
 

 

モルディブニュース 
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2022 年 1 月号（発行 1 月 21 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 日以降、日本を含む世界各国の観光客の受け入れを

再開しております。新しい年を迎え、今年こそは海外旅行市場、及び、旅行業界にとって良い年となりますよ

うに願っております。旅行制限が解除された後、すぐに皆様のお役に立てるような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 
   

 
 

 

2022年最初のお客様をモルディブでお出迎え 

2022年 1月 1日、モルディブのヴェラナ国際空港で最初にお迎えした旅行者

は英国からのご夫婦でした。午前 6時 10分ガルフエアで到着した旅行者は、

モルディブ政府観光局(MMPRC)、モルディブ空港公団及び、入国管理局の

(MACL)の担当者に出迎えられ記念式典が行われました。 

モルディブ政府観光局(MMPRC)のトイブ・モハメド CEO 兼マネージングデ

ィレクターは、過去 2 年間におけるモルディブの観光業の急速なコロナ禍か

らの回復に言及し、「世界的なパンデミックにも関わらず、今日、得られた

成功は、我々の前向きな姿勢と強力な信念によるものと考えています。今

年、最初のお客様を暖かくお迎えするとともに、今年のモルディブ観光業 50

周年の記念年に向けて本格始動いたします」と述べました。 
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モルディブ観光省のアブドゥラ・マウスーム大臣はモルディブの観光業の功績について、「世界的なコ

ロナ禍の中、モルディブの観光業にとって 2021年はとても良い年でした。ベッド数は 9.4%増加、合計宿

泊数は 1100 万泊を超えました。さらに、2 年連続でワールド・トラベル・アワードの「ワールド・リー

ディング・デスティネーション賞」を受賞するという快挙を得ました。関係する全ての方々の多大なご

協力とモルディブを選んでいただいた全ての旅行者に感謝申し上げます。」と述べました。 

 

モルディブ空港会社のイブラヒム・トーハ氏は「昨年、モルディブは目標としていた 130 万人の観光客

数を超えました。チームモルディブが一丸となって、モルディブを安全安心なデスティネーションとし

てプロモーションを続けた成果だと思っております。空港会社としては、航空会社の誘致に力を入れ魅

力的なインセンティブパッケージを提供してきました。また、ヴェラナ国際空港はアジア太平洋地区で 2

番目にACI健康認証証明を取得した空港で、高い安全基準を誇っています。毎月の観光客数は順調に伸び

ており間もなくコロナ前の水準に戻ることが予想されています。2022 年最初のお客様をお迎えするにあ

たり、モルディブの将来は明るいということを強調するとともに、モルディブが素晴らしいホリデイの

デスティネーションであることをプロモーションしていただいた方々に感謝申し上げます。」と述べま

した。 

 

モルディブ政府観光局(MMPRC)は、モルディブの観光業界とともに、昨年、24 のマーケットでフェア、

ロードショウ、ファムトリップ、マーケティングキャンペーン、ウェビナー、インタビューなどの活動

を行ってきました。島嶼国家であるという地理的条件、ワン・アイランド・ワン・リゾートというコン

セプトを前面に打ち出し、安全安心なデスティネーションとしてプロモーションしてまいりました。ワ

ールドトラベルアワードの 2年連続受賞はその最大の成果とも言えるでしょう。また、モルディブにとっ

て、今年は観光客の受け入れが始まってから 50 年目、ゴールデン・ジュブリーという特別な年です。今

年も、年間を通して世界各国のマーケットで様々な活動を行っていく予定です。 

 

ワールドトラベルアワード 2021  モルディブが「ザ・ワールド・リーディ

ング・デスティネーション賞」を受賞 

モルディブは、ワールドトラベルアワード 2021 の「ザ・ワールド・

リーディング・デスティネーション賞」を昨年に引き続き 2 年連続で

受賞しました。受賞は、2021 年 12 月 16 日にオンラインで開催され

たワールドトラベルアワード 2021 授賞式で発表されました。 

1993 年に創設されたワールド・トラベル・アワードは世界の旅行業

界において最も栄誉ある賞とされています。デスティネーションにと

ってこの賞の受賞は、特にこのような困難な時期においてとても意義

深いことです。モルディブは、ドバイ、インドネシア、スペイン、ベ

トナム、アメリカ合衆国など、競合する 18 のデスティネーションを

抑えての受賞となりました。 

  



 

 

モルディブ政府観光局(MMPRC)のトイブ・モハメド氏は、モルディブに投票していただいた全ての方々

に感謝するとともに、今回の成果は、モルディブ政府、観光省、その他の観光産業関係者の努力と協力

無くしてはなし得ることができなかったと述べました。また、モルディブを安全安心なデスティネーシ

ョンとして日々、プロモーションに注力したスタッフの献身的な働きぶりを称えました。 

 

今回の受賞は、昨年に引き続き 2年連続で 2回目となります。モルディブは昨年、世界の旅行産業がコロ

ナウイルス感染症拡大により大打撃を受けている最中、初めて、ワールド・トラベル・アワードを受賞

しました。モルディブ政府の主導のもと、世界各国からの観光客を受け入れられるという自信と努力に

よる結果だと言えるでしょう。モルディブが安全安心なデスティネーションであるということを伝える

際に強調されたのが、モルディブの地理的な条件です。モルディブは、千を超える島々からなる島嶼国

家で、ワンアイランド・ワンリゾートをコンセプトとするリゾートホテルが有名です。このような特徴

が、安心して休暇を過ごしたいと願う世界各国の旅行者から支持されたと言えます。 

今年は、ワールド・トラベル・アワードのインド洋部門でも、モルディブはリーディング・デスティネ

ーション、リーディング・ビーチ・デスティネーション、リーディング・ダイビング・デスティネーシ

ョン、リーディング・ツーリストボードの 4つの賞を受賞しています。インド洋部門のリーディングデス

ティネーション賞は過去 18 年間で 14 回受賞しています。 

 

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 12

月 8日までに 1,197,409 人の観光客をお迎えし、年末までの合計観光客数は 120万人を超えることを予想

しています。これは、パンデミック前の 2019 年の年間 150 万人に迫る人数です。  

 

モルディブ政府観光局がプレス向けファムトリップを開催 

モルディブ政府観光局( MMPRC)は、今年初めて

となるプレス向けファムトリップを 2022 年 1 月

11 日〜17 日の日程で開催しました。 

日本から参加したのはフリーランスジャーナリス

ト 4 名と日本担当 PR の合計 5 名。帰国後、旅行

系のオンラインメディアや雑誌などに取材記事が

掲載される予定です。モルディブでは、南部のガ

ーフ・アリフ環礁にある、プールマン・モルディ

ブ・マムータとメルキュール・モルディブ・カド

ゥーに滞在。日本からの飛行機はカタール航空の

協賛でドーハ経由のビジネスクラス、Q スィート

を体験しました。掲載記事を通して、モルディブ

での多様な体験アクティビティ、ワン・アイラン

ド・ワン・リゾートのコンセプトなど、日本から海外旅行が自由にできるようになったら訪れたいデス

ティネーションの一つとして紹介される予定です。このメディア向けファムツアーは、日本市場におけ

る MMPRC のマーケティング戦略の一環で、日本の旅行者、及び、旅行業界に向けて広くモルディブを

認知してもらうためのものです。 

  



 

 

コロナ前の 2019 年には、44,251 人の日本人旅行者がモルディブを訪れていました。現在の厳しい渡航制

限の元で、気軽にモルディブを訪れることは困難ではありますが、日本市場は、以前は第 9番目に大きい

市場で重要なマーケットと位置づけされています。規制が解除された後、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プロモーションしていきます。今年は、他にもプレスビジットやソーシ

ャルメディアキャンペーンなどが計画されています。 

 

ヴァックル・モルディブ 中東版「コンデナスト・トラベラー誌」でファミリ

ー向けホテル #1に選ばれる 

ヴァックル・モルディブは、この

度、中東版「コンデナスト・トラベ

ラー誌」で、読者が選ぶファミリー

向けホテル第 1 位に選ばれました。

ワールドトラベルアワードでも 3 つ

の賞を受賞しており、今回の受賞は

2021年に受賞した 4つ目の賞となり

ます。 

コンデナスト・トラベラー中東版で

は、毎年、34 のカテゴリーからベス

トな旅行体験を選ぶオンラインによ

る読者投票を行っています。2017

年のオープン以来、このリゾートで

は、最新のトレンドを取り入れたフ

ァミリー向けのアクティビティの充

実を図ってきました。 

年齢に応じてパロットフィッシュクラブ、ココナツクラブの 2つのキッズクラブがあり、アートや工作の

ワークショップ、卓球、サッカーなど様々なアクティビティを用意しています。ジュニア・テニス・ク

リニックではヴァッカル・モルディブ常駐のプロによるレッスンや、両親とも一緒にゲームを楽しむこ

ともできます。また、家族一緒に、海洋バイオロジストと一緒にダイビングやシュノーケリングを体験

することもできます。 

ヴァッカルはファミリーに最適なダイニングを提供しています。リゾートの庭師から自然菜園、島の植

物や自然について学びながらオーガニックファームで採れた野菜を使ったお食事体験。または、オーガ

ニッククッキングや栄養を学びながらのクッキングクラスもあります。ご家族での冒険を楽しみたいな

ら、ヴァッカルのソフトコーラルビーチや、プライベートのサンドバンクでの家族揃ってのお食事も可

能です。メラナスパでは、ファミリーヨガの他、母娘、父息子用のスパパッケージもあります。 

ヴァックル・モルディブのイアン・マッコーマック総支配人は、「中東版コンデナスト・トラベラー誌」

での受賞を大変嬉しく思います。特にファミリー層からの支持は、私たちが何よりもご家族の思い出作

りを大切にしてきた事の結果であると思っています。今後も、新しい体験型のアクティビティの充実を

図り、より多くのご家族旅行をお迎えしたいと思っております。」と述べています。 

 



 

 

 

コンラッド・モルディブ・ランガリアイランド、2022年2月に大規模リノベ

ーションを完了 

数々の受賞歴を誇る、コンラッド・モルディブ・ランガリアイランドが、2022 年 2 月に数百万ドル規模

の改修工事を終える予定です。数年に亘る改修工事はリニューアルされたインテリアとコンラッドなら

ではのホスピタリティで、更なる高みを目指しています。生まれ変わったリゾートのスペースはラグジ

ュアリアスな旅を追求する旅行者にとって、記憶に残る旅となるでしょう。 

25 年前にインターナショナルブランドのホテルとしてモルディブに初進出して以来、コンラッド・モル

ディブ・ランガリアイランドはモルディブにある 150 以上あるリゾートのパイオニアとして存在価値を

高めてきました。世界的にも有名な海中レストラン「イター 

Ithaa」、2 階建の海中ルーム「ムラカ The MURAKA」、そ

して、ツインアイランドリゾートなど、どれもモルディブで

初めての試みです。 

 

「コンラッド・モルディブ・ランガリアイランドの新章にお

客様をお連れする事が出来、とても嬉しく思います。新しく

デザインされた水上ヴィラ、改装されたレストラン、新設さ

れたティーンズクラブなど、どれもお客様に満足いただける

ものと思っています。今後も新しい試みを続ける一方、当リ

ゾートが誇るパーソナライズされたサービスも提供していき

ます。2019 年に始まった大規模改修工事は、当リゾートの

レガシーを確固とし、引き続きお客様にご満足いただけるリ

ゾートであり続けるために行ったものです」とカーラ・プヴ

ェレル総支配人は述べました。 

 

大規模改修工事の概要は次の通りです。  

 

生まれ変わった、ランガリアイランドの 50 の水上ヴィラ 

ランガリアイランドの水上ヴィラはハネムーナーとカップル専用

のラグジュアリアスでスタイリッシュなヴィラに生まれ変わりま

す。全てのヴィラからは遮るものがない、インド洋の水平線を眺

めることができ、洗練されたインテリアは、インドア・アウトド

アのリビングスペース、プライベートサンデッキなどを備えてい

ます。サンライズ、サンセット水上ヴィラは 86m2、プール付き

のオーシャンフロント・プレミア水上ヴィラは 152m2、2 ベッド

ルームのプール付きランガリオーシャン・パビリオンは 451m2 の

広さを誇ります。 

  

空撮 - ツインアイランドとムラカ (c)Yashrib Ahmed 

プール付きプレミア水上ヴィラ 



 

 

リフレッシュされた 3 軒のレストランとバーでのダイニング体験 

アトールマーケット: 人気のオールデイダイニングのビュッフェレストラン。その場で調理するクッキン

グステーションで世界各国の新鮮なお料理が楽しめます。朝食からカクテルまで、活気溢れる店内か、

椰子の木の下、海からの爽やかな風を感じながら裸足で楽しめるビーチフロントでお召し上がりいただ

けます。 

ランガリバー: リゾートのソーシャルハブでもあるバーは暖かいトーンの家具を配置した現代的なデザイ

ンに改装されました。下はもちろん砂浜です。ランチ、ディナー、カクテルを提供しています。 

ヴィル・レストラン・ランガリアイランド: ラグーンの先端に位置するこのオープンエアレストランはリ

ピーターのお客様にも大人気です。 

 

フラーヴァルクラブ(ティーンズクラブ): ランガリ・フィノールアイランドに新設されたティーンズクラ

ブでは、10 代のお子様との家族旅行に最適なアクティビティをご用意しています。 

マジャー・エクスプローラーズ・ハブ: 新設されたティーンズクラブの隣には、退屈知らずの様々なアク

ティビティが楽しめるオープンスペースが誕生しました。 

ダイブセンター: ダイビングレッスンやエクスカージョンの利便性を向上するため、水際に移動しました。

ダイビングファンや海好きの人にとっては堪らない場所となるでしょう。 

ジム・アット・ランガリアイランド: 完全装備された新しいジムは、アダルトオンリーアイランド に設置

されました。カップルやハネムーナーのお客様専用のプライベート・ワークアウトスペースのご用意も

あります。  

水上スパ・アット・ランガリアイランド:心と体のリフレッシュに最適な水上スパでは、メディテーショ

ンから完璧なセラピーまで、お客様のあらゆるご要望にお応えします。 

 

「コンラッド・モルディブ・ランガリアイランドは、アジア太平洋地区のコンラッド・ホテルズ＆リゾ

ーツの中でも類まれで中心的なラグジュアリーリゾートです。世界各国からのお客様を気持ちよくお迎

えするために、私たちのチームは一丸となってあらゆる努力を惜しみません。改修工事が完了した後、

ラグジュアリアスなホリデイを考えている世界中の旅行者から支持されるであろうと自信を持っており

ます。」と、コンラッドホテルズ＆リゾーツのグローバル・ブランドヘッド兼ヒルトン・アジア太平洋

地区副社長ニルス・アルネ・シュローダー氏は述べました。 
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