチ

▪ 機内前方に位置し、降機もスムーズ

ユナイテッド・エコノミー（108席）
▪ 全席にパーソナルモニター
▪ 温かいお食事とソフトドリンクサービス
▪ アルコール類は有料にてお楽しみいただけます



新しい運賃





これからの旅行のかたち

トラベルレディセンター



トラベルレディセンターで、旅行に必要な情報を確認
旅行に必要な新型コロナウィルス関連情報を、ワンストップで確認・保存できる業界初の新機能

リンク: Review trip requirements - United Airlines

✓ 新型コロナウィルス検査結果をアップロード

✓ 目的地の入国規制情報の確認

✓ 最寄りの検査施設の検索と予約

✓ ワクチン接種記録の保存

✓ 「エージェント・オン・デマンド」へのアクセス

ユナイテッドのウェブサイト(united.com)

もしくはアプリ上で利用できます

https://www.united.com/ja/jp/travelreadycenter
https://hub.united.com/united-launches-virtual-customer-service-2649418237.html


トラベルレディセンターで、旅行に必要な情報を確認

アメリカ合衆国への入国

✓日本国籍の方：ワクチン２回接種済であれば入国可

✓ワクチン未接種でも入国可能な方：

▪ アメリカ国籍または永住権保有者

▪ 18歳未満のお子様

▪ 健康上の理由でワクチン接種不可の方

New!
米国政府は、米国への海外旅行者に対して
義務化していた出発1日前の検査を撤廃



旅行に必携の便利なツール

トラベルレディセンター
お客様のご旅行に必要なコロナ
関連の規定を詳細に説明する
旅のコンシェルジュ

マイユナイテッド
頻繁に利用する機能のリンクを
1か所にまとめた新ツール

より早く出発する便にスタンバイした場合
座席指定のお好みを保存できます

お出かけ前に
アプリをダウンロード

席番号の変更をお知らせ
アップグレードや空席待ちリストのクリアに
より席番号が変わると、自動的に通知

ユナイテッドのアプリは現在英語でのご案内となります

ご 存 知 で す か ？

ユナイテッドの最新アプリはこの度、
インターネット界で最も名誉あるウェビー賞の
第25回「People’s Voice Award」に輝きました。
これからも、お客様にシームレスで快適な旅行体験
をご提供できるよう、オールインワンソリューションな
アプリの開発をつづけます。

“People’s Voice Award”
From the 25th Annual Webby Awards



自動チェックイン機の画面
に触れることなく、フライトの
チェックインおよび手荷物タグ
の印刷を完了できます

フライト当日の旅行体験が
さらに快適に

米国内のすべてのハブ空港に設置



「エージェント・オンデマンド」で
非接触のトラベルサポート

空港職員がパーソナルなサービスを提供します

ご旅行の当日、米国内すべてのハブ空港にて、ユナイテッドの

職員と電話、テキストチャット＊、ビデオチャットのいずれかを

使用してリモートで会話できるツールです。

2022年4月現在

ユナイテッドは旅行当日のカスタマーサービスをビデオ通話で可能
にした初の米系エアラインです。 *テキストチャットは日本語でも
ご利用いただけます。自動翻訳機能により、職員からの返信も自
動で日本語に変換されます。

旅のヒント



ユナイテッドの取り組み

未来の世代に発見に満ちた世界を残すために



100% グリーンへ

ユナイテッドは環境問題に対する真の解決策とサステナブルな変革
のために業界をリードしていきたいと考えています

以下に焦点を当てた取り組みを行います:

• Sustainable aviation fuel - 持続可能な航空燃料

再生可能資源や本来廃棄されるはずであった副産物から生成さ
れる燃料への投資を継続

• Direct Air Capture - 直接空気回収技術

大気中から二酸化炭素を取り除くために「直接空気回収技術」を
活用する企業を支援

2050年までに温室効果ガス排出を100％削減する

という野心的なゴールの達成を目指します





united.com/business

THANK YOU
Thank you for your continued partnership!

https://www.linkedin.com/showcase/united-for-business
https://www.youtube.com/channel/UC0SwfMruko_V9JzJGqdRDPg


とっても近くて、体の負担も少なく行けるサイパン

日本の時差は何時間？

① １時間

② ２時間

③ ３時間

Q3



今年9月に就航予定のユナイテッド航空。
成田からサイパンまでの飛行時間は？

① 約１時間半

② 約３時間半

③ 約６時間半

Q4



基本情報

＆

現地最新情報
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ほとんどのホテルが西側 (ガラ
パン地区）にあり、綺麗なサン
ゴ礁の遠浅の海と白砂のビー
チが目の前に

島の北部がサイパンの観光エリア
⚫ バンザイクリフ
⚫ バードアイランド
⚫ ラストコマンドポスト
⚫ グロット（シュノーケリングスポッ

ト）
マニャガハ島は滞在中
一度は行くべきサイパン
旅行のキラーコンテンツ

東側には2つの海に面した
ゴルフコースがあり、海越え
ショットが楽しめると人気です

空港は島の南にあり
主要ホテルまで5分〜
25分程度の距離



⚫ サイパンで絶対行くべきキラーコンテンツ！

⚫ サイパン島からボートでわずか15分
⚫ 国定海中公園に指定
⚫ 豊かな自然が守られた美しい島
⚫ とにかくフォトジェニック
⚫ パラセイリングやバナナボート等、極上の海を体感できるアクティビティが充実
⚫ アクティブ派にもお薦め！
⚫ もちろんのんびり派にもお薦め！

サイパンお薦めスポット①： マニャガハ島





サイパンお薦めスポット①： マニャガハ島

⚫ 6月現在、マニャガハ島の運営・管理はDPL（Department of Public Lands、
公有地局）が行っています

⚫ アクティビティ：マリンベンダーによりパラセイリングのみ行われています

⚫ トイレ＆シャワー利用状況
お客様がいる時間帯（現状、午前中）は、発電機を回していて使用可能だが、
お客様が少ない午後等、状況により発電機を切る場合がある模様

⚫ 飲食・売店
一切営業しておらず、水も買えないので、飲食は全てご自身で準備が必要



【ボート運行時間】
＜Aボート＞
往路 サブシー港発： 08時40分
復路 マニャガハ島発： 11時30分

【販売価格】
・大人： ＄35.00（12歳以上）
・こども： $30.00（4歳～11歳）＊3歳以下は無料

＜Bボート＞
往路 サブシー港発： 09時30分
復路 マニャガハ島発： 12時20分

サイパンお薦めスポット①： マニャガハ島

⚫ 現地オペレーターのTASI TOURS、マニャガハ島への送迎ボート運航再開
⚫ 当面の間はAボートのみの運航です



サイパンお薦めスポット②： タポチョ山

⚫ サイパン島で一番高い山、標高約475m
⚫ サイパン島のほぼ中央に位置し、360度の絶景を楽しめる
⚫ 山頂展望台からは、マリアナブルーのラグーンに浮かぶマニャガハ島はもちろん、
天気の良い日にはテニアン島、ロタ島まで望める

⚫ 展望台では第二次大戦の歴史も学べる

注）大型バス等では行けないので要注意





現地最新情報： コーラルオーシャンリゾート サイパン

⚫ 2022年1月、大規模なリノベーションを終え、ウェルネスをテーマとした大人のた
めの洗練されたビーチクラブリゾートとして新たにオープン

⚫ https://coraloceansaipan.com/jp/

https://coraloceansaipan.com/jp/










現地最新情報： クラウンプラザリゾートサイパン

⚫ 旧フィエスタリゾートサイパンがリニューアル
⚫ 2022年10月15日ソフトOPEN予定



現地最新情報： アクアリゾートクラブサイパン

⚫ 定期的にヨガクラスを開催 - 宿泊客以外も利用可能（有料$15)
⚫ 開催日： 月曜日＆金曜日 朝8時半から1時間のクラス
⚫ 場所： BBQ会場のビーチデッキ
⚫ サンセットヨガも月１回ペースで開催中（月初の金曜日夕方5:30〜）



現地最新情報： アクアリゾートクラブサイパン

⚫ サンセットビーチBBQ再開
南国リゾートの雰囲気たっぷりのBBQで、日本人の
お客様にもファン多数

⚫ 開催日：毎週火曜日
⚫ 時間：18：00-20：00（ショータイム18：30-19：15）
⚫ 料金
• デラックスシーフード $90.00
• サーフ＆ターフ $75.00
• キッズプレート(11歳以下) $25.00
⚫ 送迎：帰りのドロップオフのみ無料



現地最新情報： テニアンダイヤモンドホテル＆カジノ

⚫ テニアン島にカジノホテルが間もなくオープン！
⚫ 開業予定： 今夏終わり頃
⚫ https://www.tiniandiamondcasino.com/

https://www.tiniandiamondcasino.com/








現地最新情報： Tギャラリア サイパン by DFS

⚫ 2022年4月8日に営業再開、当面の営業時間は午後1時〜夜7時
⚫ 12月31日までT ギャラリアのお客様限定で特別料金にてタクシーサービス提供中
⚫ US$200以上の買い物でT ギャラリアからご宿泊ホテルまでタクシーが無料に
⚫ https://www.dfs.com/jp/saipan

https://www.dfs.com/jp/saipan


現地最新情報： 人気観光スポット グロット修復終了

⚫ 人気ダイビング＆シュノーケリングスポットのグロットが改修作業を完了、
2021年10月に再オープン

• 階段、手すりの修繕
• 展望テラスの修繕
• 新しい看板の設置
• お手洗いもきれいに





現地最新情報： マリアナライトハウス

⚫ 旧日本灯台跡の絶景レストラン
⚫ 第二次世界大戦中に日本軍が、サンゴ礁や浅瀬が多いサイパン島西側にある
港に入る船の安全のため、ネイビーヒルの丘に建てた灯台跡が展望レストラン
として2020年春オープン（団体パーティー向け）

⚫ https://www.facebook.com/marianalighthouse.official

https://www.facebook.com/marianalighthouse.official


⚫ マリアナライトハウス収容人数
• 建物内 約70名
• 2階室内 約20名
• 2階テラス部分 約40名
• 建物前の芝生、テラスエリア 約100名
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マリアナ ライトハウス
（Mariana Lighthouse）



⚫ 2022年6月中旬 – Pacific Mini Gameがサイパン、テニアン、ロタで開催
野球、陸上競技場、サッカーフィールド、アスレチックジム、テニスコート等の
設備が刷新され、見違えるように改修されました。

スポーツアイランド マリアナ - 各スポーツ施設が立派に

⚫ 2020年 『スポーツアイランド マリアナ』を展開



⚫ 2022年8月着工、2025年までにガラパンの各通りに植樹、緑あふれる街が誕生

ちょっと先ですが － ガラパン再開発計画







その他、参考情報



⚫ 北マリアナ諸島自治連邦区サイパン市は、2021年10月29日(金)、千葉県香
取市と姉妹都市協定を締結

⚫ 締結式は、サイパン市庁舎と香取市役所をオンラインで繋ぎ、両市市長と関
係者一同が集まる中、和やかに執り行われた

千葉県香取市とサイパン市 姉妹都市に



アクアリゾートクラブ
サイパン



AQUA RESORT CLUB SAIPAN YOUR PRIVATE PARADISE



アクアリゾートクラブサイパン セールスポイント

サイパン・グアムでも珍しいヴィラタイプの客室は９１室、日系ホテルならで
はのおもてなしと大型ホテルにはないプライベート感が魅力

ホテル目の前は穏やかなアチュガオビーチ。海を眺めながらのモーニング

ヨガ、日中はホビーキャットクルージング、夜はサンセットビーチバーベ
キュー＆アイランドショーが楽しめる

アクアリゾートクラブ公式インスタグラム＠aquaresortclubsaipan
ホテル営業情報は、ホテル公式WEBサイトで随時アップデートしております

フォトジェニックなスポットがたくさん！ホテル公式インスタグラムにタグ付け
投稿していただくと、もれなくトロピカルドリンクをサービス！



グランヴィリオ リゾート
サイパン



1361 3

1

ROUTE INN HOTELS

日本
ゴルフコース
レストラン
& ホテル

ベトナム

2 ダナン 1  フエホテル

サイパン

ホテル

全365施設
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メインウィング

161 部屋

クリスタルタワー

115 部屋

タガタワー

154 部屋

グランヴィリオリゾートサイパン」は、サイパン島の中心地ガラパン地区に建ち総客室数430室、最大収容人員870名のリゾートホテルです。地元の大型ショッピングセンターや免税店T-ギャラリアそしてカジ
ノなどが隣接。何処へ行くにも便利で魅力的なロケーションにございます。またホテルビーチ前から人気のマニャガハ島行きボートも運航しています。
客室は主にタガタワー・クリスタルタワー・メインウィングの３棟で構成されております。その他にはファミリータイプ、デラックスタイプなど全部で10種類と豊富な客室タイプをご用意しております。設備
では、メインウィングはバスタブが取り除かれシャワーブースのみとなっております。またタガタワーはデュベスタイルやクッションなどをフロアー毎でネイビーブルー系とベージュ系の２種類にカラーコー
ディネートされております。
リゾート滞在にはお食事も楽しみの一つです。当ホテルのおすすめはクリスタルタワーの10階にある展望レストラン「ドルフィン」。手頃な価格で、寿司、天ぷらなどの本格和食から、ステーキやシーフードなどの
洋食メニューまで充実しており、ランチ時にエメラルドグリーンの海、そしてディナー時には遠く水平線に沈む夕日を眺めながらサイパンの思い出に残る一時をベテランシェフによるお料理と共に
お楽しみいただけます。
グループで貸切パーティーのお手配も可能です。ホテル中庭のプールサイドガーデンまたはフィエスタホールにて着席スタイルで最大200名様のご予約を承ります。
最後に「グランヴィリオ」とはイタリア語でgrand（壮大な）、brio/ヴィリオ（生き生きと輝く）を語源としおります。ホテル名に相応しいサービスでお客様にご満喫いただけるようスタッフ一同心よりご利
用をお待ちしております。どうぞ今後とも宜しくお願い申し上げます。



ケンジントンホテル
サイパン



SAIPAN
Incredible Places To 

Visit

Introduction



“A PREMIUM ALL-INCLUSIVE DESTINATION” 
With all guest rooms featuring ocean views, inspired dining options, multi-themed swimming pools,

a private beach, a kids camp and endless fun activities,
all you have to do is arrive, then relax as we take care of everything else.

DINING MEETING & EVENTROOM

▪ Total 313 rooms

ROYAL DELUXE

ROYAL ZESTY

KENSINGTON KIDS

PREMIER DELUXE

EXECUTIVE PREMIER 

PRESTIGE SUITE

KENSINGTON SUITE

▪ All Ocean-view rooms with 
complimentary Mini bar 

▪ LORIA (Contemporary Dining)

▪ EAST MOON (Chinese cuisine)

▪ MEISHO (Authentic Japanese 

Dining)

▪ OCEAN GRILL (Beachside BBQ)

▪ OHAS (Café & Bar)

▪ SPLASH BAR

▪ INIFINITY POOL BAR

▪ EXECUTIVE LOUNGE

FACILITIES

▪ KENSINGTON HALL

Capacity: 500 guests

▪ QUEENS HALL

Capacity: 250 guests

▪ CHAPEL

Location: Beachside

▪ POOL

FAMILY POOL, KIDS POOL,   

SPLASH POOL, JACUZZI, 

INFINITY POOL

▪ PRIVATE BEACH & AQUA 

PARK

▪ KENNY PLAY DECK (Indoor 

activities: trampolines, climbing, 

darts, billiards, etc.)

▪ KIDS CAMP (Cocomong Camp)

▪ FITNESS

INFORMATION

Royal Deluxe Infinity Pool



“A PREMIUM ALL-INCLUSIVE DESTINATION” 
With all guest rooms featuring ocean views, inspired dining options, multi-themed swimming pools,

a private beach, a kids camp and endless fun activities,
all you have to do is arrive, then relax as we take care of everything else.

LORIA – International Buffet

Executive LoungeKenny Play DeckBeach Activity

Main Pool



ＰＩＣサイパン



“ENJOY WITH DYNAMIC ACTIVITY!”  
With over 40 dynamic activities and fun, all inclusive Pacific Islands Club Saipan has 

thrilling waterslides and variety of food to enjoy.

INFORMATION

▪ TOTAL 308 ROOMS

SUPERIOR

DELUXE

SIHEKY (KIDS ROOM)

OCEAN FRONT

OCEAN FRONT SPA

SUITE

▪ MAGELLAN ROOM 

(Main Buffet restaurant)

▪ Café Galley 

(Casual restaurant) 

▪ Beachside BBQ (Beach BBQ)

▪ Seaside Grill(Fine Dining)

▪ ISLA (Teppanyaki dining) 

▪ Buoy Bar

▪ ANNEX

50 Capacity

▪ CHARLEY’S

150 Capacity

▪ PAVILION

450 Capacity

▪ NAPU ROOM

100 Capacity

▪ WATERPARK

Activity pool, Lap pool, Kids 

pool, 

Deep pool, Lazy river, Point 

break

▪ BEACH ACTIVITY

Wind Surfing, Snorkeling, 

Kayak, Sailing, Paddle Board

▪ SPORTS ZONE

Tennis Court, Archery, Mini 

Golf 

▪ KIDS PROGRAM

DININGROOM MEETING & EVENT FACILITIES

Giant Slides Superior Room Water Volleyball



“ENJOY WITH DYNAMIC ACTIVITY!”  
With over 40 dynamic activities and fun, all inclusive Pacific Islands Club Saipan has 

thrilling waterslides and variety of food to enjoy.

Waterpark Magellan Room

Sports Activity Clubmates – Night Activity



サイパン
コーラルオーシャンリゾート



“A BLISSFUL WELLNESS RETREAT”
A perfect blend of exotic pool and beach club, contemporary dining experiences,

and a world-class golf course in a stunning natural setting

▪ TOTAL 90 ROOMS

DELUXE OCEAN

PREMIER OCEAN

PREMIER OCEAN CORNER

TWO BEDROOM VILLA

▪ RESTAURANT OLE

Breakfast: Wellness Buffet

Lunch: A-la-carte Dish (Jap/Kor)

Dinner: Chef’s Special Buffet

▪ BEACH CLUB

Saipan’s first beach resort-

themed all-day poolside lounge

▪ GOLF

A stunning seaside course and only 

LPGA-level golf course in Saipan 

and Guam boasts 18 holes over 

7,200 yards.

▪ POOL

A trendy pool with photogenic 

spots including ocean ring, over-

water hammock, cabana and more.

▪ CLUB HOUSE

A selection of golfing and  

travel items for purchase

▪ BANQUET ROOM

Capacity: 120 guests

INFORMATION

DININGROOM EXPERIENCE FACILITIES

Pool Premier Ocean Corner Golf Course



“A BLISSFUL WELLNESS RETREAT”
A perfect blend of exotic pool and beach club, contemporary dining experiences,

and a world-class golf course in a stunning natural setting

Golf Beach Club

Restaurant Ole Beach Club Pool Party



LUXURY

WHY SAIPAN, WHY US ?

ACTIVITY GOLF

Contact Us

KENSINGTON HOTEL SAIPAN

- website: https://www.kensingtonsaipan.com/en/

PACIFIC ISLANDS CLUB SAIPAN

- website: http://www.picresorts.com/saipan/

CORAL OCEAN RESORT SAIPAN

- website: https://coraloceansaipan.com/en/

Hotel & Resorts

https://www.kensingtonsaipan.com/en/
http://www.picresorts.com/saipan/
https://coraloceansaipan.com/kr/


シータッチ



Marine Sports Rental 
available: 
• Seascooters
• Paddle Boards 
• Floating Cabanas



クラウンプラザ
リゾート サイパン



Opening November 2022
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• Crowne Plaza is part of InterContinental Hotels Group (IHG) with 17 brands and more than 

6,000 Hotels in over 100 countries 

• Crowne Plaza brand has over 400 Hotels & Resorts globally and more than 100 projects in 

development 
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• Crowne Plaza Resort Saipan has a beautiful beachfront 

location a short walk from the restaurant, bar and shopping 

district of Garapan 

• The resort has 422 bedrooms, 5 restaurants, 3 pools, a large 

garden, ballroom and indoor and outdoor meeting and event 

space

• Fully re-designed and renovated the Crowne Plaza Resort 

Saipan will open in November 2022 



サーフクラブ / サーフライダー
ホテル / グレートハーベスト



TRIPLE J SAIPAN
• Triple J Enterprises, Inc. has served the island communities for over three decades. 

The Triple J group of companies has several major operations, which include the Triple J 

Auto Group, which represents Ford, Lincoln, Mazda, Honda, Acura, Kia, and a used car 

dealership in Guam, and authorized dealer for Hyundai, Isuzu, Mitsubishi and Mazda in 

Saipan. Triple J Commercial Tire Center, exclusive distributor of Michelin, Kumho, BF 

Goodrich and Yokohama. Triple J Rentals, the licensee for Hertz & Dollar Rent A Car 

service on Guam, Saipan, Tinian and Palau. Triple J Five Star Wholesale Foods in Guam 

and Saipan, the distributor of high-quality food items including Certified Angus Beef, 

Hawaii Water, and Tyson food products. Payless SuperFresh and Truckload store in 

Saipan, offering customers a wider variety of the freshest produce on island, a first-of-

its-kind Butcher Shop featuring Certified Angus Beef and a dedicated dairy and deli 

selection. Tinian Wholesale to Everyone, offering home improvement products, 

and automobiles sales and services. Triple J Restaurant Group, which owns and 

operates Outback Steakhouse in Guam, Great Harvest Bread Company and Surf Club 

Restaurant in Saipan, and Bar K Diner in Tinian. And Real Estate Division that includes 

Tinian Western Lodge, Saipan's premier beach resort hotel, Surfrider Resort and Ocean 

Ridge Homes, Sandy Beach Homes, and Saipan Comfort Homes which are 

affordable housing complexes.



Surfrider Resort Hotel Saipan

• Experience paradise of the Northern Mariana Islands all while
you enjoy the amenities and 51 unique comforts of your hotel
room. Wake to the smell of fresh baked goodies from the Great
Harvest Bakery and witness breathtaking sunsets beach front of
Surf Club Saipan Restaurant, hotel’s dining facility. Surfrider
Resort Hotel (SRH) is conveniently located near the Saipan
International Airport and a 10-minute drive to Garapan –
Saipan’s shopping and entertainment district. This directory
presents information about the amenities and services available
at the Hotel. Please take a moment to browse through our
guest directory.



Tギャラリア サイパン
by DFS



Beach Road, Garapan, Saipan MP 96950 I +1 670 233 6602
1PM-7PM Monday-Thursday I 1PM-9PM Friday-Sunday 



At T Galleria Saipan by DFS, you can save money on 

shopping for products in the following categories by 

paying in cash or credit card in Japan yen or Korean won!

For currency campaigns, the following special rates apply 

to suggested retail prices:

1180KRW vs. Market Rate

¥125 vs. Market Rate*

T ギャラリアサイパン by DFSでは、日本円または韓国ウォン

で現金またはクレジットカードにてお支払いいただくと、対
象カテゴリーの商品のお買い物がお得になります！

通貨キャンペーンでは、希望小売価格に対して以下の特別
レートが適用されます。

1180ウォン vs. 市場レート
125円 vs. 市場レート*

Celebrate the reopening of the Fashion Hall at

T Galleria by DFS, Saipan!

Join our Fashion Scavenger Hunt from July 1 to 10 and 

the Raffle Event on July 31 at 6PM!

Don't Miss out!

T ギャラリアサイパン by DFSのファッションホー
ルが営業を再開！７月1日から10日までのファッ
ションスカベンジャーハントや、7月31日午後6時

からの抽選会イベントにぜひご参加ください。お
見逃しなく！

From May 6 to August 31, free shuttle services will be 

available for E-Land and T Galleria by DFS, Saipan 

customers.*

In addition, T Galleria customers can enjoy an exclusive 

special rate on taxi service.*

With any spending of US$200 or more, receive a 

complimentary taxi ride from T Galleria to your hotel.*

5月6日から8月31日まで、E-ランドおよびT ギャラリアサイパ
ン by DFSをご利用のお客様は、無料の送迎サービスをご利用

いただけます。*

さらに、T ギャラリアのお客様は、タクシーサービスを特別
料金にてご利用いただけます。*

US$200以上ご利用のお客様は、T ギャラリアからご宿泊のホ

テルまで、タクシーによる無料送迎をご利用いただけます。
*



マリンスポーツ楽しむならここ！

いろんなアクティビティーか一度に楽しめるよ

① バードアイランド

② 禁断の島

③ マニャガハ島

Q5



今年、サイパンに開業予定のホテルの名前は？

① ハイアットリージェンシーサイパン

② クラウンプラザリゾートサイパン

③ PICサイパン

Q6 



今年1月、リニューアルオープンしたゴルフ場は？

① コーラルオーシャンリゾートゴルフコース

② キングフィッシャーゴルフリンクス

③ ラオラオベイゴルフリゾート

Q7 
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ご清聴ありがとうございました

マリアナ政府観光局
https://japan.mymarianas.com/



マリアナ政府観光局 局長
プリセラ ヤコポ




