
今年の10月で10周年を迎える『岐阜シティ・タワー

43』。飲食や物販の商業フロアや福祉・医療施設、

放送局や居住エリアに加え、岐阜の街並みが一望で

きる展望室とレストランを備えた、高さ163mの県内で

一番高いビルです。まちのランドマークとして人々に親

しまれている岐阜シティ・タワー43の魅力と、さまざまな

シーンでの楽しみ方をご紹介します。
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“ようこそ！岐阜のてっぺんへ！”
最上階の展望室&レストラン

スカイラウンジには、濃尾平野を見渡す絶景が楽しめる無料展望室が
あり、眼下に広がる大パノラマを眺めれば、まさに鳥になった気分です。
長良川の美しさや金華山はもちろん、夜は「ダイヤモンドビュー」と呼ば
れる美しく輝く夜景が大人気です。
開場／10:00～23:00（最終入場は22:00まで）　年中無休

展望室

岐阜市都市建設部市街地再開発課／ TEL.058-265-0288

「恋人の聖地」に認定されている展望レストラン。地上約150mから素
晴らしい絶景を眺めながら、岐阜産の厳選した食材を取り入れた季節
感あふれるフランス料理が楽しめます。
定休日／月曜日 ※祝日の場合は営業

スカイレストラン forty three

forty three ／ TEL.058-265-7577

今年で開局 55年。合言葉は
“Station by Station”

今年12月に開局55年を迎えるラジ
オ・テレビ兼営放送局。愛称は「ぎ
ふチャン」。駅（Station）に隣接した
放 送 局（Station）として、“Station 
by Station”を合言葉に、親しみの
ある放送局を目指しています。

㈱岐阜放送

（株）岐阜放送／ TEL.058-264-1181（代）

抜群の眺望と上質な住空間で
ワンランク上の都市生活

243戸を有する分譲マンション。複
合タワー内の住宅としては中部地区
随一の高さを誇り、市街を見渡せる
見事な眺望が楽しめます。JR岐阜
駅と直結するアクセスの良さも魅力。
ゆとりあるライフワークを実現させる上
質な住空間を提供しています。

スカイアークス

スカイアークス管理事務所／ TEL.058-267-7188

新たな暮らしを提案する
サービス付きシニア住宅

バリアフリーやオール電化などを備
え、生涯を快適に過ごすことができる
サービス付き高齢者向け住宅。365
日24時間体制で安全をサポートする
緊急通報・安否確認システムも。い
ざという時には3Fの福祉・医療施設
が介護や診療の対応をします。

ラシュールメゾン岐阜

岐阜県住宅供給公社／ TEL.0584-81-8502

医療・福祉の連携で
安心できる暮らしをサポート

フロア内のデイサービスや訪問介護
を行う福祉施設と、在宅診療を受け
付ける医療施設が連携し、安心でき
る暮らしを提案しています。調剤薬局
や配食サービスを行うレストラン、託
児所などの充実したサポート施設は
一般の方も利用できます。

福祉・医療等施設／賃貸住宅エントランス

岐阜県住宅供給公社／ TEL.0584-81-8502

グルメや生活を彩る
ショップが揃う商業フロア

古き良き岐阜の街角をイメージしたグルメエリア
「温故知新ゾーン」と、毎日を素敵に彩る物販やス
クールなどのエリア「日々是好日ゾーン」があります。

GIFU CITY TOWER 43

DESIGN CONCEPT

「岐阜城」をイメージした素晴らしい眺望を持つ
最上部のスカイラウンジ

「岐阜提灯」をイメージした直線と曲線が調和する
タワーの外壁と展望室

岐阜の古地名「井の口」をモチーフにした
岐阜市章にちなむ、開放的な吹き抜け

「鵜飼舟」の伝統的で美しい意匠を
館内のベンチなど各所に採用

岐阜シティ・タワー43を
もっと楽しもう！
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各フロアを大解剖！

実は、建築デザインには
こんなヒミツが！

岐阜で守り受け継がれてきた伝統や文化をテーマにした

建築デザインが随所に取り入れられています。

祝10周年
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イタリアンレストラン
バンビーナ・バンビーノ
営業時間 11:00～23:00（LO21:30）
※平日15:00～17:00はCLOSE

年中無休（施設の休館日を除く）
TEL.058-269-4700

STOCK YARD chocolate＆cafe
営業時間 10:30～21:00（LO20:00）
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-242-9770

旬の野菜をたっぷり使った月替わりのランチが女
性客に好評のイタリアンレストラン。「ランチセッ
ト」は前菜がサラダ、スープ、温野菜の中から選
べ、メインはパスタ、タリオーニ、リゾット、焼きた
ての石窯焼きピッツァの中から選べます。彩り豊
かな本格イタリアンを、カジュアルに楽しんで。

女性に嬉しいヘルシーな
イタリアンランチ

一人ひとりに合ったまつげエクステのデザインを
提案してくれる専門店。磨き抜かれた技術で理
想的な目元を叶えてくれます。今なら限定でプロ
のアドバイス付きの美眉メイクがセットに。

魅力的な理想の目元に

京都のチョコレートショップが手掛けるカフェ。焼きたてのクッキー
にアイスをはさんだ「クッキー＆バニラアイス」は、手作りジャムを
絡めて召し上がれ。グレープフルーツとライムを皮ごと使用した酵
素シロップで作る「自家製酵素シロップソーダ」は、美容にも効果が。

チョコレート専門店のカフェでティータイム

ディナータイムはこちらが人気！

ショップ
自慢の

チョコは
店頭で

購入でき
ます♪

選び抜いたその日の
おすすめが登場！

落ち着いた空間でゆっくりとお酒も楽しめる和食店。確かな目利き
で市場から仕入れる鮮度抜群の魚介の持ち味を生かした、握り
や造り、焼き物などの逸品料理が評判を呼んでいます。豊富に
揃う焼酎や日本酒とのマリアージュを楽しんでみては。

新鮮な魚介を肴に乾杯

雪月花グリル
営業時間 11:00～14:30（LO14:00）、17:00～23:00（LO22:30）
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-263-2981

厳選された素材を、直火で丁寧に焼き上げる本格グリル料理の
レストラン。シェフが絶妙な火入れでミディアムレアに仕上げた
「飛騨牛赤身ステーキ」は、ジューシーで柔らか。芳醇な赤ワイ
ンと合わせれば、肉本来のコクがより豊かに口の中に広がります。

グリル料理をワインと一緒に

飛騨牛料理 「匠味」
営業時間 11:00～15:00（LO14:30）、17:00～22:30（LO22:00）
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-267-1129

JA岐阜全農が直営する飛騨牛専
門店。柔らかくとろけるような食感が
特長の「飛騨牛」を堪能できる料理
が揃います。部位ごとに食べ比べる
なら「飛騨牛三種盛りコース」を。
ロース、もも、ヒレの異なる旨みを、好
みの焼き加減でじっくりと味わって。

極上の飛騨牛を贅沢に堪能して

全国の銘柄豚を多彩な料理で楽しめる豚肉料理専門店。
ブランド豚の「鹿児島OX」を使った「豚しゃぶ」は、バラと
ロースそれぞれのコクと甘みを感じることができます。季節の野
菜と一緒に自家製だしぽん酢に付けて、さっぱりとどうぞ。

こだわりの銘柄豚を
しゃぶしゃぶで

ラクレットチーズのオーブン焼き
（2～3人前） 2,380円

※ランチタイムでもご用意できる場合があります

クッキー＆バニラアイス 550円
自家製酵素シロップソーダ 500円

上握り 九貫 2,200円（税抜）
鮎の塩焼き 時価

刺身5種盛り 1,800円（税抜）

ランチセット 980円 ※写真はイメージです飛騨牛三種盛りコース
6,170円
※仕入れ状況によって価格が
　変動する場合があります豚しゃぶ（1人前）

1,800円（税抜）

グルメもビューティーも♪
欲張りガールズデート

今夜は男同士でがっつり！
食事もお酒も楽しめる横丁へ

Bar hopping

Cafe

Lunch

＜初来店の方＞ 【12/24まで】
上60本＋美眉メイク（オフ代無料） 3,996円

＜初来店で「aunを見ました」と言っていただいた方＞
【12/24まで】全身まるごと46部位美容脱毛コース（12回）を

342,000円→222,000円
V スーペリアケアコース（100分）

1回 20,000円／トライアル 15,500円（いずれも税抜）

温故知新ゾーンにある「らっしゃい横丁」に
は、イタリアンから居酒屋まで、さまざまな飲
食店が集まり、はしご酒にもぴったりです。

Eyelash Salon Blanc
営業時間 10:00～21:00（最終受付20:00）
年中無休（施設の休館日を除く）
TEL.058-265-6868

無料カウンセリングから施術、アフターケアまでトー
タルにサポートしてくれる美容脱毛サロン。視線を
気にしない“素肌美人”を目指してみませんか。

美容脱毛で素肌をきれいに

colorée
営業時間 10:00～20:00
不定休
0120-200-816［完全予約制］

肌の悩みに合わせた最新のコスメとエステを提
案してくれるサロン。今秋スタートする「V スーペ
リアケアコース」は独自の成分を配合したパックと
施術で、肌から立ち姿までも整えます。

肌も姿勢も整えるエステを

POLA THE BEAUTY
岐阜シティ・タワー43店
営業時間 10:00～20:00（最終受付18:00）
年中無休（施設の休館日を除く）
TEL.058-214-9884

すし 清八
営業時間 11:00～15:00（LO14:30）、17:00～22:30（LO22:00）
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-215-8070

こだわりの極上豚料理 田中屋豚肉店
営業時間 11:00～15:00（LO14:30）、17:00～23:00（LO22:30）
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-213-8120

Beauty

ハウスワイン（赤）
600円（税抜）

飛騨牛赤身ステーキ
（1/4pound）

2,800円（税抜）
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岐阜シティ・タワー43の
楽しみ方

Case1
岐阜シティ・タワー43の

楽しみ方

Case2

コンパクトに飲み歩き
2Fの「らっしゃい横丁」へ

アイラッシュ
サロンブラン

ストックヤード

コロリー

2F

1415 ※表示価格はすべて税込です　※写真はイメージです



新生 元気塾
営業時間 10:00～17:00
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-266-4333

カルチャーアカデミー
岐阜新聞・ぎふチャン 駅前プラザ教室

営業時間 10:30～21:00（土曜日は10:00～講座終了時）
日曜日定休　　TEL.058-265-0866

市民の憩いの場として親しまれている多
世代交流支援センター。群読や陶芸、
太極拳や体操など、市民主催の約37も
の講座が開かれ、「ここにくると元気にな
れる」と参加者にも主催者にも好評です。
毎日の習慣に、新しい趣味や友人探し
に、足を運んでみませんか。

新しい楽しみが生まれる
コミュニティサロン

ハーバリウム作りやポルトガル刺繍と
いった珍しいクラフト制作や、県内の大
学の教授が心理学や外国語を教えてく
れる講座などが充実。一日体験講座も
あるので、自身の感性を磨いたり、友人
と参加して思い出作りをしたりと、気軽に
活用できるのも魅力です。

1 7 0以上の講座から
心躍る体験を見つけて

東洋美容と最新技術を融合させた
オリエンタルエステティックサロン。
骨盤周りの筋肉を引き締め、骨盤
ケアやカッピングで代謝をアップさ
せて、痩せやすい体質へと導く「骨
盤ダイエット」が評判です。完全個
室の空間でゆったりと施術を受け
れば、心も身体も癒されます。

ミセスのトレンドファッションが豊富に揃うブティックでお買い
物を満喫。繊細な刺繍が施されたカーディガンや秋のコー
デを華やかに彩るワンピースがおすすめです。秋物がお値
打ちに手に入るフェアも実施しています。

お気に入りの秋の装いを探しに

体質に合わせた施術で
心も身体もスッキリ

モードマダム
営業時間 10:30～19:00
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-265-1058

Shopping

Lesson

スリムビューティハウス 岐阜シティ・タワー43店
営業時間 10:30～19:30（土日祝日は10:00～18:30）
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-265-5466［完全予約制］

きもの屋 五一〇
営業時間 10:00～19:00
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-265-5110

創業100余年の老舗呉服店が営む着物の店。和モダンな店内
には、厳選された着物や和小物が揃います。おすすめは日常使
いに最適な小紋や紬に合う「博多名古屋帯」。生地がしなやかで
締めやすいのが魅力で、着る人をしゃっきりと粋に見せてくれます。

小・中・高まで対応し、タイ
プに合った指導を行う「志
門塾」と「HOMES 個別指
導学院」があり、子どもの成
長を力強くサポートします。

お気に入りが見つかる
着物専門店

生花のほか、バルーンアレンジメント
や造花とクマのぬいぐるみをブーケにし
たオリジナルの「クマ束」など、さまざま
な商品を取り扱うフラワーショップ。予
約をすれば、希望に沿ったアレンジメ
ントも作ってくれます。大切な人へ、メッ
セージカードに感謝の言葉を添えて、
花束をプレゼントしてはいかが。

花束と一緒に
日頃の想いを伝えて

素敵な夜景が望める優雅な空間で、
フレンチやイタリアンが楽しめるカフェ
レストラン。県産の素材を使った豪華
なディナーがリーズナブルに味わえま
す。好評の「銀河コース」は魚と肉料
理がメインの全8品。シャンパンを片
手に、スペシャルなひとときを。

夜景を眺めながら
ディナータイム

新幹線や在来線の切符や図書券のほか、テーマパーク
の入場券や割引券、ギフト券などをお値打ちに販売するチ
ケットショップ。特別な日に、旅行や買い物など夫婦の時間
や趣味を充実させるチケットを贈ってみては。

二人の時間を
豊かにする贈り物を

Beauty

カフェレストラン La Station
営業時間 9:00～23:00（LO21:00）
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-216-1583

1F

2F

2F

2F

4F

Flower Style produced by La Fleur

営業時間 10:00～19:00
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-212-0135

2F

2F

チケットプラザ 岐阜シティ・タワー43店
営業時間 10:00～19:00
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-262-0117

趣味と癒しの体験で
感性を磨くマダムの休日

カーディガン 18,144円／ワンピース 19,224円

＜初来店の方＞骨盤ダイエットBeauty（70分）
初回体験500円

一週間の個別指導・集団授業無料体験 実施中

色どり御膳（ゆずシャーベット付き）
1,620円

銀河コース 4,000円
［提供時間 17:00～LO21:00］
※写真は銀河コースの一部です

夫婦の絆を深めて
二人で祝う特別な一日

60種類の丼や丁寧に作られた一品料理が味わえる和食店。
女性に人気の「色どり御膳」は、天ぷらやお造り、三河一色産
うなぎにサラダ、茶碗蒸しなど、10種類の料理が少しずつ楽し
めます。おしゃべりに花を咲かせながらゆっくりと味わって。

彩り豊かな心尽くしの御膳に大満足

味路久 岐阜シティ・タワー店
営業時間　11:00～15:00、17:30～LO21:00
 ※土日祝は夜の部17:00～
年中無休（施設の休館日を除く）　　TEL.058-265-2080

Lunch
2F

祝10
周年

岐
阜
シ
ティ

・タ
ワー43をもっと楽

し
もう！

Present

Dinner

岐阜シティ・タワー43の
楽しみ方

Case 3
岐阜シティ・タワー43の

楽しみ方

Case4

Shopping2F

「サンサン群読（入門コース）」の様子

ごいちまる

SHIMON GROUP 岐阜本部校43
（志門塾・HOMES個別指導学院）

営業時間 平日16:00～23:00、土日祝日9:00～23:00
年中無休（施設の休館日を除く）
【志門塾】TEL.058-212-0325  【HOMES】TEL.058-260-8619

1F

フラワースタイル

ラ・スタシオン

博多名古屋帯
51,840円

マジカルブーケ 1,500円～（税抜）
バルーンアレンジメント 5340円（税抜）

アクセス抜群の駅ナカ塾も

10周年祭
10年間の感謝を込めて

2017年10月1日（日）～11月30日（木）

オープニングセレモニー
10月1日（日） 10:00～

セレモニー終了後に、10年間の感謝を込めて菓子まき
祭りや43（よさ）こい祭りを開催します。ぜひご参加ください。
※菓子まき祭りの整理券は9:30～配布します

10周年イベントが盛りだくさん! 詳細はWEBサイトをご確認ください。http://www.gifucity-tower43.jp/
1617 ※表示価格はすべて税込です　※写真はイメージです


