
平 成 2 7 年 2 月 1 7 日

株式会社ＪＲ大分シティ

アミュプラザおおいた「豊後にわさき市場」のリニューアル実施について

平成 24 年 3 月 17 日に開業しました「豊後にわさき市場」は、おかげさまで 3 周年を迎えます。

今後、「豊後にわさき市場」は、「アミュプラザおおいた」の食品ゾーンとしての役割を担

って参りますが、平成 27 年 4 月 16 日の「アミュプラザおおいた」開業に先立ち、この度リニ

ューアルを実施し、下記の５店舗を新規導入及び増床することとなりましたので、お知らせい

たします。

また、感謝の気持ちを込めたイベントや特別企画等を盛り込んだ『創業祭』を下記の通り実

施しますので、併せてお知らせいたします。

記

１．リニューアル

（１）期日：平成 27 年 2 月 27 日（金）

（２）内容

①新規店舗及び増床店舗のご案内 （別紙１参照）

②設備改修など

・共用部分のリニューアルを順次計画しております。

トイレ洗面改修、休憩ベンチ増設、その他

店 名 会社名 記 事

1 新規 ジュピター ジュピターコーヒー㈱ 大分県内初出店

2 新規 洋菓子マンダリーヌ ㈱洋菓子マンダリーヌ

3 新規 浪花 古市庵 ㈱古市庵

4 新規 築地銀だこ ㈱ホットランド 大分市内初出店のクロワ

ッサンたい焼きを併設

5 増床 豊後湯布院牛うまい庵 ㈱まるひで ガンジー牧場コーナーを

拡充



２．創業祭 （別紙２参照）

（１）期間：平成 27 年 2 月 27 日（金）～4 月 5 日（日）

（２）内容

①イベント情報

・3 周年を盛り上げるためのイベントを数多く実施します。

②各ショップ特別企画

・商品をお買い上げのお客さまへの特別プレゼントや各ショップ人気商品の割引販

売など、各ショップ独自の企画を盛りだくさん用意しております。

【お問い合わせ先】

㈱ＪＲ大分シティ 惣福脇（ｿｳﾌｸﾜｷ）

℡（097）513-2346



【参 考】豊後にわさき市場 施設概要

【施設概要】

【店舗リスト】 新規店舗 増床

1 大分銘品蔵 15 トランドール 29 大分ガスショールーム アスク大分

2 佐伯マルクリエＳＥＮ 16 くだものかふぇ 30 カーブス

3 豊後湯布院牛うまい庵 17 ジュピター 31 東セミ かず家

4 ポッポおじさんの大分からあげ「ハイカラ」 18 驛亭 32 大分駅南口歯科

5 由布院の四季 なな蔵 19 ミスタードーナツ （ＡＴＭ）

6 イベントスペース 20 ロッテリア 33 大分銀行

7 洋菓子マンダリーヌ 21 丸亀製麺 34 大分みらい信用金庫/大分信用金庫

8 クック・チャム 22 博多だるまネクスト 35 大分県信用農業協同組合連合会

9 築地銀だこ 23 ファミリーマート 36 九州労働金庫

10 珍味古じょう庵 24 コープ大分駅店 37 大分銀行

11 浪花 古市庵 25 ドラッグイレブン 38 豊和銀行/大分県信用組合

12 ルピシア 26 ゲオ 39 ゆうちょ銀行

13 Ｂスピーク 27 コワファースト 40 クレディセゾン

14 ミニヨン 28 駅レンタカー九州

所 在 地 大分県大分市要町 1 番 40 号

店 舗 面 積 約 5,000 ㎡

店 舗 数 40 店舗



3．浪花 古市庵
（なにわ こいちあん）

伝統の味を守りながらも、新しい季節の彩りを添えていく古市庵では、
店の原点ともいえる「びっくりいなり」や、十二種類もの具材を彩り、
鮮やかにまとめた「うず潮巻」が看板メニュー。
本格的な味から個性豊かなオリジナル寿司まで、
どなたにもご満足いただける味わいをお手ごろな価格で提供しています。

出店企業：株式会社古市庵
ＵＲＬ：http://www.koichian.co.jp/

寿司・おむすび

4．築地銀だこ
（つきじぎんだこ）

出店企業：株式会社ホットランド
ＵＲＬ：www.gindaco.com/

たこ焼き・たい焼き

2．洋菓子マンダリーヌ

１９９９年大分市内に誕生した洋菓子マンダリーヌ。
大分の自然の恵みから厳選した素材を使用し、皆様の笑顔が見られるよう心をこめて
ひとつひとつ手作りでお届けします。
創業以来の人気商品や季節の限定商品を取りそろえ、店内厨房で焼き上げる出来立て
商品もご用意しております。

出店企業：株式会社洋菓子マンダリーヌ
ＵＲＬ：http://www7b.biglobe.ne.jp/~mandarine/

洋菓子

1．ジュピター

世界の食材を取り扱う輸入食品専門店が大分県内初出店！
こだわりのオリジナルレギュラーコーヒー豆は、アラビカ種100％で直下式自家焙煎。
高いと思われがちな商品も、他店よりも少しお安くご提供します。
オープン時はコーヒー豆半額などお買い得です！

出店企業：ジュピターコーヒー株式会社
ＵＲＬ：http://www.jupiter-coffee.com

輸入食品＆コーヒー

別紙１

大
分
初

※「大分初」とは、大分県下において初めて出店する店舗のことを指します

皮はパリッと！中はトロッと！たこはプリッと！
こだわりの食材と、熟練の技術から“銀だこ”の味と食感が生まれます。
さらに今話題のクロワッサンたい焼きが大分市内初上陸です。



豊後にわささ市場創業祭イベントについて

創業祭 ガラポン抽選会

● 期間 ・第１弾：平成２７年３月２１日(土)、２２日(日)

※補助券配布期間 平成２７年２月２７日(金)～３月２２日(日)

・第２弾：平成２７年４月４日(土)、５日(日)

※補助券配布期間 平成２７年３月２３日(月)～４月５日(日)

● 内容 ・開業３周年および豊後にわさき市場リニューアルを記念して、高級メロンなど豪華景品が当たるス

ペシャル抽選会を開催。

・各ショップでのお買物・お食事５００円毎に補助券を１枚配布。

・補助券２枚でガラポン１回抽選できます。

大分のゆるキャラと遊ぼう

● 日時 平成２７年３月１日(日) １１：００～１４：００（予定）

● 内容 ・大分のご当地ゆるキャラ８体が大集合。

※出演予定： ハモシロー(杵築市)、ゆーふー(由布市)、さ吉くん(国東市)

だいふくん(大分県社会福祉協議会)、しいたけもりりん(大分県椎茸振興協議会) 他

・ゆるキャラたちと一緒に綱引きや玉入れで遊びます。

ふれあい動物園

● 日時 平成２７年３月７日(土) １１：００～１７：００（予定）

● 内容 ひよこ、ロバ、陸ガメ等、かわいい動物たちとのふれあう楽しいひとときをご提供します。

妖怪ウォッチ ジバニャンバラエティーショー

● 日時 平成２７年３月８日(日) １１：００～、１４：００～

● 内容 大人気のジバニャンが豊後にわさき市場に遊びにやってきます。

クイズ大会、ようかい体操等。

トーマスのふわふわであそぼう

● 日時 平成２７年３月２８日(土) １１：００～１７：００

● 内容 上野の森口広場に、巨大なトーマスのふわふわが登場！

プリキュア写真撮影会

● 日時 平成２７年３月２９日(土) １１：００～、１３：００～、１５：００～

● 内容 プリキュアの仲間たちと一緒に写真撮影会を開催します。

別紙２



各ショップの特別企画

店舗名 企画名 期間

豊後湯布院牛うまい庵
500 円以上お買い上げでガンジー牧場ヨーグルトプレゼント

※100 個限定
2/27～3/1

由布院の四季 なな蔵
2,000 円以上お買い上げでお漬物粗品プレゼント

※100 個限定
2/27～

洋菓子マンダリーヌ
ピーチヨーグルト限定販売 1,000 円

※1日 30 個限定
2/27～3/31

クック・チャム
牛めし 通常 699 円 → 599 円

※100 個限定
2/27～

築地 銀だこ たこ焼き 1舟以上お買い上げで銀だこ特製烏龍茶プレゼント 2/27～

珍味 古じょう庵
1,000 円以上お買い上げでまぜるだけで高菜めしプレゼント

※100 個限定
2/27～

浪花 古市庵
福袋販売 1,080 円

※30 個限定

ルピシア お楽しみ袋販売 2,000 円 2/27～

トランドール

500 円以上お買い上げでパンのプレゼント

※2/27 ミルクパン、2/28 豊後あんぱん、3/1 ミルクフランス

（各日５０食限定）

2/27～3/1

くだものかふぇ 牛乳ソフト 200 円セール 3/1～3/31

ジュピター

お買い上げのお客さまにジュピターオリジナルストッカー缶プレゼント

※先着 1,000 名様（お一人様 1個限定）

コーヒー豆半額などオープニングセール開催

2/27～

博多だるまネクスト 煮玉子サービス
2/27～

土日限定

コワファースト
メンテナンスカット 2,800 円

（シャンプー、ブロー無、ロング 1.5 ㎝、ショート 0.7 ㎝以内）
2/27～3/31


