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イベントガイド

月

『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。

vol.52

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。
木製品
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AM10:00 〜 PM7:00

2（金） 5 （

初日は正午から
（月） 最終日は PM4:00 まで

（

物 産

9/6（火） 正 午 〜 PM6:00
9/7（水）AM10:00 〜 PM6:00
9/8（木）AM10:00 〜 PM4:00

物 産

9/ 9 （金） 正 午 〜 PM6:00
9/10（土）AM10:00 〜 PM6:00
9/11（日）AM10:00 〜 PM4:00

ＢＩＯＭＢＯ／屏風展 和の匠

十日町物産展 “旬”

鮭 ・ 酒 ・ 人情 （なさけ） のまち 村上市ふるさと納税フェア

創業百年を超える㈱大湊文
吉商店は、 和紙を利用した渋
紙から転換し屏風の製造を続
けています。
屏風も生活様式の変化に対
応し表装屏風から簾屏風、 障
子屏風、 格子屏風と多様化し
ております。 伝統的なモノから
モダンなモノまで取り揃えまし
たので、 この機会にぜひご覧
ください。
皆様のご来場をお待ちして
おります。

中魚沼地方 ・ 十日町の
“旬” をお届けいたします！
十日町産コシヒカリや採れ
たての新鮮野菜などの販売、
さらに新米収穫の直前早得
割引で予約も承ります。 ま
た、 同時開催で業務店様へ
新潟米のご提案をさせてい
ただきます。
美味しいモノいっぱいの
十日町からの直送便、 どう
ぞお楽しみください！

新潟県最北の村上市は、 海 ・ 山 ・
川など美しく豊かな自然に恵まれ、 秋
には鮭が遡上する 「鮭の帰るまち」 で
もあります。
村上市のふるさと納税では、 鮭製品
をはじめ、 地酒、 お米、 肉製品、 伝
統工芸品など、 村上市にしかない名
産品 ・ 特産品をたくさん取り揃えてお
ります。 今回は村上市のＰＲとともに、
ふるさと納税のご紹介を兼ねて自慢の
逸品を販売いたします。
皆様のご来場をお待ちしております。

主催
主催

株式会社大湊文吉商店
〒959-1356 新潟県加茂市秋房 1-26
TEL.0256-52-0040 URL.http://www.oominatobunkichi.com/

物 産
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12

（月）

AM10:00 〜 PM6:00

16 （

初日は正午から
（金） 最終日は PM4:00 まで

主催
主催

（

物 産

越後田上の観光物産フェア

『越後獅子』 にちなみ、 全国
の新潟物産展に出店している仲
間が自慢の食と技を日本橋にお
届けします。
お米、 黒埼茶豆、 塩引鮭、
甘酒、 地酒などの 「食」 と小千
谷縮の洋服の 「衣」 のコラボの
イベントです。 毎回大人気の
“お楽しみ袋” の販売やお得な
魚沼産コシヒカリ新米早期ご予約
などなど ・ ・ ・ 魅力がたっぷり！
この機会に、 新潟獅子の会が
発信する逸品をお楽しみください。

自然いっぱい、 見所満載の新潟県南
蒲原郡田上町。 町の特産 青梅 「越の
梅」 や竹の子を使ったオリジナル商品を
はじめ、 特産品開発の一環として田上町
の 「竹」 をいぶして人工的に作った煤竹
（すすたけ） の商品や、 地元特産品 ・
日本酒などをお届けいたします。
また、 名湯 湯田上温泉をはじめとす
る田上町の観光スポットもご紹介いたし
ますので、 この機会に田上町の魅力を
ご堪能下さい。

新潟獅子の会事務局 （有限会社坂井工芸内）
〒950-1135 新潟県新潟市江南区曽野木 2-25-19
TEL.025-284-6860

物 産

9/23（金）AM11:00 〜 PM6:30
9/24（土）AM10:00 〜 PM6:30
9/25（日）AM10:00 〜 PM5:00

主催

田上町商工会
〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田 3072
TEL.0256-57-2291

物 産

9/26（月）AM11:00 〜 PM6:30
9/27（火）AM10:00 〜 PM6:30
9/28（水）AM10:00 〜 PM5:00

越後長岡観光物産フェア

越後魚沼ふるさと物産展

～ながおか秋の味覚を楽しむ～

大好評の昨年に続き、 米どころ魚
沼市よりこのイベントのために一足早
く準備した新米の北魚沼産コシヒカリ
をはじめ、 ご飯に合うおかずや地酒
など “美味しいモノ” をお届けいたし
ます。 お米はもちろん、 すべてご満
足いただけるものばかりです。
また、 魅力たっぷりの秋の魚沼の
観光情報もご紹介いたします。 この
期間、 ぜひブリッジにいがたにお立
ち寄りください！

主催

9/17（土）
正 午 〜 PM6:00
9/18（日） AM10:00 〜 PM6:00
9/19（月･祝）AM10:00 〜 PM4:00

食と観光 ふるさと自慢！

新潟獅子の会 ｉｎ 日本橋

主催
主催

株式会社嘉六
〒948-0135 新潟県十日町市中屋敷 13
TEL.025-768-2035 URL.http://www.karoku-kome.com/

一般社団法人魚沼市観光協会
〒946-0075 新潟県魚沼市吉田 1144
TEL.025-792-7300 URL.http://www.iine-uonuma.jp/

自然豊かな風土で育ま
れた自慢の逸品をお届け
する “越後長岡観光物産
フェア”。
今年も秋の収穫を迎え、
いち早く新米をお届けいた
します。 そのほか、 米菓
や栃尾のあぶらげ、 江戸
時代から続く伝統のしょう
ゆ、 笹団子、 山桜でいぶした骨付きモモハムなど長岡のお
いしものを取り揃えます。 また、 期間中は長岡の観光スポ
ットもご紹介いたします。
秋の味覚とともに長岡の魅力をお楽しみください。
主催

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

一般社団法人長岡観光コンベンション協会
〒940-0062 新潟県長岡市大手通 1-4-11
TEL.0258-32-1187 URL.http://www.nagaoka-navi.or.jp/

主催

村上市商工観光課
〒958-8501 新潟県村上市三之町 1-1
TEL.0254-53-2111 URL.http://www.city.murakami.lg.jp/

物 産

9/20（火）
正 午 〜 PM6:00
9/21（水） AM10:00 〜 PM6:00
9/22（木･祝）AM10:00 〜 PM3:00

秋の佐渡島を食す 特別物産展
トキが舞う自然豊かな佐渡島から、
自慢の味覚をお届けいたします！
昔ながらの道具と製法で仕込んだ
「佐渡のどぶろく」、 佐渡地鶏ひげの
卵を贅沢に使った 「ロールケーキ」、
日本海の荒磯に自生した天然海藻の
いご草を練り上げた佐渡の郷土料理
「いごねり」、 自家栽培の手作り仕上
げ 「神楽なんばん味噌」、 無農薬有
機栽培の古代米を使った手作り水飴
「有機古代米飴」 など、 美味しいも
のがいっぱい！この機会に佐渡島の
味覚をご堪能ください。
主催

佐渡市役所産業振興課企業支援係
〒952-1292 新潟県佐渡市千種 232
TEL.0259-63-3791 URL.http://www.city.sado.niigata.jp/

物 産

9/29（木）AM11:00 〜 PM6:30
9/30（金）AM10:00 〜 PM6:30
10/1（土）AM10:00 〜 PM5:00

うまさぎっしり新潟おぢや物産フェア
豊かな自然と伝統の
まち 「小千谷」 から 「う
まさぎっしり物産フェア」
を開催いたします。
この秋収穫された魚
沼産コシヒカリをはじめ、
越後杜氏が丹精込めて
醸し出した地酒、 つな
ぎに海藻の 「ふのり」
を使い、 なめらかなのどごしと歯ごたえのある食感が特徴の
へぎそばの他、 こがね餅、 昆布巻き、 米菓などを取り揃え、
皆様のご来場をお待ちしております。
主催

一般財団法人小千谷市産業開発センター
〒947-0028 新潟県小千谷市城内 1-8-25
TEL.0258-83-4800 URL.http://www.ojiyasunplaza.jp/

〒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

