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イベントガイド

月

vol.38

『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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AM10:00 ～ PM6:30

1（水） 5（日）

( 初日は PM4:00 から、 最終日は PM4:00 まで）

「新潟県カーボン ・ オフセットフェスタ ｉｎ 日本橋」
～越後雪室屋の商品で、 森を元気に！～

7

AM10:00 ～ PM6:30

13（月） 16（木）

AM10:00 ～ PM7:00

7（火） 12（日）

（最終日は PM5:00 まで）

雪国からの贈り物 小千谷縮 夏の暮らしの布特集

主催

新潟県環境企画課 地球環境対策室 TEL.025-280-5150
株式会社第四銀行

物 産
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雪国の小千谷で生まれた小千谷縮は、 暑い夏に涼しさを素肌
で感じていただけます。 縮の心地よいシャリ感とひんやり感、 透
け感を存分に感じることができるメンズ、 レディースファッションを
はじめ、 帽子 ・ バッグ ・ 小物雑貨など多数のアイテムと縮寝装品
をご案内いたします。 また、 インテリアとして夏の暮らしを彩る本
麻のれん、 縮のれん、 本麻タペストリーもご用意いたします。
この機会に、 ギフトとしても喜ばれる手作りの “雪国からの贈
り物” をぜひご覧ください。

新潟県では、 県内各地で森林を整備することでＣＯ２ （二酸化炭素） を
削減する取り組みを進めています。
今回、 新潟こだわりの食材を雪室でゆっくり眠らせ熟成
させた 「越後雪室屋」 の商品を、 雪深い南魚沼地域と津
南地域の森林整備を応援し、ＣＯ２排出量削減にも貢献で
きる 「カーボン ・ オフセット商品」 としてご用意いたします。
手軽にできる地球温暖化対策として、 皆様もぜひカー
ボン ・ オフセットに参加してみましょう！
主催

織 物

( 初日は AM11:00 から、 最終日は PM4:00 まで）

水田株式会社
〒947-0005 新潟県小千谷市旭町乙 1261-5
TEL.0258-82-3213 URL.http://www.ojiya-chijimi.jp/

金 物
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17（金） 20（月･祝）

AM10:00 ～ PM6:00
( 初日は正午から、 最終日は PM4:00 まで）

新潟まつり

第３回 燕三条金物メッセ

全国各地で開催されている新潟物産展の出展者が新潟選りす
ぐりの逸品をご紹介いたします。
きものの糸作りを生業とする村友産業は、 その技術を生かし、
ヨーロッパの伝統技術 「シェニール織」 を昭和の時代に日本で
甦らせました。 吸水性がよく、 軽くて丈夫なハンカチは暑い夏に
は必需品です。 その他小物や新商品の先行販売もいたしますの
で、 ぜひご覧ください。
また、 新潟名物の笹団子、 栃尾の油揚げ、 鮭の焼き漬けな
どもご用意して、 皆様のご来場をお待ちしております。
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

今年も 「燕三条金物メッセ」 がブリッジにいがたで開催されます。
燕三条製の包丁、 鎌、 鋏、 鰹節削りなど、 多種多様な製品を
取り揃えます。 会場で実際にお手に取り製品をお確かめいただき
ご購入できます。 この機会にぜひお気に入りをお手元にいかがで
しょうか。
詳細情報は、 スパークメッセのフェイスブックやホームページで
お伝えしていますので、 ぜひご覧ください。

相談会

7

21（火）

ＦＢ： https://www.facebook.com/sparkmesse/
ＨＰ： http://sparkmesse.web.fc2.com/
主催

8

AM10:00 ～ PM6:30

2（日）

26（日） 28（火）

7/23 AM11:00 ～ PM5:00
7/24 AM10:00 ～ PM5:00
7/25 AM10:00 ～ PM4:00
7/26 AM11:00 ～ PM5:00
7/27 AM10:00 ～ PM5:00
7/28 AM10:00 ～ PM4:00

北陸新幹線で行こう！！新潟上越佐渡

新潟県
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町 4-1
TEL.025-280-5293 URL.http://www.pref.niigata.lg.jp/chiikinosei/1356811402171.html

30（木）

23（木） 25（土）

第２弾【佐渡】
7

新潟県知事
泉田裕彦

7

7
物 産

新潟県では、 中山間地域でアグリビジネス （農畜産
物の加工や直売など６次産業化の取組） をやりたい方
を広く募集します。 採用された方には、 生活費など２人
（夫婦等） の場合は最大５００万円、 １人の場合は最大
３４０万円 （いずれも２年） を支援します。
詳しくはＨＰをご覧いただき、 まずはお気軽に相談会
へご参加ください。
（※相談は予約を優先しますので、 下記までご連絡ください。）

物 産

第１弾【上越・佐渡】

AM11:00 ～ PM6:00

新潟県アグリビジネス相談会

主催

株式会社滝沢製作所
〒955-0814 新潟県三条市金子新田丙 886-2
TEL.0256-33-2851

( 初日は正午から、 最終日は PM4:00 まで）

北陸新幹線開業により上越がとっても近くなりました！上越高田は上杉謙信公ゆかりの
地として知られ、 日本三大夜桜のひとつである高田城があります。 また、 ４月に就航した
高速カーフェリー 「あかね」 に乗り、 上越から世界遺産登録に向け盛り上がる佐渡に渡る
旅も魅力が増し、 小木港より入り両津港から帰る 「周遊旅」 も楽しめます。
今回のイベントでは、 北陸新幹線に乗り上越佐渡を訪れてみたくなるような 「うまいもの」
を販売し、 魅力ある観光名所をご紹介いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

「甘っ！美味い！」 夏の十日町をお届け
十日町市魚沼エリアは毎冬３メートルもの雪が積もり、
春には日本三大峡谷清津峡から豊富な雪解け水が田ん
ぼに届きます。 しらはけ
中魚沼地域 ・ 白羽毛でこだわりの米づくりに励む 「白
羽毛ドリームファーム」。 日本橋の皆様に自慢のお米や
採れたての夏野菜をお届けいたします。 どれも農家のた
っぷりの愛情で美味しいこと間違いなし！また、 期間中
は新米のご予約を承りますのでぜひご利用ください。
蛍が飛び舞い、 カエルの合唱が響きわたる山間地からの直送便をお見逃しなく！！
主催 有限会社白羽毛ドリームファーム
〒949-8427 新潟県十日町市白羽毛辰 680-1
TEL.025-763-3738 URL.http://shirahake.com/

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

主催

株式会社第四銀行

〒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

