２０１５

8

イベントガイド

月

vol.39

『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。
１３日〜１６日は休館日です。

物 産
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8

30（木）

AM10:00 ～ PM6:30

2（日）（

）

初日は正午から
最終日は PM4:00 まで

8
物 産

「甘っ！美味い！」 夏の十日町をお届け

3（月） 6（木）

8/3
正 午 ～ PM6:00
8/4･5 AM11:00 ～ PM6:00
8/6 AM11:00 ～ PM4:00

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。

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/

8

7

（金）

主催

8/7 正 午 ～ PM6:30
8/8 AM10:00 ～ PM6:30
8/9 AM10:00 ～ PM5:00

9

（日）

株式会社第四銀行

物 産

8

魚沼の美味 夏まつり

8

17

19

新潟の美味しい “食” を皆様に
お届けする “新潟味めぐり”。
新潟名物 “笹団子” “柿の種”
“栃尾揚げ” など人気商品をはじめ、
新潟ならではの味を多数取り揃えま
す。 この機会をお見逃しなく！
皆様のご来場をお待ちしております。

今成漬物店
〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町 1848
TEL.025-772-2015

木製品

8/17 正 午 ～ PM6:30
8/18 AM10:00 ～ PM6:30
（水） 8/19 AM10:00 ～ PM5:00

（月）

新潟味めぐり

日本一の美味どころ “新潟 ・ 南魚沼” から選りす
ぐりの美味しいものが大集合！
おなじみになりました 「今成漬物店」 の絶品粕漬
『山家漬』 のほか、 自ら米作りを手掛けるお米屋さん
「細矢農園」 が今回初登場！最高にうまい塩沢コシヒ
カリの炊き立て 『おにぎり』 販売や、 お楽しみイベント
“餅つき” （８日 １２時頃） を披露いたします。
また、 大好評の 「八海醸造」 の日本酒バーでは、
銘酒 『八海山』 各種、 地ビール （生）や冷やし甘酒
が味わえます。
今年の夏も日本橋で越後の涼をお楽しみください！！
主催

主催

AM10:00 ～ PM7:00

20（木） 24（月） （

）

初日は PM1:00 から
最終日は PM4:00 まで

物 産

8

株式会社第四銀行

AM10:00 ～ PM6:30

27（木） 30（日） （

２０１５ 新潟木工展

越後長岡 初秋の味覚祭

あわただしい都会生活の中で忘れていませんか？自然の感触を。
自然とはかけ離れた日常を過ごす現代人が 「木」
に触れた際に安らぐ感覚。 そこには、 はだしの皮膚
に直接訴えかけるやさしい感動があります。
ほぼ毎年開催しております新潟木工展は今回で１０
回目。 「森で散歩 はだしで三歩」 をイベントテーマと
して、 新潟、 加茂の桐たんすメーカーと三条のハード
ウッド木工作家とのコラボレーションの展示会です。
心癒される自然のやさしさに触れてみませんか？

新潟県長岡市は、 豊かな自然によって育まれた 「水」
「米」 「酒」 「野菜」 といった、 美味しさがぎっしりつま
った食材の宝庫です。 そんな長岡の “美味しい” を集
め、 味覚祭を開催します。
全国有数の蔵元数を誇る長岡。 自慢の地酒につい
て蔵元の方とじっくりお話をしてお気に入りの地酒を見
つけてみませんか！また、 毎朝産地より新鮮長岡野
菜をお届けいたしますので、 是非ご賞味ください。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

主催

共催

12

夏祭り！！

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！！

物 産

10

（月）
（水）
8/10 正 午 ～ PM6:00
8/11 AM11:00 ～ PM6:00
8/12 AM11:00 ～ PM4:00

うんめぇもん新潟

しらはけ

主催

8

新潟木工展実行委員会 （事務局 : 有限会社茂野タンス店）
〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町原ケ崎 30-1
TEL.0256-57-3610 URL.http://www.kamono.com/
樫木工房 ・ 髙橋芳郎タンス店

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

）

初日は AM11:00 から
最終日は PM5:00 まで

「越後長岡」 観光振興委員会事務局
長岡市観光企画課 TEL.0258-39-2344
（一社 ) 長岡観光コンベンション協会
TEL.0258-32-1187 URL.http://www.nagaoka-navi.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

