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大人から子供まで楽しめる！日本最大級の屋上庭園
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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！

アミュプラザおおいた

アミュプラザおおいた 場所／ 1F みのりみのる前

インドの伝統工芸の技術をベースに、オリジナルのデザ
インで作り上げた上質な「デザイナー・インドストール」
をご紹介します。

インド綿ストールPOP-UP SHOP
〈ファッション〉

5/28［土］~6/7［火］

場所／1F インフォメーション横

大分初

5/8［日］まで

もちもちつるんとした食感と優しい甘さが自慢
のわらびもちが入ったドリンクとギフトにもお
すすめの和菓子をご用意しております。

菓匠きくたろう。
〈和菓子・わらび餅ドリンク〉

4/29［金・祝］~5/16［月］

フレンチフライ専門店「AND THE FRIET」が
再登場。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」を是非ご賞味ください！

アンド ザ フリット
〈ドライフリット〉

時間／11：00～18：00
場所／大分駅前広場

総勢20店舗以上の大分の人気カ
レー＆カレーパンが日替わりで駅前
広場に登場！
毎日来ても飽きない豊富なライン
ナップのカレーをお楽しみください！

4/29［金・祝］~5/8［日］

時間／10：00～20：00
場所／1F タイムズスクエア

（スターバックスコーヒー横）

各地の絶品レトルトカレーが集結しま
した！ご当地カレーや有名店のレトル
トカレーをはじめ、インド・タイなどの
海外カレーまで、幅広いラインナップ
をご用意しております。

超★カレー祭 レトルトカレーミュージアム

詳しくは
裏面へ !

超★カレー祭
＆レトルトカレーミュージアム

パーツクラブ  ワークショップ

料金：材料費のみ
・レジンキーホルダー 1,790円～
・カラフルアクセサリー 1,340円～
※作成の前にパーツのご購入をお願いします。
※追加パーツをご希望のお客さまには別途実費料金
をいただきます。

4/29［金・祝］・5/5［木・祝］
時間／13：00～16：00
場所／3F パーツクラブ前 製作時間

約10分～

・編込みキーホルダー
  料金：1つ1,500円
 刻印500円オフチケット付（次回利用）
カラーは13色から選べます。
（人気のものはなくなる可能性もあり）

5/3［火・祝］・4［水・祝］
時間／11：00～16：00　
場所／3F パーツクラブ前

ビジネスレザーファクトリー 
ワークショップ

製作時間
約30分

予約優先

今月のおすすめシネマ

©2022 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

真実を守り抜け──火が灯された運命のスクラン
ブル！！失った過去と、受け継がれた現在。〈時間〉
が交錯する時、祝祭のハロウィンが狂乱の夜行へと
変貌する──！

名探偵コナン ハロウィンの花嫁

4/15［金］ 公開

5/14［土］~22［日］

大人気の「名探偵コナンスト
ア」が、アミュプラザおおいた
に期間限定で登場! 
コナンストア限定グッズ、新商
品を多数ご用意してお待ちし
ております。

名探偵コナンストア 
in アミュプラザおおいた〈キャラクター雑貨〉

場所／1F タイムズスクエア
時間／10：00～20：00 
※最終日は18：00まで

©2021「シン・ウルトラマン」製作委員会　©円谷プロ

5/13［金］ 公開

『シン・ゴジラ』の製作陣が、日本
が生んだ世界的キャラクター“ウ
ルトラマン”を描く。現代日本に突
如現れた正体不明の銀色の巨人。
立ちはだかる脅威に対峙する人間
たち。混迷の時代に生きるすべて
の日本人に贈る、２０２２年最大
のエンターテイメント超大作。

シン・ウルトラマン

放射線技師《病の写真家》が最
後に立ち向かうのは、未知の感
染症。別れと旅立ちのとき。
“チームラジハ”の集大成が、映
画ならではのスケールで描かれ、
日本中を温かな感動と笑顔で包
みます。

劇場版
ラジエーションハウス

©2022横幕智裕・モリタイシ／集英社・映画
「ラジエーションハウス」製作委員会

4/29［金・祝］ 公開

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

ギフト券の
箱包装サービス！

ギフト券2,000円以上のご購入で、ご
希望のお客さまに150円相当の箱包
装サービスを無料で行います。
この機会に大切な人への贈り物とし
ていかかですか？
※ご希望のお客さまは購入時にスタッフまで
　お申し出ください。

4/25［月］~6/19［日］

バラの香りの
お風呂

ふんわりやわらかいバラの香
りをお楽しみください。
※入浴剤を使用します。
※朝風呂では実施いたしません。

5/8［日］
場所／21F 女性炭酸泉

母の日の贈り物に「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。
※19F受付にて販売いたします。
※ギフト券は一枚1,000円です。
※有効期限はご購入日より1年です。

母の日の贈り物におすすめ
「シティスパてんくうのギフト券」

シティスパてんくうの母の日

会員サービス「CITY SPA MEMBERS」はお
かげさまで4周年。感謝の気持ちを込めて会員
様は期間中、入館料が会員価格からさらに10％
OFFになります。新規会員様も募集中です。

CITY SPA MEMBERS 4周年キャンペーン
5/9［月］~25［水］

※他の割引との併用はできません。

端午の節句に菖蒲湯はいかがですか？

こどもの日「菖蒲湯」
5/5［木・祝］
場所／20F 男性内湯、女性内湯

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 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

5/11（水） 17：00から営業
※朝風呂も営業いたしません。

混浴可能年齢制限の改定について
市の条例に基づき、2022年4月より混浴可能年齢が９歳以下から
６歳以下に変わりました。ご注意ください。

特別料金についてのご案内
4/29［金・祝］~5/7［土］

※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。

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。

朝風呂 1,100円

ヒーリングプラン 2,150円

入浴プラン 1,750円

プレミアムフロイデー 5/26［木］

※他の割引との併用はできません。

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

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

次回使える10％OFF券をプレゼント

ゆっくりと溶ける氷からアロマが香ります。

氷ロウリュ

場所／20F 男性フィンランドサウナ
 20F 女性フィンランドサウナ
時間／13：00～、16：00～、20：00～

※タオル等で仰ぐサービスではございません。
※時間は前後する可能性がございます。

※朝風呂では実施いたしません。

5/12［木］・19［木］・26［木］

時間／TOIT MARCHE
　　　（11：00～15：30）
　　　ダンスイベント
　　　（11：00～14：30）
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

5/14［土］・15［日］

人気のアクセサリー作家や古着
屋、飲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
両日開催します!

4/27［水］~5/26［木］

なんぼやは、時計やバッグ、宝飾品、貴金属
等の買取専門店です。お客様が大切にしてき
たお品物を丁寧に査定、買取りいたします。

ブランド買取専門店 
なんぼや
場所／3F ユニクロ前

大分初

1回のご成立で5万円以上
になった場合、5,000円分
のアミュプラザおおいた
ショッピングチケットプレ
ゼント! 
※無くなり次第終了。 ※お
ひとり様1回限り。 ※JQカー
ドの提示をお願いします。

～イベント開催記念～
JQカード提示特典

場所／3F アミュのフードコート前

人を一瞬でもワクっとドキっ
とニタ～っとさせるべくデザ
インされたステッカーたち。
東急ハンズのビーサイドワー
ルドをお楽しみください！

5/3［火・祝］~5/8［日］

東急ハンズ
ビーサイドレーベル催事
〈シール〉

5/6［金］~5/8［日］
場所／1F インフォメーション横

お花とともに普段
伝えられていない
想いを伝えてみま
せんか。

ヒビヤカダン スタイル
母の日 POP-UP
〈フラワー・雑貨〉

～花でつながる家族の時間～

5/11［水］~31［火］

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。

菓匠将満
〈和菓子〉

5/17［火］~26［木］

カヌレの中にたっぷりクリームを詰めた生カヌ
レは、少し温めるとよりクリームのなめらかさが
増し、新感覚「生食感」をお楽しみいただけます。

FRANCY JEFFERS
〈カヌレ〉

大分初

5/20［金］~22［日］

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。

tomoka ikenaga POP-UP SHOP
〈絵画・雑貨〉

場所／1F インフォメーション横
ライブペイント
イベント開催

5/22［日］
［時間］14:00～

時間／11：00～16：00　場所／表参道仲見世
料金／600円　主催／Magic Happiness

5/21［土］・22［日］

気軽に体験♪楽しい♪おいしい♪

アイシングクッキーづくり

かわいいアイシングクッキーをつくってみよう♪

各日先着

30名さま

時間／11：00～15：00　場所／表参道仲見世
料金／200円　主催／JRおおいたシティ

5/28［土］・29［日］

好きな駄菓子をゲットしよう♪ 

縁日

射的や輪投げで遊んでみよう!

随時
受付中

時間／17：00 ～ 22：00（L.O 21：00）

オープンなスペースで新鮮な
牡蠣をはじめとした海鮮BBQ
を楽しもう！少人数にもオスス
メの小屋やテントもご利用い
ただけます！

ご予約は
こちら

全コース ソフトドリンク飲み放題付
＋ 白ご飯・豚汁・漬物 食べ放題

おつまみ＋海鮮セット
4,000円（10品）スカイセット

おつまみ＋海鮮セット＋生牡蠣＋焼き鳥＋ウィンナー

ガーデンセット 5,000円（13品）

おつまみ＋海鮮セット＋生牡蠣＋焼き鳥
＋ウィンナー＋関アジor関サバのお造り

はちおセット 6,000円（14品）

料金追加でアルコール飲み放題に変更可能!

＋500円60分 ＋1,000円90分

スカイガーデン かき小屋 はちお

※雨天、荒天時は中止となる場合がございます。

5/8［日］まで
●4／10（日）、17（日）、24（日）
 11：00～20：00（L.O 19：00）
●4／29（金・祝）～5／8（日）
 11：00～21：00（L.O 20：00）

場所／8F シティ屋上ひろば

※月曜定休
※2日（月）は営業

単品での
ご注文も
可能！

GWはア
ミュプラザで

美味しいカレーを楽しもう♪
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かげさまで4周年。感謝の気持ちを込めて会員
様は期間中、入館料が会員価格からさらに10％
OFFになります。新規会員様も募集中です。

CITY SPA MEMBERS 4周年キャンペーン
5/9［月］~25［水］

※他の割引との併用はできません。

端午の節句に菖蒲湯はいかがですか？

こどもの日「菖蒲湯」
5/5［木・祝］
場所／20F 男性内湯、女性内湯

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 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

5/11（水） 17：00から営業
※朝風呂も営業いたしません。

混浴可能年齢制限の改定について
市の条例に基づき、2022年4月より混浴可能年齢が９歳以下から
６歳以下に変わりました。ご注意ください。

特別料金についてのご案内
4/29［金・祝］~5/7［土］

※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。

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。

朝風呂 1,100円

ヒーリングプラン 2,150円

入浴プラン 1,750円

プレミアムフロイデー 5/26［木］

※他の割引との併用はできません。

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

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

次回使える10％OFF券をプレゼント

ゆっくりと溶ける氷からアロマが香ります。

氷ロウリュ

場所／20F 男性フィンランドサウナ
 20F 女性フィンランドサウナ
時間／13：00～、16：00～、20：00～

※タオル等で仰ぐサービスではございません。
※時間は前後する可能性がございます。

※朝風呂では実施いたしません。

5/12［木］・19［木］・26［木］

時間／TOIT MARCHE
　　　（11：00～15：30）
　　　ダンスイベント
　　　（11：00～14：30）
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

5/14［土］・15［日］

人気のアクセサリー作家や古着
屋、飲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
両日開催します!

4/27［水］~5/26［木］

なんぼやは、時計やバッグ、宝飾品、貴金属
等の買取専門店です。お客様が大切にしてき
たお品物を丁寧に査定、買取りいたします。

ブランド買取専門店 
なんぼや
場所／3F ユニクロ前

大分初

1回のご成立で5万円以上
になった場合、5,000円分
のアミュプラザおおいた
ショッピングチケットプレ
ゼント! 
※無くなり次第終了。 ※お
ひとり様1回限り。 ※JQカー
ドの提示をお願いします。

～イベント開催記念～
JQカード提示特典

場所／3F アミュのフードコート前

人を一瞬でもワクっとドキっ
とニタ～っとさせるべくデザ
インされたステッカーたち。
東急ハンズのビーサイドワー
ルドをお楽しみください！

5/3［火・祝］~5/8［日］

東急ハンズ
ビーサイドレーベル催事
〈シール〉

5/6［金］~5/8［日］
場所／1F インフォメーション横

お花とともに普段
伝えられていない
想いを伝えてみま
せんか。

ヒビヤカダン スタイル
母の日 POP-UP
〈フラワー・雑貨〉

～花でつながる家族の時間～

5/11［水］~31［火］

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。

菓匠将満
〈和菓子〉

5/17［火］~26［木］

カヌレの中にたっぷりクリームを詰めた生カヌ
レは、少し温めるとよりクリームのなめらかさが
増し、新感覚「生食感」をお楽しみいただけます。

FRANCY JEFFERS
〈カヌレ〉

大分初

5/20［金］~22［日］

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。

tomoka ikenaga POP-UP SHOP
〈絵画・雑貨〉

場所／1F インフォメーション横
ライブペイント
イベント開催

5/22［日］
［時間］14:00～

時間／11：00～16：00　場所／表参道仲見世
料金／600円　主催／Magic Happiness

5/21［土］・22［日］

気軽に体験♪楽しい♪おいしい♪

アイシングクッキーづくり

かわいいアイシングクッキーをつくってみよう♪

各日先着

30名さま

時間／11：00～15：00　場所／表参道仲見世
料金／200円　主催／JRおおいたシティ

5/28［土］・29［日］

好きな駄菓子をゲットしよう♪ 

縁日

射的や輪投げで遊んでみよう!

随時
受付中

時間／17：00 ～ 22：00（L.O 21：00）

オープンなスペースで新鮮な
牡蠣をはじめとした海鮮BBQ
を楽しもう！少人数にもオスス
メの小屋やテントもご利用い
ただけます！

ご予約は
こちら

全コース ソフトドリンク飲み放題付
＋ 白ご飯・豚汁・漬物 食べ放題

おつまみ＋海鮮セット
4,000円（10品）スカイセット

おつまみ＋海鮮セット＋生牡蠣＋焼き鳥＋ウィンナー

ガーデンセット 5,000円（13品）

おつまみ＋海鮮セット＋生牡蠣＋焼き鳥
＋ウィンナー＋関アジor関サバのお造り

はちおセット 6,000円（14品）

料金追加でアルコール飲み放題に変更可能!

＋500円60分 ＋1,000円90分

スカイガーデン かき小屋 はちお

※雨天、荒天時は中止となる場合がございます。

5/8［日］まで
●4／10（日）、17（日）、24（日）
 11：00～20：00（L.O 19：00）
●4／29（金・祝）～5／8（日）
 11：00～21：00（L.O 20：00）

場所／8F シティ屋上ひろば

※月曜定休
※2日（月）は営業

単品での
ご注文も
可能！

GWはア
ミュプラザで

美味しいカレーを楽しもう♪

JOC_ マンスリーチラシ 2205　サイズ：B3
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大人から子供まで楽しめる！日本最大級の屋上庭園

80m @tenku_zekkei
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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！

アミュプラザおおいた

アミュプラザおおいた 場所／ 1F みのりみのる前

インドの伝統工芸の技術をベースに、オリジナルのデザ
インで作り上げた上質な「デザイナー・インドストール」
をご紹介します。

インド綿ストールPOP-UP SHOP
〈ファッション〉

5/28［土］~6/7［火］

場所／1F インフォメーション横

大分初

5/8［日］まで

もちもちつるんとした食感と優しい甘さが自慢
のわらびもちが入ったドリンクとギフトにもお
すすめの和菓子をご用意しております。

菓匠きくたろう。
〈和菓子・わらび餅ドリンク〉

4/29［金・祝］~5/16［月］

フレンチフライ専門店「AND THE FRIET」が
再登場。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」を是非ご賞味ください！

アンド ザ フリット
〈ドライフリット〉

時間／11：00～18：00
場所／大分駅前広場

総勢20店舗以上の大分の人気カ
レー＆カレーパンが日替わりで駅前
広場に登場！
毎日来ても飽きない豊富なライン
ナップのカレーをお楽しみください！

4/29［金・祝］~5/8［日］

時間／10：00～20：00
場所／1F タイムズスクエア

（スターバックスコーヒー横）

各地の絶品レトルトカレーが集結しま
した！ご当地カレーや有名店のレトル
トカレーをはじめ、インド・タイなどの
海外カレーまで、幅広いラインナップ
をご用意しております。

超★カレー祭 レトルトカレーミュージアム

詳しくは
裏面へ !

超★カレー祭
＆レトルトカレーミュージアム

パーツクラブ  ワークショップ

料金：材料費のみ
・レジンキーホルダー 1,790円～
・カラフルアクセサリー 1,340円～
※作成の前にパーツのご購入をお願いします。
※追加パーツをご希望のお客さまには別途実費料金
をいただきます。

4/29［金・祝］・5/5［木・祝］
時間／13：00～16：00
場所／3F パーツクラブ前 製作時間

約10分～

・編込みキーホルダー
  料金：1つ1,500円
 刻印500円オフチケット付（次回利用）
カラーは13色から選べます。
（人気のものはなくなる可能性もあり）

5/3［火・祝］・4［水・祝］
時間／11：00～16：00　
場所／3F パーツクラブ前

ビジネスレザーファクトリー 
ワークショップ

製作時間
約30分

予約優先

今月のおすすめシネマ

©2022 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

真実を守り抜け──火が灯された運命のスクラン
ブル！！失った過去と、受け継がれた現在。〈時間〉
が交錯する時、祝祭のハロウィンが狂乱の夜行へと
変貌する──！

名探偵コナン ハロウィンの花嫁

4/15［金］ 公開

5/14［土］~22［日］

大人気の「名探偵コナンスト
ア」が、アミュプラザおおいた
に期間限定で登場! 
コナンストア限定グッズ、新商
品を多数ご用意してお待ちし
ております。

名探偵コナンストア 
in アミュプラザおおいた〈キャラクター雑貨〉

場所／1F タイムズスクエア
時間／10：00～20：00 
※最終日は18：00まで

©2021「シン・ウルトラマン」製作委員会　©円谷プロ

5/13［金］ 公開

『シン・ゴジラ』の製作陣が、日本
が生んだ世界的キャラクター“ウ
ルトラマン”を描く。現代日本に突
如現れた正体不明の銀色の巨人。
立ちはだかる脅威に対峙する人間
たち。混迷の時代に生きるすべて
の日本人に贈る、２０２２年最大
のエンターテイメント超大作。

シン・ウルトラマン

放射線技師《病の写真家》が最
後に立ち向かうのは、未知の感
染症。別れと旅立ちのとき。
“チームラジハ”の集大成が、映
画ならではのスケールで描かれ、
日本中を温かな感動と笑顔で包
みます。

劇場版
ラジエーションハウス

©2022横幕智裕・モリタイシ／集英社・映画
「ラジエーションハウス」製作委員会

4/29［金・祝］ 公開

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

ギフト券の
箱包装サービス！

ギフト券2,000円以上のご購入で、ご
希望のお客さまに150円相当の箱包
装サービスを無料で行います。
この機会に大切な人への贈り物とし
ていかかですか？
※ご希望のお客さまは購入時にスタッフまで
　お申し出ください。

4/25［月］~6/19［日］

バラの香りの
お風呂

ふんわりやわらかいバラの香
りをお楽しみください。
※入浴剤を使用します。
※朝風呂では実施いたしません。

5/8［日］
場所／21F 女性炭酸泉

母の日の贈り物に「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。
※19F受付にて販売いたします。
※ギフト券は一枚1,000円です。
※有効期限はご購入日より1年です。

母の日の贈り物におすすめ
「シティスパてんくうのギフト券」

シティスパてんくうの母の日

会員サービス「CITY SPA MEMBERS」はお
かげさまで4周年。感謝の気持ちを込めて会員
様は期間中、入館料が会員価格からさらに10％
OFFになります。新規会員様も募集中です。

CITY SPA MEMBERS 4周年キャンペーン
5/9［月］~25［水］

※他の割引との併用はできません。

端午の節句に菖蒲湯はいかがですか？

こどもの日「菖蒲湯」
5/5［木・祝］
場所／20F 男性内湯、女性内湯

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 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

5/11（水） 17：00から営業
※朝風呂も営業いたしません。

混浴可能年齢制限の改定について
市の条例に基づき、2022年4月より混浴可能年齢が９歳以下から
６歳以下に変わりました。ご注意ください。

特別料金についてのご案内
4/29［金・祝］~5/7［土］

※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。

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。

朝風呂 1,100円

ヒーリングプラン 2,150円

入浴プラン 1,750円

プレミアムフロイデー 5/26［木］

※他の割引との併用はできません。

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

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

次回使える10％OFF券をプレゼント

ゆっくりと溶ける氷からアロマが香ります。

氷ロウリュ

場所／20F 男性フィンランドサウナ
 20F 女性フィンランドサウナ
時間／13：00～、16：00～、20：00～

※タオル等で仰ぐサービスではございません。
※時間は前後する可能性がございます。

※朝風呂では実施いたしません。

5/12［木］・19［木］・26［木］

時間／TOIT MARCHE
　　　（11：00～15：30）
　　　ダンスイベント
　　　（11：00～14：30）
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

5/14［土］・15［日］

人気のアクセサリー作家や古着
屋、飲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
両日開催します!

4/27［水］~5/26［木］

なんぼやは、時計やバッグ、宝飾品、貴金属
等の買取専門店です。お客様が大切にしてき
たお品物を丁寧に査定、買取りいたします。

ブランド買取専門店 
なんぼや
場所／3F ユニクロ前

大分初

1回のご成立で5万円以上
になった場合、5,000円分
のアミュプラザおおいた
ショッピングチケットプレ
ゼント! 
※無くなり次第終了。 ※お
ひとり様1回限り。 ※JQカー
ドの提示をお願いします。

～イベント開催記念～
JQカード提示特典

場所／3F アミュのフードコート前

人を一瞬でもワクっとドキっ
とニタ～っとさせるべくデザ
インされたステッカーたち。
東急ハンズのビーサイドワー
ルドをお楽しみください！

5/3［火・祝］~5/8［日］

東急ハンズ
ビーサイドレーベル催事
〈シール〉

5/6［金］~5/8［日］
場所／1F インフォメーション横

お花とともに普段
伝えられていない
想いを伝えてみま
せんか。

ヒビヤカダン スタイル
母の日 POP-UP
〈フラワー・雑貨〉

～花でつながる家族の時間～

5/11［水］~31［火］

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。

菓匠将満
〈和菓子〉

5/17［火］~26［木］

カヌレの中にたっぷりクリームを詰めた生カヌ
レは、少し温めるとよりクリームのなめらかさが
増し、新感覚「生食感」をお楽しみいただけます。

FRANCY JEFFERS
〈カヌレ〉

大分初

5/20［金］~22［日］

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。

tomoka ikenaga POP-UP SHOP
〈絵画・雑貨〉

場所／1F インフォメーション横
ライブペイント
イベント開催

5/22［日］
［時間］14:00～

時間／11：00～16：00　場所／表参道仲見世
料金／600円　主催／Magic Happiness

5/21［土］・22［日］

気軽に体験♪楽しい♪おいしい♪

アイシングクッキーづくり

かわいいアイシングクッキーをつくってみよう♪

各日先着

30名さま

時間／11：00～15：00　場所／表参道仲見世
料金／200円　主催／JRおおいたシティ

5/28［土］・29［日］

好きな駄菓子をゲットしよう♪ 

縁日

射的や輪投げで遊んでみよう!

随時
受付中

時間／17：00 ～ 22：00（L.O 21：00）

オープンなスペースで新鮮な
牡蠣をはじめとした海鮮BBQ
を楽しもう！少人数にもオスス
メの小屋やテントもご利用い
ただけます！

ご予約は
こちら

全コース ソフトドリンク飲み放題付
＋ 白ご飯・豚汁・漬物 食べ放題

おつまみ＋海鮮セット
4,000円（10品）スカイセット

おつまみ＋海鮮セット＋生牡蠣＋焼き鳥＋ウィンナー

ガーデンセット 5,000円（13品）

おつまみ＋海鮮セット＋生牡蠣＋焼き鳥
＋ウィンナー＋関アジor関サバのお造り

はちおセット 6,000円（14品）

料金追加でアルコール飲み放題に変更可能!

＋500円60分 ＋1,000円90分

スカイガーデン かき小屋 はちお

※雨天、荒天時は中止となる場合がございます。

5/8［日］まで
●4／10（日）、17（日）、24（日）
 11：00～20：00（L.O 19：00）
●4／29（金・祝）～5／8（日）
 11：00～21：00（L.O 20：00）

場所／8F シティ屋上ひろば

※月曜定休
※2日（月）は営業

単品での
ご注文も
可能！

GWはア
ミュプラザで

美味しいカレーを楽しもう♪
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  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

80m @tenku_zekkei

EVENT NEWS
アミュプラザおおいた イベントニュース 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555May

2022

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！

アミュプラザおおいた

アミュプラザおおいた 場所／ 1F みのりみのる前

インドの伝統工芸の技術をベースに、オリジナルのデザ
インで作り上げた上質な「デザイナー・インドストール」
をご紹介します。

インド綿ストールPOP-UP SHOP
〈ファッション〉

5/28［土］~6/7［火］

場所／1F インフォメーション横

大分初

5/8［日］まで

もちもちつるんとした食感と優しい甘さが自慢
のわらびもちが入ったドリンクとギフトにもお
すすめの和菓子をご用意しております。

菓匠きくたろう。
〈和菓子・わらび餅ドリンク〉

4/29［金・祝］~5/16［月］

フレンチフライ専門店「AND THE FRIET」が
再登場。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」を是非ご賞味ください！

アンド ザ フリット
〈ドライフリット〉

時間／11：00～18：00
場所／大分駅前広場

総勢20店舗以上の大分の人気カ
レー＆カレーパンが日替わりで駅前
広場に登場！
毎日来ても飽きない豊富なライン
ナップのカレーをお楽しみください！

4/29［金・祝］~5/8［日］

時間／10：00～20：00
場所／1F タイムズスクエア

（スターバックスコーヒー横）

各地の絶品レトルトカレーが集結しま
した！ご当地カレーや有名店のレトル
トカレーをはじめ、インド・タイなどの
海外カレーまで、幅広いラインナップ
をご用意しております。

超★カレー祭 レトルトカレーミュージアム

詳しくは
裏面へ !

超★カレー祭
＆レトルトカレーミュージアム

パーツクラブ  ワークショップ

料金：材料費のみ
・レジンキーホルダー 1,790円～
・カラフルアクセサリー 1,340円～
※作成の前にパーツのご購入をお願いします。
※追加パーツをご希望のお客さまには別途実費料金
をいただきます。

4/29［金・祝］・5/5［木・祝］
時間／13：00～16：00
場所／3F パーツクラブ前 製作時間

約10分～

・編込みキーホルダー
  料金：1つ1,500円
 刻印500円オフチケット付（次回利用）
カラーは13色から選べます。
（人気のものはなくなる可能性もあり）

5/3［火・祝］・4［水・祝］
時間／11：00～16：00　
場所／3F パーツクラブ前

ビジネスレザーファクトリー 
ワークショップ

製作時間
約30分

予約優先

今月のおすすめシネマ

©2022 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

真実を守り抜け──火が灯された運命のスクラン
ブル！！失った過去と、受け継がれた現在。〈時間〉
が交錯する時、祝祭のハロウィンが狂乱の夜行へと
変貌する──！

名探偵コナン ハロウィンの花嫁

4/15［金］ 公開

5/14［土］~22［日］

大人気の「名探偵コナンスト
ア」が、アミュプラザおおいた
に期間限定で登場! 
コナンストア限定グッズ、新商
品を多数ご用意してお待ちし
ております。

名探偵コナンストア 
in アミュプラザおおいた〈キャラクター雑貨〉

場所／1F タイムズスクエア
時間／10：00～20：00 
※最終日は18：00まで

©2021「シン・ウルトラマン」製作委員会　©円谷プロ

5/13［金］ 公開

『シン・ゴジラ』の製作陣が、日本
が生んだ世界的キャラクター“ウ
ルトラマン”を描く。現代日本に突
如現れた正体不明の銀色の巨人。
立ちはだかる脅威に対峙する人間
たち。混迷の時代に生きるすべて
の日本人に贈る、２０２２年最大
のエンターテイメント超大作。

シン・ウルトラマン

放射線技師《病の写真家》が最
後に立ち向かうのは、未知の感
染症。別れと旅立ちのとき。
“チームラジハ”の集大成が、映
画ならではのスケールで描かれ、
日本中を温かな感動と笑顔で包
みます。

劇場版
ラジエーションハウス

©2022横幕智裕・モリタイシ／集英社・映画
「ラジエーションハウス」製作委員会

4/29［金・祝］ 公開

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

ギフト券の
箱包装サービス！

ギフト券2,000円以上のご購入で、ご
希望のお客さまに150円相当の箱包
装サービスを無料で行います。
この機会に大切な人への贈り物とし
ていかかですか？
※ご希望のお客さまは購入時にスタッフまで
　お申し出ください。

4/25［月］~6/19［日］

バラの香りの
お風呂

ふんわりやわらかいバラの香
りをお楽しみください。
※入浴剤を使用します。
※朝風呂では実施いたしません。

5/8［日］
場所／21F 女性炭酸泉

母の日の贈り物に「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。
※19F受付にて販売いたします。
※ギフト券は一枚1,000円です。
※有効期限はご購入日より1年です。

母の日の贈り物におすすめ
「シティスパてんくうのギフト券」

シティスパてんくうの母の日

会員サービス「CITY SPA MEMBERS」はお
かげさまで4周年。感謝の気持ちを込めて会員
様は期間中、入館料が会員価格からさらに10％
OFFになります。新規会員様も募集中です。

CITY SPA MEMBERS 4周年キャンペーン
5/9［月］~25［水］

※他の割引との併用はできません。

端午の節句に菖蒲湯はいかがですか？

こどもの日「菖蒲湯」
5/5［木・祝］
場所／20F 男性内湯、女性内湯

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 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

5/11（水） 17：00から営業
※朝風呂も営業いたしません。

混浴可能年齢制限の改定について
市の条例に基づき、2022年4月より混浴可能年齢が９歳以下から
６歳以下に変わりました。ご注意ください。

特別料金についてのご案内
4/29［金・祝］~5/7［土］

※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。

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。

朝風呂 1,100円

ヒーリングプラン 2,150円

入浴プラン 1,750円

プレミアムフロイデー 5/26［木］

※他の割引との併用はできません。

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

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

次回使える10％OFF券をプレゼント

ゆっくりと溶ける氷からアロマが香ります。

氷ロウリュ

場所／20F 男性フィンランドサウナ
 20F 女性フィンランドサウナ
時間／13：00～、16：00～、20：00～

※タオル等で仰ぐサービスではございません。
※時間は前後する可能性がございます。

※朝風呂では実施いたしません。

5/12［木］・19［木］・26［木］

時間／TOIT MARCHE
　　　（11：00～15：30）
　　　ダンスイベント
　　　（11：00～14：30）
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

5/14［土］・15［日］

人気のアクセサリー作家や古着
屋、飲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
両日開催します!

4/27［水］~5/26［木］

なんぼやは、時計やバッグ、宝飾品、貴金属
等の買取専門店です。お客様が大切にしてき
たお品物を丁寧に査定、買取りいたします。

ブランド買取専門店 
なんぼや
場所／3F ユニクロ前

大分初

1回のご成立で5万円以上
になった場合、5,000円分
のアミュプラザおおいた
ショッピングチケットプレ
ゼント! 
※無くなり次第終了。 ※お
ひとり様1回限り。 ※JQカー
ドの提示をお願いします。

～イベント開催記念～
JQカード提示特典

場所／3F アミュのフードコート前

人を一瞬でもワクっとドキっ
とニタ～っとさせるべくデザ
インされたステッカーたち。
東急ハンズのビーサイドワー
ルドをお楽しみください！

5/3［火・祝］~5/8［日］

東急ハンズ
ビーサイドレーベル催事
〈シール〉

5/6［金］~5/8［日］
場所／1F インフォメーション横

お花とともに普段
伝えられていない
想いを伝えてみま
せんか。

ヒビヤカダン スタイル
母の日 POP-UP
〈フラワー・雑貨〉

～花でつながる家族の時間～

5/11［水］~31［火］

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。

菓匠将満
〈和菓子〉

5/17［火］~26［木］

カヌレの中にたっぷりクリームを詰めた生カヌ
レは、少し温めるとよりクリームのなめらかさが
増し、新感覚「生食感」をお楽しみいただけます。

FRANCY JEFFERS
〈カヌレ〉

大分初

5/20［金］~22［日］

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。

tomoka ikenaga POP-UP SHOP
〈絵画・雑貨〉

場所／1F インフォメーション横
ライブペイント
イベント開催

5/22［日］
［時間］14:00～

時間／11：00～16：00　場所／表参道仲見世
料金／600円　主催／Magic Happiness

5/21［土］・22［日］

気軽に体験♪楽しい♪おいしい♪

アイシングクッキーづくり

かわいいアイシングクッキーをつくってみよう♪

各日先着

30名さま

時間／11：00～15：00　場所／表参道仲見世
料金／200円　主催／JRおおいたシティ

5/28［土］・29［日］

好きな駄菓子をゲットしよう♪ 

縁日

射的や輪投げで遊んでみよう!

随時
受付中

時間／17：00 ～ 22：00（L.O 21：00）

オープンなスペースで新鮮な
牡蠣をはじめとした海鮮BBQ
を楽しもう！少人数にもオスス
メの小屋やテントもご利用い
ただけます！

ご予約は
こちら

全コース ソフトドリンク飲み放題付
＋ 白ご飯・豚汁・漬物 食べ放題

おつまみ＋海鮮セット
4,000円（10品）スカイセット

おつまみ＋海鮮セット＋生牡蠣＋焼き鳥＋ウィンナー

ガーデンセット 5,000円（13品）

おつまみ＋海鮮セット＋生牡蠣＋焼き鳥
＋ウィンナー＋関アジor関サバのお造り

はちおセット 6,000円（14品）

料金追加でアルコール飲み放題に変更可能!

＋500円60分 ＋1,000円90分

スカイガーデン かき小屋 はちお

※雨天、荒天時は中止となる場合がございます。

5/8［日］まで
●4／10（日）、17（日）、24（日）
 11：00～20：00（L.O 19：00）
●4／29（金・祝）～5／8（日）
 11：00～21：00（L.O 20：00）

場所／8F シティ屋上ひろば

※月曜定休
※2日（月）は営業

単品での
ご注文も
可能！

GWはア
ミュプラザで

美味しいカレーを楽しもう♪
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