
本物の運転台機器を使っています。
風景や建物などのジオラマの中を模型
列車がかけぬけます。

Nゲージ模型の体験運転 &
HOゲージ模型の展示 正解すると

記念品をプレゼント!

※小学生以下限定
※景品がなくなり次第終了

名鉄クイズに挑戦！
名鉄係員の制服（子供用）を着
たり、実際に使用していたパノラ
マスーパー展望室の椅子に座っ
て撮影できます。
※小学生以下限定 
※カメラは各自持参でお願いします

駅員さんになりきろう！ 
会場/2階 特設会場
鉄道忘れ物市

名鉄電車で行こう!名鉄電車で行こう!  出展：名古屋鉄道株式会社

10:00～16:00　会場/1階 アトリウム

※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。

【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
岐阜県岐阜市橋本町2‐52
TEL.058-213-5043  FAX.058-213-5143
http://www.gifucity-tower43.jp

2階、4階の対象店舗にて1店舗につき2,000円以上を御利用いただきますと1時間分、
4,000円以上を御利用いただきますと2時間分の駐車券をサービスさせていただきます。
※上限2時間 ※他店舗との合算はいたしませんので御了承下さい。

岐阜市駅西駐車場/岐阜シティ・タワー 43地下駐車場 割引サービス

43階に無料展望室が
あります
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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、岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、岐阜放送
協力：岐阜ローカル鉄道連絡会議（長良川鉄道、明知鉄道、樽見鉄道、養老鉄道）、名古屋鉄道株式会社、三岐鉄道、伊勢鉄道、四日市あすなろう鉄道、伊賀鉄道、鶯谷中学・高等学校、
　　 岐阜県木育推進協議会、JR名松線沿線地域活性化協議会、丸窓列車を保存する会、岐阜市歴史博物館、岐阜市にぎわいまち公社、名古屋工業大学、樹林舎、岐阜鉄道模型クラブ

vol.152019年11月2日（土）・3日（日・祝）・4日（月・振）
会場 ： 岐阜シティ ・ タワー 43  1 階 ・ 2 階、 スクエア 43 入場無料

※木育ワークショップは
　材料代が必要です。

参加無料

主催：岐阜シティ・タワー43
共催：JR岐阜駅周辺周辺施設連携促進協議会、アクティブG　後援：岐阜県、岐阜市、岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会、岐阜放送
協力：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）、名古屋鉄道株式会社、三岐鉄道、伊勢鉄道、四日市あすなろう鉄道、伊賀鉄道、
　　 いすみ鉄道、岐阜大学名岐鉄道同好会、名古屋工業大学鉄道研究会、鶯谷中学・高等学校、岐阜県木育推進協議会、JR名松線沿線地域活性化協議会、
　　 ㈱ライトエアー、丸窓電車を保存する会、岐阜鉄道模型クラブ、岐阜市歴史博物館、岐阜市にぎわいまち公社、木こり鉄道、モデルバーン名古屋、鉄道少年舎、樹林舎
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連結器を取り付けて列車を作り、好みのシールを貼ります。
材料には岐阜県産ヒノキを使用します。
体 験 料：2,500円（2両）（税込）※1両追加するごと+1,300円（税込）
対　　象：子ども～大人まで※幼児は保護者同伴で作業をお願いする場合があります。
所要時間：20分程度

おもちゃで遊べる
スペース(無料）

もあるよ！

出展：ＮＰＯ法人岐阜県木育推進協議会

10:00～16:00（最終受付15:00）　受付場所/２階入口
会場/岐阜シティ・タワー43、岐阜スカイウイング37
ファミリー向けのスタンプラリー。岐阜シティ・タワー43と岐阜スカイウイング37
のポイント駅を巡り、ゴール駅（43階 無料展望室）を目指します。駄菓子コーナー、
おもちゃコーナー、オリジナル缶バッジ作りコーナーなど盛りだくさん！

電車内や駅構内での
忘れ物を販売します。

※なくなり次第終了

遊びにくるよ！遊びにくるよ！
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懐かしい鉄道街角風景懐かしい鉄道街角風景 岐阜の観光名所をジオラマで再現しよう！
模型列車の運転体験もしよう！
岐阜の観光名所をジオラマで再現しよう！
模型列車の運転体験もしよう！10:00～23:00　会場/2階 特設会場

昭和の頃の岐阜を写真でたどります。
提供：岐阜市、岐阜市歴史博物館、丸窓列車を保存する会、樹林舎、
　　  岐阜市にぎわいまち公社、名古屋鉄道株式会社

クイズラリーで巡ろう！クイズラリーで巡ろう！
ポイント設置場所/2階、4階フロア　受付/2日 2階 特設会場、3・4日 1階 アトリウム

作って遊ぼうからくりトレイン作って遊ぼうからくりトレイン 10:00～16:00 当日受付
会場/2階 特設会場

ジオラマの世界を楽しもう！ジオラマの世界を楽しもう！

ツインタワー鉄道 ～令和でGO～ ツインタワー鉄道 ～令和でGO～ 

10:00～16:00　会場/2階 特設会場
走行する模型列車は地元岐阜の車両を中心にラインナップしました。

クイズ出題のポイントは5ヶ所。3つの中から正解を選んで参加用紙に記入、受付にお持ち下さ
い。全問正解の方に各日限定電車のクラフト台紙をプレゼント！

10:00～17:00（最終受付 16:30）　会場/2日 2階 特設会場、3日・4日 １階 アトリウム

紙の電車をつくろう！ペーパークラフトコーナー紙の電車をつくろう！ペーパークラフトコーナー

名鉄電車ミュースカイ2000系・7000系パノラマカー、三岐鉄道北勢線
（クモハ270形）、ＪＲ名松線（キハ11形）、伊勢鉄道（イセⅢ型）など。

※小学生以下のお子様対象　※お1人様1枚
※3歳以下のお子様は必ず付き添いの方とご参加下さい。
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10:00～16:00（11/2土のみ13:00～） 会場/2階 特設会場
生徒の皆さんが制作した金華山、長良川の鵜飼船、合唱造りの民家、雪景色のジオラ
マ風景に日本の三大山城「岩村城」と名鉄各務原線「三柿野駅」が加わりました。

出展：鶯谷中学・高等学校地歴サークル

10:00～16:00
会場/2階 特設会場

アケチ10形アケチ10形
明知鉄道明知鉄道

ハイモ330-702号
樽見鉄道樽見鉄道

ハイモ330-702号
樽見鉄道樽見鉄道

ナガラ300系
長良川鉄道長良川鉄道

ナガラ300系
長良川鉄道長良川鉄道

610系
養老鉄道養老鉄道
610系

養老鉄道養老鉄道

本物の駅員さんたちが販売します。
岐阜ローカル鉄道オリジナルグッズ販売岐阜ローカル鉄道オリジナルグッズ販売11
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出展：岐阜ローカル鉄道連絡会議 記念撮影もどうぞ♪

岐阜ローカル鉄道の子ども用の
駅員制服や帽子、女の子用アテン
ダント制服をご用意しています。
※カメラは各自持参でお願いします。

※明知鉄道は記念撮影コーナーのみ参加となります。

10:00～16:00

ぎふ鉄道博物館vol.15ぎふ鉄道博物館vol.15
限定缶バッジを作ろう！

お持ち帰りいただけます！

※缶バッジのデザインは
　イメージです
※数に限りがあります

会場/2階 特設会場 会場/1階 アトリウム2日 3日 4日
日替わりのバッジデザインもご用意しています。
缶バッジをお店で見せると特典が受けられます。詳しくは会場にて。
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出展：岐阜鉄道模型クラブ

10:00～17:00
（最終受付 16:30）　

ミニSLでいこう！ミニSLでいこう！

部員の独自取材をもとに、制作･発行。

名古屋工業大学鉄道研究会
機関誌「連接車」を頒布（有料）

※悪天候・その他整備の都合により運休する場合がございます
　のでご了承ください

会場/スクエア43

11：00～15：00（最終日14：00まで）

３歳以下の小さなお子様は必ず付き添いの方とご乗車下さい。

お買物券は、岐阜シティ・タワー43店舗で
ご利用頂けます。（一部除外店舗があります）

整理券は、岐阜シティ・タワー43お買物券（200円）ご購入の方に進呈。
①11：00～13：00 ②13：00～15：00（最終日14：00まで）
①②どちらかの時間帯をお選びいただけます。
整理券がなくなり次第受付終了。

ご乗車には整理券が必要です！
出展：名古屋工業大学鉄道研究会

もれなく電車のペーパークラフト台紙をプレゼント！

各日先着100名様に
岐阜シティ・タワー43 200円1DAYクーポンを
プレゼント

ぎふ鉄道博物館vol.15会場のようすを
SNSで紹介しよう！受付にて画面をご提示ください
※人物が入る場合は、必ずご本人の了承を頂いてください

11月2日（土）～4日（月・振）
2日 　  2階 特設会場
3・4日 1階 アトリウム受付

ぎふ鉄道博物館vol.15開催期間中、
岐阜シティ・タワー43公式LINEにお友達登録された方、すでにお友達の方

（一部除外店舗があります）

※お1人様1枚
※受付は16:30まで

同時開催

岐阜シティ・タワー43では、様々な特典をご用意して
皆様のお越しをお待ちしています。

「第2回 ぎふ信長楽市」連携フェア

※詳しくは店頭の案内をご覧下さい

対象店舗：きもの屋 五一〇／飛騨牛料理 匠味／イタリアンレストラン 
バンビーナ・バンビーノ／丼とまぶしの店 味路久／もつ鍋 信長／
豚肉料理 田中屋豚肉店／フレンチ＆イタリアン料理 ラ・スタシオン


