
アクティブG & 岐阜シティ・タワー43

～8/31　7/15　土 対象：小学6年生まで

お子さまランチフェアお子さまランチフェア

●アクティブG 2F ふれあい広場
●岐阜シティ・タワー 43 2F エスカレーター横

ガチャガチャ
設 置 場 所

ガチャガチャを回して
おもちゃをゲットしよう！

本チラシ掲載の「お子さまランチ」をご注文いただいたお子様に、
“ガチャガチャ”に挑戦できるコインを1枚プレゼント♪

お子様かつ膳  950円

アクティブG 2F

美濃ヘルシーポークのヒレかつのほか、
カレーなども付いてボリューム満点！

東京とんかつ キララ
［提供時間］11:00 ～ 21:00（LO20:45）　TEL.058-269-4101

お子様パンランチ  680円

アクティブG 2F

ハチドリベーカリーの手作りソーセージパンを
お好みのドリンクと一緒に召し上がれ。

敷島珈琲店
［提供時間］11:30 ～ 14:00　TEL.058-214-3687

アクティブG 2F

キハダマグロやサーモン、イクラなど、
キッズも大好きな定番のネタが大集合！

鮮魚直営 回転寿司 魚喜
［提供時間］11:00 ～ 14:00　TEL.058-269-4040

お子様ランチ  800円

アクティブG 2F

旬菜食健 ひな野 岐阜駅ビル店
［提供時間］平日11:30 ～ LO14:30、17:30 ～ LO21:00
　　　　　土日祝11:30 ～ LO21:00 ※ランチは17:00まで
TEL.058-216-2020

スタシオン風お子様ランチ  800円

岐阜シティ・タワー43 4F

特製チキンライスと海老クリームコロッケに、
新鮮野菜のサラダとポテトを添えて。

カフェレストラン ラ・スタシオン
［提供時間］11:30 ～ 14:00　TEL.058-216-1583

ひよこ味路久  540円

岐阜シティ・タワー43 2F

メインの小丼は60種類の中から選べます。
アイスやおもちゃも付いて大満足♪

味路久 岐阜シティ・タワー店
［提供時間］11:00 ～ 15:00、17:30 ～ LO21:00
※土日祝は夜の部17:00 ～　TEL.058-265-2080

※アクティブGの定休日は奇数月の第3火曜日（フェア期間中は7/18）、岐阜シティ・タワー 43は年中無休（1/1を除く）となります
※表示価格はすべて税込です  ※仕入れ状況により、価格・内容が変更になる場合がございます  ※写真はイメージです

バンビーナのお子様ランチ  500円

岐阜シティ・タワー43 2F

選べるハーフパスタや日替わりの
石窯ピッツァなどを盛り合わせました。

イタリアンレストラン バンビーナ・バンビーノ
［提供時間］11:00 ～ 15:00　TEL.058-269-4700

親子飛騨牛網焼きランチ
（1.5人前）  3,000円

岐阜シティ・タワー43 2F

飛騨牛がお好みの焼き加減で楽しめる
贅沢ランチ。親子2人でシェアしよう♪ 
※小学生までの親子でご飲食のお客様限定

飛騨牛料理 「匠味」
［提供時間］11:00 ～ LO14:30　
TEL.058-267-1129

岐阜シティ・タワー43 2F

飛騨豚のロースカツやエビフライ、
ハンバーグなど人気の料理が盛りだくさん！

こだわりの極上豚料理 田中屋豚肉店
［提供時間］11:00 ～ 14:30　TEL.058-213-8120

美濃さくら卵を使った「トマトとコーンのオープン
オムレツ」がビュッフェに登場♪

ランチビュッフェ　小学生    864円／4歳～小学生未満432円
ディナービュッフェ小学生1,080円／4歳～小学生未満540円

※3歳以下は無料

アクティブG 2F

ふわとろオムライスか、甘口カレーライスの
２種類からメインが選べます。

創作オムライスと卵料理 ポムの樹 たまご物語
［提供時間］11:00 ～ 21:00　TEL.058-269-4050

ニコニコお子様オムライスプレート／
お子様カレープレート 各800円

お子様セット  850円

アクティブG 3F
POP UP SHOP PEONY隣 会議室

時　間：10:00～12:00（8/19のみ13:00～15:00）
定　員：各回親子10組（4歳以上対象）
　　　　※小学生以上は1人で参加可能
参加費：2,700円

場 所

日にち 7/26（水）・8/2（水）・8/19（土）
布やビーズを使った色鮮やかなカラーボールを作ろう。

可愛いパステル・カラーボールを作ろう

POP UP SHOP PEONY
TEL.090-6647-0032ご予約

アクティブG 3F
studio record

時　間：①10:30～12:30
　　　　②13:30～15:30
定　員：各回８名（年長～中学3年生対象）
参加費：3,750円

場 所

日にち 8/11（金・祝）・8/12（土）
くさびを使ったほぞ接ぎがアクセント♪

木工技術が学べる

山桜とホオの木の子どもスツール作り

ご予約

夏休みかけっこ教室［全3回］

NHK文化センター岐阜教室
TEL.058-264-6311ご予約

小学生のためのウクレレ教室

YAMAHA松栄堂楽器ハーモニーステーション岐阜
TEL.058-263-3760ご予約

夏休み子ども手作り教室～北欧の教材を活用して～

プレイマイス作り
夏休み子ども手作り教室～北欧の教材を活用して～

あやつりダック作り

夏休み子ども手作り教室～北欧の教材を活用して～

3Dパズル（地球儀）作り
夏休み子ども手作り教室～北欧の教材を活用して～

アートイ（からくりペガサス）作り
五感で育てるキッズレッスン

五感で美味しい体験レッスン～おいしいダシをとってみよう～

五感で育てるキッズレッスン

親子で楽しむおいしいパン作り
五感で育てるキッズレッスン

英語で学ぶキッズテーブル
五感で育てるキッズレッスン

アートカードで遊んで自分で展覧会をつくってみよう！

福祉工房Kid’s Dream 
TEL.058-266-7455ご予約

日にち 8/20（日） 
ヤマハ認定の音楽講師が楽しくレクチャー。

アクティブG 3F YAMAHA松栄堂楽器
ハーモニーステーション岐阜

時　間：15:30～16:30
定　員：5名（小学生対象）
参加費：2,700円
ウクレレ無料貸出有

場 所

アクティブG 2F
ふれあい広場

時　間：①10:30～12:30
　　　　②13:30～15:30
定　員：各回30名（年少～小学6年生対象）
参加費：1,000円

場 所

日にち 7/22(土）・7/30(日）
水に濡らすとくっつくカラフルなキットで遊ぼう。

福祉工房Kid’s Dream 
TEL.058-266-7455ご予約

福祉工房Kid’s Dream 
TEL.058-266-7455ご予約

福祉工房Kid’s Dream 
TEL.058-266-7455ご予約

ONE OVER f LIFE DESIGN STUDIO
TEL.058-262-2996ご予約

ONE OVER f LIFE DESIGN STUDIO
TEL.058-262-2996

ONE OVER f LIFE DESIGN STUDIO
TEL.058-262-2996ご予約 ご予約

ONE OVER f LIFE DESIGN STUDIO
TEL.058-262-2996ご予約

アクティブG 2F
ふれあい広場

時　間：①10:30～12:30
　　　　②13:30～15:30
定　員：各回20名（小学生以上対象）
参加費：4,212円

場 所

日にち 7/29(土)・8/5(土)
アクティブG 2F
ふれあい広場

時　間：①10:30～12:30
　　　　②13:30～15:30
定　員：各回3名（小学生以上対象）
参加費：5,400円

場 所

日にち 7/29(土)・8/5(土)
アクティブG 3F
ONE OVER f LIFE DESIGN STUDIO

時　間：10:30～12:30
定　員：8名（4歳～小学3年生対象）
参加費：4,104円（ランチ代込）
持ち物：筆記用具、エプロン、ハンドタオル

場 所

日にち 8/1（火） 

アクティブG 3F
ONE OVER f LIFE DESIGN STUDIO

時　間：13:00～14:30
定　員：6名（年長～小学2年生対象）
参加費：3,240円（材料費、おやつ代込）

場 所 アクティブG 3F
ONE OVER f LIFE DESIGN STUDIO

時　間：①10:30～　②11:30～　③13:30～
　　　　④14:30～　⑤15:30～
定　員：各回6名（小学生対象）
参加費：2,160円（材料費込、お土産付き）

場 所

日にち 8/6（日） 

立体的なパズルで地球儀作りに挑戦。 ペガサスのからくりおもちゃを組み立てます。 自分でとっただしと、炊き立てのごはんで美味しいランチを♪

英語で楽しく学ぶテーブルコーディネート。

日にち 8/9（水） 
絵や彫刻のカードからお気に入りを見つけよう。

アクティブG 3F
ONE OVER f LIFE DESIGN STUDIO

時　間：13:00～15:00
定　員：6名（4歳～小学3年生対象）
参加費：4,104円（ランチ代込）
持ち物：筆記用具、エプロン、ハンドタオル

場 所

日にち 8/22（火） 
一口サイズのメロンパンを作ってみんなで食べよう♪

各店舗にお電話にて直接ご予約ください。予約方法

花工房ぎふ
TEL.058-269-4148

studio record
TEL.058-265-9404

アクティブG

お子様向けの遊んで、学べる、さまざまな体験
プログラムをご用意しました。
夏休みの楽しい思い出を作りませんか？

アクティブG 3F 花工房ぎふ 場 所

時　間：①11:00～11:30　②15:00～15:30
定　員：各回5名
※小学生以上対象。小学生以下は要相談

参加費：1,944円（材料費込）
※花瓶はお持ち帰りいただけます

日にち 7/29(土)・8/5(土)・8/12(土)・8/19（土）
用意された花瓶を使って花の飾り方を学びます。

お家で楽しくお花を飾ろう

ご予約

アクティブG 3F
studio record

時　間：①10:30～12:30
　　　　②13:30～15:30
定　員：各回15名（年長～小学6年生対象）
参加費：3,200円

場 所

日にち 7/29（土）・7/30（日）
白＋黒＋パステルカラーの粘土を使います。

～夏休み子どもとうげい講座～

粘土を切り！ 貼り！ 壁掛け時計作り

studio record
TEL.058-265-9404ご予約

アクティブG 3F
NHK文化センター岐阜教室

時　間：各日11:30～13:00
定　員：各回15名
　　　　（小学生以上対象）
参加費：6,739円

場 所

日にち 7/15（土）・8/5（土）・8/19（土）
速く走るコツを身に付けよう。

アクティブG 2F
ふれあい広場

時　間：①10:30～12:30
　　　　②13:30～15:30
定　員：各回30名（年長～小学6年生対象）
参加費：1,000円

場 所

日にち 7/22(土）・7/30(日）
自由自在に糸で動く、あやつり人形です。

要予約要予約

要予約 要予約

予約優先 予約優先

要予約 要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約※当日可 要予約※当日可

日にち、時間は
相談可

※表示価格はすべて税込です


