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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。
織 物
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1（月） 5（金）

AM10:00 ～ PM7:00
初日 PM1:00 から 最終日 PM4:00 まで

木製品
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6（土） 8（月）

6/6 PM 1:00 ～ PM7:00(※)
6/7 AM10:00 ～ PM7:00
6/8 AM10:00 ～ PM5:00

初夏の糸色 × きはだやの染織

第１１回 簾戸展示会

織物の産地 「十日町」 より、 初夏の装いを提案いたします。
「糸の色」 に注目した麻織物や絹織物を中心に 『きはだや』
の 「色」 を加え、 これからの季節の和の装いを取り揃えます。
また、 さまざまな 「糸」 で自然の風合いを楽しめる軽やかな
ストールにもご注目ください。
期間中は、 お着物や帯の丸洗いも承ります。 どうぞ、 お気
軽にご相談ください。
皆様のご来場をお待ちしております。

吹き抜ける風、 うつろう光と影、 虫の音、、、 そんな夏の日々を演出する簾戸。 簾戸は
萩や葭などで編んだすだれをはめこんだ涼しげな日本の伝統建具です。
１１回目となる日本橋での今回の展示会は、 新作 「日本の夏の花」 を展示いたします。
露草、 薊 ( あざみ）、 木槿 ( むくげ）、 てっせん、 紫陽花、
撫子、 ほたるぶくろ、 菖蒲からお好きな透かし彫りを簾戸
や簾屏風にお入れいたします。
簾戸のあるおもてなし空間を会場にてご体感下さい。

主催

（※初日６日 PM5:30 からは招待者のみの講演会になります）

株式会社きはだや
〒948-0082 新潟県十日町市本町 2 丁目
TEL.025-757-1511 URL.http://www.kihadaya.com/

木製品
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主催

AM10:00 ～ PM7:00

9（火） 15（月）

初日 正午から 最終日 PM4:00 まで

浅野タンス 加茂総桐たんす展
２００年の歴史がある 「加茂総桐箪笥」 は、 その手作業による高い技術が認められ、 昭
和５１年に伝統的工芸品に指定されました。
『浅野タンス』 は、 材料の桐はすべて新潟県産を使っ
ております。 桐は防虫 ・ 防湿効果があり燃えにくいので
貴重品の保存にも優れており、 随所に仕掛けを施した
“からくり金庫箪笥” は弊社ならではの製品です。 どうぞ
その複雑な仕掛けをこの機会にご覧ください。
皆様のお越しをお待ちしております。
主催

有限会社浅野タンス
〒959-1303 新潟県加茂市後須田 409-1
TEL.0256-52-5179 URL.http://asanotansu.com/

物 産
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22（月） 24（水）

6/22 AM11:00 ～ PM7:00
6/23 AM10:00 ～ PM7:00
6/24 AM10:00 ～ PM5:00

有限会社高橋建具製作所
〒957-0007 新潟県新発田市小舟町 1-15-5
TEL.0254-22-6450 URL.http://www.kimajime.co.jp/

織 物
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17（水） 21（日）

AM10:00 ～ PM6:30
初日 正午から 最終日 PM5:00 まで

～ 「十日町明石ちぢみ」 と夏のお洒落きもの～
（伝統的工芸品 「十日町明石ちぢみ」＆ゆかたコレクション２０１５）
日本有数のきもの産地 ・ 新潟県十日町市。 現在、 伝統的工芸品 「十日町明石ちぢみ」
などの織のきものと、 友禅染 ・ 絞り染などさまざまな技を用いた染のきものが生産され、そ
の品質への信頼は高く、 多くの関係者やきものファンが
十日町市を訪れています。
今回は、 「十日町明石ちぢみ」 や 「小千谷ちぢみ」
など “匠” の織に加え、 夏の付下などの “雅” の染を
ご紹介いたします。 どうぞ、 この機会にご来場いただき
和の世界をご堪能ください。
主催 株式会社きものアイ
〒948-0051 新潟県十日町市寿町 3-2-15
TEL.025-757-9529 URL.http://www.kimonoemakikan.co.jp/
物 産
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26（金） 27（土）

6/26 正 午 ～ PM7:00
6/27 AM10:00 ～ PM5:00

うまさぎっしり新潟おぢや物産フェア

新潟いといがわ物産イベント

小千谷市は新潟県のほぼ中央、 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
です。 また、 海藻の 「ふのり」 をつなぎに使った小千谷
名物 「へぎそば」 や、 魚沼産コシヒカリの産地です。
今回は、 へぎそば ・ お米はもちろん、 新潟ならではの
地酒や米菓、 和菓子、 地場の野菜など美味しいものを
多数取り揃え、 皆様のお越しをお待ちしております。

３月１４日の北陸新幹線開通により、 日本海に一番
近い新幹線駅 『糸魚川』 が誕生し、 東京ー糸魚川は
約２時間で結ばれました。 今回は北陸新幹線 ・ 糸魚川
駅誕生を記念し、 糸魚川の美味しいものだけを集めた
物産展を開催いたします。
糸魚川は激しい気候変化や特殊な地形により収穫も
少量多品種です。 “今” しか味わえない、 旬の糸魚川
をお届けいたします。 また、 新規就農相談やＵ・Ｉ・
Ｊターン情報コーナーも設けますのでご利用ください。

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.ojiyasunplaza.jp/

物 産
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28（日） 30（火）

主催

糸魚川市
株式会社第四銀行

6/28 正 午 ～ PM6:30
6/29 AM10:00 ～ PM6:30
6/30 AM10:00 ～ PM4:00

名水百選 清流荒川 食のあらかわブランドフェア
新潟県北部に位置する村上市 ・ 関川村を流れる清流荒川は、
３年連続 （Ｈ１５年～１７年） で水質日本一に輝き、 平成
２０年６月に環境省が発表した 「平成の名水百選」 に選定
されています。
今回は、 その清流荒川の恵みを受けた岩船産コシヒカリ
をはじめ、 村上牛、 海の幸 ・ 川の幸、 地酒、 甘味など
を愛情いっぱいにお届けいたします。
この機会に、 清流荒川と朝日連峰から吹き降ろす風によ
る寒暖の差が織り成す深い味わいを存分にご堪能ください。
主催 坂町四交会（第四銀行坂町支店内）
〒959-3132 新潟県村上市坂町字前島 2486-7
TEL.0254-62-3141

日本橋に生まれた、新潟の橋

ブリッジにいがた

〒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

