
ポスト コロナ渡航最適地

安心・安全な北マリアナ諸島へ！



基本情報

北マリアナ諸島自治連邦区
ミクロネシア・14の島からなる

（サイパン・テニアン・ロタが観光地）

アメリカ合衆国の自治領

時差：＋1時間

公用語：英語

民族：チャモロ、カロリニアン



新型コロナ関連 アップデート

⚫ 北マリアナ諸島感染者数：360名（内死者3名 11/9現在）
*参考までに ハワイ感染者数 85,139名(内死者962名 11/9現在)

グアム感染者数 18,688名(内死者249名 11/9現在)

⚫ ワクチン接種状況：12歳以上のワクチン接種対象の84％以上が
2回の接種を完了、集団免疫を獲得した状況（11/9現在）



入国に関して

⚫ 北マリアナ政府が発表
現段階でマリアナに入国する際の規制・
措置は右図の通り

詳細は在サイパン領事事務所

https://www.hagatna.us.emb-
japan.go.jp/saipan/protocol0924.pdf

注）9月24日より2回のワクチン接種を完了していない
来島者は、48時間以内のPCRの陰性証明を持参すれば
7日間、持参していなければ10日間、政府指定施設
にて隔離と変更になりました。

https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/saipan/protocol0924.pdf


⚫ 新型コロナに関する情報、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/


観光業の再開

⚫ 7月1日 韓国と北マリアナ諸島（CNMI)とのトラベルバブルスタート
⚫ 7月17日 韓国からの視察FAM一行（約40名）が来島
⚫ 7月24日 トラベルバブル締結後、初の韓国人ツーリスト（団体）が来島



千葉県香取市とサイパン市 姉妹都市に

⚫ 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しました。
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ました。









現地情報アップデート

ホテル ・ レストラン ・ スポーツ



⚫ 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）
2022年2月開業予定

現地最新情報 － ホテル



現地最新情報 － ホテル

⚫ ハイアットリージェンシー サイパン さらなる40年へ
2021年12月で現在の土地のリース権が切れるため、政府の公有地局
（DPL)との交渉を続けてきたハイアットリージェンシー サイパンは、
2022年から更なる40年間のリース権更新でDPLと合意



現地最新情報 － レストラン

⚫ 旧日本灯台跡が絶景のレストランに！
第二次世界大戦中の旧日本軍が、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、ネイビーヒルの丘の上に建てた
灯台跡が、展望レストランとしてオープン。（団体のパーティー向け）
https://www.facebook.com/marianalighthouse.official

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


⚫ マリアナライトハウスの収容可能人数

✓ 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）



現地最新情報 － ゴルフ場

サイパンはゴルフ目的で訪れるリピーターが多数！
気温変化が少ない常夏の島マリアナは、年間を通して同じコンディション
でゴルフが楽しめるゴルフ天国です。
現在は3か所のゴルフ場でリゾートゴルフを楽しむことができます

⚫ キングフィッシャー ゴルフリンクス
全てのホールから海を望むことができる世界でも
類を見ないコースレイアウト。
息を飲むようなダイナミックな景観と変化に富む
コースは、ガラパン地区（ホテル街）から車でわず
か15分。
海越えの16番ホールが人気です。



現地最新情報 － ゴルフ場

⚫ ラオラオベイ ゴルフリゾート
グレッグ・ノーマン設計による戦略性の高い本格的
な36ホール。海越えホールあり。
“動と碧のイースト” “静と緑のウエスト”
の2コースが、皆さんの挑戦をお待ちしています。
敷地内には、ラオラオベイタワーホテルが併設され
ていて、ゴルフ三昧の休日を満喫できます

⚫ コーラルオーシャンリゾート ゴルフコース
サイパンで唯一のLPGAスタンダード、7,000ヤード、
18ホールのゴルフコース。
殿堂入りのラリー・ネルソンがデザインした海辺の
コースで、リゾートホテル内にあるのでプールや食
事などリゾートライフも楽しめます。
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キングフィッシャーGL
http://kingfishergolflinks.com/

ラオラオベイGR
http://laolaobay.jp/wordpress/コーラルオーシャンリゾート＆ゴルフ

http://www.cogrsaipan.com/jp/

http://kingfishergolflinks.com/
http://laolaobay.jp/wordpress/
http://www.cogrsaipan.com/jp/


現地最新情報 － ゴルフ場

ロタ島のゴルフ場

⚫ ロタリゾート＆カントリークラブ

ロタ島唯一のゴルフ場。島の北東部の丘
陵地に広がる18ホール、7,093ヤード、
パー72のチャンピオンシップコース。
雄大なフィリピン海のすばらしいオーシャ
ンビューを望み、自然の木立に囲まれた
落ち着いた雰囲気の中で ゆったりとプ
レーを楽しんでいただけます。
**現在リゾート共々休業中**



現地最新情報 － ダイビング

ダイビング + 学び を体験しませんか？

⚫ サイパン珊瑚の産卵観察プロジェクト

2020年夏からスタートした色々な珊瑚の
産卵の様子を観察し、産卵時期の解明に
挑んだプロジェクト。
2年間の継続的な観察からおおよその産
卵時期、珊瑚のタイプが解明されつつあり
来年以降、“珊瑚の産卵観察ツアー”として
一般のダイバーやショップツアーでも楽し
んでいただけるよう計画中です。
ダビングに“学び”もプラスされます。



現地最新情報 － ダイビング

人気観光スポット グロット 修復終了

⚫ サイパンの人気ダイビング、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、10月に再オープン

✓ 階段、手すりの修繕
✓ 展望テラスの大規模な修繕
✓ 新しい看板の設置
✓ お手洗いもきれいに









現地最新情報 － ダイビング

Superfish Diving Saipan提供

⚫ YouTube動画
“Grotto” ショートムービー
- グロット再開しました！-

を是非ご参照下さい

https://www.youtube.com/watch?v=Q4JF
G_pS5dc

https://www.youtube.com/watch?v=Q4JFG_pS5dc


現地最新情報 － ダイビング

マリアナのダイビング 注目ポイント

1. 日本人インストラクターのいるショップが多数（現在も日本人イントラ約26名）
日本語で安心してライセンス取得、ダイビングが楽しめます

2. 学校のライセンス取得ツアー、ショップのツアーに学びをプラス！
“サイパン珊瑚の産卵観察プロジェクト”を通じて生態系の神秘、法則を
豊富な画像、動画を通じて学ぶことも

3. ビーチエントリーポイントが多く初心者でも楽しめる＆ライセンス取得料金は
他のビーチリゾートよりもかなり安め

4. とにかく透明度が高いのが自慢です！



その他 － アクティビティ おさらい

サイパンを中心に楽しめる
アクティビティは；













現地最新情報 － 博物館

北マリアナ諸島歴史文化博物館
建物は1922年に建てられた日本統治時代の日本病院跡を改築して
1998年に博物館としてオープンし、改修のため2015年に一時閉鎖。
2018年春に改修を終えてリニューアルオープン。

➢ サイパン中央部にあるガラパン地区から
歩いて10分ほど

➢ 北マリアナ諸島の歴史と文化を紹介
➢ 日本統治時代の生活様式がうかがえる

資料も多数展示
➢ 歴史を語れるガイドをつけての見学を

是非学生ツアーに
➢ 文化、平和学習に最適



年間注目イベント情報

日本人が参加・集客しやすいもの



サイパンマラソン

開催時期：毎年3月第2土曜日

⚫ 種目：フルマラソン（42.195km）・ハーフ
マラソン（21.0975km）・10kmラン・5kmラ
ン

⚫ 記念品：参加メダル、参加Ｔシャツ、
完走証（記録証）

サイパン島を南北に西海岸沿いを走るサ
イパンマラソンはIAAF/AIMS公認コース。
全体を通して90%が平坦なコースで、初心
者にも参加しやすいのが特徴です。



テイスト・オブ・マリアナ （マリアナ最大のグルメイベント）

開催時期：毎年5月の土曜日

⚫ 会場：会場はガラパンのマイクロビーチ
沿いガラパンフィッシングベース

⚫ 開催時間：5:00pm 〜 10:00pm
⚫ 入場料 ： 無料

フードブース、クラフトブースの他、ライブエ
ンターテイメントや大食いコンテストも開催さ
れるローカルにも大人気のイベントです



マイクロネシアオープン

開催時期：毎年3月上旬

⚫ 参加費：$100 

⚫ 記念品：大会記念Tシャツ、ディナーパー
ティー 兼 表彰式出席権付き

毎年3月にサイパンで開催されるファンレース。
勝ち上がり方式ではなく全参加者が同じ数だ
けレースを走れるので、毎年海外から参加す
るリピーターも多く、知る人ぞ知るウインド天国
サイパンを象徴するイベント



業界向け販促キャンペーン



2022年もグループ販促キャンペーン継続

2022上期
⚫ 対象期間
2022年4月〜9月出発

⚫ キャンペーン特典
1名2,000円（税込）を交通費補助金の名目で補助

⚫ 適用条件
15名～50名の団体（T/C含まず）

⚫ 申込書提出期間：
1. 対象出発日の45日前までに申請書および

日程表を提出すること
2. BC、UA、OZ、7C、TW便を利用すること



フライト情報



⚫ スカイマーク
NRT/SPN 直行便 当面の間の運休継続

⚫ 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Dailyで運航中

⚫ アシアナ航空
ICN/SPN便 現在週1便（土曜）での運航中
1月以降も現状では週１便での運航予定

⚫ チェジュ航空
現在〜12/31まで週1便（土）にて販売中

フライト情報



⚫ マリアナ パシフィック航空
詳細はまだまだ不明で、観光局として正式に発表
できる状況ではありません。
9月の報道で出ている話は以下。

✓ オーストラリアの投資家が出資、サイパン発着
ベースで計画している新エアライン
✓ 使用機材はBoeing-757（C 20席 / Y 162席）
✓ フルサービスでミール提供、無料の荷物預かりあり
✓ 北マリアナとオーストラリアのTravel Bubble協議がまとま

り次第就航
✓ 現在予定では2022年1Qにシドニーとブリスベン便から。

その後、日本、韓国、フィリピンも就航予定
✓ カーゴもあり

フライト情報



月1回のニュースレター 是非購読を！

⚫ 月1回、最新の現地情報などを盛り込んだニュースレターを配信中です。
配信希望の方は以下アドレスまで配信希望の旨、ご連絡をください。
mva@access-jp.jp

mailto:mva@access-jp.jp


マリアナについて勉強しよう！

⚫ マリアナ政府観光局では以下のオンライントレーニングを提供中
海外旅行が本格的に動き出す前に役立つ知識の習得を！

初級編は、全35問、各社のPC対応環境に合わせ、Google FormsとQuiz Generatorの2つ
のバージョンで提供。何度でも挑戦できます！
⚫ Googleフォーム版 #1 https://forms.gle/ht5s1fxSLgWFmEB66

⚫ Googleフォーム版 #2 https://forms.gle/eyLrTi4K7jVdv87A7

⚫ QuizGenerator 版 https://bit.ly/TheMarianas_Learning_052020

https://forms.gle/ht5s1fxSLgWFmEB66
https://forms.gle/eyLrTi4K7jVdv87A7
https://bit.ly/TheMarianas_Learning_052020


サイパン・テニアン・ロタは

グアムよりも日本から近く
日本から一番近い

アメリカのビーチリゾートです！

販売ポイント

北マリアナ諸島は

世界中の感染エリアの中でも
かなりのコロナフリー

安心、安全な渡航地です！

現地では

常に健康と安全に関するガイド
ラインを遵守し、訪れる方に
安心な滞在を提供しています



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/


