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8/13［金］~22［日］

時間／11：00〜20：00 ※8/22は18：00まで
場所／大分駅前広場（大屋根下）
ダージーパイ

8

2021

ルーローハン

小籠包、巨大からあげ大鶏排、魯肉 飯、タピオ
カドリンク、マンゴーかき氷などの絶品台湾グ
ルメと冷たいドリンクが駅前広場へ大集合！

場所／ 1F インフォメーション横

場所／ 1F みのりみのる前

7/26［月］~8/22［日］

8/1［日］~31［火］ 8/1［日］~19［木］ 8/20［金］~31［火］

ViTO

アイスビストロ ヒライ

かき氷専門店 果実堂

要予約

参加
無料

場所／1F タイムズスクエア（スターバックスコーヒー横）

月面スポーツVR体験

8/23［月］~27［金］
・29［日］

各日先着
40名さま

8/18［水］~31［火］

フレフレボン

ガトーラボ
リンクロック

大分初

ムルーア
〈レディス〉

場所／ 2F
ブラックを基調としたメリハリの効いたシルエッ
トを軸に、女性らしさを加えて独自のムードを作
り出し、トレンドをキャッチしつつ自分を表現し
たい芯のある現代 女性に向けたワードローブを
提案します。

場所／ 2F
自分らしさをポジティブに楽しむ女性に向
け、ランジェリー、ルームウエア、ボディケ
アコスメなどをお届けするブランドです。

オープン記念特典
● 商品お買上げのお客さまにハート

ポーチプレゼント（先着200名さま）

9/4［土］OPEN

オープン記念特典
● 18,000円以上お買上げでオリジナルバッグプレゼント
● 22,000円以上お買上げでオリジナルルームウェアプレゼント

（数量限定）

オープン前受注会

8/23

~29［日］場所／ 2F マウジー前

オープン後のご購入確約で、全商品20%OFF！

場所／1F 豊後にわさき市場正面入口前

テレビや雑誌、
ネットで話題の行列ができる
京都のチーズケーキ専門店。当店不動の
人気No.1の濃厚プレミアムチーズはもちろ
ん、新商品も各種取り揃えております。

ぶっかけ祭り！

かぼすタワー登場

場所／アミュプラザおおいた

場所／ 4F 中央
エスカレーター横

アミュプラザおおいたの対象
飲食店舗で旬入りしたかぼす
を無料でかけられます。
さらに、かぼすを使った限 定
メニューも登場！

新鮮なかぼすを使った「かぼ
すタワー」が登場！

大分県産シャインマスカットや巨峰をふんだ
んに使用したタルトやモンブランなど季節に
合ったスイーツが登場！

8/21［土］~9/5［日］
でもカボフェス！

かぼすメニュー登場

かぼす風呂

場所／ 20F カフェバーてんくう

場所／ 20F 男性内湯、女性内湯

カフェバーてんくうで
は、かぼすメニュー
が登場！
お風呂の後は、
かぼ
すのスッキリした味
わいでリフレッシュし
ませんか？

ビタミン C が 豊 富
で、美 容 効 果 が 期
待できるといわれ
ているかぼすの爽
やかな香りに包ま
れた大分ならでは
の「かぼす風呂」が
登場！

大分初

さらに、購入金額に応じてノベルティも取置き可能です。

8F シティ屋上ひろばで開催中のビアガーデン「新天空物語」でぶっかけ祭り！を期間限定先行開催！
8日間
「ひと足先に！新天空物語でぶっかけ祭り！」 日程／8/13（金）〜20（金） 時間／17：00〜22：00（L.O.21：30）
限定

夏を味わうメニューフェア
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J R お お い た シ ティに は 、便 利 で 快 適 な J R で 行 こう！

大分駅直結！

8/20［金］~22［日］

アットアロマ〈アロマオイル〉
場所／ 2F
好みの香りに出会えるコンセプトス
トアが登場！ 70種類以上のエッセ
ンシャルブレンドオイルや、専用ディ
フューザーまで幅 広く取り揃えてお
ります。

［月］

〈洋菓子〉

場所／1F 豊後にわさき市場正面入口前

JRおおいたシティが「大分かぼす」に染まる1か月！

大分初

東京で大人気のフレンチフライ専門店「AND
THE FRIET」
が大分初登場！サクサク食感が
魅力のプレミアムスナック
「ドライフリット」
を是
非一度ご賞味ください！

8/4［水］~17［火］

カボフェス！〜かぼすぶっかけ祭り！〜

9/4［土］OPEN

場所／1F 豊後にわさき市場正面入口前

〈チーズケーキ〉

J A X Aの月周 回 衛星「 かぐや 」から得た月面の 地 形
データから生成したVR空間で、重力環境の違いを感
じながら落ちてくるバルーンをめがけて槍を投げる
体験をしよう！
主催：大分県

宇宙に関する話を聞いて自分がイメージしたものを自由にデザインす
るワークショップを開 催！オブジェや大きな壁面に楽しくアートして、
素敵な宇宙空間をみんなで作り上げよう！
主催／（株）JR大分シティ 協力／NPO法人P.K.M.F

アンド ザ フリット

場所／1F タイムズスクエア（スターバックスコーヒー横）

対象年齢／小学5年生〜

大分初

〈ドライフリット〉

ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン アニメ化記念特別イベント
『ジョジョ
〜新たなる旅立ち〜 vol.2』
を九州初開催！TVアニメ
「ジョジョの奇妙な冒険
黄金の風」
よりジョルノ・ジョバァーナ、
レオーネ・アバッキオ、ナランチャ・ギル
ガ、パンナコッタ・フーゴ、
リゾット・ネエロ、
メローネ、
ギアッチョ、
ディアボロ、
ヴィ
ネガー・
ドッピオ計9人の描き下ろしイラストを新たにご用意しております。

先着
60名さま

大分初

7/21［水］~8/3［火］

〈キャラクター雑貨〉

8/28［土］

〈インナーウェア〉

ジェラテリア クラキチ

アニメ化記念特別イベント in アミュプラザおおいた

イベントの
詳細・ご予約は
こちら

月面の重力を体感しよう！

ピーチ・ジョン

原いちご農園

ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン

第3回アミュプラザおおいた芸術祭 〜学ぼう！描こう！宇宙工房〜

8/26［木］OPEN

九州初

8/13［金］~22［日］※8/22は18：00まで

大分空港が「宇宙港」に ★

時間／10：00〜16：00 ※8/23は13：00〜

夏の暑さをふっとばす
冷たいスイーツが期間限定で大集合！

渋滞知らずでラクラク！

オリジナルサングラスづくり

タッセルチャームづくり

8/12［木］

8/13［金］~15［日］

参加
無料

各回先着
組さま

5

今月のおすすめシネマ

場所／3F パーツクラブ前
料金／1,200円
時間／①11：00〜12：00
②13：00〜14：00
③15：00〜16：00

眼鏡についての紙芝居を聞いた
後、オリジナルのサングラスを組
み立てよう！

TOHOシネマズデイ（毎月14日）、レディースデイ、夫婦50
割引のサービスは7/13
（火）
をもって終了いたしました。

〜屋上ひろば BBQ ビアガーデン＆多国籍料理食べ放題〜
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@city̲okujo̲hiroba

「てんくう」にはおすすめの涼しいスポットがたくさん。
サウナや岩盤浴に入った後に身体を一気に冷やす「水風呂」、「クールスパ」。暑い夏はいつも以上
の爽快感が味わえます。さらに 21 階てんくうサイドテラスでの外気浴で ととのう こと間違いなし。
夕暮れ時は、露天風呂の「炭酸ぬる湯」で夏風を感じながら高崎山に沈む夕日をお楽しみください。

7/1［木］~8/20［金］

期間が変更になる場合がございます。

夏を涼しく過ごそう♪

@tenku̲zekkei

夏はシティスパてんくうで涼みませんか？

初開催 要予約

この夏、あの大型ビアガーデンがアミュプラザ
時間／17：00〜22：00（ L.O 21：30） 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
場所／8F シティ屋上ひろば
ばすキンキンに冷えた生ビールは格別！
※雨天時は中止になる場合がございます。
期間限定開催のため、ご予約はお早めに！
※新型コロナウイルスの感染状況により、

©2021「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会
©堀越耕平／集英社

TM & © TOHO Cinemas Ltd. All Rights Reserved.

8F シティ屋上ひろば
新天空物語

原作シリーズ 世界 累 計 5 0 0 0万 部 突 破！日本
を越 え世界を席 巻する ヒロアカ 、待 望 の劇
場版・第３弾！ 前作に続き、原作者・堀 越 耕 平
が 総 監 修＆キャラクター原 案を手 掛けた超 胸
アツな本作。ヒロアカ史 上 最 大のスケールに、
この夏、心震わせよ。

※一部作品を除く ※割引の併用不可 ※特殊上映・特別席は追加料金が必要

好きな色の皮を選んで、
オリジ
ナルのチャームをつくろう！

大人から子供まで楽しめる！日本最大級の屋上庭園

僕のヒーローアカデミア
THE MOVIE
ワールド ヒーローズ
ミッション

1,200円

30

場所／3F ゾフ・マルシェ前
時間／①11：00〜11：30
②14：00〜14：30
対象年齢／〜小学6年生

8/6［金］ROAD SHOW

鑑賞料金

各日先着
名さま

ご予約は
こちら

主催：
（株）めいじん

見て楽しい♪使って楽しい♪

各日先着

ステンドグラスアート 15名さま
うちわづくり

アイス石鹸づくり

8/7［土］~9［振休］

7/31［土］
・8/1［日］

各回先着

高崎山に沈む夕日

15名さま

ひんやり気持ちいいクールスパ

てんくうの展望台で「絶景写真」を撮ろう！

●

ご好評いただきました
「てんくうの展望台」第二弾！朝
の時間を限定して21F 露天風呂が展望台になりま
す。通常は撮影NGですが、
この時だけは撮り放題。夏
の思い出に、地上80ｍの高さから
「絶景写真」
をぜひ！
時間などの詳細は当館ホームページでご案内します。

「風呂の日」プレミアムフロイデー

8/26［木］

各日先着

オリジナル椅子ワークショップ 13名さま

8/13［金］〜15［日］

時間／ ①11：00〜12：30 ②13：30〜16：00
場所／おもちゃのチャチャチャ。ちゃちゃくらぶ前
料金／1,000円 対象年齢／5歳〜

各日先着

宝石ツリーメモスタンドづくり 20名さま

8/21［土］
・22［日］

時間／ ①11：00〜12：30 ②13：30〜16：00
場所／おもちゃのチャチャチャ。ちゃちゃくらぶ前
料金／500円
対象年齢／4歳〜

各日先着

ヘアアクセサリーづくり 20名さま

8/28［土］
・29［日］

時間／ 11：00〜15：00
場所／表参道仲見世
料金／カチューシャ 800円、ヘアゴム 600円

身 体 に負 担の 少ない 温 度（ 3 4 〜
37℃）のお湯でゆっくりおくつろぎ
いただけます。炭酸ガスの 効果で
血行を促進、身体に優しい「炭酸ぬ
る湯」で絶景をお楽しみください。

シトラスウィッチ 単品 250円
ドリンクセット 500円

●

爽やかな柑橘
の香りをお楽
しみください。

小学生限定

夏休みの思い出

旬な情 報を配 信中

生ビールが1杯500円

［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

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

※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。

@a m u p l a zao i t a

※他の割引との併用はできません。

@amuoita̲off icial

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）

ふ ろ よ い

TEL 097-513-2641

ホームページ▶https://www.cityspatenku.jp

上記期間につきましては、
特別料金を適用させていただきます。
料金／入浴プラン
ヒーリングプラン

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。

1,750円
2,150円

※特別料金適用期間中、回数券はご利用いただけません。
また、販売も行いません。予めご了承ください。

営業時間変更日、休館日のご案内

新型コロナウイルス感染防止対策を行っています

［お問合せ］

8/12［木］~14［土］

※他の割引との併用はできません。
※ヒーリングプランは中学生以上のお客さまが
対象です。

人気の健康茶やハーブティーが1杯 260円

JRおおいたシティ19F〜21F

● サウナーセッ
ト 1,000円
サウナ後におすすめの
オロポとサ飯をどうぞ。

特別料金についてのご案内

8/23［月］~31［火］

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います。ご来館時
にはマスクの着用をお願いします。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。

最新の営業時間はホームページをご覧ください。

20F カフェバーてんくうの
夏におすすめのメニューをご紹介します。

期間中、小学生のお子様とご来館で入館
料が10％OFFになります。
お子様との夏休
みの思い出づくりにいかがですか？

次回使える10％OFF券をプレゼント

世界に 1 つだけ♡

場所／21F 男性露天風呂（炭酸泉）
21F 女性露天風呂（炭酸泉）

※オロポはお選びいただけません。

CITY SPA MEMBERS会員様は、
入館料が会員料金からさらに10％OFF

キラキラ輝く！

8月限定！
アイスフロート

冷たいドリンクに+150円
でソフトクリームをトッピング
いたします。お好きな組み
合わせでお楽しみください。

※入館は有料です。※天候等により中止する場合があります。

自分だけの椅子をつくろう！

キリっと冷たい水風呂

~8/31［火］

夏のイチオシメニュー

8/28［土］・29［日］

時間／①11：00〜12：30
②13：30〜16：00
場所／おもちゃのチャチャチャ。ちゃちゃくらぶ前
料金／500円

時間／ 11：00〜16：00
場所／おもちゃのチャチャチャ。ちゃちゃくらぶ前
料金／300円 対象年齢／3歳〜

てんくうサイドテラスで外気浴

身体にやさしい
「炭酸ぬる湯」でリラックス

メンテナンス日
営業時間

8/4（水）
15：00から営業

通常料金
入浴プラン
ヒーリングプラン

1,600円

（こども900円）

2,000円

※朝風呂も営業いたしません。

シティスパてんくう
ご利用で 駐 車 場

5時間無料

※フロントにて駐車券をご提示ください。

