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イベントガイド

月

vol.45

『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。
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2/1 AM11:00 ～ PM6:00

2/2 AM10:00 ～ PM4:00
1（月） 2（火）
ゴセンコモノ ｉｃｈａｋｕ～あいちゃく～ 展示会
繊 維

“ニットのまち五泉” に従来の高い技術を活かした、 ３６５日楽しめるニットと刺繍のファッ
ション小物 ・ 生活雑貨が生まれました！
私の愛しい小物たち。 春夏秋冬、 四季を通じて愛着を
もって使ってほしい小物たち。 そんな願いを込めてこの企
画を 「ｉｃｈａｋｕ～あいちゃく～」 と名付けました。 どれも普
段使いできる機能的なものです。
ブリッジにいがたでは初公開、 五泉産地の小物雑貨プ
ロジェクト 「ｉｃｈａｋｕ」 のメンバーによる、ｍａｄｅ ｉｎ ｊａｐａｎ
のモノづくりをご覧ください。
主催 五泉商工会議所
〒959-1864 新潟県五泉市郷屋川 1-2-9
TEL.0250-43-5551 URL.http://www.gosencci.or.jp/
金 属
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5（金） 7（日）

2/5 正 午 ～ PM7:00
2/6 AM10:00 ～ PM7:00
2/7 AM10:00 ～ PM4:00

鍛冶職人 打刃物の世界
長岡市与板は戦国時代より４００年余続く打刃物の産地として、
昭和６１年に国の伝統的工芸品の産地指定を受けました。 現在
も優れた鍛造 ・ 鍛接技術と改良を加え伝統的打刃物の切れ味を
追い続けています。
５回目となる今回の出展では、 伝統的な大工道具や包丁、 ナ
イフ等の実用品展示販売のほか、 女性向け大工道具 「ＴＡＮＴＯ
Ｎ」 の展示 ・ 使用体験、 鑿 （のみ） で香木を削って匂い袋作成
等の体験、 包丁研ぎ （１本５００円 ・ 税込） サービスなど、 見て触れてお楽しみいただけま
す。 また、 物産品も取り揃えいたしまして皆様のご来場を心よりお待ちしております。
主催 越後与板打刃物匠会 （事務局 ： 長岡市与板支所産業建設課）
〒940-2402 新潟県長岡市与板町与板甲 134
TEL.0258-72-3201 URL.http://yoitahamono.com/
物 産
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12（金） 14（日）

2/12 正 午 ～ PM7:00
2/13 AM10:00 ～ PM7:00
2/14 AM10:00 ～ PM5:00

ｃｕｓｈｕプレゼンツ

発酵美人 新潟ぽんしゅバル＆マルシェ
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2/19

正 午 ～ PM7:00

創業７０余年。 三代にわたり、 桐たんすを延べ１６,９００棹以上製作し、 東京 ・ 大阪 ・ 名
古屋をはじめ日本全国のお客様にお届けしてまいりました。
原木から仕入れ、 職人一人一人の手作業から生み出される
当社の桐たんすは、 全国の優秀な家具を表彰する 「全国優良
家具コンテスト」 にて２年連続で優秀賞を受賞し、 またテレビ ・
雑誌などに数多く紹介され、 多くの方々からご支持をいただい
ております。
職人の “伝統と革新の技” による伝統的な総桐たんすと現
代的な総桐チェストをこの機会にご覧ください。
主催 有限会社桐の蔵
〒959-1325 新潟県加茂市明神町 2-4-10
TEL.0256-57-4337 URL.http://www.1kirizo.com/

ブリッジにいがた
コンサルティング推進部
ＴＥＬ.025-229-8180

3（水） 4（木）

2/3 AM10:00 ～ PM6:00
2/4 AM10:00 ～ PM5:00

朱鷺の郷 佐渡物産展
“朱鷺と共生している佐渡の自然” が育んだ自慢の品々を
お届けいたします！！
「至」 ほか佐渡の地酒、 いごねり、 のどぐろ、 イカの一夜
干し、 魚生ハム、 佐渡スーパーコシヒカリ、 コシヒカリの米
粉シフォンケーキ、 夫婦岩の油揚げ、 カニみそ豆腐、 佐渡
ポン酢、 自然塩など盛り沢山です。
この機会に会場いっぱいの佐渡の味をお楽しみください！

主催

佐渡国仲地区商工会
〒952-0206 新潟県佐渡市畑野甲 559-7
TEL.0259-66-2458

AM10:30 ～ PM6:00
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8（月） 11（木･祝） 初日 正午から 最終日 PM3:00 まで
うまさぎっしり新潟 新潟ふるさと名物商品フェア
物 産

皆様にご好評いただいております新潟県
のおいしい逸品を通常価格の３０％オフで
ご購入できる 「ふるさと名物商品事業」 も
いよいよ終了間近！
人気の新潟県産米や旬のフルーツなど新
潟自慢の品々をお届けいたします。 この機
会に、 ぜひお買い求めください。

主催

公益財団法人にいがた産業創造機構
〒950-0078 新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 9 階
TEL.025-246-0025 URL.http://www2.nico.or.jp/

物 産
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15（月） 18（木）

AM11:00 ～ PM6:00
初日 正午から 最終日 PM4:00 まで

新潟 食楽園 ふるさと割イベント

主催

2/20 AM10:00 ～ PM7:00
19（金） 21（日） 2/21
AM10:00 ～ PM4:00
三代目 桐の蔵 総桐たんす ・ 総桐チェスト展示会

日本橋に生まれた、新潟の橋
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ふるさと割開催！
新潟県の人気商品が通常価格の３割引
き！笹だんご、 お米、 ご飯のお供、 米
菓など多数ご用意いたします。

フードコーディネーター加々美みのりさんの酒粕や乳酸菌醗酵酒
粕 「さかすけ （菊水酒造）」、 麹、 「あまさけ （八海山）」、 酒盗
（しいの食品） 等の様々な発酵食を使った料理と、 新潟の地酒を
楽しめるバルを開店！
また、 食事処 『スローフード方舟』 による地酒や酒粕、 バレンタイ
ンデー向けの発酵食品、 「あまさけ」、 「さかすけ」、 酒盗も販売いたします。
さらに升と苔玉がひとつになった観葉植物 「ＭＡＳＭＯＳ 旭山桜」 の受注も
行います。 この機会に、 発酵食の魅力をお楽しみください。
主催 株式会社ニール
〒950-2163 新潟県新潟市西区新中浜 6-3-11
TEL.025-261-7280 URL.http://www.cushu.jp/
木製品

物 産

株式会社第四銀行

物 産
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26（金） 28（日）

2/26 正 午 ～ PM6:00
2/27 AM10:00 ～ PM6:00
2/28 AM10:00 ～ PM4:00

越後長岡からこだわりグルメが集合！

長岡発！うんめぇもんフェア
長岡市のバラエティ豊かな “うんめぇもん” を集めました！
地元野菜から作った乾燥食品、 とび魚だしのつゆ、 ブ
ランド牛の越後牛、 デザートのような胡麻とうふ、 こだわ
りの新潟県産コシヒカリ、 割烹仕込みの水産加工品など
など。 また、 つきたて餅の振る舞い （11:00 15:00 ※初
日は 15:00 のみ） や新潟で活動しているアイドルの登場な
ど楽しさイッパイです！
どうぞこの週末の３日間を越後長岡でお楽しみください！！
主催 越後長岡フードプロジェクトながおかもん
〒940-2101 新潟県長岡市寺島町 692 ストライプス内
TEL.0258-86-0312 URL.http://nagaokamon.jimdo.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

