
アクティブG & 岐阜シティ・タワー43

～8/31　水7/16　土
●対象：小学6年生まで

※アクティブGは奇数月の第3火曜日（期間中は7/19）定休
※表示価格はすべて税込です　※写真はイメージです
※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

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カツのほか、
カレーなどが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 ～ LO20:45　TEL.058-269-4101

ビーフオムライスセット  600円

アクティブG 2F

牛そぼろ入りのオムライスを
オリジナルソースで召し上がれ。

七輪焼肉 蔵しっく JR岐阜駅店
［提供時間］11:00 ～ 14:00　TEL.058-264-8829

まんぷくまんぞくお子様ランチ  885円

アクティブG 2F

ふわとろ食感のオムライスをはじめ、
キッズの大好きな料理が大集合！

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 ～ 16:00　TEL.058-269-4050

お子様あんかけらうめん  520円

アクティブG 2F

豚の旨みが溶け込んだやさしい味わいの
スープに、もちもちの麺を絡めて。

らうめん つけめん 一徹
［提供時間］11:00 ～ 15:00　TEL.058-265-3620

NEWTON特製キッズドリア  500円

アクティブG 2F

ミートソースのほど良い酸味に、
ホワイトソースとチーズのコクがマッチ。

NEWTON BAR ニュートンバル
［提供時間］11:00 ～ LO22:00　TEL.058-265-3256

美濃さくら卵で作る「こだわり卵のオムレツ」が
ビュッフェメニューに登場♪

アクティブG 2F

旬菜食健 ひな野 岐阜駅ビル店
［営業時間］平日11:30 ～ LO14:30、17:30 ～ LO21:00
　　　　　土日祝11:30 ～ LO21:00
TEL.058-216-2020

ガチャガチャを回して
おもちゃをゲットしよう！

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エビクリームコロッケに、
サラダとポテトを添えて。ジュース付き。

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種類から選べます。
おもちゃ（1個）付きで大満足♪

味路久 岐阜シティ・タワー店
［提供時間］11:00 ～ 15:00、17:30～21:00
※土日祝は夜の部17:00 ～　TEL.058-265-2080

バンビーナのお子様ランチ  500円

岐阜シティ・タワー43 2F

 2種類から選べるハーフパスタや、
日替わりの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

飛騨牛リブロース鉄板焼きセット（2人前）  5,000円

岐阜シティ・タワー43 2F

豪華なセットを親子でシェアして食べよう！
美味しさも2倍♪ ※どなたでもご注文いただけます

飛騨牛料理 「匠味」
［提供時間］11:00 ～ 14:30　TEL.058-267-1129

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♪

●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

美濃さくら卵で作る「こだわり卵のオムレツ」が
ビュッフェメニューに登場♪

ランチビュッフェ　  小学生    864円／幼児432円
ディナービュッフェ　小学生1,080円／幼児580円

※3歳以下は無料

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：10:00～11:00
定　員：9名（3歳児対象）
　　　　　 ※保護者同伴でご参加ください
参加費：500円

場 所

日にち 7/30（土） 
歌ったり聴いたりしながら鍵盤遊びを楽しみます。

●おんがく なかよし 体験

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

アクティブG 3F
花工房ぎふ

時　間：11:00～12:00
定　員：各日7名
参加費：1,620円（材料費込）

場 所

日にち 7/27（水）・8/3（水） 
ガラスの器を使って観葉植物をアレンジ♪

●アクアボールで作る夏の観葉グラス

花工房ぎふ
TEL.058-269-4148ご予約

アクティブG 2F
ふれあい広場

時　間：①11:00～13:00
　　　　②14:00～16:00
定　員：各回6名　　講　師：山中俊輔
　　　　　 ※小学生以下は保護者同伴でご参加ください
参加費：2,800円（材料費込）

場 所

日にち 8/6（土） 
無垢の木を使った温かみのある時計です。

●時計をつくろう！

CHA-CHA NOTE
TEL.058-267-7055ご予約

※席の都合で保護者の方が同席できない
　場合がございます

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15名
参加費：タンバリン作り 2,900円
　　　　マラカス作り 2個2,000円

場 所

日にち 8/13（土） 
木製のタンバリンやマラカスを組み立てます。

●オリジナル楽器で音作りを楽しもう

福祉工房Kid’s Dream 
TEL.058-266-7455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15名
参加費：木製手織り機体験 2,000円
　　　　木製リリアン編み機体験 2,800円
　　　　　 ※織り機はお持ち帰りいただけます

場 所

日にち 8/20（土） 
カラフルな毛糸を使って織物制作に挑戦！

●糸から布へ 織物制作

福祉工房Kid’s Dream 
TEL.058-266-7455ご予約

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：10名
参加費：1,296円
持ち物：ピアニカ

場 所

日にち 7/28（木） 
苦手な子も得意な子も楽しく演奏しよう。

●ピアニカマスター

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

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：15:00～17:00
定　員：10名
参加費：1,500円（材料費込）

場 所

日にち 7/31（日）
オカリナに絵付けをします。

●オカリナをつくろう

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

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：15:00～16:00
定　員：5名（小学生対象）
参加費：500円

場 所

日にち 8/21（日） 
ヤマハ認定講師が楽しくレクチャー。

●ギターを弾こう

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

アクティブG 3F 花工房ぎふ
時　間：各日13:00～14:00　定　員：各日7名
参加費：1回 2,160円・全3回 5,400円（前払い制）

場 所

日にち ①7/25（月） 寄せ植え作り
②8/ 1 （月） フラワーアレンジメント制作  
③8/16（火） 花束制作 

憧れのお花屋さんの仕事に挑戦♪

●お花屋さんの仕事体験

花工房ぎふ
TEL.058-269-4148ご予約

アクティブG 2F 会議室

時　間：0～1歳児向け 10:30～11:30
　　　　2～3歳児向け 11:30～12:30
　　　　4～8歳児向け 13:30～14:30
定　員：各回15組（親子1名ずつ）
参加費：1,000円（Kid’s Dreamお買い物券付）

場 所

日にち 8/11（木・祝）
専門家が積み木の選び方や遊び方をレクチャー。

●学んで遊べる積み木の魅力を紹介

福祉工房Kid’s Dream 
TEL.058-266-7455ご予約

アクティブG 2F ふれあい広場
時　間：①10:30～11:30 ②13:30～14:30
　　　　③14:30～15:30
定　員：各回20名
参加費：1,000円
　　　 （スケッチブック・
　　　　クレヨン代込）

場 所

日にち 8/7（日） 
三色のみつろうクレヨンで七色の虹を描いてみよう。

●シュタイナーのお絵かき教室

福祉工房Kid’s Dream 
TEL.058-266-7455ご予約

アクティブG 3F studio record
時　間：①10:00～12:00
　　　　②13:30～15:30
定　員：各回12名
対　象：年長～小学6年生
参加費：2,900円
　　　　　（材料・焼成費込）

場 所

日にち 7/31（日） ・8/1（月） 
カラー粘土でカラフルな写真立てを作ろう。

●粘土で作る カラフル鳥さんフォトスタンド

studio record
TEL.058-265-9404ご予約

アクティブG 3F
studio record

時　間：①10:00～12:00 
　　　　②13:30～15:30
定　員：各回10名
対　象：年長～中学3年生
参加費：3,200円（材料費込）

場 所

日にち 8/10（水） ・11（木・祝） 
岐阜の山桜を使った時計を作りましょう。

●木の時計をつくろう

studio record
TEL.058-265-9404ご予約

※席の都合で保護者の方が同席できない
　場合がございます

各店舗にお電話にて直接ご予約ください。予約方法

お子さま向けの簡単なモノづくりや
体験プログラムを多数ご用意！
夏休みの楽しい思い出を作りませんか。

アクティブG

アクティブG

楽しみながら創造力や想像力を養える
子ども向けのサマースクールを実施します。
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●参加園一覧

▶8/31　水7/16　土

【主催】 アクティブG、 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

会場：アクティブG、岐阜シティ・タワー43

観 覧 自 由

岐阜市とその近郊にある幼稚園・保育園の園児が、
自分の大切なひとの絵を描きました。

©2016「ルドルフとイッパイアッテナ」製作委員会

「ルドルフとイッパイアッテナ」
8月6日より全国東宝系にて

3Ｄ/2Ｄ同時上映

岐阜から始まる物語

7/16 土

▶8/31水

　アクティブGと岐阜シティ・タワー 43
で開催中の「第4回たいせつなひと図画
展」の会場をめぐるスタンプラリーをしよ
う！4か所全て集めたら、アクティブG 
3階のKid's Dreamで『ルドルフと
イッパイアッテナ』グッズ（非売品）または
シャボン玉をもらおう！

※ゴール後の景品の内容については、数量に
　限りがあるため、変更になる場合があります。

マップの　    の場所にスタンプがあるよ♪

スタンプを集めて
グッズをもらおう♪

※地図番号は、MAPの表示と照らし合わせてください。　※展示場所は予告なく変更になる場合がございます。

茜部保育園 アクティブG A
いづみ第2幼稚園 アクティブG A
うぬま第一幼稚園 岐阜シティ・タワー43 H
江吉良保育園 アクティブG B
沖ノ橋認定こども園 岐阜シティ・タワー43 F
加納西認定こども園 岐阜シティ・タワー43 F
かぐや第一幼稚園 岐阜シティ・タワー43 E
かぐや第二幼稚園 岐阜シティ・タワー43 I
かぐや第三幼稚園 アクティブG C
川島保育園 アクティブG D
かわしま幼稚園 アクティブG B
木之本保育園 アクティブG D

岐阜幼稚園 アクティブG B
岐阜東幼稚園 アクティブG D
こじか幼稚園 アクティブG C
サニーランド長良園 岐阜シティ・タワー43 F
諏訪幼稚園 アクティブG D
中部学院大学付属幼稚園 岐阜シティ・タワー43 E
天使幼稚園 アクティブG B
東海第一幼稚園 アクティブG A
東海第二幼稚園 アクティブG D
なかよし岐阜南保育園 岐阜シティ・タワー43 F
ながもり幼稚園 岐阜シティ・タワー43 G
ながもり第二幼稚園 岐阜シティ・タワー43 F

幼稚園／保育園名
（略称で表示させて頂いております）
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合歓の木幼稚園 岐阜シティ・タワー43 F
合歓の木南幼稚園 アクティブG C
はしま西幼稚園 岐阜シティ・タワー43 E
ほんごう幼稚園 アクティブG A
本荘保育園 アクティブG C
正木保育園 アクティブG D
まどか幼稚園 アクティブG B
まどか南幼稚園 岐阜シティ・タワー43 G
みのり幼稚園 アクティブG B
みたけ幼稚園 アクティブG B
若葉第二幼稚園 岐阜シティ・タワー43 F
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 無料展望室エレベーター
 【着床階：B1F, 1F, 2F, 43F】

【着床階：1F, 2F】

【着床階：B1F, 1F, 2F, 3F, 4F】

入口

入口 入口

入口

アトリウム

I

入口

【着床階：B1F, 1F, 2F, 3F, 4F】

入口

【着床階：1F, 2F】

 無料展望室エレベーター
 【着床階：B1F, 1F, 2F, 43F】

E

F

赤ちゃんステーション
（授乳室）

岐阜シティ・タワー43会場

アクティブG

2F

岐阜
シティ・タワー43

1F

岐阜
シティ・タワー43

2F

岐阜
シティ・タワー43

3F

岐阜
シティ・タワー43

4F

アクティブG

3F

アクティブG会場
●かぐや第一幼稚園
●中部学院大学付属幼稚園
●はしま西幼稚園

岐阜シティ・タワー43 2FE

●江吉良保育園　●かわしま幼稚園　●岐阜幼稚園　●天使幼稚園
●まどか幼稚園　●みのり幼稚園　　●みたけ幼稚園

アクティブG 2FB

●ながもり幼稚園
●まどか南幼稚園

岐阜シティ・タワー43 3FG

蔵しっく

・時計をつくろう！（CHA-CHA NOTE）
・オリジナル楽器で音作りを楽しもう（Kid’s Dream）
・糸から布へ 織物制作（Kid’s Dream）
・シュタイナーのお絵かき教室（Kid’s Dream）

・時計をつくろう！（CHA-CHA NOTE）
・オリジナル楽器で音作りを楽しもう（Kid’s Dream）
・糸から布へ 織物制作（Kid’s Dream）
・シュタイナーのお絵かき教室（Kid’s Dream）

・学んで遊べる
  積み木の魅力を紹介（Kid’s Dream）
・学んで遊べる
  積み木の魅力を紹介（Kid’s Dream）

・アクアボールで作る夏の観葉グラス
・お花屋さんの仕事体験
・アクアボールで作る夏の観葉グラス
・お花屋さんの仕事体験

・粘土で作る
　カラフル鳥さんフォトスタンド
・木の時計をつくろう

・粘土で作る
　カラフル鳥さんフォトスタンド
・木の時計をつくろう

・おんがく なかよし 体験
・ピアニカマスター
・オカリナをつくろう
・ギターを弾こう

・おんがく なかよし 体験
・ピアニカマスター
・オカリナをつくろう
・ギターを弾こう

ひな野

NEWTON BAR

味路久

ラ・スタシオン

バンビーナ・
バンビーノ

《お子さまランチフェア》
ガチャガチャ

《お子さまランチフェア》
ガチャガチャ

匠味

キララ

ポムの樹

一徹

●かぐや第三幼稚園
●こじか幼稚園
●合歓の木南幼稚園
●本荘保育園

アクティブG 3FC

●沖ノ橋認定こども園
●加納西認定こども園
●サニーランド長良園
●なかよし岐阜南保育園
●ながもり第二幼稚園
●合歓の木幼稚園
●若葉第二幼稚園

岐阜シティ・タワー43 2FF

●川島保育園
●木之本保育園
●岐阜東幼稚園
●諏訪幼稚園
●東海第二幼稚園
●正木保育園

アクティブG 3FD

Kid's Dream
スタンプラリー
グッズ交換場所

●かぐや第二幼稚園

岐阜シティ・タワー43 1FI

●うぬま第一幼稚園

岐阜シティ・タワー43 4FH

ふれあい広場

●茜部保育園
●いづみ第２幼稚園
●東海第一幼稚園
●ほんごう幼稚園

アクティブG 2FA…お子さまランチフェア参加店舗 …キッズワークショップ・キッズアカデミー

〔アクセス〕JR東海道本線（快速）で名古屋から約20分、大垣から約11分
〔 駐車場 〕●アクティブG専用駐車場／ 30分180円
 ●岐阜シティ・タワー 43地下駐車場、岐阜市駅西駐車場／ 30分150円
  1店舗でのお買い上げ2,000円ごとに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　※必ずご利用店舗で駐車券をご提示ください
★駐車場に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください

岐阜シティ･
タワー43

駐輪場

駐輪場
泉の杜・
清水緑地

ペデストリアン
デッキ

駐輪場

岐阜市
駅西駐車場

アクティブG
専用駐車場

アクティブ G
TEL.058-269-3333  岐阜市橋本町1-10-1
http://active-g.co.jp

岐阜シティ･タワー43
TEL.058-213-5043  岐阜市橋本町2-52
http://www.gifucity-tower43.jp

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます　※写真・イラストはイメージです


