
 

 

 

 

モルディブニュース 

Maldives News November 

2020 年 11 月号（発行 11 月 25 日） 

モルディブニュース 2020 年 11 月号をお送りします。 

日本での魅力あるデスティネーションとしてのモルディブを、メディア及び、旅行業界に向けて発信を行なっており

ます。モルディブは、世界に先駆けて、７月 15 日から、日本を含む世界各国からの観光客の受け入れを再開してお

ります。コロナウイルスの影響で業界の先行きが不透明な状況ではありますが、この時期だからこそできる情報発信

を行っていく所存ですので、宜しくお願いいたします。 

この定期ニュースレターに関するお問合せ、また、受信を停止したい場合は、お手数ですが下記にご連絡ください。

問い合わせ先メールアドレス： Japan.pr@visitmaldives.com 

モルディブ政府観光局 Visit Maldives （英語） 

JATA Destination Series Webinars のご案内 

この度、モルディブ政府観光局は、下記の日程で JOTC Destination Series Webinars に参加します。デスティネーションを深掘

りした１回あたり３時間のオンラインセミナーで、最新のモルディブの旅行情報、アクセス、そして、今後のプロモーション活動に

加え、現地ホテルなどのパートナーのプレゼンも予定されています。モルディブのリゾートホテルの宿泊券などの賞品が当たる

抽選も予定しております。皆様のご参加をお待ちしております。 

 
日時： 2020年 12月 16日 (水) 午後 2時〜午後 5時（日本時間） 

参加申し込みはこちらから。 ＊お問い合わせは、japan.pr@visitmaldives.comまで。 
 

第 27 回 World Travel Award の 8 部門にノミネート 

モルディブは、第 27 回 World Travel Award の 8 部門にノミネートされています。このアワードは、1993 年以来、毎年発表さ

れている名誉ある賞です。 

 ワールド・リーディング・ビーチ・デスティネーション 2020 

 ワールド・リーディング・クルーズ・デスティネーション 2020 

 ワールド・リーディング・デスティネーション 2020 

 ワールド・リーディング・ダイビング・デスティネーション 2020 

 ワールド・リーディング・ハネムーン・デスティネーション 2020 

 ワールド・リーディング・アイランド・デスティネーション 2020 

 ワールド・リーディング・ツーリスト・ボード 2020 

 ワールド・モースト・ロマンチック・デスティネーション 2020 

世界各国の旅行業界の人々、及び、旅行好きの一般人による投票は既に締め切られており、11 月末に最終結果が発表され

る予定です。詳しくは、こちらのリンクをご参照ください。 
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モルディブは、「アジアで最もロマンチックな旅行先」と

して選ばれました。 

モルディブは、「アジアで最もロマンチックな旅行先」として、"Best of the Decade 2020 MOST 

ROMANTIC ESCAPE"賞を受賞しました。この賞は、2005 年以来、中立的な立場で航空会社、

空港、ホテル、デスティネーションなどの市場調査を行ってきたスマート・トラベル・アジアが毎年、

発表しているものです。新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、今年は例外措置として

2010 年から 2019 年までの集計結果、読者からのコメント、フォーカスグループからのフィードバ

ック、ジャーナリストなどの批評などを総合的に判断して各賞を決定しました。その他にもモルディ

ブは、下記のアワードを受賞しました。 

 ベスト・スパ・ホテルズ 第 3位 -  コンラッド・モルディブ 

 ベスト・ラグジュアリー・ホテルズ（アジア） 第４位 - シーバル・ブラン・ランデリ 

 眺望抜群の客室 第 4位 - ウォードルフ・アストリア・モルディブ 

 ベスト・ニュー・ホテルズ(2017-2019) 第 9位 -  ウォードルフ・アストリア・モルディブ 

スマート・トラベル・アジアは、アジアのホテル、航空会社、スパなどを特集するオンラインの旅行メディア。世界各国 150 万人

の読者の平均的な飛行回数は年間 14回。アワードの詳細は、こちら。 

 

世界初のモルディブ・ボーダーマイル・プログラム 

モルディブは世界初の試みとなる、モルディブ・ボーダー・マイルズを 12 月 1 日

から導入します。このプログラムは、モルディブ入国管理局主導のもと、モルディ

ブ観光省、モルディブ政府観光局、モルディブ空港会社と協同で開発するもの

で、モルディブへのリピーター獲得に向けてさらなる観光の発展を目的に作られ

ました。 

このプログラムはツーリストであれば誰でも参加ができ、訪問回数と滞在日数に

よって、ポイントを獲得でき、点数に応じて各種特典を得られるものです。獲得ポ

イントにより、アイーダ(Aida)がブロンズ、アナターラ(Anatara)がシルバー、アバ

ーラーナ(Abaarana)がゴールドの 3 つの段階に分けられています。詳しい特典

などは今後、発表されていく予定です。詳しくは、こちらの特設サイトをご参照くだ

さい。 

 

モルディブは、WTTC の"Safe Travel Stamp"の認証を取

得しました。 
 

モルディブは、感染拡大防止と、旅行者への安心感を提供するため、世界旅行ツーリズム協

議会（WTTC）が発行する"Safe Travel Stamp （安全旅行スタンプ）"を早々に取得しました。モ

ルディブの感染対策に対する取り組みが認められたもので、モルディブの観光産業も自信を

持ってお客様の誘致に取り組めると好評です。 

 

このスタンプは、国連世界観光機関(UNWTO)も認証しており、WTTC の定める世界的な旅行

安全基準を満たしている事が認められたものです。このスタンプの導入以来、世界各国の主

要観光地及び、観光産業が取得に向けて取り組んでいます。 
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アライド・インバウンド モルディブ初のコロナ保険 
 

アライド保険会社(Allied Insurance Company)はモルディブ観光省と協同で、モルディブを訪問する

観光客向けのコロナウイルス感染症に特化した保険を開発しました。コロナ保険の「アライド・インバ

ウンド」は医療費、隔離施設滞在費用、緊急医療移送費などが含まれます。また、隔離滞在先は、健

康保険局(HPA)指定の機関に限られます。 

モルディブへの滞在許可を持たない旅行者であれば加入が可能で、アライドのウェブサイトを通じ

て、モルディブ到着 24時間前までに申し込みができます。 

 

詳細な内容は、アライド保険会社のウェブサイト、または、パンフレットをダウンロードしてください。 
 

モルディブ入国にあたり、陰性証明書の提出期限が 96 時

間前に変更されました。 
 

モルディブは、陰性証明書の提出期限をモルディブ出発の 72 時間前から 96 時間前までの提出に変更しました。国境再開当

初は陰性証明書の提出義務はありませんでしたが、10 月 15 日からローカル島のゲストハウスの営業再開に向けた、感染防

止対策の取り組みの一環として、陰性証明書の提出義務を決めました。 

96時間前とは、モルディブへ出発する最初の空港からの出発前 96時間前になります。トランジットの旅行者は、トランジット時

間が 24時間以内であれば再度の PCR検査は不要ですが、24時間を超える場合は、再度、検査を受けて陰性証明書を取得

していただく義務があります。 

陰性証明書は、旅行者名、検査をした医療機関名と住所、PCR 検査の種類、検査日時と検査結果が明記してある必要があり

ます。 

また、モルディブへの出発 24時間前までに、オンライン上の健康質問書に記入して提出する義務があります。 

オンラインの健康質問書はこちらのリンクから。 

モルディブ入国時に症状のある旅行者は、国際国境健康カウンターに申告する義務があります。 

＊1歳以下の幼児は陰性証明書の提出は免除されます。 

 

モルディブでのワーケーションがお勧めな、3 つの理由 
 

モルディブの各リゾートでは、コロナ禍の中、様々なワーケーションパッケージを展開しています。新しい環境では生産性も上

がり、ストレスも下がります。Zoom の背景だけでなく、リアルなパラダイスでのワーケーションをオススメするには３つの理由が

あります。 
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1. 素晴らしい環境 

ビーチヴィラや水上ヴィラからはいつでも裸足で白い砂浜や、透き通った青い海に裸足でいける、そんな環境の中、高速インタ

ーネットに接続できる環境で、いつでも仕事モードに入れます。ヴィラでルームサービスを取りながら、レポートを仕上げる、プ

ールサイドのデッキチェアでオンライン会議、など、いつもと違った環境はきっと新しいアイディアも生まれるでしょう。 

 

2. 仕事の時間と遊びの時間をくっきり分ける 

生産性を上げるためには、リゾートとはいえ、決まったルーティンをこなすことが大事です。朝は早起きして、朝ヨガ、瞑想セッシ

ョン、フィットネスクラスなど、仕事前にきっちり身体を動かすことをお勧めします。リゾートの多くはスパメニューが充実していま

すので、仕事後は疲れた目を癒すためのトリートメント。サンセットクルーズでインド洋に沈む夕日を眺めるのも良い、気分転換

になります。 

 

3. サステイナブルなサーキュラーエコノミーへ貢献 

海洋の生態系維持の為、モルディブでは、観光客が参加できるさまざまなプログラムを用意しています。例えば、サンゴの植え

付けをしたり、ウミガメを養子にしたり、自分にあった形の社会貢献活動ができるのです。 

 

ワーケーションパッケージは各種あります、下記は一例です。 

 

ワーケーションパッケージ "Work from Your Home in the Maldives" 

LUX*サウス・アリ・アトール・リゾート＆ヴィラ ： 水上ヴィラ US$5,692〜（2名、3食付き） 

LUX*ノースマーレ・アトール・リゾート＆ヴィラ  ： 水上ヴィラ US$9,581〜（2名、2食付き） 

上記、いずれも、7泊以上（最長 30泊まで） 

詳しくは、こちら。 

 
 

ウォードルフ・アストリア・モルディブ・イターフシがプ

ール付き客室ベスト 20 のトップに選ばれました。 
 

ラグジュアリーな休暇を過ごすのに最適なプライベートプール付きのお部屋。世界的な高級ホテルチェーンのウォードルフ・ア

ストリア・モルディブではそんな夢の世界が現実となります。インド洋に浮かぶ水上ヴィラ全てに、インフィニティプールがあり、

ダイニングガゼボ、お昼寝に最適なスイングベッド付きのデッキなどがあり、美しい眺望を楽しめます。完全なプライバシーを望

まれるお客様には、ホテル所有のプライベートアイランドを予約することもできます。ステラ・マリス・プライベート・オーシャン・ヴ

ィラはボートでのみアクセス可能な、大型ヴィラがあり、究極の贅沢な滞在と絶景をお約束できます。 

 

 
 

ウォードルフ・アストリア・モルディブ・イターフシは、ヴェラナ国際空港からヨットで僅か 40 分。世界各国のグルメ料理が楽しめ

る 11のレストラン、ワールドクラスのスパ施設、そして、洗練されたサービスを提供するスタッフがお客様を出迎えます。 
 
 
 
 
 
 

http://www.luxresorts.com/


 

 

 

 

今後、モルディブでオープン予定のリゾート 
 

まるで絵葉書のような美しいモルディブの海、サンゴ礁に囲まれた島々、透き通った水に白砂が続く海岸。モルディブには 150

を超えるリゾートがあり、それぞれ特徴的なスタイルやキメの細かいサービスを提供していて、一度、モルディブを訪れた旅行

者は、その後、何度も再訪していただく方々が多くいらっしゃいます。そんな方々に、また違った体験をしていただくための朗報

です。今年から 2021年にかけて、多くのリゾートの建設が予定されているからです。 

 

チェディ・クダヴィリンギリ(The Chedi Kudavillingili)は、GHMホテルズ＆リゾーツのチェーンで、11月末オープン予定です。

ヴェラナ国際空港からスピードボートで約 30分の便利なロケーションにあり、スタイリッシュな 36棟の水上ヴィラを含む、全 99

棟のヴィラがあります。インターナショナル料理を提供するダイニングレストラン、ホリスティックスパ、ダイビングなどアクティビ

ティも充実。特に有名なサーフィンスポットがリゾートからすぐの場所にあります。 

 

 
 

ノース・マーレ・アトールのファーリ島にはザ・リッツ・カールトン・モルディブが来年春にオープン予定です。ヴェラナ国際空港か

らスピードボードで 50分、または水上飛行機で 10分の距離にあります。ヴィラは 1ベッドルームから 3ベッドルームまででそ

れぞれ、専用のバトラーが付きます。ミシュランの星付きレストランのシェフが腕をふるう６つのレストラン、２つのバー、キッズ

プログラム、スパなどの施設も充実。また、リッツ・カールトンでは、環境アンバサダーとなっていただけるゲストを募集していま

す。サステイナブルな未来を作り上げていく上で、ゲストの果たす役割が重要だと考えています。 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
同じく、ファリー島に来年オープンする予定のカペラ・モル

ディブは、日本人建築家隈研吾氏が設計。57 棟のヴィラと

マンション全てにプライベートプールが付いています。ホテ

ルのトレードマークとなるオーリガ・スパに加え、日本料理

からアメリカンステーキレストランなど選択肢も多様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ファリー島にオープンする３つ目のリゾートは、カペラの新

しいラインであるパティナで、「パティナ・モルディブ」。先鋭

的なデザインは、ブラジル人建築家のマルシオ・コーガン

氏が手がけています。20 のスタジオ、90 のビーチ及び、水

上ヴィラはどれも 1 から 3 ベッドルーム。ファリーマリーナ

やビーチクラブなどがあるファリー島の中心に位置してい

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 
シヤム・ワールド(Siyam World)は、2020年 12月、ヌーヌ・ア

トールのディグラにオープン予定。ヴェラナ国際空港から水

上飛行機で 45 分の距離にあります。アコモデーションの種

類は 12 あり、海に直接、滑り降りれる滑り台を備えたヴィラ

もあります。ダイニングレストランはインド料理、寿司、ビー

ガンなど 11 軒。フローティングウオーターパークなど、子供

たちが楽しめるアクティビティも盛りだくさんです。 
 

 

 

 

 

 
その他にも、カギ・モルディブ(Kagi Maldives)、アヴァニ・ファーレ・モルディブ・リゾート Avani Fares Maldives Resorts)、ココギリ

アイランド・リゾートなどが、2021年にオープン予定です。 

 
 


