
ショップディズニー
ディズニー公式
オンラインストア

TEL  097-513-1220アミュプラザおおいたインフォメーション

※電話番号はおかけ間違いのないようにご注意ください。 ※表示価格はすべて税込です。 ※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。

最新の営業時間はホームページをご覧ください。

NEW SHOPEVENT

LIMITED SHOP

アミュプラザおおいたからのクリスマスプレゼント

大分駅前広場(大屋根下) 1F  豊後にわさきいっぷく横丁

12.1水→7火
コトモノマルシェPOP-UP SHOP
［ハンドメイドアクセサリー］

JQカード会員さまは毎週土・日がおトク!

12.3金→19日
へパスキン
［マスク］

1F  インフォメーション横 3F  ゾフ・マルシェ前 1F タイムズスクエア（スターバックスコーヒー横）

12.3金→26日
ピクサー キャラクターズ POP-UP SHOP
［キャラクター雑貨］

1F  みのりみのる前

12.1水→21火
ラ・スール
［カヌレ］

12.20月→2022.1.5水
マカプレッソ
［マカロン］

12.22水→2022.1.5水
椿さんど
［フルーツサンド］

1F  豊後にわさき市場

11.24水→12.8水

モンドセレクションや県産
品コンクールで数々の賞を
受賞したわらび餅が登場。

松風庵かねすえ
［わらび餅］

12.17金→26日 11:00～20:00

あったマルシェ
九州各地の人気キッチンカーが寒い日にぴったりの
あったか旨いメニューを引き下げて駅前広場に大集合！

12.9木→26日

京都の名店から名物プリンや
絶品ケーキ、タルトが登場！
さらに、クリスマス限定商品
も販売します。

2F コトモノマ
ルシェが期間
限定で素敵な
アクセサリーや
雑貨を販売し
ます。

ディズニー＆ピクサー映
画『トイ・ストーリー』や
『モンスターズ・インク』な
どのキャラクターデザイン
のグッズが大集合した
POP-UP SHOPを開催！

見た人が少しでも明るい気
持ちや癒やしを感じてもら
えるような花の絵をお届け
します。

着けて1秒で違い
がわかる、ウィズコ
ロナ時代の悩みを
解決する美顔マス
クが登場！

12.1水→19日
菓匠将満
［和菓子］

20種類を超える
バラエティ豊か
な大福は全品税
込100円で販売
します。

冷やして食べる新食
感の“生カヌレ”やカラ
フルな定番カヌレな
ど絶品カヌレを多数
ご用意！

たっぷり入ったク
リームで味も見た
目も豪華な話題の
デザート「トゥンカ
ロン」が初登場！

北海道の人気
店「椿サロン」よ
り「椿さんど」が
登場！

ライブペイントイベント開催！

ガスパールザンザン
［洋菓子］

12.27月→2022.1.12水

本場マカオからサクサクの
パイ生地に濃厚カスタード
のエッグタルトが登場！焼
きたてはもちろん、冷やして
も絶品です。

12/12(日) 14:00～

アンドリューのエッグタルト
［エッグタルト］

11.24水 OPEN

もも炭火焼 じんた
名物「とりもも炭火焼き」をはじめ、
しめの「鶏中華そば」までこだわった鶏料理のお店です。

［もも炭火焼・鶏中華そば］

12.11土・12日
tomoka ikenaga POP-UP SHOP
［絵画、雑貨］ 大分

初

九州
初

大分
初

無金利フェア
※詳しくは、各カードカウンターに設置のパンフレットをご確認ください。 
※分割手数料は、アミュプラザおおいた・各カード会社が負担します。
※アミュプラザおおいたのみの開催です。

※一部対象外店舗がございます。

お買上げ額よりご請求時に

10回払いまで金利手数料が無料！

大分
初

大分
初

大分
初

※12/26は18:00まで

ディズニー
アイテム

取扱ショップは
こちら ▼

2F

1F 3F

4F

12月の平日限定 12月の土・日限定
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2021.12.17金公開

ボス・ベイビー 
ファミリー・ミッション

お待たせ、ベイビー。
あのボス・ベイビーが帰ってくる！

2021.12.10金公開

あなたの番です
劇場版

ドラマとは違う結末―。
ようこそ。次は、あなたの番です。

EVENT NEWS シティ屋上ひろば

地上80m 大分駅上の絶景温泉

新型コロナウイルス感染防止対策を
行っています

シティスパてんくうは年末年始も休まず営業
いたします。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。何卒ご理解
賜りますようお願い申し上げます。

年末年始の営業 及び
特別料金のご案内

12/8（水）はメンテナンスのため17時から営業いたします。
　※朝風呂も営業いたしません。

てんくうのクリスマスギフト

男性内湯20F 女性内湯20F

12.22水 冬至の「ゆず風呂」

「冬至」にちなんで、「ゆず風呂」を行いま
す。ゆずには風邪予防や肌の保湿に効果
のあるビタミンCが豊富に含まれています。
爽やかな香りにつつまれながら、癒やしの
ひとときをお過ごしください。カフェバーて
んくうでは、ゆずジュース（360円）もご用意
しています。

クリスマスプレゼント
サウナー向けおすすめギフト

24・25日限定で、CITY SPA MEMBERS
会員様は入館料が会員料金からさらに
10％OFFになります。

 “薄い”“軽い”“絞りやすい”が特徴の今
治サウナタオルはいかがですか？ サウ
ナはもちろんご入浴時のタオルにも
ぴったりです。
　プラス220円でプレゼント用にラッ
ピングいたします。

シティスパてんくうのギフト券
クリスマスプレゼントやお歳暮に、「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。

12.26日 プレミアムフロイデー
・CITY SPA MEMBERS
会員様は、入館料が会員
料金からさらに10％OFF
・ビール1杯 500円
・人気の健康茶やハーブ
ティーが1杯 260円

12.24金・12.25土

ホットドリンク
20Fカフェバーてんくうで
は、ホットコーヒーやホッ
トティー、ハーブティーな
ど温かいお飲み物をご用
意しております。お風呂の
後にほっと一息つきませ
んか？

1.1 元旦初湯

元旦は特別に朝風呂の営業をい
たします。一年の始まりは、大分の
豊かな山と海、街並みを一望でき
る絶景露天風呂でゆっくりとお過
ごしください。
※朝風呂の時間帯（6：00～9：30）はヒーリングスパ、カフェバー、リラ
クゼーションの営業はいたしません。
※11：00から通常営業いたします。
※露天風呂、内湯から初日の出はご覧いただけません。

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。

6：00～9：30（最終受付9：00）
［料金］ 1,750円（こども900円）

［料金］　入浴プラン
　　　　ヒーリングプラン

1,750円　
2,150円

12.30木→1.3月

※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年です。

※他の割引との併用は
　できません。

［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

回転のぞき絵づくり自分が描いた絵が
動くよ！

各日先着15名さま11.27土・11.28日

［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

クリスマスツリーづくり 
メリークリスマス★ 各日先着20名さま
12.18土・12.19日

［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］ 300円

クリスマススクラッチボードづくりカラフルでかわいい
絵を描こう！

各日先着15名さま12.4土・12.5日

［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

フェルトくつしたづくりサンタさんから
プレゼントをもらおう♪

各日先着20名さま12.11土・12.12日

［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］ 800円

オリジナルさい銭箱づくり
自分だけの
貯金箱をつくろう！ 各日先着15名さま
12.25土・12.26日

※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TEL 097-513-2641

ふ ろ よ い 入浴プラン 　　 1,600円
（こども 900円）

ヒーリングプラン  2,000円

[料金]

JRおおいたシティ19F～21F ※電話番号はおかけ間違いのないようにご注意ください。

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）

お問合せ URL  http://cityspatenku.jp/

CINEMA PICK UP 今月のオススメシネマ

土・祝

※上記の期間は、朝風呂の料金を変更いたします。

ホームページ▼


