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マリアナ政府観光局

進むリブランディング、新しいマリアナを訴求
旅行会社と航空会社への働きかけも強化
新組織となって２年目を迎えたマリアナ政府観光局（MVA）
。これまでの日本市場で
の取り組みを見直し、マリアナ諸島３島（サイパン、テニアン、ロタ）のリブラン
ディングを進めてきた。2018年も「3連休はマリアナ。
」をタグラインに、その取り
組みを継続。新たに「マリアナジェニック」を立ち上げるなどイメージ戦略をさらに
発展させるとともに、航空会社や旅行会社へのアプローチも強化していく。2017年
の振り返りとともに、2018年の同局の方針について、同局ゼネラルマネージャーの
一倉隆氏に聞いた。

2017年は厳しいマーケット環境
日本人のマーケットシェアは8.7%
一倉氏は2017年について「マーケッ
トは厳しかった」と振り返る。競合デス
ティネーションであるハワイやグアムが
値崩れを起こすなか、サイパンをはじめ
とするマリアナは、中国と韓国のマー
ケットが好調だったことから、ランドな
どの値段が下がらず、
「安売りができない
状況が続き、価格競争力の関係で安いデ
スティネーションに日本人旅行者は流れ
た」と分析する。

また、
「てるみくらぶ」の破綻による旅
行会社への不信や、北朝鮮からのミサイ
ルの脅威など外的要因もマーケット動向
に影響した。MVAによると、2017年度
（2016年10月〜2017年9月）のマリア
ナ諸島への訪問者数は計65万3150人。
そのうち、日本人旅行者数は5万2227人
でマーケットシェアは8.7%だった。直
近の2017年12月のデータでは、前年比
13.6%減の5445人となっている。

インスタ映えする「マリアナジェニック」開始
FITを増やす仕掛けも積極展開

新しい取り組みとしては、昨年12月に
「マリアナジェニック」を立ち上げた。
サイパン12ヶ所、ロタ６ヶ所、テニアン
６ヶ所の「インスタ映え」するスポット
を設定し、旅行意欲の喚起につなげてい
く。この取り組みは、特に若い女性の訪
問者増を狙うもの。一般消費者へのプロ
モーションだけでなく、旅行会社による
商品造成も働きかけていく。

「３連休はマリアナ。
」でリブランディングを継続
新規旅行商品の造成も進む

この状況を踏まえ、MVAでは2018年
もさらにリブランディングを強化してい
く方針だ。「３連休はマリアナ。」のタグ
ラインを継続。さらに、新しいデスティ
ネーションロゴ「The Marianas」も引
き続き使用していく。日本サイドの取り
組みは本局の評価も高く、日本マーケッ
ト向けに作成したデスティネーションロ
ゴが、他の国のマーケット向けのロゴと
しても本局に
採用されるな
ど「MVA 全
体のリブラン
ディングにつ
ながっている」
という。また、
昨年写真家の
高砂淳二氏を
起用して作成
した「マリア
ナ、30の宝も
の。」も好評。

その写真は韓国や中国向けの同局ホーム
ページにも使われた。
MVAでは、リブランディングに加え
て、新規旅行商品の開発などのプロダク
ト強化、航空ネットワークの拡充をマー
ケット回復への３ステップと位置づけて
いる。
「すでに第二段階である新しい旅行
商品の造成が見られており、今年はさら
にその働きかけを強化していく」と一倉
氏。現地オペレーターと意見交換をする
なかで、日本市場の特性に即したプロダ
クトを造成する動きが出てきているとい
う。
また、旅行業界向けには、２年前に発
足させた「マリアナアンバサダー」を継
続。マリアナを担当する旅行会社スタッ
フ計182人による活動を強化し、需要喚
起と販促を進めていく。
オンライン教育プロ
グラム「マリアナ観光
マイスター検定」も開
始した。習得レベルに
よってブロンズ、シル
バー、ゴールドのラン
クを設け、ゴールド資
格者には内容を差別化
し たFAMツ ア ー を 年
内に実施する予定。今
後もセールスミッションなどの機会を捉
えて、受講を呼びかけていき、資格者の
増加を図っていく。

また、今年２月には地球の歩き方の
arucoとの連携で、女性を意識した新し
いガイドブックを出版。観光スポットだ
けでなく、現地での過ごし方を提案する
ことで、需要喚起につなげていく。さら
に、新しい観光マップも作成した。

一般向けにオンラインコラボや動画で露出を強化
３大スポーツイベントもアピール
2018年は、旅行業界に加えて、一般
消費者向けのプロモーション活動も強化
していく方針。昨年に引き続き、雑誌な
どの紙媒体での露出を増やしていくとと
もに、オンラインでの取り組みにも注力
していく。具体的には、旅行情報サイト
での露出に加えて、昨年10月に実施した
旅行体験予約サイト「ベルトラ」とのコ
ラボレーションのように、
「直接コンバー
ジョンにつながる取り組みを強化してい
く」考えだ。
また、映像コンテンツも充実させてい
く。すでに６分間のイメージ動画「The
Marianas」
をYouTubeで配信。昨年９月
のツーリズムEXPOジャパンの後にアッ
プをし、今年2月上旬ですでに再生回数
12万を超え、人気の動画となっている。

このほか、
1月19日から「マリアナ、30
の宝もの。
」に連動した動画も配信開始。
日本サイドとしては、MVA本局のプロ
モーションでの活用も促していく考えだ。

航空ネットワークが「大きな課題」
関西や中部で外航に働きかけ

航空ネットワークの拡充については、
「大きな課題」と認識。若者層やファース
トタイマーを獲得していくうえで、航空
ネットワークの拡充は欠かせないことか
ら、今後も航空会社への働きかけを継続
していく。一倉氏によると、MVAの新し
い取り組みを評価する航空会社は多いと
いう。一気に路線を拡充させることは難
しいが、東京については搭乗率、収益も
好調ながら運休となるデルタ航空便のあ
とを埋め、さらに中部や関西の地方路線

についても以遠権を持つ第三国のFSCや
LCCを含め働きかけ、週３〜４便程度の
定期便化を実現したい考えだ。
昨年11月には、静岡県の企業が日本航
空のチャーター機２便を使用し、サイパ
ンへの総勢340人にのぼるインセンティ
ブツアーを実施した。一倉氏は「年１本
でも２本でも大型グループが入れば、大
きな実績になる」と話し、チャーター便
の増加、そしてその後の定期便化に期待
をかける。

加えて、
「FITを増やしていくことも大
切なテーマ」
（一倉氏）。その一貫として、
同局ホームページでダイビングのコンテ
ンツを充実させていくほか、日本サイパ
ン旅行業協会(JSTA)とともにビーチヨ
ガなど現地で定期的に参加できるプログ
ラムを開発していく計画だ。
一倉氏は新しいアイデアも披露。
「指
定した壁にグラフィックを描くウォール
アートのプロジェクトを観光局主導で進
めれば、日本の美術系の学生を巻き込む
ことができるだけでなく、インスタ映え
スポットとしても活用できる」と意欲的。
MVA本局に提案しているところだとい
う。
このほか、これまで
20年 間 に わ た っ て サ
イ パ ン のPRに 貢 献 し
てきたオリジナルキャ
ラクター「サイパンだ」
は 今 年12月 を も っ て
引退。代わりに、昨年
新たに任命した観光大
使「マリアナちゃん」
を全面に出した活動を
展開していく。

オンラインでの取り組みでは、昨年に
引き続き、インフルエンサーによるイン
スタグラムなどSNSへの投稿も仕掛けて
いき、マリアナの素材を拡散させていく。

さらに、現地イベントの訴求も強化。特
にスポーツツーリズムに焦点を当て、３
月の「サイパンマラソン」、10月の「アイ
アンマン70.3サイパン」、12月の「ヘル・
オブ・マリアナ」を３大スポーツイベン
トとしてアピールしていく。カルチャー
系では、５月の「テイスト・オブ・マリ
アナ」、10月の「ビアー&BBQフェス」を
紹介していく。
このほか、昨年auやワタベとのタイ
アップを実施するなど一般企業とのコラ
ボレーションも積極的に展開していく。
今年は２月に「カエルのピクルス」との
コラボレーションで、サイパンバージョ
ンの「ピクルス」の販売を開始している。

進化する受け入れ環境
新しいホテル建設プロジェクトも進行中
サイパンでは現地の受け入れ環境も進
化している。サイパン国際空港には自動
パスポートコントロール機（APC）７台
が設置されたことで入国手続きがスピー
ド化。このほか、
空港施設の改修も進んで
おり、
新たに高砂氏の写真を掲げ、ビデオ
ウォールも設置される。さらに、空港や
ガラパン地区での美化活動「フラワーア
イランドプロジェクト」もスタートした。
受け入れ態勢については、５つ星カジ
ノホテル「インペリアル・パレス・サイ
パン」が、すでに開業しているカジノ施
設に続き、今年中には340室と15ヴィラ

の宿泊施設がオープン予定。さらに、
American Sinopan社のサイパン北部ナ
タパグ地区にインターナショナルホテル
ブランドを含む1200室のサイパンガー
デンリゾート開発計画も進んでいる。
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Marianagenic Spot!

探そう、マリアナのフォトジェニックスポット。

旅の合言葉は「＃マリアナジェニック」

新ウェブコンテンツ「Marianagenic Spot! 探そう、マリアナのフォトジェニックスポット。
」
では、サイパン、テニアン、
ロタという北マリアナ諸島の３つの島にある美しい大自然や、心癒される南の島の風景、ローカル色満載のグルメ、カラ
フルでかわいいスイーツなど、思わず写真を撮って友人や仲間にシェアしたくなる、そんなマリアナジェニックなスポッ
トを紹介している。Marianagenic（マリアナジェニック）とは、マリアナらしさを感じさせる写真映えの良さを意味する
造語。各紹介スポットは、マリアナ政府観光局の公式InstagramおよびFacebookでも同時公開。フォローするだけで新
たに公開されたマリアナジェニックなスポット情報を随時見ることができる。

Saipan
サイパン島

Mariana
Resort & Spa

白さが映える
「マリアナ・リゾート＆
スパ」
のチャペルの鐘

Mandi
Asian Spa

至福のリラックスタイムは
「マンディ・アジアンスパ」
で

J’s Restaurant
& Game Room
-Beach Road-

The Shack Saipan
「ザ・シャック・サイパン」
は
ローカル御用達の人気店

レトロ感満載の「J’s Restaurant &
Game Room -Beach Road-」

Tinian
テニアン島

Broadway

Mobile Mart

ひたすらまっすぐ伸びる
「ブロードウェイ」

ドライブの途中にぜひ立ち寄りたい
「モービル・マート」

Cyber
Coffee Shop

Tinian
Oceanview Hotel

「サイバー・コーヒーショップ」
の
パール・シェイク

レモンイエローの壁が映える
「テニアン・オーシャンビュー・ホテル」

サイパン島

ビーチあり、ショッピングあり、グルメあり。
プチ贅沢も楽しめるサイパンで、南国ならではの飾りすぎないおしゃれスポットを探しに行こう。

Hyatt Regency
Saipan
パステルな空間がかわいい

「ハイアット リージェンシー サイパン」

Loco & Taco
Smoke Dining Bar
ローカルフードとメキシカンが
食べられる
「ロコ＆タコ」

テニアン島

大自然の中で究極のゆった
り時間を過ごすなら、テニ
アン。島をゆるっと散歩す
るだけで思わずシェアした
くなる景色が見つかるかも。

J.C. Cafe

ローカルに愛される
アメリカンダイナー「JCカフェ」

Taga Beach

テニアン島で最も人気のビーチ
「タガビーチ」

マリアナジェニック公式サイト

Aqua Resort Club
Saipan

Wing Beach

Micro Beach

「アクアリゾートクラブサイパン」にある
南国ムードたっぷりのハンモック

海の透明度はサイパン島でも随一！
「ウイングビーチ」

サンセットを眺めるなら
絶対
「マイクロビーチ」
がオススメ

Sunshine Cafe

Giant
‘Saipan’ Sign

Dollar Days
Wholesale

カラフルな内装が楽しい
「サンシャイン・カフェ」

「Saipan」
の文字を形どった
ビッグなオブジェ

Rota
ロタ島

Swimming Hole
天然のプール
「スイミングホール」

Bus Stop

イエローが鮮やか！
ソンソン村にあるバス停

Songsong Village
Overlook

「ダラーデイズ・ホールセール」
の
ハートの壁

ロタ島

何気ない街並みも、自然も、
少し目線を変えるだけで絵に
なる１枚に。ローカル感溢れ
るロタ島で、ココロが癒され
る写真をシェアしよう。

Stop Sign

丘の上から見渡せるのは
ソンソン村のかわいい街並み

ロタ空港から出ると
レトロチックな
「STOPサイン」

Lucky II Mart

Rota Scubacenter
Rubin

旅好きならチェックしたい
地元のスーパーマーケット

https://japan.mymarianas.com/marianagenic/

「ロタ・スクーバセンター・ルビン」
のテラス
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北マリアナ諸島販売促進ツール

マリアナ政府観光局 プロモーション／販促物紹介
マリアナ政府観光局では、北マリアナ諸島の商品造成、及び販売促進に役立つツールを作成している。
今年度は、印刷物やウェブサイトに加え、プロモーションビデオも充実。店頭での利用など、多くの場面で活用することができる。

印刷物

北マリアナ諸島オフィシャルガイド
旅行業界向けに、これまでの「北マリアナ諸島セール
スガイド」に代わるものとして、新たに制作されたも
の。現在、マリアナ政府観光局のホームページはコン
テンツが充実しており、ここから多くの情報を取得で
きるため、ガイドではページ数をカットし、コンパク
トにまとめながらも、わかりやすい地図を新たに組み
込み、セールス担当者が営業先と商談しやすいよう工
夫されている。各種セミナーで配布される他、マリア
ナ政府観光局のホームページより資料請求できる。

キャンペーン

サイパンMAP、
テニアン・ロタMAP

ここ数年で新しいホテルやレストラン、話題のショップ
などが続々オープンしているサイパン。そんなサイパン
の最新情報を網羅した最新の地図が登場した。地図はサ
イパン編とテニアン・ロタ編の２種類。折り畳み式サイ
ズなので、かさばらなくて持ち運びも便利だ。デザイン
は、北マリアナのアットホームさが表現された可愛らし
い仕上がり。こちらもマリアナ政府観光局のホームペー
ジより資料請求できる。

https://members.mymarianas.jp/request_index.php

団体グループ向けキャンペーン
2018年、2019年も継続

マリアナ政府観光局では、グループ向けの施策として
「団体グループ向けキャンペーン」を継続して実施す
る。このキャンペーンでは、15~50名までのグループ
を対象に、交通費補助として、1名につき2000円をサ
ポート。現在は2018年上期
（4月~6月）
、下期
（9月～
12月）、2019年上期（4月～6月）までのグループに対
してのキャンペーンを発表中。適用されるには諸条件
があるので、概要、申請書は以下ウェブサイト参照の
こと。
https://japan.mymarianas.com/agent/campaign/group-support/

プロモーションビデオ

新プロモーションビデオ
『The Marianas』公開！

マリアナ政府観光局ではサイパン、テニアン、ロタの
絶景・大自然を鑑賞できるプロモーションビデオを
2017年10月２日（月）より公開している。約６分半に
渡る全編には、マニャガハ島の空撮、タポチョ山頂か
ら望む夕日のタイムラプス、ボートが宙を浮いている
かのような透明度を持つタガビーチ、断崖絶壁のバー
ドサンクチュアリ、神秘的な青の世界に包まれるロタ
ホールとそこに暮らす生き物など、見所がたくさん詰
まっている。これまでまとまった映像として見ること
が叶わなかったマリアナの島々を紹介するプロモー
ションビデオ
『The Marianas～Saipan/Tinian/Rota』
の全編は、マリアナ政府観光局公式YouTubeチャンネ
ルで公開中。
YouTube https://youtu.be/kNwYG6jRY8s
マリアナ政府観光局HP https://japan.mymarianas.com/

星降る島マリアナの
きらめく星空を集めた映像
「マリアナの星空」
サイパン、テニアン、ロタの驚きの絶景が綴る新プロ
モーションビデオ「The Marianas～ Saipan/Tinian/
Rota」内では、ほんの一瞬しか紹介できなかった、
夜空を埋めつくすマリアナの星々に特化したプロモー
ション動画を公開している。これは、澄んだ空に星が
輝くマリアナの星景を集めたもので、日本からわずか
３時間半で行けるマリアナの島々に、これだけの美し
い星空があるのかと、うっとりする内容。専門学校、
アマチュアの写真サークル団体などの販促にも活用で
きる。
マリアナの星空 https://youtu.be/PlOhafA5m1o

パンフレット
「マリアナ、30の宝もの。」が
美しい映像に
昨年の新生マリアナ政府観光局のリブランディングの
一環として配布用に制作されたパンフレット「マリア
ナ、30の宝もの。
」は、マリアナを代表する観光ポイ
ント、カルチャー、景観など30のポイントを紹介した
もの。このパンフレットが、新たに映像となって見ら
れるようになった。空撮も交えて、息をのむような美
しい映像の連続だ。顧客、オーガナイザーへのマリア
ナ諸島の紹介ツールとして活用し、マリアナを次の渡
航地として勧めたい。

「マリアナ、30の宝もの。」映像URL
https://www.youtube.com/watch?v=BDtf4W2uxss

その他販促ツール

「地球の歩き方aruco
サイパン テニアン ロタ」２月創刊！

「旅好き女子のためのプチぼうけん応援ガイド」として
女性に人気の、地球の歩き方発行「aruco」の「サイ
パン テニアン ロタ編」が書店にて発売となった。通常
の観光ポイントのみならず、女子が旅先で夢中になる
グルメや雑貨、インスタ映えするロケーションなど、
様々な情報を網羅したガイドブック。これ１冊あれば、
「ふらりきのまま」マリアナを訪れても、何がどこで楽
しめるのかが一目瞭然。旅行会社のカウンター担当者
の勉強にも最適。是非一度ご覧あれ。

「マリアナジェニック」好評受付中
（～2018年3月31日まで）

「透明な海、真っ青な空。南国ムード満点でまったり
できる。マリアナにしかない、フォトジェニックなス
ポットを撮りに行こう！」と題して、
昨年12月18日か
らウェブサイトにて展開している「マリアナジェニッ
ク」
。サイパン、テ
ニアン、ロタに行っ
た人に「#マリアナ
ジェニック」のハッ
シュタグをつけて
これが私がお薦め
のマリアナのフォ
トジェニックポイ
ントとして、SNSに
投稿してもらう企
画で、投稿した人の
中から抽選で、マリ
アナジェニックを撮りに行けるサイパン往復航空券を
“毎月１組２名様”にプレゼントする。本紙3ページに
て、マリアナジェニックのフォトスポットを紹介。
詳しくはこちらを参照
https://japan.mymarianas.com/sns-campaign/marianagenic/

ウェブサイトの
「ダイビングサイト」のページを一新

マリアナ政府観光局は、１月末にホームページ内のダ
イビングサイトを一新。世界中のダイバーの憧れのポ
イントであるグロットや、ロタ島のブルーホールを筆
頭に、初心者から上級者までをも魅了する北マリアナ
諸島のダイビングサイトを画像を交えて紹介。これま
でより多くのスポットを掲載している。
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最新ホットニュースをお届け マリアナ現地最新情報！
新ホテル紹介

サンセットビーチが目の前

サーフライダー リゾートホテル（Surfrider Resort Hotel）
サイパン島のチャランカノアに2017年
春にオープンした全21部屋のホテル。客
室からすぐ近くにパーキングがあるモー
テルのような構造で、レンタカー利用者
にはとても便利。夕景の美しさで有名な

サンセットビーチが目の前の抜群のロ
ケーション。ホテルのすぐ隣にはローカ
ルに大人気のダイニングバー「サーフク
ラブ」があり、
サンセットを見ながらビー
ルやカクテルを楽しむのもおすすめだ。
http://www.saipansurfriderhotel.com/

全室ヴィラタイプのホテルが誕生

パシフィック パーム リゾート（Pacific Palm Resort）

2017年11月に全35棟（55室）のヴィラ
タイプのホテルがオープンした。場所は
サイパン南部のチャランキア地区で、ガ
ラパン地区から車で約10分、サイパン
国際空港からも車で約10～15分ほどの
便利な距離だ。シンプルで清潔感のある
客室には冷蔵庫や電子レンジ、薄型テレ
ビが備わり、まるで家にいるような居心

地の良さ。敷地内には屋外プールとテニ
スコートがあり、プールはダイビングイ
ンストラクターの指導のもとダイビング
プールとしても利用できる。サイパンカ
ントリークラブ（ゴルフ場）にも隣接して
いるので、学生の合宿や仲間同士のゴル
フコンペなどで利用するにも最適だ。ま
たすべてのヴィラで、Wi-Fiが無料だ。

http://www.pacificpalmsaipanresort.com/html/main.asp

オン・ザ・ビーチの絶好ロケーション

サイパン ビーチホテル（Saipan Beach Hotel）
2017年12月にオープンしたばかりの新
しいホテル。場所はサイパン島のチャラ
ンカノアビーチ沿いで、客室は全３タイ
プ。リビングつきのスイートルーム、
チャランカノアビーチを望むオーシャン
ビュールーム、庭が見られるガーデン
ビューの全25室。冷蔵庫や電子レンジ、

電子ポット、TV、ヘアドライヤーを全室
に完備しており、Wi-Fiも無料。２名分の
朝食が無料になるサービスもある。ホテ
ルの隣が日本のダイビングショップのサ
イパン店のため、ダイビンググループに
もお薦め。快適に過ごすことができ、室
料もリーズナブルで利用しやすい。
http://www.saipanbeachhotel.com/

魅力的な施設が続々 OPEN!

ケンジントンホテル サイパン（Kensington Hotel Saipan）

日本人の女性がオーナーのゲストハウス

アベニュー ゲストハウス（Avenue Guest House）
2017年11月末にガラパン地区中心部に
全客室数５部屋のアットホームなゲスト
ハウスがオープン。オーナーは以前から
そこで「アベニューレストラン」を経営し
ている夫婦で日本人。日本語でなんでも
話せるのが嬉しい。部屋はシンプルなが
らも必要なものは揃っており、１階には

コンビニも併設。時間を気にせずスロー
ライフを楽しんでほしいと、時計や TV
は置いていない。また、朝食時間の設定
もなく、ゆっくり起きて好きな時間に朝
食を取ることができる。小さいながらも
のんびりと寛げるとても居心地のいいゲ
ストハウスだ。

2016年夏、サイパン島北部の元ホテル・
ニッコー・サイパンをリニューアルして
オープンしたサイパン初のオールインク
ルーシブスタイルのホテル。全室オー
シャンビューで、好評を博している。
開業当初には完成していなかった施設が
この1年で続々とオープン。まずは2017

https://www.facebook.com/Avenue-Restaurant-476133972554926/

年7月にマリアナ初のインフィニティ
プールがオープンし、翌8月には子供か
ら大人までが楽しめる、ビーチに浮かぶ
ケンジントン・アクアパークが完成し
た。さらに、新しいインドアの遊戯設備
KENNY PLAY DECKをオープン。ビリ
ヤード、卓球、トランポリン、ダーツ、ボ
ルダリング、エアホッケーなどがあり、
人気を集めている。入場に年齢制限は設
けていないが、安全のため身長100cm以
上で、靴下着用などの条件がある（詳細
はホテルに確認を）。
http://www.kensingtonsaipan.com/jp/

注目! HOTスポット紹介
全米で親しまれるベーカリーがオープン

グレイト・ハーベスト・ブレッド サイパン

（Great Harvest Bread SAIPAN）

全米で親しまれるベー
カリー「グレイト・ハー
ベスト・ブレッド」のサ
イパン１号店が2017
年８月、サイパン島ス
スペにオープンした。
「グレイト・ハーベスト・ブレッド」は、麦の産地から
パン作りのプロセスまで、徹底したこだわりをもつ本
格派ベーカリー。店内で焼かれるパンの多くは100％
全粒粉というこだわりで、しっかりしたパンの味が特
徴、全米中にリピーターが多い。パンはすべて自家製
で、スープやサラダの軽食もメニューに並び、カフェ
スペースでは朝食やランチも楽しめる。場所はチャラ
ンカノアビーチからすぐ。ビーチロード沿いのホテル
「サーフライダリゾートホテル」の建物1階。

https://www.facebook.com/greatharvestbreadsaipan/
住所：Chalan Kanoa, Beach Rd, Saipan, MP 96950
営業時間：6:30～19:30 電話番号：1-670-234-2733

ハイセンスなプライムリブのレストラン

Kevins The Prime Rib & Seafood
at アクアリゾート サイパン

赤が基調の高級感漂う内装が印象的な、ハイセンスな
プライムリブのレストラン
「Kevins The Prime Rib &
Seafood」が2017年12月にオープンした。誕生日や
結婚記念日などのアニバーサリー、ビジネスの接待に
も最適。全102席で10名まで入る個室もある。店内に
はハリウッド映画の名優の写真が飾られ、雰囲気は抜
群。営業はディナータイムのみ
（18:00～22:00）
だ。
http://www.aquaresortsaipan.com/bbs/Kevins.php

新しいインドアの遊戯設備

ロコ＆タコ スモークダイニングバー

（Loco & Taco Smoke Dining Bar）
ローカルフードとメキシコ
料理が食べられる「ロコ＆
タコ」は、カラフルな色使
いのインテリアが特徴のお
店。 ガ ラ パ ン 中 心 部 に あ
り、昼でも夜でもふらっと
訪れることができる。サイ
パンの中でも最近の旅行者
の反応を意識した店舗作り
をしており、インスタ映え
するスポットが目白押し。
特にテラス席の壁に描かれ
た「天使の羽」は絶好の撮
影スポットだ。グループで
のディナーにもお薦め。

http://locoandtaco.favy.jp/
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マリアナ現地おすすめアクティビティ、スポーツイベント紹介
最新おすすめアクティビティ

人気おすすめアクティビティー

憧れのマーメイド体験、サイパン初登場

サンドバギーツアー

グロットで星空観察

サイパンの美しいビーチで
憧れの人魚になれるサイパ
ン初のマーメイドフォトが
登場した。このプランは、
SNSでも話題のマーメイド
の衣装を着て、プロのカメ
ラマンに撮影してもらうも
ので、60分完全チャーター
制の完全プライベート。友
達同士はもちろん、カップ
ルにもおすすめ。サイパンの民族衣装を着た男性が、マーメイド
になった彼女をお姫様抱っこするのも人気だ。

四輪バギーでジャングルの道
なき道を進む大人気アクティ
ビティ。ガイドが同行し､ 地
元農園や穴場のビーチ､ 絶景
ポイントにも立ち寄る。子供
連れ用の２人乗りバギーもあ
り、サイパンの自然を身近に
感じるオフロード体験を家族
で楽しむこともできる。

暗くなるとともにあらわれる
満天の星空は、今にもそのま
ま降ってきそうなほど。ダイビ
ングスポットとして有名なグ
ロットは、夜に至上の天体観測
場所となる。展望台から見える
太平洋の水平線の上は、まさに
天然のプラネタリウムだ。肉眼
での観察だけでなく天体撮影
もできる。

禁断の島 トレッキング＆
シュノーケリング
まさに「禁断」という言葉に
ふさわしく、政府によって保
護されたその自然環境は感動
の連続。車で禁断の島近くま
で移動し、ビーチまで下り坂
25分のハイキング。天然プー
ルでスノーケリングをした後
は、上り坂を30分ゆっくりハ
イキング。壮大な景色が楽し
める。

〈ツアー詳細〉⃝所要時間：90分（1日4組限定）⃝料金：1名コース$120、2名以
上コース
（1人あたり）
$75、カップル／ファミリープラン（1人あたり）$65⃝催行
時間：リクエストベース〈料金に含まれるもの〉マーメイドフィンレンタル／小
物レンタル
（フラワーレイ、ウェディングヴェイル、釣竿、むぎわら帽子等）／高
画質フォト
（計20枚）
をデータにてお渡し

https://saipanmermaids.amebaownd.com/

スポーツイベント

サイパンマラソン

アイアンマン70.3

ヘル オブ マリアナ サイクル ロードレース

今 年 で 第13回 目 を 迎
えるサイパンマラソ
ン。青空のもと美しい
海を眺めながらのラン
ニングはまさに南国な
らでは。50㎞、フル、
ハーフ、10㎞と、ベテ
ランから初心者まで、
それぞれのレベルに
あったコースを選ぶこ
とがでる。

サイパン島で第２回目と
なるワールドトライアス
ロンコーポレーション認
定のアイアンマン70.3。
コースはスイム1.9㎞、
バイク90㎞、ラン21.1㎞
と、アイアンマンディス
タンスの半分の距離。昨
年ミクロネシア地区ではじめて開催され、今年で２回
目。スイム、バイク、ラン、それぞれのコースで、サ
イパンの美しい自然を楽しみながら大会に参加できる。

サイパン島をほぼ
一周する走行距離
100㎞、獲得標高
1700ｍのサイク
ルロードレース。
その名のとおり地
獄のような過酷な
レースだが、走る
コースは海沿いや緑あふれる道で、タイムを気にせず
仲間と一緒にリレーで参加などもできるのでファンラ
イドとしても人気が出ている大会。

2018年3月10日
（土）

2018年10月27日
（土）

2018年12月1日（土）

インペリアル・パレス・サイパン

Imperial Palace · Saipan

ラグジュアリーな「6つ星リゾート」が誕生！

インペリアル・パレス・サイパン

他にはない、究極の快適さとホスピタ
ルフラッシュ、テキサス・ホールデムな
リティーを体験できる、総面積14万㎡
どが楽しめる76台以上のテーブルゲー
（第1期）
に及ぶ広大な統合型リゾート
（IR） ムと、243機以上のスロットマシーンを
「インペリアル・パレス・サイパン」が昨
備えた本格的な施設で、2つのVIPルー
年ついにオープンした。
ム、本格的な中華料理が味わえるレスト
先行開業したカジノは、人気のバカラ
ラン「Chairman M」と、24時間営業の
やブラックジャック、ルーレット、ロイヤ 「Tapochau Bar」
、ロビーラウンジ「DA
ラウンジ」を併設する。

年内にホテルもオープン予定
今年を目処に、344室以上のスイート
を含むホテル客室と15のビラがオープ
ン予定。ヨーロッパ風の現代的なデザイ
ンを取り入れながら、トロピカルなアイ
ランド・タッチのデザインを取り入れた
客室は、一人ひとりのニーズに合った

サービスを提供し、
「6つ星リゾート」に
ふさわしいラグジュアリーな雰囲気を感
じさせる。
さらに、ホテル以外の施設も拡充。カ
ジノは、200台以上のテーブルゲームと、
350機以上のスロット機を備える規模と
なる計画で、加えて20軒以上のアジアと
西洋の高級料理からカジュアルダイニン
グまで、幅広いラインナップによるレス

トランと、ビーチクラブやプールラウン
ジなどが続々とオープンする予定だ。
美しいサイパンのビーチを臨む環境の
なか、ラグジュアリーなカジノと宿泊施
設、そして世界に誇るユニークでバラエ
ティーに富んだグルメを堪能できる統合
型リゾートとして、インペリアル・パレ
ス・サイパンは、忘れられないサイパン
でのひとときを提供してくれる。
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