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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.54

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。

とっておきの 「越後長岡産」 収穫 ・ 銘産品まつり
【第１弾】

【第 2 弾】

11/1（火） AM10:00 〜 PM6:00
11/2（水） AM10:00 〜 PM6:00
11/3（木･祝）AM10:00 〜 PM4:00

11/4（金）AM11:00 〜 PM6:30
11/5（土）AM10:30 〜 PM6:30
11/6（日）AM10:30 〜 PM4:00

採れたて新米を “どど～ん” とご用意い
たします！また、 美味しいご飯のお供と
して 「自家製味噌」 「長岡産の野菜」 や
「笹団子」 「お餅」 も販売いたします。
さらに今回は、 長岡小嶋屋の 「へぎそ
ば」 が参ります。 「越後長岡産」 の 『う
まいもん』 をご堪能ください！

吉本芸人のチカコホンマさんが心を込め
て育てた 「和島地域の新米コシヒカリ」、
新鮮で甘みのある 「長岡産秋野菜とお漬
物」 や日本酒、 笹だんご、 柿の種などな
ど ・ ・ ・ 長岡産のとっておきを全部お持ち
します！お楽しみに！！

物 産

11/8（火）
AM11:00 〜 PM6:00

11/9（水）
AM10:00 〜 PM6:00

11/10（木）
AM10:00 〜 PM5:00

上越の新米と越後のうまいもの
コメどころ上越の頸城 ( くびき ) 地区より新米を
はじめ、 採れたての新鮮野菜や選りすぐりの農産
物をお届けいたします。
さらに、 笹だんご、 米菓、 味噌、 燻製ハム、
日本酒など越後の大人気商品をラインアップした
うまさぎっしりのイベントです。 越後の秋の味覚を
お楽しみください。
主催 有限会社おおた
〒942-0163 新潟県上越市頸城区大谷内 1496
TEL.025-530-3350 URL.http://www.ootanojo.com/
物 産

正

11/11（金）

午 〜 PM6:00

11/12（土）
11/13（日）
AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:00

にいがたの特産品を買って、 森を元気に！
百姓五代目 又太郎

㈲アグリカンパニーこしじ

主催 長岡市農水産政策課
〒940-0062
新潟県長岡市大手通 2-2-6 ながおか市民センター 5Ｆ
TEL.0258-39-2223

㈱長岡小嶋屋
物 産

森林整備を一生懸命頑張っている地域にちなん
だ “新潟のおいしい特産品” を地球温暖化対策
に貢献できる 「カーボン ・ オフセット商品」 として
ご用意いたします。 特産品をご購入いただくことで
おいしく気軽にできるストップ温暖化！
皆さまもこの機会にぜひカーボン ・ オフセットに参
加してみましょう！
＊新潟県では、 県内各地で森林を整備することで CO2( 二 主催 新潟県環境企画課 地球環境対策室
酸化炭素 ) を削減する 「カーボン ・ オフセット」 の取り組 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町 4-1
みを進めています。
TEL.025-280-5150

11/15（火）
11/17（木）
11/16（水）
AM11:00 〜 PM6:30 AM10:00 〜 PM6:30 AM10:00 〜 PM4:00

物 産

11/18（金）
11/19（土）
11/20（日）
AM11:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:00

鮭･酒･人情 （なさけ） のまち 「越後村上物産展」 吉田･弥彦物産フェア～新米 お酒 温泉を楽しむ～
越後村上 ・ 岩船地域は、 長い歴史と海、 山、
川など豊かな自然に恵まれた魅力溢れるふるさ
とです。 地域の伝統的な手法で生産した優れた
自慢の逸品を販売いたします。
この機会に村上の味覚、 村上の民芸品を思う
存分ご堪能ください。 皆さまのお越しをお待ちし
ております。

主催 越後村上物産会
〒958-0854 新潟県村上市田端町 11-8 駅前観光案内所内
TEL.0254-52-2341 URL.http://www.echigomurakami.com/

物 産

11/21（月）

正 午 〜 PM6:30

11/22（火）

新潟県のほぼ中央に位置する旧吉田町 （現燕市）、 弥彦村。
昨年もご好評いただきました地元こだわりの 「米」
や厳選した材料から加工された 「餅」、 新潟の 「銘
酒」 をご用意いたします。 また、 今回は弥彦村の観
光ブースを設け、 弥彦温泉 「四季の宿みのや」 を
ご紹介いたします。
全国有数のパワースポット弥彦村の魅力満載の３
主催 株式会社百萬粒 TEL.0256-94-3430
日間、 ぜひこの機会にご来場ください！
酒屋やよい
TEL.0256-94-5841
四季の宿みのや TEL.0256-94-2010
物 産

AM10:00 〜 PM4:00

11/23（水･祝）

11/24（木）

AM11:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM5:00

なんかん

ＪＡにいがた南蒲 『なんかん直送便』 ｉｎ 日本橋 湯沢観光物産フェア～秋田湯沢ＶＳ越後湯沢うまいもの合戦～
新米コシヒカリはもちろん旬の青果物 ・ 加工品
などを特別価格で販売いたします。 注目は、 華や
かな香りと優雅にとろける甘みをブライトイエロー
に秘めた新潟が誇る西洋梨 『ル レクチエ』 です。
１２月限定の 『ル レクチエ』 は、 贈り物としても
大変人気があります。 ２日間限定の新潟の旬をど
うぞお楽しみください！

主催

にいがた南蒲農業協同組合 営農経済部 園芸特産課

新潟県三条市下保内 348-1
＊新米 ・ ル レクチエ等のご贈答品は産地からの発送になります。 〒955-0021
TEL.0256-39-7013 URL.http://www.ja-niigatanankan.or.jp/
物 産

11/25（金）
正 午 〜 PM6:00

11/26（土）
11/27（日）
AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:00

新米！魚沼産コシヒカリ 農家直送･直売市

唎き米 ( ききめし )

TEL.025-763-2511 URL.http://www.city.tokamachi.lg.jp/

ブリッジにいがた
コンサルティング推進部
ＴＥＬ.025-229-8180

TEL.025-785-5505 URL.http://www.e-yuzawa.gr.jp/

物 産

11/28（月）
正 午 〜 PM6:30

11/29（火）
11/30（水）
AM10:00 〜 PM6:30 AM10:00 〜 PM5:00

「さんぽくごっつぉ物語」 と村上の味と技

特別豪雪地帯と呼ばれている十日町中里地域の
豊かな自然と雪どけ水で丹精込めて作ったお米を６
軒の農家が直接お届けいたします！本当にこだわっ
ているから、 甘味やうま味など風味が生産者ごとに
違います。 知って、 食べ比べて、 納得して６軒の
新米魚沼産コシヒカリをご堪能ください。
主催 十日町市役所中里事務所地域振興課
〒949-8492 新潟県十日町市上山己 2133
うんめぇすけ、 味見に来らっしゃい！！

日本橋に生まれた、新潟の橋

同じ 「湯沢」 の名を持つ秋田県湯沢市と新潟
県湯沢町が日本橋でコラボレーション。
２つの湯沢が、 新米や特産品など地域の 「う
まいもの」 を皆さまにお届けいたします。 また、
それぞれの観光スポットもご紹介いたしますので、
この機会にぜひ 「湯沢」 の魅力をご堪能ください。 主催 一般社団法人湯沢町観光協会
〒949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町神立 300 番地
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
湯沢町役場第一分館２階

新潟県の最北端に位置する村上市山北地区
では、 昔ながらの知恵が受け継がれている生業
（伝統 ・ 文化） があります。
今回は、 その生業を生かした食や工芸品など
山北地区の特産品を多数取り揃え、 皆さまを温か
い 「お ・ も ・ て ・ な ・ し」 でお迎えいたします。
この機会に、 山北地区の 「ふるさとの生業」
をお楽しみ下さい。

主催 村上市観光協会山北支部
〒959-3907 新潟県村上市府屋 219-1 山北商工会内
TEL.0254-77-2259

〒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

