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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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1（水） 7（火）

AM10:00 ～ PM6:30

物 産

4

初日 正午から 最終日 PM5:00 まで

8（水） 10（金）

4/ 8 正 午 ～ PM6:30
4/ 9 AM10:00 ～ PM6:30
4/10 AM10:00 ～ PM4:00

新潟味めぐり

南魚沼祭り ｉｎ 日本橋 ＰａｒｔⅢ

新潟の美味しい “食” を皆様にお届けする “新潟味めぐり”。
今回は、 戦国時代にも携帯食として食され、 一枚一
枚手作業で洗った国産笹を１００％使用した、 安全安
心を第一に作られている越後名物 「笹団子」 をご紹
介いたします。
また、 新潟名物 「ジャンボ栃尾油揚げ」、 ピリ辛が
やみつきになりお酒のつまみとしても定番の 「柿の種」、
ご飯のお供に田舎の味が詰まった 「味噌漬け」 など、
昔懐かしい新潟の味をこの機会にお楽しみください！
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/

「いなほ新潟」 は、 米どころ新潟 ・ 南魚沼で最高レ
ベルの厳しい基準に合格した農家のみで、 昔ながら
の手作り製法で手間をかけ丁寧に生産したお米を皆様
に提供しています。
今回は、 お米はもちろん、 日本一美味しい南魚沼
産コシヒカリ１００％の握りたてのおにぎりや笹団子など
をご用意いたします。
この機会にぜひ “ブリッジにいがた” にお越しくだ
さい。
主催 有限会社いなほ新潟
〒949-6450 新潟県南魚沼市竹俣 425-2
TEL.025-782-4102 URL.http://www.inahoniigata.com

物 産
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11（土） 13（月）

4/11 AM11:00 ～ PM6:00
4/12 AM10:00 ～ PM6:00
4/13 AM10:00 ～ PM4:00

木製品

4

14（火） 20（月）

AM10:00 ～ PM6:00
初日 正午から 最終日 PM3:00 まで

津南町物産フェア ～津南の味のおもてなし～

家具の祭り屋 ブリッジにいがたフェア

新潟県の最南端に位置し長野県と境を接している津南町は、 雄大な日本一の河岸段丘で
形成されており、 冬は積雪３メートルを超す日本有数の豪雪地帯です。 昨年末には日本ジ
オパークに認定され、 秋山郷、 名水百選の龍ヶ窪、
ひまわり広場など見どころが満載です。 また、 今年の
夏には世界最大規模の大地の芸術祭が開催されます。
今回は、 生で食べることができる旬の雪下ニンジン、
魚沼コシヒカリ、 餅、 笹団子などの物産品を数多くご用
意いたします。 この機会に、 まだ雪の残る津南町の味
をお楽しみください。
主催 津南町観光協会
〒949-8201 新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊 585
TEL.025-765-5585 URL.http://www.tsunan.info/

無垢材 ・ 原木家具の 「祭り屋」 は、 厳選した一枚
板を末永くお使いいただけるよう個性的で魅力ある商
品を取り揃えています。 自然木の家具が放つ温もり
は数百年の時を感じさせ、 使うほどに愛着が増します。
期間中は特別価格にてご提供いたしますので、 この
機会にご来場いただき一枚板の素晴らしさをお確かめ
ください。
皆様のご来場をお待ちしております。

物 産

4

21（火） 23（木）

4/21 正 午 ～ PM6:30
4/22 AM10:00 ～ PM6:30
4/23 AM10:00 ～ PM4:00

主催

有限会社祭り屋木材
〒949-0112 新潟県糸魚川市上路 36
TEL.025-561-8002 URL.http://www.maturiya.co.jp/

物 産

4

24（金） 27（月）

AM11:00 ～ PM7:00
最終日

南魚沼物産市 IN 日本橋

酒 ・ 米 ・ 鮭でおもてなし

新潟県南魚沼市は、 日本百名山の巻機山をはじめとする
山々に囲まれた風光明媚な盆地です。 その山々の伏流水で
栽培されるコシヒカリは、 甘みがありモチモチとした食感が特
徴です。 今回は、 その美味しいお米を握りたてのおにぎりに
して販売いたします。
お米のほか、 新潟名物笹団子、 栄養満点のカイワレ大根
や豆苗などもご用意いたします。 どれも自慢できるものばか
りですので、 この機会に南魚沼の味をお楽しみください。

酒どころ新潟より有名銘柄を中心に４０種類以上の
日本酒を集め、 ２４金お猪口でその深い味わいを楽し
んでいただく有料試飲会を開催いたします。
また、 極上の品質を誇る佐渡産コシヒカリの試食販
売や、 寒風にさらすことで深い味を引き出している村上
の鮭などを中心に、 「新潟ふるさと村」 が全国に誇る
新潟の自慢の味覚や特産品を揃えます。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

主催

株式会社フエキ農園
〒949-6450 新潟県南魚沼市竹俣 425-1
TEL.025-782-4102

物 産

4

28（火） 29（水･祝）

主催

4/28 AM11:00 ～ PM6:30
4/29 AM10:00 ～ PM5:00

シルクとからむし （和苧） のコラボ展
日本一のニット産地 ・ 五泉市の㈱カワノと十日町市の㈲ネオ
昭和のからむしが奏でる 「食と織」 のコラボ展です。
㈱カワノからは昨年新潟県の繊維メーカーとクリエイターとの
マッチング事業を受けて、 新進デザイナーによるシルクとから
むしや和紙糸を使ったニット製品、 また㈲ネオ昭和からは、
からむし若葉をつなぎに使用した “からむし麺 （うどん）” と十
日町推奨の “からクルシャツ” を初披露いたします。
新潟の新しいホンモノをこの機会にお確かめください。
主催

株式会社カワノ
〒959-1825 新潟県五泉市太田 1-9-31
TEL.0250-43-4450 URL.http://www.gosenknit.or.jp/seinenbu/member/kawano

日本橋に生まれた、新潟の橋

ブリッジにいがた

AM10:00 ～ PM4:00 まで

新潟ふるさと村
株式会社第四銀行
4

5

AM10:00 ～ PM7:00

30（木） 6（水･祝） 初日 正午から 最終日 PM4:00 まで
「綿 ・ 麻 ・ 絹」 越後の着物地で作るオーダー作務衣展
織 物

「一黒屋」 は、 片貝木綿 ・ 小千谷縮 ・ 越後上布 ・ 塩沢紬 ・ 十日町紬など、 新潟名産の
着物生地を会場で選んでいただき、 ご寸法やご要望に合わせたオーダーの作務衣を一着ず
つお作りいたします。
着物生地は打ち込みがしっかりしているので、 着心地
抜群の作務衣に仕立て上がります。 男性向け ・ 女性向
けの生地を取り揃えており、 これまでに多くのお客様に
ご愛用いただいています。
どうぞ、 着物職人が作り上げた風合いの良い作務衣
で至極のくつろぎをお楽しみ下さい。
主催 有限会社一黒屋
〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋田町 2-334
TEL.025-231-1598 URL.http://www.ichikokuya.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 / ＡＭ１０:００～ＰＭ７:００
■休館日 / 年末年始
■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

