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『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

4

AM10:00 ～ PM6:30

1（金） 7（木）

（

）

初日は正午から
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新潟味散歩

津南町物産フェア～津南の味のおもてなし～

大正５年 （１９１６年） に新潟で創業し本年度
創業１００年を迎える弊社は、 新潟銘菓の笹だ
んごを中心とした和菓子の製造をしております。
今回は、 つぶ餡、 こし餡、 くるみ餡の笹だん
ご、 栃尾のジャンボ油揚げ、 柿の種など新潟
のうんめいもんを販売いたします。
どうぞ、 この機会に新潟の美味をお楽しみく
ださい。

新潟県の最南端に位置し長野県と境を接している津南町は、 雄大な日本一の河岸
段丘で形成され、 冬は積雪３メートルを超す日本有数の豪雪地帯であり、 日本ジオ
パークに認定された苗場山麓ジオパークの
絶景ポイント、 秘境秋山郷、 全国名水百
選の龍ヶ窪、 ５０万本のひまわり広場など
見どころが満載です。
今回は、 生で食べることができる旬の雪
下ニンジン、 魚沼コシヒカリ、 餅、 笹団子
などの物産品を数多くご用意いたします。
試食、 試飲をしながら津南町の味をお楽し
みください。

主催

株式会社セイヒョー
〒950-3102 新潟県新潟市北区島見町 2434-10
TEL.0120-372-149 URL.http://www.seihyo.co.jp/
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初日は AM11:00 から
最終日は PM4:00 まで

新潟 “やすらぎバー”

主催

新潟ふるさと村
株式会社第四銀行
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ウキウキおしゃれ ～バックと帽子で変身～
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昨年ヨーロッパより輸入した１００種類のプリント柄の
革から２０種類を選び作った個性的なオリジナルバッグ
と、 オシャレな帽子 （アクセサリーはプレゼント） をご
紹介いたします。 バッグは会場でご注文もお受けいた
します。 この機会に、 素敵なバッグと帽子で今までと
はちょっと違った雰囲気に挑戦してみませんか！
また、 世界の被災地支援を続ける村井雅清さんに
よるゾウをかたどった壁掛け用タオル “まけないぞう”
も販売いたします。

酒どころ新潟より有名銘柄を中心に３０種類以上の
日本酒を集め、 その深い味わいを新潟名物のおつま
みと共に楽しんでいただく “やすらぎバー” を開設い
たします。 会場内では、 寒風にさらすことで深い味を
引き出している村上の鮭をはじめ 「新潟ふるさと村」
が全国に誇る新潟の自慢の味覚や特産品を揃えます。
また、 １２万人の集客を誇る新潟の一大イベント
「にいがた酒の陣２０１６」 の様子を展示いたします。
日頃のお疲れを “やすらぎバー” でごゆっくり癒し
てみてはいかがでしょうか！

主催

津南町観光協会
〒949-8201 新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊 585
TEL.025-765-5585 URL.http://www.tsunan.info/
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初日は AM11:00 から
最終日は PM4:00 まで

有限会社すがはら
〒950-2052 新潟県新潟市西区寺尾 31-13
TEL.025-269-5731
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新潟名産品会

「綿 ・ 麻 ・ 絹」 越後の着物地とオーダー作務衣展

全国各地で開催され、 ご好評をいただいてい
る新潟物産展。 今回は、 新潟の選りすぐりの逸
品を取り揃えお届けいたします！
日本橋でもおなじみになりました 「なかよしミー
ト」 の骨付きももハムは、 時間と手間をかけた
人気商品です。 あわせて軟骨、 タン、 ミミガー
の燻製もぜひご賞味ください。
また、 新潟名物笹団子、 季節限定の柿チョコ、
梅シロップ、 鮭、 日本酒などもご用意して皆様
のお越しをお待ちしております。

片貝木綿 ・ 小千谷縮 ・ 越後上布 ・ 塩沢紬 ・ 十日町紬など新潟名産の着物生地をお
選びいただき、 お客様のご寸法やご要望に合わせたオーダーの作務衣を一着ずつお
作りいたします。 打ち込みがしっかりして
いる着物生地は、 着心地抜群の作務衣
に仕立て上がりますのでこれまでに多くの
お客様にご利用いただいています。 今回
も男性向け ・ 女性向けの生地を取り揃え
て皆様のご来場をお待ちしております。
どうぞ、 着物職人が作り上げた風合い
の良い作務衣で至極のくつろぎをお楽しみ
下さい。

主催

有限会社なかよしミート
〒940-2033 新潟県長岡市上除町乙 46
TEL.0258-47-4314 URL.http://www.nakayosimeat.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

有限会社一黒屋
〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋田町 2-334
TEL.025-231-1598 URL.http://www.ichikokuya.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

