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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！

毎月

限定

アミュプラザおおいた館内の
飲食店で限定メニュー登場・
割引・増量などうれしいサー
ビスが盛りだくさん！

6月の肉の日は6/29（水）！豊後にわさき市場毎週金曜日
（6/3・10・17・24）
17：00～18：00は

移転

アミュプラザおおいた 場所／ 1F みのりみのる前

ラ・パナデリーア・
ドッツ

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。

〈ドーナツ〉

6/1［水］~30［木］

バターのいとこ

無脂肪乳を主原料としたミルクジャム
を挟んだゴーフレット、ふわっ・シャ
リっ・とろっ、3つの食感が楽しい那須
の幸せ新銘菓です。

〈ゴーフレット〉

6/10［金］~23［木］ 大分初

絵葉書資料館の明治後期から大正､昭和の始め
にかけての大分県に関する絵葉書を展示販売い
たします。

絵葉書で訪ねる懐かしの
大分風景＆美術絵葉書展

場所／4F 紀伊國屋書店店内
〈絵はがき〉

6/1［水］~30［木］

沖縄のうまいものが大集合！海と太陽からの恵
み“食”と南国風土から生まれた“工芸”。
個性豊かな沖縄の味・技をご堪能ください。

沖縄物産展
〈物産品〉

6/10［金］~7/13［水］

場所／1F インフォメーション横
 タイムズスクエア
 （スターバックスコーヒー横）

大人気
ブルーシール
アイスクリームも

登場！

人気がぐんぐんあがっているぷーとん！
ふっくらしたほっぺとぽってりしたボディに、癒さ
れる人続出です。

東急ハンズ
ぶたのぷーとん POP-UP SHOP
〈キャラクター雑貨〉

場所／3F アミュのフードコート前

6/1［水］~30［木］
ユニクロ感謝祭

5/27［金］~6/6［月］

日頃のご愛顧に心から感謝を込めて夏の
必需品や大注目の新作、驚きの超特価アイ
テムを店内満載にしてお待ちしております。

場所／3F

ジンギスカン&ビアガーデン 新天空物語

6/23［木］~8/20［土］

この夏、あの大型ビアガーデンがアミュプラザおおいたで
復活します。 期間限定開催のため、ご予約はお早めに！

時間／17：00～22：00（L.O 21：30）
場所／8F シティ屋上ひろば

要予約

詳しくは
裏面へ !

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

ブレッツェリア

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。

〈ブレッツェル〉

6/1［水］~30［木］

シチリア伝統菓子
専門店　
シチリアーモ

イタリアが誇る美食の島シチリアの名物
「カンノーロ・シチリアーノ」。シチリアで修
行を積んだシェフが一つ一つ心を込めてシ
チリアの本場の味わいをお届けします。

〈シチリア菓子〉

5/27［金］~6/9［木］

コッキルピンス

府内町にて本場の韓国料理を提供する
コッキルが、韓国ピンスを大分の皆様に
ご提供いたします。日本のかき氷とは違
う韓国ピンスをお楽しみください。

〈韓国式かき氷＆クロッフル〉

5/18［水］ OPEN 九州初

場所／1F 豊後にわさき市場

ヒョンチャンプルコギ

九州初上陸!!本場韓国屋台料理とプルコギ専門
店。本場韓国市場を味わえる本格料理と空気感、
プルコギやサムギョプサル、韓国チキンなどあの韓
国ドラマを連想させる、人気韓国料理酒場です。

〈韓国料理〉

6/23［木］ OPEN予
定

場所／1F 豊後にわさきいっぷく横丁

九州初

阿部甘商店

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
ツの専門店がオープン！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！

〈ドライフルーツ〉

場所／1F

6/24［金］ OPEN 2022年6月下旬OPEN

場所／4F

※オープン日は
変更の可能性が
ございます。

ブリラボラトリー

大分県佐伯市・蒲江から直送!!道の駅か
まえ Buri Laboratoryの第2号店が大分
駅にオープン!佐伯市が全国に誇るブリ
類を中心に、蒲江の豊かな海産物を使用
した海鮮料理を是非お楽しみください！

〈海鮮料理〉

ディファレンス

初回はプロのテイラーが採寸、二着目以降
はスマホで誰もが自由に楽しくスーツを 
「パーソナライズ」できる、今までとはすべ
てが違う、まったく新しいスーツブランド。

〈オーダースーツ〉

場所／1F

6/24［金］ 移転OPEN

場所／1F

6/24［金］ RENEWAL OPEN
枡屋酒店

ワイン800種に加え、日本酒150種、焼酎180
種、ウイスキー150種、その他和洋酒を取り揃
えた総合酒販店としてリニューアルします。

〈リカー〉

オープン記念特典

6/24（金）・25（土）・26（日）
酒類を2本以上お買上げで5%OFF

「未来を決める。あなたの行動」

テレビ大分　 　大分銀行　 　JR大分シティ
TOS SDGsウィーク

駅前広場SDGsスペシャルイベント ６/4,6/5開催
５/30（月）～６/5（日）

今月のおすすめシネマ

©2022「バスカヴィル家の犬　シャーロック劇場版」製作委員会

6/17［金］ 公開

フジテレビ月 9ドラマ
『シャーロック』が映画化！
ホームズシリーズ最高傑
作の呼び声の高い『バスカ
ヴィル家の犬』をモチーフ
に、華麗なる一族の闇に獅
子雄と若宮が迫ります。

バスカヴィル家の犬　
シャーロック劇場版

©バード・スタジオ／集英社
©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

6/11［土］ 公開

鳥山明 渾身の一作、全世
界待望の映画化。スーパー
ヒーロー大集合の爽快
バトルアクション、開始！
最高密度の映像クオリ
ティで送る熱いバトルを映
画館で体感せよ!!!!

ドラゴンボール超 
スーパーヒーロー

TM & 
© TOHO Cinemas Ltd.
All Rights Reserved.

2日前0時より希望鑑賞日の

開始時間まで各作品上映時間の

今すぐ！ パソコン・スマホかららくらくチケット購入

手数料
無料

チケット購入はこちら

自動券売機（発券機）でチケットをGET!4

クレジットカードや通話料決済でチケット購入3

観たい作品と時間を選択し、座席決定！2

TOHOシネマズ公式ホームページから
“アミュプラザおおいた”を選択
1

ご予約は
こちら
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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！

毎月

限定

アミュプラザおおいた館内の
飲食店で限定メニュー登場・
割引・増量などうれしいサー
ビスが盛りだくさん！

6月の肉の日は6/29（水）！豊後にわさき市場毎週金曜日
（6/3・10・17・24）
17：00～18：00は

移転

アミュプラザおおいた 場所／ 1F みのりみのる前

ラ・パナデリーア・
ドッツ

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。

〈ドーナツ〉

6/1［水］~30［木］

バターのいとこ

無脂肪乳を主原料としたミルクジャム
を挟んだゴーフレット、ふわっ・シャ
リっ・とろっ、3つの食感が楽しい那須
の幸せ新銘菓です。

〈ゴーフレット〉

6/10［金］~23［木］ 大分初

絵葉書資料館の明治後期から大正､昭和の始め
にかけての大分県に関する絵葉書を展示販売い
たします。

絵葉書で訪ねる懐かしの
大分風景＆美術絵葉書展

場所／4F 紀伊國屋書店店内
〈絵はがき〉

6/1［水］~30［木］

沖縄のうまいものが大集合！海と太陽からの恵
み“食”と南国風土から生まれた“工芸”。
個性豊かな沖縄の味・技をご堪能ください。

沖縄物産展
〈物産品〉

6/10［金］~7/13［水］

場所／1F インフォメーション横
 タイムズスクエア
 （スターバックスコーヒー横）

大人気
ブルーシール
アイスクリームも

登場！

人気がぐんぐんあがっているぷーとん！
ふっくらしたほっぺとぽってりしたボディに、癒さ
れる人続出です。

東急ハンズ
ぶたのぷーとん POP-UP SHOP
〈キャラクター雑貨〉

場所／3F アミュのフードコート前

6/1［水］~30［木］
ユニクロ感謝祭

5/27［金］~6/6［月］

日頃のご愛顧に心から感謝を込めて夏の
必需品や大注目の新作、驚きの超特価アイ
テムを店内満載にしてお待ちしております。

場所／3F

ジンギスカン&ビアガーデン 新天空物語

6/23［木］~8/20［土］

この夏、あの大型ビアガーデンがアミュプラザおおいたで
復活します。 期間限定開催のため、ご予約はお早めに！

時間／17：00～22：00（L.O 21：30）
場所／8F シティ屋上ひろば

要予約

詳しくは
裏面へ !

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

ブレッツェリア

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。

〈ブレッツェル〉

6/1［水］~30［木］

シチリア伝統菓子
専門店　
シチリアーモ

イタリアが誇る美食の島シチリアの名物
「カンノーロ・シチリアーノ」。シチリアで修
行を積んだシェフが一つ一つ心を込めてシ
チリアの本場の味わいをお届けします。

〈シチリア菓子〉

5/27［金］~6/9［木］

コッキルピンス

府内町にて本場の韓国料理を提供する
コッキルが、韓国ピンスを大分の皆様に
ご提供いたします。日本のかき氷とは違
う韓国ピンスをお楽しみください。

〈韓国式かき氷＆クロッフル〉

5/18［水］ OPEN 九州初

場所／1F 豊後にわさき市場

ヒョンチャンプルコギ

九州初上陸!!本場韓国屋台料理とプルコギ専門
店。本場韓国市場を味わえる本格料理と空気感、
プルコギやサムギョプサル、韓国チキンなどあの韓
国ドラマを連想させる、人気韓国料理酒場です。

〈韓国料理〉

6/23［木］ OPEN予
定

場所／1F 豊後にわさきいっぷく横丁

九州初

阿部甘商店

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
ツの専門店がオープン！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！

〈ドライフルーツ〉

場所／1F

6/24［金］ OPEN 2022年6月下旬OPEN

場所／4F

※オープン日は
変更の可能性が
ございます。

ブリラボラトリー

大分県佐伯市・蒲江から直送!!道の駅か
まえ Buri Laboratoryの第2号店が大分
駅にオープン!佐伯市が全国に誇るブリ
類を中心に、蒲江の豊かな海産物を使用
した海鮮料理を是非お楽しみください！

〈海鮮料理〉

ディファレンス

初回はプロのテイラーが採寸、二着目以降
はスマホで誰もが自由に楽しくスーツを 
「パーソナライズ」できる、今までとはすべ
てが違う、まったく新しいスーツブランド。

〈オーダースーツ〉

場所／1F

6/24［金］ 移転OPEN

場所／1F

6/24［金］ RENEWAL OPEN
枡屋酒店

ワイン800種に加え、日本酒150種、焼酎180
種、ウイスキー150種、その他和洋酒を取り揃
えた総合酒販店としてリニューアルします。

〈リカー〉

オープン記念特典

6/24（金）・25（土）・26（日）
酒類を2本以上お買上げで5%OFF

「未来を決める。あなたの行動」

テレビ大分　 　大分銀行　 　JR大分シティ
TOS SDGsウィーク

駅前広場SDGsスペシャルイベント ６/4,6/5開催
５/30（月）～６/5（日）

今月のおすすめシネマ

©2022「バスカヴィル家の犬　シャーロック劇場版」製作委員会

6/17［金］ 公開

フジテレビ月 9ドラマ
『シャーロック』が映画化！
ホームズシリーズ最高傑
作の呼び声の高い『バスカ
ヴィル家の犬』をモチーフ
に、華麗なる一族の闇に獅
子雄と若宮が迫ります。

バスカヴィル家の犬　
シャーロック劇場版

©バード・スタジオ／集英社
©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

6/11［土］ 公開

鳥山明 渾身の一作、全世
界待望の映画化。スーパー
ヒーロー大集合の爽快
バトルアクション、開始！
最高密度の映像クオリ
ティで送る熱いバトルを映
画館で体感せよ!!!!

ドラゴンボール超 
スーパーヒーロー

TM & 
© TOHO Cinemas Ltd.
All Rights Reserved.

2日前0時より希望鑑賞日の

開始時間まで各作品上映時間の

今すぐ！ パソコン・スマホかららくらくチケット購入

手数料
無料

チケット購入はこちら

自動券売機（発券機）でチケットをGET!4

クレジットカードや通話料決済でチケット購入3

観たい作品と時間を選択し、座席決定！2

TOHOシネマズ公式ホームページから
“アミュプラザおおいた”を選択
1

ご予約は
こちら
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飲食店で限定メニュー登場・
割引・増量などうれしいサー
ビスが盛りだくさん！

6月の肉の日は6/29（水）！豊後にわさき市場毎週金曜日
（6/3・10・17・24）
17：00～18：00は

移転

アミュプラザおおいた 場所／ 1F みのりみのる前

ラ・パナデリーア・
ドッツ

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。

〈ドーナツ〉

6/1［水］~30［木］

バターのいとこ

無脂肪乳を主原料としたミルクジャム
を挟んだゴーフレット、ふわっ・シャ
リっ・とろっ、3つの食感が楽しい那須
の幸せ新銘菓です。

〈ゴーフレット〉

6/10［金］~23［木］ 大分初

絵葉書資料館の明治後期から大正､昭和の始め
にかけての大分県に関する絵葉書を展示販売い
たします。

絵葉書で訪ねる懐かしの
大分風景＆美術絵葉書展

場所／4F 紀伊國屋書店店内
〈絵はがき〉

6/1［水］~30［木］

沖縄のうまいものが大集合！海と太陽からの恵
み“食”と南国風土から生まれた“工芸”。
個性豊かな沖縄の味・技をご堪能ください。

沖縄物産展
〈物産品〉

6/10［金］~7/13［水］

場所／1F インフォメーション横
 タイムズスクエア
 （スターバックスコーヒー横）

大人気
ブルーシール
アイスクリームも

登場！

人気がぐんぐんあがっているぷーとん！
ふっくらしたほっぺとぽってりしたボディに、癒さ
れる人続出です。

東急ハンズ
ぶたのぷーとん POP-UP SHOP
〈キャラクター雑貨〉

場所／3F アミュのフードコート前

6/1［水］~30［木］
ユニクロ感謝祭

5/27［金］~6/6［月］

日頃のご愛顧に心から感謝を込めて夏の
必需品や大注目の新作、驚きの超特価アイ
テムを店内満載にしてお待ちしております。

場所／3F

ジンギスカン&ビアガーデン 新天空物語

6/23［木］~8/20［土］

この夏、あの大型ビアガーデンがアミュプラザおおいたで
復活します。 期間限定開催のため、ご予約はお早めに！

時間／17：00～22：00（L.O 21：30）
場所／8F シティ屋上ひろば

要予約

詳しくは
裏面へ !

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

ブレッツェリア

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。

〈ブレッツェル〉

6/1［水］~30［木］

シチリア伝統菓子
専門店　
シチリアーモ

イタリアが誇る美食の島シチリアの名物
「カンノーロ・シチリアーノ」。シチリアで修
行を積んだシェフが一つ一つ心を込めてシ
チリアの本場の味わいをお届けします。

〈シチリア菓子〉

5/27［金］~6/9［木］

コッキルピンス

府内町にて本場の韓国料理を提供する
コッキルが、韓国ピンスを大分の皆様に
ご提供いたします。日本のかき氷とは違
う韓国ピンスをお楽しみください。

〈韓国式かき氷＆クロッフル〉

5/18［水］ OPEN 九州初

場所／1F 豊後にわさき市場

ヒョンチャンプルコギ

九州初上陸!!本場韓国屋台料理とプルコギ専門
店。本場韓国市場を味わえる本格料理と空気感、
プルコギやサムギョプサル、韓国チキンなどあの韓
国ドラマを連想させる、人気韓国料理酒場です。

〈韓国料理〉

6/23［木］ OPEN予
定

場所／1F 豊後にわさきいっぷく横丁

九州初

阿部甘商店

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
ツの専門店がオープン！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！

〈ドライフルーツ〉

場所／1F

6/24［金］ OPEN 2022年6月下旬OPEN

場所／4F

※オープン日は
変更の可能性が
ございます。

ブリラボラトリー

大分県佐伯市・蒲江から直送!!道の駅か
まえ Buri Laboratoryの第2号店が大分
駅にオープン!佐伯市が全国に誇るブリ
類を中心に、蒲江の豊かな海産物を使用
した海鮮料理を是非お楽しみください！

〈海鮮料理〉

ディファレンス

初回はプロのテイラーが採寸、二着目以降
はスマホで誰もが自由に楽しくスーツを 
「パーソナライズ」できる、今までとはすべ
てが違う、まったく新しいスーツブランド。

〈オーダースーツ〉

場所／1F

6/24［金］ 移転OPEN

場所／1F

6/24［金］ RENEWAL OPEN
枡屋酒店

ワイン800種に加え、日本酒150種、焼酎180
種、ウイスキー150種、その他和洋酒を取り揃
えた総合酒販店としてリニューアルします。

〈リカー〉

オープン記念特典

6/24（金）・25（土）・26（日）
酒類を2本以上お買上げで5%OFF

「未来を決める。あなたの行動」

テレビ大分　 　大分銀行　 　JR大分シティ
TOS SDGsウィーク

駅前広場SDGsスペシャルイベント ６/4,6/5開催
５/30（月）～６/5（日）

今月のおすすめシネマ

©2022「バスカヴィル家の犬　シャーロック劇場版」製作委員会

6/17［金］ 公開

フジテレビ月 9ドラマ
『シャーロック』が映画化！
ホームズシリーズ最高傑
作の呼び声の高い『バスカ
ヴィル家の犬』をモチーフ
に、華麗なる一族の闇に獅
子雄と若宮が迫ります。

バスカヴィル家の犬　
シャーロック劇場版

©バード・スタジオ／集英社
©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

6/11［土］ 公開

鳥山明 渾身の一作、全世
界待望の映画化。スーパー
ヒーロー大集合の爽快
バトルアクション、開始！
最高密度の映像クオリ
ティで送る熱いバトルを映
画館で体感せよ!!!!

ドラゴンボール超 
スーパーヒーロー

TM & 
© TOHO Cinemas Ltd.
All Rights Reserved.

2日前0時より希望鑑賞日の

開始時間まで各作品上映時間の

今すぐ！ パソコン・スマホかららくらくチケット購入

手数料
無料

チケット購入はこちら

自動券売機（発券機）でチケットをGET!4

クレジットカードや通話料決済でチケット購入3

観たい作品と時間を選択し、座席決定！2

TOHOシネマズ公式ホームページから
“アミュプラザおおいた”を選択
1

ご予約は
こちら

EVENT NEWS
アミュプラザおおいた イベントニュース 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666June

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！

毎月

限定

アミュプラザおおいた館内の
飲食店で限定メニュー登場・
割引・増量などうれしいサー
ビスが盛りだくさん！

6月の肉の日は6/29（水）！豊後にわさき市場毎週金曜日
（6/3・10・17・24）
17：00～18：00は

移転

アミュプラザおおいた 場所／ 1F みのりみのる前

ラ・パナデリーア・
ドッツ

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。

〈ドーナツ〉

6/1［水］~30［木］

バターのいとこ

無脂肪乳を主原料としたミルクジャム
を挟んだゴーフレット、ふわっ・シャ
リっ・とろっ、3つの食感が楽しい那須
の幸せ新銘菓です。

〈ゴーフレット〉

6/10［金］~23［木］ 大分初

絵葉書資料館の明治後期から大正､昭和の始め
にかけての大分県に関する絵葉書を展示販売い
たします。

絵葉書で訪ねる懐かしの
大分風景＆美術絵葉書展

場所／4F 紀伊國屋書店店内
〈絵はがき〉

6/1［水］~30［木］

沖縄のうまいものが大集合！海と太陽からの恵
み“食”と南国風土から生まれた“工芸”。
個性豊かな沖縄の味・技をご堪能ください。

沖縄物産展
〈物産品〉

6/10［金］~7/13［水］

場所／1F インフォメーション横
 タイムズスクエア
 （スターバックスコーヒー横）

大人気
ブルーシール
アイスクリームも

登場！

人気がぐんぐんあがっているぷーとん！
ふっくらしたほっぺとぽってりしたボディに、癒さ
れる人続出です。

東急ハンズ
ぶたのぷーとん POP-UP SHOP
〈キャラクター雑貨〉

場所／3F アミュのフードコート前

6/1［水］~30［木］
ユニクロ感謝祭

5/27［金］~6/6［月］

日頃のご愛顧に心から感謝を込めて夏の
必需品や大注目の新作、驚きの超特価アイ
テムを店内満載にしてお待ちしております。

場所／3F

ジンギスカン&ビアガーデン 新天空物語

6/23［木］~8/20［土］

この夏、あの大型ビアガーデンがアミュプラザおおいたで
復活します。 期間限定開催のため、ご予約はお早めに！

時間／17：00～22：00（L.O 21：30）
場所／8F シティ屋上ひろば

要予約

詳しくは
裏面へ !

豊後にわさき市場 場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

ブレッツェリア

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。

〈ブレッツェル〉

6/1［水］~30［木］

シチリア伝統菓子
専門店　
シチリアーモ

イタリアが誇る美食の島シチリアの名物
「カンノーロ・シチリアーノ」。シチリアで修
行を積んだシェフが一つ一つ心を込めてシ
チリアの本場の味わいをお届けします。

〈シチリア菓子〉

5/27［金］~6/9［木］

コッキルピンス

府内町にて本場の韓国料理を提供する
コッキルが、韓国ピンスを大分の皆様に
ご提供いたします。日本のかき氷とは違
う韓国ピンスをお楽しみください。

〈韓国式かき氷＆クロッフル〉

5/18［水］ OPEN 九州初

場所／1F 豊後にわさき市場

ヒョンチャンプルコギ

九州初上陸!!本場韓国屋台料理とプルコギ専門
店。本場韓国市場を味わえる本格料理と空気感、
プルコギやサムギョプサル、韓国チキンなどあの韓
国ドラマを連想させる、人気韓国料理酒場です。

〈韓国料理〉

6/23［木］ OPEN予
定

場所／1F 豊後にわさきいっぷく横丁

九州初

阿部甘商店

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
ツの専門店がオープン！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！

〈ドライフルーツ〉

場所／1F

6/24［金］ OPEN 2022年6月下旬OPEN

場所／4F

※オープン日は
変更の可能性が
ございます。

ブリラボラトリー

大分県佐伯市・蒲江から直送!!道の駅か
まえ Buri Laboratoryの第2号店が大分
駅にオープン!佐伯市が全国に誇るブリ
類を中心に、蒲江の豊かな海産物を使用
した海鮮料理を是非お楽しみください！

〈海鮮料理〉

ディファレンス

初回はプロのテイラーが採寸、二着目以降
はスマホで誰もが自由に楽しくスーツを 
「パーソナライズ」できる、今までとはすべ
てが違う、まったく新しいスーツブランド。

〈オーダースーツ〉

場所／1F

6/24［金］ 移転OPEN

場所／1F

6/24［金］ RENEWAL OPEN
枡屋酒店

ワイン800種に加え、日本酒150種、焼酎180
種、ウイスキー150種、その他和洋酒を取り揃
えた総合酒販店としてリニューアルします。

〈リカー〉

オープン記念特典

6/24（金）・25（土）・26（日）
酒類を2本以上お買上げで5%OFF

「未来を決める。あなたの行動」

テレビ大分　 　大分銀行　 　JR大分シティ
TOS SDGsウィーク

駅前広場SDGsスペシャルイベント ６/4,6/5開催
５/30（月）～６/5（日）

今月のおすすめシネマ

©2022「バスカヴィル家の犬　シャーロック劇場版」製作委員会

6/17［金］ 公開

フジテレビ月 9ドラマ
『シャーロック』が映画化！
ホームズシリーズ最高傑
作の呼び声の高い『バスカ
ヴィル家の犬』をモチーフ
に、華麗なる一族の闇に獅
子雄と若宮が迫ります。

バスカヴィル家の犬　
シャーロック劇場版

©バード・スタジオ／集英社
©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

6/11［土］ 公開

鳥山明 渾身の一作、全世
界待望の映画化。スーパー
ヒーロー大集合の爽快
バトルアクション、開始！
最高密度の映像クオリ
ティで送る熱いバトルを映
画館で体感せよ!!!!

ドラゴンボール超 
スーパーヒーロー

TM & 
© TOHO Cinemas Ltd.
All Rights Reserved.

2日前0時より希望鑑賞日の

開始時間まで各作品上映時間の

今すぐ！ パソコン・スマホかららくらくチケット購入

手数料
無料

チケット購入はこちら

自動券売機（発券機）でチケットをGET!4

クレジットカードや通話料決済でチケット購入3

観たい作品と時間を選択し、座席決定！2

TOHOシネマズ公式ホームページから
“アミュプラザおおいた”を選択
1

ご予約は
こちら



［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。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 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

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

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。

メンテナンス日

営業時間変更日・休館日のご案内

終日休館 ※朝風呂も営業いたしません。営業時間

6/8（水）

@tenku_zekkei

「風呂の日」プレミアムフロイデー！ 6/26［日］

※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

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

毎週火曜日はサウナが“アツイ”

てんくうのリラクゼーション グランフィトナチュール

※事前のご予約をおすすめします。※男性も女性も全メニューご利用いただけます。
※こちらのメニューは延長できません。※他割引との併用はできません。※詳しくは
19F グランフィトナチュールまでお問合せください。

初めてご利用の方、時間のない方にもおすすめです！
ぜひこの機会にご利用ください。

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

アミュプラザ
おおいた

豊後にわさき
市場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3015
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

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

肉金金金金

6月
ユニクロ感謝祭 ジンギスカン&ビアガーデン 新天空物語

TOS SDGsウィーク

ブレッツェリア

ラ・パナデリーア・ドッツ

沖縄物産展

ハンズ催事

紀伊國屋書店催事

シチリアーモ

バターのいとこ

ヒーリングスパは、リラックス＆デトックスできる、岩盤浴・サウナ・クールスパ・休憩ラウンジ
「てんくうラウンジ」からなる癒しの空間です。時間無制限でごゆっくりとお楽しみいただけます。
タブレットの無料貸し出しも行っています。

料金／ 2,000 円 

梅雨時期はてんくうのヒーリングスパで癒しのひとときを

アロマソルトスパ（岩盤浴）
大理石の床と岩塩壁から発する輻射
熱、アロマの香りが全身をつつみます

室温60℃のドライサウナで
ゆったり寛げます

グランドロウリュ
ロッキングチェアに揺られなが
らのんびりリラックス

ロッキングチェア
こだわりのインテリア、大分の
絶景を望みながら寛ぎの時間を

てんくうラウンジ ブックラウンジ
たくさんの書籍や雑誌を自由に
お楽しみいただけます

無料貸し出しタブレット
インターネットや電子書籍（漫
画）をお楽しみいただけます

父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」
父の日の贈り物に「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。

※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。

シティスパてんくうの「父の日」
ギフト券の箱包装サービス！
~6/19［日］
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？

生ビール1杯500円！
6/19［日］
父の日は、カフェバーてん
くうの生ビールを1杯
500円で提供いたしま
す。絶景温泉に浸かった
後は、冷たい生ビールを
ご賞味ください。

●ボディケア（30分） 
 3,800円

●フットケア（30分） 
 3,900円

［お試しメニュー］

TEL／097-576-9117（直通）

梅の香りのお風呂

6/25［土］場所／21Ｆ 男性炭酸泉 女性炭酸泉

6/26［日］場所／21Ｆ 女性炭酸泉

※入浴剤を使用します。※朝風呂では実施いたしません。
※スパークリング梅酒は無くなり次第終了いたします。

甘酸っぱい梅の香りをお楽しみください。なお、20F カフェバーてんくうでは
6/6（月）より期間限定で、おおやま夢工房のスパークリング梅酒を提供いた
します。この機会に是非ご賞味ください。

いつでもお得な「CITY SPA MEMBERS」会員様募集中！
※入会方法、その他特典等は、公式ホームページをご覧ください。

時間／13：00～、19：00～、21：00～　場所／19Ｆ グランドロウリュ
アウフグース

※ヒーリングプランは中学生以上のお客さまが
　ご利用いただけます。

6/4［土］・5［日］
時間／11：00～16：00　場所／表参道仲見世
料金／いちごキャンドル 800円
 香り選べるランタンキャンドル 1,500円
主催／funcandle

真っ赤ないちご＆香るらんたんを
つくってみよう
いちごキャンドル＆
フラワーリースらんたんづくり

各日先着

20名さま
いちご

各日先着

15名さま
らんたん

かわいいオリジナルのキャンドルをつ
くってみよう♪

6/18［土］・19［日］
場所／鉄道神社
料金／参加無料
主催／柞原八幡宮

無病息災を祈ろう
茅の輪くぐり体験

随時
受付中

茅の輪をくぐることで、穢れを祓い、無
病息災を祈ることができます。

6/18［土］・19［日］
時間／①11：00～12：30（最終受付12：00）
 ②13：30～16：00（最終受付15：30）
場所／おもちゃのチャチャチャ。
 ちゃちゃくらぶ前
料金／600円　　主催／JRおおいたシティ

HAPPY FATHER’S DAY♪
オリジナル
マグカップづくり

各日先着

20名さま

お父さんにかわいいオリジナルマグカッ
プをプレゼントしよう♪

OPEN ヒョンチャンプルコギ

OPEN 阿部甘商店

RENEWAL
OPEN 枡屋 ワイン セレクション

移転
OPEN ディファレンス

大人気の熱波サービスです。

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

氷ロウリュ

ゆっくりと溶ける氷からアロマが香ります。※時間は前後する可能性がございます。

てんくうアウフグースフェス！
時間／13：00～、16：00～、19：00～　場所／19F グランドロウリュ

6/21［火］
筑紫野天拝の郷より、サウナ宮司こと柴田 健太郎氏を迎え特別
アウフグースフェスを行います。この機会に是非、有名アウフギー
サーが送る熱波をご体感ください。
※グランドロウリュ内でのアウフグースはヒーリングプランご利用のお客さまが対象です。
※21日（火）のアウフグースはてんくうアウフグースフェス！のスケジュールとなります。

グランドロウリュ、サウナではご利用人数を制限しております。予めご了承ください。

※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。

6/23［木］~8/20［土］
時間／17：00～22：00（L.O 21：30）
場所／8F シティ屋上ひろば

この夏、あの大型ビアガーデンがアミュプラザおおいたで
復活します。オープンなスペースで楽しむBBQや多国籍
料理と夏の暑さを吹き飛ばすキンキンに冷えた生ビール
は格別！期間限定開催のため、ご予約はお早めに！
主催：（株）めいじん

ご予約は
こちら

ジンギスカン&ビアガーデン 新天空物語
要予約

※雨天時は中止になる場合がございます。
※新型コロナウイルスの感染状況により、
　期間が変更になる場合がございます。


