２０１７

９

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.64
物 産
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31（木）

9

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。
8/31 AM11:00 ～ PM6:30
9
物 産
9/ 1 AM10:00 ～ PM6:30
（金）
（日）
（土）
9/ 2 AM10:00 ～ PM5:00

3

2

8

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

新潟 “しろね” フェア２０１７

新潟獅子の会 ｉｎ 日本橋

新潟市南区の白根 （しろね） 地区は農産物と工業製品
の大産地。 今年もやります！ “しろね” フェア !!
今が旬、 南区特産 「ヤマヨ果樹園」 の絶品フルーツ！
「能技」 がお届けする各種エビデンスに則った安心安全な
お米！ 「ホンマ製作所」 のおしゃれな小型燻製器で自宅
キッチンが燻製工場に！老舗食品メーカー 「麩諶」 の車
麩やえごなど “しろね” のお宝食材に出会えます！
あれもこれも、 ぜ～んぶ “しろね” 産！厳選のラインナ
ップで “しろね” の魅力をお届けいたします！

『越後獅子』 にちなみ、 全国の新潟物産展に出店して
いる仲間が自慢の食と技を日本橋にお届けします。
お米、 黒埼茶豆、 塩引鮭、 甘酒、 地酒などの 「食」
と小千谷縮の洋服の 「衣」 のコラボのイベントです。 毎
回大人気の “お楽しみ袋” の販売やお得な魚沼産コシヒ
カリ新米早期ご予約などなど ・ ・ ・ 魅力がたっぷり！
この機会に、 新潟獅子の会が発信する逸品をお楽しみ
ください。

参加企業

主催

ヤマヨ果樹園 ㈱ホンマ製作所
㈱麩諶
能技㈱
9

9/ 9 AM11:00 ～ PM6:00
9/10 AM10:00 ～ PM4:00

9（土） 10（日）
燕三条発 お客様の声 × アート × サイエンス
家 電

燕三条のプレミアム家電メーカー 「ＴＷＩＮＢＩＲＤ」 より暮
らしに彩りを添えるライフスタイルのご提案をいたします。
ゆったりとした時を香りや視覚、 味覚で演出する 「サイ
フォン式コーヒーメーカー」、 フルーツビネガーや甘酒が手
軽に作れる 「フルーツビネガーメーカー」、 お茶の栄養分
をまるごといただける 「お茶ひき器」、 低糖質ブランパンにも
対応の 「ホームベーカリー」 など盛りだくさん！さらに、 会
場で防水ヘッドケア機 「セレブリフト」 をご体感いただけます。
触って、 試飲して、 試食して、 「ＴＷＩＮＢＩＲＤ」 の世界をお楽しみください。
主催 ツインバード工業株式会社
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田字潟向 2084-2
TEL.0256-92-6111 URL.http://www.twinbird.jp/
9

新潟獅子の会事務局 （有限会社坂井工芸内）
〒950-1135 新潟県新潟市江南区曽野木 2-25-19
TEL.025-284-6860

物 産
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12（火） 14（木）

9/12 正 午 ～ PM6:00
9/13 AM10:00 ～ PM6:00
9/14 AM10:00 ～ PM4:00

中魚沼 『いいもの』 物産展
日本有数の豪雪地域の中魚沼より、 食品４社、
工芸１社がとびっきりの 『いいもの』 をお届けい
たします！
魚沼産コシヒカリ、 日本酒、 新鮮野菜、 漬物、
織物工芸品など、 どれも選りすぐりの逸品です。
清冽な雪解け水と豊かな自然が生み出す中魚
沼の 『いいもの』 をたっぷりお楽しみください !!

主催

AM10:00 ～ PM7:00

株式会社嘉六
〒948-0135 新潟県十日町市中屋敷 13
TEL.025-768-2035 URL.http://www.karoku-kome.com/

9/22

9

正 午 ～ PM6:00

織と染 繭で作る手作りのモノの魅力

9/23 AM10:00 ～ PM6:00
22（金） 24（日） 9/24
AM10:00 ～ PM4:00
食と観光 ふるさと自慢！越後田上の観光物産フェア

極細の高級絹糸で丁寧に織り上げた、 きはだや
オリジナルの絹唐棧に新しい 「縞」 が仲間入り。
秋冬をオシャレに着こなす着物や帯はもちろん、
野蚕糸を使用したマフラーやストールなど繭から丁
寧に紡いだ手作りのアイテムも取り揃えました。
お気軽に足をお運びいただき、 手作りの織と染を
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。

おいしい 「食」 あり、 興味深い 「歴史」 あり、 リラックス
できる 「自然」 や 「温泉」 がある新潟県の南東に位置する
田上町は、 山と田園、 そして信濃川に囲まれたまちです。
梅や筍を使ったオリジナル商品など田上町の特産品を皆
様にお届けします。 また、 名湯 越後湯田上温泉をはじめと
する観光スポットもご紹介します。
この機会に田上町の魅力を是非ご堪能ください。 皆様の
お越しをお待ちしております。

織 物

主催

15（金） 21（木）

初日 PM1:00 から 最終日 PM4:00 まで

株式会社きはだや
〒948-0082 新潟県十日町市本町 2 丁目
TEL.025-757-1511 URL.http://www.kihadaya.com/

洋食器

9

25（月） 27（水）

主催

9/25 AM11:00 ～ PM7:00
9/26 AM10:30 ～ PM7:00
9/27 AM10:30 ～ PM4:30

大橋洋食器 新商品展示会

～オオハシガストロノミー Ａｕｔｕｍｎ２０１７～
㈱大橋洋食器が 「Ｇａｓｔｒｏｎｏｍｙ＝大橋流のガストロノミー」
をテーマに、 陶磁器、 ガラス、 木製品、 天然石などのジャン
ルを超えて、 様々な素材や技術を組み合わせた新商品展示会
を開催いたします。
会場では、 新商品 「茶葉まで食べられるお茶」 のモニタリ
ングや新潟の老舗酒蔵である麒麟山酒造㈱の日本酒試飲イベ
ントも同時開催いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
主催 株式会社大橋洋食器
〒951-8067 新潟県新潟市中央区本町通 8-1352
TEL.025-228-4941 URL.http://www.ohashi-web.co.jp/

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

物 産

田上町商工会
〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田 3072
TEL.0256-57-2291

物 産
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28（木） 30（土）

9/28 正 午 ～ PM6:00
9/29 AM10:00 ～ PM6:00
9/30 AM10:00 ～ PM4:00

鮭･酒･人情 （なさけ） のまち 村上市ふるさと納税フェア
新潟県最北の村上市は、 海 ・ 山 ・ 川など美しく豊かな
自然に恵まれ、 秋には鮭が遡上する 「鮭の帰るまち」 で
もあります。
村上市のふるさと納税では、 鮭製品をはじめ、 地酒、
お米、 肉製品、 伝統工芸品など、 村上市にしかない名産
品 ・ 特産品をたくさん取り揃えております。 今回は村上市
のＰＲとともに、 ふるさと納税の商品取扱店が鮭製品、 岩
船産コシヒカリ、 伝統工芸の堆朱などを販売いたします。
皆様のご来場をお待ちしております。
主催 村上市商工観光課
〒958-8501 新潟県村上市三之町 1-1
TEL.0254-53-2111 URL.http://www.city.murakami.lg.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

