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『ブリッジにいがた』は 新潟の力を人へ、企業へ、日本各地へ。そして、世界へつなぐために生まれた架け橋です。
このブリッジにいがたイベントガイドでは、新潟の魅力満載のイベントについて紹介します。

イベントの内容・日程は変更になる場合もございます。ご了承ください。
物 産
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4（木） 8

AM10:00 〜 PM6:00

（

初日は AM11:00 から
（月･祝 ） 最終日は PM4:30 まで

（

物 産

1/ 9（火） 正 午 〜 PM6:00
1/10（水）AM10:30 〜 PM6:00
1/11（木）AM10:30 〜 PM3:00

新春 新潟まつり

新潟県ご当地モール販売会

きものの糸作りを生業とする村友産業
のオリジナル商品、 リバーシブル紬で作
った新作の洋服を多数のバッグとともに
ご紹介いたします。
また、 笹団子、 くるみちりめんやワカ
サギの佃煮など新潟の美味しいものをご
用意して、 皆様のご来場をお待ちしてお
ります。

Ｙａｈｏｏ！ショッピング内に
開設している特設サイト 「新
潟県ご当地モール」。 新潟の
いいモノ、 うまいモノをバラエ
ティ豊かにご紹介しています。
その 「新潟県ご当地モー
ル」 に参加しているストアか
ら３店が自慢の商品を持って
日本橋に登場！新潟の地酒、
海鮮、 お餅やイチゴなど、 逸
品ぞろいの３日間です。 この
機会をお見逃しなく !!

主催
主催

村友産業有限会社
〒949-8522 新潟県十日町市伊達甲 299
TEL.025-782-1705

布製品

1/16（火） 正 午 〜 PM6:30
1/17（水）AM11:00 〜 PM6:30
1/18（木）AM11:00 〜 PM5:00

主催
主催
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「県北の城下町 ・ 村上」
は村上城跡、 武家町、 町
人町、 寺町があり、 曲が
りくねった路地が多く今も
往時の面影を色濃く残して
います。
今回は、 村上の自然豊
かな風土で仕上げた伝統ある塩引鮭をはじめ、 大洋盛 ・〆張
鶴の地酒、 北限の茶処村上のお茶、 雪国紅茶など、 自慢
の品々を取り揃え皆様を温かいおもてなしでお迎えいたします。
この機会に村上の人情 （なさけ） に触れてみてください。

（土）AM11:00

22（月）AM10:30 〜 PM5:30

有限会社柄沢ヤスリ
〒959-1288 新潟県燕市燕 598-5
TEL.0256-63-4766 URL.http://www.yasuri.net/

物 産
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23（火） 29 （

主催

にいがた醸造サミット実行委員会（Ｎｉｉｇａｔａ ＳＡＫＥ Ｌｏｖｅｒｓ）
〒951-8067 新潟県新潟市中央区本町通五番町 248 カセヤビル２Ｆ
TEL.025-211-8092 FB.https://www.facebook.com/jozosummit/

（

新潟県のアンテナショップ 「新潟 ・ 食楽園」 から、 新潟県
内のうんめもんが日本橋に大集合 !!
米どころならではの米菓、
和菓子、 新潟名物笹だん
ごなど人気商品を取り揃え、
一週間の期間限定で出張
販売いたします。
また、 毎回ご好評いただ
いておりますお餅の特売も
いたします。
皆様のご来場を心よりお
待ちしております。
主催

日本橋に生まれた、新潟の橋

ブリッジにいがた
コンサルティング推進部
ＴＥＬ.025-229-8180

21（日）AM10:00 〜 PM5:00

新潟 ・ 食楽園
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-11-7
TEL.03-5775-4332 URL.http://niigata-shokurakuen.com/

高士地区雪まつり実行委員会
〒943-0426 新潟県上越市大字下曽根 276 番地
TEL.090-5138-2147 FB https://www.facebook.com/ 高士ルミネ

物 産

1/30（火） 正 午 〜 PM6:00
1/31（水）AM10:00 〜 PM6:00
2/ 1 （木）AM10:00 〜 PM5:00
・ ・

・ ・ ・

新潟 燕市 ・ 弥彦村

にいがた醸造サミット ２０１８ ｉｎ Ｔｏｋｙｏ 雪国 「新潟」 の食が大集合 !!
東京では手に入らないワンラ
ンク上の 「Ｍａｄｅ ｉｎ 新潟」 の
日本酒、 ワイン、 クラフトビー
ルと、 酪農家による手作りチー
ズ、 越後味噌などの発酵食を
使った美味しいおつまみをバル
形式でご提供いたします （ドリンクは一杯３００円 < 税込 > ～）。
もちろんご購入の商品も会場にてお楽しみいただけます。
また、 １２:００、 １４:００、 １６:００にはサミットの目玉である、
醸造家同士の熱いトークショーやチーズをその場で作るパフォ
ーマンスなども開催いたしますので、 この機会に 「新潟発醸
造の世界」 をご堪能ください！
＊当イベントは、 新潟市食文化創造都市推進会議の認定事業です。

1

日本のワインの父 「川上善兵
衛翁」 誕生１５０年を記念し、 そ
の生誕の地 「高士地区」 に今な
お善兵衛翁の遺志を引継いでい
る美味しいワインと、 美しい自然
の中にある酒蔵で醸造された美
味しい日本酒の呑みくらべを開催
いたします。 また、 地元産ワイ
ンを使った食品の試食と販売も行
います。
さらに、 冬に行われるキャンドルイベントの様子も展示いた
しますので、 ぜひこの機会に会場に足をお運びください。
主催

AM11:00 〜 PM6:00

初日は正午から
（月） 最終日は PM4:00 まで

村上商工会議所 ・ 村上鮭加工業組合
〒958-0841 新潟県村上市小町 4-10
TEL.0254-53-4257 URL.http://www.mu-cci.or.jp/

上越市高士キャンドルイベントＰＲ＆高士の名酒呑みくらべ

『初爪 ＨＡＴＳＵＭＥ』 お披露目会

主催

主催

物 産

〜 PM4:30

昭和１４年創業以来、 燕市で
組ヤスリや爪ヤスリを中心とした
様々なヤスリを作り続けてきまし
た。 この度、 その技術と伝統を
生かし、 繊細なカーブと細やか
な目を持つヤスリに台座を付け、
置いても取り外しても使える２ＷＡＹタイプの新しい爪ヤスリを
開発いたしました。 医療現場の声から誕生した機能的なヤス
リです。 これまで爪のケアに苦心されていた方、 もっとネイル
を楽しみたい方、 皆様にお届けいたします！
この機会に越後燕の伝統と技術の粋を集めた逸品をどうぞ
お試しください。

アーキ株式会社新潟営業所
〒959-1836 新潟県五泉市南本町 3-6-27
TEL.0250-43-6301 URL.http://stampa.tokyo/

物 産

20

AM10:00 〜 PM6:30

初日は AM11:30 から
12（金） 15（月（） 最終日は
PM4:00 まで（

鮭･酒･人情 （さけ･さけ･なさけ）

柄沢ヤスリの新爪ヤスリ

～五泉市 ・ シルク印刷工房Ｓｔａｍｐａ～

主催
主催

1

1

越後村上の物産まつり

株式会社新潟博報堂
〒950-0917 新潟県新潟市中央区天神 1-12-8
TEL.025-290-5555 URL.http://www.niigata.hakuhodo.co.jp/

金 属

オリジナルトートバックを作りませんか？
五泉市で私たちはトートバックの
製作、 販売を行っております。 ト
ートバックは日常手軽に使え、 ちょ
っとしたプレゼントにも最適です！
今回は製作実績の展示に加え、
サンプルバックを <３日間限定の特
別価格 > で販売いたします。 お好
きなバックにラインストーンをつけて
世界に一つだけのバックを作るワー
クショップも同時開催いたします。
ぜひお気軽にお立ち寄りください！

物 産

イロトリドリの観光物産市
燕市と弥彦村から、 選りすぐ
りの名産品とともに、 地域の魅
力をご紹介！
伊彌彦米や甘酒などの試飲 ・
試食、 弥彦酒造こだわりのお酒
を味わえる試飲バー （有料） な
どで皆様をお迎えいたします。
また、 会場のくつろぎスペー
スで、 観光のプロが燕 ・ 弥彦の旅の楽しみ方や
見どころ、 知る人ぞ知るプチネタまで詳しくご紹介、
さらに温泉の若女将が着物姿でご案内いたします！
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
主催

燕 ・ 弥彦広域観光連携会議
〒959-0221 新潟県燕市吉田西太田 1934
TEL.0256-77-8233 URL.http://tsubame-yahiko.jp/

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 1-6-5 だいし東京ビル 1･2 階
TEL 03-3243ｰ2840 FAX 03-3243-2860
http://www.daishi-bank.co.jp/business/bridge/index.php
■開館時間 / ＡＭ９:００～ＰＭ７:００
■休館日 / 8月13日～ 8月16日、12月29日～1月3日
■交通アクセス / 東京メトロ銀座線･半蔵門線｢三越前｣駅 (A1) 出口すぐ

