
 

 

モルディブニュース 

Maldives News November 

2021 年 11 月号（発行 11 月 14 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進み、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） 

モルディブ政府観光局日本語公式 SNS 
   

 
 

 

モルディブ政府観光局が JATA ONLINE TRAVEL MART に参加します 
アウトバウンド再開準備として日本旅行業協会（JATA）が、今月開催中の JATA 

ONLINE TRAVEL MART にモルディブも参加しています。ウェビナーでは、基本情

報、ユニークな体験、安全安心なデスティネーションとしてのモルディブの魅力を

お伝えします。また、One-on-One meetingでは、モルディブ政府観光局、クロスロ

ードモルディブ、ウェスティンモルディブ、グランドパーク・コドヒッパル、ムー

ベンピック・リゾート・クレディバル・モルディブが参加予定です。 

 

ウェビナーへの参加登録はこちら↓ One-on-one meeting への参加登録はこちら↓ 

2021 年 11 月 16 日(火) 15:15-15:45 

https://register.gotowebinar.com/register/6416004809009512976 

 

2021 年 11 月 25 日(木)、11 月 26 日(金) 

https://www.jotm2021-2.com 

パンデミック前の 2019 年、日本からモルディブへの渡航客数は 44,251 人で、モルディブにとって日本は第９

番目のマーケットでした。渡航制限が続いている日本からの渡航客数は現在、激減していますが、海外旅行が

自由にできるようになった時のために、今後も様々なマーケティング活動を通じてモルディブの日本マーケッ

トでのプレセンスを高めていく予定です。 

mailto:Japan.pr@visitmaldives.com
https://visitmaldives.com/en
https://register.gotowebinar.com/register/6416004809009512976
https://www.jotm2021-2.com/
https://www.facebook.com/VisitMaldivesJapan
https://www.instagram.com/visitmaldivesjapan/
https://twitter.com/JapanMaldives


 

 

ワールド・トラベル・アワード 2021 のインド洋部門でモルディブが４つの

賞を受賞 

モルディブは、ワールド・トラベル・アワード 2021 のインド洋部門にて４つの名誉ある賞を受賞しました。

ワールド・トラベル・アワードは 1993年に創設された、世界の旅行業界の中でも

最も権威のあるアワードです。モルディブが受賞した賞は以下の通りです。 

• インド洋部門リーディング・デスティネーション 2021 

• インド洋部門ビーチ・デスティネーション 2021 

• インド洋部門リーディング・ダイビングデスティネーション 2021 

• インド洋部門リーディング観光局 2021 

インド洋部門の各賞を受賞した事について、モルディブ政府観光局(MMPRC)のマ

ネージング・ディレクター、トイブ・モハメッドは「インド洋部門の各賞を受賞

した事について大変、誇りに思います。モルディブの観光業界、旅行業界のみな

さまの努力の結果だと感じています。このような多大な成果をあげた事に祝意を

表します。特に、観光局賞の受賞は特別で、コロナ禍の逆風の中、たゆまぬ努力と信念でマーケティング活動

に挑戦し続けたスタッフに感謝するとともに、私共に投票してくださった全ての方々にも感謝申し上げます。」

と述べました。 

パンデミック禍の旅行業界ですが、今年のワールドトラベルアワードには、世界中の一般の方々から予想を上

回る投票がありました。自由な海外旅行が世界各国で再開された後、多くの人々が、行きたい旅行先を探して

いる現状を示唆しているものと思われます。そんな中、モルディブが、インド洋部門の４つの賞を受賞したと

いう事は、モルディブを安全安心なデスティネーションとしてのマーケティングしていく上で大変重要です。

2020 年７月に国境を再開して以来、2020 年、モルディブを訪れた観光客は 555,494 人。2021 年は既に 10 月

29 日に今年 100 万人目となる観光客をお迎えしました。 

 

モルディブ、新たにMICEキャンペーンを開始 

モルディブ政府観光局は、新たに MICE キャンペーン"Redefining MICE"を開始しまし

た。モルディブを新しい MICE のデスティネーションとしてプロモーションする世界的な

キャンペーン。今までの常識を覆すような MICE の新定義を訴求するもので、ビルの会議

室や展示会場の枠組みにとらわれない、MICE の新しい形を提供するものです。安全安心

なデスティネーション、そして、ビジネスとレジャーを組み合わせる事により得られる

新鮮なインスピレーションは、新しいビジネスチャンスへと繋がる事でしょう。また、

ヨーロッパとアジアの真ん中に位置し、MICE への参加者がアクセスしやすいという地理

的な条件も、モルディブの強みです。 

ビーチでリラックスしながらの会議、プールサイドテラスでのワークショップ、そんな

新しい MICE の形をご提案しています。世界展開している MICE のキャンペーンは、メディアタイアップ、

MICE 展示会への出展、ソーシャルメディアキャンペーン、デジタルパンフレットやビデオの配布、MICE フ

ァムトリップ、ウェブサイト内の MICE ランディングページ、MICE ロードショウなどが予定されています。 

 

 

 

 



 

 

 

 

ドバイ万博 2020 にモルディブが出展 
モルディブは、ドバイ万博 2020 に、モルディブ経済省、モルディブ観光省、

モルディブ政府観光局として出展しています。2021 年 10 月 1 日から 2022 年

3 月 31 日までの 6 ヶ月間、アラブ首長国連邦の首都ドバイで開催中のドバイ

万博のテーマは、"Connecting Minds, Creating the Future"。観光だけでな

く、サステイナビリティ、モビリティ、アクセスビリティの３つのテーマの

下、最新のイノベーション、投資先としてのモルディブを世界各国からの来

訪者にプロモーションする絶好の機会と捉えています。ドバイ万博は世界

192 カ国から出展、期間中 2,500 万人の来場者を予想しています。 

モルディブのパビリオンは万博会場サステイナビリティのテーマのエリアにあります。モルディブの魅力を存

分に伝え、モルディブブランドの向上をはかり、モルディブで可能な投資案件のご案内もしております。６ヶ

月の開催期間中、毎週、抽選会も開催。合計で 100 名様にモルディブでの休日が当たります。 

 
モルディブ・ボーダーマイルズに登録するとモルディブへの旅が当たります！ 

旅行好きの方なら各種マイレージプログラムに加入してい

るでしょう。モルディブ・ボーダーマイルズは国をあげて

モルディブへのリピーターを誘致するための世界初となる

国単位のマイレージプログラムです。 

この度、ワールド・ツーリズム・デイを記念して特別キャ

ンペーンを開催中です。2021 年 12 月 31 日までに新規会員

登録すると、抽選で US$7,000 相当のモルディブへの旅が当

たります。その賞品とは、You & Me by Cocoon Maldivesの

５泊分のホリデイバウチャーで 1名様です（２名まで利用で

きるバウチャーはお食事などを含む、オールインクルーシブ）。You & Me はモルディブ北部のラー環礁にあ

る、自然豊かな５つ星のリゾートアイランドです。このロマンチックなプライベートアイランドには、有名な

水中レストランもあります。You & Me は高級シャンパンメーカー「ヴーヴ・クリコ」とパートナーシップを

結んでいる、モルディブ初のバブルアイランドです。今すぐ、モルディブ・ボーダーマイルズに登録してこの

チャンスをお見逃しなく！ 

【登録方法】 

- ウェブサイト www.bordermiles.mv 

- ログイン 

- サインアップ＆必要事項を入力 

- 会員登録をする 

【賞品】 

You & Me by Cocoon Maldives のホリディバウチャー(2 名利用) 

- 5 泊分 

- オール・インクルーシブ 

- ヴェラナ国際空港からの往復水上飛行機 

 

適用条件： 

- 世界各国からのお客様が対象 

- 期間：2021 年 12 月 31 日(1900 GMT) 

- 応募はおひとり様一回限り 

 

当選者には本人にメールで通知、当選者発

表は観光局の公式 SNS で、2022 年 1 月 1

日に行います。 

 

http://www.bordermiles.mv/


 

 

ラディソン・ブル・リゾート・モルディブの夢のウェディング 

 
 

ラディソン・ブル・リゾート・モルディブ のウェディングは特別な体験をしたいと思っているカップルに最適

なセッティングを提供しています。 

リゾートの水上ヴィラはハートを形作るように形成されていて、それ自体がロマンチックな作りになっていま

す。お二人だけの式、親しい友人や家族と一緒のセレモニー、または、大規模な披露宴まで、ご希望に応じて

リゾート内の最適な場所をご用意いたします。 

華やかなブライダルパーティーに最適なのは、プレジデンシャル・ウォーターヴィラです。広々とした２階建

てのヴィラは３ベッドルーム、プライベートプール、ジム、マッサージルームなどがあり、全てのお部屋から

海を見渡すことができます。セレモニーを控えた新婚カップルにお勧めなのが、水上のブルースパでのトリー

トメント。プロのセラピストによるマッサージ、ビューティートリートメント、フェイシャル、マニキュア、

ペディキュア、ヘアドレッシング、メイクアップサービスなどが受けられます。 

島のビーチではトロピカルウェディングの醍醐味である、夕陽の絶景をお約束できます。満天の星空の下での

リハーサルディナーやプールサイドのシックなカクテルパーティをホスティングしたりすることもできます。 

ハンハーラフシのパビリオンは、大人専用のアイランドで、そのシンプルな美しさが魅力的です。イベントホ

ールのクレオは、エレガントなウェディングセレモニー用の会場で 50 名までのレセプションが開催できます。

ラグーンの上の透き通った青い海の上に浮かんでいるような錯覚を起こさせる、ガラス張りのパノラミックビ

ューで、階段上の天井からは自然光がたっぷり入ります。 

ラディソン・ブルのウェディングスペシャリストが、カメラマンの手配、お食事のメニュー、フローティング

ブレックファスト、カップルによる植樹、ボドゥベルパフォーマンス、トラディショナルフラワーガール、な

ど、思い出に残るウェディングのお手伝いをさせていただきます。 

お問い合わせはメール、 info.maldives@radisson.com または、電話 +960 6681818 

 

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-resort-maldives


 

 

ノーティラス・モルディブで過ごすクリスマスホリデイ 

UNESCO 自然遺産、モルディブのバー環礁に位置するノーティ

ラス・モルディブでは、一年で最も華やかな年末年始の休暇を過

ごすのに最適な思い出に残るおもてなしをご用意してお客様をお

待ちしております。このような時期において、家族や友人と過ご

す大切な時間は、より一層重要な意味を持っていると我々は考え

ています。ノーティラス・モルディブには、時計がありません。

締め切りもなく、閉店時間もありません。あるのは、お客様がホ

リデイを満喫するための、安全安心で楽しい環境だけです。ノー

ティラスのハウスマスターズのスタッフメンバーが、お客様がよ

り快適に、そして、楽しく滞在していただくためのさまざまなアクティビティをご提供しています。ズンバ・

ダンスパーティ、モクテルコンペティション、ビーチサイド・クリスマス・クラブレースなど、この時期のリ

ゾートならではのおもてなしでお楽しみください。他にも、クリスマス・ハント、キャンディーケーン・チェ

ース、チョコレート・ハント、海賊のトレジャーハントなど、大人から子供まで楽しめます。お子様向けに

は、サンタの帽子作り、ココナッツのペインティング、サンタへのお手紙、ペイストリーワークショップ、な

どアクティビティが満載です。ビーチでの屋外映画では、「クリスマスキャロル」や「グリンチ」などのクリ

スマス映画の上映をいたします。 

スパでのトリートメントのメニューも充実しています。ソラスタ・スパではホリスティックなトリートメント

の他にも、モーニングヨガやイブニングヨガ、瞑想セッションなども行っています。 

数多くの受賞歴を誇るカリナリーチームが率いるレストランも充実しています。スパイス・ソワレは素晴らし

いガストロノミーが楽しめるレストラン。ジャーニー・オフ・ザ・センセス

は、世界各国のフレーバーを駆使したカラフルなお料理を提供しています。地

中海料理レストラン Zeytoun ではブラインド・ワイン・テイスティング付きの

クリスマスメニューが楽しめます。ノーティラスが所有する豪華ヨットの船

上、または、サンドバンクで、モルディブの星空の下でプライベートディナー

を楽しむこともできます。モルディブ料理やジェラート作り教室、トロピカル

ココナッツマスタークラスやワインテイスティングクラスなどにも参加してみ

てください。ノーティラスのチョコレートルームでは、ノーティラスのパティ

シェによるハンドメイドのカカオデライトが楽しめます。 

 

トロピカルアドベンチャーは、ハイスピードサファリ、オーシャン・ディスカバリー・キャンプ、深海フィッ

シング、スタンドアップパドルコンペティション、モルディブ語レッスン、フルムーン・クリスタル・シンギ

ング・ボウルセッションなどがあります。UNESCOの世界遺産でもあるハニファル湾のターコイズブルーの海

でのダイビングでは、海中でマンタレイが泳ぐ様子や、他の素晴らしい海洋生物を見ることができます。 

ノーティラスのフェスティブブローシャーはこちら。 

2021 年 12 月 15 日〜2022 年 1 月 10 日までの宿泊料金は 1 泊 USD2,825 から(税抜き) 

 

ノーティラス・モルディブに関するお問い合わせ、及び、ご予約は、 

電話 +960 660 00 00 または email hello@thenautilusmaldives.com.  

ウェブサイト www.thenautilusmaldives.com  

https://issuu.com/thenautilusmaldives/docs/tnm_festive_brochure_2021_1_
http://www.thenautilusmaldives.com/
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