
2020年に「崎山酒造廠」から「松藤」へと社名変
更するにあたり、特別な泡盛を造ろうと計画。
『Inui1901』は、社長の崎山さん（中央）の東京農
業大学時代からの友人で、種麹屋として有名な
「秋田今野商店」代表の今野宏氏に相談したこ
とから誕生しました。

テイスティングコメント

濃厚で深みのある味わいと、時間の
経過とともに幾重にも広がる香りが
楽しめます。ブリの照り焼きを合わ
せてみてはいかがでしょうか。脂の
のったブリの旨味と甘辛いタレが合
うと思います。水割りがお勧めですが、

寒い日はお湯割りも
お勧めです。

泡盛マイスター  満名禎恵

『Inui1901 5年古酒43度』は、泡盛のタイムカプセル。
沖縄古来の黒麹菌のひとつ、イヌイ菌（A.Lchuensis inui）だからこその
味わいを引き出したこの特別な古酒を味わってみませんか？

　沖縄本島は金武町の伊芸集落を訪ねたのは昨年11月のこと。坂
の上にある泡盛酒造所へ続く小道には収穫されたばかりの黄金
色の稲穂が干され、一方で青々とした田芋畑もあり、ここには恩納
岳からの伏流水が育む南の田園風景が広がっていました。創業
117年の「松藤（まつふじ）」は、集落を流れる清らかなこの軟水を
使い、泡盛造りを行っています。
　さて、泡盛の醸造には黒麹菌が欠かせないのですが、今回ご紹
介する琉球泡盛『Inui1901 5年古酒43度』には、1901年に乾環（いぬ
いたまき）氏らにより存在が初めて報告された、沖縄古来の黒麹菌
“イヌイ菌”を使用しています。「松藤」の蔵人たちはこの繊細なイ
ヌイ菌の個性を探り、その魅力を最大限に引き出すべく試験醸造
を繰り返しました。そして一般的な麹造りの倍の時間をかける“五
日麹”を行い、仕込みでは酵母に緩やかな発酵を促すことで甘口
のもろみに。これらの丁寧な仕事の積み重ねにより、まろやかで
濃厚かつ深い甘み、香り高い風味を引き出すに至りました。
　ご紹介させていただくのは、夏に1000本のみ仕込まれるこの特
別な泡盛の5年古酒。昨秋発表された逸品です。120年の時を経て
生まれた『Inui1901』を、この機会にご堪能ください。

『蔵人たちの醸造技術が惜しみなく注ぎ込まれた深い味わいと
 　　　　　　　　黒麹菌の神髄とロマンをご堪能ください。』

崎山和章さん

写真●川畑公平　文●今村治華（P52-53）

『Inui1901 5年古酒43度』
価  格 JALカード価格円4,600 円4,140

●製造者:株式会社松藤（国頭郡金武町）　●原材料：米こうじ（タイ産米）　
●内容量：720ml　●アルコール分：43度
※購入後、機内での飲酒はご遠慮願います。
※配送時のお届けは日本国内に限らせていただきます。
※配送のお支払いは、クレジットカードのみとさせていただきます。

配送も承ります。   送 料 （全国一律・４本まで）円1,500

金武町
伊芸
（沖縄北部）

日本トランスオーシャン航空の路線が対象となります

機内販売のご案内

キャビンアテンダントがオススメします！

Inflight Shopping
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『カカオバターボディクリーム』は、忙しい毎日のなかで自身の美しさを二の次、
三の次にさせないスキンケアブランド「Chulabi」と、「TIMELESS CHOCOLATE」のコラボから誕生。
【ミントの香り（左）】と【カカオプレーンの香り（写真中）】の２種類からお選びください。

『カカオバターボディクリーム』は、忙しい毎日のなかで自身の美しさを二の次、
三の次にさせないスキンケアブランド「Chulabi」と、「TIMELESS CHOCOLATE」のコラボから誕生。
【ミントの香り（左）】と【カカオプレーンの香り（写真中）】の２種類からお選びください。

価  格

JALカード価格
円3,000

円2,700

沖縄コスメ「Chulabi」を展開する
ファミリー企画株式会社の代表取
締役 平良奈々さん。「カカオバター
ボディクリームはお肌に塗るのは
もちろんですが、お風呂上がりにド
ライヤーで乾かす前の髪に塗るの
もおススメですよ」と平良さん。

容器にはトウモロコシやサトウキ
ビなど植物由来の原料を利用して
作られる再生可能な有機資源、バイ
オマスプラスチックを使用。お洒落
なデザインのお箱に入っているの
で、相手がちょっぴり驚くプレゼン
トとしてもおススメ！
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※価格は1個分です。　※鉱物油・石油系界面活性剤・パラベン・エタノール・
合成着色料・合成香料・タルク・紫外線吸収剤全て不使用。
●原材料名：容器裏面をご覧ください。　●内容量：各100g　●使用期限：3年
●保存方法：天然由来原料の性質により、色味や硬さに変化が生じることが
ありますが品質には問題ございません。　●製造販売元：ファミリー企画株
式会社（那覇市）　●発売元：株式会社TIMELESS （北谷町）

『カカオバターボディクリーム』
（カカオプレーンの香り）（ミントの香り）

　沖縄の素材にこだわるスキンケアブランド「Chulabi」と、北谷生まれの本
格チョコレートブランド「TIMELESS CHOCOLATE」。この異業種コラボ
から誕生した『カカオバターボディクリーム』には、3つのサプライズが！
　１つ目の驚きは、「TIMELESS CHOCOLATE」がスイーツのために厳選
したカカオバターを使用していること！ じつはカカオバターは南米では
〈塗る薬〉とも呼ばれ、昨今は食べるのみならずその美容効果も話題に。
ご紹介するボディクリームには肌のキメを整え、皮膚の柔軟性を保つ、この
カカオバターを贅沢に使用しています。またカカオバターは体温近くで一
気に溶け出す植物性オイルなので、肌の上ですっと溶けて肌なじみが良
いのもうれしい特徴です。
　2つ目は、まるでムースのようにふんわりとした触れ心地！この驚きの
テクスチャーは、皮膚を滑らかにして、明るく透明感ある肌に導くことが
期待されるミネラルとビタミンが豊富な黒糖（沖縄県産）をたっぷりと配合
することで実現しました。
　そして、3つ目の驚きはなんといっても香り！【カカオプレーン】【ミント】
ともに蓋を開けた瞬間からカカオバター由来のチョコレートのような甘い
香りに包まれ、リラックス。
　この冬のお風呂上がりの時短保湿ケアに、お試しください。

那覇市（沖縄南部）
北谷町（沖縄中部）



Inflight Shopping

ボーイング737-800（1：130）

モデルプレーン JTAオリジナル　有料ラッピング バッグ

価  格 JALカード価格円5,500 円4,950 価  格 JALカード価格円各200 円各180（大） 価  格 JALカード価格円各100 円各90（小）

タマヌオイル 全身保湿クリーム

沖縄の自然をカラフルに描いた
アートなトートバッグ

沖縄の花など自然をモチーフにした
オリジナルのテキスタイルを展開す
るtaionから、沖縄の青空の下に咲く、
サボテン科のドラゴンフルーツの花と
果実の柄をのせた、ご旅行にぴったり
な大人気トートバックをご用意しま
した。
お財布に携帯、ペットボットルも入る、
身軽な旅にぴったりなサイズです。 円 円6,600価  格 JALカード価格 5,940

TERIHA タマヌオイル
テリハ

円 円4,400価  格 JALカード価格 3,960
TERIHA タマヌオイル 全身保湿クリーム

テリハ

●内容量：タマヌオイル30ml、全身保湿クリーム30g
●販売元：結プロジェクト

自然豊かな南大東島のテ
リハボクの実から採れた
高純度天然オイル「タマ
ヌオイル」と、そのオイル
を配合した「全身保湿ク
リーム」。クリームは、シー
クヮーサーの爽やかな香
りも楽しめます。
乾燥が気になるこの時期
のご褒美アイテム。お得な
セット価格でぜひお試し
ください。

オリーブオイルの約20倍の抗酸化作用
植物の力を感じる心地よさ

円 円10,000価  格 JALカード価格9,000
タマヌオイル&全身保湿クリームセット

※パッケージは予告なしに変更になる
　場合があります。

沖縄で“マース（塩）”は厄除けや縁起物、
お守りとして昔から使われています。聖
地巡拝した塩が入った人気のしよんの
マース袋に、JTAオリジナルカラーが誕生
しました。「いつの世までも幸せに」の願
いを込めた伝統模様を、JTAカラーでお手
元に。大切な方への贈り物としてもおす
すめです。

傷つきにくく、超軽量で割れにくい
小型ミラーです。
出先でのちょっとしたメイクチェッ
クや目元口元の確認に便利です。
復興の応援ができる首里城デザイ
ン、かわいいイラストのジンベエ
ジェット、さくらジンベエの3柄から
お選びください。

ジンベエ・さくらジンベエジェットを
モチーフにした手織りのマース袋

●サイズ（約）：縦7cm×横幅5cm
●素材：木綿、沖縄県産の塩、プラケース（袋内部の塩入れ）
●製造：機織工房しよん
※モデルプレーンは商品に含まれません。

価  格 JALカード価格円1,300 円1,170

JTAオリジナル  マース袋
（ジンベエ／さくらジンベエカラー）

※価格は1個分です。

●サイズ（mm）：50×30×2　●重量：4g　●素材：アクリル　
●製造元：コミー株式会社　

価  格 JALカード価格円1,100 円990

CAミラー
（ジンベエジェット、さくらジンベエ、首里城未来応援ミラー）

※価格は1個分です。

JTA×SHIYON
のロゴ付き

客室乗務員に人気のCAミラー、
JTAオリジナルデザインで登場！
「首里城未来応援ミラー」は販売元を通じ、売り上げの一部を首里城再建へ
寄付させていただきます。

首里城

ジンベエジェット さくらジンベエ

taion お散歩トート

●サイズ：高さ18cm×横幅31cm、マチ縦17cm×横22cm
●素材：帆布（コットン）　※柄の出方は1点ずつ異なりますので予めご了承ください。

価  格 JALカード価格円8,800 円7,920

（大）横310mm×縦460mm
（小）横170mm×縦280mm

ギフト袋
「琉球の花々柄」
（大）横310mm×縦460mm
（小）横250mm×縦350mm

ギフト袋（リボン付）
「オオゴマダラ柄」

/



Inflight Shopping

カードの裏にはサインが必要です。

カードがご利用いただけます。JAL

社団法人 日本クレジット産業協会

●ご本人のサインの無いカードはご利用いただけません。
●ご本人以外のカードのご利用はできません。

お問い合わせ先／日本トランスオーシャン航空（株）機内販売係
kinai.hanbai＠i-love-jta.co.jp

販売場の名称及び所在地 酒類販売管理者の氏名日本ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ航空（株）航空機内　那覇市鏡水１５０　那覇空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋ ﾙ゙（国内線）３F 古川 孝： ：
酒類販売管理研修受講年月日 次回研修の受講期限２０２０年７月７日 ２０２３年７月６日： ： 研修実施団体名 沖縄県小売酒販組合連合会：

機
内
販
売
に
つ
い
て

酒類販売管理者標識

※ご利用は３万円までとさせていただきます。
※JALカードのショッピングマイルが2倍たま
　ります。
※JAL ICクーポンはご利用いただけません。
※JALカードをご利用いただくと販売価格の
　10％割引でお求めいただけます。

※クレジットカードは機内において即時決済できないため、カード
　有効期限が当月の場合、20日以降の受付は不可となります。
※表示価格は、消費税が含まれています。
※お支払方法は現金、クレジットカードまたはJALギフト券、JAL
　旅行券、JALクーポンのみでのお取扱いとさせていただきます。

※販売数量には限りがありますので品切れの際には
　ご容赦ください。
※ビール・ノンアルコールビール・その他一部の商品
　のお支払いは現金のみとさせていただきます。
※天候、そのほかの事情により機内販売を行わない
　場合がございますのであらかじめご了承ください。

琉球の地で太古から続く、山から海
へつながる水の流れをテーマに、が
じゅまるの木や珊瑚、やどかりなど
をモチーフにデザインした手ぬぐ
い。沖縄の自然への想いが詰まって
います。沖縄の伝統工芸である紅型
と近い技法の「注染」を用いました。
また、手ぬぐい2枚を対にして使用
すると、1本の木のようになり、タペ
ストリーとしてお楽しみいただく
こともできます。

虹亀商店　注染手ぬぐい「メグルタイコノミズ」

●素材：綿　●サイズ：35cm×90cm

自然の風合いをお手元に！
多彩に楽しめる手ぬぐい

※価格は1枚分です。価  格 JALカード価格円2,200 円1,980

多良間産黒糖を使い、つるっと濃厚！
黒わらび餅
日本一の黒糖生産量を誇る多良間
島産の黒糖をふんだんに使った黒
わらび餅。口に入れると、黒糖の濃
厚な甘味と風味が広がり、後味は
意外にもさっぱりしているのが特
徴です。また、原料の黒糖には農薬
減に配慮したエコファーマー認定
を受けたさとうきびを使ってお
り、お子様からお年寄りまで安心
してお召し上がりいただけます。

たいようの黒わらび餅（4カップ入り）

●内容量：90g×4個　●素材：黒砂糖（多良間島産）、わらび粉、きなこ、砂糖/トレハ
ロース、乳化剤（一部に大豆、乳製品を含む）
●製造元：ありんこ倶楽部株式会社

価  格 JALカード価格円1,700 円1,530

南イタリア×沖縄　モダンチョコレート
マーリオは、南イタリアに
ある老舗のチョコレート
工房です。
ホワイトカカオと伊江島
産黒糖で自然の風味豊か
なおいしさに仕上げた
ミルク・ビター味は、12
枚入り。
40枚入りのバレンタイ
ンギフトには、沖縄県産
素材を使用した10種類
のフレーバーの詰め合わ
せをご用意しました。
モダン沖縄チョコレート、
大切な方へのプレゼント
にいかがでしょうか。

●内容量：【ミルク・ビター】各6枚
　　　 　 【バレンタインギフト】ミルク、ビター、
　　　 　 シークヮーサー、塩、紅芋、島唐辛子、生姜、
　　　 　 ピパーチ、いちご、いちごミルク（各4枚）　
●販売者：アイラーティ合同会社

忠孝酒造×ミラクルくん　干支ボトル第３弾！
忠孝酒造と沖縄の若きイラストレーター、
ミラクルくんの、干支泡盛12年プロジェク
トの第3弾。アクセントに古酒を加えてお
り、年度ごとの味わいの違いや熟成による
変化を楽しめます。グラスに注ぐと、柔ら
かな風味から徐々にバニラ香が立ち上が
ります。水割りでは口当たりの優しさが増
し、普段泡盛を飲まない方にもお勧めで
す。新しい年に大切な方と楽しむ泡盛に
いかがでしょうか。 

2023 MIRACLE-KUN  干支ボトル（卯）　35度

※購入後、機内での飲酒はご遠慮願います。　※配送時のお届けは日本国内に限らさせて
いただきます。　※配送時のお支払いは、クレジットカードのみとさせていただきます。

配送も承ります。   送 料 （全国一律・４本まで）円1,500
●製造者：忠孝酒造株式会社　●原材料名：米こうじ（タイ産米）　●容量：500ml

円 円1,400価  格 JALカード価格 1,260
MAGLIOチョコレート ミルク・ビター

マーリオ

円 円5,400価  格 JALカード価格 4,860

円 円3,500価  格 JALカード価格 3,150

MAGLIOチョコレート バレンタインギフト
マーリオ

MAGLIOチョコレート　
ミルク・ビター

MAGLIOチョコレート
バレンタインギフト

盛付イメージ

2枚使用イメージ



特選石垣牛１００%ハンバーグ
霜降りサーロインステーキ

●各送料込み、お支払いはクレジットカードのみ　
●１０日前後で商品を発送いたします。
●商品のお届けは日本国内に限らさせていただきます。
●冷凍配送　●消費期限：半年間

提供：八重山パーツミート

11,000円 JALカード価格 円9,900

特選石垣牛すきしゃぶ ５00g

19,300円 JALカード価格 円17,370

石垣牛ハンバーグ100g（10個入）とステーキ250g（2枚入）セット

15,000円 JALカード価格 円13,500
特選石垣牛霜降り  サーロインステーキ250g（2枚入）

6,500円 JALカード価格 円5,850
特選石垣牛100%  ハンバーグ100g（10個入）

「石垣牛」は2000年沖縄サミット首脳晩餐会のメインディッ
シュに採用され、大絶賛されたことから、その存在やおいし
さが広く知られることになりました。八重山の自然が育ん
だ最高級の和牛、「石垣牛」を石垣島より直接お届けします。

日本一早い桜まつりの地、沖縄県本部町の山川酒造より、
桜のイメージにぴったりの泡盛をお届けします。
5年以上熟成させた古酒は、マイルドな口当たりで飲みや
すさが特徴です。
お土産や贈り物に最適な180mlサイズでオススメです！

700円 JALカード価格 円630
●原材料：米こうじ（タイ産米）　
●アルコール分：25度
●内容量：180ml　●製造元：（有）山川酒造
※購入後、機内での飲酒はご遠慮願います。

ひと足早い春  桜をイメージした
さくらいちばん　5年古酒 25度

JTA機内販売商品が Webで購入できます！

※商品は数に限りがあるため、品切れとなる場合がございます。 ※JALカード割引は対象外となります。予めご了承ください。

www.coralway.jp

現在機内で販売している商品の一部やこれまでに人気だった
機内販売商品は、Coralwayショッピングからもお買い求めいただけます。
詳しくはCoralwayショッピングにてご確認ください。

コーラルウェイショッピング

1,800円 JALカード価格 円1,620

1,000円 JALカード価格 円900

沖縄の離島8島（伊平屋、
伊江、粟国、多良間、小
浜、西表、与那国、波照
間）の黒糖を使用したヘ
アケア商品。
黒糖には、健やかな髪に
欠かせないビタミンB群
やミネラルが含まれて
います。
ぜひお試しください。

●内容料：（黒糖ヘアケアトリートメント）100g、
　　　　  （黒糖ヘアオイル）50ml　
●販売元：株式会社JALJTAセールス（那覇市）

沖縄地区JALグループ客室乗務員プロデュース

Flapping Sky 黒糖ヘアケア商品

琉球大学発ベンチャー企業が、
マスクをしている日常から肌
を守りたいと、大宜味村産シー
クヮーサーを使用したミスト
ローションを開発しました。
乾燥を防ぐセラミド、抗酸化作
用のあるトコフェロールを配合
し、マスクの繊維摩擦による肌
荒れや乾燥等のトラブルから
守ります。
持ち運びやすいオリジナル巾
着付き！爽やかな香りで気持ち
もリフレッシュできます。

乾燥やマスクの肌荒れに、ミストローション
スキンラバー（巾着付き）

黒糖ヘアトリートメント（写真左）

2,200円 JALカード価格 円1,980

黒糖ヘアオイル（写真右）

JTA・RAC客室乗務員のこだわり
が詰まった自信作です！ ●内容量：化粧水 30ml　●製造元：琉球ボーテ株式会社（琉球大学発ベンチャー）


