
主催：TOSテレビ大分・アミュプラザおおいた
協力：九州旅客鉄道（株）大分支社

大分駅前広場
（府内中央口）

初 開 催！

全国の
人気ア

イスク
リーム

が

大分駅
前広場

に勢ぞ
ろい！

東京の人気有名店
アイスが登場！

カカオ サンパカ

アステカ モーレ（コーンアイス）

アステカ料理にインスパイアされたトウモロコシと
カカオニブのアイスキャンディーです。アステカで
は主にトウモロコシを主食とし、のちにメキシコで
はモーレと呼ばれるカカオの煮込みソースを食し
ていたと言われています。CACAO SAMPAKA
オリジナルのクリエイティブな商品です。

ジャラッツ
ショコラタレジェンダ
スペイン製カカオ分64%ダークチョコ
レートクーベルチュールと、芳醇なカカ
オパウダーを使用した濃厚な生チョコ
レートのような味わいのチョコレートア
イスです。

東京丸の内

20
RINGO
カスタードアップルパイサンデー かき氷

真っ赤な苺シャーベット、
みかんシャーベット

生チーズソフトクリーム

ガンジーソフトクリームアフォガード

※金額は税込価格です。

ジェラートティラミス、
ジェラートあまおう

クリームソーダ フロート

1F 豊後にわさき市場 1F 豊後にわさき市場 1F 豊後にわさき市場おさつ家

久世福商店 1F パブロミニ 1F

ハニー珈琲 1F うまい庵

サブウェイ 3F フードコート 3F フードコートフレッシュネスバーガー

魅力的な冷たいスイーツ！！
お馴染みアミュのショップの

氷にこだわった「かき氷専門店」が
アミュに期間限定出店！！

果実堂（福岡県）

（栃木県）

北九州の氷屋「門司冷凍製氷」が運営す
る、北九州で人気のかき氷専門店が登
場！毎朝、門司港より氷を直送します。果
実をペーストにしたフルーツ感たっぷりの
シロップが魅力です。

四代目徳次郎
テレビでも多数取り上げられた人気店が
アミュ初登場！日光の綺麗な水を採氷池
にてじっくりと凍らせた天然氷を使用。固
く溶けにくい天然氷のかき氷は口に入れ
るとふわりと溶けます。

8.21(Tue)

(Sun)9. 2

大竹菓子舗

青森の魔女の生チーズアイスシナモンりんご

青森県

305円（税込）305円（税込）

玉澤総本店

ずんだアイスクリーム
高知アイス

ミレービスケット

宮城県 高知県

480円（税込）480円（税込） 195円（税込）195円（税込）

売り切れ注意！！
各地の大人気アイスが大分駅前広場に登場！！

PICK UP!

432円 500円 500円 350円

（シングル）
380円

（ダブル）
480円

350円 300円 421円

札幌ミルクハウス

低温殺菌牛乳ソフトクリーム

北海道

430円（税込）430円（税込）

イートインスペースあります！！

1Ｆインフォメーション横

※数に限りがございますので、予めご了承ください。※一部商品につきましては、お買上げ点数に制限がございます。
※当日予定販売数量に達した時点で販売を終了する商品もございます。



ミッシュハウス

夕張メロンアイス
北海道が誇る名産品「夕張メロン」の完熟した果肉
の濃厚な甘みと香り、赤肉メロン独特のえぐみも残し
つつ、上品に仕上げた一品です。

酪王乳業

酪王カフェオレアイス
コク深くクリーミーなおいしさが大人気の酪王カフェオ
レと、新鮮で自然な甘さの酪王牛乳を各10％使用し、
風味を大事にするため香料不使用で仕上げました。

サンヨーコーヒー

湯布院豆腐アイス
畑の王様と言われる大豆からつくられた「豆腐」と

「湯布院の豊かな自然」をぎゅっと詰め込んだヘル
シーなデザートです。

味の笹義

チョコますアイス
もなかに包まれたバニラアイスの中に、細かく刻んだ
マスと酢飯とチョコが入っています。アイスの甘さとマ
スと酢飯の酸味で、サッパリといただけます。

白水舎乳業

まるごとみやざきアイス
宮崎県の温暖な気候でのびのびと育った乳牛から搾った、新
鮮な生乳を贅沢に使用したアイスクリームです。「濃厚なミル
ク」と「宮崎マンゴー」「紫いも」こだわり素材をミックスした贅
沢な味わいです。

グリーンソフト
昭和33年発売、今年でグリーンソフトが60年となりま
す。合わせて和歌山城も再建60年となり、記念パッ
ケージでの販売となります。

セイカ食品

南国白くま
練乳たっぷりのかき氷にフルーツ等をトッピングし、
さらにいちごソース入りのカップアイス。

上ノ原牧場　㈲カドーレ

手づくりジェラート
当社「上ノ原牧場」の朝一番の搾りたてミルクをその場で低温殺
菌、風味、栄養をそこなうことなくミルク本来の美味しさを感じてく
ださい。無着色，無香料、保存料なしのナチュラルジェラートです。

小松製菓

チョコ南部アイス
コートジボワール産カカオを使ったチョコレートを使用し、
約3㎜に刻んだ南部せんべい胡麻をブレンドしました。

れんまる

あわ和三盆 れんこんアイス
卵を使用せず、植物性クリームを使用することで、和三盆
の風味豊かに低カロリーな商品となっております。れんこん
の食感がたまりません。後に引かない甘さが特徴です。

玉澤総本店

ずんだアイスクリーム
最高級なだだちゃ豆をふんだんに使った、風味豊かなず
んだのアイスクリーム。だだちゃ豆の深い味わいをお楽し
みいただける、プレミアムなずんだアイスクリームです。

高知アイス

ミレービスケット
高知のお菓子ミレービスケットがアイスになりました。砕いたミレー
ビスケットをアイス中に混ぜ込み、アイスの上にも2枚トッピングし
ました。ミレービスケットの食感と、アイスの相性が抜群です。

北海道

札幌ミルクハウス

低温殺菌牛乳ソフトクリーム
牛乳のコクと香りと旨みたっぷりの品。札幌で20
年以上続くソフトクリーム専門店の味をそのまま
お届けします。

北海道

財団法人新郷村ふるさと駅

ドラキュラにんにくアイス
無臭にんにく半玉分（りん片2～3個分）の成分を含んだ
滋養強壮アイスです。まろやかな味と豊かな風味が楽し
めます。にんにく特有の臭いはございません。

無臭にんにくを使った自信作。

青森県

岩手県 宮城県 福島県

大分県

富山県

宮崎県

和歌山県

鹿児島県

フォーモストブルーシール

ブルーシールアイス（塩ちんすこう）
沖縄の「北谷の塩」を使用した塩ちんすこうを、ブルー
シールオリジナルレシピのバニラに合わせた「沖縄版バ
ニラ＆クッキー」とも言えるアイスです。

沖縄県

広島県 徳島県 高知県

大竹菓子舗

青森の魔女の生チーズアイスシナモンりんご
ご当地アイスクリームグランプリにて最高金賞受賞し
た魔女の魔法のアイス！

青森県

世界初の抹茶ソフトクリーム
と言われています

奈良祥樂

極上ジェラート（みたらし醤油）
奈良吉野の宮滝醤油を使用したこだわりの「みたらし
醤油味」祥樂オリジナルのジェラートです。

奈良県

安富牧場

小さな酪農家のまじめなアイス
牛乳本来の美味しさを生かすため、搾乳した生乳を
その日のうちにアイスクリームの原料として仕込んで
います。新鮮な牛乳と素材本来の味を大切にした、
優しい味のアイスクリームをご賞味ください。

岡山県

ＪＡいび川

美濃いび茶 ほうじ茶ジェラート
地元のお茶・いちごを100％使用した濃厚で後味さっ
ぱりのジェラート。いちごジェラートは無加水ですの
で、いちごをそのまま食べているような感じです。

岐阜県

ミセスフリーズ

オリジナルヘルシーアイスクリーム
低糖、低脂肪、卵不使用。サッパリとしたジェラート
と、コクの深いプレミアムアイスの特徴を併せた、幸
せの味をご提供致します。

神奈川県

越後雪室屋

雪室ジェラート（雪室熟成みそジェラート）
雪室熟成みそ「ほぅ味」をベースに仕上げました。ベイ
クドチーズケーキのような濃厚な味わいと、後から感じ
られる味噌の豊かな風味が特徴です。

新潟県

ジェラートマスモ

ジェラートマスモカップアイス（とちおとめソルベ）
栃木県産の厳選した牛乳と果実を贅沢に使用したプレミアムジェラー
トです。昨年のジェラートマエストロコンテストで全国１位に輝き、今年
のイタリアで開催された国際コンテストでは上位入賞頂きました。

栃木県

搾りたてミルク

抹茶、ショコラ

バニラ、エスプレッソ

ほうじ茶

抹茶ジェラート

ほうじ茶ジェラート

いちごジェラート

鳴門金時アイス

すだちアイス

酪王牛乳アイス

酪王いちごアイス

ゴールデンバニラ

しお、ミルク

チョコレート

下山さんちの

ほうじ番茶

岡山ピオーネ

岡山のもも

はっさくヨーグルト味

大山乳業農業協同組合

大山牧場アイスクリーム（紅茶）
鳥取県の大山町にある陣構茶（じんがまえちゃ）生産
組合の紅茶葉を細やかな粉末にし、鳥取県産の生
乳を２８％使用したアイスクリームに練り込みました。
自慢の乳と紅茶のアイスクリームです。

鳥取県

かぼす、バニラ

きなこ、ごま、抹茶

ゆず

南国白くま ＤＸ

南国白くま ＤＸ（マンゴー）

南国白くま ビッグ

紅イモ、塩ちんすこう

サトウキビ

シークヮーサーシャーベット

琉球ロイヤルミルクティー

パッションフルーツ

シャーベット

とちおとめミルク

とちおとめソルベ

ベルギーチョコ

プラチナミルク、ピスタチオ

梨とフロマージュブラン

雪室珈琲ジェラート

雪室熟成ほう味みそジェラート

氷温熟成こしひかりジェラート

越後棒茶ジェラート etc.

大山牧場 紅茶

大山牧場 二十世紀梨

大山牧場 いちご

大山牧場 日向夏

クッキーアンドクリーム

クラシックバニラ

イタリアンストロベリー

アップルシナモン

ピスタチオ　etc.

マンゴーアイスクリーム

味わいミルクアイスクリーム

紫芋アイス

ほうじ茶ジェラート

雪塩ジェラート

みたらしジェラート

古都華ジェラート

バニラジェラート

全国各地の人気
ご当地アイスが

大集合 !

320円（税込）320円（税込）

410円（税込）410円（税込） 380円（税込）380円（税込） 380円（税込）380円（税込） 180円（税込）～180円（税込）～ 350円（税込）350円（税込）

220円（税込）220円（税込）

305円（税込）305円（税込）

324円（税込）324円（税込）355円（税込）～355円（税込）～330円（税込）330円（税込）480円（税込）480円（税込）350円（税込）350円（税込）

380円（税込）380円（税込） 430円（税込）430円（税込） 324円（税込）324円（税込）

295円（税込）～295円（税込）～

350円（税込）350円（税込） 195円（税込）195円（税込） 330円（税込）330円（税込）

300円（税込）300円（税込）292円（税込）～292円（税込）～270円（税込）～270円（税込）～

かき氷や
冷たいドリンクも！

2005年ロサンゼルス、金賞受賞の実績

※お支払いは現金のみとなります。
※駐車場サービスはありません。
※写真はイメージです。※都合によ
り、出品店舗・商品が変更になる場
合がございます。※数に限りがござ
いますので、予めご了承ください。
※一部商品につきましては、お買上
げ点数に制限がございます。※当日
予定販売数量に達した時点で販売
を終了する商品もございます。

お茶の玉林園


