上部モニター映像
映像のみ（一部字幕付き）でお楽しみください。
Please enjoy on the main screen. ( Partially subtitled )

沖縄県外発→那覇 ／ 那覇発→沖縄県外

Be Together 〜ステキなタカラと出会う旅〜
北海道十勝編

JTA オリジナル
機内Wi -Fiエンターテインメントプログラム
沖縄POPS

島

唄

八重山のユンタをテーマにお届け♪
うむ

Stayin' Alive

想いションガネー

ほほえみをたやさずに

安里屋ユンタ

前川守賢 ／ポニーキャニオン

Sala ／SoundStorm

あさどや

安慶名愛 ／3rdWAVE

大浜みね、通事安京、大浜博起、比屋根孝子 ／キング

ラビラブIDOLスクール校歌

ゆんたしょーら

プル・トア

こいなゆんた

大工哲弘、大工苗子 ／ディスク アカバナー

ラビラブIDOLスクール ／Colorʼs

宮良康正 ／国際貿易

YAASUU ／ユニバーサルミュージック

ファシル

JTAオリジナル動画
JTAオリジナルマナービデオ

「 JTA機内マナー道を
極める
」
沖縄空手を愛する
「カラテファミリー」
が、
琉球国王、
チョンダ
ラー、シーサーなど沖縄の多彩なキャラクターたちと、JTA
機内を舞台に空のマナーを極める、
アニメーション・ショート
ムービー。

「JALふるさと応援隊」
の客室乗務員が日本各地を訪れ“地域のタカラ”を
紹介。
今回は自然があふれる北海道十勝地方をめぐる。

島色 、

松原忠之 ／リスペクトレコード

Inﬁnity Yaeyama

かじまや

PARTY time

カントリーファーマーズ藤田牧場・北海道十勝 /COUNTRY FARMERS Fujita Farm, Tokachi, Hokkaido

沖縄離島PR動画

トーガニーあやぐ

YAASUU ／ユニバーサルミュージック

沖縄県外発 → 宮古・石垣

花の風車 〜いったーあんまーまーかいが〜

YAASUU／KN4MUSIC

うるく とぅみぐしく

小禄豊見城

Log ONE

白浜節

Mousou JET

大城美佐子、登川誠仁 ／リスペクトレコード

PFAM ／PFAM

https://yvb. jp/

画像・映像提供：(一社)八重山ビジターズビューロー

ウトゥダーズ ／マルフク

PFAM ／High Speed Boyz Inc.

JAL ORIGINAL

Be Together: Discover Treasures on Travels - Tokachi, Hokkaido

石垣市、竹富町、与那国町で構成される八重山諸島の8つの
魅力
（島々の海洋、
自然・動植物、
文化・芸能、
食、
島の人たち・
島々の個性、
風情、
工芸・陶芸、
星）
を動画でご紹介。

Inﬁnity Yaeyama

くんじゃん

国頭ジントヨー

ダイナミック琉球

大城美佐子、嘉手刈林昌／ビクターエンタテインメント

PFAM ／PFAM

バイバイ沖縄

伊是名みやらび慕情

ネーネーズ ／ソニー・ミュージックレーベルズ

島みずき／OKINAWA CROSS MIX

画像・映像提供： 宮古島市エコアイランド推進課

うちなー さんば

視界

沖縄三板

南の島へ出かけよう

油断しるな

よなは徹 ／リスペクトレコード

黒川なる／Nulliro

前川守賢 ／前川芸能オフィス

5th Elements ／5th Elements Record

THE LAST EDEN ２
千年の楽園
楽園と呼ばれる宮古島は、その海の美しさで訪れた人々を
虜にする。
その海を、
島の環境を、
守りたい…
宮古島の美しさを守る為の活動に取り組む人々や、故郷へ
の想いを伝える人々のメッセージを皆様にお届けしたいと
思い製作。
エコアイランドからのメッセージをどうぞ！

カチャーチどんどん
前川守賢 ／キャンパスレコード

ご案内：タグチマミ

ご案内：前川守賢

ラジオDJ、音楽ユニットSalaのボーカルとして
CD制作、ライブでも活躍中。

沖縄民謡歌手、芝居、ラジオ出演など多方面で
活躍中。

構成／ナンクル

沖縄ショートムービー
ショートムービー

僕と明日香の島歩き

構成／ナンクル

© Copyright 2011 Okinawa Convention & Visitors Bureau, All rights Reserved

Close up

注目のアーティストたち

PFAM

沖縄県読谷村出身の4 人組 ロックバンド。GReeeeNを手掛ける東京の音楽事務所 High Speed
Boyzに所属し、テレビCMやラジオ番組など多くのメディアでも活躍を見せる。
県内最大級のライブハウス、
ミュージックタウン音市場で 2 年連続ワンマンライブを行い 、
さまざ
まなロックフェスやイベントに出演 。GReeeeNの92 、ORANGE RANGEの YOHがアレンジに
参加した新曲などを今回のプログラムで紹介する。

YAASUU
絶滅危惧種でもある宮古島の言葉 “ みゃーくふつ ” と文化を残していきたいという思いで、
さまざ
まなジャンルの音楽に乗せて世界中に発信を続けているアーティスト。
沖縄から日本全国はもちろんアジアでも活動。
オンラインで展開する
「宮古島ナイトシリーズ」
と
「LEQUIOS FES シリーズ」を手がけ、他にも宮古
島出身者達と動画共有サイトで「WONDERFUL LIFE」
を開設、
今年の7月には初のメジャーリリー
スCD「クイジンヌ」
を発売。宮古島公認の宮古島大使も務めるシンガーソングライターである。

新人女優の明日香は東京での仕事の悩みから逃れるように
沖縄の離島、
阿嘉島を訪れる。
民宿の息子で中学生の丈と一
緒に島の暮らしに触れていくにつれ、次第に明日香の心に
変化が起こり始め・
・
・ 企画・脚本・監督/田渕研路（ 株式会社真宣組' ）

画像・映像提供：(一社)八重山ビジターズビューロー

石垣市、竹富町、与那国町で構成される八重山諸島の8つ
の魅力（島々の海洋、自然・動植物、文化・芸能、食、島の人
たち・島々の個性、
風情、
工芸・陶芸、
星）
を動画で紹介。

https: //yvb. jp/

沖縄県外発 → 宮古・石垣

日本最南端の島々の映像と竹富町島々サポーターズカード
「ピカリャ〜カード」をご紹介。
「ピカリャ〜カード」で竹富町を応援しよう！
！

TVアニメPR動画

『白い砂のアクアトープ』
2021年7月8日よりTOKYO MX、
BSフジ、
MBS、
琉球放送にて放送開始！

沖縄にある架空のちいさな水族館を舞台にした、南城市の丘から望む
きらめく太平洋の景色や、その海原を眺めながら丘から下る曲がりく
ねった道、沖縄南部の穏やかな村落の風景を舞台に二人の少女たちの
監督：篠原俊哉／シリーズ構成：柿原優子／制作：P.A.WORKS

※プログラムは変更となる場合がございます。

お持ちのスマートフォン、タブレット、パソコンなどから、
機内エンターテインメントプログラムの視聴とインターネットへの接続が可能です。
You can connect your smartphone, tablet, or PC to the inﬂight Wi-Fi,
and also enjoy entertainment programs.

＊機内エンターテインメントはイヤホンをご用意のうえお楽しみください。

機内のエンターテインメントプログラムを許可なく
録画、録音、
その他の方法で複製することは固くお断り
いたします。
Recording, duplicating, or copying any
inﬂight entertainment programming,
by any means, is strictly forbidden.

画像・映像提供：竹富町観光協会

竹富町は、
沖縄本島から南西に450kmの八重山諸島に属する9つの有人島と7つ
の無人島からなる島しょの町。
赤瓦と白砂の伝統的な町並みが残る竹富島、
イリ
オモテヤマネコやマングローブ等の珍しい動植物が生息し世界自然遺産登録候
補地でもある西表島など、
魅力的なスポットがたくさん。
あなたの
「会いたい島がきっと見つかる」
。

『定期航空協会からの感染拡大防止に向けてのお客さまへのお願い』
を全路線
で上映しております。あわせてご覧ください。
Please watch “Requests from The Scheduled Airlines Association
of JAPAN,” shown on all routes.
＊エンターテインメントプログラムは、ご搭乗機材や飛行時間により、ご覧いただけない場合がございます。
また、飛行時間や天候などにより、番組を中断する場合がございますのでご了承ください。
＊那覇 = 久米島路線では上部モニター映像はご覧いただけません。
＊記載の情報は変更になる場合があります。

