
10/9（月・祝）まで

同時開催

10/13（金）

10/14（土）・15（日）

10/29（日）

岐阜県重要無形文化財指定40周年記念 渡辺庄吉

郡上本染展
時間：10:00～17:00（最終日は15:00まで）
会場：岐阜シティ・タワー43 2F特設会場
岐阜県重要無形文化財に指定されている渡辺染物店の「郡上本染」。
伝統的な染色技術から生まれる美しい郡上本染・藍染め作品を展示します。
販売やご予約等の注文も承ります。

ずっこけヒーローアニメ「GJ8マン」がやってきた！
ジー・ジェー・エイトマン

「ちびまるこちゃん」でおなじみ！さくらももこ原作

さくらももこが郡上八幡に魅了され、独自に生み出した新作地方キャラ
クター「GJ8マン」。「カチン染め」技法によるGJ８マンの鯉のぼりやグッ
ズ展示のほか、撮影コーナーも登場！

料無場入

料無加参

★アクセス★ 名古屋からJR東海道本線で約20分、名鉄名古屋本線で約29分、大垣からJR東海道本線で約11分
★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。

※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。　※イベントの内容は予告なく変更される場合がございます。

駐車場割引
サービス

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

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

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

岐阜スカイウイング37

アクティブG

織田信長公岐阜入城・岐阜命名450年記念冠事業 ツインタワーのあるまち岐阜共同イベント

ノブナガクエスト～天下取り物語～
時間：10:00～16:00（最終受付15:30）
受付場所：岐阜シティ・タワー43 2F入口
会場：岐阜シティ・タワー43、岐阜スカイウイング37
“ノブナガくん” になってツインタワーを冒険しよう！スタンプを集
めながら最上階を目指します。最後は「お楽しみ抽選会」に挑戦！

第13回 わがまち探検マップコンクール
会場：岐阜シティ・タワー43 1Fアトリウム
小・中学生が作成した岐阜市の「探検マップ」を展示します。
公開審査会により入賞作品を決定。結果発表と表彰式を行います。
〈主催〉岐阜市・（一財）岐阜市にぎわいまち公社　〈後援〉岐阜市教育委員会

10周年記念 第3回 合唱フェスティバル

混声合唱団ユーベルコール
創団32年。早田公民館で毎週火曜
20時から練習しています。職業も年齢
も幅広いメンバーで活動しています。

Ensemble Kiika
アカペラ中心の女声アンサンブル。
月2回（土曜夜）の練習に、それぞれ
の音楽を持ち寄っています。

アンサンブル キイカ

サラマンカ少年少女合唱団コロ・ジュニオール
小学1年生～大学生56名が在籍し、
数多くの演奏会に出演しています。
音楽監督は永田昌彦氏です。

あざみコーラス
「市民サークル発表会」といったイベント
や、病院や福祉施設でのロビーコンサー
トなど、積極的に活動しています。

合唱団「空よ」
21世紀とともに産声をあげた混声合
唱団。団名は旧穂積町のオリジナル
曲「空よ、大地よ」から命名しました。

羽島女声コーラス
結成44年目。ハンガリーやスペイ
ンでのコンサート出演のほか、全国
大会への出場も果たしています。

岐阜少年少女合唱団
金華山麓の岩戸に専有の会館を持つ
合唱団。幼稚園～大学生が楽しく練習
している正統派の合唱団です。

合唱団凸凹
混声合唱団。マドリガル、Jポップ、
映画音楽、ミュージカルなど幅広
いジャンルに取り組んでいます。

羽島市文化センター合唱団
ロビーコンサートや演奏会に加え、平
成24年「全国日本おかあさんコーラ
ス」全国大会にも出場しました。

フル・ブルーム
各務原市蘇原を拠点に30年以上
活動。世代に関係なく誰もが口ず
さめる歌を披露します。

真正少年少女合唱団
本巣市で活動しています。小学生～
高校生のメンバーがさまざまな曲を
楽しく元気に歌い、笑顔を届けます。

コーロ・グレイシス
月に2回集まり、皆で楽しみながら20
年以上活動を続けてきました。岐阜県
交響楽団との合同演奏会にも参加。

合唱団しらさぎ
羽島市近郊で活動。クラシック、ポップ
ス、アニメソング、アカペラ、ミュージカ
ルなど、多彩なジャンルを歌っています。

ドリームロード
岐阜県合唱祭、女性コーラスフェ
スティバル、全日本コーラス中部に
参加しました。

コーロポエム
岐阜市東部地区で活動する女声合唱
グループ。ロビーコンサート、市女声
連盟演奏会出演。訪問演奏会も実施。

〈主催〉岐阜シティ・タワー43　〈後援〉岐阜県教育委員会・岐阜市教育委員会

織田信長公岐阜入城・岐阜命名450年記念協賛事業 

会場：岐阜シティ・タワー43 1Fアトリウム 料無場入

10/15（日）

深雪アートフラワー 小澤和子教室
第14回 作品展
 ～花と実のコラボレーション～

会場：岐阜シティ・タワー43 1Fアトリウム
現実の自然界では見ることのできない、花と実
を同時に表現した作品を展示します。
アートフラワーならではの世界をお楽しみくださ
い。体験講座も実施します。
※チャリティのため、売上の一部を福祉団体に寄付させていた
　だきます

〈主催〉小澤和子教室

ヒマラヤスギ
イルミネーション
時間：16:00～23:00
会場：岐阜シティ・タワー43 前
昭和32年、岐阜市の緑化運動の一環で岐
阜木材青壮会の皆さんが植樹した「スクエア
43ヒマラヤスギ」。駅前のにぎわいの一助と
して今年もイルミネーション装飾にチャレン
ジします。

創流90周年 草月会岐阜県支部 
草月いけばな展
花は、私になる。～清流の国 花づくし～ 

時間：10:00～17:00
会場：岐阜シティ・タワー43
　　  1Fアトリウム、 2F特設会場

〈主催〉草月会 岐阜県支部
〈後援〉岐阜県・岐阜市・岐阜県教育委員会・岐阜市教
育委員会・公益財団法人 岐阜市教育文化振興事業団・
岐阜新聞・ぎふチャン・一般財団法人 草月会

ぎふ鉄道博物館 vol.11

時間：10:00～17:00 ※イベントにより異なります
会場：岐阜シティ・タワー43 1・2F
岐阜のまちを駆け抜けるジオラマ展示をはじ
め、駅員さん体験や、本物の駅員さんによる
各鉄道会社のオリジナルグッズ販売、ペー
パークラフトなど、楽しいイベントが盛りだくさ
んです。

〈主催〉ツインタワーのあるまち岐阜共同イベント実行委員会
〈共催〉㈱岐阜シティ・タワー43開発・㈱岐阜スカイウイング37開発・JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会・岐阜市

〈主催〉岐阜シティ・タワー43　〈共催〉渡辺染物店〈後援〉郡上市
〈協力〉株式会社ライトエアー

©M.S/LIGHTAIR Inc.

清流の国®岐阜県＃0059

11/1（水）▶ 12/25（水） 11/3（金・祝）▶ 5（日） 11/7（火）▶ 12（日） 11/18（土）・19（日）

〈主催〉岐阜シティ・タワー43
〈後援〉岐阜県・岐阜市

〈主催〉岐阜シティ・タワー43
〈共催〉JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会
〈後援〉岐阜県・岐阜市

イベント
10月・11月

サンビレッジ岐阜

10周年記念市民講座
時間：14:00～16:00（開場13:30）　会場：じゅうろくプラザ 大ホール
第一部では、生き方を気軽に楽しく考えるための講演会を実施。第二部の医療福祉相
談では、専門家が皆さんの悩みや疑問に答えます。

料無加参

〈主催〉新生元気塾　〈共催〉JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会

第4回   43こい　祭り
よ   さ

10/1（日）
〈主催〉岐阜シティ・タワー43  〈共催〉JR岐阜駅周辺施設連携促進協議会  〈後援〉岐阜県・岐阜市

〈主催〉株式会社 岐阜シティ・タワー43開発 
〈共催〉株式会社 岐阜放送、岐阜県住宅供給公社、岐阜市

〈主催〉岐阜シティ・タワー43

オータムフェスティバル 観覧無料

※雨天の場合は1F アトリウムにて開催します※出演者の都合により、予告なく一部変更になる場合がございます

2017.10/1（日） ▶ 11/30（木）

10/1（日）

祝10周年 菓子まき祭

10/1（日）

『10周年祭』
オープニングセレモニー

振る舞われる菓子の中には、岐阜シティ・タワー43の店舗でうれしい特典が
受けられる“当たり”付きもご用意しています。

岐阜シティ・タワー43外観の水平ラインは、「岐阜提灯」をイメージしています。
それにちなみ、“10周年”の提灯文字の点灯式を行います。また、岐阜シティ・タ
ワー43と同じ今年10歳になる徹明さくら小学校の児童が、ソーランを踊ります。

10:50～　演舞：岐阜大学よさこいサークル
　　　　　　　　　　　　　　　「騒屋」
11:00～　ごあいさつ・菓子まき

●飛騨牛料理「匠味」
●うなぎ・丼もの 味路久 岐阜シティ・タワー店
●カフェレストラン La Station
●STOCK YARD chocolate & cafe

菓子まき特典 協力店舗
●美容脱毛サロン colorée（コロリー）
●婦人服 モードマダム
●Flower Style produced by La Fleur

会場 岐阜シティ・タワー43前  2Fデッキ（スクエア43）

会場 岐阜シティ・タワー43  1Fアトリウム

会場 岐阜シティ・タワー43前  2Fデッキ（スクエア43）
※雨天の場合は1F アトリウムにて開催します

10/21（土）

ジャズフュージョンバンドが登場。
地元岐阜の中学3年生のギタリス
ト・野々田しゅうせい君の鮮やか
なプレーに注目！ほかにも多彩な
ジャンルのユニットが出演します。

オータム
コンサート

岐阜シティ・タワー43前
2Fデッキ（スクエア43）

会場

時間 11:00～16:00

中京高校保育 class
『love kids』
13:40～
保育者になりたいという共通の
夢を持つ、高校生のチームです。
輝く笑顔と元気を届けます。

大和
13:20～
メンバー募集中！
友だちをつくりたい、青春した
い、そんな人はぜひ大和へ。

岐阜大学よさこいサークル
騒屋
13:00～
力いっぱい踊って、大好きな岐
阜の素晴らしさを皆さんにお伝
えします。

笑TIME
14:20～
東海4県のメンバーで構成。
それぞれの県の民謡とともに演
舞を披露します。

富有樂猩
14:40～
2001年12月結成。
地元の名産「富有柿」をチーム
のシンボルに掲げています。

ふゆうらくしょう

聖徳学園yanagi
14:00～
みんな仲が良く、家族みたいな
チームです。学生らしく元気いっ
ぱい踊ります。

感謝の気持ちを込めて

時間 入場整理券配布 9:30～ ※先着200名様 ※お一人様1枚のみ

10:00～10:30時間

【岐阜シティ・タワー43】
2007年10月13日グランドオープン。住宅を含む
複合型タワーとしては中部圏一の高さ（163m）を
誇ります。最上階の43階には無料展望室があり、
濃尾平野を見渡す絶景が楽しめます。

10/1（日）▶ 11/30（木）

10周年
プレミアムコース
フェア

10周年感謝
還元キャンペーン

詳しくは中面をCheck♪➡

各飲食店が10周年を記念し
て、期間限定の特別なコースを
ご提供！

ショップでのお買い物や、美容サ
ロンのメニューなどが期間限定で
お得に！

11:00～ Ensemble Kiika 13:40 ～ 岐阜少年少女合唱団 15:20 ～ あざみコーラス
11:30 ～ 合唱団しらさぎ 14:00 ～ コーロポエム 15:40 ～ 羽島女声コーラス
12:40 ～ 混声合唱団ユーベルコール 14:20 ～ サラマンカ少年少女合唱団コロ・ジュニオール 16:00 ～ 合唱団凸凹
13:00～ フル・ブルーム 14:40 ～ 合唱団「空よ」 16:20 ～ 真正少年少女合唱団
13:20～ コーロ・グレイシス 15:00 ～ 羽島市文化センター合唱団 16:40 ～ ドリームロード



※表示価格は税込です　※写真はイメージです ※表示価格はすべて税込です（税抜表記のあるものを除く）　※写真はイメージです

いつ
もより

ちょっとだけ贅沢に。

ひるさがりのお食事フェア
10.1sun-31tue

〈岐阜シティ・タワー43〉
La Station／味路久／田中屋豚肉店／バンビーナ・バンビーノ／
割烹居酒屋 清八／すし 清八／雪月花グリル／飛騨牛料理「匠味」

〈アクティブG〉
焼肉 蔵シック／あぶり焼き 魚喜水産／回転寿司 魚喜／ポムの樹 たまご物語／
NEWTON BAR／敷島珈琲店／旬菜食健 ひな野／東京とんかつ キララ

プレゼント協力店舗
〈岐阜シティ・タワー43〉　 Flower Style ／ STOCK YARD
〈アクティブG〉 花工房ぎふ／Naris Beauty Studio Aiko／ ねこの約束／ファイテンショップ

対象メニューをご注文された女性のお客様は、さらにうれしいプレゼントがもらえます♪

参
加
店
舗

いつ
もより

ちょっとだけ贅沢に。

Special Lunch Fair

2F Eyelash Salon Blanc  アイラッシュサロン ブラン
TEL.058-265-6868

2F colorée コロリー

0120-200-816［完全予約制］

2F スリムビューティハウス 岐阜シティ・タワー 43 店
TEL.058-265-5466 ［完全予約制］

2F Flower Style produced by La Fleur  フラワースタイル
TEL.058-212-0135

2F POLA THE BEAUTY 岐阜シティ・タワー 43 店
TEL.058-214-9884

1F 志門塾 岐阜本部校 /HOMES 個別指導学院
TEL.058-260-8619

2F 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
TEL.058-265-0866

2F STOCK YARD chocolate & cafe　ストックヤード
TEL.058-242-9770

2F 婦人服 モードマダム
TEL.058-265-1058

2F 味路久 岐阜シティ・タワー店
TEL.058-265-2080

10周年プレミアムコース
フェア

10/1（日）～ 11/30（木）

各店自慢の料理が存分に堪能できる、
期間限定の 10,000 円コースをご用意しました。

旬の味覚を堪能できるコース料理を各種ご用意しています。

忘年会・新年会は岐阜シティ・タワー 43、アクティブGで決まり！

またここで飲もう。
～こだわりの「岐阜」宴会～
11/1 水2017 2018 1/31水

JR岐阜駅直結の岐阜シティ・タワー43とアクティブGのビューティーショップが、
特別クーポンをご用意しました。この機会にぜひ、サロンを利用してみて♪

11/20 日2017 12/31月

クーポンキャンペーン
ビューティー & ヘルス
岐阜シティ・タワー 4 3 ／ アクティブG

～自分磨きにぴったりな特別クーポンプレゼント～

10周年感謝還元
キャンペーン

10/1（日）～ 11/30（木）
お買い物や美容サロンのメニューなどを
お得に楽しめる特典がいっぱい！

2F 雪月花グリル
TEL.058-263-2981

秋のPremium Full Course
［提供時間］11:00 ～ LO14:00、17:00 ～ LO22:30
［予約］2名様以上 2日前までに要予約
キノコの洋風だし巻き／炙り秋刀魚のマリネ／無
花果コンポート生ハム添え／サラダ／かぼちゃの
ポタージュスープ／自家製パン／オマール海老の
グリル／黒トリュフと飛騨牛のステーキ（ヒレor
ロース）／デザートの盛り合わせ／食後のコーヒー

4F カフェレストラン La Station ラ・スタシオン

TEL.058-216-1583

ラ・スタシオンの
プレミアムディナーコース

［提供時間］17:30 ～ LO21:00
［予約］前日までに要予約
ウェルカムドリンク／オードブルサラダ／季節の
ポタージュ／飛騨牛のサーロインステーキ／バ
ゲット食べ放題／デザート／コーヒー or 紅茶

2F 飛騨牛料理「匠味」
TEL.058-267-1129

厳選飛騨牛
二種盛りコース

［提供時間］11:00 ～ LO14:00、17:00 ～ LO20:30
［予約］2名様以上 2日前までに要予約
口取／オードブル／県産の二品／
特選飛騨牛ステーキ（ロース・ヒレ）／ご飯／
赤だし／香の物／デザート

2F 割烹居酒屋 清八／すし 清八
TEL.058-215-8070

飛騨牛と松茸の
10周年プレミアムコース

［提供時間］11:00 ～ LO14:30、17:00 ～ LO22:00
［予約］当日注文可
前菜／お造り／土瓶蒸し／飛騨牛のサーロイ
ンステーキ／鮭ときのこのホイル焼き／揚げ物
／本日の握り／松茸のお吸い物／デザート

2F こだわりの極上豚料理 田中屋豚肉店
TEL.058-213-8120

10周年プレミアムコース
［提供時間］12:00 ～ LO14:30、17:00 ～ LO22:00
［予約］前日までに要予約
前菜／サラダ／本日の一品／野菜の串揚げ5
種盛り／鹿児島黒豚と旬野菜のしゃぶしゃぶ
食べ放題／本日の〆（うどん）／デザート／飲
み放題120 分

味路久の10周年プレミアム
［提供時間］11:00 ～15:00、17:30 ～ LO21:00 

※土日祝は夜の部17:00 ～
［予約］当日注文可
< 飛騨牛のひつまぶし+うなぎのかば焼き+
カニサラダ>or<うなぎまぶし+飛騨牛焼肉+
茶碗蒸し>／お茶漬けセット／漬物／果物／
吟醸冷酒orスパークリング冷酒（ワイン）

新規の方

リムーブ無料
上下まつげエクステ60本まで 3,996円
	 	 　 120本まで	8,964円	 ※要予約
全員
上下まつげエクステ160本まで	9,720円 ※要予約　※リムーブ代別途

【11/1（水）～】

チラシ持参の方	5％OFF

新規の方
フェイシャルエステ（小顔マッサージ）

無料 ※要予約

新規の方
骨盤ダイエットBeauty	（基本コース）	500円 ※要予約 

既存顧客様
ナマコラ（美容液3本・化粧水3本）

 13,824円 ※要予約

新規の方
全身まるごと46部位美容脱毛コース12回

12万円OFF
通常価格342,000円→222,000円 ※要予約

既存顧客様
coloréeで使用できる30,000円分ギフトチケットプレゼント
◆どちらもカウンセリング時に「10周年チラシを見た」とお伝えください

【10/31（火）まで】
3,000円以上ご購入の方くじ引きにチャレンジ
※先着370名様　※空くじなし

【10/31（火）まで】

Max 50％OFF

【11/1（水）～・平日限定】

ショコラショー460円→400円
【11/3（金・祝）～・土日祝限定】
カフェご利用の方

オリジナルクッキープレゼント	※先着10組様

1週間の個別指導・集団授業体験 無料
詳しくはお気軽にお問い合わせください

【10/30（月）まで】

入会金	半額　通常3,240円→1,620円

お2人様10,000円コース　※ペア1組でのご注文に限ります

お1人様10,000円コース

2F イタリアンレストラン バンビーナ・バンビーノ
TEL.058-269-4700

バンビーナ・バンビーノの
10周年プレミアムコース

［提供時間］17:00 ～ LO21:30
［予約］前日までに要予約
生ハムと季節野菜のカプレーゼ／季節のスープ／ラ
クレットチーズのオーブン焼き／パスタ／イベリコ豚の
網焼き／自家製パン／ドルチェ／コーヒー or 紅茶


