
EVENT NEWS
アミュプラザおおいた イベントニュース66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666June

2021

J R おおいたシティには、便利で快適なJRで行こう！ 大分駅直結！ 渋滞知らずでラクラク！

期間限定ショップ

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

アミュプラザおおいた 場所／ 1F みのりみのる前

5/26［水］~6/8［火］

イタリアが誇る美食の島シチリアの名物「カンノーロ・シ
チリアーノ」。シチリアで修行を積んだシェフが一つ一つ
心を込めてシチリアの本場の味わいをお届けします。

シチリア伝統菓子専門店　
シチリアーモ
〈シチリア菓子〉 禁断の神戸スイーツが期間限定特別販売！

お取り寄せでしか手に入らない行列のできるチー
ズケーキやざらめシューをご用意しております。

アマリア
〈チーズケーキ・ざらめシュー〉

6/9［水］~22［火］

京都府産一番茶を100％使用した宇治抹茶の和
洋菓子。洋菓子のロールケーキから和菓子の水ま
んじゅうまで香り高い抹茶のスイーツが自慢です。

京都・東山茶寮
〈抹茶スイーツ〉

6/23［水］~7/6［火］

期間限定ショップ

ハワイの伝統的なパン「マラサダドーナ
ツ」がメイン。8種類以上のマラサダドー
ナツをご用意しております。

ハワイアンスイーツ
カンパニー
〈マラサダドーナツ〉

6/1［火］~30［水］

アミュプラザおおいた

大分初 大分初

大分初

初開催7/1［木］~8/20［金］
時間／17：00～21：30（L.O 21:00）
場所／8F シティ屋上ひろば

この夏、あの大型ビアガーデンがアミュプラザお
おいたで復活します。オープンなスペースで楽し
むBBQや多国籍料理と夏の暑さを吹き飛ばすキ
ンキンに冷えた生ビールは格別！期間限定開催
のため、ご予約はお早めに！
主催：（株）めいじん
※雨天時は中止になる場合がございます。
※新型コロナウイルスの感染状況により、
　期間が変更になる場合がございます。

新天空物語～屋上庭園BBQビアガーデン＆多国籍料理食べ放題～

ホテルショコラ
〈チョコレート・カフェ・自然派化粧品〉

6/4［金］OPEN

場所／1F

イギリスのカカオブランドが世界最大面積で大分
初出店！上質なカカオを使用したチョコレートを
はじめ、ショコラドリンクなどが楽しめるカフェを
併設。さらに、カカオを使ったビューティアイテム
も展開します。

新店舗オープン

AMU FATHER’S DAY
6/20［日］は父の日

各ショップのギフトおすすめアイテムは
ホームページをチェック！

● 「人気のショコラ2粒セット」
 プレゼント（各日先着300名さま）
● 500ポイントプレゼント
 （ポイントは後日付与）

6/4［金］~6［日］限定
オープン記念特典

ホテルショコラのメンバーシップ
「VIP.Me」にご登録いただいた

お客さま限定

アイラブカスタード 
ヌフヌフ

場所／1F 久世福商店前

博多発のカスタードスイーツ専門店が
登場！カスタードを主役にしたとってお
きのスイーツで、美味しさと笑顔をお届
けします。

〈カスタードスイーツ〉

6/1［火］~7/31［土］

沖縄物産展〈物産品〉

場所／1F インフォメーション横、
　　　タイムズスクエア
　　　（スターバックスコーヒー横）

沖縄のうまいものが大集合！海と太陽
からの恵み“食”と南国風土から生まれ
た“工芸”。個性豊かな沖縄の味・技を
ご堪能ください。

6/25［金］~7/25［日］

トーキョー バイ 
アンバサダー

場所／1F インフォメーション横

銀座・仙台に展開し、300を超えるブラ
ンドを取扱うセレクトショップが、様々
なストリートブランドを展開します。

〈レディス・メンズ・自転車〉

6/11［金］~13［日］

初開催

6/19［土］・20［日］6/20は17：00まで

usuki farmer's market
ひゃくすた〈野菜・弁当・陶器〉
場所／1F タイムズスクエア
　　　（スターバックスコーヒー横）
毎月第1日曜日に臼杵石仏公園
で開催している人気のマルシェが
登場！臼杵市の化学肥料・化学合成農薬不
使用のほんまもんの農産物、お弁当、お菓子
をご用意しております！

お弁当は
事前予約が
おすすめ！
受付はこちら

ご好評につき
期間延長

予約
不要

観覧
無料

6/11［金］18:00～

詳細は
こちら

3& サンドとスカッシュ

「発酵」に着目し、ヘルシー・手軽さ・美味
しさをテーマにしたサンドとスカッシュの店
舗が大分初登場！こだわりのパンを使用し
た絶品サンドと、九州産のフルーツや野菜
にオリゴ糖を加えたシロップを使用した炭
酸スカッシュもご一緒にお楽しみください。

〈サンドイッチ・ジュース〉

6/4［金］~30［水］

「JCBギフトカード」
「CITY SPAてんくうギフト券」販売中！

場所／1F インフォメーション　 時間／10：00～18：00

場所／4F アミュ シティダイニング

毎月
第2金曜日
開催

大人気
ブルーシール
アイスクリームが
初登場！

今月のおすすめシネマ

6/11［金］ROAD SHOW 6/11［金］ROAD SHOW 

©2021映画「キャラクター」製作委員会

キャラクター
二人の共作、それは連続殺人事件。誰も見たこ
とのない体験型ダークエンタテインメント誕生。
「未熟な漫画家」菅田将暉×「美しき異常者」
Ｆｕｋａｓｅ（ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ）、相まみえるは
ずのない「二人」が出合い、事件となる――。

©2021「漁港の肉子ちゃん」製作委員会

漁港の肉子ちゃん
企画・プロデュース：明石家さんま。
“普通が一番ええのやで”肉子ちゃんが幸
せ届けます。船に住むちょっと訳あり母娘
が紡ぐ感動のハートフルコメディ。

毎週金曜日（6/4・11・18・25）
17：00～18：00は

毎月

限定

TM & 
© TOHO Cinemas Ltd.
All Rights Reserved.

2日前0時より希望鑑賞日の

20分前まで各作品上映時間の

今すぐ！ パソコン・スマホかららくらくチケット購入

手数料
無料

チケット購入はこちら

自動券売機（発券機）でチケットをGET!4

クレジットカードや通話料決済でチケット購入3

観たい作品と時間を選択し、座席決定！2

TOHOシネマズ公式ホームページから
“アミュプラザおおいた”を選択
1



6/1［火］~30［水］
ヒーリングプランご利用でカフェバーがお得！

平日限定で、ヒーリングプランご利用のお客さまに当日使える「カ
フェバーてんくう100円クーポン」をプレゼントします。お風呂やヒー
リングスパの後は、ぜひ20Fカフェバーてんくうをご利用ください。
※6/16（水）は休館します。

各日先着

10名さま6/26［土］・27［日］
7/3［土］・4［日］

天の川のデザインを施して、オリジナルの万華
鏡をつくろう！

時間／11：00～16：00
場所／ちゃちゃくらぶ前
料金／500円　対象年齢／4歳～
主催／JRおおいたシティ

くるくる回して楽しい
七夕キラキラ万華鏡づくり

［お問合せ］アミュプラザおおいたインフォメーション

TEL 097-513-1220
最新の営業時間はホームページをご覧ください。
※電話番号はおかけ間違いのないようにご注意ください。 ※すべて税込価格です。 ※写真はイ
メージです。 ※営業時間は季節やイベント等により変更する場合がございます。 ※新店舗の
オープン特典はなくなり次第終了です。シティ屋上ひろばは、荒天時など閉園する場合がござい
ます。 ※イベントは予告なく変更、中止する場合がございます。予めご了承ください。

シティスパてんくう
ご利用で駐車場

※フロントにて駐車券をご提示ください。

5時間無料［お問合せ］

TEL 097-513-2641
ふ  ろ  よ  い

JRおおいたシティ19F～21F 1,600円入浴プラン

2,000円ヒーリングプラン

（こども900円）

通常料金

地上80m  大分駅上の絶景温泉

シティ屋上ひろば シティ屋上ひろば 8F

ビニール傘に自由に絵を描いて、世界
にひとつだけの傘をつくろう！
※傘はお子さま用サイズです。

時間／
①11：00～12：30（最終受付11：45）
②13：30～16：00（最終受付15：15）
場所／表参道仲見世    料金／500円
主催／JRおおいたシティ

雨の日も楽しくすごそう
オリジナル傘づくり
6/5［土］・6［日］

色んな素材で木材をデコって、
オリジナルのミニチュア木工雑
貨をつくろう！

時間／11：00～16：00
場所／表参道仲見世
料金／お家・トランク 300円
　　　カメラ 400円
主催／ekokomono

トントンペタペタ楽しい
ミニチュア木工雑貨づくり
6/12［土］・13［日］

6/26［土］・27［日］

茅の輪をくぐることで、穢れを祓い、無病息災
を祈ることができます。
手順を掲示しておりますので、お気軽にご参加
ください！

場所／鉄道神社
料金／無料
主催／柞原八幡宮

無病息災を祈ろう
茅の輪くぐり体験

6/19［土］・20［日］

手足がぴょこぴょこ動くしかけおもちゃをつく
ろう！（どうぶつデザインもあるよ♪）

時間／ ①11：00～12：30（最終受付12：00）
 ②13：30～16：00（最終受付15：30）
場所／表参道仲見世
料金／500円　対象年齢／4歳～
主催／JRおおいたシティ
協力／kodomo.ai

父の日おもしろ工作
からくりパパをつくろう！

各日先着

30名さま

各日先着

20名さま
各日先着

各15個まで

脱衣室ロッカーの使用数制限や、サウナ、岩盤浴などのご利用人数制限など、感染防止対策を
行っております。ご来館時にはマスクの着用をお願いいたします。発熱・咳などの症状がある方、
体調にご不安のある方は、ご来館をお控えください。

新型コロナウイルス感染防止対策を行っています

ホームページ▶https://www.jroitacity.jp/amu/ ホームページ▶https://www.cityspatenku.jp

営業時間 11：00～24：00
　　　　　 （最終受付23：30／ヒーリングプランは23：00）

朝風呂の営業についてはホームページをご覧ください。
※電話番号はおかけ間違いのないようにご注意ください。 ※すべて税込価格
です。 ※写真はイメージです。 ※イベントは予告なく変更、中止する場合がご
ざいます。予めご了承ください。

@amuoita_official

@amuplazaoita

旬な情報を配信中

OPEN

ヒーリングスパは、リラックス＆デトックスできる、岩盤浴・サウナ・クールスパ・
休憩ラウンジ「てんくうラウンジ」からなる癒しの空間です。時間無制限でごゆっ
くりとお楽しみいただけます。タブレットの無料貸し出しも行っています。

料金／ 2,000 円 ※ヒーリングプランは中学生以上のお客さまがご利用いただけます。

梅雨時期はてんくうのヒーリングスパで
癒しのひとときをどうぞ

シティスパてんくう
のギフト券

時間／6：30～9：30（最終受付8：50）
料金／1,000円（こども500円）

天空の朝風呂

期間限定で朝風呂を特
別営業しています。蒸し
暑くなるこれからの季
節、心地よい朝の時間
を過ごしませんか？「朝サ
ウナ」もおすすめです。

父の日の贈り物に「シティスパて
んくうのギフト券」はいかがです
か？ご入浴はもちろん、カフェ
バーでのご飲食やボディケア等
リラクゼーションのお支払いに
ご利用いただけます。

毎日お仕事を頑張っているお父さん
に、てんくうのサウナがおすすめで
す。サウナで汗をかいた後のキリっと
冷たい水風呂、絶景での外気浴。てん
くうでととのって、仕事の疲れ、ストレ
スをリフレッシュしませんか？

アロマソルトスパ（岩盤浴）
大理石の床と岩塩壁から発する輻射
熱、アロマの香りが全身をつつみます

室温60℃のドライサウナで
ゆったり寛げます

グランドロウリュ
ロッキングチェアに揺られなが
らのんびりリラックス

ロッキングチェア
こだわりのインテリア、大分の
絶景を望みながら寛ぎの時間を

てんくうラウンジ ブックラウンジ
たくさんの書籍や雑誌を自由に
お楽しみいただけます

無料貸し出しタブレット
インターネットや電子書籍（漫
画）をお楽しみいただけます

てんくうのリラクゼーション 
グランフィトナチュール

「風呂の日」プレミアムフロイデー
6/26［土］
CITY SPA MEMBERS会員様は、
入館料が会員料金から
さらに10％OFF

次回使える10％OFF券をプレゼント

人気の健康茶やハーブティーが
1杯 260円
※他の割引との併用はできません。

メンテナンス日
営業時間変更日、休館日のご案内

17：00～24：00
※朝風呂は営業いたします。営業時間

6/9（水） 6/16（水）
終日休館

※朝風呂も営業いたしません。

※19F受付にて販売します。 
※ギフト券は1枚1,000円です。 
※有効期限はご購入日より1年です。

好評です

サウナー向け
「父の日ギフト」
“薄い”“軽い”“絞りやすい”が
特徴の今治産タオル。

てんくうオリジナルデザイン
も好評発売中！
L 2,530円／M 1,430円

今治タオルブランド認定
サウナハットが大人気！
4,950円※好評につき品切れ
の際はご了承ください。

新デザインを追加！８種類
からお選びいただけます。
L 2,200円／M 1,100円

お父さんサウナー
にオススメ

シティスパてんくうの「父の日」

アミュプラザ
おおいた

豊後にわさき
市場
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アマリア

シチリア伝統菓子専門店 シチリアーモ

京都・東山茶寮

沖縄物産展

ハワイアンスイーツ カンパニー ／ アイラブカスタード ヌフヌフ

3& サンドとスカッシュ

Event Calendar イベントカレンダー

@city_okujo_hiroba @tenku_zekkei

usuki farmer's market  
ひゃくすた

ホテルショコラ

大人から子供まで楽しめる！日本最大級の屋上庭園

トーキョー バイ アンバサダー

父の日ピアノミニコンサートイベント

イベント

新店舗
・

期間限定
ショップ

期間限定
ショップ

肉

肉の日肉

金

金曜タイムセール金

金金金

6月
炭酸ヘッドセットプラン
シュワシュワが気持ちいい炭酸ヘッドと定番
人気のボディケアのお得なセットプランです。
●ボディ＆ヘッド50（ボディケア30分＋炭酸ヘッド
20分）50分  6,700円

●ボディ＆ヘッド70（ボディケア60分＋炭酸ヘッド
10分）70分  8,100円

●贅沢セット100（ボディケア60分＋リフレ30分＋
炭酸ヘッド10分）100分  11,400円

期間
限定

平日限定


