地域紹介シリーズ、4～
地域紹介シリーズ、 ～6月は「
月は「沖縄・奄美・南九州
奄美・南九州
奄美・南九州」
～世界自然遺産候補地
世界自然遺産候補地「奄美大島、徳之島、沖縄県北部および西表島」
世界自然遺産候補地「奄美大島、徳之島、沖縄県北部
「奄美大島、徳之島、沖縄県北部
び西表島」を特集
特集～
2018年3月30日
2018
日
第 17169号
2017年4月
月以降の地域プロモーション活動は、これまでの単月の紹介から、より広い地域を、より長い
の地域プロモーション活動は、これまでの単月の紹介から、より広い地域を、より長い
期間特集する「地域紹介シリーズ」に生まれ変わり、
期間特集する「地域紹介シリーズ」に生まれ変わり、3カ月間、集中してその地域のすばらしさ
カ月間、集中してその地域のすばらしさ
カ月間、集中してその地域のすばらしさ、魅力をお
をお
伝えしています。 4～66月は「沖縄・奄美・南九州
沖縄・奄美・南九州
沖縄・奄美・南九州」を特集し
を特集します。JALは、
は、今年夏の
今年夏の世界自然遺産
世界自然遺産登録に
向けて活動を
向けて活動を応援するとともに、
するとともに、「奄美大島、徳之島、沖縄県北部及び西表島」をクローズアップして紹
「奄美大島、徳之島、沖縄県北部及び西表島」をクローズアップして紹
介します。
JALは、これからも航空輸送事業を通じて交流人口の創出、産業振興などの地域活性化に継続的に
は、これからも航空輸送事業を通じて交流人口の創出、産業振興などの地域活性化に継続的に
取り組むことにより、社会のお役に立てるよう努めてまいります。

～ 地域紹介シリーズ 4月～
月～6月は「
月は「沖縄・奄美・南九州
奄美・南九州
奄美・南九州」 ～
URL http://www.jal.co.jp/japan/chiiki/
1. 機内誌「SKYWARD
SKYWARD4月号
月号」(日本語記事
日本語記事) にて
にて沖縄県を紹介
を紹介
日本語記事
日本語記事では、「やんばる、がんばる
やんばる、がんばる」と題して、
やんばる、がんばる」と題して、世界自然遺産登録も現実味が増した、沖縄本島の北部
世界自然遺産登録も現実味が増した、沖縄本島の北部
の「やんばる（山原）」と呼ばれる深い山と森が広がるエリアをご紹介
「やんばる（山原）」と呼ばれる深い山と森が広がるエリアをご紹介します。また、
「やんばる（山原）」と呼ばれる深い山と森が広がるエリアをご紹介
また、このエリアの自然の深さ
エリアの自然の深さ
とその自然とともに暮らす人々の活気ある風景をご紹介
とその自然とともに暮らす人々の活気ある風景をご紹介します
します。

機内誌特集記事(イメージ）
機内誌特集記事 イメージ）

2. 機内誌「SKYWARD
SKYWARD4月号
月号」(英語記事
英語記事)では沖縄県
沖縄県 西表島を紹介
西表島
英文記事では
英文記事では沖縄県の八重山諸島に位置する西表島の自然とそこに暮らす奇跡の生命の躍動をご紹介
沖縄県の八重山諸島に位置する西表島の自然とそこに暮らす奇跡の生命の躍動をご紹介
します。特別天然記念物のイリオモテヤマネコなどその希少生物の生態を研究している専門学者の解説
。特別天然記念物のイリオモテヤマネコなどその希少生物の生態を研究している専門学者の解説
とロボットカメラだからこそ
とロボットカメラだからこそ捉える
捉えることのできた貴重な写真で紹介します。
ことのできた貴重な写真で紹介します。

国際線機内誌英文特集記事(イメージ
国際線機内誌英文特集記事 イメージ)

3．
．機内ビデオでは
機内ビデオでは沖縄県
沖縄県を中心に紹介
を中心に紹介
機内ビデオ
機内ビデオ(*1)ではお笑いコンビ「パックンマックン」が、その土地な
ではお笑いコンビ「パックンマックン」が、その土地な
らではのお薦めスポットやグルメを紹介するオリジナル番組「パック
ンマックンのなるほど日本！旅サーチ」を放映します。今回は、
ンマックンのなるほど日本！旅サーチ」を放映します。今回は、沖縄
沖縄
県本島北部に位置する大宜味村
本島北部に位置する大宜味村(おおぎみそん
本島北部に位置する大宜味村 おおぎみそん)のやんばるの森
のやんばるの森を
を
歩き、2億年前の地球のパワー
億年前の地球のパワーやその森とともに生きてきた人々の
億年前の地球のパワーやその森とともに生きてきた人々の
暮らしを旅サーチします。
(*1)国内線は
国内線は4月に所要時間が
月に所要時間が80
80分以上の上り便
分以上の上り便(偶数便
偶数便)にて放映。
にて放映。
国際線は
国際線は5～6月の機内ビデオチャンネルに追加。
月の機内ビデオチャンネルに追加。

4. 国内線ファーストクラス
ファーストクラスにて沖縄県の「オクマ
ファーストクラスにて沖縄県の「
オクマ プライベートビーチ&リゾート
プライベートビーチ リゾート」プロデュース
プロデュースによる夕食を
による夕食を
提供
4月の国内線ファーストクラスの夕食
月の国内線ファーストクラスの夕食(*2)は、沖縄県国頭郡国頭村
は、沖縄県国頭郡国頭村(くにがみそん
くにがみそん))で今年40周年を迎える
周年を迎える
「オクマ プライベートビーチ
プライベートビーチ&リゾート」の盛本宏料理長
リゾート」の盛本宏料理長
リゾート」の盛本宏料理長に監修
に監修いただ
いただきました。前菜からメイン、デザー
きました。前菜からメイン、デザー
トに至るまで、やんばる
トに至るまで、やんばる(沖縄本島北部の国頭村・大宜味村・東村
沖縄本島北部の国頭村・大宜味村・東村
沖縄本島北部の国頭村・大宜味村・東村)産を中心とする沖縄の食材を積極的
産を中心とする沖縄の食材を積極的
に取り入れたメニューが出来上がりました。「大宜味村安室養鶏場の木酢(もくす)
に取り入れたメニューが出来上がりました。「大宜味村安室養鶏場の木酢
)玉子とやんばる産の茸
玉子とやんばる産の茸
を使用したキッシュ」、「やんばる産ハーブ鶏の香草パン粉焼き」、「あぐー豚と沖縄県産牛のフリカデル
風 やんばる産茸のソース」、「島豚肩ロースのオリオンビール煮込み」、「シークヮーサーふんわりムー
スのゼリー添え」など、召しあがっていただいたすべてのお客さまに食を通して沖縄を感じて
スのゼリー添え」など、召しあがって
いたすべてのお客さまに食を通して沖縄を感じて
いたすべてのお客さまに食を通して沖縄を感じていただける
ける
メニューです。
(*2) 17：00以降
以降の出発便対象
出発便対象。沖縄便は
。沖縄便は18：00以降の到着便で提供。上旬・中旬・下旬
以降の到着便で提供。上旬・中旬・下旬でそれぞれ
以降の到着便で提供。上旬・中旬・下旬でそれぞれのメニューを
のメニューを用意。

「オクマ プライベートビーチ&リゾート」
プライベートビーチ リゾート」

機内食（羽田発中旬、羽田着上旬のメニュー）

また、昼食時間帯
昼食時間帯(*3)の国内線ファーストクラス
の国内線ファーストクラス
国内線ファーストクラスにて、大家
大家 (うふやー
うふやー)スイーツ工房の「沖縄黒糖バウム」
スイーツ工房の「沖縄黒糖バウム」
(羽田発便で提供
で提供)、古宇利
古宇利 (こうり
こうり)オーシャンタワーの「島かぼちゃのカボニー」
オーシャンタワーの「島かぼちゃのカボニー」
オーシャンタワーの「島かぼちゃのカボニー」(羽田着便で
羽田着便で提供) など、
沖縄の銘菓を提供します。(*3) 昼食時間帯10：30
昼食時間帯 30～16：59

「沖縄黒糖バウム」

「島かぼちゃのカボニー」

5. 世界自然遺産候補地・西表島
世界自然遺産候補地・西表島の魅力を
の魅力を3カ月連続
連続で紹介
で紹介
【JAL機内誌
機内誌「SKYWARD
SKYWARD」 4月号】
】
広域エリア特集「日本めぐり」の
広域エリア特集「日本めぐり」の4月～
月～6月は「西表島
西表島 自然の恵み」と題して
自然の恵み」と題して3回に分けて
回に分けて紹介し
紹介していま
す。4月は日本の最南端であり、最西端にある温泉
日本の最南端であり、最西端にある温泉
日本の最南端であり、最西端にある温泉「カンパネルラの湯」
「カンパネルラの湯」をご紹介
「カンパネルラの湯」 ご紹介します。「銀河鉄道の
「銀河鉄道の
夜」の終着駅のモデルとなった
夜」の終着駅のモデルとなった南十字星が
南十字星が上に見えることから、その名がつけられました。
上に見えることから、その名がつけられました。
【JALカード会員誌
カード会員誌 ・国際線ファーストクラス機内誌「
・国際線ファーストクラス機内誌「AGORA
AGORA」4月号】
月号】
「AGORA」44月号の特集記事「愛しき町の、ローカルフード」では、
月号の特集記事「愛しき町の、ローカルフード」では、
月号の特集記事「愛しき町の、ローカルフード」では、宮崎県で盛んに生産され、外国産にも
宮崎県で盛んに生産され、外国産にも
勝るとも劣らない本格熟成キャビア『宮崎キャビア
勝るとも劣らない本格熟成キャビア 宮崎キャビア1983』をご紹介します。
』をご紹介します。
6. マイレージやツアーで沖縄県
マイレージやツアーで沖縄県を盛り上げます
を盛り上げます
【那覇発着路線
発着路線 搭乗キャンペーン】
沖縄(那覇))発着のJAL
JALグループ便に対象運賃で
グループ便に対象運賃で
グループ便に対象運賃でご搭乗のお客さまに、抽選で
搭乗のお客さまに、抽選でe
搭乗のお客さまに、抽選でe JAL
JALポイント
ポイントが当たるキ
当たるキ
ャンペーンを実施します。
① 期間
： 2018年4月
月1日～6月30
30日(搭乗日)
② 対象路線
： JALグループ国内線
グループ国内線 沖縄(那覇
那覇) 発着全路線
③ 対象運賃
： フライトマイル積算対象の全運賃
④ 内容
： 対象期間中、専用サイトよりお申し込みのうえ、対象路線・運賃にて
利用された方に、抽選で
利用された方に、抽選で1,000 e JALポイント
JALポイントを100名様にプレゼント
にプレゼント、または
にプレゼント
JALマイレージバンク
マイレージバンク 「温泉マイル」提携「ホテル
「温泉マイル」
「ホテル オリオン モトブ リゾート＆
スパ」のご宿泊券（
ご宿泊券（1泊
泊2食付）を抽選で
食付）を抽選で1組2名様にプレゼントします。
名様にプレゼントします。
「ホテル
ホテル オリオン モトブ リゾート＆スパ」
リゾート＆スパ
(沖縄県
沖縄県/ジュラ紀温泉
ジュラ紀温泉)
美ら海水族館まで歩いて約
美ら海水族館まで歩いて約7分、ビーチへは約
分、ビーチへは約2分と、このうえないロケーション。
分、ビーチへは約 分と、このうえないロケーション。
バルコニー付の
バルコニー付の50㎡のオーシャンビューの客室は、紛れもなく極上リゾート。
㎡のオーシャンビューの客室は、紛れもなく極上リゾート。
浴室からはエメラルドグリーンの水平線の向こうに浮かぶ伊江島。
南国の天然温泉恐るべし。

https://onsen.jal.co.jp/okinawa/sp376/

【マイレージバンク特典交換「ふるさとからの贈りもの」で沖縄
【マイレージバンク特典交換「ふるさとからの贈りもの」で沖縄県の特産品に交換可能】
県の特産品に交換可能】
JALでは地域への貢献を目的として
JALでは地域への貢献を目的として「
では地域への貢献を目的として「JALふるさとからの贈りもの
ふるさとからの贈りもの」を展開中です。
ふるさとからの贈りもの を展開中です。
お持ちのマイル
お持ちのマイルを地域の
の産品に特典として交換いただけます。
に特典として交換いただけます。
今回は特集として
今回は特集として沖縄県の特産品、名物をご用意しました。
県の特産品、名物をご用意しました。
特典特集期間
期間 ： 2018年4月1日～
2018
～6月30日(お申込日
お申込日)
商品内容
： あぐー豚 しゃぶしゃぶ用
琉球ガラス村 群星ロックグラス
群星ロックグラス4個セット
個セット
必要マイル数 ： 各10,000
10,000マイル
特集ページ
特集ページ「JALふるさとからの贈りもの
ふるさとからの贈りもの」でも
ふるさとからの贈りもの でも商品の詳細
商品の詳細を
ご確認いただけます。
URL： http://www.jal.co.jp/j
http://www.jal.co.jp/jalmile/use
use/furusato
furusato/

【JALパックでもやんばるエリアの魅力をご紹介】
JALパックでは世界自然遺産候補地を訪ねるオプショナルプランを「JALパック沖縄」および「ふらり沖縄」
参加者限定にて特別価格でご用意しました。
また、JALダイナミックパッケージでもオプションにてやんばるエリアを巡る観光タクシープランを設定しま
す。（JALダイナミックパッケージ オプションは4月中旬発売予定）
《「ジャルパック沖縄」、「ふらり沖縄」特別企画 本島北部やんばる観光タクシー》
2018年夏の世界自然遺産登録に向け、33番目の国立公園として指定されたやんばる国立公園。国内最大
級の亜熱帯照葉樹林が広がり、多種多様な固有動植物および希少動植物が生息・生育しているエリアを
観光タクシーでめぐります。
ポイント
① 出発はお泊りのホテルからとなります。那覇市内、リゾート地区の計 42 のホテルからお乗りいただけます。
② 観光タクシーを利用します。グループごとの移動ですので、ご安心いただけます。さらに、5 名様以上の場合はジャンボタク
シーをご用意します。
③ おひとりさま 5,000 円のお得な料金でご利用いただけます。
ご注意
当オプショナルプランは「JAL パック沖縄」「ふらり沖縄」ツアーにご参加のお客さまのみ、ご予約いただけます。
詳しくは、パンフレットまたは下記 URL をご参照ください。
「JALパック沖縄」電子パンフレット（9ページに掲載）：http://pamph.jalpak.co.jp/domtour/search/book5/16110038/top.html
「ふらり沖縄」電子パンフレット（5ページに掲載）：http://pamph.jalpak.co.jp/domtour/search/book5/26110008/top.html

以上

