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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！

ルクールブラン〈レディス〉

10/2［土］OPEN

場所／2F
「 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。

10/30［土］・31［日］
時間／11：00～15：00
場所／8F シティ屋上ひろば、第1駐車場 8F

シティ屋上ひろばのフリーマーケット TOIT MARCHE

人気のアクセサリー作家や古着屋、軽食店がシティ屋上ひろばに大集合！
さらに、大型ダンスイベントも両日同時開催します！

初開催

※雨天時の開催についてはホームページまたはインスタグラムでご案内いたします。

アミュプラザおおいた

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

10/27［水］~11/2［火］

ふわふわ、もちもちの生地に、九州産
の素材にこだわったクリームをたっぷり
サンドした手作りワッフルが登場します！

365ワッフル〈ワッフル〉

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］ 大分初

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！

10/29［金］~12/12［日］
期間中、対象の飲食店
舗にて大分県産乾しい
たけを使ったメニューが
登場！さらに、対象メ
ニューをご注文で、嬉し
い商品が当たる抽選に
参加できます。

幸せギュッと！うまみだけフェア

詳しくは
こちら▼

10/15［金］ 公開10/1［金］ 公開
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００７／ノー・タイム・トゥ・ダイ
ダニエル・グレイグ版ジェームズ・ボンドの最後。
死闘はクライマックスへ―

今月のおすすめシネマ

目にも楽しいピアノのデザインの羊
羹が有名な由布院の人気店が登
場！美味しさ、楽しさ、豊かな時間をお
届けします。

10/13［水］~26［火］
湯布院 ジャズとようかん〈羊羹〉

アミュ初

販売期間
9/18［土］~12/19［日］
大分県内対象駅～大分駅のJR往復
きっぷとアミュプラザおおいた
ショッピングチケット引換券（500円
または1,000円分）がセットになった
大変おトクなきっぷが登場！

アミュプラザおおいたお買い物きっぷ土 日 祝 限 定

AMU  OITA  AMU  OITA
AMU  OITA  AMU  OITA

AMU  OITA  AMU  OITA
AMU  OITA  AMU  OITA

AMU  OITA  AMU  OITA

アミュプラザおおいた
お買い物きっぷ得

対象駅 大分駅

おトク-9月18日から12月19日まで販売

※ご利用は上記期間中の土日祝のみ

有効期間：1日

詳しくは
こちら▼

ネットで選んだ商品を「アミュプラザおおいた」の店舗で
「試着・購入」ができるサービスが登場！

JQ CARDなら毎週日曜日5%OFF

薄皮生地にたっぷりの
あんが入ったたい焼きと
宇佐飴元祖「是恒商店」
の宇佐飴を販売いたし
ます！

9/29［水］~10/15［金］ 10/1［金］~31［日］

杏仁豆富の専門店が作
り出す葛粉で練り上げた
もっちもちの新食感ス
イーツが登場！
黒糖わらびもち、大きな
みたらし団子もどうぞ。

恵比寿堂
〈杏仁豆富〉

天河堂
〈たい焼き、宇佐飴〉

アミュ初

大分市に本店を構え、週
末は大分県内の道の駅
でも販売しているドライ
フルーツの専門店が登
場！彩りが綺麗なドライ
フルーツや無添加のドラ
イフルーツはギフトやお
土産にもおすすめです！

10/16［土］~31［日］
阿部甘商店
〈ドライフルーツ〉

フランス・パリのサッカークラブ、「パリ・サン
ジェルマン」の日本公式ショップが登場！新作
商品や「NIKE×PARIS SAINT-GERMAIN」
の新作コラボ商品、ヴィンテージ、キャラバン
限定Tシャツなど、様々なアイテムをラインアッ
プし、日本各地のPSGサポーターの皆さまに
会いに行きます！

10/15［金］~24［日］
パリ・サンジェルマン 
ストア
〈レディス・メンズ・雑貨〉

アミュ初

アミュ
限定商品も
販売

赤い風船〈洋菓子〉

10/1［金］OPEN

場所／1F
1968年創業の老舗洋菓子店が登場！福岡と長
崎・佐世保で人気のチーズケーキとサンケーキを
是非ご賞味ください。

大分初

● 3,000円以上お買上げで
オリジナルトートバッグをプレゼント

オープン記念特典（数量限定）

● 8,800円以上お買上げでバスチップをプレゼント
オープン記念特典（数量限定）

場所／1F みのりみのる前 場所／1F みのりみのる前

場所／1F みのりみのる前
場所／1F インフォメーション横

大分の街に
「パリ・サンジェルマン」

がやってくる

大分初

映画「燃えよ剣」の世界観を楽しもう！

場所／1F ビームス前
展示衣装／土方歳三、近藤勇

※設置内容は変更する場合がございます。

映画公開記念 衣装展開催！

劇中使用の衣装、作品の紹介や、劇中写真パネ
ルなどが登場します。作品の魅力がいっぱいの
空間をお楽しみください。

10/28［木］~11/4［木］

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
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。

秋限定の
栗あんたい焼きも

登場
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場所／1F みのりみのる前
場所／1F インフォメーション横

大分の街に
「パリ・サンジェルマン」

がやってくる

大分初

映画「燃えよ剣」の世界観を楽しもう！

場所／1F ビームス前
展示衣装／土方歳三、近藤勇

※設置内容は変更する場合がございます。

映画公開記念 衣装展開催！

劇中使用の衣装、作品の紹介や、劇中写真パネ
ルなどが登場します。作品の魅力がいっぱいの
空間をお楽しみください。

10/28［木］~11/4［木］

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
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。

秋限定の
栗あんたい焼きも

登場

EVENT NEWS
アミュプラザおおいた イベントニュース1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010October

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！

ルクールブラン〈レディス〉

10/2［土］OPEN

場所／2F
「 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。

10/30［土］・31［日］
時間／11：00～15：00
場所／8F シティ屋上ひろば、第1駐車場 8F

シティ屋上ひろばのフリーマーケット TOIT MARCHE

人気のアクセサリー作家や古着屋、軽食店がシティ屋上ひろばに大集合！
さらに、大型ダンスイベントも両日同時開催します！

初開催

※雨天時の開催についてはホームページまたはインスタグラムでご案内いたします。

アミュプラザおおいた

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

10/27［水］~11/2［火］

ふわふわ、もちもちの生地に、九州産
の素材にこだわったクリームをたっぷり
サンドした手作りワッフルが登場します！

365ワッフル〈ワッフル〉

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］ 大分初

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！

10/29［金］~12/12［日］
期間中、対象の飲食店
舗にて大分県産乾しい
たけを使ったメニューが
登場！さらに、対象メ
ニューをご注文で、嬉し
い商品が当たる抽選に
参加できます。

幸せギュッと！うまみだけフェア

詳しくは
こちら▼

10/15［金］ 公開10/1［金］ 公開

©2021「燃えよ剣」製作委員会

燃えよ剣
「新選組」土方歳三の知られざる真実を描く、
歴史スペクタクル超大作!

©2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.

００７／ノー・タイム・トゥ・ダイ
ダニエル・グレイグ版ジェームズ・ボンドの最後。
死闘はクライマックスへ―

今月のおすすめシネマ

目にも楽しいピアノのデザインの羊
羹が有名な由布院の人気店が登
場！美味しさ、楽しさ、豊かな時間をお
届けします。

10/13［水］~26［火］
湯布院 ジャズとようかん〈羊羹〉

アミュ初

販売期間
9/18［土］~12/19［日］
大分県内対象駅～大分駅のJR往復
きっぷとアミュプラザおおいた
ショッピングチケット引換券（500円
または1,000円分）がセットになった
大変おトクなきっぷが登場！

アミュプラザおおいたお買い物きっぷ土 日 祝 限 定

AMU  OITA  AMU  OITA
AMU  OITA  AMU  OITA

AMU  OITA  AMU  OITA
AMU  OITA  AMU  OITA

AMU  OITA  AMU  OITA

アミュプラザおおいた
お買い物きっぷ得

対象駅 大分駅

おトク-9月18日から12月19日まで販売

※ご利用は上記期間中の土日祝のみ

有効期間：1日

詳しくは
こちら▼

ネットで選んだ商品を「アミュプラザおおいた」の店舗で
「試着・購入」ができるサービスが登場！

JQ CARDなら毎週日曜日5%OFF

薄皮生地にたっぷりの
あんが入ったたい焼きと
宇佐飴元祖「是恒商店」
の宇佐飴を販売いたし
ます！

9/29［水］~10/15［金］ 10/1［金］~31［日］

杏仁豆富の専門店が作
り出す葛粉で練り上げた
もっちもちの新食感ス
イーツが登場！
黒糖わらびもち、大きな
みたらし団子もどうぞ。

恵比寿堂
〈杏仁豆富〉

天河堂
〈たい焼き、宇佐飴〉

アミュ初

大分市に本店を構え、週
末は大分県内の道の駅
でも販売しているドライ
フルーツの専門店が登
場！彩りが綺麗なドライ
フルーツや無添加のドラ
イフルーツはギフトやお
土産にもおすすめです！

10/16［土］~31［日］
阿部甘商店
〈ドライフルーツ〉

フランス・パリのサッカークラブ、「パリ・サン
ジェルマン」の日本公式ショップが登場！新作
商品や「NIKE×PARIS SAINT-GERMAIN」
の新作コラボ商品、ヴィンテージ、キャラバン
限定Tシャツなど、様々なアイテムをラインアッ
プし、日本各地のPSGサポーターの皆さまに
会いに行きます！

10/15［金］~24［日］
パリ・サンジェルマン 
ストア
〈レディス・メンズ・雑貨〉

アミュ初

アミュ
限定商品も
販売

赤い風船〈洋菓子〉

10/1［金］OPEN

場所／1F
1968年創業の老舗洋菓子店が登場！福岡と長
崎・佐世保で人気のチーズケーキとサンケーキを
是非ご賞味ください。

大分初

● 3,000円以上お買上げで
オリジナルトートバッグをプレゼント

オープン記念特典（数量限定）

● 8,800円以上お買上げでバスチップをプレゼント
オープン記念特典（数量限定）

場所／1F みのりみのる前 場所／1F みのりみのる前

場所／1F みのりみのる前
場所／1F インフォメーション横

大分の街に
「パリ・サンジェルマン」

がやってくる

大分初

映画「燃えよ剣」の世界観を楽しもう！

場所／1F ビームス前
展示衣装／土方歳三、近藤勇

※設置内容は変更する場合がございます。

映画公開記念 衣装展開催！

劇中使用の衣装、作品の紹介や、劇中写真パネ
ルなどが登場します。作品の魅力がいっぱいの
空間をお楽しみください。

10/28［木］~11/4［木］

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
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。

秋限定の
栗あんたい焼きも

登場



10/9［土］~31［日］

［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。

80m

シティ屋上ひろば シティ屋上ひろば 8F

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

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

@amuplazaoita

旬な情報を配信中

場所／21F女性炭酸泉

しあわせピンクバス

毎年10月は、乳がんの早期発見・早期治療を啓発、推
進する「ピンクリボン月間」です。「気づきとしあわせ」を
コンセプトにしたピンクバスを行います。
「幸せでありますように」と込められたピンクリボンの
由来、やさしさをお湯に込めてお届けします。

プレミアムフロイデー
10/26［火］
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。

生ビール1杯 500円

“ほうじ茶”の香り漂うサウナ
10/1［金］~10［日］

10/17［日］

@city_okujo_hiroba @tenku_zekkei大人から子供まで楽しめる！日本最大級の屋上庭園

カフェバーてんくうで
おトクに

次回使える10％OFF券を
プレゼントいたします。

「CITY SPA MEMBERS」
会員様感謝キャンペーン

カフェバーてんくうで当日使える100円
クーポンをプレゼントいたします。お風
呂の後は、ぜひカフェバーてんくうへ。 会員様は期間中ご利用いただくと、入館

料が会員料金からさらに10％OFFになり
ます。この機会にぜひご利用ください。
※他の割引との併用はできません。

てんくうのアメニティをご自宅でも
10/9［土］~31［日］
期間中、てんくうで好評の
アメニティ「アロマエッセ
ゴールド」のシャンプー、コ
ンディショナー、ボディソー
プの3点セットを特別価格
の390円（サンキュー）で販
売いたします。
（通常550円）

場所／19F グランドロウリュ

1日3回、サウナストーンに“ほうじ茶”をかけて蒸気を発生
させる、ほうじ茶の香り漂う「ロウリュ」を行います。優しい
香りに包まれながら、気持ちのいい汗をかきませんか？
※熱波を送るサービスは行いません。
※19Fグランドロウリュはヒーリングプランご利用のお客さまが対象です。

営業時間変更日、休館日のご案内

メンテナンス日

17：00から営業 ※朝風呂も営業いたしません。営業時間

10/13（水）

デザイン性の高いクリアスタンプで一緒
にミニカード＆しおりづくりを楽しもう♪

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／2個 600円
主催／with stamp

海外スタンプで遊ぼう！
ミニカード&しおりづくり
10/2［土］・3［日］

各日先着

15名さま

お気に入りのかわいいロゼットを
つくろう！ご予約のお客さまはお
名前が入れられるよ♪
※事前予約受付は3日前まで

時間／11：00～16：00（最終受付15：30）
場所／表参道仲見世
料金／マカロゼット500円
 ロゼット800円
主催／Petit Bijou

選べるかわいいロゼットをつくろう♪
ロゼット&マカロゼットづくり
10/9［土］・10［日］

各日先着

20名さま
予約
優先

ご予約は
こちら▼

木の時計に、お好みの絵を描いて
自分だけの時計をつくろう！

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／700円

世界に 1つだけの時計をつくろう♪
木のお絵描き時計づくり
10/16［土］・17［日］

各日先着

15名さま

キラキラ♪宝石がみのる木をつくろう！
メモクリップとしても使えるよ♪

時間／①11：00～12：30
 ②13：30～16：00
場所／表参道仲見世
料金／2個500円　対象年齢／4歳～
共催／kodomo.ai

HAPPY HALLOWEEN！
モンスターブックマーカーづくり
10/23［土］・24［日］

各日先着

15名さま

アミュプラザ
おおいた

豊後にわさき
市場
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31
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Event Calendar イベントカレンダー

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

肉の日肉金曜タイムセール金

天河堂

バターズ

湯布院 ジャズとようかん

365ワッフル

恵比寿堂

肉
金 金金金金

10月

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 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。

て ん く う の 秋

平日限定で、ジョギングで汗をかいた後、絶景露天風
呂とサウナでさっぱりしていただける特別プラン「ジョ
ギング＆スパ」をご用意しています。10月限定でオロポ
が付いて1,800円とおトクになっております。ぜひ、ご
利用ください。

ジョギング＆スパ
20F カフェバーてんくうの秋におすすめのメニューをご紹介します。

食欲の秋メニュー

10/29［金］~
31［日］
場所／20F 男性内湯
  20F 女性内湯

てんくうのお風呂に約
30cm（!?）のお化けか
ぼちゃが登場。
ハロウィンにかぼちゃ
風呂をお楽しみくだ
さい。

ハロウィン
かぼちゃ風呂

汗をかいた後は
てんくうで
さっぱり

ジョギングてんくうの
ロッカーで
着替え

大分県産焼きどんこ
610円

生産量全国№1のしいたけ
は、肉厚で香りが口いっぱい
に広がります。

白玉ぜんざい
390円

大きな栗の入った冷たいぜん
ざいです。お風呂の後にひんや
りスイーツはいかがですか？

「10月9日」はてんくうの日

毎週末ワークショップを開催し、多くの子どもたちで賑わう8F 
シティ屋上ひろばの表参道仲見世にある広さ40㎡のスペースを
活用してイベントやワークショップを開催してみませんか？

詳しくは
こちら▼シティ屋上ひろば イベント主催者募集中！

トワ マルシェ

幸せギュッと！ うまみだけフェア

パリ・サンジェルマン ストア

阿部甘商店

OPEN 赤い風船

OPEN ヨギボーストア、ルクールブラン


