
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〉



ACTIVE G

※表示は税込価格です（税抜表記のあるものを除く）  ※仕入れ状況により、内容が異なる場合があります  ※写真はイメージです

東京とんかつ キララ  TEL. 058-269-4101

［提供時間］11:00～21:00
　　　　　（LO20:45）

噛むほどに口の中で豚肉本
来の旨みとコクが広がる美濃
ヘルシーポークを使用。ロー
ス肉の上質な脂の甘みも存
分に楽しめます。

厳選ロースかつ膳  120g 1,382円

★★★  地元産食材  ★★★

美濃ヘルシーポーク

アクティブG 2F 焼肉 蔵シック JR岐阜駅店  TEL.058-264-8829

［提供時間］17:00～LO21:30

奥美濃古地鶏の熟成肉を郷
土料理の鶏ちゃん焼きで。食
欲をそそる香ばしい味噌と焼
肉屋特製のピリ辛ホルモンだ
れが味の決め手です。

熟成古地鶏の鶏ちゃん焼き 1,880円

★★★  地元産食材  ★★★

奥美濃古地鶏

アクティブG 2F

鮮魚直営 回転寿司 魚喜  TEL. 058-269-4040

［提供時間］11:00～無くなり次第終了

美濃けんとんの生ハム、飛
騨牛ロース、郡上産のわさび
塩とゆずで味付けしたイカと
いった、岐阜ならではのネタ
が堪能できるセットです。

岐阜三昧  580円

★★★  地元産食材  ★★★

美濃けんとん

アクティブG 2F

らうめん つけめん 一徹  TEL.058-265-3620

［提供時間］11:00～21:30
　　　　　（LO21:00）

岐阜産の2種類のたまり醤油
を使ったスープは口当たりが
よく、あっさり。コシのある太
麺や甘辛く煮た飛騨牛ともよ
く絡みます。

岐阜らうめん 880円

★★★  地元産食材  ★★★

たまり醤油

アクティブG 2F 鮮魚直営 あぶり焼き 魚喜水産  TEL.058-269-4060

［提供時間］17:00～22:00

毎晩食べても飽きないことか
ら名付けられた“常夜鍋”。
昆布だしに豚肉やほうれん
草、豆腐をさっとくぐらせ、ポ
ン酢でさっぱりとどうぞ。

ほうれん草と美濃けんとん豚の常夜鍋
896円

★★★  地元産食材  ★★★

ほうれん草　美濃けんとん
豆腐

アクティブG 2F

敷島珈琲店  TEL. 058-214-3687

［提供時間］9:00～21:00

しっとりとした「ホテル食パン」
で、甘みが強いイチゴ「華か
がり」と、ココナッツ風味に
仕上げた濃厚な生クリームを
挟んだ贅沢な逸品。

いちごサンド 1個 300円

★★★  地元産食材  ★★★

華かがり

アクティブG 2F 旬菜食健 ひな野 岐阜駅ビル店  TEL.058-216-2020

［提供時間］11:30～16:00

れんこんと鶏肉のバルサミコ
酢炒めやブロッコリーのサラ
ダ、豚肉と昆布のご飯など、
丁寧に仕込まれた品々が
ビュッフェで味わえます。

ランチビュッフェ
大人 1,717円／65歳以上 1,500円

★★★  地元産食材  ★★★

れんこん　ブロッコリー　ハツシモ
フリルレタス　ルッコラ など

アクティブG 2F円相 くらうど　TEL.058-265-3256

［提供時間］17:00～22:30
　　　　　（LO22:00）

珍しい鮎の刺身は中津川の
若鮎を仕入れ、年間を通して
提供。鮎や旬の野菜をカリッ
と揚げた天ぷらの盛り合わせ
もおすすめです。

鮎と季節野菜の天ぷら盛り合わせ 900円（税抜）
鮎刺し身 650円（税抜）

★★★  地元産食材  ★★★

鮎

アクティブG 2F

創作オムライスと卵料理 ポムの樹 たまご物語  TEL.058-269-4050

［提供時間］11:00～21:00

ベーコンやほうれん草と相性
抜群なクリームソースと、ハ
ヤシソースのWソース仕立て。
バターライスまたはケチャップ
ライスが選べます。

ホウレン草のクリームソースとハヤシソースの
Wソースオムライス SS 950円／S 1,058円

★★★  地元産食材  ★★★

ほうれん草

アクティブG 2F

※鮎刺し身に付く鮎せんべいは仕入れ状況により提供できない場合があります

アクティブ G
TEL.058-269-3333
http://active-g.co.jp

activeg_info@b.bme.jp
に空メールを送るだけ♪ ID検索↓

@activeg77

メルマガ

メルマガ会員、LINE＠友だち募集中！

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

BISTRO マカロニ軒

昔ながらの洋食が気軽に味わえる店。おすすめは、濃厚
なデミグラスソースの味わいが癖になる「包み焼きビーフ
ハンバーグ」です。

Koshi Flower SUNSHOW.BASE

プリザーブドフラワーの専門店。アレンジメントやハーバリ
ウムなど、フラワーアーティスト・輿諒治さんの作品を中
心にそろえます。

家づくりの提案のほか、暮らしをお洒落にするハンドメイド
雑貨やインテリア商品を販売する店がオープン。DIY教室
やワークショップなども開催。

アクティブG 3F アクティブG 2F アクティブG 3F

NEW
OPEN

NEW
OPEN

3月3日
OPEN

JR岐阜駅直結の生鮮食料品
売場『駅市場DODA-GIFU』。
店内の産地直売所「出張おん
さい広場」では、地元の生産者
が育てた採れたての野菜などが
リーズナブルな価格で購入でき
ます。新鮮・安心・安全な食材を
ご家庭でもお楽しみください。

TEL.058-269-4121TEL.058-265-1187

自然豊かな岐阜市近郊で採れた厳選食材を使い、

アクティブG、岐阜シティ・タワー43の各飲食店が

腕によりをかけたメニューをご用意しました。

ぎふは「美味しい」がいっぱい！！大地を潤す清流と
美しい山々に囲まれる「ぎふ」。ぎふ地産地消推進の
店『ぎふ～ど』は、この自然の恵みたっぷりの風土で
すくすく育った美味しい「ふ～ど」が味わえるお店です。

食 材 を お旬 の 地 元 値 打 ち に 販 売 ！
JAぎふ出張おんさい広場

青果売場 F.V.net は
ぎふ～ど認定店です！

のぼり・ステッカーが「ぎふ～ど」の目印！

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。

アクティブG 1F  生鮮食料品売場

駅市場 DODA-GIFU
　　　　　どーだぎふ
TEL.058-269-4002
 ［営業時間］10:00～21:00
 ［定休日］3月の第3火曜日

〈駐車場のご案内〉



GIFU CITY TOWER 43
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材を生かしたイタリアンが堪
能できます。ドルチェ付き。
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