
 

 

モルディブニュース 

Maldives News July 

2021 年 7 月号（発行 7 月 15 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。日本でもワクチン接種がようやく本格し、海外旅行再開の道筋が少しだけ灯されてき

たような昨今、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、下記までご連絡ください。 

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） 

 

日本語版 E-パンフレット  
 モルディブ政府観光局は、この度、日本語版の E-パンフレット「モルディブ 旅行者の安

全安心のために」を制作しました。「インド洋の真珠」と称されるモルディブは 1,190 余り

の島々からなる島嶼国家です。ちょうど、１年前の 2020 年７月 15 日から世界各国の観光客

に国境を再開しています。世界中の人々から愛される人気の観光地であるモルディブ。国境

再開は、世界各国からの観光客とモルディブの観光産業で働く人々の安全安心を守るため

の、万全の感染対策を施した上での決断でした。旅行者の安全と健康は最も重要で、観光施

設の営業再開に当たっては、保健当局及び、関係諸機関の厳しい審査基準を経て認可されて

います。この E-パンフレットではコロナ禍において、モルディブへ旅行する際の注意事項な

どを詳しく説明しています。ダウンロードはこちらのリンクからどうぞ（無料）。 

 

モルディブ政府観光局 - 積極的なマーケティング活動を展開 

 モルディブ政府観光局（MMPRC）はモルディブを観光デスティネーションとしてプロモーションするモル

ディブの政府機関です。世界 22 カ国で、国際観光フェアでの展示、マーケティングキャンペーン、バーチャ

ルイベントなど、B２B、B２C を対象とした大小のキャンペーンを展開しています。各マーケットに置いて、

モルディブのブランドとしての地位向上、そして、安全安心なデスティーネーションとしてのモルディブを中

心に訴求し、徐々にではありますがコロナ禍前の観光客数の水準に戻りつつあります。 

 MMPRC のゴールは、モルディブが世界で最も訪れたいデスティネーションとしての地位を確立することで

す。また、このような時期にこそモルディブが安全安心な旅行先であるというメッセージを発信しています。

この時期に実施されたキャンペーンの全てで、島々が点在しているモルディブのユニークな地理条件、ワンア

イランド・ワンリゾートコンセプト、徹底した感染対策により、安全性が高いデスティネーションであるとい
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うメッセージを発信してきました。マーケティング活動の内容は、6 つのトラベルフェア（バーチャルとフィ

ジカル）、グローバルマーケティングキャンペーン（Skyscanner, TripAdvisor, Expedia など）、ウェビナー、

ファムトリップ、ロードショウ(ドバイはフィジカル、韓国はバーチャル）、韓国での屋外広告キャンペーン、

公式 SNS アカウントでのデジタルキャンペーンなど多岐に渡ります。モルディブは今後も世界各国で開催され

る予定の旅行フェアに積極的に参加する意向です。 

 アラビアントラベルマーケット

(ATM)では、モルディブの 37 の会

社から 69 のパートナーが参加し、

中東マーケットの旅行業界関係者と

貴重なネットワークの機会を得るこ

とができました。今年の５月に開催

された ATM はハイブリッド開催と

なり、ウェビナーやビデオミーティ

ングなども行われ、モルディブはメ

ディア向け  (The Maldives Media 

Meet) と 旅 行 業 界 向 け (Connect 

with Maldives, your safe haven)の２つのサイドイベントを開催しました。他にも、モスクワで開催された

「ラグジュアリートラベルマート・モスクワ」、BIT バーチャル、ワールドトラベルマーケットアフリカバー

チャル、スペインの FITUR 国際ツーリズムフェアなどに参加しました。 

 他にも、MMPRC はバーチャルプラットフォーム "My Virtual Maldives"を 4 月にローンチ。以来、フランス

マーケット向けのウェビナー、韓国マーケット向けのバーチャルフェア＆ロードショウなどに活用してきまし

た。"I'm Vaccinated" キャンペーンは、観光省との共同キャンペーンで、観光産業で働くスタッフのワクチン

の優先接種に向けてのイニシアティブを PR するキャンペーンです。モルディブが世界で初めての完全にワク

チン接種済みのデスティネーションとなるという目標を設定しています。 

 MMPRC は今後も、B２B、B２C 向けにオンライン、オフラインのプラットフォームを駆使し、マーケット

の状況を注視しながらマーケティング活動を展開していく予定です。デスティネーションのプレセンスを維持

し、モルディブが世界で選ばれるデスティネーションになるべくモルディブのブランドの向上を目指すのが

我々の戦略です。現在、旅行制限により自由に渡航できないマーケットでも、旅行が再開したらすぐモルディ

ブを旅行先として選んでもらえるように、マーケティング活動を継続して行なっていきます。MMPRC のマー

ケティングゴールは、観光客数をパンデミック前の水準まで戻すこと、ハネムーンとラグジュアリー以外の多

様なモルディブのイメージの訴求などです。今後もデジタルマーケティング、トレードパートナーとの共同キ

ャンペーン、ブランディングキャンペーン、メディア、及び、インフルエンサートリップ、旅行博への参加な

どを行なっていきます。 
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2021 年半年間で 50 万人の観光客がモルディブを訪問  
 2021 年 6 月 26 日、モルディブを訪れた観光客数が 50 万人に達しまし

た。モルディブ観光省は、ツイートでニュースを発表し、このような困

難な時期に素晴らしい成果を挙げるために尽力した観光産業をはじめと

する関係者に謝意を述べました。2021 年の第１位のマーケットはロシア

で 120,514 人が入国、2 位がインドで 89,599 人、3 位のドイツは 27,151

人となっています。(6/23 現在）以下 10 位までのマーケットは、ウクラ

イナ、米国、カザフスタン、英国、ルーマニア、フランス、チェコの順

となっています。 

 MMPRC は世界各国でのモルディブのブランド力の向上をはか

り、最初に選ばれるデスティネーションとしてのマーケティング

活動を行っています。このような時期に安全で安心なデスティネ

ーションとして選ばれるよう努めています。モルディブのユニー

クな地理的条件とワンアイランド・ワンリゾートコンセプト、そ

して、徹底した感染対策に関する情報は、全てのマーケティング

キャンペーンで紹介しています。また、モルディブ観光省と共同

で"I'm Vaccinated"キャンペーンを展開し、モルディブがさらに安

全なデスティネーションとしての地位を確立できるよう、前向き

なメッセージを発信していきます。今後のコロナウイルス感染症の拡大状況にもよりますが、世界でワクチン

接種が進み旅行制限が徐々に解除されていくことを想定すると、2021 年モルディブへの観光客数は 100 万人

を超える見通しです。 

 

"I’M VACCINATED"マイクロサイトが完成! 
 "I’m Vaccinated"キャンペーンの一環として、モルディブの観光業界のワクチン接種

の状況が一目でわかるマイクロサイトが完成しました。 このマイクロサイトでは、ワ

クチン接種を終えた観光業界の人数と最新の健康保健省のガイドラインが掲載されて

います。このキャンペーンに賛同するパートナー企業からのメッセージやプロモーシ

ョン用の動画や写真などもあります。 

 モルディブでのワクチン接種は、ソリ大統領の下、2021 年 2 月 1 日から開始されま

した。6 月 23 日時点で観光業界の 96％のスタッフが第 1 回目の接種を終え、70%が第

2 回目を終えています。今年の 4 月から、観光省と共同で展開中の"I'm Vaccinated" キャンペーンは、観光業

界で働くスタッフのポジティブなメッセージを発信し、安全安心なデスティネーションとしてのモルディブを

世界中に発信しています。このキャンペーンの最終的なゴールは、モルディブを世界初の接種完了デスティネ

ーションにすることです。モルディブのユニークな地理的条件により、自然に社会的な距離を保てる環境、徹

底した感染症対策により、ワクチン摂取が進む観光業界は一層旅行者にとって安全で安心なデスティネーショ

ンとしてアピールができると考えています。 

  

写真: ヴァレナ国際空港 

https://vaccinated.visitmaldives.com/


 

 

リッツカールトン・ファリアイランドがデビュー 

 リッツカールトンホテルカンパニーは 6 月 1 日にリッツカールトン・モルディブ・ファリアイランドをオー

プンしました。北マーレ環礁の北東端にある群島で、手付かずの白い砂浜が広がるビーチや海洋生物が豊かに

暮らす鮮やかな青い海で有名な地域、ファリ諸島に位置します。見事なミニマリスト建築が特徴的な当リゾー

トは、“ベル” ― “サークル・オブ・アイランドライフ（島の生命の輪）”を慈しみ、ゲストの皆様を極上の

ラグジュアリーと想い出深い体験の世界へと誘います。美しい自然の眺めを楽しみながら水上飛行機に乗って

10 分、もしくはヴェラナ国際空港からラグジュアリーボートに乗ること 45 分と容易なアクセスを誇る当リゾ

ートは、活気溢れるビーチクラブや魅力的なブティック、食欲をそそるレストランが集まる絵に描いたように

美しいファリマリーナの一部となっており、この諸島のコミュニティの中心となっています。ザ・リッツ・カ

ールトン モルディブ、ファリアイランドはご家族全員で発見や探索を楽しむ休暇を求め

ていられるゲストの皆様に最適です。 

 

太陽と海から生まれたエレメンタルデザイン 

数々の受賞歴を誇るケリー・ヒル アーキテクト（Kerry Hill Architects）がデザインを手

がけたザ・リッツ・カールトン モルディブ、ファリアイランドは、渦巻く水や海のそよ

風といった要素などモルディブの自然環境にインスピレーションを受け、こうしたものが

島の生活の流れを表す輪の形をもとにしたデザインストーリーに取り入れられています。

当リゾートは 1 室から 3 室のベッドルーム付きヴィラ 100 室があり、どのヴィラも透き通

った海の上、または手つかずのきれいなビーチの入り江に沿って建てられており、パノラ

マのスライドドアで屋内と屋外の境界線をぼかしている広々としたリビングルームや、プライベートなインフ

ィニティプールがあり息をのむような景色が広がるサンデッキを備えています。当リゾートのミニマリストな

デザインは環境への視覚的影響を尊重し、周辺の自然環境の多くをゲストエクスペリエンスに引き込みます。

ザ・リッツ・カールトンの高度にパーソナライズされたレジェンダリーサービスの一環として、また、モルデ

ィブ宮廷の古代の王室の習わしに着想を得て、各客室は「Aris Meeha」‘アイランドバトラー’が割り当てられ、

ゲストの皆様のあらゆる要望にお応えいたします。 

 

至極のダイニングがビーチフロントラグジュアリーの最高峰をお届け 

7 軒のダイニングを有すザ・リッツ・カールトン モルディブ、ファリアイランド

は、ハイエンドダイニングとビーチフロントラグジュアリー、そしてウェルネス中

心のメニューとの完璧なバランスを実現しています。ランタンに着想を得た美しい

水上スペース、サマー・パヴィリオン（Summer Pavilion）は、ザ・リッツ・カール

トン ミレニア シンガポールのミシュラン星付きレストランからヒントを得て、コン

テンポラリーな広東料理を提供します。日本語で祝福を意味するイワウ（Iwau）

は、2 つの鉄板焼きグリルを備えたオープンエアレストランで、五感で味わうダイニ

ング体験をお届けいたします。ラ・ロカンダ（La Locanda）は朝には濃厚なエスプ

レッソを味わえ、夕日が沈んで行く中で食前酒が、楽しい南イタリア料理を満喫す

る夜への序曲を奏でます。ファミリーフレンドリーなビーチ・シャック（Beach Shack）ではケアフリーな心

と地中海の穏やかな料理にインスピレーションを受け、シェアプレートやシーフードグリルなどをお愉しみい

ただけます。オー・バー（Eau Bar）はくつろいだ魅惑的な雰囲気の中にゲストをお迎えし、テーブルサイド

でクラフトカクテルを飲みながら新鮮なカキやキャビアをご堪能いただけます。また、アフタヌーンティーに

はモルディブならではのひねりを加え、心とらえる太鼓と火の儀式で毎晩の日没を祝福します。  

https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/maldives-fari-islands


 

 

驚きと発見へとつながるイマーシブな文化アクティビティ 

ジャン・ミシェル・クストーによる環境アンバサダー（Ambassadors of the Environment）プログラムの楽し

いアドベンチャーなど、モルディブの島生活や文化の中でも最も素晴らしい部分に浸っていただけるようデザ

インされた、数々の体験をお楽しみいただけます。アジア太平洋で初めて実施されたユニークな本ブランドプ

ログラムは、ゲストを自然やオーシャンライフとつなげ、次の世代のために保護していくよう促します。ザ・

リッツ・カールトン モルディブ、ファリアイランドでご利用いただけるプログラムは、ご家族向けの料理教室、

リゾート周辺の自転車サファリ、専属のナチュラリストが引率する海の神秘を知るプログラム「海の不思議

（Wonders of Water）」など、お子様、大人、地元の人々向けに作られたイマーシブな体験を通じ、デスティ

ネーションの豊かな文化と独自の生態系をお見せいたします。 

 

リッツキッズプログラムでは、シグネチャープログラムであ

るリッツキッズトレジャーハントや、専門のドローン撮影技

師によるレッスンを含む 10 代向けの楽しいプログラムなど、

驚きと発見を刺激することを目的とした全 30 のアクティビテ

ィを提供しています。また、ダイブ・バトラー・インターナ

ショナル（Dive Butler International）と提携した専用のダイ

ビングセンターもあり、スキューバダイビングを愛する方や

シュノーケリングなど、あらゆるレベルの方に対応しており

ます。伝統的なドーニーに乗ってクルーズを楽しむと、イル

カに遭遇したり、カメやマンタと一緒に泳ぐチャンスもあり

ます。 

 

厳選されたフィットネス リトリートに加え、当リゾートでは

コーチングを伴う包括的なテニスプログラム、プロとの対面

や、リゾート内トーナメントも提供しています。 自身のリズムを見つけたいゲストは、伝統的なモルディブ音

楽の要であり、島文化で欠かせない「ボドゥベル」の太鼓クラスに参加することができます。 ビーチ・シャッ

クのキャンプファイヤーのそばでは、リゾートの海の専門家、ムードー・エドゥルが伝統的なモルディブ諸島

の生命の物語で古代の伝統を呼び起こします。 

 

ザ・リッツ・カールトンスパで自然由来の平静と安らぎを 

完全なるラグジュアリーウェルネスエクスペリエンスに最適なザ・リッツ・カールトンスパは、サステナブル

でホリスティックなアプローチを取り入れた有名ウェルネスブランド「バンフォード」とパートナーシップを

組んでおり、ターコイズラグーン上にある静謐な安らぎのサンクチュアリとなっています。当スパは、専用リ

ラクゼーションラウンジやサロン、ブティックを備え、スパスイートを含む 9 室のトリートメントルームを擁

します。各トリートメントルームの方角は強力なエネルギーを発散させ、オーダーメイドのスパトリートメン

トとヒーリングマッサージのメニューには、バンフォード製の職人の心が込められた植物由来のボディー・ス

キンケアコレクションを使用しています。 

 

ザ・リッツ・カールトン モルディブ、ファリアイランドに関するより詳細な情報やご予約に関するお問い合わ

せは、https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/maldives-fari-islands をご覧ください。  

https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/maldives-fari-islands


 

 

アミラ・モルディブがプロのテニス選手を迎えてワークショップ 

 アミラ・モルディブ・リゾート＆レジデンスでは今秋、世界ランキング 12 位

を記録したセルビア出身のプロテニス選手、ビクトル・トロイツキを迎えワーク

ショップを開催する予定です。10 月の２週間、アミラ・モルディブに滞在中の

ゲストはレッスンやワークショップなどでプロの技を直に学ぶことができます。

ビクトル選手は美しく広々とした水上ヴィラに家族と滞在する予定です。1986

年ベルグラード生まれのビクトルは 2010 年にデビスカップ、2009 年と 2012 年

にデュッセルドルフのワールドカップ、2020 年に ATP カップで優勝していま

す。アミラの専属テニスプロのアーサー・リバウドは、「ビクトル・トロイツキ

のような選手から直接指導を受けることができる機会はゲストにとって最高の経

験となるでしょう。彼の活躍をいつもテレビで観ていたので実際に彼にあって、

学ぶことができるのは私にとっても大きな楽しみです」と述べました。 

 ビクトルがアミラに滞在する 10/26-11/6 の期間中、ゲストは無料のテニスク

リニックに参加することができ、有料のプライベートレッスンも可能です。アミ

ラ・モルディブはファミリーでの滞在にも最適です。12 歳以下のお子様のお食

事は無料で、キッズクラブでは子供向けのワークショップが毎日開催されています。 

 

リリービーチ＆タマラスパ・バイ・マンダラのグローバルウェルネスデイ 

 ６月 12 日は、ウェルネスとサステイナブルなライフスタイルを啓蒙する世界ウェルネスデイでした。ここ

でいう「ウェルネス」の定義は健康的で充足した生活を送るための選択肢を広げ、認識を新たにするための積

極的な手段を意味します。自分をより高めようとする欲求は人類共通のもので、日々の生活の質にも直結して

います。ウェルネスとは、健康的な生活を送るために個人の習慣を徐々に変えていくことです。例えば、1 時

間の散歩、十分な水分の摂取、ペットボトル飲料の回避、誰かの為に何か良い事をする、愛する人と食事をす

る、早寝をする、などなど。リリービーチでは、このウェルネスデイにちなんで、バランスのとれた前向きな

ライフスタイルを多くの人と共有したいと考え、世界ウェルネスデイの 1 週間前から毎日、SNS で、リゾート

で体験できるユニークなウェルネスアクティビティの数々を紹介していきました。 

 リリービーチでは連携するタマラスパ・バイ・マンダラが、宿泊者向けの特別ウェルネスプログラムを提供。

ヨガインストラクターのマーヤとともに行うサンライズヨガから始まり、プログラムの合間にはホームメイド

グラノーラ、ココナッツスライス、フレッシュジュースなどを楽しみながら、マンダラスパでのマッサージで

リラックス、最後はビーチでのサンセットヨガで締めくくられました。  

 リリービーチリゾート＆スパは、南アリ環礁のフファヘンドゥー島に位置しています。マレ国際空港から水

上飛行機で 25 分の５つ星リゾートです。多彩なヘルシーフードのオプションがあり、マリンレジャーアクテ

ィビティなどが含まれたプレミアムプランが人気です。 

リリービーチに関するお問い合わせ、ご予約は reservations@lilybeachmaldives.com 

http://www.amilla.com/
https://www.amilla.com/maldives-villas
https://www.lilybeachmaldives.com/
mailto:reservations@lilybeachmaldives.com


 

 

モルディブで注目のスパ４選 

アイランドリゾートでのホリデイは思いっきりリラックスする絶好の機会です。果てしない水平線と抜けるよ

うな青空の下、モルディブの文化を取り入れた、ウェルネスプログラムを数多くご用意しています。モルディ

ブのワンアイランド・ワンリゾートでは、お客様のプライバシーと安全を保ちやすく、パンデミックで疲れた

心身を思いっきり癒していただけるでしょう。女子旅でもオススメの 4 つのリゾ

ートでのウェルネスパッケージをご紹介します。 

 

ウェスティン・モルディブ・ミリアンドゥー・リゾート 

UNESCO の世界自然遺産に登録されているバー環礁の美しいサンゴ礁に囲まれた

島にウェスティン・モルディブ・ミリアンドゥー・リゾートはあります。快眠、

食欲など、6 つの柱となるウェルビーイングを重視。アイコニックなヘブンリーベ

ッド、WestinWORKOUT™フィットネススタジオでの最新の機器を使ったワーク

アウト、美味で栄養価の高いお食事のメニューなどリラックスできる要素が盛り

だくさん。ウェスティン・モルディブが提供するウェルネスパッケージには、7 つ

の感覚をリラックスさせるための、スパ、ヨガ、グルメなど様々な要素が含まれています。Mindful Living パ

ッケージは以下が含まれています。 

• 毎日のアイランドキッチンでのヘルシーブレックファスト 2 名分 

• 毎日 1 時間のウェルネスセッション 

• 毎日 60 分のスパトリートメント 2 名分 

• シュノーケリングとオーシャンカヤックの使用（2 時間まで） 

• ウェスティンファミリーキッズクラブの利用 

• WestinWORKOUT® フィットネススタジオの利用 

ご予約はこちらから。 westin-maldives.com 

 

JW マリオット・モルディブ・リゾート＆スパ  

シャビヤニ環礁のバガル島に位置する JW マリオット・モルディブ・リゾート＆スパ はホリスティックな体験

をするのに最適なリゾート。インド洋に面したスパからの眺めは絶景です。リゾートでは、サンライズとサン

セットヨガ、メディテーション、ボディチャレンジ、コアワークアウトなどをヨガパビリオンと 24/7 フィッ

トネスセンターで行うことができます。Whole You パッケージには以下のものが含まれます。 

• 宿泊料金（3 泊より） 

• 到着時のデトックスジュース 

• 毎日のアーイラーレストランでのビュッフェ朝食 

• プライベートヨガレッスン 1 回分 

• 90 分デトックス＆トーンセッション 1 回分 

• 50 分マッサージ 2 名 1 回分 

• 30 分メディテーション 2 名 1 回分 

ご予約はこちらから。 jwmarriottmaldives.com 

https://www.marriott.com/en-us/hotels/mlewi-the-westin-maldives-miriandhoo-resort/overview/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/details/MLEWI-the-westin-maldives-miriandhoo-resort/1353749
https://www.marriott.com/hotels/travel/mlejs-jw-marriott-maldives-resort-and-spa/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/details/MLEJS-jw-marriott-maldives-resort-and-spa/OFF-20025


 

 

W モルディブ 

北アリ環礁に位置する W モルディブは宿泊客のあらゆる欲求を満たしてくれる豪

華なプライベートアイランドです。ストレスフルな毎日を忘れ極上のリラックス

タイムを約束してくれるのが、AWAY® Spa。リゾートでは健康的な毎日を送りつ

つ、贅沢なひと時を過ごす究極なホリデイを過ごせます。 

W モルディブの FUEL YOUR ESCAPE パッケージは W 特有のエネルギーに満ちあ

ふれています。 

• 毎日の KITCHEN® でのヘルシーブレックファスト  

• KITCHEN® でのヘルシーランチ 1 回分  

• 60 分のお好きなトリートメント 1 回分 

• 60 分のクリスタル・ヒーリング・フェイシャル 1 回分 

• FUEL Guru と Chef のコンサルティング 

• パーソナル・トレーニング・セッション 

• 毎日の FIT エクスペリアンス 

• W インサイダートリーツ- RETOX ドリンク 1 回分 

• FUEL アメニティ 

• モーターなしのマリンアクティビティとシュノーケリングギア 

• 最低 4 泊 

ご予約はこちらから。 wmaldives.com 

 

シェラトン・モルディブ・フルムーン・リゾート&スパ 

北マレ環礁のプライベートアイランドに位置するシェラト

ン・モルディブ・フルムーン・リゾート&スパは、ヴァレナ

国際空港から無料のスピードボートで僅か 15 分。リゾート

にはウェルネスに特化したスパがあり、水上バンガローかヴ

ィラでの宿泊、豪華な夕食と Shine Spa for Sheraton®での

トリートメントがセットになったパッケージをご用意してい

ます。多くの受賞歴があるスパは、メインとなるリゾート島

からも離れたエクスクルーシブな島にスパ施設があります。

Spa Escape には以下が含まれます。 

• 毎日の Feast Restaurant でのビュッフェブレック

ファスト 2 名分 

• Degustation での 5 コースディナー2 名分 1 回 

• 50 分の伝統的なアロマテラピーマッサージとエクスプレスフェイシャル、ボディスクラブ、ボディラ

ップの中からお好きなトリートメントを 2 つまで。2 名分 

• ヴァレナ国際空港から往復のスピードボートが無料  

ご予約はこちらから。  sheratonmaldives.com 

https://www.marriott.com/hotels/travel/mlewh-w-maldives/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/details/MLEWH-w-maldives/OFF-21672
https://www.marriott.com/hotels/travel/mlesi-sheraton-maldives-full-moon-resort-and-spa/
https://www.marriott.com/hotels/travel/mlesi-sheraton-maldives-full-moon-resort-and-spa/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-deals/details/MLESI-sheraton-maldives-full-moon-resort-and-spa/OFF-20969

	モルディブ政府観光局 - 積極的なマーケティング活動を展開
	2021年半年間で50万人の観光客がモルディブを訪問
	"I’M VACCINATED"マイクロサイトが完成!
	リッツカールトン・ファリアイランドがデビュー
	アミラ・モルディブがプロのテニス選手を迎えてワークショップ
	リリービーチ＆タマラスパ・バイ・マンダラのグローバルウェルネスデイ
	モルディブで注目のスパ４選

