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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！

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

本場ドイツで作られたブレッツェルを直輸入でお届け
するブレッツェルの専門店が登場します。

ブレッツェリア
〈ブレッツェル〉

11/1［月］~30［火］

スペイン発のドーナツブランドが登場！冷やしても美
味しいモチモチとした食感が特徴です。

ラ・パナデリーア・
ドッツ〈ドーナツ〉

11/1［月］~30［火］

アミュプラザおおいた
365ワッフル

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！

〈ワッフル〉

10/27［水］~11/2［火］

大分初

バターバトラー

世界中の産地から選りすぐったバターで
作った“バターが主役”のスイーツが
登場！パティシエの自信作を是非ご賞味
ください。

〈洋菓子〉

11/10［水］~23［火・祝］
松風庵かねすえ

わらび餅を作り続けて半世紀、モンド
セレクションや県産品コンクールで数々
の賞を受賞した人気店が登場！

〈わらび餅〉

11/24［水］~12/8［水］

心もお腹も満たす大人気ドラマ“何食べ”が
遂に映画化！ 

©202１ 劇場版「きのう何食べた？」製作委員会
 ©よしながふみ／講談社

劇場版「きのう何食べた？」
すみっコたちに、スクリーンでまた会える！
待望の劇場アニメ第2弾！

©2021 日本すみっコぐらし協会映画部

映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ

11/3［水・祝］ 公開 11/5［金］ 公開
今月のおすすめシネマ

10/29［金］~11/14［日］
一足先に映画の世界を楽しもう！
キャラクターフォトスポットが登場！

映画公開記念イベント

オリジナルステッカーをゲットしよう！
デジタルスタンプラリーを開催！

「ムビチケ」が当たる
抽選会も同時開催！

さらに

※詳細は決まり次第ホームページでお知らせします。

デジタルスタンプラリー参加者限定

チョコレート
ショップ

「博多のチョコのはじまりどころ」として
福岡・博多で創業80周年を迎えたチョ
コレート専門店。手造りにこだわった製
法のお菓子をご賞味ください。

〈チョコレート菓子〉

11/3［水・祝］~9［火］ アミュ初

秋のスイーツ 11/15［月］~28［日］場所／1F インフォメーション横

フランス北部の伝統菓子「ゴーフ
レット」の専門店。もっちりした食感
とシャリッとしたバタークリームが
特徴のバターゴーフレットをお楽し
みください。

ソールズゴーフレット
〈ゴーフレット〉

大分初

完熟はちみつを使ったスイーツ
のお店です。累計販売数37万
個のハニカムタルトをはじめ大
阪でも人気のラインナップをご
用意しました。

はちみつスイーツ アンニュイ
〈はちみつスイーツ〉

九州初

サクサク食感のクッキーに濃厚なバ
タークリームとなめらかなキャラメルを
サンドした人気のスイーツ。中部限定バ
ターサンド〈栗〉と、新商品のバター
ケーキ〈キャラメル〉も登場します！

プレスバターサンド
〈バターサンド〉

11/12［金］~2022.2/14［月］
点灯時間／17：00～24：00　

※11/12（金）は18：20より点灯

点灯場所／大分市中央通り・ふないアクアパーク
               JR大分駅周辺・ガレリア竹町ドーム広場
               若草公園・ふないサンサン通り

詳しくは
こちら▼

おおいた光のファンタジー 2021
─夜明けを待つ星空─

アンテナショウナン

場所／1F イーストガーデン
         （シップス前）

「リラックス＆ラグジュアリー」をコンセ
プトに上質にこだわった湘南スタイル、
エレガントカジュアルをご提案します。

〈レディス〉

11/3［水・祝］~28［日］

大分初
ザ ルック
POP-UP 
SHOP
場所／1F イーストガーデン
         （ホテルショコラ前）
大分市府内町のセレクトショップが期間
限定で登場！国内外から厳選した高感
度なブランドラインナップに注目です。

〈レディス〉

11/12［金］~23［火・祝］

11/18
［木］

おうちで気軽にボジョレーを楽しもう♪
ボジョレー・ヌーヴォー2021 解禁
取扱店舗／1F 枡屋ワインセレクション
 豊後にわさき市場 コープ大分駅店、ジュピター

ともに古都であり、共通点の多い京都とイタリア・
ヴェネトの架け橋となる和洋菓子ブランドです。

京都ヴェネト
〈抹茶スイーツ〉

11/1［月］~30［火］

幸せギュッと！うまみだけフェア
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。

詳しくは
こちら
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10/29［金］~11/14［日］
一足先に映画の世界を楽しもう！
キャラクターフォトスポットが登場！

映画公開記念イベント

オリジナルステッカーをゲットしよう！
デジタルスタンプラリーを開催！

「ムビチケ」が当たる
抽選会も同時開催！

さらに

※詳細は決まり次第ホームページでお知らせします。

デジタルスタンプラリー参加者限定

チョコレート
ショップ

「博多のチョコのはじまりどころ」として
福岡・博多で創業80周年を迎えたチョ
コレート専門店。手造りにこだわった製
法のお菓子をご賞味ください。

〈チョコレート菓子〉

11/3［水・祝］~9［火］ アミュ初

秋のスイーツ 11/15［月］~28［日］場所／1F インフォメーション横

フランス北部の伝統菓子「ゴーフ
レット」の専門店。もっちりした食感
とシャリッとしたバタークリームが
特徴のバターゴーフレットをお楽し
みください。

ソールズゴーフレット
〈ゴーフレット〉

大分初

完熟はちみつを使ったスイーツ
のお店です。累計販売数37万
個のハニカムタルトをはじめ大
阪でも人気のラインナップをご
用意しました。

はちみつスイーツ アンニュイ
〈はちみつスイーツ〉

九州初

サクサク食感のクッキーに濃厚なバ
タークリームとなめらかなキャラメルを
サンドした人気のスイーツ。中部限定バ
ターサンド〈栗〉と、新商品のバター
ケーキ〈キャラメル〉も登場します！

プレスバターサンド
〈バターサンド〉

11/12［金］~2022.2/14［月］
点灯時間／17：00～24：00　

※11/12（金）は18：20より点灯

点灯場所／大分市中央通り・ふないアクアパーク
               JR大分駅周辺・ガレリア竹町ドーム広場
               若草公園・ふないサンサン通り

詳しくは
こちら▼

おおいた光のファンタジー 2021
─夜明けを待つ星空─

アンテナショウナン

場所／1F イーストガーデン
         （シップス前）

「リラックス＆ラグジュアリー」をコンセ
プトに上質にこだわった湘南スタイル、
エレガントカジュアルをご提案します。

〈レディス〉

11/3［水・祝］~28［日］

大分初
ザ ルック
POP-UP 
SHOP
場所／1F イーストガーデン
         （ホテルショコラ前）
大分市府内町のセレクトショップが期間
限定で登場！国内外から厳選した高感
度なブランドラインナップに注目です。

〈レディス〉

11/12［金］~23［火・祝］

11/18
［木］

おうちで気軽にボジョレーを楽しもう♪
ボジョレー・ヌーヴォー2021 解禁
取扱店舗／1F 枡屋ワインセレクション
 豊後にわさき市場 コープ大分駅店、ジュピター

ともに古都であり、共通点の多い京都とイタリア・
ヴェネトの架け橋となる和洋菓子ブランドです。

京都ヴェネト
〈抹茶スイーツ〉

11/1［月］~30［火］

幸せギュッと！うまみだけフェア
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。

詳しくは
こちら
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ホームページ▼

［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。 ※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

80m

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/

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_off icial

@amuplazaoita

旬な情報を配信中

メンテナンス日

営業時間変更日・休館日のご案内

17：00から営業 ※朝風呂も営業いたしません。営業時間

11/10（水）

@tenku_zekkei

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

「風呂の日」プレミアムフロイデー
11/26［金］

※他の割引との併用はできません。

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

人気の健康茶やハーブティーが1杯 260円

生ビール1杯　500円

大分駅からスタートする「JR九州ウォーキング（大分
駅110周年記念コース！「トレインフェスタin大分」
と大分の街、自然を楽しもう！／約10km）」に参加さ
れたお客さまは、ウォーキングマップのご提示で当日
の入館料を10％OFFいたします。爽やかな汗をかい
た後は、絶景温泉でごゆっくりとお過ごしください。

JR九州ウォーキング＆SPA
11/3［水・祝］

11/18（木）の解禁日に合わせて、「カフェバーてんくう」でもボ
ジョレーヌーボーを販売いたします。お風呂の後は、夜景を眺め
ながらボジョレーヌーボーはいかがですか。

ボジョレーヌーボー解禁＆ワイン風呂
11/18［木］

ボジョレーヌーボー解禁に合わせて、ワイン風
呂を実施します。ワイン色に染まった高濃度炭
酸泉をお楽しみください。

11/20［土］・21［日］
場所／21Ｆ 男性露天風呂（炭酸泉）
        21Ｆ 女性露天風呂（炭酸泉）

11/22（月）はいい夫婦の日。二人の大切な時間
をシティスパてんくうヒーリングスパで過ごされ
てはいかがでしょうか。当日は、19Fグランドロ
ウリュにて“シャンパンの香り漂うサウナ”を実
施します。この機会にぜひ、お楽しみください。

「てんくう」で過ごす、いい夫婦の日
11/22［月］
場所／19F グランドロウリュ

※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。

11月の平日限定で、ヒーリングプランをご利用のお客さまに、次回ご利
用いただける10％OFF券をプレゼント！
19Ｆてんくうラウンジには、様々な雑誌や書籍をご用意しています。
お好きな本を手に取り、心ゆくまでごゆっくりとお寛ぎください。

読書の秋をてんくうで

※てんくうラウンジは、ヒーリングプランご利用のお客さまが対象です。

佐伯グルメフェア 11/5［金］~

大分県佐伯市の地酒「花笑み 純米大
吟醸」と佐伯市本城岩屋の千本桜の
チップを使用して燻した「燻製ナッツ」
が期間限定で登場！
佐伯グルメをぜひ、ご堪能ください。

場所／20F カフェバーてんくう

※無くなり次第終了

秋のボディメンテナンス
11/13［土］・14［日］

期間中、20F アロマスチームサウナに「塩」を設置いたします。
塩を体に塗ることで発汗作用がアップし、老廃物をデトックス。
自律神経を整え、美肌に良いなど、様々な美容効果があると言われて
います。ぜひお試しください。

場所／20F 男性アロマスチームサウナ、女性アロマスチームサウナ

スチームソルトサウナ

20Fカフェバーてんくうにビネガードリンクが登場！
100％果実発酵のお酢で果実の美味しさを楽しみませんか？
水割り・ソーダ割からお選びいただけます。

「ビネガードリンク」登場

時間／11：00～15：00
場所／8F シティ屋上ひろば、
 第1駐車場 8F

10/30［土］・31［日］

初開催シティ屋上ひろばのフリーマーケット 

トワ マルシェ

PICK UP!

出店店舗など
詳細はこちら▶

時間／①小学生の部 11：00～
　　　②大人の部（中学生以上） 14：00～
場所／8F シティ屋上ひろば

料金／無料

第4回 シティ屋上ひろば長縄跳び大会
11/14［日］

小学生の部 先着30チーム
大人の部 先着15チーム

応募はこちら▶

※荒天時は大分駅前ひろば

入賞チームには
 賞品があるよ！

PICK UP!

※1チーム4名さま

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　
11/6［土］・7［日］
13［土］・14［日］

各日先着

30名さま

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／500円

11/6［土］・7［日］
オリジナルの車を走らせよう！ ゴーゴーカーづくり 各日先着

15名さま

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
共催／kodomo.ai

読書の秋♪ 小さな秋のしおりづくり
11/13［土］・14［日］

各日先着

20名さま

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／500円

作って楽しい♪使って楽しい♪ 粘土せっけんづくり
11/20［土］・21［日］ 各日先着

15名さま

時間／①11：00～12：30
        （最終受付11：50）
　　　②13：30～16：00
        （最終受付15：20）
場所／表参道仲見世
料金／400円

自分が描いた絵が動くよ！ 回転のぞき絵づくり
11/23［火・祝］
27［土］・28［日］

各日先着

15名さま

時間／14：00～
場所／鉄道神社
料金／無料　
主催／柞原八幡宮

鉄道神社 秋神事
10/31［日］
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