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県内のパン屋が大集合！

岐阜のパンマルシェ
11月22日（日）出店店舗

）

（

）

アクティブG 20周年を記念し、岐阜県内の美味しいパン屋が集結す
るマルシェを開催！色々なパンが楽しめる特別な催しです。
時間 各日11:00 ～ 17:00 ※無くなり次第終了
場所 アクティブG 2階 ふれあい広場

11月23日（月・祝）
出店店舗

・CHARLIE'S（アクティブG）

・CHARLIE'S（アクティブG）

・Le ciel bleu（岐阜市）

・Le ciel bleu（岐阜市）

・Epice（岐阜市）

・Epice（岐阜市）

・きらきら工房（岐阜市）

・きらきら工房
（岐阜市）

・Vaguely（瑞穂市）

・Vaguely（瑞穂市）

・日の丸製パン（羽島市）

・Backhaus Blau（瑞穂市）

・Boulanger ペイザン（関市）

・Boulangerie 108pan ＋OYATSU（各務原市）

・VALISE BAGEL（各務原市）

・まるパンばーば
（加茂郡）

・Le Pain ARTISAN（本巣郡）

・ブーランジェリー アツ
（郡上市）

当日、パンをご購入いただいたお
客様に、アクティブG 飲食店で
使える、たか田八祥 主人・髙田
晴之さん監修「岐阜県産食材が紡
ぐ 20周年記念メニュー」200円
OFF 券をプレゼント！

アクティブG 2 階 飲食 店

パンに合う
スペシャルメニュー
各飲食店が、
「岐阜のパンマルシェ」
で購入したパンと一緒に店内で食
べられる、スペシャルメニューを
ご提供します♪

ハンバーグ＆蟹クリーム
コロッケ（コーンスープ付）
800 円（税込）
創作オムライスと卵料理

ポムの樹 たまご物語

ビーフシチュー（野菜スープ付） クラシックポークの燻製
1,000 円（税抜）
680 円（税込）
東京とんかつ キララ

らうめん つけめん 一徹

鴨ロース
700 円（税抜）

生サーモンとモッツァレラと
アボカド/生サーモンとキウイ ブレンド珈琲
各 350 円
（税抜）
440 円（税込）

はしもと農園の
あかねトマトスープ
1,000 円（税抜）

鮮魚直営 あぶり焼き 魚喜水産

鮮魚直営 回転寿司 魚喜

はしもとパーラー

敷島珈琲店

体験とお買い物を楽しもう！！

クラフトマルシェ
搔き落とし皿のワークショップ

ものづくりの体験メニューや、お買い物が楽しめるブースなど、「岐
阜のパンマルシェ」に合わせた多彩な企画もご用意しました！
時間 各日11:00 ～ 17:00
場所 アクティブG 3階 ドレミ階段付近

※ワークショップの日時や場所は店舗により異なります

私だけのオーガニックハーブティーづくり

化粧土が施されたお皿に模様を
下描きし、それに沿って化粧土
を搔き落とすことで絵柄を表現
します。講師は陶芸家の森川昌
美さん。

オーガニックの茶葉をベース
に、お好みでハーブや野草をブ
レンドします。ブレンドした茶
葉はお持ち帰りいただけます。

※焼成はスタッフが行います
※完成は約3週間後

開催日：11/22（日）
時間：①13:00〜 ②15:00〜
場所：アクティブG 3F

開催日：11/22（日）
時間：①10:00〜13:00 ②14:00〜17:00
場所：アクティブG 3F studio record
参加費：3,650円
（税込）※材料費・焼成費含む ※宅配便希望の方は別途送料
定員：各回7名

予約・お問い合わせ studio record TEL.058-265-9404

線刻模様の陶製パン皿作り

SUNDAYsGOOD
参加費：1,000円（税込）
定員：各回5名

お問い合わせ SUNDAYsGOOD TEL.058-213-3160

七宝焼き 色付け体験

化粧土をかけた直径17cm の皿
に絵柄を描いて、陶製のパン皿
を作ります。デザインは数種類
から選べるほか、自由に描いて
もOK。釉薬は3種類から選択。

葉っぱの形をした真鍮のブロー
チに、七宝焼きという技法で色
付けをします。4色の釉薬を組
み合わせて、自分だけの表現を
楽しんで。

※色付け、焼成はスタッフが行います
※完成は約3週間後

開催日：11/22（日）、23（月・祝）
時間：11:00〜17:00
※随時受付、最終受付16:00

開催日：11/23（月・祝）
時間：①10:15〜11:30 ②12:45〜14:00 ③14:30〜15:45
場所：アクティブG 3F studio record
参加費：2,350円
（税込）※材料費・焼成費含む ※宅配便希望の方は別途送料
定員：各回7名

お問い合わせ studio record TEL.058-265-9404

Web予約は
こちら

場所：アクティブG 3F Jewelry Studio Takenaka
参加費：1,100円（税込） 定員：4名 ※空き次第随時ご案内
お問い合わせ Jewelry Studio Takenaka
TEL.058-216-5286

Web予約は
こちら

Web予約は
こちら

※LINE での予約になります。友だち追加後、
希望の日時をメッセージでお送りください。

パンに合うフードやドリンク、食卓を彩る雑貨ブース
studio record

KAMPO 松栄堂

陶芸や木工作家などによる作
品を展示・販売するショップ
が、 オリジ ナ ル 商 品 を 販 売。
ハーブスの元パティシエが手
掛ける、
一宮にあるお店
「ロゼッ
タ+PANE」
のパンも並びます。

“ 美容と健康” がコンセプト
の、女性に人気のショップ。
香り豊かなハーブティーのほ
か、 ド ラ イ フ ル ー ツ や グ ラ
ノーラといったヘルシーなお
やつが揃います。

SUNDAYsGOOD

敷島珈琲店

長く大切に使える生活雑貨を
取り扱う雑貨店が、イベント
限定でマフィンやレモネード
を販売します。レモネードに
は、岐阜市内で採蜜した上質
なはちみつを使用。

幅広い世代から親しまれてい
る喫茶店のブレンド珈琲がテ
イクアウトできます。岐阜市
ゆかりの3人の武将をイメー
ジしたドリップバック「岐阜・
戦国武将コーヒー」も販売。

岐阜スカイウイング37

岐阜市
駅西駐車場
岐阜シティ･
タワー43
地下駐車場

岐阜シティ･
タワー43

アクティブ G

岐阜イース
ト
-3333
TEL.058-269ライジング24
http://active-g.co.jp

岐阜シティ･タワー
アクティブ G43

-213-5043
TEL.058
岐阜市橋本町1-10-1
http://www.gifucity-tower43.jp

TEL.058-269-3333

※お問い合わせの際は、おかけ間違いのないようにお願いします。
https://active-g.co.jp
※イベントは予告なく変更になる場合がございます。
※写真はイメージです。 GIFU
※お問い合わせの際は、おかけ間違いの
ないようにお願いします

クラフトフェア

@activeg_official

アクティブG
公式LINE

Instagram

【アクセス】名古屋からJR東海道本線で約20分。大垣からJR東海道本線で約11分。
できるだけ公共交通機関をご利用ください。
【アクセス】名
 古屋からJR 東海道本線で約20分。大垣からJR 東海道本線で約11分。

