
GIFU CITY TOWER 43

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

［提供時間］17:00～LO21:30

大根やニンジン、カブなど、
地元産の野菜をぎっしりと盛
り合わせた前菜をはじめ、素
材を生かしたイタリアンが堪
能できます。ドルチェ付き。

温野菜セット 1,480円

★★★  地元産食材  ★★★

大根　ニンジン　カブ など

岐阜シティ・タワー43 2F カフェレストラン La Station ラ・スタシオン  TEL.058-216-1583

［提供時間］11:30～LO21:00

甘みと酸味のバランスが良く、
しっかりとした果肉が特長のイ
チゴ「美濃娘」を贅沢に使っ
たスイーツが、期間限定で味
わえます。

★★★  地元産食材  ★★★

美濃娘

岐阜シティ・タワー43 4F

味路久 岐阜シティ・タワー店  TEL.058-265-2080

［提供時間］11:00～15:00、
　　　　　17:30～LO21:00 
　　　　　※土日祝は夜の部17:00～

香ばしく焼き上げたうなぎのミ
ニまぶしと、60種類から選べ
る小丼が味わえる大満足の
セット。ディナータイムは抹茶
と菓子付き。

まぶし味よせ
ランチ 1,274円／ディナー 1,490円

★★★  地元産食材  ★★★

ハツシモ

岐阜シティ・タワー43 2F 居酒屋 清八  TEL.058-215-8070

［提供時間］11:00～LO14:00

岐阜のブランド米「ハツシモ」
を使った握り寿司をはじめ、
お造り、飛騨牛の陶板焼き、
天ぷらなど、全8品の会席料
理を気軽にどうぞ。

清八会席 2,160円

★★★  地元産食材  ★★★

ハツシモ

岐阜シティ・タワー43 2F

こだわりの極上豚料理 田中屋豚肉店  TEL.058-213-8120

［提供時間］11:00～LO14:30

旨みが強い熟成豚や新鮮な
旬野菜を、鰹節で取っただし
汁にくぐらせて味わって。本日
の小鉢やご飯、味噌汁、香
の物が付くセットです。

豚つゆしゃぶランチ 1,296円

★★★  地元産食材  ★★★

小松菜

岐阜シティ・タワー43 2F

雪月花グリル  TEL.058-263-2981

［提供時間］11:00～LO14:00、
　　　　　17:00～LO22:30

卵のコクとカラメルソースのほ
ろ苦さが癖になるプリンに、
大粒のイチゴを添えて。程よ
い酸味がまろやかなプリンの
風味とマッチします。

クラシックプリン 500円

★★★  地元産食材  ★★★

濃姫

岐阜シティ・タワー43 2F

飛騨牛料理「匠味」  TEL.058-267-1129

［提供時間］11:00～14:00、
　　　　　17:00～21:00

濃厚な香りと味わいが特長の
イチゴ「濃姫」をふんだんに
使ったパフェ。果実の美味し
さをギュッと凝縮したオリジナ
ルデザートです。

濃姫いちごパフェ 918円

★★★  地元産食材  ★★★

濃姫

岐阜シティ・タワー43 2F

※野菜の種類は日替わりです

※写真は料理の一部です

※写真は料理の一部です

※パフェのみの注文は不可  

イチゴミルフィーユ 600円
イチゴパフェ 700円

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

無料展望室
43Fには岐阜の街を一望できる無料展望
室があります。気軽にお立ち寄りください。

まるごとぎゅっと

岐阜の
食材フェア

アクティブG
岐阜シティ・タワー43

2018  2/23㊎→3/11㊐

ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」認定記念

岐阜市、山県市、本巣市、本巣郡北方町の3市1町では、地元で生産された農畜産物等を積極的に取り扱う飲食店や販売店、食品加
工所などをぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」として認定し、地産地消の取り組みを広く消費者へPRしています。認定されたお店は、
地産地消を PR することができる「ぎふ～ど」のシンボルマークが入ったステッカーやのぼり等が目印です。

「ぎふ～ど」とは？

主催 ： アクティブG ／ 岐阜シティ・タワー43　 後援 ： 岐阜市

アクティブG、岐阜シティ・タワー43の「ぎふ～ど」認定店にて
岐阜の食材を使ったグルメフェアを開催

らうめん つけめん 一徹 ／ 鮮魚直営 あぶり焼き 魚喜水産 ／ 敷島珈琲店 ／ 旬菜食健 ひな野 岐阜駅ビル店　
鮮魚直営 回転寿司 魚喜 ／ 円相 くらうど ／ 創作オムライスと卵料理 ポムの樹 たまご物語

東京とんかつ キララ ／ 焼肉 蔵シック JR岐阜駅店

イタリアンレストラン バンビーナ・バンビーノ ／ カフェレストラン La Station ／ 味路久 岐阜シティ・タワー店
居酒屋 清八 ／ こだわりの極上豚料理 田中屋豚肉店 ／ 飛騨牛料理 「匠味」 ／ 雪月花グリル

GIFU CITY TOWER 43

ACTIVE G

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円以上で2時間分の無料駐車券を
サービスいたします。

〈駐車場のご案内〉
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