
会場　岐阜シティ・タワー43、スクエア43
主催　岐阜県、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

平成21年

9.25金-11.8日

JR岐阜駅前の新たなにぎわい拠点として7月に誕生した「EKI-Site 43 Gifu」。
今秋、「食」をテーマにした楽しいイベント満載の『秋祭』を開催します！

秋  祭

MERgEが
セレクトした
岐阜生まれの
秋の新商品

マーケットサイト

アジサイト モノサイト

マージ

セレクトショップ＆カフェ・バー 会場：岐阜シティ・タワー43 1階 アトリウム

会場：岐阜シティ・タワー43 1階

会場：岐阜シティ・タワー43  2 階デッキ［スクエア43］

会場：岐阜シティ・タワー43  2 階 会場：岐阜シティ・タワー43 1階

話題の岐阜スイーツが集合♪
秋限定スペシャルスイーツ大特集！

9月より新メニューが仲間入り。超お値打ち350円弁当から
岐阜の味が楽しめる特製弁当まで、約20種類が勢ぞろい！

Picnica Tote bag ピンク
［数量限定カラー］
¥3,990

灯します
¥7,000（大）／ ¥6,500（小）

［cafe＆bar MENU］

コーヒー 450yen

ビール 600yen

日本酒 850yen

焼酎 600yen

ワイン（スパークリング・白・赤） 

　Glass 900yen

　Bottle 4,000yen～

話題の味の期間限定ショップ

朝はオーガニック野菜の朝市、昼は特製ランチボックスを。

★夜にはビール＆グルメが楽しめる「オクトーバーフェスト43」を開催！ 詳しくは裏面をご覧ください。➡

岐阜生まれのグッズを紹介する期間限定ショップ

マルシェ43

※写真はイメージです　※イベントや料理の内容は予告なく変更になる場合がございます　※アルコールメニューは20歳未満の方および車を運転される方はご注文いただけません

地元で話題のスイーツ店 
「プティ・アルモニー」
10月5日（月）～12日（月・祝）
ウエディングドレスをイメージしたケーキや、岐
阜の素材を使った新作ケーキがお目見えします。

おりじなる大福の店
 ｢養老軒｣
10月17日（土）～ 21日（水）
いちご・バナナ・栗・あん・生クリームを餅で包
んだ「ふるーつ大福」をシーズン前に特別販売。

森の合唱団
樹種の違いでドレミを奏でる不思議な木
琴。木には、五感で感じられるさまざまな表
情があることを伝えてくれます。

積木セット
日本の森で育つトチ、ブナ、カエデ、ヒノ
キ…。木目も肌触りも色合いも重さも違
う、いろいろな木で作った積木です。

日本産アロマ「yuica」
自然豊かな飛騨の山々から原料を採取し、
高山で抽出をした正真正銘の国産エッセン
シャルオイル「yuica（ゆいか）」。

「明日の宝もの｣に認定　　　 
「八百津のおやつ｣
10月26日（月）～11月1日（日）
岐阜県「明日の宝物」に認定された栗菓子やせ
んべいなどの八百津に伝わるおやつが勢ぞろい。

中津川の栗きんとんと
栗菓子
11月2日（月）～ 8日（日）
名店の栗きんとんの食べ比べが楽しめるセットを
数量限定で販売。栗を使った創作菓子も登場。

9月27日（日）～

毎週日曜日の朝、「スローフード・スローライフ」をテーマにした朝市を開催。オーガニック
野菜、こだわり卵、岐阜の特産品などが並びます！

平日11：00 ～14：00　（土・日・祝は休み）

オークヴィレッジ ｢木のクラフトとアロマ｣
9月25日（金）～11月8日（日）

2010年ダイアリー・手帳フェア
11月中旬～

岐阜・日本・世界から優れた生活用品やギフトを集めたセレク
トショップ＆コーヒーやワインが楽しめるカフェ・バー。9月
25日からはカフェ・バーがさらに充実！

サラしそ巻きせん・ココア
せん・豆乳せん・ビンズせん
各¥150

豆花シリーズ
（グリーン・イエロー・レッド）
スプーン小皿 各¥630／スプーン
小ばち 各¥735／葉皿 各¥1,260

SYMPHONY
ornament paper
¥1,800（S）

極上プリンの専門店 
「スイーツマジック」
9月25日（金）～10月4日（日）
ネット販売よりもいち早く、限定の極上マロンプリ
ンが新登場。新作の白いロールケーキも販売。

写真提供：中津川市観光協会

毎週日曜日
9：30 ～12：00

※雨天決行

ランチプラザ43

オ シ ャ レ な ラ イ フ ス タ イ ル を 提 案 す る イ ベ ン ト も 多 数 開 催 し ま す 。

★10/11より日本一のお米
「龍の瞳」の新米が登場！
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［お問い合わせ･ご予約］
岐阜シティ･タワー 43運営室

TEL .058 -213 - 5043

※写真はイメージです　※仕入れ状況によって料理の内容が変わることがあります　※アルコールメニューは 20 歳未満の方および車を運転される方はご注文いただけません　※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

マーケットサイト

Food Menu Drink Menu
シーザーサラダ 500yen
（カフェレストラン バンビーナ・バンビーノ）

串盛り 500yen～
（焼き鳥懐石 鶏匠庵 岐阜シティ・タワー 43 店）

養老山麗豚串カツ 500yen
（とんかつ田なか屋 BLOSSOM）

ピリ辛からあげ・ギョーザセット 500yen
（中華そば たなか屋）

秋野菜チップ 500yen
（cafe andor bar DES ESSEINTES）

飛騨牛コロッケ 500yen
（飛騨牛料理 匠味）

ゆず塩天ぷら 500yen
（味路久 岐阜シティ・タワー店）

　　　　　　　　　　　and more…

アルコール 500yen～
（ビール　岐阜の地酒　焼酎　グラスワイン　カクテル）

ソフトドリンク 250yen

秋野菜チップ 500yen
（café andor bar DES ESSEINTES）

飛騨牛コロッケ 500yen
（飛騨牛料理 匠味）

ゆず塩天ぷら 500yen
（味路久 岐阜シティ・タワー店）

　　　　　　　　　　　and more…

スペシャルコース2
★岐阜県産炭火焼きコース 3,000yen
　本日の前菜・本日の野菜料理
　岐阜の恵み炭火焼き（飛騨牛・美濃ヘルシーポー
ク・奥美濃古地鶏・岐阜野菜・海老 etc）

　季節の炊き込みご飯・松茸のお吸い物
　田なか屋杏仁豆腐

スペシャルコース1
★謹製もつ鍋コース 2,000yen
　本日の前菜・本日の野菜料理
　田なか屋謹製もつ鍋・〆の中華めん
　田なか屋杏仁豆腐

会場入口にてチケットをお求めいただき、ご注文時にスタッ
フへお渡しください。

★フード・ドリンク共通券
　1つづり 1,000yen［250yen×4枚］

※チケットのご返金はできませんので、ご了承ください。

２つのスペシャルコースのどちらかをご注文の方

★お一人様+1,500yenで飲み放題（100分）
コースご注文の方以外はお一人様+2,000yen

Order System

岐阜の“秋味”と、
各地のビールに舌鼓。
本場ドイツのようなビール＆美食のフェスティバル！

オープン初日9/25だけの数量限定販売！

飛騨・美濃じまん観光キャンペーン（秋）
『ぎふの味・伝承名人』によるキャンペーンオリジナルメニュー

岐阜県知事お墨つきの料理人「ぎふの味・伝承名人」が、『ぎふ山物語』
をテーマに岐阜の食材を使って創作した「キャンペーンオリジナルメ
ニュー」の一部を、1品500円にてご提供します！

Oktoberfest 43

Oktoberfest 43
Oktoberfest 43
Oktoberfest 43

Oktoberfest 43
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会場：岐阜シティ・タワー43前  2階デッキ［スクエア43］
17:30～22:30　everyday OPEN

2009.9.25㊎-11.8㊐
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オクトーバーフェスト43

オクトーバーフェスト43

フ バー ートク
トス

誕生 2周年をお祝いして、楽しいイベントを開催！

お楽しみイベント ①
 

FC岐阜の試合をみんなで応援しよう！

『FC岐阜 パブリックビューイング＆
トークショー』
10.17㊏ 14:00～
会場／岐阜シティ・タワー43前 2階デッキ［スクエア43］
※雨天の場合、岐阜シティ・タワー43
　1階 特設会場

お楽しみイベント ②
ぎふチャンの人気ラジオ番組を公開生放送！

『ぎふチャン
　　お昼のレコード室スペシャル』
11.3㊋㊗ 11:00～14:00
会場／岐阜シティ・タワー43前
　　　2階デッキ［スクエア43］
※雨天の場合、岐阜シティ・
　タワー43 1階 特設会場

　人気演歌歌手の小金沢昇司さんと若手演歌歌手の神園さやかさんを招き、
ぎふチャンで平日の昼に放送中のラジオ番組「ハートフルラジオ お昼のレコー
ド室スペシャル」の公開生放送を行います！ パーソナリティーは、篠田陽子
と夢輝のあ。ぜひお楽しみください！

お楽しみイベント ③
心地よい音楽をお届けします

『スペシャルライブ』を開催！
会場／岐阜シティ・タワー43前 2階デッキ［スクエア43］

旬の食材・県産品にこだわった期間限定メニューをご提供します。
10 月 3日・4日の 2日間は信長まつり協賛フェアを開催！

岐阜シティ・タワー43 3階の お得な情報！

からだ倶楽部　TEL.058-265-3262
『2周年キャンペーン』
9.25㊎～10.9㊎

　初来店の方　40 分・60 分のコース　40％OFF
　再来店の方　全コース　10％OFF
　※平日限定・チラシ持参

美容室 Greuze　TEL.058-265-2128
10.31㊏まで　

　ジュエルカラー＋カット　7,000 円
　※チラシ持参

健康厨房 だんらん　TEL.058-266-1038
10.16㊎～25㊐

　管理栄養士のおすすめ健康弁当   1,500 円→1,000 円＜昼夜OK＞
　ライトフレンチmini コース   2,000 円→1,500 円＜昼限定＞
　ライトフレンチフルコース   3,800 円→2,800 円＜夜限定＞
   5,000 円→4,000 円＜夜限定＞

サンサンタウン　TEL.058-266-4333
『認知症サポート養成講座』
10.5㊊ 13:30～15:00

　会場／アクティブG 2階 TAKUMIミュージアム
　※参加無料・要予約（TEL.058-266-4333）

『2周年コンサート』
10.12㊊㊗ 13:30～15:00

　会場／岐阜シティ・タワー 43 3 階 サンサンひろば
　※参加無料

『福祉のまちづくり講演会』
10.28㊌ 14:00～16:00

　会場／じゅうろくプラザ
　※参加無料

お楽しみイベント ④
秋ならではの味覚が大集合！

アクティブG 『楽市楽座 秋の収穫祭』
10.1㊍～11.3㊋㊗
会場／アクティブG 2階飲食対象店舗

　2階デッキに特設した大型ビジョンで、正
田醤油スタジアム群馬にて行われる「FC岐
阜×ザスパ草津」の試合を放映！ サポー
ターや子どもたちと一緒に、FC岐阜を応援
しよう！
　試合前には、FC岐阜の選手によるトーク
ショー、FC岐阜のオフィシャルグッズが当た
るゲーム大会を開催。サッカー大好きな子
どもたち、集まれ！

14:00 FC 岐阜の選手によるトークショー・握手会・サイン会
 FC 岐阜オフィシャルグッズが当たるゲーム大会

15:00 FC 岐阜 パブリックビューイング

10.1㊍-11.3㊋㊗
2009.

AnniversaryAnniversary
セカンドアニバーサリー

岐阜シティ・タワー43

Autumn FestivalAutumn Festival
オータムフェスティバル

アクティブG

夢輝のあ 神園さやか 小金沢昇司

［ライブスケジュール］

 10. 3 ㊏　MAI  アコースティックライブ
 10.10 ㊏　伊藤史哉＆ツチフマズ  アコースティックライブ
 10.11 ㊐　フラスタジオハワイアンMUSIC＆DANCE
 10.18 ㊐　野々田万照  JAZZ ライブ
 10.24 ㊏　あみ  アコースティックライブ
 11. 1 ㊐　マノア レインボー ウクレレライブ


