
［1F］ミルフローラ  TEL.058-295-2143

※広告掲載価格は本体価格と税込価格を併記しています。店頭の価格表示は本紙とは異なりますので、各店舗にてお問い合わせください。※商品のご利用方法により税率が異なる場合がございます。ご了承ください。※掲載商品が売り切れの際はご容赦ください。※印刷の特性上、現物と色が異なる場合がございます。※写真・イラストは全てイメージです。

〒502-8521 岐阜市正木中1丁目2番1号
■マーサ21ショッピングセンター TEL058-295-2222（代表）
　営業時間 10：00～21：00
　（マーサ・レストラン・コート 11：00～22：00）
■イオン岐阜店 TEL058-294-1100（代表）
　営業時間 9：00～21：00
　（食品売場 9：00～22：00）

ラグ・シーツ・クッション
などのムートン製品か
ら、ペルシャ絨毯「ギャ
ベ」まで、専門の販売員
が提案してくれるフェ
ア。“本物”に出会える
この機会に、ステキなお
部屋にコーディネートし
てみませんか？

イベントガイド 各イベントの詳細についてはマーサ21ホームページをご覧ください。

岐阜大学フットボールデー2020
アメリカンフットボール
キッズ体験会 in マーサ21

NHK Eテレ「いないいないばあっ！」5代目おんなのこ“ゆうなちゃん”
でおなじみの杉山優奈さんのスペシャルライブ、けんけつちゃん
クイズ、オリジナル献血絵本の読み聞かせを開催。献血バスも来
場。詳しくはマーサ21ホームページをご覧ください。

「森の恵み」に関する
展示・販売・体験イベント。
・木のおもちゃ広場
・丸太切り体験
・苗木の配布
・木の実のストラップづくり
・バードコールづくり など
※ご参加は一部有料となります。

2/15［土］ 観覧無料

恵みの森づくりコンソーシアムpresents
森あそび・森まなび

2/29［土］ 観覧無料

各日学齢別クラスごとに3名まで
対 象
定 員

満1歳～新年中のお子さま
開催日 2/14（金）、3/13（金）

南館1F マーサスクエア
時 間

会 場 岐阜大学アメリカンフットボール連盟主 催

10:00～、13:00～
南館1F マーサスクエア

時 間

会 場

10:00～16:00

素敵な手作り作品ブースがず
らりと並ぶ、人気上昇中のマー
ケット！

エムズマーケット
2/27［木］

南館1F マーサスクエア
時 間

会 場

NPO法人クローバ！主 催

10:00～13:30

親子でエンジョイ！ ボウリング

北館3F マーサボウル
時 間

会 場

親子30組60名定 員

13:00～15:00

ムートン・ギャベフェア ジュエリーリフォームフェア

Before After

https://dora-kids.shopro.co.jp/

春の無料体験レッスン受付中！
体験からご入会の方に限り、

入会金50％OFF
※無料体験レッスンは完全予約制となります

自ら考える力を身につける楽習プログラムを開発。楽
しい“まなび”を実践しています。満1歳からの学齢別
クラスを講師2名で担当。週1回、60分の授業を開講
しています。

充実の講師2名体制による「できた！」が実感できる楽
しいまなびを体験できます。

　0120-415-255南館3F

http://seiha.com/
営業／火・水・木・土10:00～19:00

春の入会キャンペーン
入学金 通常税込11,000円のところ、

3/31（火）まで税込35円

全国に5,000以上の教室を持つ英会話教室。0歳か
ら15歳まで、4つの学齢別コースから選べます。春の
無料体験レッスン受付中。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

　 0120-815-718
（教室直通 080-4646-4915）

南館4F

編み物・ビーズ・つまみ細工など、11種類の講習会を
ご用意。まずは、初心者でも参加できる体験講習は
いかがですか。友達同士でも、1人での参加も大歓
迎です。

TEL.058-297-6020東館3F

お子さまに英会話を習わせたいとお考えの方、実際
のレッスンを体験してみませんか？ 無料体験レッスン
に興味がある方は、教室直通電話までお問い合わせ
ください。 曜日により変動。要問合せ

対 象
定 員

3歳～小学生
日 時 2/22（土）まで 2/12（水）、19（水）　13：30～15：30

参加料
日 時

500円
各日10名定 員

針や糸を使わず、梅の2Wayクリップを作りましょう。
手でつまんでかわいい作品が作れます。予約可

E V E N T  G U I D E

http://www.aeonsportsclub.jp/

TEL.058-294-6611
営業時間／9:00～24:00（日曜は～22:00）

70％OFF
21,989円のスーツが 11,000円！
32,989円以上のスーツ 50％OFF
2,739円～5,489円の
ドレスシャツ、ネクタイ

まとめ買いがお得！
1点2,189円、2点3,850円、
3点5,500円

WORLDブランド
ビジネスウェア催事

2/9（日）～11（火・祝）

ワールドアウトレットセール

2/7（金）～11（火・祝） 2/20（木）～24（月・振）

バレンタインフェア
2/14（金）～16（日）

大事なジュエリーをオーダーリフォームで新しいデザインに。

デザイナージュエリー・国産地金ジュエリー・希少石ジュエリーのほか、
オリンピックイヤーを記念して
最大50％OFFの特別品をご用意。

使っていない
ジュエリーを

今ドキのオシャレなデザインに！
全く違うジュエリーにチェンジ！

写真撮影会
・クォーターバック・チャレンジ
・しっぽとりゲーム
・チアリーダーショー実演
・フラッグフットボール実演
・アメリカンフットボール実演

献血つながりプロジェクト
みんなの献血「ゆうなちゃんのみんなでつながろー。」 in 岐阜

2/16［日］ 観覧無料 3/1［日］ 観覧無料

3/7［土］・8［日］

南館1F
マーサスクエア

時 間

会 場

11:30～12:10
14:00～14:40

〈献血バス〉
受付時間 9:30～11:30、13:00～16:00
会 場 フードコート外テラス
主 催 日本赤十字社

【取り扱いブランド】

マーサ21内「マーサボウル」のインストラクター
と一緒に楽しくボウリングを体験しよう！
みんなの応援に、マーニャンもやってくるよ♪

参加希望者はマーサ21ホーム
ページよりご応募ください。
■応募期間
　2/7（金）～16（日）
■当選発表
　2/17（月）
※落選された方へのご連絡はいた
　しませんのでご了承ください。

2/24［月・振］ 参加無料

木曜以外の毎日　10：30～16：30日 時

http://www.aviva.co.jp/

春のキャンペーン
2/29（土）まで

受講料10％OFF
※他の割引との併用不可  ※一部対象外コースあり

エクセルやワードはもちろん、簿記・医療事務など、さま
ざまなスキルアップが可能です。マンツーマンオンライ
ンレッスン英会話も開講中。

　0120-333-336南館3F

パソコンでのスキルアップや資格取得に向けて学習
を考えられている方向けに無料カウンセリングと授業
体験を開催。

営業時間／10：00～21：00（日曜は～17:00）
              木曜定休

新体操スクール、スイミングスクールを開講。
授業の体験も受付中。
●ベビースイミング　　6カ月～2歳児のお子さまとその保護者
●スイミングスクール　3歳～高校生
●新体操スクール　　3歳～高校生

参加
無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

10:00～21:00時 間
南館1F マーサスクエア会 場

10:00～20:00（最終日は18:00まで）時 間
南館1F マーサスクエア会 場

10:00～20:00（最終日は18:00まで）時 間
南館1F マーサスクエア会 場

2/7（金）～11（火・祝）

MAX

LINEスタンプ「チワワたん」などイ
ラスト・漫画で活躍する小島千枝、
お土産パッケージを手掛けた漫画
家イラストレーター・由愛乃（ゆめ
の）ナカ。岐阜で活躍する2人によ
るイラスト展を開催。

明太子 1パック 1,080円

小島千枝 × 由愛乃ナカ イラストレーション展

（日）まで3.1
博多中唄 明太子の販売
最高級の素材を使用し、味と粒
にこだわった本当においしい、博
多直送の辛子明太子を山盛り
でご提供いたします。

FC岐阜初のサテライトプラザがマーサ21にオープ
ン！FC岐阜のオリジナルグッズの販売やファンクラ
ブ、シーズンシート等の受付も行います。
更に、FC岐阜の選手情報やイベント情報など最新
情報をプラザ内でご紹介。

北館1F  トイザらス横
時 間

会 場

10:00～19:00

2/7［金］～2/16［日］
期 間 限 定

営業時間 10:00～18:00 お問い合わせ TEL.058-231-6811【（株）岐阜フットボールクラブ】

東館2F グローブ横

▲ギッフィーに会いに来てね♪

・ギッフィーと難波アンバサダーが来場！ オープニングを盛り上げます。
・グッズ購入もしくはファンクラブ等の申し込みをされた方、 
 先着100名さまにFC岐阜オリジナル景品をプレゼント！

2/9（日）
NEW OPEN

オープニングセレモニー2/9（日） 12：00～

マルシェでは、鮎加工品や鮎菓
子、米粉パスタ、石川県能登地
域の特産品などを販売。子ど
も向けワークショップ「缶バッジ
づくり（無料）」や「魚つかみ・魚
つり体験（各日先着200名ずつ
／体験料500円）」も開催。

世界農業遺産マルシェ
「ザ・いっぴんフェア」

南館1F マーサスクエア

3/17（火）リリースの3rdシングル『WE CAN FLY』
リリース記念予約イベント開催！ミニライブのほか、
CD予約で参加できるアトラクション会を実施。詳しく
はマーサ21ホームページを見てね。

Hi☆Five
3rdシングル『WE CAN FLY』
リリース記念イベント＋アトラクション会

南館1F マーサスクエア ※CDの予約販売は12:00～

時 間

会 場

①14:00～ ②16:00～ ③18:00～

時 間

会 場

10:00～16:00

［1F］じぶんまくら  TEL.058-296-2217［2F］TAKA:Q  TEL.058-295-2287［2F］grove  TEL.058-296-0079

※写真は
　イメージです。

春から始めよう！ うれしい♪ 楽しい♪ 習いごと

ドラキッズ 体験教室 スイミング授業内体験
新体操授業内体験

つまみ細工体験講座無料カウンセリング＆
授業体験会

無料体験レッスン
受付中

泳ぎの基礎や新体操が学べる体験教室。

春休み スイミング短期教室
2/10（月）～受付開始

短期教室申込と同時の入会手続きで、
2カ月分の会費＋事務手数料15,950円のところ
3,300円でスタート！ ほか特典あり

※内容など詳細はお問い合わせください。

※写真はイメージです。


