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ジェイアールセントラルビル株式会社

２０１９年５月のイベント
ＪＲセントラルタワーズの「タワーズプラザ レストラン街 １２・１３階」、ＪＲゲートタワーの
「ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階」
、では、５月を中心に以下のイベントを行います。

■

愛知県農業高校生フラワーフェスタ２０１９
期間：５月２５日（土）～６月９日（日）

農業や林業を学ぶ愛知県下１０校の高校生による、花や園芸などを親しんでいただくイベントを開
催します。高校生による園芸の「講習会」や、各校で生産された花・野菜、加工食品などの「即売会」
を行います。
１．高校生による花の装飾 展示
・期間：５月２５日（土）～６月９日（日）
・場所：ＪＲセントラルタワーズ ２階
・２つの花壇を設置。各校の生徒が育てた花々が
２階デッキを彩ります。
２．高校生による講習会

＜花の装飾展示（昨年のもの）＞

・日時：５月２５日（土）
、２６日（日）
６月１日（土）
、８日（土）
各日３回開催（各回４０分程度）
① １０：５０～、②１１：４０～
③ １３：２０～
・会場：ゲートタワープラザ レストラン街
１２階 南広場
・各回とも先着順で１２名様に参加いただけ
ます。参加無料。

＜講習会（昨年の様子）＞

【講習会スケジュール】
日にち

学校名

講習会の内容

受講者数

5月25日(土)

猿投農林高校

ハーバリウムを作ろう

12名/回

5月26日(日)

稲沢高校

好きなハーブでサシェ（香り袋）を作ろう

12名/回

6月1日(土)

鶴城丘高校

カラーサンドで寄せ植えを作ろう

12名/回

6月8日(土)

佐屋高校

多肉植物の寄せ植えを作ろう

12 名/回

【高校生による講習会 制作物イメージ】

←6 月 1 日（土）

←5 月 25 日（土）

鶴城丘高校

猿投農林高校

←6 月 8 日（土）
←5 月 26 日（日）

佐屋高校

稲沢高校

３．花や野菜、加工食品等の即売会
・日時：５月２５日（土）
、２６日（日）
６月１日（土）
、８日（土）
各日１０：４０～１５：００
（なくなり次第終了）
・会場：タワーズプラザ レストラン街
１２階 広場
＜即売会（昨年の様子）＞

【即売会スケジュール】
日にち

学校名

販 売 品 目（予定）

猿投農林高校
5月25日(土)

花壇苗、観葉植物、鉢花、卵、焼肉のタレ
半田農業高校
渥美農業高校

5月26日(日)

花壇苗、観葉植物、鉢花、野菜、ジャム
稲沢高校
新城高校

6月1日(土)

花壇苗、鉢花、ジャム
新城東高校作手校舎
安城農林高校

6月8日(土)

花壇苗、観葉植物、鉢花、卵
佐屋高校

主催

農業高校生フラワーフェスタ実行委員会

参加校

愛知県立渥美農業高等学校、愛知県立安城農林高等学校、愛知県立稲沢高等学校
愛知県立鶴城丘高等学校、愛知県立猿投農林高等学校、愛知県立佐屋高等学校
愛知県立新城高等学校、愛知県立田口高等学校、愛知県立新城東高等学校作手校舎
愛知県立半田農業高等学校

■ Ｍｅｅｔ！Ｍｅａｔ！Ｅａｔ！ 肉フェスタ
期間：５月８日（水）～６月９日（日）
場所：タワーズプラザ・ゲートタワープラザ レストラン街 １２・１３階

参加店舗（４３店舗）

ステーキ、カツ、焼肉をはじめレストラン街の各店舗がおススメする肉料理を、４３店舗でお楽しみ
いただきます。連休明けでお疲れの身体にパワーチャージ！
※提供期間・時間は店舗により異なります。メニューの詳細等は５月８日（水）からホームページ等でご案内します。

【メニューの一部をご紹介】※別途サービス料を頂戴する店舗がございます。

＜焼肉トラジ＞
ＮＡＧＯＹＡコース

＜とんかつ 恵亭＞

＜黄金しゃぶしゃぶ たか福＞

特大ロースカツ膳

黒毛和牛 食べ比べステーキ

1 人前 6,000 円（15 時～22 時限定）
タワーズ店限定

■タワーズプラザ 12 階

＜銀座天龍＞

1,880 円
■タワーズプラザ 13 階

＜ピッツェリア トラットリア ナプレ ＞

牛肉かけご飯

名古屋コーチンのオーブン焼き
1,250 円

2,400 円（17 時～22 時限定）

4,320 円
タワーズ店限定

■タワーズプラザ 13 階

＜ミート矢澤＞
ハンバーグ＆サドルバッグ豚 肩ロースのグリル
4,320 円（16 時～22 時・数量 限定）

ゲートタワー店限定 ■ゲートタワープラザ 12 階

ゲートタワー店限定 ■ゲートタワープラザ 12 階

ゲートタワー店限定 ■ゲートタワープラザ 12 階

＜讃岐うどん 野らぼー＞

＜MASA’S KITCHEN＞

＜豚組しゃぶ庵＞

釜肉ぶっかけうどん（生たまご付）
840 円
■ゲートタワープラザ 12 階

広東風 豚トロ焼きチャーシュー
1,200 円（17 時～21 時 30 分・1 日 10 食 限定）
ゲートタワー店限定 ■ゲートタワープラザ 12 階

特選銘柄豚のとんてき定食
2,900 円（17 時～22 時・1 日 10 食 限定）
ゲートタワー店限定 ■ゲートタワープラザ 13 階

「タワーズプラザ レストラン街」改装に伴う店舗の営業について
タワーズプラザ レストラン街の改装に伴う、店舗の営業状況のご案内です。
【休業店舗】

店舗名

フロア

休業期間（予定）

京たまごキッチンモレット

12

魚がし料理 嘉鮮

階

名古屋市場直送 寿司嘉文
キハチ
洋麺屋

五右衛門

～夏頃

スープ ストック トーキョー

13
階

スターバックス コーヒー
江南
マーノ・マッジョ

【リニューアルオープン店舗】
フロア

店舗名

13 階 名駅 なだ万茶寮

開業日時（予定）
５月１日（水）

１１：００

※ レストラン街全体の工事にあわせて順次休業し、店舗の改装工事を行っております。
※ 店舗の休業や開業時期などの情報は、順次、弊社ホームページ等でお知らせいたします。

弊社ホームページ https://www.towers.jp/ ではフェアやイベントの概要を、随時ご紹介しています。
※掲載の画像はすべてイメージです。また、価格は税込みです。
※商品の内容や価格、フェア・イベントの内容等は、予告なく変更する場合がございます。
※お客さまのお問合せ先は、０５２－５８６－７９９９（９時～２０時）です。

