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イベントガイド

月

vol.46

『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。

【９日〜 11 日は関係者のみのイベントです】
物 産
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AM11:00 ～ PM6:00

2（水） 8（火） （

）

初日は正午から
最終日は PM4:00 まで

新潟県内のうんめもんが大集合！
新潟県のアンテナショップ 「新潟食楽園」 から、
新潟各地のうんめもんが日本橋に大集合！！
米どころならではのこだわりの商品や大人気の
新潟名物笹だんご、 季節限定の柿チョコ、 春の
限定商品など取り揃え、 皆様のご来場をお待ち
しております。
どうぞ、 この機会に 「新潟食楽園」 の自
慢の逸品をご堪能ください。

主催

日本金属ハウスウェア工業組合は、 新潟県のほぼ
中央の県央地域にある燕市に所在しています。 この地
域には金属加工を得意とする企業が多く集まっており、
組合員企業は高品質な家庭用食卓台所製品 ・ 企業用
厨房製品の製造を行っています。
昨年に引き続き、 今回も選りすぐりの製品を展示 ・
販売いたします。 この機会に、 「つばめの逸品」 をお
手にとってそのクオリティの高さをお確かめください。 皆
様のご来場を心よりお待ちしております。

新潟食楽園
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-11-7
TEL.03-5775-4332 URL.http://niigata-shokurakuen.ｃom/

物 産
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主催

AM10:00 ～ PM6:30
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（
新 潟 味 め ぐ り
（日･祝）

（火）

）

初日は正午から
最終日は PM4:30 まで

織 物
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株式会社第四銀行

25（金） 27（日）
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AM10:00 ～ PM6:30

初日は PM1:00 から
（最終日は
PM4:00 まで）

（木）

千年以上の歴史のある小千谷縮。 今回は、 高政織物
のオリジナル “高政カラー” の小千谷縮をご紹介いたし
ます。 同時に “高政カラー” の小物、 「麻布１０番 へル
シータオル」 「麻布２０番 マカロン型ホルダー」 「麻布３０
番 割烹着」 も販売いたします。
また、 津南町在住の松本文子氏は植物染 ・ 織の作品
制作と並行して地元の藁 （わら） 細工の技術伝承をして
おり、 その習得した成果を実演販売いたします。
この機会に、 越後 ・ 雪国に古くから保存、 継承されて
いる技術をご覧ください。
主催

物 産

日本金属ハウスウェア工業組合
〒959-1289 新潟県燕市東太田 6856
TEL.0256-61-5888 URL.http://www.houseware.jp/

麻が来た！

新潟銘菓 「笹団子」、 「柿の種」、
ご飯のおかずやおつまみに最適な
「栃尾揚げ」 など、 新潟ならではの
味を多数取り揃えます。

主催

3/12 PM 1:00 ～ PM6:00
3/13 AM10:00 ～ PM6:00
（月） 3/14 AM10:00 ～ PM4:00

3

12（土） 14
新潟 「つばめハウスウェアショー」 展示 ・ 即売会 in 日本橋
金 属

3/25 AM11:00 ～ PM6:30
3/26 AM10:00 ～ PM6:30
3/27 AM10:00 ～ PM4:30

高政織物
〒947-0021 新潟県小千谷市本町 1-3-20
TEL.0258-82-2747

物 産
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AM10:00 ～ PM6:00

28（月） 31（木）（

新潟 ・ 春のグルメ祭り

春の新潟 グルメ大集合

春うららかなこの頃、 今年もお花見の季節に
なりました。 やっぱり花より団子！！新潟うまい
もの大集合です！
越後名物笹だんごや糸魚川の海の幸。 豪雪
地栃尾のコシヒカリや、 こだわりの味噌にお麩、
魚沼の地酒飲み比べなど、 魅力満載。 お花見
のお供に新潟の美味しいものがあれば盛り上が
り間違いなし！
桜と一緒に春の新潟グルメをお楽しみください。

新潟から美味しいモノをたくさんお届け
いたします！
新潟を代表する魚沼産コシヒカリ、 日
本酒、 新潟米で作ったあまざけ、 その
ほか梅シロップ、 笹だんご、 かにみそ、
あごみそ、 塩引き鮭など、 新潟の贅沢
な味を存分にお楽しみいただけます。
“春の新潟 グルメ大集合”。 どうぞ、
ご堪能ください！

主催

有限会社御母屋
〒943-0101 新潟県上越市上真砂 65-1
TEL.025-520-2406 URL.http://www.omoya.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

主催

）

初日は AM11:30 から
最終日は PM4:00 まで

株式会社三崎屋醸造
〒940-0226 新潟県長岡市滝の下町 4-39
TEL.0258-52-2062

〒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

