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)

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

HiBiKi

ふるさと華舞台

ラビラブ呪文
〜エイサーVer.〜

りんけんバンド

ラビラブIDOLスクール ／Colorʼs

／ソニー･ミュージックレーベルズ

GOGOトロピカルビーチ

三拝云

22時のブランチェス ／nancle

唄

前川守賢 ／前川芸能オフィス

ありがとう
みーふぁいゆー

デビッドちんすこう／Chinsuko Record

ミヤギマモル ／国際貿易

たてしまもよう

安里屋ユンタ

大城貴史 ／23beans

沖縄県外発 → 宮古・石垣

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
」

島色、無限大

Inﬁnity Yaeyama

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。

西原せつ子、崎原真弓 ／高良レコード

花とおじさん

豆が花

大城貴史 ／23beans

砂川美香 ／みいかじMUSIC沖縄

1972

沖縄離島PR動画

芭蕉布

大城貴史 ／23beans

島色 、無限大

仲田正江、松田しのぶ、新垣小百合 ／キャンパス

恋

Inﬁnity Yaeyama

谷茶前

ジャアバ ーボンズ ／Flying High

ゆいゆいシスターズ ／ンナルフォンレコード

ライア

ましゅんく節

はやね ／KT.MUSIC

島うた少女テン／山川まゆみ民謡研究会

スーパーヒーロー

白雲節

uuna ／BROOOVE

古謝美佐子／アカバナー

黒猫エゴイズム

山崎ぬあぶじゃーま

uuna ／BROOOVE

https://yvb. jp/

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）
を動画でご紹介。

山里勇吉 ／福）マルフク

エスケープ

や

け

な

屋慶名クワディーサー

uuna ／BROOOVE

前川守賢 ／キャンパス

カチャーチどんどん

前川守賢 ／キャンパス

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

構成／ナンクル

Close up

注目のアーティストたち

uuna（ユウナ）
沖縄出身、
7人きょうだいの3番目。高校を中退し音楽に没頭する中、突発性難聴を発症
するも、音楽への夢を諦めず活動し2018 年12月デビュー。翌年イナズマロックフェス
への出演を果たし、SNSライブ配信にて視聴された時間、世界1位を奪取。生配信を軸
に、
音楽パフォーマンス、ライブコマース、NF Tなど、ネットを駆使し、日本武道館を目
指す、沖縄アーティスト uuna（ユウナ）
。
1100日以上連続で毎日SNS ライブ配信中！

大城 貴史
沖縄県西原町出身のシンガーソングライター。4人組ヴォーカルグループ「Skyʼs The
Limit」
で 2016 年にメジャーデビューを果たすが、2018 年の解散を機にソロへ転身。
“半径 5メートル”を活動コンセプトに、
身近で温かみのある作品づくりを続ける。
2021年より居住地を神奈川へ移し、沖縄とのダブル拠点で活動中。同年のクラウドファ
ンディングにより制作しリリースしたフルアルバムを持って各地を行脚している。

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。

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。

THE LAST EDEN ２
千年の楽園
画像・映像提供： 宮古島市エコアイランド推進課

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制作。
エコアイランドからのメッセージをどうぞ！

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！
！

沖縄ショートムービー
短編映画

RUMAH

ルマ

“夢を見た。
わからない言葉なのに、
私の魂を呼び寄せる声――”
© Okinawa Prefectural Government. All Rights Reserved.

情報センターのオペレーターとして働くあゆみは、勤務歴10年の
34歳。必要な情報をインターネットで検索できるようになったい
ま、問い合わせは激減し、電話は鳴らず、彼女は虚しさと孤独感に
悩まされていた。あゆみが応対するのは1日に1件か2件の電話の
みで、それは決まって電話を情報源として利用する老人からの問
い合わせだった。
ある日、
数人の同僚と共に部長に呼び出されたあ
ゆみは、
突然解雇を告げられる。
導かれるように実家へ帰省するあ
ゆみ。
そこには長年連絡をとっていなかった父が待っていた。

※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。

画像・映像提供：
（一社）八重山ビジターズビューロー

画像・映像提供：竹富町観光協会

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.

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。

