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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。

AM10:00 ～ PM7:00
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5/ 8 正 午 ～ PM6:00
5/ 9 AM10:00 ～ PM6:00
5/10 AM10:00 ～ PM4:00

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

越後新潟 “いいもの” 物産展

「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/

日本有数の豪雪地域十日町を中心に食品５社、 工芸２社
が新潟の “いいもの” をご紹介いたします。
食品は、 魚沼産コシヒカリをはじめ、 日本酒やどぶろく、
山菜、 笹だんご、 へぎそばなど新潟の選りすぐりの逸品を
お届けいたします。 また、 十日町の土と釉薬から作られる
『妻有焼』 や十日町の山間部で漉かれている 『伊沢和紙』
も販売展示いたします。
この機会に、 新潟ならではの “食” と “技” をお楽しみく
ださい。
主催 株式会社嘉六
〒948-0135 新潟県十日町市中屋敷 13
TEL.025-768-2035 URL.http://www.karoku-kome.com/

織 物
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11（月） 15（金）

AM10:00 ～ PM6:30
初日 AM11:00 から 最終日 PM4:00 まで

物 産
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8（金） 10（日）

16（土） 19（火）

新潟名産品会
全国各地で開催され、 ご好評をいただいている新潟物産展。
今回は、 新潟の選りすぐりの逸品を取り揃えお届けいたします。
日本橋でもおなじみになりました 「なかよしミート」 の骨付きも
もハムは、 時間と手間をかけた人気商品です。 あわせて軟骨、
タン、 ミミガーの燻製もぜひご賞味ください。
また、 新潟名物笹団子、 栃尾油揚げ、 柿の種、 醤油、 蒲
鉾などのほか、 シェニール織の小物もご用意して皆様のお越し
をお待ちしております。
主催

有限会社なかよしミート
〒940-2033 新潟県長岡市上除町乙 46
TEL.0258-47-4314 URL.http://www.nakayosimeat.co.jp/

物 産
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20（水） 22（金）

主催

5/20 正 午 ～ PM6:00
5/21 AM10:00 ～ PM6:00
5/22 AM10:00 ～ PM4:00

新潟味めぐり

物 産

物 産

AM10:00 ～ PM6:30

初日 正午から 最終日 PM5:00 まで

有限会社セイヒョー
株式会社第四銀行

織 物
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23（土） 25（月）

5/23 PM 1:00 ～ PM6:30
5/24 AM10:00 ～ PM6:30
5/25 AM10:00 ～ PM4:00

良寛さんの心通う出雲崎 地場産業展

越後の織物語

『良寛さんの町 ・ 出雲崎』 から異業者３社のコラボイベントを開催いたします。
まず、 ベッドからの乗り降りが楽にできるという新しい発想から車い
す 「輪助 (わすけ)」 を開発した越後工業㈱です。 ２社目は、 絹１００％
で染料 ・ 蛍光剤を使わず素材の風合いを生かした 「健康美肌シルク
ニット」 を製作する㈲金子編物。 そして、 生乳の生産から販売まで
５０年の歴史ある 「出雲崎酪農組合」 より、 緑豊かな新潟県で育っ
た新潟産乳１００％の “牧場の恵み” やコーヒー牛乳をお届けいたし
ます。 この機会に、 新潟 ・ 出雲崎の地場産３社の
魅力をご堪能ください。
主催 越後工業株式会社
有限会社金子編物
農事組合法人出雲崎酪農組合

新潟県は、 京都に次ぐ全国第２位の着物の産地です。 十日町
・ 小千谷 ・ 塩沢 ・ 栃尾 ・ 五泉 ・ 亀田などの地域にそれぞれ特徴
ある素晴らしい織物があります。
今回は、 小千谷ちぢみを中心に新潟県内の珍しい織物をご紹介
いたします。 特にこれから夏に向けてのおすすめは、 真夏でもべ
たつくことなく快適にお召しいただける麻１００％の小千谷ちぢみです。
また、 ハンカチや半襟の墨流し染め体験のお楽しみコーナーも
ご用意し、 皆様のご来場をお待ちしております。

物 産
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26（火） 28（木）

主催

5/26 AM11:00 ～ PM6:00
5/27 AM10:00 ～ PM6:00
5/28 AM10:00 ～ PM4:00

和ｇｅｎ
〒951-8063 新潟県新潟市中央区古町通 7-934-4
TEL.025-222-5678 URL.http://www.wagenjp.com/

物 産
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29（金） 31（日）

5/29 PM 1:00 ～ PM6:00
5/30 AM10:00 ～ PM6:00
5/31 AM10:00 ～ PM4:00

産地直送！ 「新潟 ・ 新発田」 のうまいもの展 新潟県 ・ 小京都加茂の逸品フェア
毎年ご好評をいただいております 「新潟 ・ 新発田のう
まいもの」 を今年も日本橋にお届けいたします。
「市島酒造」 の日本酒、 「しばうま本舗」 のカステラ、
「宮野食品工業所」 の大福、 「川瀬養鶏場」 の卵、 「さ
とうファーム」 のお菓子、 「タケショク」 のお惣菜など、
新発田の豊かな自然と歴史に育まれた自信作を取り揃え
ます。 どうぞこの機会に、 「新潟 ・ 新発田」 のこだわり
の逸品をご堪能ください。
主催

有限会社川瀬養鶏場
〒957-0006 新潟県新発田市中田町 2-16-8
TEL.0254-22-4227 URL.http://www.omoide-tamago.com/

日本橋に生まれた、新潟の橋

ブリッジにいがた

新潟県の小京都加茂市から、 伝統職人の技が光る
檜のぐい呑み升、 食品、 お菓子など魅力あふれる商
品を販売いたします。
また、 新潟といえばお米とお酒！美味しい加茂産の
お米や地元の地酒三銘柄を中心に酒屋さんおすすめの
日本酒もお届けいたします。
この機会に、 風情がただよう加茂をご堪能ください。

主催

加茂商工会議所
〒959-1313 新潟県加茂市幸町 2-2-4
TEL.0256-52-1740 URL.http://www.kamocci.or.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 / 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

