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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

6

6/1 正 午 ～ PM6:00
6/2 AM10:00 ～ PM6:00
6/3 AM10:00 ～ PM4:00

1（水） 3（金）

木製品

6

4（土） 6（月）

6/4 PM 1:00 ～ PM7:00
6/5 AM10:00 ～ PM7:00
6/6 AM10:00 ～ PM4:00

良寛さんの心通う出雲崎 地場産業展

加茂 桐のぬくもり展

『良寛さんの町 ・ 出雲崎』 から異業者３社のコラボイベントを開催いたします。
まず、 ベッドからの乗り降りが楽にできるという新しい発想
から車いす 「輪助 （わすけ）」 を開発した越後工業㈱。 ２社
目は、 生乳の生産から販売まで５０年の歴史ある 「出雲崎酪
農組合」 より、 緑豊かな新潟県で育った新潟産生乳１００％
の “牧場の恵み” やコーヒー牛乳をお届けいたします。 そし
て、 「やさしさ ・ なごみ ・ いやし」 をコンセプトに開発した良
寛シルクの㈲金子編物。 ふれてみて、 肌に伝わる絹触りの
いやし感、 しっとり感、 すべすべ感をご体感ください。
この機会に、 新潟 ・ 出雲崎の地場産３社
の魅力をご堪能ください。

桐のもっている温かさを感じられる展示会です。
楽天市場でおなじみの 「髙橋芳郎タ
ンス店」 が、 桐たんす、 桐チェスト、
桐小物など生活の中に温もりが感じられ
る桐製品を日本橋にお届けいたします。
加茂ならではの伝承された技術と現代
的な姿に新しいモノを感じていただける
と思います。
どうぞこの機会に、 全国生産の７割
を占める加茂の桐製品をご覧ください。

主催

越後工業株式会社
農事組合法人出雲崎酪農組合
有限会社金子編物

6

7

主催

AM10:00 ～ PM7:00

13

（
浅野タンス 加茂総桐たんす展
木製品

（火）

）

初日は正午から
最終日は PM4:00 まで

（月）

6

主催

AM10:00 ～ PM7:00

21（火） 27（月） （

）

初日は PM1:00 から
最終日は PM5:00 まで

15

（水）

20

（月）

AM10:00 ～ PM6:30

初日は正午から
（最終日は
PM5:00 まで）

本格的な夏を迎える夏至より１週間、 簾戸展示会を開催いたします。
簾戸はすだれを木枠にはめ込んだ建具で、 風
通しが良く陽射しを遮り見た目にも涼しげで、 蒸し
暑い日本の夏をのりきる昔の人の知恵が詰まって
います。 その良さが見直され現代の生活にも使わ
れるようになりました。
簾戸の心地よさをお伝えできたらと、 期間中は
お茶を飲みながらゆったり過ごしていただける 「ｓｕ
ｄｏカフェ」 を会場にオープンいたします。
お気軽にご来場いただき、 簾戸のある空間をご
体感ください。

有限会社高橋建具製作所
〒957-0007 新潟県新発田市小舟町 1-15-5
TEL.0254-22-6450 URL.http://www.kimajime.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

株式会社きものアイ
〒948-0051 新潟県十日町市寿町 3-2-15
TEL.025-757-9529 URL.http://www.kimonoemakikan.co.jp/

物 産

6

6/28 正 午 ～ PM6:45
6/29 AM11:00 ～ PM6:45
（木） 6/30 AM11:00 ～ PM4:00

28（火） 30

１６７３年創業の魚沼の地酒蔵

簾戸展示会 ～蒸し暑い日本の夏を心地よく～

主催

6

毎年恒例となりました伝統工芸品 「十日町
明石ちぢみ」 の展示販売会です。 今回も 「十
日町明石ちぢみ」 はじめ、 「小千谷ちぢみ」
など多くの着物やオシャレな新作ゆかた、 和
装小物をご用意いたします。
また、 １８ ・ １９日は鈴木絵美さんによる重
要無形文化財 「越後上布」 の織実演があり
ます。 「雪ありて縮あり」 といわれる越後の伝
統の技をぜひご覧ください。
皆さまのご来場をお待ちしております。

有限会社浅野タンス
〒959-1303 新潟県加茂市後須田 409-1
TEL.0256-52-5179 URL.http://asanotansu.com/

木製品

織 物

伝統的工芸品 「十日町明石ちぢみ」＆ゆかたコレクション２０１６
～ 「十日町明石ちぢみ」 と 「越後上布」 ～

２００年の歴史がある 「加茂総桐箪笥」 は、 昭和
５１年に伝統的工芸品に指定されました。
防虫 ・ 防湿効果がある桐は貴重品の保存に適し
ています。 また、 桐は耐火性にも優れており、 随所
に仕掛けを施した当社オリジナルの “からくり金庫箪
笥” は金庫としてもお使いいただけます。 その精巧
な技術と品質を会場でご覧ください。
桐箪笥、 チェスト、 ベッド、 テーブル、 チェアなど
も展示いたしまして皆さまのお越しをお待ちしております。

主催

髙橋芳郎タンス店
〒959-1513 新潟県南蒲原郡田上町かわふね工業団地 1694
TEL.0256-52-6570 URL.http://www.rakuten.co.jp/tansuya1231/

～玉川酒造 夏の大試飲祭り～
時は江戸時代、 寛文１３年 （１６７３年）
魚沼の地で酒造りを始めた玉川酒造。 そ
の歴史は３４５年を刻んでいます。
今回は、 日本一の米どころ北魚沼地域
で愛される地酒 「玉風味」 をはじめ、 幻の
酒としてテレビで紹介された雪中貯蔵酒 「越
後ゆきくら」、 アルコール度数４６度の 「越後武士さむらい」、 馬路村の厳選されたゆ
ずを使った 「ＵＺ」 など、 こだわりの日本酒とリキュールをご用意いたします。
伝統と革新が融合した玉川酒造が醸す味は、 日本酒ファンは見逃せません。 試飲
をしてお好みのお酒をお探しください！
主催

玉川酒造株式会社
〒946-0216 新潟県魚沼市須原 1643
TEL.025-797-2017 URL.http://www.yukikura.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 / 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

