
EVENT NEWS
アミュプラザおおいた イベントニュース

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！
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ジィオデシック

場所／1F イーストガーデン（SHIPS側）

アミュプラザおおいた初出店ジィオデシックジュ
エリー。デザイナー中井朋樹氏の手掛けるストー
リー性のある繊細なビジューが特徴です。

〈ジュエリー〉

7/6［水］~12［火］ アミュ初

YUICHI
TACHIYAMA

場所／1F イーストガーデン（SHIPS側）
福岡発のファッションブランド。特徴的なレザーを使
用したプロダクトや、日常に溶け込むウェアが魅力。

〈革小物〉

7/14［木］~31［日］ 大分初

場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

アマリア

禁断の神戸スイーツが期間限定特別販
売！お取り寄せでしか手に入らない行列
のできるチーズケーキやざらめシューを
ご用意しております。

〈チーズケーキ・ざらめシュー〉
場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

6/24［金］~30［木］

場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

辻利茶舗

創業160年の茶問屋がプロデュースす
る「くずもちドリンク」。新鮮なお抹茶を
使用した抹茶スイーツもお楽しみくだ
さいませ！

〈くずもちドリンク・和菓子〉

7/1［金］~13［水］ 大分初

ガトーフェスタ
ハラダ

上質なバターなどを使用して丁寧に仕
上げた代表商品「グーテ・デ・ロワ」をは
じめ、季節に応じたこだわりの洋菓子を
ご用意しております。

〈ガトーラスク〉

7/14［木］~21［木］

場所／ 1F みのりみのる前

ロールアイスクリーム
ファクトリー

NY発の人気アイスクリーム！アイスは
薄くのばして、くるくる巻いてお花のよ
うに盛付けます。味はもちろん、見た目
もかわいくオシャレなアイスです♪

〈アイスクリーム〉

7/1［金］~8/18［木］
旬を楽しむ
夏の野菜と果物フェア

7/22［金］から
対象の飲食・食品店舗で旬の野菜と果物を
使ったメニューが大集合。おいしく食べて、疲労
回復・夏バテ防止！暑い夏を乗り切ろう！

今月のおすすめシネマ
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7/15［金］ 公開

最強最悪のボス
を救うため、ミニ
オン史上最大の
ハチャメチャが巻
き起こる！これ
は、ミニオンと怪
盗グルーのはじ
まりの物語

命をたぎらせ、生
きろ。行くぞ！こ
れが大将軍への
第一歩だ―― 信
は、漂の想いを胸
に初陣に挑む！

ミニオンズ フィーバー
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7/15［金］ 公開
キングダム 遥かなる大地へ

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

上映時間・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

7/21［木］~25［月］
FLOWER
DESIGNER

場所／2F レトロガール横

お花の可愛いを集めたお店です。お祝い用はも
ちろん、お供え用も用意しています。風船にお花
を入れたお花バルーンが人気です。

〈プリザーブドフラワー・ドライフラワー等〉

大分初 7/1［金］~8/7［日］
ゆかたランド
byきものやまと

場所／3F ゾフ・マルシェ前　　

夏のイベントが続々開催決定の今年こそ、夏を
浴衣で愉しもう！貴方だけのオリジナルの浴衣
を見つけられます。

〈浴衣〉

7/15［金］~8/28［日］
紀伊國屋書店

化石鉱物フェア
場所／ 4F 紀伊國屋書店前

好評の「化石・鉱物フェア」を今年も開催いたし
ます。今年は新たな化石も入荷予定ですのでぜ
ひご来場くださいませ。

現金でのお支払いの
場合は200円につき
1ポイントです

ご利用は1ポイント
単位！

コープ大分駅店からのお知らせ

植欲祭 ～大分植物の祭典～

7/15［金］~18［月・祝］
時間／11：00～17：00
場所／大分駅前広場

全国で有名なビカクシダ専門店「バンダ
カプランツ」を中心に、観葉植物マルシェ
を実施。大分で人気のカフェや雑貨販売
を同時開催！

アルフルール

整えパッティング体験、サンプルプレゼントな
ど、リニューアルしたスキコンをたっぷりご紹介
いたします！

〈化粧品〉

7/2［土］・3［日］

スキンフード
・ユアン
韓国・台湾コスメの人気シリーズをご紹介！
タッチアップに参加されたお客さま限定で、大
分店で使える10%OFFクーポンをプレゼント。

〈化粧品〉

7/16［土］・17［日］

ビシェルジュ

「安藤サクラがアンバサダーの資生堂ベネ
フィーク」マスクを取った時に備えて、夏対策ス
キンケアを試してみませんか？

〈化粧品〉

7/9［土］・10［日］

アットアロマ

アミュプラザおおいた店限定のアロマカラー診断！
6色からあなたが1つ選んだカラーより導かれるオ
ススメの香りがついたアロマシールをプレゼント。

〈アロマオイル〉

7/23［土］・24［日］

時間／11：00～18：00　料金／参加無料
場所／1F ビームス、ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 前
アミュプラザおおいたのコスメショップが期間限定
でタッチアップイベントを実施！最新トレンドのコス
メなどを体験してみませんか？

Tanabata Festa OITA 2022

7/9［土］・10［日］
時間／7/9（土） 11：00～18：00
 7/10（日） 11：00～17：00
場所／大分駅前広場
夏の夢叶プロジェクトとしてショップ出店（専門店
&marché）、メタバース体験、ビジネスコンテスト、
フォトコンテスト、ステージパフォーマンスなど
様々なイベントを開催！

LINE登録は
 こちら！
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スキンフード
・ユアン
韓国・台湾コスメの人気シリーズをご紹介！
タッチアップに参加されたお客さま限定で、大
分店で使える10%OFFクーポンをプレゼント。

〈化粧品〉

7/16［土］・17［日］

ビシェルジュ

「安藤サクラがアンバサダーの資生堂ベネ
フィーク」マスクを取った時に備えて、夏対策ス
キンケアを試してみませんか？

〈化粧品〉

7/9［土］・10［日］

アットアロマ

アミュプラザおおいた店限定のアロマカラー診断！
6色からあなたが1つ選んだカラーより導かれるオ
ススメの香りがついたアロマシールをプレゼント。

〈アロマオイル〉

7/23［土］・24［日］

時間／11：00～18：00　料金／参加無料
場所／1F ビームス、ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 前
アミュプラザおおいたのコスメショップが期間限定
でタッチアップイベントを実施！最新トレンドのコス
メなどを体験してみませんか？

Tanabata Festa OITA 2022

7/9［土］・10［日］
時間／7/9（土） 11：00～18：00
 7/10（日） 11：00～17：00
場所／大分駅前広場
夏の夢叶プロジェクトとしてショップ出店（専門店
&marché）、メタバース体験、ビジネスコンテスト、
フォトコンテスト、ステージパフォーマンスなど
様々なイベントを開催！

LINE登録は
 こちら！

EVENT NEWS
アミュプラザおおいた イベントニュース

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！

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777July
2022

ジィオデシック

場所／1F イーストガーデン（SHIPS側）

アミュプラザおおいた初出店ジィオデシックジュ
エリー。デザイナー中井朋樹氏の手掛けるストー
リー性のある繊細なビジューが特徴です。

〈ジュエリー〉

7/6［水］~12［火］ アミュ初

YUICHI
TACHIYAMA

場所／1F イーストガーデン（SHIPS側）
福岡発のファッションブランド。特徴的なレザーを使
用したプロダクトや、日常に溶け込むウェアが魅力。

〈革小物〉

7/14［木］~31［日］ 大分初

場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

アマリア

禁断の神戸スイーツが期間限定特別販
売！お取り寄せでしか手に入らない行列
のできるチーズケーキやざらめシューを
ご用意しております。

〈チーズケーキ・ざらめシュー〉
場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

6/24［金］~30［木］

場所／ 1F 豊後にわさき市場正面入口前

辻利茶舗

創業160年の茶問屋がプロデュースす
る「くずもちドリンク」。新鮮なお抹茶を
使用した抹茶スイーツもお楽しみくだ
さいませ！

〈くずもちドリンク・和菓子〉

7/1［金］~13［水］ 大分初

ガトーフェスタ
ハラダ

上質なバターなどを使用して丁寧に仕
上げた代表商品「グーテ・デ・ロワ」をは
じめ、季節に応じたこだわりの洋菓子を
ご用意しております。

〈ガトーラスク〉

7/14［木］~21［木］

場所／ 1F みのりみのる前

ロールアイスクリーム
ファクトリー

NY発の人気アイスクリーム！アイスは
薄くのばして、くるくる巻いてお花のよ
うに盛付けます。味はもちろん、見た目
もかわいくオシャレなアイスです♪

〈アイスクリーム〉

7/1［金］~8/18［木］
旬を楽しむ
夏の野菜と果物フェア

7/22［金］から
対象の飲食・食品店舗で旬の野菜と果物を
使ったメニューが大集合。おいしく食べて、疲労
回復・夏バテ防止！暑い夏を乗り切ろう！

今月のおすすめシネマ

©2021 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED

7/15［金］ 公開

最強最悪のボス
を救うため、ミニ
オン史上最大の
ハチャメチャが巻
き起こる！これ
は、ミニオンと怪
盗グルーのはじ
まりの物語

命をたぎらせ、生
きろ。行くぞ！こ
れが大将軍への
第一歩だ―― 信
は、漂の想いを胸
に初陣に挑む！

ミニオンズ フィーバー

©原泰久／集英社  ©2022 映画「キングダム」 製作委員会

7/15［金］ 公開
キングダム 遥かなる大地へ

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

上映時間・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

7/21［木］~25［月］
FLOWER
DESIGNER

場所／2F レトロガール横

お花の可愛いを集めたお店です。お祝い用はも
ちろん、お供え用も用意しています。風船にお花
を入れたお花バルーンが人気です。

〈プリザーブドフラワー・ドライフラワー等〉

大分初 7/1［金］~8/7［日］
ゆかたランド
byきものやまと

場所／3F ゾフ・マルシェ前　　

夏のイベントが続々開催決定の今年こそ、夏を
浴衣で愉しもう！貴方だけのオリジナルの浴衣
を見つけられます。

〈浴衣〉

7/15［金］~8/28［日］
紀伊國屋書店

化石鉱物フェア
場所／ 4F 紀伊國屋書店前

好評の「化石・鉱物フェア」を今年も開催いたし
ます。今年は新たな化石も入荷予定ですのでぜ
ひご来場くださいませ。

現金でのお支払いの
場合は200円につき
1ポイントです

ご利用は1ポイント
単位！

コープ大分駅店からのお知らせ

植欲祭 ～大分植物の祭典～

7/15［金］~18［月・祝］
時間／11：00～17：00
場所／大分駅前広場

全国で有名なビカクシダ専門店「バンダ
カプランツ」を中心に、観葉植物マルシェ
を実施。大分で人気のカフェや雑貨販売
を同時開催！

アルフルール

整えパッティング体験、サンプルプレゼントな
ど、リニューアルしたスキコンをたっぷりご紹介
いたします！

〈化粧品〉

7/2［土］・3［日］

スキンフード
・ユアン
韓国・台湾コスメの人気シリーズをご紹介！
タッチアップに参加されたお客さま限定で、大
分店で使える10%OFFクーポンをプレゼント。

〈化粧品〉

7/16［土］・17［日］

ビシェルジュ

「安藤サクラがアンバサダーの資生堂ベネ
フィーク」マスクを取った時に備えて、夏対策ス
キンケアを試してみませんか？

〈化粧品〉

7/9［土］・10［日］

アットアロマ

アミュプラザおおいた店限定のアロマカラー診断！
6色からあなたが1つ選んだカラーより導かれるオ
ススメの香りがついたアロマシールをプレゼント。

〈アロマオイル〉

7/23［土］・24［日］

時間／11：00～18：00　料金／参加無料
場所／1F ビームス、ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ 前
アミュプラザおおいたのコスメショップが期間限定
でタッチアップイベントを実施！最新トレンドのコス
メなどを体験してみませんか？

Tanabata Festa OITA 2022

7/9［土］・10［日］
時間／7/9（土） 11：00～18：00
 7/10（日） 11：00～17：00
場所／大分駅前広場
夏の夢叶プロジェクトとしてショップ出店（専門店
&marché）、メタバース体験、ビジネスコンテスト、
フォトコンテスト、ステージパフォーマンスなど
様々なイベントを開催！

LINE登録は
 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。

80m

シティ屋上ひろば シティ屋上ひろば 8F

オリジナルの万華鏡をつくってみよう♪

時間／①11：00～12：30（最終受付11：45）
　　　②13：30～16：00（最終受付15：15）
場所／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大分シティ

くるくる回して楽しい♪
七夕キラキラ万華鏡づくり
7/2［土］・3［日］

各日先着

20名さま

作って楽しい♪鳴らして楽しい♪オリジナ
ルの風鈴をつくってみよう！

時間／①11：00～12：30（最終受付11：45）
　　　②13：30～16：00（最終受付15：15）
場所／おもちゃのチャチャチャ。ちゃちゃくらぶ前 
料金／500円　主催／JR大分シティ

夏を涼しくしよう♪
ガラスの風鈴づくり
7/9［土］・10［日］

各日先着

20名さま

各日先着

15名さま

かわいいオリジナルのビーチサンダルをつくっ
てみよう♪

時間／①11：00～12：30（最終受付12：00）
　　　②13：30～16：00（最終受付15：30）
場所／おもちゃのチャチャチャ。ちゃちゃくらぶ前
料金／400円　主催／JRおおいたシティ

オリジナルのサンダルで夏を過ごそう♪
オリジナルビーチサンダルづくり
7/16［土］・17［日］・18［月・祝］

随時
受付中

シャボン玉を飛ばしてみよう♪

時間／11：00～15：00
場所／ホテル前ひろば
料金／100円
主催／JRおおいたシティ

屋上ひろばでシャボン玉を飛ばそう♪
シャボン玉づくり
7/23［土］・24［日］

各日先着

15名さま

透明のうちわにオリジナルの絵を描いてみよう♪

時間／①11：00～12：30（最終受付12：00）
　　　②13：30～16：00（最終受付15：30）
場所／おもちゃのチャチャチャ。ちゃちゃくらぶ前
料金／400円
主催／JRおおいたシティ

あつい夏を涼しくしよう♪
ステンドガラスうちわづくり
7/30［土］・31［日］

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

@amuplazaoita

旬な情報を配信中

@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

アミュプラザ
おおいた
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市場
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7月
夏バーゲン

ジィオデシック

辻利茶舗

ガトーフェスタ ハラダ

FLOWER DESIGNER

ゆかたランドbyきものやまと

紀伊國屋書店 化石鉱物フェア

ロールアイスクリーム ファクトリー

YUICHI TACHIYAMA

植欲祭 ～大分植物の祭典～

アルフルール ビシェルジュ アットアロマスキンフード・ユアン

旬を楽しむ 夏の野菜と果物フェア

Event Calendar イベントカレンダー

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
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

7/13（水）

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。

七夕はカフェバーてんくうへ

「アサヒ生ビール黒生」が新登場！ 夏季
限定

月曜日は
「ソフトクリームの日」

プレミアムフロイデー
ホットヨガ

20F カフェバーてんくうに、「アサヒ生ビー
ル黒生」が新登場！麦芽の芳ばしい香り
と、苦味が少なく甘味を感じるまろやかな
うまみが特徴の一杯をお風呂上りにぜひご
賞味ください。

サウナのなかで心地よい汗をかきませんか？
参加費は無料です。
※ヒーリングプランご利用のお客さまが対象です。
※7／18（月）は祝日のため実施いたしません。
※7／25（月）はホットフラダンスを実施いたします。

バーゲンレシート割

期間中、アミュプラザおおいたでのお買い上げレシート（当日のみ）をご
提示いただくと、入館料が10％OFFになります。
CITY SPA MEMBERS会員様は、通常の会員料金からさらに10％
OFFになります。
※他の割引との併用はできません。※当日レシートのみ有効です。

七夕限定で、20F カフェバーてんくうの
生ビールを1杯500円、
フルーツビネガードリンク
（ザクロ・マスカット）を1杯300円で
ご提供いたします。

夏季限定！毎週月曜日は、20F カフェバーてんくうの
ソフトクリームを300円でご提供いたします。
この機会にぜひご賞味ください。

※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

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／20：00～
ゆっくりと溶ける氷からアロマが香ります。

場所／19Ｆ グランドロウリュ　時間／13：00～、19：00～、21：00～

アウフグース

大人気の熱波サービスです。

日時／毎週月曜日 14：00～（約30分間）
場所／19F グランドロウリュ室内

毎週木曜日はサウナが“アツイ”

※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。

~7/31［日］ 7/7［木］

7/18［月・祝］~

7/26［火］

※時間は前後する可能性がございます。

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。

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。

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

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。

ご予約は
こちら


