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岐 阜 シ テ ィ・ タ ワ ー 4 3 が 鉄 道 博 物 館 に 変 身 す る ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク 。

主催： 岐阜シティ・タワー43　 共催：アクティブG、ぎふトレ　 後援：ぎふチャン
協力： 名古屋鉄道（株）、中部国際空港（株）、岐阜ローカル鉄道連絡会議（樽見鉄道、明知鉄道、長良川鉄道、養老鉄道）、 
 ツインタワーのあるまち岐阜共同イベント実行委員会、岐阜県立岐阜工業高校、岐阜県木育推進協議会、名古屋工業大学鉄道研究会

プレゼント情報イベント名（コーナー情報） 飲食専門駅日にち イベントスケジュール

メイン会場 岐阜シティ・タワー43

岐阜ローカル
鉄道コレクション 
 出展：岐阜ローカル鉄道連絡会議

10:00～16:00
会場：岐阜シティ・タワー43 2階 特設会場

樽見鉄道、長良川鉄道、養老鉄道の本物の駅員さん
がオリジナルグッズを販売します。
４日  樽見鉄道、長良川鉄道、養老鉄道
５日  長良川鉄道、養老鉄道

 岐阜県立岐阜工業高校制作

ミニSLで行こう！ 
 出展：岐阜県立岐阜工業高校

10:00～16:00
会場：岐阜シティ・タワー43前 2階デッキ［スクエア43］
　    ※雨天の場合は屋内会場

岐阜工業高校の生徒たちが作った本格的なミニSLに乗
車することができます。汽笛を鳴らして小さな線路の上
を走る姿は大迫力です。
また会場にはミニリニア
も登場！（展示のみ）  
※当日、乗車整理券を会場で
　配布します

紙の電車と
巨大ジオラマを作ろう！ 
 協力：ぎふトレ

10:00～16:00
会場：岐阜シティ・タワー43 1階 アトリウム

紙の電車で思う存分遊べる
空間が出現！紙やペンなど
を使って線路や風景を描い
てみんなで巨大ジオラマを
作って遊ぼう！

テツドウモケイで行こう！
～ぎふトレ大運転会～  出展：ぎふトレ
10:30～18:00（5日は16:00まで）
会場：岐阜シティ・タワー43 1階 アトリウム

岐阜を駆け抜ける新幹線や特急列車のテツドウモケイを運転してみ
よう！小さいお子様や初めての方でも楽しめる運転席から本物そっ
くりの本格的な運転席までご用意。この機会にぜひ体験してみてく
ださい。なお体験運転の列車は11時から運転開始となります。
※各日10:30～当日分の時間指定整理券を配布します　※対象：高校生以下（保護者同伴 OK）

名鉄電車で行こう！出展：名古屋鉄道（株）

10:00～17:00  会場：岐阜シティ・タワー43

紙の電車 鉄道と森 セントレア10周年テツドウモケイ展示 名工大鉄研書店てつじぃ撮影

当日限り 名鉄電車で行こう！

岐阜ローカル鉄道コレクション2日間限り
2日間限り テツドウモケイで行こう！～ぎふトレ大運転会～

当日限り ミニSLで行こう！／ 紙の電車と巨大ジオラマを作ろう！

入場
無料

参加
無料

5/6水㊗
5/6水㊗

5/2
 （土）

5/3
 （日）

5/4
 （月・祝）

5/5
 （火・祝）

5/6
 （水・祝）

詳細は裏面を
ご覧ください。

ぎ　ふ
鉄道博物館
限　定

お持ち帰り
弁当

特製
手提げ袋で

お食事

ペーパー
ランチョンマット

セントレア空港
10周年記念ポストカード

名鉄電車ポストカード

ツインタワーのあるまち岐阜
組立カレンダーなど

くじ引
きで当てよう！

5/2土

樽見鉄道 明知鉄道 長良川鉄道 養老鉄道

記念入場券を受けとったら、ダッ
チングマシンで日付を印字してみ
よう。改札鋏（パンチ）で入鋏して
みよう。（駅員さん体験）

記念入場券を
プレゼント！HOゲージ展示 Nゲージ運転体験 駅員さんになりきろう 名鉄グッズ販売 つり革わなげ 昔の駅員さん体験

駅員さん体験紙の電車 鉄道と森 セントレア10周年テツドウモケイ展示 名工大鉄研書店てつじぃ撮影

駅員さん体験紙の電車 鉄道と森 セントレア10周年テツドウモケイ展示 名工大鉄研書店てつじぃ撮影

駅員さん体験紙の電車 鉄道と森 セントレア10周年テツドウモケイ展示 名工大鉄研書店てつじぃ撮影

5/4月㊗
・5火㊗

前日３日（日）は１階アトリウムにて大運転会の準備をしています。３日夕方ごろにはぎふトレスタッ
フによる模型列車の試運転が始まり、その様子をご覧いただくことが出来ます。（ただし作業状況によ
り試運転の時間が前後する場合があります）

駅員さんになりきろう！（16:30まで）
名鉄係員の制服（子供用）を身に着けて、
写真撮影ができます。 ※小学生以下限定

 【1階 アトリウム】
Nゲージ模型の体験運転（16:30まで）／ HOゲージ模型の展示
風景や建物など精巧に再現されたジオラマの中を模型電車が駆け抜ける様子を展示します。
本物の運転台機器を使って、Nゲージ模型の体験運転を楽しんでいただきます。

昔の駅員さん体験
昔の駅員さんが行っていた乗車券への日付
印字や入鋏が模擬体験できます。

つり革わなげゲーム ※小学生以下限定
吊り革で輪投げを行い、獲得した得点に
よって、記念ノベルティをプレゼントします。

鉄道グッズ販売コーナー
各種鉄道関連グッズの販売を行います。

5/4月㊗
・5火㊗

【2階 特設会場】

【 2階 特設会場 】



5日間毎日楽しめるコーナーもたくさんあります！ 5/2（土）～6（水・祝）
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※お問い合わせの際は、おかけ間違いのないようにお願いします。　※写真はイメージです。　※イベントは予告なく変更になる場合がございます。
岐阜市
駅西駐車場
岐阜シティ･
タワー43
地下駐車場

岐阜市
駅西駐車場
岐阜シティ･
タワー43
地下駐車場

岐阜シティ･
タワー43

ス
ク
エ
ア
43
◀

岐阜
スカイウイング37

【アクセス】 名古屋からJR東海道本線で約20分。大垣からJR東海道本線で約11分。できるだけ公共交通機関をご利用ください。
 名鉄名古屋駅より名古屋本線で約29分　【特急（一部特別車）】 　名鉄岐阜駅より徒歩8分（2階歩行者用デッキ利用）
【駐 車 場】 岐阜シティ・タワー43地下駐車場、岐阜市駅西駐車場をご用意しておりますが、混雑が予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

岐阜シティ･タワー43
TEL.058-213-5043  
http://www.gifucity-tower43.jp

紙の電車を作ろう！  協力：名古屋鉄道（株）

会場：岐阜シティ・タワー43 2階 特設会場

名鉄電車が誕生して初めて造られた3400 系「いもむし」
をはじめ、永遠の名車 7000 系「パノラマカー」、セント
レアへ向かう2000 系「ミュースカイ」といった人気の電
車のペーパークラフトが勢ぞろい！色ぬりもできますので、
ぜひ自分だけの電車を作ってみよう！
ハサミを使いますので小さなお子様は保護者と一緒にご参加下さい。 

2・4階の対象店舗にて1店舗でのご利用2,000円ごとに「岐阜シティ・タワー 43
地下駐車場」または「岐阜市駅西駐車場」1時間無料

※上限2時間分まで　※複数店舗での合算はできません。
※ご利用店舗にて必ず駐車券をご提示ください。

駐
車
場
割
引
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ー
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ス

中部国際空港セントレア
開港10周年で行こう！ 
 出展：中部国際空港（株）

会場：岐阜シティ・タワー43 2階 くじ引き会場

今年で10周年を迎えた『セントレア（中部
国際空港）のオリジナルポストカード（3枚  
1組）』をくじ引きで200名様にプレゼント。

鉄道と森や木の
暮らしで行こう！ 
 出展：岐阜県木育推進協議会

会場：岐阜シティ・タワー43 2階 特設会場

私たちの生活や文化を育んできた鉄道と
沿線の森と木。身近にある樹木の見本
プレートにふれてみよう。

てつじぃと記念
撮影で行こう！ 
 出展：明知鉄道（株）

会場：岐阜シティ・タワー43 2階 特設会場

明知鉄道公式ゆるキャ
ラ「てつじぃ」の大型ポ
スターをバックに撮影で
きるコーナーもあるよ！

名工大鉄研
書店で行こう！ 
 出展：名古屋工業大学鉄道研究会

会場：岐阜シティ・タワー43 2階 特設会場

名工大の鉄道研究会が発行する機関誌
「連接車」の展示と販売をします。

テツドウモケイで行こう！～ぎふトレ作品展～ 
 出展：ぎふトレ

会場：岐阜シティ・タワー43 2階 特設会場

テツドウモケイグループ「ぎふトレ」によるジオラ
マ作品などを展示します。今回は 10 年前まで岐阜
市内を走っていた路面電車の風景やデビュー 10 周
年を迎えた名鉄ミュースカイとその仲間たちの模型
列車が集結します。

岐阜シティ・タワー43の飲食店からオリジナル弁当や特別ランチメニューが登場！
お弁当も注文を受けてからお作りしますので、できたての美味しさが楽しめます！

岐阜 GIFUTEL.058-267-1129

オリジナル飛騨牛弁当 1,050円（税込）
網焼きランチ 2,000円（税込）

飛騨牛料理
匠味

岐阜 GIFUTEL.058-263-8819

一半ランチ 950円（税抜）
一徳ランチ 950円（税抜）

職人が握る
すし清八

岐阜 GIFUTEL.058-269-4700
選べるメニューランチ 980円（税込）

イタリアンレストラン
バンビーナ・
バンビーノ

岐阜 GIFUTEL.058-265-2080

うなぎまぶし＆みそかつの丼弁当 550円（税抜）
レディースorメンズランチ 各880円（税抜）

和食＆60種類の丼
味路久

岐阜 GIFUTEL.058-215-8070

お昼のミニ会席 2,000円（税抜）
松花堂ランチ 1,200円（税抜）

本格割烹料理
居酒屋 清八

岐阜 GIFUTEL.058-213-8120

選べるとんかつランチ 1,200円（税抜）
特製とんかつ弁当 520円（税抜）

豚料理専門店
田中屋豚肉店

岐阜 GIFUTEL.058-263-1088

特製カレーライスセット 1,100円（税抜）

新鮮な魚介、旬野菜の串焼き
串バル はち

岐阜 GIFUTEL.058-216-1583

本日のランチセット 900円（税込）～
（5日間限定）親子ランチセット 1,600円（税込）

展望カフェレストラン
La Station
ラ・スタシオン

駅

駅 駅 駅 駅

駅 駅
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2F2F 2F2F

2F4F 2F2F

ご体験で入会された形へボディコース or フェイシャルコースをどちらか１回プレゼント 
新規御入会の方　ボディもフェイシャルも60分コースになります。

TEL. 058-265-5466

スリムビューティハウス　岐阜シティ・タワー43店
入会手続きをされた方は、入校金10,800円割引

TEL. 058-214-9800

英会話スクールHello!s　岐阜本部校
5,000円以上（税抜）お買い上げでノベルティプレゼント

TEL. 058-262-3053

AKANE5DAYS
協 賛

コーヒー付

コーヒー付

［マルシェ43は毎月第1・第3土曜日に開催しています。（次回は5/16土）］

マルシェ43　5/2（土） 10:30～14:30
会場： 岐阜シティ・タワー43前 2階デッキ ［スクエア43］
県内外の農家や加工品を販売するグループのブースを出店する朝
市。有機栽培野菜、国産はちみつ、手作りジャムなど、県産品をはじ
めとしたこだわりの商品が並びます。

Eyelash Salon Blanc アイラッシュサロン ブラン
上まつげ 100 本
クレンジングミニボトル、リップパック、ハンド
パック、目もとパックから１点を選んで下さい。
7,000 円（税込） ※予約可

モードマダム
5,000円以上お買い上げの方、
500円お買い物券プレゼント

Flower Style produced
by La Fleur（ラフラール）
5,000 円以上（税抜）お買い上げの方
にノベルティープレゼント（チラシ持参）

ポーラザビューティ 岐阜シティ・タワー43店
無料ハンドマッサージ（5月10日限り）
※お申込み多数の場合、人数を制限させて
いただく場合がございます

AKANE
5,000円以上の母の日ギフトをお買い
上げの方、送料無料

きもの屋五一○
5,000 円（税抜）以上お買い上げの方、
てぬぐいをプレゼント（各日先着5名様）

岐阜シティ・タワー43  母の日フェア 4/24（金）～5/10（日）

特製
手さげ袋
入り

オリジナルペーパー
ランチョンマットでご提供

★ランチ or お持ち帰り弁当ご注文のお客様にもれなく『ぎふ鉄道博物館オリジナルポストカード』をプレゼント


