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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.60

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。

ＮＩＩＧＡＴＡ越品 （ニイガタ エッピン）
5

3（水･祝） 7（日）

AM10:00 ～ PM6:00

主催

新潟唯一の百貨店である新潟三
越伊勢丹が、 地域活性化を目指し
て立ち上げたプロジェクト 「ＮＩＩＧＡＴ
Ａ越品」。
「想像をこえる、 新潟がある。」
をコンセプトに、 新潟の新しい価値
となりうるモノ ・ コトを独自に編集し
ご紹介してまいりました。 その 「Ｎ
ＩＩＧＡＴＡ越品」 が満を持して日本の
中心地 ・ 日本橋に初登場！
新しいニイガタとの出会いや発見
に溢れる、 「ＮＩＩＧＡＴＡ越品」 にぜ
ひご期待ください。

共催

5

8（月） 14（日） （

初日は AM11:00 から
最終日は PM4:00 まで

AM10:00 〜 PM7:00

初日は PM1:00 から
（月） 最終日は PM4:00 まで

株式会社フエキ農園
〒949-6405 新潟県南魚沼市竹俣 425-1
TEL.025-782-1885
物 産

5

AM11:00 ～ PM6:00

15（月） 18（木） （

笹だんご、 へぎそば、 柿の種、 サラダホープな
ど新潟の人気商品をはじめ、 うんめもんを販売いた
します。
皆様のご来場をお待ちしております。

織 物

5

主催

株式会社第四銀行

AM10:00 〜 PM6:30

25（木） 28 （

初日は PM1:00 から
（日） 最終日は PM4:00 まで

（

～綿 ・ 麻 ・ 絹～

ー日本の伝統を現代の暮らしで楽しむー

越後の着物とオーダー作務衣展

高橋建具製作所は、 北越後の城下町、 新発田の建
具店です。 日本橋での簾戸展示会も今回で１４回目とな
りました。
風が通るように木枠に簾 （すだれ） をはめ込んだ簾戸
は、 蒸し暑い日本の夏に昔から使われてきました。 今回
は 「現代の暮らしで楽しむ」 と題して、 定番からマンショ
ンでの新しい使い方までご紹介いたします。 また、 夏の
茶事にピッタリの花寄せ屏風、 風呂先屏風、 銘々皿など
もご用意して、 皆様のご来場をお待ちしております。

片貝木綿 ・ 小千谷縮 ・ 越後上布 ・ 塩沢紬 ・ 十日町紬
など新潟名産の着物生地から、 お客様のご寸法やご要
望に合わせた着物やオーダー作務衣を一着ずつお仕立
ていたします。 打ち込みがしっかりしている着物生地は
着心地抜群の作務衣に仕立て上がり、 ご好評をいただ
いております。
男性向け ・ 女性向けの生地からお好みのものをお選び
いただき、 着物職人が作り上げた風合いの良い作務衣
で至極のくつろぎをお楽しみ下さい。

主催 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/

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

）

初日は正午から
最終日は PM4:00 まで

新潟県内のうんめもんが大集合！

株式会社新潟三越伊勢丹
〒950-8589 新潟県新潟市中央区八千代 1-6-1
TEL.025-242-1111 URL.http://isetan.mistore.jp/store/niigata/index.html
株式会社第四銀行

19（金） 22 （
（
第１４回 簾戸 （すど）展示会

木製品

AM10:00 ～ PM6:00

米どころ南魚沼。 南魚沼産コシヒカリを握りたての
おにぎりにして販売いたしますので、 この機会にお米
の美味しさをお確かめください！
また、 今が旬の山菜、 きのこ、 カイワレ大根や煎
餅、 塩沢織物の小物など気になるものがイッパイ！
どれも自慢の逸品です。
お休み処もご用意して、 皆様のご来場をお待ちし
ております。

（最終日は PM4:00 まで）

主催

5

）
南魚沼の美味しいもの、 気になるもの大集合！
物 産

有限会社一黒屋
〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋田町 2-334
TEL.025-231-1598 URL.http://www.ichikokuya.com/

物 産

5/31（水） 正 午 〜 PM6:00
6/ 1 （木）AM10:00 〜 PM6:00
6/ 2 （金）AM10:00 〜 PM4:00

良寛さんの心通う出雲崎 地場産業展
『良寛さんの町 ・ 出雲崎』 から異業者がコラボイベント
を開催いたします。
ベッドからの乗り降りが楽にできる車いす “輪助 （わ
すけ）” の 「越後工業㈱」、 緑豊かな新潟県で育った新
潟産生乳１００％の牧場の恵みをそのままお届けする 「㈱
良寛」、 やさしさ、 なごみ、 いやしをコンセプトに開発し
たしっとりした心地良さが自慢の良寛シルクの 「㈲金子
編物」 の３社が出展します。
また、 かつては北国街道の宿場町として栄えた出雲崎町
をご紹介いたしますので、 地場産３社と共にご覧ください。

主催

越後工業株式会社 株式会社良寛
有限会社金子編物 出雲崎町

〒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

