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イベントガイド

月
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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

あけましておめでとうございます。
本年も皆さまのお越しをお待ちし

主催

11（水） 13（金）

1/11 正 午 ～ PM6:30
1/12 AM10:00 ～ PM6:30
1/13 AM10:00 ～ PM4:00

新春新潟まつり

音 響

1

株式会社第四銀行

AM10:00 ～ PM6:30

16（月） 19（木）

1

14（土） 15（日）

1/14 AM11:00 ～ PM6:00
1/15 AM10:00 ～ PM5:00

毎年１月に開催する 『Ｈａｓｅｈｉｒｏ Ａｕｄｉｏ』 のスピーカー試聴会です。
当社独自のバックロードシステムのスピーカーでジャズ、
クラシック、 ポップス、 ロックなどお気に入りの音楽が試聴
できます。 また、 テレビやパソコン、 スマートフォンなどに
つなげて気軽に高音質を楽しめるサウンドバーや新機種も
ご紹介いたします。
愛聴盤をご持参の上、 お気軽にご来場ください。

主催

物 産

水沢商店
〒940-2104 新潟県長岡市大島新町 2 丁目甲 1296-2
TEL.0258-29-6224

聴こう！ハセヒロ ・ バックロード in 日本橋

米どころ新潟のせんべい、 おかき、 餅など
新春ご奉仕品を販売いたします。 そのほか新
潟の特産品も多数取り揃え、 皆様のご来場を
お待ちしております。

主催

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

越後のうまいものと技を取り揃え、 新春の初売りをいたします！
かんずり明太子をはじめとする生珍味、 日本酒、
笹だんご、 柿の種、 日本海の海藻、 手作りハム、
塩引き鮭などの食と、 織物の糸作りの技を活かし
たバッグを販売いたします。
この機会に、 豊かな越後の食と職人の技をお楽
しみください。 皆様のご来場を心よりお待ちしてお
ります。

新年は４日より営業いたします。

1

4（水） 9（月･祝）

新春初売り 越後のうまいものと技

ております。

物 産

1

株式会社長谷弘工業
〒955-0845 新潟県三条市西本成寺 2-6-11
TEL.0256-34-8890 URL.http://www.hasehiro.co.jp/

物 産

1

初日 正午から 最終日 PM4:00 まで

20（金） 22（日）

1/20 AM11:00 ～ PM7:00
1/21 AM10:00 ～ PM7:00
1/22 AM10:00 ～ PM4:00

新潟美味散歩

西山町ふるさと物産展

新潟銘菓の笹だんご （つぶ餡 ・ こし餡 ・
くるみ餡）、 栃尾のジャンボ油揚げ、 へぎ
そばなど新潟ならではのうまいものを多数
販売いたします。
皆様のご来場をお待ちしております。

柏崎市西山町は、 日本海と丘陵に囲まれた日本の原風
景が残る町です。
古代の歴史と浪漫あふれる西山町から、 米、 酒、 笹だ
んご、 スイーツ、 わさびなどの食に加え、 苔玉や木工品の
芸術もご紹介いたします。
この機会にご来場いただき、 西山町で元気いっぱい活躍
している人の心意気とこだわりの逸品をご堪能ください。
主催

主催

株式会社第四銀行

物 産

1

AM11:00 ～ PM6:00

23（月） 29（日）

初日 正午から 最終日 PM4:00 まで

新潟県内のうんめもんが大集合！
新潟県のアンテナショップ 「新潟 ・ 食楽園」 から、 新潟各地
のうんめもんが日本橋に大集合！！
米どころならではのこだわりの商品や新潟名物笹だんご、 柿
の種、 サラダホープなど人気商品を取り揃え、 一週間の期間
限定で出張販売いたします。
どうぞ、 この機会に 「新潟 ・ 食楽園」 の自慢の逸品をご堪能
ください。 皆様のご来場をお待ちしております。

主催

新潟 ・ 食楽園
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-11-7
TEL.03-5775-4332 URL.http://niigata-shokurakuen.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

西山町ふるさと振興委員会
〒949-4148 新潟県柏崎市西山町内方 326
（有限会社ファーミング ・ スタッフ内）
TEL.0257-48-2281

物 産

1

31（火）

2

2（木）

1/31 正 午 ～ PM6:00
2/ 1 AM11:00 ～ PM6:00
2/ 2 AM11:00 ～ PM2:30

うわっと！柏崎～まるごと冬の日本海～
海 ・ 里 ・ 山に囲まれ自然豊かな柏崎。 荒波の立つ日本海
で獲れた 「めばる」 や 「笠島モズク」 などの海の幸、 平成
２６年度に皇室献上米にも選ばれた山波農場の 「コシヒカリ」
など食の魅力がたくさん！今回は皆様にそんな柏崎のうまいも
のを数量限定でご提供いたします。
また、 全国的にも有名な越後三大花火 「海の大花火大会」
や 「松雲山荘の紅葉」 など柏崎の魅力もご紹介します。 この
機会に柏崎の魅力を観て、 食べて存分に満喫してください！
主催

一般社団法人柏崎観光協会
〒945-0055 新潟県柏崎市駅前 1-1-30
TEL.0257-22-3163 URL.http://www.uwatt.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 / 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

* イメージ

ブリッジにいがた

