
 

 

モルディブニュース 
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2021 年 1 月号（発行 1 月 20 日） 

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しており

ます。モルディブは、世界に先駆けて、2020 年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 (MMPRC) Visit Maldives （英語） 

2021 年最初に到着のお客様をお迎えして 
新しい年を迎えるにあたり、新しい目標、ビジョン、そ

して更なる成果を達成するべくモルディブ政府観光局

は、より一層の熱意で、モルディブのデスティネーショ

ンマーケティングを行っていく所存です。観光客数をコ

ロナ前の水準に回復させるためのさまざまな活動を計画

しております。また、昨年、モルディブが受賞した多く

の国際的な賞で得た名声を活用し、高級なデスティネー

ション、そして、ハネムーナーのデスティネーションと

してのブランディングの向上に努めて参ります。また、

それに伴い、観光だけでなく、モルディブの文化やヘリ

テージにも焦点を当てていきます。 

 

1 月 1 日にヴァレナ国際空港に最初に到着したのは、ドイツから家族で旅行にいらしたお客様でした。「2021

年最初のお客様をお迎えでき大変嬉しく思います。昨年は実に色々な事が起こりましたが、今年の目標を達成

できるよう、前向きに取り組んでいくつもりです。皆様のご協力に感謝します。ハッピー・ニュー・イヤー！」

と、モルディブ政府観光局のマネージング・ディレクター、トイブ・モハメドが空港で行われた歓迎セレモニ

ーで挨拶の言葉を述べました。モルディブ観光省によると、今月 17 日までの間、モルディブに入国した観光

客数は 47,000 人。ロシアマーケットがトップで、12,000 人、次いで、インドマーケットが 8,000 人となって

います。2021 年は、世界各国からコロナ前と同じレベルの 150 万人の観光客数を予測しています。 

Photo：2021 年最初の到着客となった、ドイツからの家族旅行者 
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2020 年のモルディブの観光客数 50 万人超 
2020 年 12 月 17 日は、50 万人目の観光客を迎えた特別な日となりました。ヴァ

レナ国際空港では、モルディブ観光省、観光局、入国管理局、空港公団によりセ

レモニーが執り行われ、エミレーツ航空で到着した 2020 年の 50 万人目となった

ドイツからの旅行者に７泊分のリゾート宿泊券がプレゼントされました。 

 

モルディブ観光省のアブドゥラ・マウソン大臣は、「本日、50 万人目のお客様を

お迎えするにあたり、この困難な時期を共に乗り越えてきたモルディブの観光産

業及び、的確な時期に国境再開に踏み切ったソリ大統領閣下の英断に深く感謝し

ます。また、世界各国の業界パートナーの皆様、そして、モルディブを安全安心

なデスティネーションとして、さまざまな対策を講じている保険当局をはじめとする関係機関にも深く、感謝

いたします。」と述べました。モルディブの 2020 年の世界各国からの観光客数は、通年で 55 万人を超える見

込みです。7 月 15 日の国境再開後から 12 月末までで、約 10 万人を超える観光客が訪れています。また、旅

行者の平均滞在日数は、コロナ前が平均 7.6 日だったのに対して、国境再開後は平均 9.2 日に増えています。

主要マーケットが変化した事に加え、コロナ禍で感染リスクの低いリゾートアイランドでのホリデイに人気が

高まったのが理由と言えます。 

 

モルディブ政府観光局 2020 年活動ハイライト 
モルディブ政府観光局が、昨年末、地元メディアを対象に開催した記者会見にて、

2020 年の活動ハイライト、及び、2021 年の活動計画が発表されました。 

 

2020 年の活動計画は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅な見直しを

余儀なくされ、当初予定されていた大規模な広告展開から、ソーシャルメディアや

デジタルプラットフォームを使ったキャンペーンにシフトしました。オンラインメ

ディアを活用し、デスティネーションとしてのビジビリティを維持するとともに、

モルディブの最新の渡航情報や旅行制限、そして、何よりもモルディブが安全で安

心な旅行デスティネーションである事を、3 段階に分けて発信し続けました。第１

段階では、「今は家に居て、旅行には後で出掛けよう」という UNWTO のメッセージに沿ったキャンペーンを

展開。第２段階では、リカバリーに向けてのモルディブの感染対策などを発信。そして、第 3 段階では、モル

ディブが世界で最も行きたい旅行デスティネーションとして選ばれるようなブランディングキャンペーンを展

開。世界各国のモルディブの主要マーケットで、各種キャンペーンを通して、ニューノーマルな状況下でのモ

ルディブへの旅行をプロモーションしました。 

 

モルディブ政府観光局は、今年も、積極的にオフライン及び、オンラインでのキャンペーンを計画しておりま

す。観光客数をパンデミック以前のレベルに戻すこと、モルディブをリュクスなデスティネーション、及び、

ハネムーナーのデスティネーションとして再認識してもらうこと、そして、この困難な時期に受賞した国際的

な賞で得た評価を活用すること、などを主な目的とします。更に、観光だけでなく、モルディブの文化など、

ヘリテージにも焦点を当てていく予定です。 



 

 

 

CNN とグローバル広告キャンペーンを展開 
モルディブ政府観光局は、現在展開中の、CNNとのグローバル広告キャンペーンを継続します。コロナ禍にお

ける安全な旅行デスティネーションとしてのモルディブをプロモーションするためのもので、新しいバケーシ

ョン先を探している旅行者に訴求しています。昨年 7 月、モルディブの国

境再開時に開始されたこのキャンペーンでは、テレビ CM や CNN のウェ

ブサイトのバナー広告などで、世界各国の旅行者向けにモルディブを印象

づけるのに成功しました。現在、CNN と展開中のキャンペーンは、モル

ディブ料理を世界に向けて発信するモルディブ人シェフ、ソバ氏の作る料

理や、フラワルヒ・アイランドリゾートの海中レストランの窓掃除をする

ダイバーの仕事、また、モルディブの海中環境保全に対しての取り組みな

ど、ユニークなモルディブのカルチャーを紹介する内容となっています。

CNN の"First Move"という番組では、観光大臣のインタビューが放映され、

話題の高級リゾートでのワーケーションパッケージや、感染症対策、また、今後のモルディブの観光産業の展

望などについて議論されました。 

 

インターナショナル・トラベルアワード 2020 にて「ベ

スト・インターナショナル・アイランドホリデイ・デ

スティネーション」賞を受賞 
モルディブは、インターナショナル・トラベル・アワード 2020

にて「ベスト・インターナショナル・アイランドホリデイ・デス

ティネーション」賞を受賞しました。インターナショナル・トラ

ベル・アワードは、KSA ツーリズム・マーケティング＆PR 社

（本社インド）が毎年発表している観光関連産業に贈られる賞で

10 年以上の歴史があります。10 万人以上の一般旅行者、業界関

係者が投票に参加しています。 

 

コロナ禍においても、さまざまな対策を講じてこの困難な時期を

乗り切ってきたことが評価され、モルディブは、昨年 11 月には、

ワールド・トラベル・アワード 2020 の、「ワールド・リーディ

ング・デスティネーション」を受賞しています。その他にも、

「インド洋のリーディング・ビーチ・デスティネーション

2020」、「インド洋のリーディング・クルーズ・デスティネー

ション 2020」、「インド洋のリーディング・デスティネーション 2020」そして、「インド洋のリーディン

グ・ダイブ・デスティネーション 2020」を受賞しています。さらに、ワールド・スパ・アワードによる「イ

ンド洋のベスト・スパ・デスティネーション」も受賞しました。世界各国の旅行者がモルディブを愛し、支持

してくれたことの表れだと言えるでしょう。 

 



 

 

 

JATA デスティネーション・ウェビナー・シリーズ   

モルディブ編 
2020 年 12 月 16 日、モルディブ政府観光局は、日本旅行業協会

（JATA）主催のデスティネーションウェビナーシリーズに、モ

ルディブのパートナーとともに参加しました。 

 

３時間のセッションでは、モルディブ政府観光局のマネージン

グ・ディレクター、トイブ・モハメド、及び、在日モルディブ

大使館イブラヒム・ウェイス全権大使がスピーチ。その後、モ

ルディブの安全対策をはじめとする最新の情報や、プロダクト

の紹介、及び、パートナーのプレゼンテーションなど、モルデ

ィブで体験できるユニークなプロダクトが紹介されました。当

日は、529 名の旅行業界及び、関係者にご視聴いただきました。 

 

JATA のウェビナーの録画動画は、JATA ホームページ上の、こちらのリンクから視聴できます。 

 

2019 年、モルディブへの日本人旅行者数は 44,251 人で 9 番目に大きな主要マーケットでした。2020 年３月の

モルディブでのロックダウンまでの日本人旅行者数は 8,302 人、7 月 15 日の国境再開後から 2020 年 12 月ま

での間に、モルディブに入国した日本人旅行者数は 177 名でした。 

 

電子雑誌「モルディブ・ツーリズム・ブレティン

(Maldives Tourism Bulletin)」を発行 
 

この度、モルディブ観光省は、「モルディブ・ツーリズム・ブレティン

(Maldives Tourism Bulletin)」を創刊しました。2021 年 1 月 1 日発行の創

刊号はソリ大統領が寄稿し、「2021 年はモルディブの観光産業にとって復

活の年となるでしょう。モルディブの観光立国としてのブランドと今後のモ

ルディブの観光産業の展望を内外に示すことができる、モルディブ・ツーリ

ズム・ブレティンを創刊できたことを誇りに思います。」と述べました。モ

ルディブでは、今後も観光関連の新たな投資案件もあり、更なる、観光業界

の発展が期待されています。 

 

また、2022 年は、モルディブでの観光業発祥から 50 周年に当たる節目の年

になります。2021 年は、"Golden Jubilee 2022" を祝うためのさまざまな施

策が予定されています。モルディブ・ツーリズム・ブレティン(Maldives 

Tourism Bulletin)は、下記のサイトからダウンロードできます（英語のみ）。 

 tourism.gov.mv/en/news/maldives_tourism_bulletin 

https://www.jata-net.or.jp/outbound/news/2020/2011_12webinarlist.html
http://tourism.gov.mv/en/news/maldives_tourism_bulletin


 

 

 
 

英国の沈没船「ブリティッシュ・ロイヤルティ」 
1 月 5 日、マラドー島のアドゥ・シティ・ハーバーで、沈没船

「ブリティッシュ・ロイヤルティ」のゴールデン・ジュブリー

イベントが開催されました。75 年前の第二次世界大戦中に、

モルディブのアドゥ環礁で沈没した英国の石油タンカー「ブリ

ティッシュ・ロイヤルティ」は、モルディブ海域の沈没船とし

ては最大級です。マラドー島とヒタドー島の間の海底 33 メー

トルに今も沈んでいます。この沈没船は、近年、地元民と観光

客に人気のダイビングのスポットとして注目されてきました。

サンゴ礁に囲まれた沈没船の周りは、多くの小さな魚が棲息し

ていて、本鮪やカメ、マンタレイやサメなども回遊していま

す。この沈没船を含むエリアは、2018 年からモルディブの環

境保全局(EPA)から、この美しい海域を守るため保護対象のエ

リアに指定されています。 

 
 
 
 
 

モルディブのバーチャルツアーでモルディブを体験 
モルディブ・バーチャル・ツアー(Maldives Virtual Tour)は、モルディブを 360 度で体験できるツアーで、150

ものリゾートを 2000 以上のバーチャルツアーで紹介しています。バーチャルツアーから直接、ベストレート

で予約することも可能です。各リゾートの客室内の様子や、リゾートアイランドの散歩道など、見る人の五感

に訴えるような映像に加え、モルディブを海中から、または、上空から撮影した映像など、美しいモルディブ

の魅力を存分に引き出しています。 

 

今後、ますます重要になるデジタルマーケテ

ィングの時代に向けて、このようなバーチャ

ルツアーの果たす役割は大きいと考えられま

す。モルディブバーチャルツアーは、オル

カ・メディア・グループが運営、公式パート

ナーとしてモルディブ政府観光局、また、モ

ルディブ観光省が後援しています。オーレド

ー・モルディブ、及び、トランス・モルディ

ビアン・エアウェイズも公式パートナーとし

て参加しています。モルディブ・バーチャル

ツアーの詳細は、こちらのウェブサイトから。 

https://maldivesvirtualtour.com/ 

 
 

Photo by Blue Horizon Maldives 

 

https://maldivesvirtualtour.com/


 

 

 
 
 

カー二・パーム・ビーチ(KAANI PALM BEACH) -  

モルディブ最大のゲストハウスがオープン 
2020 年 10 月 15 日、モルディブ最大のゲストハウス「カー二・パーム・ビーチ(KAANI PALM BEACH)」がオ

ープンしました。コロナ禍でオープンした最初のゲストハウスでもあります。モルディブのゲストハウスは、

民宿のような小規模経営でアットホームな雰囲気のタイプが多かったのですが、カー二・パーム・ビーチは総

工費 US400 万ドル、12 階建で客室数は 253 室で、中規模の 4 つ星ホテルのような宿泊施設です。マーフシ島

の「ビキニ・ビーチ」に面した絶好のロケーションで、高いクオリティのサービスとアコモデーション、スタ

イリッシュな施設とお食事を提供します。 

 

客室のタイプは、スタンダードとデラックス（シティビューかシービュー）で、デラックスタイプはダブル、

トリプル、４人用のお部屋がありますので、カップルや家族での利用に最適です。モルディブで一番の高さを

誇るルーフトップのインフィニティプールは眺望を楽しみながら泳ぐことができます。快適なスパ、スポーツ

アベニュー、130 人収容のイベントホールなどの施設も充実。カー二ホテルズは、他にも、モルディブで 5 軒

のゲストハウスを運営しています。 

 
マーフシ島は、カーフ環礁にある美しい島で、他にも 50 軒余りのゲストハウスがあるローカル島（居住者が

いる島）です。白い砂浜と透き通った青い海、カラフルな海中など、観光客に人気の島です。元々は、小さな

漁村だったマーフシですが、ここ 10 年で観光産業が大きく発展しました。マーフシの全てのゲストハウスで

は、周辺の美しいサンゴ礁へのダイビングやシュノーケリングツアーの手配ができます。マーヴェラトゥ、バ

ナナリーフ、ヴィリヴァルコーナー、マーフシコーナなどのシュノーケリングスポットが有名です。また、フ

ィッシングツアーは日中だけでなく、夜の催行もあります。釣った魚をそのまま、ローカル風にアレンジして

バーベキューで食べる、そんな体験も可能です。夕陽の沈む頃のドルフィンウォッチングを組み入れたツアー

もあり、野生のイルカを間近に見ることもできます。 

 

モルディブ政府観光局は、今後、ゲストハウス及び、ローカルツーリズムのプロモーションにも力を入れてい

く予定です。 

Featured Photo by Kaani Palm Beach 

http://www.kaanipalm.com/

