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イベントガイド

月

『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。

vol.43

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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30（月）

12

なんかん

AM10:00 ～ PM6:30

3（木）（

）

初日は正午から
最終日は PM4:00 まで

ＪＡにいがた南蒲 『なんかん直送便』 ｉｎ 日本橋
なんかん

ＪＡにいがた南蒲は新潟県のほぼ中央の５つの
市と町を管内に持つ広域ＪＡです。
今回は、 新米コシヒカリはもちろんのこと旬の
青果物 ・ 加工品を販売いたします。 なかでも注目
は、 華やかな香りと優雅にとろける甘みをブライト
イエローに秘めた新潟が誇る西洋梨 『ル レクチエ』
の特別価格販売です。 １２月限定の 『ル レクチエ』
は、 贈り物としても大変人気があります。 ４日間
限定の新潟の旬をどうぞお楽しみください！
※新米 ・ ル レクチエ等のご贈答品は産地からの発送になります。
主催

12

9

（水）

11

（金）

12/ 9 正 午 ～ PM7:00
12/10 AM10:00 ～ PM7:00
12/11 AM10:00 ～ PM5:00

村上市観光協会山北支部
〒959-3907 新潟県村上市府屋 219-1 山北商工会内
TEL.0254-77-2259

12

～農家こだわりの魚沼の味を食べ比べフェア～

12

繊 維

12

AM10:00 ～ PM6:00

17
（
冬･･･五泉ニットを着る

（土）

婦人ニット販売会

主催

12/18 正 午 ～ PM6:30
12/19 AM10:00 ～ PM6:30
（日） 12/20 AM10:00 ～ PM5:00

）

初日は AM11:00 から
最終日は PM3:00 まで

（木）

18（金） 20

今年も残すところわずかになってまいりました。
豊かな自然と伝統のまち、 錦鯉が有名
な 「小千谷」 より自慢の品々をお届けい
たします。
清酒に餅、 昆布巻き、 さらに魚沼産コ
シヒカリやへぎそば、 米菓など 「小千谷」
ならではの味を取り揃えます。 この機会に
お立ち寄りいただき、 年末年始のご用意
にお役立てください。 皆様のご来場をお待
ちしております。

ユニオンフーズ株式会社
〒947-0054 新潟県小千谷市若葉 3-135
TEL.0258-83-3300 URL.http://www.unionfoods.co.jp/

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

新潟県五泉市
ＬＥ ＴＥＬＥＧＲＡＰＨ

物 産

12

AM10:00 ～ PM6:00

22（火） 28（月） （

）

初日は AM11:00 から
最終日は PM4:30 まで

越後の田舎 阿賀町

うまさぎっしり 新潟おぢや物産フェア

主催

一般社団法人十日町市観光協会中里事務所
〒949-8492 新潟県十日町市上山己 2133
TEL.025-763-3168 URL.http://www.tokamachishikankou.jp/

五つの泉が豊かに湧き出る里と言われるように豊富
な水に恵まれた 「五泉市」 では、 戦後この水を利用
して “五泉ニット” が生まれました。
お待たせいたしました！この時期恒例の五泉ニット製
品の販売会です。 今回のおすすめは、 工場直販の日
本製高級かすり糸で編んだオリジナルマフラーとウール
１００％のタートルネックセーターです。 その他多数の
ニット製品も特別価格にてご用意いたします。
ニット産地ならではのこのイベントをお見逃しないよう、
皆様のご来場をお待ちしております。

新潟県の最北端に位置する村上市山北
地区では、 昔ながらの知恵が受け継がれ
ている生業 （伝統 ・ 文化） があります。
今回は、 その生業を生かした食や工芸
品など山北地区の特産品を多数取り揃え、
皆様を温かい 「お ・ も ・ て ・ な ・ し」 で
お迎えいたします。
この機会に、 山北地区の 「ふるさとの
生業」 をお楽しみ下さい。

物 産

魚沼産コシヒカリ 農家直送 ・ 直売市

主催

「さんぽくごっつぉ物語」 と村上の味と技

主催

4（金） 6（日）

12/4 正 午 ～ PM6:00
12/5 AM10:00 ～ PM6:00
12/6 AM10:00 ～ PM4:00

本当にこだわっているから、 作り手によって味が違う！！
豪雪地帯と呼ばれている十日町の豊かな自然
と雪どけ水で丹精込めて作ったお米を五つの農
家が直接お届けいたします。 作り手のこだわり
を聞きながら、 それぞれの農家の自信作の味
をお確かめいただけます。
知って、 食べて、 納得して、 十日町市中里
地区の新米の魚沼産コシヒカリをぜひこの機会
にお求めください。

にいがた南蒲農業協同組合 営農経済部 園芸特産課
〒955-0021 新潟県三条市下保内 348-1
TEL.0256-39-7013 URL.http://www.ja-niigatanankan.or.jp/

物 産
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物 産

「道の駅 阿賀の里」 うまいもん市
福島県との県境の山間部に位置する阿賀町は、 毎年５月３日に行われる 「つがわ狐
の嫁入り行列」 が有名です。 また、 町の中央部を流れる阿賀野川では、 この時期
“奥阿賀雪見舟” で雪景色が堪能できます。
“ブリッジにいがた” 年末恒例のイベント、
「道の駅 阿賀の里」 が日本酒や新潟県産
干し椎茸、 餅、 笹だんごなど道の駅ならで
はの名産 ・ 特産品を多数販売いたします。
どうぞ年末年始のご準備にお役立てください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
主催

株式会社阿賀の里
〒959-4636 新潟県東蒲原郡阿賀町石間 4301
TEL.0254-99-2121 URL.http://aganosato.web.fc2.com/

〒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

