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2021 年 5 月号（発行 5 月 31 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） 

 

モルディブ政府観光局の日本語版公式 SNS スタート！  
モルディブ政府観光局は、この度、日本語版公式SNSアカウントをスタートしました。日本の皆様に向けて、

よりタイムリーで魅力ある情報をお届けし、モルディブファンを増やす取り組みを行っていく予定です。公式

アカウントのスタートを記念して、開設記念キャンペーンを開催します。応募方法は簡単！新設された、

Twitter, Facebook, Instagram のアカウントをフォロー、いいね！をして、所定のフォームから応募。抽選で

お 1 人様に、コラコラモルディブでのリゾートバウチャーが当たります。 

 

キャンペーン応募期間：2021 年 6 月 1 日〜6 月 30 日 

賞品：コラコラモルディブのリゾートバウチャー １名様 

 

（2 名利用のラグーンプールヴィラ 5 泊分、オールインクルーシブのグルメミールプラン®︎、2 名分の往復水上

飛行機でのトランスファー付き。別途、到着時にグリーンタックスが掛かります） 

リゾートバウチャーの利用期間は、2021 年 10 月 1 日〜2022 年 10 月 31 日 

（一部繁忙期に予約不可の日もありますので、予約の際にお問い合わせください） 
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コラコラモルディブは 2021 年 10 月 1 日オープン予定の話題のリゾートです！ 

手付かずの自然が残るラー環礁に位置し、ヴェラナ国際空港からのアクセスは、水上飛行機で 45分、または、国内線で 30

分＋スピードボート 20 分です。コラコラモルディブはモルディブのヘリテージと文化を取り入れた最初のリゾートです。

9 つのカテゴリーに分かれた、100 棟のヴィラとスイートは全て、モルディブの伝統文化が反映されています。 

 

コラコラモルディブでは、グルメミールプランがリゾート内で利用できます。カリナリー担当ディレクターのウンベル

ト・ピッコリーニが、ベジタリアンミール、モルディブカレーなどをはじめとする、コンテンポラリーから伝統的なメニ

ューまでを 5 つのレストランで見事にキュレーションしています。 

 

応募方法は簡単！ 

 

1. 新設されたモルディブ政府観光局の日本語版公式アカウントのうち、最低一つをフォロー  

Twitter @JapanMaldives 

Facebook @VisitMaldivesJapan 

Instagram @visitmaldivesjapan 

2. キャンペーン投稿を「いいね！」する 

3. 投稿をシェア（オプション） 

4. リンク先から応募 

  

バーチャルイベントマネージメントプラットフォーム 

 
 

モルディブ政府観光局は、バーチャルイベントマネージメントプラットフォームを開始しました。「マイ・バ

ーチャル・モルディブ」と名付けられたこのプラットフォーム上では、世界中の人たちと繋がり、バーチャル

展示会、ロードショウ、ウェビナー、トレーニング、ライブ・マーケティングイベントなどを旅行業界や一般

消費者向けに開催することができます。このデジタルプラットフォームの登場により、AI 機能を駆使したマッ

チメーキング、バーチャルブース、ハイブリッド・エンゲージメント＆ネットワーキング・ツール、リアルタ

イムサポート、ライブ・ビデオコール＆テキストチャット、スクリーン共有機能付きのワン・オン・ワン・ミ

ーティング、ネットワーキングラウンジ（２、４人、又は１０人）、ライブチャット付きのオーディトリアム、

投票、Q＆A、などの機能があり、制限人数なしで、どのタイムゾーンからでも参加可能です。また、ゲーム

やコンテスト、ローカル言語なども選択できます。 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEFcekf-7khgyK-xEiFyhGCZ1-RwEhRfeDzagZ9thWg8GYzQ/viewform


 

 

 

 

 

 

 

プラットホーム上のすべてのエリアは、魅力あるモルディブの３D 画像を駆使。紺碧の海に真珠のように散ら

ばった島々の自然の美しさを表現したメインロビー島から、プラットフォーム上にある様々なエリアに行くこ

とができます。「星空の下で観るムービー」をイメージしたベアフットビーチコンファレンスは、ウェビナー

やライブストリームを配信。水上ヴィラをイメージした、サニーサイド・エキジビションホールはバーチャ

ル・エキジビション用、世界的に有名なアンダーウォータダイニングをイメージした、アンダーウォーター・

ネットワーキング・スイートはワン・オン・ワン・ミーティング用です。記念すべき最初のイベントは、フラ

ンスの旅行業界向けに開催されたウェビナー・トレーニングで、フランス語で行われました。今後、モルディ

ブの主要マーケットで旅行業界や一般消費者向けに同様のイベントを開催して行く予定です。このようなパン

デミック禍において、モルディブ政府観光局ではデジタル技術を活用したマーケティング活動を重点的に行

い、お客様にとっての安全で安心な旅行デスティネーションとしてのモルディブのプロモーションを継続的に

行っています。昨年 7 月の国境再開以降の観光客の復活の一因として、このようなオンラインでのマーケティ

ング活動を、効果的にターゲットとなるマーケットに注力してきたということが挙げられます。今後も「マ

イ・バーチャル・モルディブ」を活用したマーケティング活動を各国で展開していく予定です。 

 

モルディブ、アラビア・トラベル・マーケットに出展 

 

モルディブは、中東地域最大の国際旅行展示会であるアラビア・トラベルマー

ト(ATM)に出展しました。モルディブ政府観光局と共に、モルディブの観光産

業 37 社から 69 名が参加。モルディブのブースでの展示と商談会を行いまし

た。今年の ATM はハイブリッド方式で、ドバイ・ワールドトレードセンター

にて 5/16-5/19 の日程で開催されました。 

 

ATM 開催中の 5/17、モルディブ政府観光局はメディア業界に向けに「モルディブ・メディ

ア・ミート」、旅行業界向けには「コネクト・ウィズ・モルディブ ユア・セーフ・ヘブ

ン」を開催。メディア向けのイベントでは、モルディブの最新情報を発信すると共に、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・モハメッドから、モルディブが

どのようにパンデミックに対処してきたかを、昨年の戦略的な国境再開、感染対策などの事

例や、観光業界全員のワクチン摂取キャンペーンや来年に迫った、モルディブの観光産業 50

周年記念イヤーなどの将来的な取り組みについての説明も行いました。また、アミナツ・シ

ャベーナ大使からは現在、交渉中の両国間での交通往来（トラベルバブル）についての言及

もありました。 

マーケティング担当のファティマ・アフラからは、ドバイで 10 月開催予定のドバイ国際博覧

会や、モルディブのバーチャルプラットフォームを利用し、モルディブのライブ配信など一

層のデジタル化に向けての取り組みなどを発表しました。プレス向けイベントの後は、モル

ディブからの参加企業と中東の旅行会社 50 社以上が参加した商談会が終日開催されました。 

 



 

 

バーチャルトラベルフェア「モルディブ・バーチャ

ル・ツアーエキスポ」7 月に開催予定 

 

モルディブ・バーチャル・ツアー・エキスポは 7 月に開催予定のコンシューマー

向けのトラベルフェアです。主催は、maldivesvistualtour.com で、バーチャル

でモルディブを体験できます。また、モルディブのホリデイパッケージなど多く

の賞品が当たるチャンスもあります。フェア開催の 2 週間の間、お得な料金でモ

ルディブの休日を予約することができます。モルディブ・バーチャル・ツアー

は、2020 年 12 月 31 日に創設。150 以上のリゾート島の息を呑むような 360°

の映像をご覧いただけます。問い合わせ先：mvt@maldivesvirtualtour.com 

 
 

グランド・パーク・コドヒッパル・モルディブでスト

レスフリーな滞在を！ 

コロナ禍の旅行では、誰もが、なるべくストレスフリーな

旅行を願っています。グランド・パーク・コドヒッパル・

モルディブでは、水上ヴィラ、ビーチヴィラ、2 ベッドル

ームグランド・レジデンスなど 120 の理想的なヴィラでの

滞在を提供するだけでなく、出発前の PCR検査で万が一陽

性となった場合、無料でリゾート内での自主隔離ができま

す。 

 

自主隔離期間中の食事、フルーツバスケット、PCR 検査費

用、コロナ保険費用を含めた滞在費をリゾートで負担しま

す。この特典は、グランド・パーク・コドヒッパル・モル

ディブの公式ウェブサイトで直接、4 泊以上の予約をした宿泊客に限られます。グランド・パーク・コドヒッ

パル・モルディブはヴェラナ国際空港からスピードボートで 20 分の好立地。3 つのレストラン、水上スパやマ

リンアクティビティなど、施設やサービスも充実しています。また、ゲームやアミューズメントが揃うビーチ

クラブや、キッズクラブなどファミリーでの滞在にも最適です。 

  



 

 

 

ラディソン・ブル・リゾート・モルディブがラグジュ

アリー・ライフスタイル・アワード 2021 を受賞 

 

ラディソン・ブル・リゾート・モルディブは、2020 年 8 月に開業。美し

いインド洋の自然の恩恵を受け、このリゾートを訪れるお客様に特別な

体験を提供してきました。贅を尽くしたヴィラ、多様な選択肢を揃えた

ダイニングなどが評価され、この度、モルディブのラグジュアリー・ラ

イフスタイル・アワード 2021 を受賞しました。 

 

細部にまでこだわった作りやスタッフが一丸となって、お客様が最高の

体験ができるよう努めている事などが審査員の高評価に繋がりました。

５つ星のリゾートとしては当然の、広いヴィラと洗練されたインテリ

ア。ヴィラはすべてプライベートプール付きで、多くのヴィラは人気の

高い水上ヴィラです。 

 

ダイニングオプションも多様で、本格的な和食から地中海料理まで、一流のシェフが腕を振るいます。Raha

レストランはカジュアルなオールデイ・ダイニングで、朝食、ランチ、ディナーが楽しめます。オープンエア

でリラックスした雰囲気の Alifaan は伝統的な地中海料理を提供しています。インテリアは、中央のショーキ

ッチンの周りに客席が並ぶ自然なトーンで、シェフが炎を自在に操りながら調理する様子を楽しめます。カブ

キレストランは、日本の伝統的な料理やテクニックにインスピレーションを得たレストランです。The Lab は

フォーマルなダイニングレストランで、シェフ自慢の料理に合ったシャンペン、ワイン、カクテルなどをソム

リエがペアリングします。こちらのレストランは、15 人までのプライベートダイニングとして利用していただ

くことも可能です。Mahurabはリゾート内のバーで、ワイン、カクテル、シガーなど、夜が更けてからのお楽

しみスポットです。特別な体験をしたい方は、Crusoe's へどうぞ。インド洋を見渡す絶景をお約束できるレス

トランで大人の方のみご利用できます。The Eats & Beats バーでは、サンセットカクテルや焼きたてのピザな

ど、パーティに最適な雰囲気です。 

 

総支配人のザーファー・アガカンは「ラディソン・ブル・リゾート・モルディブは、このトロピカルデスティ

ネーションで我々のグループが最初にオープンしたホテルです。このような賞をいただけたのは、献身的にリ

ゾートを支えてくれたスタッフのおかげです。彼らの献身的な働きにより、お客様にとって忘れられない滞在

を提供することができたのです。」 

 

ラディソン・ブル・リゾート・モルディブは、ヴェラナ国際空港から 105 キロの距離にあります。水上飛行機

でアクセスしていただくか、マーミギリ空港まで国内線に乗り換え、そこからスピードボートでリゾート島へ

アクセスできます。週末だけの短期旅行、ワーケーションホリデイ、ウェディングやハネムーンなど、お客様

の様々なご要望にお応えします。マリンアクティビティも充実しており、世界的に有名なダイビングスポット

も近くにあります。水上スパやヨガパビリオンでエネルギーを充電するのも良いでしょう。ラディソン・ブ

ル・リゾート・モルディブが誇るレストランでのお食事前に、最新のマシンが揃うジムでワークアウトするの

もおすすめです。キッズルームも完備しています。 



 

 

バロス・モルディブで夢のハネムーンを！ 

 

世界的なパンデミックとそれに伴うロックダウ

ンと行動制限に明け暮れた昨年から今年にかけ

て、渡航制限が解除されたらどこに行こうかと 

迷っているカップルは数多くいるでしょう。長

い間、我慢を強いられてきたカップルに声援を

送るべく、バロス・モルディブでは夢のハネム

ーンを実現していただくためのサービスを開始

いたしました。バロス・モルディブで究極のテ

イラーメイドのハネムーンを体験できます。さ

らに、2021 年に限り、通常、ハネムーン特典

を受けるために設定されていた婚姻から 6 ヶ月

以内という条件がなくなりました。バロスでの

全てのハネムーン特典には、到着時にスパーク

リングワインとグルメチョコレートのウェルカム、ビーチで 2 人だけのキャンドルライト・ディナー、そして、

ヴィラのロマンチックなデコレーションが付いています。さらに、今年９月までに滞在されるハネムーナーの

お客様には、以下のようなサービスから 3 つまでお選びいただけます。 

 

ヴィラプールでのフローティングブレックファスト（プール付きのヴィラに宿泊されたお客様限定）、ライト

ハウスでの豪華カクテル、伝統的なモルディブのドーニセイリングボートでのサンセットクルーズ、バロスが

世界に誇るハウスリーフでのガイド付きシュノーケリングツアー、など。 

 

バロス・モルディブは 1973 年のオープン以来、モルディブを代表するリゾートとして、多くのハネムーナー

に親しまれてきました。ワールド・トラベル・アワードで、2020 年までの間、8 年連続で、「世界のロマンチ

ック・リゾート」を受賞しています。エキゾチックな南国の自然と類まれなハウスリーフに囲まれたバロス・

モルディブは、絶好の隠れ家リゾートとして、世界各国からのハネムーナーをお迎えしています。 

 

ハネムーン特典は、最低 4 泊以上が条件で、2021 年 9 月まで有効です。 

予約は、ウェブサイト www.baros.com から。 

 

バロス・モルディブは、ターコイズ・ブルーのラグーンに囲まれたリゾートで、水上ヴィラ、ビーチサイド・

ガーデン・ヴィラ合わせて 75 のヴィラがあります。ヴェラナ国際空港からはスピードボートで 25 分。バロス

が誇る 3 つのレストラン、バー、サンドバンクでの 2 人だけのディナー、ラグーンの真ん中にあるユニークな

ピアノ・デッキ、そして、ハウスリーフでのシュノーケリングなど、一生の思い出となるでしょう。バロス・

モルディブは、スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドに加盟しています。 

http://www.baros.com/
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