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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.61

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
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6

31（水）

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

2

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
有限会社金子編物

6

株式会社良寛
出雲崎町

AM10:00 ～ PM7:00

8（木） 12（月） （

3（土） 6（火）

AM10:30 ～ PM7:00

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。
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/

6

AM10:00 ～ PM6:30

14（水） 20（火） （

浅野タンス 加茂総桐たんす展

）
伝統的工芸品 「十日町明石ちぢみ」＆ゆかたコレクション２０１７

２００年の歴史がある 「加茂桐箪笥」 は、 昭和５１
年に伝統的工芸品に指定されました。
防虫 ・ 防湿効果がある桐は貴重品の保存に適して
います。 また、 桐は耐火性にも優れており、 随所に
仕掛けを施した当社オリジナルの “からくり金庫箪笥”
は金庫としてもお使いいただけます。 その精巧な技術
と品質を会場でご覧ください。
桐箪笥、 チェスト、 ベッド、 テーブル、 チェアなど
も展示いたしまして皆様のお越しをお待ちしております。

「津梁 （しんりょう）」 とは、 渡しと橋、
ものごとの橋渡しになるものを意味しま
す。 今回は、 会場のブリッジにいがた
を 「津梁」 の場として、 「十日町明石ち
ぢみ」 をはじめ新潟県内の染織作品と
沖縄各地の染織文化の魅力を発信いた
します。 この機会に、 新潟と沖縄のコラ
ボレーション企画をお楽しみください。
皆様のご来場をお待ちしております。

木製品

主催

）

6

初日は正午から
（最終日は
PM3:00 まで）
ＢＩＯＭＢＯ／屏風展 和の匠
木製品

初日は正午から
最終日は PM4:00 まで

有限会社浅野タンス
〒959-1303 新潟県加茂市後須田 409-1
TEL.0256-52-5179 URL.http://asanotansu.com/

金 属

6/22（木） 正 午 〜 PM6:00
6/23（金）AM10:00 〜 PM6:00
6/24（土）AM10:00 〜 PM4:00

織 物

主催

物 産
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初日は正午から
最終日は PM5:00 まで

株式会社きものアイ
〒948-0051 新潟県十日町市寿町 3-2-15
TEL.025-757-9529 URL.http://www.kimonoemakikan.co.jp/

AM10:00 〜 PM6:30

25（日） 28 （

初日は AM11:00 から
（水） 最終日は PM4:30 まで

（

「燕製品」 大即売会

初夏の新潟 味と技

燕産地の金属洋食器 （カトラリー） は１００年以上の
歴史があり、 その生産量は全国の９５％以上です。
今回は、 カトラリーのほかキッチンツールなどの金属
製品も産地ならではの直売特別価格にて販売いたします。
この機会に、 高いクオリティを誇る 「燕製品」 をお確
かめください。 皆様のご来場をお待ちしております。

全国各地で開催され、 ご好評をいただいている新潟
物産展。 新潟の選りすぐりの逸品を取り揃えお届けい
たします。
「なかよしミート」 の骨付きももハムは、 時間と手間を
かけた人気商品です。 あわせて軟骨、 タン、 ミミガー
の燻製もぜひご賞味ください。 また、 新潟名物笹団子、
ヨーグルト、 わかめ、 日本酒などの食と、 織物の技も
お楽しみください。

主催 日本金属洋食器工業組合

〒959-1289 新潟県燕市東太田 6856
TEL.0256-63-5121 URL.http://www.youshokki.com/

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

有限会社なかよしミート
〒940-2033 新潟県長岡市上除町乙 46
TEL.0258-47-4314 URL.http://www.nakayosimeat.co.jp/

物 産
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29（木）

7

AM10:00 〜 PM6:30

初日は AM11:00 から
2（日（） 最終日は
PM5:00 まで（

越後長岡観光物産フェア
～ながおか味覚市～
新潟の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”。
長岡ならではの米菓や名物栃尾のあぶらげ、 江戸時
代から続く伝統のしょうゆ、 笹団子などおいしいものを
取り揃えます。 また、 職人の技が光る伝統工芸品が
初登場いたします。 さらに長岡の観光スポットもご紹介
いたします。
今年の夏は日
本海に沈む夕日
や夜空を彩る花
火大会など魅力
イッパイの長岡に
お越しください！

主催

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/

〒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

