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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！

快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo」! 
世界一のビーズソファで天国の座り心地を是非
体験してください。

ヨギボーストア
〈ビーズソファ・インテリア雑貨〉

10/2［土］OPEN

場所／3F

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！

ぶっかけ祭り！
場所／アミュプラザおおいた

場所／20F カフェバーてんくう

かぼすメニュー

カフェバーてんくうでは「かぼす」メニューを取り揃えてい
ます。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？

8/21［土］~9/5［日］カボフェス！～かぼすぶっかけ祭り！～ 
JRおおいたシティが「大分かぼす」に染まる1か月！

新鮮なかぼすを使った
「かぼすタワー」が登場！

かぼすタワー
登場
場所／4F 中央
　　　エスカレーター横

でもカボフェス！

アミュプラザおおいた

9/1［水］~24［金］

「毎日の服を選ぶように、器も楽しんで欲しい」
食卓をより色鮮やかにする美濃焼のお茶碗
やお皿を販売します。

みのる陶器〈生活雑貨〉

9/15［水］~26［日］

九州を中心に全国で活躍するアクセサリー
作家のクリエーターユニットによる期間限
定ショップが登場！1点1点パーツから手作
りした商品をご覧ください。

クリエーターコープ
〈ハンドメイドアクセサリー〉場所／1F タイムズスクエア

　　  （スターバックスコーヒー横） 場所／1F インフォメーション横

大分初

9/16［木］~30［木］

年に1度の大感謝バーゲン！ ハンズメッセ

詳細は
こちら▶

「 French comfy chic 」フレンチテイストをベー
スとしたナチュラルだけど女性らしい着心地のよ
い日常着を提案します。

ルクールブラン
〈レディス〉

10/2［土］OPEN

場所／2F

場所／19～21F シティスパてんくう
アミュプラザおおいたの人気コスメ店舗の
アイテムがシティスパてんくうにて期間限
定で無料でお試しいただけます！

アミュプラザおおいた 場所／ 1F みのりみのる前

9/1［水］~21［火］

福岡を中心に営業している100
円クレープの人気店が登場！
「しっとり」「ふわふわ」「もちも
ち」とした食べやすいサイズのオ
リジナルクレープをお楽しみく
ださい！季節限定商品もご用意
しております。

パオクレープミルク
〈パオクレープ〉

9/22［水］~28［火］

「世界一じゃなく、あなたの人生最高に。」
濃厚なのにスッと溶ける、世界へ誇るトーキョー
チーズケーキをお届けします。

ミスターチーズケーキ
〈チーズケーキ〉

九州初
ネットで話題の

あの入手困難なチーズケーキが
ついに登場！

特典（数量限定）

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

那須の美しい自然とともに育まれた美味しいチーズケーキ
をお届けします。

チーズガーデン〈チーズケーキ〉

9/15［水］~28［火］

販売9ヶ月で50万個を売り上げたクラフトバタースイーツブラ
ンドが大分初登場！世界中から特徴的なバターを探し歩き、選
び抜いたバターとバターの仲間たちをご堪能いただけます。

バターズ〈クラフトバタースイーツ〉

9/29［水］~10/12［火］9/1［水］~14［火］

大阪のタルト専門店が登場！
ナイフ、フォークがなくても手軽に食べられる専用パッ
ケージはお土産にもおやつにもおすすめ！

マルサンカクシカク〈タルト〉

大分初大分初

●LINE友だち追加で「御用邸ラスクミニ」プレゼント

大阪や名古屋で
連日完売のレアバターケーキも
1日10 本限定で販売！

　　　　 美しさを磨く秋！ 

ビューティー POP-UP SHOP

●「オルビスMr.」シリーズを1点以上お買上げで泡立てネットプレゼント

特典（数量限定）

ベタつくのに乾燥しがちな男性肌用のスキンケア「オルビスMr.」シリーズを
この機会に是非お試しください。

オルビス〈化粧品・栄養補助食品〉

9/4［土］・5［日］

2第 弾

自分にぴったりのコスメと出会えるかも！？

風呂っとコスメ
9/1［水］~20［月・祝］

1第 弾

トレンドのメイクを始め、新商品を使用したスキンケア
をお気軽に体験いただけますので、是非お気軽にご参
加ください。

マリークヮント〈化粧品・ファッション雑貨〉

9/18［土］・19［日］

●コスメ商品をご紹介させていただいたお客さまに
オリジナルクリアファイルプレゼント

特典（数量限定）

and more...

ムルーア〈レディス〉

9/4［土］OPEN 大分初

場所／2F

●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

オープン記念特典（数量限定）

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。

ピーチ・ジョン
〈インナーウェア〉

8/26［木］OPEN

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。

大分初

●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）

オープン記念特典

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。

アットアロマ
〈アロマオイル〉

9/4［土］OPEN 大分初

場所／2F

●商品お買上げで
マスク用アロマシール（サンプル）
プレゼント

オープン記念特典（数量限定）

場所／1F イーストガーデン（シップス前）

PICK UP!
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お風呂の後は
カフェバーてんくうへ

“超”高濃度炭酸泉 9/11［土］・12［日］
てんくうの21階露天風呂（高濃度炭酸泉）では、時間限定で通常よりも炭酸ガスを
多く入れた“超”高濃度炭酸泉を行います。炭酸泉は新陳代謝を活発にするため、
美肌にも効果があると言われています。この夏、猛暑で疲れた体をてんくうの“超”
高濃度炭酸泉で癒しませんか？

時間／11：00～17：00（最終16：30スタート）、1回15分
場所／おもちゃのチャチャチャ。ちゃちゃくらぶ
料金／大人 1,000円（平日は100円引き）
　　　中・高・大学生 900円
　　　小学2～6年生 500円
　　　小学1年生以下 無料
主催／ボードゲームカフェJOGO

おもちゃナゾトキシリーズ
ちゃちゃくらぶからの脱出！
9/18［土］~26［日］

初開催

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／600円

芸術の秋を楽しもう！
オリジナル鉄琴づくり
9/4［土］・5［日］

鉄琴にオリジナルの絵を描いて、音楽の秋・芸術の秋を
楽しもう！

時間／11：00～16：00 場所／表参道仲見世　
料金／1,760円～（オプション料別途） 主催／（株）東京ミモレ

大人気アニメ！
すみっコぐらしキャンドル
ワークショップ　

9/18［土］~20［月・祝］
23［木・祝］・25［土］・26［日］

大人気アニメ「すみっコぐらし」のキャラクターとかわいいガラス
細工やカラフルな砂を組み合わせて、透明でやわらかい不思議な
キャンドルをつくろう！

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。

新型コロナウイルス感染防止
対策を行っています

厳しい残暑が続いています。8月31日までと
していた21階露天風呂（炭酸泉）の「炭酸ぬ
る湯」、大好評につき期間を延長します。少
し秋を感じだしたら元の温度に戻します。
しばし、ぬる湯をお楽しみください。

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変更日
休館日のご案内

営業時間
9/8（水） 終日休館※朝風呂も営業いたしません。

シティ屋上ひろば シティ屋上ひろば 8F
@city_okujo_hiroba大人から子供まで楽しめる！日本最大級の屋上庭園

場所／ 21F男性露天風呂（炭酸泉）
 21F女性露天風呂（炭酸泉）

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。

TEL 097-513-1220
［お問合せ］アミュプラザおおいたインフォメーション

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

@amuplazaoita

旬な情報を配信中
ホームページ▼

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

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。

「シティスパてんくう」の
ギフト券
敬老の日の贈り物にいかがですか？ご
入浴のほか、カフェバーでのご飲食や
ボディケアなどリラクゼーションのお支
払いにご利用いただけます。

ギフトにおすすめ「MOKUタオル」
“薄い””軽い”“絞りやすい”が特徴の今治産タオル。
ご入浴、サウナのお供にどうぞ。

期間中、65歳以上のお客さまは入館料を10％OFFいたし
ます。お連れのお客さまも割引いたしますので、ご家族で
ぜひご利用ください。

敬老WEEK割引
9/20［月・祝］~24［金］

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

８種類からお選びいただ
けます。
L 2,200円／M 1,100円

※19F受付にて販売いたします。 ※ギフト券
は1枚1,000円です。 ※有効期限はご購入
日より1年間です。

てんくうのリラクゼーション 
グランフィトナチュール
からだスッキリ30分 3,100円 脚スッキリ30分 3,400円

※事前のご予約をおすすめします。 ※男性も女性もご利用いただけます。
※詳しくは19階グランフィトナチュールまでお問い合わせください。
　TEL 097-576-9117

首肩コース or 腰肩コース
お疲れの箇所を重点的にも
みほぐします。

クリームを使用して足裏の
反射区を刺激してスッキリ！

お試し特別プラン

「風呂の日」プレミアムフロイデー 9/26［日］

※他の割引との併用はできません。
アミュプラザ
おおいた

豊後にわさき
市場
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イベント

イベント

新店舗・
期間限定
ショップ

肉の日肉金曜タイムセール金

9月

期間限定
ショップ

2,000円
ヒーリング
プラン

入浴プラン

1,600円
（こども900円）

通常料金

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 好評です

朝風呂の特別営業を実施中。
まだ蒸し暑さの残るこの季節、絶景とともに心地
よい朝の時間を過ごしませんか？
爽やかな朝の空気でととのう、「朝サウナ」もおす
すめです。

人気の健康茶や
ハーブティーが
1杯 260円

次回使える
10％OFF券を
プレゼント

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

オクラとろろうどん
680円

新メニューが仲間
入り！ お風呂の後に
はさっぱりと冷たいう
どんがおすすめ。

NEW
大分名物 とり天

510円
とり天がさらに美味し
くなりました！ 大分の
ご当地料理、サクサ
クのとり天をどうぞ。

リニューアル

時間／ ①11：00～12：30
 （最終受付11：30）
 ②13：30～16：00
 （最終受付15：00）
場所／表参道仲見世
料金／400円

カラフルな砂で絵を描こう♪
サンドアートづくり
9/11［土］・12［日］

カラフルな砂を使って、秋らしいオリジナルの絵をつくろう！

各日先着

20名さま

各日先着

20名さま

マルサンカクシカク

チーズガーデン

バターズ

ハンズメッセ

風呂っとコスメ

カボフェス！

ムルーア・アットアロマOPEN

オルビス マリークヮント

みのる陶器

クリエーターコープ

ミスターチーズケーキ

肉金金金金

今月のおすすめシネマ

9/17［金］ROAD SHOW 9/3［金］ROAD SHOW 

©2021東野圭吾／集英社・映画「マスカレード・ナイト」製作委員会

マスカレード・ナイト
©2021「科捜研の女 -劇場版-」製作委員会

科捜研の女 -劇場版-
あの“科学捜査ミステリー”の最高峰、遂にスクリーンへ。世界
同時多発不審死事件、発生。なぜ、科学者だけが、殺される
のか？いま、衝撃の“最終実験”がはじまる。

パーティー参加者500名、全員仮装、全員容疑者。立場も性格も
真逆の異色バディは凶悪な殺人犯の「仮面」を暴き、「死」のカウ
ントダウンを止めることが出来るのか―

鑑賞料金

1,200円
※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

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。

TM & © TOHO Cinemas Ltd. All Rights Reserved.

「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

予約
不要

観覧
無料

9/10［金］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

毎週金曜日（9/3・10・17・24）17：00～18：00は

毎月

限定

9/1［水］~11/30［火］
生活協同組合の新規組合員を募集中！
期間中、ご入会いただくとおトクな特典が盛りだくさん。是非この機会にご入会ください！

コープ大分駅店

新規組合員加入キャンペーン

①コープおおいた専用電子マネー「Cataroマネー」
500円分プレゼント
②その場で「Cataroマネー」にチャージで、
金額に応じた「Cataroマネー」プレゼント

③おすすめコープ商品プレゼント
④アミュプラザおおいたショッピングチケット
500円分プレゼント

おトクな特典はこちら

8/11［水］~
9/12［日］
場所／4F 紀伊國屋書店前

実物化石と天然鉱物の展示販
売を期間限定で実施します！

紀伊國屋書店

化石鉱物フェア

※当日先着順にご案内いたします。

詳細は
こちら▶

PICK UP!
各日先着

30名さま


