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イベントガイド

月

vol.55

『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

12

1（木） 5（月）

AM10:00 ～ PM6:30
初日 正午から 最終日 PM4:30 まで

物 産

12

6（火）

AM10:00 〜 PM5:00

柿チョコフェア＆酒蔵新酒まつり

これぞ南魚沼うんめいもん in 日本橋

大正１３年に誕生してから９０余年の 「元祖柿の種」 の浪花屋製菓㈱。
浪花屋製菓㈱が期間限定で販売しております 『柿の種チ
ョコ』 のフェアと、 魚沼の酒蔵による新酒まつりを行います。
各種柿チョコをはじめ、 この時期ならではの酒蔵直販
による新酒、 日本海の海藻、 豆菓子、 手造りハムなど、
新潟の魅力満載です。
この機会に、 日本の米菓を代表する浪花屋の元祖柿
の種をお楽しみください。

南魚沼の美味しいものを厳選！どれも自慢の逸品です。
トップアスリートのプロ野球球団寮でも採用されている
塩沢西山産コシヒカリのベーマガ米、 絶品まいたけ極、
魚沼五穀米、 ほかほかご飯にぴったりのふきのとう味噌
やかぐら南蛮味噌、 新潟定番の笹だんご、 よもぎもち
など地元特産品をご用意いたします。
南魚沼はうんめいもんの宝庫です！試食もご用意して
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

主催

浪花屋製菓株式会社
〒940-1104 新潟県長岡市摂田屋町 2680
TEL.0258-23-2201 URL.http://www.naniwayaseika.co.jp/

物 産
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7（水） 10（土）

主催

AM10:00 ～ PM6:30
初日 AM11:00 から 最終日 PM4:00 まで

株式会社ベースボール ・ マガジン社
〒103-8482 東京都中央区日本橋浜町 2-61-9 ＴＩＥ浜町ビル
TEL.03-5643-3933 URL.http://www.bbm-japan.com/

物 産
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11（日） 13（火）

12/11 AM10:00 ～ PM6:00
12/12 AM10:00 ～ PM6:00
12/13 AM10:00 ～ PM3:00

鮭 ・ 酒 ・ 人情 （さけ･さけ･なさけ） 越後村上の物産まつり

朱鷺の郷 佐渡物産展

「県北の城下町･村上｣の市内を流れる三面川では秋ともなれば鮭が銀鱗を躍らせ､風物詩
のひとつ “居繰網漁 （いぐりあみりょう） が盛んになります。
今回は、 村上の自然豊かな風土で仕上げた伝統ある
塩引鮭をはじめ、 大洋盛 ・〆張鶴の地酒、 和菓子や地
元ならではの手ぬぐい、 また地元酒造会社の酒粕を乳製
品で発酵させた 「さかすけ」 を使用した笹団子など自慢
の品々を取り揃え、 皆様を温かい “おもてなし” でお迎
えいたします。
この機会に村上の人情 （なさけ） に触れてみてください。
主催 村上商工会議所 ・ 村上鮭加工業組合
〒958-0841 新潟県村上市小町 4-10
TEL.0254-53-4257 URL.http://www.mu-cci.or.jp/

“朱鷺と共生している佐渡の自然” が育んだ自慢の品々
をお届けいたします！！
佐渡スーパーコシヒカリ、 地酒各種、 のどぐろ干物、
魚生ハム、 夫婦岩の油揚げ、 あんぽ柿、 元祖澤根だん
ごなどなど、 佐渡の味が盛りだくさんです。
この機会に会場いっぱいの 「朱鷺の郷 佐渡」 の味覚を
お楽しみください！

物 産
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15（木） 18（日）

AM10:00 ～ PM6:30
初日 正午から 最終日 PM5:00 まで

うまさぎっしり新潟おぢや物産フェア
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22（木） 28（水）

繊 維
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19（月） 21（水）

12/19 AM11:00 ～ PM6:30
12/20 AM10:00 ～ PM6:30
12/21 AM10:00 ～ PM4:00

冬･･･五泉ニットを着る

五つの泉が豊かに湧き出る里と言われるように豊富な水に恵
まれた 「五泉市」 では、 戦後この水を活用した独自の技術で
“五泉ニット” が生まれました。
お待たせいたしました！この時期恒例の五泉ニット製品の販
売会です。 今回のおすすめは、 工場直販のオリジナルマフラー
です！今人気のネコのデザインもあります。 その他多数の国産
ニット製品も特別価格にてご用意いたします。
ニット産地ならではのこのイベントをお見逃しないよう、 皆様
のご来場をお待ちしております。

小千谷市商工観光課
〒947-8501 新潟県小千谷市城内 2-7-5
TEL.0258-83-3512 URL.http://www.ojiyasunplaza.jp/

物 産

佐渡国仲地区商工会
〒952-0206 新潟県佐渡市畑野甲 559-7
TEL.0259-66-2458

婦人ニット販売会

今年も残すところわずかになってまいりました。 豊か
な自然と伝統のまち、 錦鯉が有名な 「小千谷」 より自
慢の品々をお届けいたします。
清酒に餅、 昆布巻き、 さらに魚沼産コシヒカリやへ
ぎそば、 米菓など 「小千谷」 ならではの味を取り揃え
ます。 この機会にお立ち寄りいただき、 年末年始のご
用意にお役立てください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
主催

主催

主催

五泉市ＬＥ ＴＥLＥＧＲＡＰＨ

AM10:00 ～ PM6:00
初日 AM11:00 から 最終日 PM4:30 まで

「道の駅 阿賀の里」 年末市
福島県との県境の山間部に位置する阿賀町の中央部
を流れる阿賀野川では、 この時期 “奥阿賀雪見舟” で
雪景色を堪能できます。
“ブリッジにいがた” 年末恒例のイベント、 「道の駅 阿
賀の里」 では日本酒や新潟県産干し椎茸、 餅、 笹だん
ご、 漁師の自家製干物など道の駅ならではの名産 ・ 特
産品を多数販売いたします。 どうぞ年末年始のご準備に
お役立てください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
主催 株式会社阿賀の里
〒959-4636 新潟県東蒲原郡阿賀町石間 4301
TEL.0254-99-2121 URL.http://aganosato.web.fc2.com/

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

〒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 / ＡＭ９:００～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

