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イベントガイド

月

『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。

vol.71

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。
【15 日〜 17 日はイベントはありません】
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1（日） 4（水）

AM10:00 ～ PM6:30

工 芸

4

（最終日は PM4:00 まで）

AM10:00 ～ PM6:30

5（木） 10（火） （

）

初日は正午から
最終日は PM4:00 まで

新潟美味祭り

新潟県クラフトマンクラブ 逸品展

大正５年 （１９１６年） に創業の弊社は、
新潟名物の笹団子を中心とした和菓子の
製造をしております。
今回は、 笹団子、 新潟限定サラダホー
プ、 珍味かんずり、 へぎそばなど新潟の
名産品を取り揃え販売いたします。
どうぞ、 日本橋で新潟の美味をご堪能
ください！

新潟県内で主としてクラフト製品の製作活動
をする異業種団体 「新潟県クラフトマンクラブ」
は、ｍａde ｉｎ Ｎｉｉｇａｔａの自信作を普及啓発す
ることを目的とし、 平成３年に発足しました。
今回は、 木工、 織り、 紙、 皮革の作品を
展示販売いたします。 それぞれの匠の技を手
に取ってご覧いただき、 職人の熱き心意気を
お確かめください。

主催

主催

株式会社セイヒョー
〒950-3102 新潟県新潟市北区島見町 2434-10
TEL.0120-372-149 URL.http://www.seihyo.co.jp/
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4/11 正 午 ～ PM6:30
4/12 AM10:00 ～ PM6:30
（金） 4/13 AM10:00 ～ PM4:00

11（水） 13
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4

14（土） PM2:00 ～ PM6:00

うまさぎっしり新潟

第６回 日本橋エリア 日本酒利き歩き ２０１８ ｉｎ ブリッジにいがた

新潟名物の笹団子 （つぶ餡、 こし餡、
くるみ餡）、 柏餅、 三角ちまきなどふる里
の味が大集合！
この機会に新潟の味をお楽しみください！

『日本橋エリアに実力日本酒蔵が集うッッ !! 参加店を巡って愉しむ利き酒イベント』
では、 全国より約５０の日本酒蔵が、 日本橋エリアの様々な飲食店、 アンテナシ
ョップ等にブースを設置します。 日本酒ブースには
各蔵の日本酒がずらりと並び、 利き酒を飲み放題
でお愉しみいただけます。
ブリッジにいがたでは、 「吟田川 （ちびたがわ）」
を醸す代々菊醸造㈱が出店。 新潟のおつまみとと
もに至福の時をお過ごしください !!

主催
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新潟県クラフトマンクラブ
〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 9 階
公益財団法人にいがた産業創造機構内
TEL.025-246-0046 URL.http://www.niigata-craft.jp/

（参加費 ： 前売３０００円 / 当日３５００円 ： 税込 フード等は別途有料）
主催 日本橋日本酒プロジェクト
代々菊醸造株式会社
〒949-3247 新潟県上越市柿崎区角取 597

株式会社第四銀行

AM10:00 〜 PM6:00

18（水） 24 （

初日は AM11:00 から
（火） 最終日は PM4:00 まで

（

繊 維

4/25（水）AM11:00 〜 PM6:00
4/26（木）AM11:00 〜 PM4:00

南魚沼のうまいもの大集合！ Ｇｏｓｅｎ Ｋｎｉｔ（五泉ニット） ２０１８春夏製品販売会
米どころ南魚沼からの出張販売です！
南魚沼産コシヒカリをはじめ、 おにぎり、 笹団子、
ビタミンが豊富なカイワレ大根や手作り味噌、 塩沢織
物の小物を販売いたします。 南魚沼の美味しいもの
がたくさん！美しい織物で作った小物も必見です！
休憩スペースもご用意いたしますので、 お散歩が
てらにぜひお立ち寄りください。 皆様のご来場をお待
ちしております。

主催

株式会社フエキ農園
〒949-6405 新潟県南魚沼市竹俣 425-1
TEL.025-782-1885

～五泉ニットで春をまとってみませんか !! ～

Ｇｏｓｅｎ Ｋｎｉｔ （五泉ニット） は、 ニット産地 「新潟県
五泉市」 で製造されています。 その製品は、 ニットを
知り尽くした知識と技術と作り手のセンスが一着、 一着
に込められています。
『いいでしょ、 これ !!』
思わず自慢したくなるような品質と確かな価値をお楽し
みください！

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

五泉ニット工業協同組合
〒959-1824 新潟県五泉市吉沢 1-1-10
TEL.0250-42-2156 URL.http://www.gosenknit.or.jp/
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TEL.025-536-2469

4/27（金）

正 午 〜 PM6:30
4/28（土）AM10:00 〜 PM6:30
4/29（日）AM10:00 〜 PM4:30

新潟小千谷まるごと市場
新潟県のほぼ中央、 大河信濃川の中流に位置し、
三方を山に囲まれた自然豊かな河岸段丘のまち 「小
千谷」 より自慢の品々をお届けいたします。
雪の下で甘くなった 「雪下人参」 や小千谷の新名物
「笹風ちまき」 をはじめ、 新潟ならではの地酒、 米菓、
和菓子、 地場の野菜など、 美味しいものを多数取り
揃えて皆様のご来場をお待ちしております。

主催

一般財団法人小千谷市産業開発センター
〒947-0028 新潟県小千谷市城内 1-8-25
TEL.0258-83-4800 URL.http://www.niigataojiya.com/

〒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

ブリッジにいがた

