
なす天ぷら ￥120
旬のなすを使ったサクサクの天ぷらです。お好きなうどん
と合わせてご賞味ください。

三笠うどん 3F アミュのフードコート1F 豊後にわさきいっぷく横丁

夏野菜カレー
￥935
竹田産の野菜を使った夏のカレーをお楽しみください。

竹田丸福

豊後にわさき
市場

冷やし中華
￥800
夏の風物詩が復活‼夏野菜を使用した冷やし中華です。

博多だるまネクスト1F

1F 豊後にわさきいっぷく横丁 豊後酒場

1F 豊後にわさき市場

夏野菜添え牛すじカレー
￥680
スパイシーなジャワカレーに夏野菜を添えました。

豊後湯布院牛うまい庵

1F 豊後にわさき市場

1F 豊後にわさきいっぷく横丁

ゴーヤとちりめんのお浸しキムチ和え
￥438
夏の定番ゴーヤのお浸しにキムチを和えてみました。

ヒョンチャンブルコギ

1F 豊後にわさき市場

ナスの天ぷら
1パック￥250
ポッポが揚げたなすの天ぷらです。

ポッポおじさんの大分からあげ
「ハイカラ」 1F 豊後にわさき市場 豊後茶屋

1F 豊後にわさき市場

夏ばら寿司
￥583
オクラ、山芋、みょうがなどの夏野菜の入った、さっぱりと
したちらし寿司です。

浪花　古市庵

1F 豊後にわさき市場

日替わり夏野菜メニュー
※価格はその日の商品により異なります。
クックチャムが作る特製夏野菜メニューです。ぜひご賞味
ください。

クック・チャム

アミュ
限定

アミュ
限定

アミュ
限定

茄子の揚げだし
￥320
旬のなすをさっぱりと揚げ出しにしました。お酒のおつま
みにどうぞ。

冷や汁定食
￥1,300
九州産の魚や夏野菜を使った定食です。

豊後にわさき
市場

豚バラトマト巻き
￥313
旬のミニトマトを豚バラで巻き、沖縄の塩シママースとホワ
イトペッパーで味付け焼いています。

博多ぐるぐるとりかわ　竹乃屋1F

豊後にわさき
いっぷく横丁

トマトとクリームチーズのピリ辛生春巻き
￥429
トマトとクリームチーズがアクセントのピリッと辛い生春巻
き、夏にぴったりです♪

博多ぐるぐるとりかわ  焼鳥  竹乃屋1F

アミュ
限定

アミュ
限定

アミュ
限定

※すべて税込価格です。 ※写真はイメージです。

4F アミュ シティダイニング

夏野菜のカレー パン食べ放題付き
￥1,749
なすやオクラなどの夏野菜と香ばしく焼き上げたチキン。
当店オリジナルのバターのコクを感じるカレーです。

プレミアムバケット

4F アミュ シティダイニング

冷や汁とおろしから揚げ定食
￥1,298
宮崎名物冷や汁とおろしから揚げ、美山の夏のおすすめ
定食です。

しゃぶしゃぶ美山

（ランチ）￥1,280 （ディナー単品）￥1,280 （セット）￥1,580

4F アミュ シティダイニング

活き〆ハモと夏野菜天ぷら
￥560
旬のオクラとなす、ミョウガ、ハモを使用した天ぷらの盛
り合わせです。

寿司まどか

アミュ シティ
ダイニング

産直丸ごとトマトとアボカドのスンドゥブ

フレッシュなトマトを丸ごと入れて、夏らしく爽やかな風味
に!アボカドとトマトで栄養満点のメニュー。

東京純豆腐 4F アミュ シティダイニング

ラタトゥイユハンバーグ
140g ￥1,500  180g ￥1,700
夏野菜をたっぷり使ったラタトゥイユに自慢のハンバーグ
を合わせました！パンかライスからお選びいただけます。

ハンバーグ＆ステーキ　ぎゅう丸4F

アミュ シティ
ダイニング

ゴロゴロ野菜のトマトソースパスタ
￥1,298
夏の太陽をたっぷり浴びた、栄養分とうまみたっぶりの
野菜を使ったトマトソースパスタです。

PASTA TOKUMATSU4F

4F アミュ シティダイニング

海老と夏野菜天ざる
（単品）￥1,408 （選べるご飯付き）￥1,661
野菜の甘み・素材の美味しさを味わえるカラッと揚げた
旬野菜の天ざるそばです。

蕎麦ととろろ　とろ麦 アミュ シティ
ダイニング

彩り夏野菜と鶏肉の甘酢セット
￥1,298
たっぷりの夏野菜と鶏肉をコクのある特製の黒酢あんで
まとめました。

広東炒麺 南国酒家 4F アミュ シティダイニング

茄子とキノコのトマトソースオムライスSSサイズ

夏野菜の茄子を使用したオムライスです！トマトソースと
相性抜群です！

ポムの樹4F

アミュ
限定

アミュ
限定

アミュ
限定

アミュ
限定

（イートイン）￥1,012 （テイクアウト）￥993

4F アミュ シティダイニング

牛たんトマト冷麺と牛たん焼き定食

暑い日、少し食欲がない時トマトの酸味・甘みが旨さに刺
激をあたえます。

牛たん炭焼　利久

（食べ比べ）￥1,848 （牛たん焼）￥2,145 （牛たんトマト冷麺単品￥913）

※画像は「食べ比べ」です。

コープ大分駅店では、

夏野菜を販売中!!

YAY！ ミニオン！ ショコリキサー 
チョコバナナ ￥670
バナナとコクのあるチョコレートがベストマッチした、ゴ
ディバならではの満足感のあるチョコレートバナナの味
わいをお楽しみください。

1F ゴディバ

ザ・クラッシュソーダ
￥580
ザクザク氷に炭酸水！好きなアイスと一緒に楽しめる！

3F サーティワンアイスクリーム

トロピカルレモネード ￥270
KFCオリジナルのレモネードにグアバピューレ、マンゴー・
ピーチ・白ブドウの果汁を合わせた、トロピカルなフレー
バーのレモネードです。

ケンタッキーフライドチキン
&サブウェイ

塩バナナチップス
￥626
バナナの甘さに塩を効かせたサクサク食感のドライスナッ
クです。
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1F 久世福商店

なんと！スイカ！
￥1,390～
スイカの果汁を練り込んだスイカ味のケーキです。見た目
もスイカそっくりのこの夏限定のケーキです。

2F スイーツパラダイス アミュの
フードコート 3F アミュのフードコート

1F

グリルチキンと
彩り野菜のサラダプレート ￥1,089
国産の夏野菜と県産鶏のグリルをさっぱりとし
た人参ドレッシングでお召し上がりください。

みのりみのる

1F 豊後にわさき市場

フルーツティー

赤色フルーツティー/ストロベリー＆キ
ウイ、黄色フルーツティー/パイン＆マ
ンゴー&パッションフルーツの2種類

ミスタードーナツ
1F 豊後にわさき市場

スイカジュース
￥450
夏といったらやっぱりスイカジュー
ス。さっぱりしていてゴクゴク飲めま
す！ぜひお召し上がりください。

くだものかふぇ

1F 豊後にわさき市場

香慕寿 凛 ￥410
果皮を果汁シロップにつけ込むことで大分県産かぼす特
有の鮮やかな緑色と豊かな風味そのままに、ゼリーで包
み込みました。

大分銘品蔵 1F 豊後にわさき市場

ハニーチャイナブルーか　ぼ　す りん

フルーツの甘みとスッキリした味わいが夏にぴったりのド
リンクです。

BullPulu Tea stand

（M）￥420 （ハードカップ）￥540（M）￥420 （ハードカップ）￥540

※写真はハードカップ

※8月より価格が変わります。

1F 豊後にわさき市場

マンダリーヌサマーBOX ￥1,200
生クリームとスポンジにカボスジュレやプリン、季節のフ
ルーツがたっぷり入ったひと夏のご褒美スイーツです。

洋菓子マンダリーヌ

1F 豊後にわさき市場

くりーむパン桃 ￥330
国産白桃を使用したフレッシュな桃のジュレと生クリーム
&カスタードのくりーむがたっぷり入った夏にピッタリの爽
やかなくりーむパンです。

八天堂サテラ/おさつ家

（イートイン）   ￥550
（テイクアウト）￥540
（イートイン）   ￥550
（テイクアウト）￥540

アミュ
限定

@amuoita_official@amuplazaoita

※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。

※すべて税込価格です。 ※写真はイメージです。

4F アミュ シティダイニング

冷製鶏そばセット ￥1,408
（鶏そば単品）￥1,078
当店看板商品の鶏そばを冷やしに
しました。レモンの香りと秘伝の塩だ
れがやみつきです。

鶏そば 萬吉

4F アミュ シティダイニング

豊後どりと彩り野菜の
レモン煮定食
￥1,100
豊後どりと夏野菜を使ったさっぱりと
お召し上がりいただけるメニューです。

うまやの粋（SUI）
アミュ
限定

アミュ
限定

※バイキングご注文時の価格です。
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オクラ、山芋、みょうがなどの夏野菜の入った、さっぱりと
したちらし寿司です。

浪花　古市庵
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日替わり夏野菜メニュー
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ください。
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※すべて税込価格です。 ※写真はイメージです。

4F アミュ シティダイニング

夏野菜のカレー パン食べ放題付き
￥1,749
なすやオクラなどの夏野菜と香ばしく焼き上げたチキン。
当店オリジナルのバターのコクを感じるカレーです。

プレミアムバケット
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活き〆ハモと夏野菜天ぷら
￥560
旬のオクラとなす、ミョウガ、ハモを使用した天ぷらの盛
り合わせです。

寿司まどか
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野菜を使ったトマトソースパスタです。
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まとめました。

広東炒麺 南国酒家 4F アミュ シティダイニング
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夏野菜の茄子を使用したオムライスです！トマトソースと
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牛たんトマト冷麺と牛たん焼き定食

暑い日、少し食欲がない時トマトの酸味・甘みが旨さに刺
激をあたえます。

牛たん炭焼　利久

（食べ比べ）￥1,848 （牛たん焼）￥2,145 （牛たんトマト冷麺単品￥913）

※画像は「食べ比べ」です。

コープ大分駅店では、

夏野菜を販売中!!
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フレッシュなトマトを丸ごと入れて、夏らしく爽やかな風味
に!アボカドとトマトで栄養満点のメニュー。

東京純豆腐 4F アミュ シティダイニング

ラタトゥイユハンバーグ
140g ￥1,500  180g ￥1,700
夏野菜をたっぷり使ったラタトゥイユに自慢のハンバーグ
を合わせました！パンかライスからお選びいただけます。

ハンバーグ＆ステーキ　ぎゅう丸4F

アミュ シティ
ダイニング

ゴロゴロ野菜のトマトソースパスタ
￥1,298
夏の太陽をたっぷり浴びた、栄養分とうまみたっぶりの
野菜を使ったトマトソースパスタです。

PASTA TOKUMATSU4F

4F アミュ シティダイニング

海老と夏野菜天ざる
（単品）￥1,408 （選べるご飯付き）￥1,661
野菜の甘み・素材の美味しさを味わえるカラッと揚げた
旬野菜の天ざるそばです。

蕎麦ととろろ　とろ麦 アミュ シティ
ダイニング

彩り夏野菜と鶏肉の甘酢セット
￥1,298
たっぷりの夏野菜と鶏肉をコクのある特製の黒酢あんで
まとめました。

広東炒麺 南国酒家 4F アミュ シティダイニング

茄子とキノコのトマトソースオムライスSSサイズ

夏野菜の茄子を使用したオムライスです！トマトソースと
相性抜群です！

ポムの樹4F

アミュ
限定

アミュ
限定

アミュ
限定

アミュ
限定

（イートイン）￥1,012 （テイクアウト）￥993

4F アミュ シティダイニング

牛たんトマト冷麺と牛たん焼き定食

暑い日、少し食欲がない時トマトの酸味・甘みが旨さに刺
激をあたえます。

牛たん炭焼　利久

（食べ比べ）￥1,848 （牛たん焼）￥2,145 （牛たんトマト冷麺単品￥913）

※画像は「食べ比べ」です。

コープ大分駅店では、

夏野菜を販売中!!



YAY！ ミニオン！ ショコリキサー 
チョコバナナ ￥670
バナナとコクのあるチョコレートがベストマッチした、ゴ
ディバならではの満足感のあるチョコレートバナナの味
わいをお楽しみください。

1F ゴディバ
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3F サーティワンアイスクリーム
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バーのレモネードです。

ケンタッキーフライドチキン
&サブウェイ

塩バナナチップス
￥626
バナナの甘さに塩を効かせたサクサク食感のドライスナッ
クです。

©UCS LLC

1F 久世福商店

なんと！スイカ！
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2F スイーツパラダイス アミュの
フードコート 3F アミュのフードコート

1F
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みのりみのる

1F 豊後にわさき市場

フルーツティー
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ウイ、黄色フルーツティー/パイン＆マ
ンゴー&パッションフルーツの2種類

ミスタードーナツ
1F 豊後にわさき市場

スイカジュース
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夏といったらやっぱりスイカジュー
ス。さっぱりしていてゴクゴク飲めま
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くだものかふぇ

1F 豊後にわさき市場
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み込みました。

大分銘品蔵 1F 豊後にわさき市場
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BullPulu Tea stand
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※写真はハードカップ

※8月より価格が変わります。

1F 豊後にわさき市場
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八天堂サテラ/おさつ家
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（テイクアウト）￥540
（イートイン）   ￥550
（テイクアウト）￥540

アミュ
限定

@amuoita_official@amuplazaoita

※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。

※すべて税込価格です。 ※写真はイメージです。

4F アミュ シティダイニング

冷製鶏そばセット ￥1,408
（鶏そば単品）￥1,078
当店看板商品の鶏そばを冷やしに
しました。レモンの香りと秘伝の塩だ
れがやみつきです。

鶏そば 萬吉

4F アミュ シティダイニング

豊後どりと彩り野菜の
レモン煮定食
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豊後どりと夏野菜を使ったさっぱりと
お召し上がりいただけるメニューです。

うまやの粋（SUI）
アミュ
限定

アミュ
限定

※バイキングご注文時の価格です。

7/22金▶8/18木

なす天ぷら ￥120
旬のなすを使ったサクサクの天ぷらです。お好きなうどん
と合わせてご賞味ください。

三笠うどん 3F アミュのフードコート1F 豊後にわさきいっぷく横丁
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アミュ
限定

アミュ
限定

アミュ
限定
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アミュ
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アミュ
限定

アミュ
限定
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4F アミュ シティダイニング

夏野菜のカレー パン食べ放題付き
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