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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。
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「綿 ・ 麻 ・ 絹」 越後の着物地とオーダー作務衣展 南魚沼物産展 ～雪国に春が来た～
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/
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初日は AM11:00 から
最終日は PM4:00 まで
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24（火） 26（木）

5/24 正 午 ～ PM6:00
5/25 AM11:00 ～ PM6:00
5/26 AM11:00 ～ PM4:00

新潟県内のうんめもんが大集合 !!
米どころ “新潟” ならではのうんめもん
市です。 笹だんご、 柿の種、 へぎそば、
新潟限定販売のサラダホープなどの人気
商品を３日間限定で販売いたします。
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初日は正午から
（最終日は
PM4:00 まで）
糸魚川クラフトフェア 「新潟の職人展」
工 芸

主催

株式会社フエキ農園
〒949-6450 新潟県南魚沼市竹俣 425-1
TEL.025-782-4102

物 産

有限会社いなほ新潟
〒949-6450 新潟県南魚沼市竹俣 425-2
TEL.025-782-4102 URL.http://www.inahoniigata.com/

（金）

（月）

今年の糸魚川クラフトフェアに出展予定の新潟県内５人の職人展です。
越後与板が誇る兵部ノミの伝統を受け継いでい
る 「河清刃物」。 絵の具の代わりに様々な種類の
木を組み合わせて１枚の絵にする 「アトリエやしろ」。
フィリピンの天日干し塩のにがりを雪の湿度でまろ
やかにした 「雪室の塩」。 一枚の木から糸鋸でパ
ーツを切り取った立体的なパズルの 「糸鋸木工」。
ランプ ・ アクセサリーのほか住宅の窓やドアを素敵
に飾る 「ステンドグラススタジオ三宅」。
この機会に、 自慢の職人技をどうぞお楽しみく
ださい。

日本百名山の巻機山をはじめとする山々の伏流水
で栽培されるコシヒカリは、 甘みがありモチモチとした
食感が特徴です。 今回は、 そのお米を握りたてのお
にぎりにして販売いたしますので、 お米の美味しさを
お確かめいただけます。
また、 栄養満点のカイワレ大根やブロッコリーの芽、
キノコなどもご用意いたします。 どれも自慢できるもの
ばかりですので、 この機会に南魚沼の味をお楽しみ
ください。

主催

米どころ南魚沼市から昔ながらの製法を頑固に
守り続けて栽培している魚沼産コシヒカリをお届け
いたします。
また、 梅 ・ 鮭はもちろん新潟県ならではの味噌
漬けを具材にした握りたてのおにぎりや日本酒など
も販売いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしておりますので、
この機会にぜひ “ブリッジにいがた” にお立ち寄
りください。

糸魚川クラフトフェア実行委員会
（ステンドグラススタジオ三宅内）
〒949-1327 新潟県糸魚川市須川 112
TEL.025-568-2951 URL.http://itoigawa.info/index.html

工 芸
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5/27 正 午 ～ PM7:00
5/28 AM10:00 ～ PM5:00
（日） 5/29 AM10:00 ～ PM4:00

27（金） 29

遠藤綾子 September25 Art Studio at 東京日本橋

グラスペイント＆ファブリックペイント展
透明なガラスに描かれたグラスペイント （ガラス絵
付け） と麻やシルク等様々な布製品に描くファブリッ
クペイント （布絵付け） で、 「夏の時間」 を彩る作品
を展示販売いたします。 また、 女性の憧れ 「ガラス
の靴」 に青のおまじないをかけた 「Ayako Endo with
Something Blue TM」 やファブリックペイントのウエディ
ングドレス等も展示いたします。
光と色を操るハンドペイントの世界をお楽しみください。

＜同時開催＞September25 Art Studio 東京スタジオ修了作品展
主催
主催

株式会社第四銀行

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

September25 Art Studio
〒950-2022 新潟県新潟市西区小針 1-33-18
TEL.025-211-4757 URL.http://september25.biz/

〒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 / 8月13日～ 8月16日、12月29日～1月3日
■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

