
 

 

モルディブニュース 

Maldives News March 

2021 年 3 月号（発行 3 月 16 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） 

モルディブの観光産業、順調に回復 
モルディブ観光省によると、今年に入ってから、3 月 4 日時点で既に 20 万人

以上の旅行者がモルディブに入国しました。2021年 1月の入国者数が 92,103

人、2 月が 96,881 人で、1 日当たり平均 3,203 人、平均滞在日数は９日間で

した。渡航制限が続く中国や日本などアジアの主要マーケットからの観光客

は激変している一方、昨年から今年にかけて、ボリウッドスターの多くがモ

ルディブでのホリデイを SNS 等で発信していた、インドから観光客の伸びが

顕著となっています。昨年の国境再開以後、モルディブを訪れている主なマ

ーケットは、インド、ロシア、ウクライナ、カザフスタン、ルーマニア、ド

イツなどです。 

 

現在、モルディブを訪れる観光客は入国時に 30 日間の観光ビザが発給されます。自主隔離などの検疫措置の

義務はありませんが、モルディブへ出発する 96 時間以内に発行された PCR 検査の陰性証明書、並びに、出発

する 24 時間以内に健康申告書をオンラインで提出する必要があります。モルディブはいち早く、デスティネ

ーションとして、世界旅行観光機構（WTTC）から「Safe Travel Stamp」の認証を取得、また、ヴァレナ国際

空港も、ニューノーマル下での空港の感染防止対策を定めた ACI 空港健康認証を取得し、観光客の安全と安心

に取り組んでいます。万が一、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の隔離施設の滞在費、医療費、隔離

施設への搬送費などがカバーされる、「コロナ保険」をモルディブのアライド保険と観光省が共同で発売して

います。モルディブ出発前にオンラインで加入することが条件となります。観光客が宿泊するリゾートなどの

施設では、引き続き徹底した感染対策が行われますが、世界的なワクチン接種が拡大することにより、ポスト

コロナにおける、低リスクの旅行先として今後もモルディブが注目されることでしょう。 

mailto:Japan.pr@visitmaldives.com
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世界的に有名なチェリスト、シュテファン・ハウザー

がモルディブ政府観光局とコラボ 
モルディブ政府観光局(Visit Maldives)はこの度、世界的に有名な

クロアチアのチェリスト、シュテファン・ファウザー氏とコラボ

し、デスティネーションとしての魅力を伝える動画の制作を行いま

した。シュテファン・ハウザー氏は、2CHELLOS のメンバーであり、

クラシックのバックグラウンドを持ちながら、多くのポピュラーな

楽曲にも参加しているチェリストです。2/23-3/3 の間、フシハル・

モルディブに滞在し、世界中の 1000 万人のフォローワーに向け、モ

ルディブの安心、安全な旅をアピールしました。 

 

モルディブの美しさだけなく、ワンアイランド・ワンリゾートコン

セプトと島が点在するというユニークな地形、そして、徹底した感

染対策により、安全なデスティネーションであるということを発信

するのが今回の彼の旅の主な目的です。 Facebook, Youtube, 

Instagram などのソーシャルメディアでも、フシハル・モルディブでの様子を動画や写真で投稿しました。近

年、クロアチアを含むバルカン半島からモルディブを訪れる観光客は増加しており、クロアチアの国民的英雄

とも言えるアーティストとのコラボレーションにより、モルディブのデスティネーションとしても魅力が高ま

ることが期待されています。 

 

最も Instagram で投稿されたデスティネーション 
英国の引越し会社 mybaggage.com の調査によると、2021 年に入ってから、

Instagram に最も投稿されているデスィネーションはモルディブだそうで

す。2 位がパリのエッフェル塔、3 位がニューヨークのタイムズスクエアで

す。世界的なパンデミックの最中、多くの人々が旅行に出るのを諦め、行き

たい旅行先、そして、行こうと思えば行ける旅行先としてモルディブが注目

されたのではないかと分析しています。 

 

Instagram では毎日、世界各国で 9,500 万の投稿が行われており、調査では

ハッシュタグを使った投稿数を調べました。モルディブは合計のハッシュタ

グ数が 880 万とトップで、次いで、エッフェル塔が 650 万、タイムズスクェ

アは 440 万でした。ホリデイのデスティネーションが限られる中で、モルデ

ィブがインフルエンサーを始めとする多くの人々に選ばれるデスティネーシ

ョンとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

モルディブでスカイダイブ！ 
絶景を楽しみながらのモルディブでのスカイダイ

ビングは圧巻です。高度 12,000 フィートからの

スカイダイビングは、経験豊かなインスタラクタ

ーが同行。この新しいアクティビティは、リゾー

トアイランド、カンディマ・モルディブの新しい

プログラムです。初心者から経験者まで楽しめる

プログラムを用意しています。上空から最高時速

200km で降下する際のスリルを味わった後は、パ

ラシュートが開き、360 度の絶景がご覧になれま

す。お問い合わせ、お申し込みは、 

mykindofplace@kandima.com  

 

 

シェラトン・モルディブ・リゾート＆スパの海洋保全

目的のプログラム 
昨今の旅行に対する意識の変化により、行き先が国内、海外に拘ら

ず、旅行そのものに対する社会的な意義を求める人々が増えていま

す。シェラトン・モルディブ・フルムーン・リゾート＆スパには、

「珊瑚を養子にする(Adopt a Coral)」というプロジェクトがありま

す。これは、アジア太平洋地区のマリオットで導入されている「グッ

ドトラベル・ウイズ・マリオット・ボンヴォイ」の一部で、ゲストが

地域の人々、そして、環境と接点を持ち文化の相互理解を深めるため

に作られたプログラムです。 

 

シェラトン・モルディブ・フルムーン・リゾート＆スパでは滞在客に

新しいサンゴ礁を植え付ける作業に参加してもらいます。モルディブ政府が任命したリーフスケーパーズとい

うサンゴ礁の保全を目的とした団体の協力を得て、開発により破損したグルヒ・ファルフ環礁の珊瑚を再生す

る取り組みを行っています。これにより、元々主産業が漁業のみだった 250 人の島の住民が別の仕事に従事す

ることができるという選択肢も提供することができました。 

 

シェラトン・モルディブ・リゾート＆スパの総支配人のエミリオ・フォルティ二氏は、「人々の旅行に対する

意識の変化により、自分たちの旅行が社会や環境にどのような影響を与えるのかを考えながら行動する人たち

が増えています。サンゴ礁を養子にする、という我々の取り組みが少しでも、自然環境の改善に貢献している

という風に捉えてもらえれば嬉しいです。海外旅行が完全に復活した暁には、そのような意味のある旅行を選

択してくださる旅行者が増えるだろうと思っています。」と述べました。滞在中はいつでもこのプログラムを

体験することができますが、予約が必要です。「グッドトラベル・ウイズ・マリオット・ボンヴォイ」では、

環境保護、地域貢献、そして、海洋保全の３つの柱からなる 15の体験プログラムをご用意しています。 
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2021 年以降、最も期待されるホテルオープン 
モルディブには現在、150 を超えるリゾートがありますが、今後の世界各国からの観光客の増加に対応するた

め、2021 年以降も続々と話題のリゾートがオープンする予定です。アメリカの人気旅行媒体であるコンデナス

ト・トラベラーがまとめた、モルディブで最も期待されるホテルとは？ 

 

パティナ・モルディブ・ファーリ・アイランド 

Patina Maldives, Fari Islands, Maldives 

オープン予定: 2021年 5月 1日 

Website: Patina Maldives 
4 つの島々からなるファーリ群島には、3 軒の高級リゾートホテルと

ファーリキャンパスが 2021 年から 2022 年にかけて続々とオープン予

定です。いち早くオープンするのが、カペラホテルズ初のモルディブ

進出となる、パティナ・モルディブ。パティナは、旅行に積極的な新

しい世代を意識した、カペラホテルズの新しいブランドです。プライ

ベートプール付きの 90 のヴィラと、ファーリマリーナに程近い 20 の

ビーチスイートがあります。ペットボトルの使用禁止、環境に優しい

アメニティの使用など、リゾート全体で環境に配慮した取り組みがさ

れています。2022年には、カペラグループのもう 1軒のホテルがファ

ーリ島にオープン予定です。 
 

リッツ・カールトン・ファーリ・アイランド・モルディブ 
Ritz-Carlton Fari Islands, Maldives 

オープン予定:  2021 年 6月 1日 
Website: Ritz-Carlton Fari Islands 
2021年 6 月にオープン予定のリッツ・カールトン・ファーリ・アイラ

ンドは、贅沢なミニマリストデザインを取り入れた、1 から 3 ベッド

ルームヴィラでお客様をお迎えします。100 棟のヴィラは全て、プラ

イベートプール付きです。24 時間バトラーサービス、水上スパ、7 つ

のレストラン、2 つのバー、キッズクラブなど、全てのお客様に極上

の滞在をお約束します。ファーリ島のソーシャルシーンの中心となる

予定のファーリ・マリーナも近くです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://patinahotels.com/maldives-fari-islands/?rt=google%7Ccpc%7CPMV-Patina%20Maldives-Brand-ROW-5154-31794%7Cpatina%20maldives&gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxOobm-E07SB8faM3WnBGgsZgSm0ImnRSxpKe6RcGN2bobpprCK5ujEaAgGcEALw_wcB
https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/maldives-fari-islands


 

 

ル・メリディアン・モルディブ・リゾート＆スパ ラヴィヤニ・アトール 

Le Meridien Maldives Resort & Spa, Lhaviyani Atoll 

オープン予定:  2021 年 9月 
Website: Le Meridien Maldives Resort & Spa, Lhaviyani Atoll 

ヴァレナ国際空港から水上飛行機で 35 分。ル・メリディアン・モルディ

ブ・リゾート＆スパは 9ヘクタールの自然豊かなラグーンに囲まれたプラ

イベートアイランドです。水上レストランを含む 6軒のレストランがあり

ます。周辺には 50 を超えるダイブスポットがあり、ダイバーにとっては

憧れのリゾートとなるでしょう。ファミリー向けの施設も充実している

ので、小さなお子様連れのお客様も楽しく滞在できます。リゾートアイ

ランドの中心には、セントラルプール、大人専用プール、スパ、ビーチ

バーなど、楽しいひとときを過ごしていただけます。 

 

 

ザ・チェディ・クダヴィリンギリ・モルディブ 
The Chedi Kudavillingili, Maldives 

オープン予定:  2021 年 6月 1日 

Website: ghmhotels.com 
GHM グループ初のモルディブ進出となるチェディ・クダヴィリンギリ・モ

ルディブは 1km のプライベートアイランドに 2021 年オープン予定です。

ヴァレナ国際空港からスピードボートで 25分。36の水上ヴィラ、63のア

イランドヴィラの計 99 のヴィラからなり、150m のセンタープール、水上

スパ、ビーチクラブ、バー、オールデイダイニングレストランと 4つのホ

ーカー屋台など、遊び心を刺激する施設が充実しています。島の自然を

最大限生かした、サーフィンやダイビングなど、マリンアクティビティ

も多くご用意しています。 

 

 

ココギリ・アイランド・リゾート・モルディブ 
Cocogiri Island Resort, Maldives 

オープン予定:  2021 年 6月 1日 

Website: Cocogiri Island Resort 

ヴァーヴ環礁のプライベートアイランドにオープンするココギリは、20 の水上ヴィ

ラと 20 のビーチヴィラからなる、ブティックアイランドリゾートです。まるで隠れ

家のようなリゾートアイランドは、とにかくリラックスしていただけるように設計さ

れています。水温が管理されたプール、紺碧の海でのシュノーケリング、裸足で散策

する白い砂浜のビーチなどで、思いっきりデジタルデトックスができる事でしょう。

夕陽を見ながらのディナー、シュノーケリング、ダイビング、ドルフィンクルーズ、

無人島ピクニックなど、モルディブの伝統文化の体験もお勧めです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/mlemd-le-meridien-maldives-resort-and-spa/
https://www.ghmhotels.com/
https://www.cocogiri.com/


 

 

 

アドレス・マディヴァル・モルディブ・リゾート・スパ 
Address Madivaru Maldives Resort Spa, Maldives 
オープン予定: 2021年 
Website: addresshotels.com 

アドレスホテルズは、アラブ首長国連邦やエジブトなどを中心に展開

しているホテルグループ。2021 年にモルディブにオープン予定のアド

レス・マディヴァル・モルディブ・リゾート・スパはいくつかの小さ

な島から構成されます。例えば、スパ用の島、マリンスポーツ用の

島、フローティングレストランを含むレストラン用の島、そして、滞

在用のヴィラは、水上ヴィラとビーチヴィラからなる島。その他に

も、水上のフィットネスクラブやプールがいくつかあり、のんびりリ

ラックスしながらも退屈することはありません。 

 

アヴァニ・フェアズ・モルディブ 
Avani Fares, Maldives 

オープン予定:  2021 年後半 

Website: Avani Fares 
アヴァニホテルズ初のモルディブ進出となるアヴァニ・フェアズ・モ

ルディブは 2021 年末にオープン予定。世界的にも有名な絶好のダイビ

ングスポット、アヒヴァフシのあるバア環礁にありますので、ダイバ

ーだけでなく、シュノーケリングでも美しい海中を堪能できます。ス

タンダードルームから水上ヴィラまで全 200室からなる、幅広い客室を

ご用意できるのも特徴です。デザイナー・デリ、オールデイダイニン

グ、スペシャリティレストランなどダイニングオプションも充実して

います。 

 

 

上記のオープン予定は、2021年 1月のコンデナストトラベラーの記事を参照しています。実際のオープン予定

とは異なる場合がありますのでご注意ください。 

 

Reference article by Condé Nast Traveller 
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