
 

 

 

 

モルディブニュース 

Maldives News September 

2020 年 9 月号（発行 9 月 4 日） 

モルディブニュース 2020 年 9 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、発信を行なっていき

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） 

モルディブ・ウェビナー”Rediscover Maldives”開催 

この度、モルディブ政府観光局では、下記の日程でウェビナーを開催いたし

ます。テーマは、”Rediscover Maldives”。最新のコロナウイルス対策、ガイド

ライン、及び、プロダクト情報を現地からお届けします。ウェビナーは英語で、

ご希望の方には、日本語の同時通訳が入ります。 

このウェビナーは、MMPRC がマーケティング活動を行なっている各マーケッ

ト向けに、エリア毎に順次開催しているものです。今回のコロナ危機がモル

ディブの観光産業に与えた影響や、今後のリカバリープラン、また、観光客に

とって安心してご滞在いただけるパラダイスアイランドとしての魅力を存分に

お伝えする予定です。モルディブは、万全の感染対策で世界各国からの観

光客をお迎えします。また、モルディブは島が点在するという独特な地形か

ら自信を持って、世界でも最も安全なデスティネーションであると言えます。 

MMPRC は、”A Dozen Must Do Experiences in the Maldives”キャンペーン

を展開中です。島の上空を飛行したり、イルカと泳いだり、ツリーハウスで遊

んだりといった、モルディブでできる、ユニークな体験をご提案していきたい

と思っております。 

”A Dozen Must Do Experiences in the Maldives”（動画） 
 

日時： 2020 年 9 月 10 日 (木) 午後 3 時〜午後４時（日本時間） 

プラットフォーム： Zoom 

参加申し込みはこちらから。 

＊参加申込の記入は英語でお願いいたします。 

＊ウェビナーは英語で開催されますが、日本語の通訳が入ります。 

＊お問い合わせは、japan.pr@visitmaldives.com まで。 

 

 

mailto:Japan.pr@visitmaldives.com
https://visitmaldives.com/en
https://visitmaldives.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=SReAemXV6I4
https://visitmaldives.zoom.us/meeting/register/tJ0ode-rrjwvGNOV_T4Ac7GdqoWMV8BqTCGl
mailto:japan.pr@visitmaldives.com


 

 

 

 

 

モルディブは、「これから行きたい国」で 第１位 

東京池袋のサンシャインシティで、8 月 21 日〜23 日の日程で開催されていた、マ

リンダイビングフェアで「第 20 回マリンダイビング大賞 2020」の発表があり、「これ

から行きたいエリア部門」で、モルディブが第１位となりました。読者やユーザーに

よる人気投票で行われる、この名誉ある賞をモルディブが受賞するのは、今回で

連続 12 回目となります。 

 

毎年、4 月に開催されている、マリンダイビングフェアは、新型コロナウイルスの影

響で、今年は 8 月に開催され、3 日間に渡り、数多くのダイビングファンが訪れま

した。モルディブは、ダイバーにとって人気のデスティネーションです。 

 

2019 年、日本からモルディブへの渡航者数は、44,251 人で、前年対比で 4.6%

の増加でした。2020 年に入ってからも、2 月までの渡航者数は、4,052 人で前年同期比 2.4%の増加でした。日本マーケット

は第 10 番目の市場となっています。 

サーフィン専門誌「デーヴィ・ヒファーファ」発行  

9 月 2 日、モルディブ政府観光局(MMPRC)の本局で、モルディブのサーフィン専門誌「デーヴィ・ヒファーファ」の創刊セレモニ

ーが行われました。 「デーヴィ・ヒファーファ」は、モルディブの豊かで長いサーフィンの歴史を紹介し、魅力的な画像や動画を

使い、サーフィンの魅力を伝えて行きます。モルディブの環境問題への取り組みや、地元のサーフィンブランドも紹介していく予

定です。  「デーヴィ・ヒファーファ」とはディベヒ語で、「アディクション（魅了）」を意味します。創刊者のナシャル・ナシールとアミ

ル・アミン・ディディはともにモルディブをサーファーでそれぞれの経験を生かした媒体作りをしています。年一回発行で、ウェブ

サイトから無料ダウンロードが可能です。www.dhevihifaafa.com 

モルディブへ旅行する前に知っておくべきこと。 

モルディブは、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。モルディブへ旅行する前に

知っておくべき事柄をまとめましたのでご参照ください。 

 モルディブへ旅行する前 

1) モルディブ観光省に登録されている宿泊施設の予約が必須。 

 

2) リゾート、ライブボード、無人島のホテルは  7 月 15 日からオ

ープン 

 

3) ゲストハウス、有人島のホテルの営業開始は未定。 

 

4) 最新の営業状況を各宿泊施設のウェブサイト等でチェックして

ください。 

 

5) 現段階では、トランジットの場合を除き、複数の宿泊施設を利

用することはできません。 

 

6) モルディブ入国の 24 時間前にオンラインで健康質問票の提出

を行ってください。 

 

http://www.dhevihifaafa.com/


 

 

 

 

 

 

 
モルディブへ向かう機内、及び到着時 

1) マスクの着用が義務付けられています。 

 

2) ソーシャルディスタンスを保ってください。 

 

3) 到着ロビーに入る前に、手指の消毒を行って下さ

い。 

 

4) 機内で発熱、咳、息苦しさなどの症状があった方

は、健康保険局へお知らせください。 

 

5) 到着時に 30 日間の観光ビザが発給されます。 

 

6) 到着旅客に検温を実施しております。 

 

7) 入国後の隔離措置はありませんが、9 月 10 日以降

到着の方は、モルディブ到着前 72 時間以内に発行さ

れた PCR 検査の陰性証明書（英語）をお持ちくださ

い。 

 

8) コロナウイルス感染症の症状がある方は、自費で

PCR 検査を受けていただきます。 

 

9）PCR 検査で陽性となった方は、リゾート内、もしくは、

政府指定の隔離施設での隔離措置が取られます。 

 

10) PCR 検査が陰性となった方は、隔離措置は解除さ

れ、引き続きご旅行を継続していただけます。 

 

11) 症状のある方は、公共の場での行動は制限に従っ

てください。 

 

12) 症状のある方は健康保険局による追跡調査の対

象となります。PCR 検査の結果が出るまで、リゾート内

で隔離措置を行っていただき、陰性になった時点で、

隔離措置は解除となります。 

 

13)14 日以内にコロナウイルス感染症にかかった方の

濃厚接触者であると健康質問票にご記入された方は、

空港クリニックにて受診をしていただきます。 

 

14) 症状のある方は、PCR 検査の対象となり、指定さ

れた施設で隔離となります。 

 

15) 保健所による検査が無作為に行われる場合があり

ます。（検査費用は無料です） 

 

16) 接触者感染追跡アプリ”TraceEkee”のダウンロード

を推奨しております。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

モルディブを出発する時 
 

1) 隔離や検疫措置が取られていない方は、宿泊施設を出発する前にスク

リーニングを行います。 

 

2) スクリーニングの質問票には、過去 14 日間に発熱などの症状があった

場合、必ずその旨をご記入ください。その際、検温も行います。 

 

3) 出国の際の PCR 検査はありません。しかし、スクリーニングの際に、症

状が確認された方は、PCR 検査の対象となります。 

 

4) 帰国にあたり、陰性証明書が必要な方は、モルディブ国内で PCR 

検査を受けていただくことが可能です。 

 

 

 

 健康質問票は、モルディブ到着の 24 時間前までにオンラインでご提出ください。 

https://www.ivisa.com/maldives-health-declaration-form 

 営業再開中のリゾート等の宿泊施設の情報はこちらをご覧ください。(8 月 31 日時点) 

https://visitmaldives.s3.amazonaws.com/Ejo6Wmwr/jvahod21.pdf 

 モルディブ観光省ウェブサイト（英語） 

https://www.tourism.gov.mv/covid19 

 詳しくは、モルディブへ旅行するにあたってのガイドライン(Guideline for Traveling to Maldives under “The New 

Normal”)をご参照ください。 

https://visitmaldives.s3.amazonaws.com/7jqJ4Mw5/0iravqmj.pdf 

 

 

アレッサンドラ・アンブロシオ

がモルディブに帰ってきた！ 

元ヴィトリア・シークレットのエンジェルでスーパーモデルのアレッサ

ンドラ・アンブロシオがモルディブに帰ってきました！家族とともに、

ウォードルフ・アストリア・モルディブ・イトハーフシに滞在。自身のイ

ンスタアカウントにその様子が投稿されていました。1,000 万人以上

のフォローワーに向けて、自転車に乗ったり、プールサイドでのんび

りしたり、ジムでワークアウトしたりとアクティブなホリディを楽しんで

いる様子を投稿。娘の 12 歳のお誕生日を、プールのフローティング

ブレックファストでお祝いしている写真もあります。投稿された写真の

キャプションには、「私のハッピーな場所へ帰ってきました “Back to 

my happy place”」とコメント。モルディブも、アレッサンドラが帰ってき

てくれて嬉しいです！ 

 
Photo credits: https://www.instagram.com/alessandraambrosio/ 

 

 

 

https://www.ivisa.com/maldives-health-declaration-form
https://visitmaldives.s3.amazonaws.com/Ejo6Wmwr/jvahod21.pdf
https://www.tourism.gov.mv/covid19
https://visitmaldives.s3.amazonaws.com/7jqJ4Mw5/0iravqmj.pdf
https://www.waldorfastoriamaldives.com/
https://www.instagram.com/alessandraambrosio/
https://www.instagram.com/alessandraambrosio/
https://www.instagram.com/alessandraambrosio/


 

 

 

 

 

アミラ・モルディヴ・リゾート＆レジデンスのビーチサイ

ドバー 
 

アミラは常に進化するリゾートとして知られていましたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大によるパンデミックの影響で休業を余儀なくされた

のを機に、施設内の改装工事を行いました。その一環として行ったの

が、バー岩礁のビーチにある、メインバーの移転工事でした。バー・バ

ー・バー(Baa Baa Bar)は、インド洋に沈む夕陽を眺める絶好のロケー

ションの、島の西側の白い砂浜に新しく建てられました。バーの側面

はオープンになっていますので、バーの内部からでも美しい夕陽を眺

めることが出来ますし、勿論、ドリンクを片手にビーチで楽しむ事も出

来ます。毎週土曜日の午後 7 時から 8 時までの間に提供されるサン

セットアワー・マティーニはこのバーのハイライトです。このスペシャル

メニューは、アミラのオーガニックガーデンで収穫されたローズマリー

などのハーブ入りのシロップを使ったローズマリー・マティーニや、蝶豆の花シロップを使った Oishi Oishi マティーニなど、趣向

を凝らしたカクテルをお楽しみいただけます。 

自家製のスロージンを使った、スローサマーカクテルや、健康に良い酵母を使った発酵カクテルや、昆布茶やテパシェなどを

用いたオリジナルカクテルもお勧めです。ご自宅でもこの味を再現できるように、ゲスト用のカクテル・マスタークラスも行ってお

ります。勿論、ワイン各種、オーガニックソーダ、プレミアムビールなども揃っています。このバーの雰囲気にぴったりの、ポス

ト・ディナー・メニューもありますので、ココナッツチーズケーキや、お休み前のウィンターチェリーティーや、ターメリック入りのゴ

ールデンミルクなどもお楽しみいただけます。 

 

ムーベンピック(MӦVENPICK)の徹底した感染対策。 

徹底した感染対策でお客様をお迎えすることは、モルディブでオープンしているリゾート全ての共通の課題です。お客様、スタ

ッフ、パートナーの健康を守ることは、我々、観光産業で働く全員の最優先事項です。ムーベンピック・リゾート・クレドヒバル・モ

ルディブでは、通常の清掃及び消毒作業に加え、お客様が安全に、そして、安心して滞在していただけるように、様々な措置を

行っています。当ホテルは、世界的な認証機関であるビューローベリタスが発行する ALLSAFE を取得しています。また、追加

の感染対策として、以下のような措置を行っています。 

• オールセーフオフィサー(ALL Safe Officer)と呼ばれる、健康と安全を専門に担当するスタッフを配置し、ホテルのオペ

レーションやゲストからの要望を包括的に支援。 

• 公共エリアで接触頻度の高い箇所の徹底した消毒 

• 客室内の接触頻度の高い箇所及び、バスルームの徹底した消毒 

• コモンエリアでのソーシャルディスタンシングの徹底 

• フロント、エレベーター、レストランなどの公共エリアでの消毒液の設置 

 

https://www.amilla.com/maldives-resort-bars-restaurants/baa-baa-bar
https://www.amilla.com/maldives-resort-bars-restaurants/baa-baa-bar
https://www.amilla.com/uploads/amilla-fushi/menu/AF_martini_sunset_hour.pdf
https://www.amilla.com/uploads/amilla-fushi/menu/AF_martini_sunset_hour.pdf
https://www.amilla.com/uploads/amilla-fushi/menu/AF_Post_dinner_menu.pdf
https://www.amilla.com/uploads/amilla-fushi/menu/AF_Post_dinner_menu.pdf


 

 

 

 

• スタッフに対する安全と衛生に関してのトレーニング 

• セルフチェックインのアシスタンス 

• All.accor.com を通じたオンラインチェックイン及びチェック

アウト。WhatsApp を使ったコミュニケーション。 

• ルームサービスメニューの拡充。ご要望があれば、お食

事の個別包装も承ります。 

• お食事に関する安全対策 

• AXA とのパートナーシップによる、全ゲストに対するグロ

ーバルメディカルサポート 

ムーベンピック・ホテルズ＆リゾートは、お客様のご負担が少ないよう、シンプルですが小さい事の積み重ねで大きな安心を提

供したいと考えています。また、楽しく快適に滞在していただけるよう、毎日午後に開催されるチョコレートアワーや、ぐっすりお

休みいただけるような最新のテクノロジー、お子様が喜ぶようなヘルシーキッズメニューなどの仕掛けがたくさんあります。ムー

ベンビックは、世界的に最もグリーンなホテルブランドです。1973 年にスイスで創業されたホテルブランドで、25 カ国 90 軒以上

のホテルを所有しています。ムーベンピックは、世界 110 各国で 5000 軒のホテルが加盟する、アコーホテルのチェーンです。

ムーベンピック・リゾート・クレドヒバルの情報は、こちらをご参照ください。 

ラディソン・ブルーがモルディブに初進出 

ラディソン・ホテル・グループは、この度、ラディソン・ブルー・リゾート・モルディブをオープンしました。同グループとしては、モル

ディブ初のホテルとなります。マレのヴァレナ国際空港から 105 キロのアリフ・ダール岩礁、フルエリ島にあり、空港から水上飛

行機で 30 分、または、国内線の飛行機でマーミギリ空港（所要時間 20 分）まで行き、スピードボートに乗り換え（所要時間 15

分）とアクセスも便利です。短期滞在、長期滞在、ウェディング、ハネムーンなどに最適です。全ての客室は、ビーチフロントか

水上ヴィラで、占有面積が 215〜790m2、全室プライベートプール、オーシャンビュー、洗練されたアメニティを備えており、１ベ

ッドルームから 3 ベッドルームまで、旅行スタイルに合わせてお選びいただけます。プレジデンシャル・スイートは、吹き抜けで

フレスコ天井のあるリビングから見渡せるインド洋が自慢です。リゾート内のダイビング・スポーツセンターでのダイビング、水

上スパやヨガパビリオン、スポーツコートでのフィットネスセンター、キッズクラブやゲームルームなど、様々なアクティビティをご

利用いただけます。最大 50 名まで出席できる、ガラス張りのイベントホールではオーシャンフロントの結婚式が可能です。 

レストランとバーも充実しています。Raha はカジュアルなオールダイニ

ングレストラン、Alifaan は地中海料理と新鮮な魚介類のグリル、Eats 

& Beats はプールサイドでチルアウトしたい方におすすめ、そして、

Crusoe’s は大人のためのオアシスです。また、Kabuki は日本料理、

Mahurab は水上のワイン＆シガーバー、The Lab はワインとカクテル

のペアリングディナーが楽しめるエクスクルーシブなレストランです。

勿論、お泊まりのヴィラでの 24 時間ルームサービスも可能です。 

「世界的にも人気の高いモルディブで、初のラディソン・ブルーをオー

プンすることができてとても興奮しています。ラディソン・ブルー・リゾー

ト・モルディブは、素晴らしいホテルです。プールヴィラ、多様なレスト

ラン、ワールドクラスのレジャー施設やイベントスペース、どれをとって

も、ラディソン・ブルーが信条とする”Yes I Can!” の精神に溢れていて、全てのお客様にお楽しみ頂けると信じています。」と、

ラディソン・ホテル・グループ、東南アジア太平洋オペレーション担当副社長のアンドレ・デ・ヨングは述べました。 

また、ラディソン・ブルー・リゾート・モルディブの総支配人ザーファー・アガカンは、「ラディソン・ブルー・リゾート・モルディブにお

客様をお迎えできることができ大変嬉しく思っています。お客様が思い描いているトロピカルアイランドのパラダイスの全てを叶

えているリゾートだと思っています。また、国際空港からのアクセスの良さも、短期滞在のお客様にもご利用いただける強みだ

と思っています。」と言いました。 

コンテンポラリー高級ブランドのラディソン・ブルーは、アジア太平洋地域での存在感を高めており、オーストラリア、バングラデ

ッシュ、中国、フィジー、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナムに続き 10 カ国目の進出になります。 

ホテルに関しての詳しい情報は、こちらから。 

https://www.movenpick.com/en/asia/maldives/kuredhivaru/resort-kuredhivaru/overview/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-resort-maldives
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