
19thACTIVE G
ANNIVERSARY

2 3

日替りハーフセット（1,500円・税込）

通常5貫→7貫で提供

鮮魚直営 回転寿司 魚喜
アクティブG 2F　2058-269-4040

牛ハラミステーキ
（ライス、スープ、サラダ付）
特別価格1,480円（税抜）

BISTRO マカロニ軒
アクティブG 2F　2058-269-4121

【平日限定】
単品アルコールドリンク
半額

ハル菜
アクティブG 2F　2058-266-0867

「ハチドリベーカリー」のパンを
1,000円（税込）以上お買い上げで
プチギフトプレゼント

敷島珈琲店
アクティブG 2F　2058-214-3687

ディナータイム
ご飲食代 19％OFF
※割引上限3,000円まで

焼肉 蔵シック JR岐阜駅店

アクティブG 2F　2058-264-8829

チラシ持参の方
お値段そのままでドリンクを
ワンサイズアップ

CAFÉ de CRIÉ
カフェ・ド・クリエ

アクティブG 3F　2058-269-4120

お好きならうめん1杯
190円（税込）
※先着10名様
※会計後の値引不可

らうめん つけめん 一徹
アクティブG 2F　2058-265-3620

8/1㈭〜8/31㈯までの期間中に
利用可能な5,000円（税抜）以上の
お会計で使える
500円引き券プレゼント

鮮魚直営 あぶり焼き 魚喜水産
アクティブG 2F　2058-269-4060

チラシ持参でお食事された方
ミニデザートサービス
※お一人様チラシ1枚につき1個まで
※内容はスタッフにお尋ねください

創作オムライスと卵料理 ポムの樹 たまご物語

アクティブG 2F　2058-269-4050

明太しそとんかつ膳
通常1,625円→1,500円（税込）

東京とんかつ キララ
アクティブG 2F　2058-269-4101

8名以上でコース料理ご注文の方
コース料理代
1名様分無料
※サービスは料理代のみ、ドリンクは含みません

円相 くらうど
アクティブG 2F　2058-265-3256

展示家具
20％OFF
THE GIFTS SHOP
ザ・ギフツ・ショップ

アクティブG 2F　2058-212-3255

チラシ持参の方
ヤマハオリジナル
グッズプレゼント

YAMAHA 松栄堂楽器
ハーモニーステーション岐阜
アクティブG 3F　2058-263-3760

木工講座（定期講座に限る）
新規入会金 無料
studio record
スタジオレコード

アクティブG 3F　2058-265-9404

チラシ持参の方
店内商品 19％OFF
※各日先着3名様

ISTANBUL BAZAR
イスタンブールバザール

アクティブG 3F　2058-212-3106

チラシ持参の方
ノベルティプレゼント
※各日先着10名様

ファイテンショップ
岐阜駅アクティブG店

アクティブG 3F　20120-637-510

チラシ持参の方
1,000円（税込）以上お買い上げで
お菓子プレゼント
※各日先着5名様

SUNDAYsGOOD
サンデイズグッド

アクティブG 3F　2058-262-1760

チラシ持参の方5,000円（税込）以上お買い上げで
「スウェーデンののびのび教育」

河本佳子 著／新評論社 2,160円（税込）

プレゼント
※先着10名様

福祉工房 Kid’s Dream
キッズドリーム

アクティブG 3F　2058-266-7455

チラシ持参の方
店内商品 10％OFF
※一部除外品あり

Jewelry Studio Takenaka
ジュエリースタジオ タケナカ

アクティブG 3F　2058-216-5286

チラシ持参の方
店内商品お買い上げで
フラワーエッセンスを使った耳ツボ
トリートメントサービス

花のしずく
アクティブG 3F　2058-213-0256

チラシ持参の方 3,000円（税抜）以上お買い上げで
店内商品 5％OFF
アクティブG 3階の他店レシート
持参の方さらに 3％OFF
※一部除外品あり

花工房ぎふ
アクティブG 3F　2058-269-4148

チラシ持参の方
アンティーク＆ビンテージ
カップソーサー
19％OFF
ONEOVER f G-style
ワンオーバーエフ ジースタイル

アクティブG 3F　2058-262-2996

5,000円（税込）以上お買い上げで
竹舞かごプレゼント
ONE OVER f LIFE DESIGN STUDIO
ワンオーバーエフ ライフデザインスタジオ

アクティブG 3F　2058-262-2996

チラシ持参の方
500円（税込）以上お買い上げで
有機野菜プレゼント
※内容は日替わりです

SUNSHOW.BASE
サンショウベース

アクティブG 3F　2058-262-1760

vita
ヴィータ

アクティブG 3F　2058-263-0311

チラシ持参の方
5,000円（税抜）以上お買い上げで
店内商品 8％OFF
※一部除外品あり

浴衣を合計30,000円（税抜）以上
お買い上げで

「竺仙」大判うちわ
プレゼント
※先着10名様

5,000円（税込）以上
お買い上げで
記念品プレゼント
※先着30名様

当店ポイントカード2倍
オーナー考案 鉢植え植物根腐れ防止グッズ

「百花爛漫」1枚プレゼント
※数量限定

K・Bギャラリー和楽
アクティブG 3F　2058-265-2027

モンスーン
アクティブG 3F　2058-212-3083

結・コアデザイン研究所
アクティブG 3F　2058-266-8898

店内商品
20％OFF
Tomomi
トモミ

アクティブG 3F　2058-264-5900

店内商品 5％OFF
5,000円（税込）以上お買い上げで
ストールプレゼント
マダム アンジェ
アクティブG 3F　2058-264-4070

店内商品お買い上げで
粗品プレゼント

サフラン
アクティブG 3F　2058-264-0151

3,000円（税込）以上お買い上げで
粗品プレゼント
エムズガーデン
アクティブG 3F　2058-266-4635

チラシ持参の方
ノベルティプレゼント
※先着5名様

かまんざ
アクティブG 3F　2058-263-3002

7,000円（税込）以上のご利用で
ストーンサービス チラシ持参で保険相談された方

生活応援グッズ
プレゼント

AVA NAIL JR岐阜
アヴァネイル

アクティブG 3F　2058-215-8630

ほけんの110番 アクティブG岐阜駅店

アクティブG 3F　2058-214-4560

ひんやり美白エステ
特別価格1,900円（税込）

Naris Beauty Studio Aiko
ナリスビューティスタジオアイコ

アクティブG 3F　2058-262-5636

スキャルプケア（5,800円・税抜）ご利用で
ノベルティプレゼント

AZURA アクティブG
アズーラ

アクティブG 2F　2058-269-4037（予約優先）

チラシ持参の方
ノベルティプレゼント
※先着20名様

MENARD COSMETICS MINT
メナード コスメティックス ミント

アクティブG 3F　2090-9172-3109（予約優先）

※企画内容は予告なく変更になる場合があります　※写真はイメージです

アクティブ G から ありがとうキャンペーン アクティブGはおかげさまで19周年。みなさまへ感謝の気持ちを込めて、
お得な特典をご用意しました。ぜひこの機会にお買い物やお食事をお楽しみください♪

Goods

Fashion

Gourmet 

Service Market

アクティブGポイントカード
ポイント2倍

アクティブG 1F　2058-269-4002

駅市場 DODA-GIFU

2,000円（税込）以上
お買い上げで
お会計190円引き
※先着10名様

ねこの約束
アクティブG 2F　2058-265-8909

2019.7.1㊊-7.15㊊㊗


