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イベントガイド

月

vol.40

『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

9/1（火）AM11:00 〜 PM6:30
9/2（水）AM10:00 〜 PM6:30
9/3（木）AM10:00 〜 PM5:00

物 産

9

AM10:00 〜 PM6:00

4（金） 10 （

初日は正午から
（木） 最終日は PM5:00 まで

新潟 “しろね” フェア

新潟獅子の会 in 日本橋

大凧合戦で有名な新潟市南区の
白根地区は農産物と工業製品の大
産地。
新潟市土産品コンクール金賞に輝
く 「ヤマヨ果樹園」 のル ・ レクチェジ
ュース、 こだわり農家の長井さんが
お届けするコシヒカリ、 自宅のキッ
チンが燻製工場に！？ 「ホンマ製
作所」 のキュートな燻製器。 そし
て、 職人による手作り凧。 ぜ～ん
ぶ “しろね” 産！厳選のラインアッ
プで “しろね” の魅力を全力でお届
けいたします！

『越後獅子』 にちなみ、 全国
の新潟物産展に出店している仲
間が自慢の食と技を日本橋にお
届けします。
お米、 黒埼茶豆、 塩引鮭、
甘酒、 地酒などの 「食」 と小千
谷縮の洋服の 「衣」 のコラボの
イベントです。 毎回大人気の
“お楽しみ袋”、 コシヒカリのご愛
顧感謝セール、 新米のご予約な
どなど ・ ・ ・ 魅力がたっぷり！
この機会に、 新潟獅子の会が
発信する逸品をお楽しみください。

主催
主催

ヤマヨ果樹園
〒950-1404 新潟県新潟市南区大郷 2460
TEL.025-362-5583 URL.http://niigata-yamayo.net/

物 産

9/14（月） 正 午 〜 PM6:00
9/15（火）AM11:00 〜 PM6:00
9/16（水）AM11:00 〜 PM4:00

主催
主催

新潟獅子の会 事務局 （有限会社坂井工芸内）
〒950-1135 新潟県新潟市江南区曽野木 2-25-19
TEL.025-284-6860

観 光

～新潟のおいしい取組みご案内～

６旅連 ・ 新潟県旅館ホテル組合
〒950-0965 新潟県新潟市中央区新光町 17
TEL.025-384-0761 URL.http://www.niigata-ryokan.or.jp/
協力 株式会社第四銀行
主催

株式会社第四銀行
ミュージックセキュリティーズ株式会社

織 物

～毎月１億円 宿泊半額キャンペーン～
新潟県は温泉地の数が全国で３
番目に多く、 各地のコシヒカリや地
酒、 海の幸 ・ 山の幸など贅沢な
自然の恵みを味わうことができます。
１７日 ・ １８日の２日間、 新潟の
秋の魅力と共に人気の 「宿泊半額
キャンペーン」 もご紹介いたします。
温泉、 地酒、 コシヒカリなど秋の新潟の旬をたっぷりお楽しみ
ください！皆様のご来場をお待ちしております。

今、 新たな資金調達の方法として、
クラウドファンディングが注目されてい
ます。
本イベントでは、 新潟で取組みをし
た３社の取扱商品である、 日本酒、
ビール、 ジェラードをご紹介いたしま
す。 また、 出資をされた皆様との意
見交換会も行います。
さらに新潟の 「おいしいもの」 を
たくさんご用意して皆様のご来場を
お待ちしております。

共催

9/17（木）AM11:00 〜 PM6:00
9/18（金）AM10:00 〜 PM4:00

うまさぎっしり新潟の旅

クラウドファンディング組成企業ＰＲイベント

主催
主催

9/22（火･祝） 正 午 〜 PM6:30
9/23（水･祝）AM10:00 〜 PM6:30
9/24（木） AM10:00 〜 PM4:00

物 産

9/25（金） 正 午 〜 PM6:30
9/26（土）AM10:00 〜 PM6:30
9/27（日）AM10:00 〜 PM4:00

越後の織物語

越後魚沼ふるさと物産展

「十日町」 「小千谷」 「塩沢」 「栃
尾」 「亀田」 の織のきものと帯、 きも
のに合う手作りバックや竹繊維１００％
のストールなどを展示販売いたします。
また、 東日本大震災の復興応援継
続として、 陸前高田市で育った草木
で染め織られた十日町紬 「陸前高
田染」 をご紹介いたします。 （売り上
げの一部は義援金とさせていただき
ます。）
この機会に、 越後の織り人の心の
こもった逸品をご覧ください。

大好評の昨年に続き、 米どころ
魚沼市が参上いたします。
この日のために一足早く新米北魚
沼産コシヒカリをご用意いたしました！
さらに地酒や餅など魚沼の 「美味し
いもの」 も多数お届けいたします。
お米はもちろん、 魚沼の魅力満載
です！また、 紅葉が美しい秋の魚沼
の観光情報もご紹介いたします。
満足度１００％のこのイベントをお
見逃しなく！皆様のご来場を心より
お待ちしております。

主催

（

わのわ
〒945-0051 新潟県柏崎市東本町 1-15-5
TEL.0257-20-0077 URL.http://www.wanowa.co.jp/

主催

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

一般社団法人魚沼市観光協会
〒946-0075 新潟県魚沼市吉田 1144
TEL.025-792-7300 URL.http://www.iine-uonuma.jp/

工 芸

9/11（金） 正 午 〜 PM7:00
9/12（土）AM10:00 〜 PM5:00
9/13（日）AM10:00 〜 PM4:00

遠藤綾子 September25 Art Studio

グラスペイント＆ファブリックペイント展２０１５
新潟の四季や風土、 花々を
ガラスの食器や箱額、 オブジェ
に描くグラスペイントと季節を楽
しむ絵柄を新潟伝統の亀田縞で
作った洋服や日傘に描くファブリ
ックペイント作品を展示いたします。
また、 ウエディングサロンでは
リングピロー、 ウエルカムアイテ
ム、 親ギフトなどをご紹介いたします。 手描きの
ウエディングドレスも展示いたしますので、 この
機会にぜひご覧ください。
〈同時開催〉 September25 Art Studio 東京スタジオ講師修了作品展
主催

September25 Art Studio
〒950-2022 新潟県新潟市西区小針 1-33-18
TEL.090-2432-9128 URL.http://september25.biz/

物 産

9/19（土）
正 午 〜 PM6:00
9/20（日） AM10:00 〜 PM6:00
9/21（月･祝）AM10:00 〜 PM4:00

ふるさと自慢！越後田上の観光物産フェア
自然いっぱい、 見所満載の
新潟県南蒲原郡田上町。 町の
特産 青梅 「越の梅」 や竹の子
を使ったオリジナル商品をはじめ、
特産品開発の一環として田上町
の 「竹」 をいぶして人工的に作
った煤竹 ( すすたけ ) の商品や、
地元特産品 ・ 日本酒などをお届
けいたします。
また、 名湯 湯田上温泉をはじめとす
る田上町の観光スポットもご紹介いたしま
すので、 この機会に田上町の魅力をご堪能下さい。
主催

田上町商工会
〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ケ崎新田 3072
TEL.0256-57-2291

物 産

9/29（火）AM10:00 〜 PM7:00
9/30（水）AM10:00 〜 PM7:00
10/1（木）AM10:00 〜 PM5:00

飲んで、 食べて、 新潟を感じよう！
越後銘門酒会 ＩＮ 日本橋
知らないなんてもったいない！
ご存知ですか？新潟のうまい酒！
インターネット通販サイト ・ ２０１
４年ベストショップに選ばれた 「越
後銘門酒会」 が “秋のお酒” や
“穫れたての新米” を日本橋に
お届けいたします。
１０月１日は日本酒の日！！
隠れた銘酒に出会える、 日本酒
ファンの方は必見のイベントです。
皆様のご来場をお待ちしております。
主催

越後銘門酒会Ⓡ 原商株式会社
〒940-2113 新潟県長岡市大山 1-14-4
TEL.0258-27-3377 URL.http://www.rakuten.ne.jp/gold/echigo/

〒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

