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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.70

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

3/1（木）
3/2（金）
AM11:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:00

音 響

3/3（土）
3/4（日）
AM11:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM5:00

胎内市美味しい美術館 ～胎内市の美味しい魅力集めました～

聴こう！ハセヒロ ・ バックロード ｉｎ 日本橋

胎内市の里山で育まれた美味しい 「食」 と豊かな自
然の魅力を体感していただく新しいかたちの体験型農産
物直売所です。
受賞歴も多数ある 「胎内市産コシヒカリ」、 美味しい
だけでなく栄養価が高い 「ハチミツ」 など、 市内の特産
品を多数販売いたします。 また、 玄米、 古代米などの
雑穀を自由にブレンドしてオリジナル雑穀米瓶詰めをつ
くるワークショップも開催いたします。
主催 新潟県胎内市
どうぞこの機会に、 魅力溢れる胎内市 〒959-2693 新潟県胎内市新和町 2-10
の美術館にお越しください！
TEL.0254-43-6111 URL.http://tainailvc.wp.xdomain.jp/

バックロードホーンとは、 スピーカーＢＯＸ内に設けた、 長い
ホーン （ラッパ） を通して音を増幅するシステムで、 開放的な
生々しい音質が特長です。
今回も、 手のひらサイズの小型バックロードホーンから高さ
９０ｃｍの大型バックロードまで、 １０種以上の機種を聴き比べ
していただきます。 このイベントは、 お客様ご持参のＣＤを主
に聴いて頂く試聴会ですので、 愛聴盤をご持参の上ぜひお気
主催 株式会社長谷弘工業
軽にご参加ください。
〒955-0845 新潟県三条市西本成寺 2-6-11

金 属

3/11（日）

3/10（土）

3/12（月）

AM11:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:00

TEL.0256-34-8890 URL.http://www.hasehiro.co.jp/
物 産

午〜 PM6:00

燕市は古くからステンレス製品の加工業が盛んな地域
であり、 特にカトラリーを中心とした金属洋食器では日本
国内生産シェアの９０％以上を占めています。
今回はそんな燕市の金属加工メーカー６社がそれぞれ
に作り続けてきた伝統の逸品を展示販売いたします。 「モ
ノづくりの街」 で永年にわたり磨き上げ、 継承されてきた
高い技術のみが生み出す 「機能美」 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。

笹だんご、 米菓、 へぎそば、 おはぎ、 お餅
など新潟のうんめもん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。

「燕 × デザイン」 実行委員会

金 属

3/16（金）
PM1:00 〜 PM7:00

3/14（水）
3/15（木）
AM11:00 〜 PM6:00 AM11:00 〜 PM4:00

春のうんめもん祭り

「燕 × デザイン」

主催

正

3/13（火）

主催

3/18（日）
3/17（土）
AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:00

物 産

3/21（水･祝）
AM11:00 〜 PM6:30

株式会社第四銀行

3/22（木）
AM10:00 〜 PM5:00

新潟 「つばめハウスウェアショー」 展示･即売会 ｉｎ 日本橋

新潟の 「春分」 を味わう！

当組合は、 新潟県のほぼ中央の県央地域に位置
する燕市に所在しています。 この地域には金属加工
を得意とする企業が多く集まっており、 組合員企業は
高品質な家庭用食卓台所製品、 業務用厨房製品の
製造を行っております。
今回も選りすぐりの製品を展示 ・ 販売いたします。
この機会に、 「つばめの逸品」 をお手にとってそのク
オリティの高さをお確かめください。 また、
主催 日本金属ハウスウェア工業組合
お米、 日本酒もご用意して皆様のご来場 〒959-1289 新潟県燕市東太田 6856
を心よりお待ちしております。
TEL.0256-61-5888 URL.http://www.houseware.jp/

「懐かしいふるさとの食」＋「春の装い」＋「新しい
食感」 で新潟の逸品を販売いたします。
美味しいお茶とともに、 からむしうどん、 いかめ
し、 おはぎや農産加工品など自慢のメニューを会場
でお召し上がりいただけます。
お気軽にお越しいただき、 新潟の春の味をお楽
しみください！

物 産

3/24（土）
3/23（金）
3/25（日）
AM11:00 〜 PM6:30 AM10:00 〜 PM6:30 AM10:00 〜 PM4:30

主催 高取商店
〒951-8025 新潟県新潟市中央区赤坂町 1-3207
TEL.025-222-8905 URL.http://www.komeko-oyaki.com/

洋食器

3/26（月）
AM11:00 〜 PM7:00

3/28（水）
3/27（火）
AM11:00 〜 PM7:00 AM11:00 〜 PM4:30

やっぱり、 花より団子 !!

大橋洋食器 新商品展示会 ～Ｓｐｒｉｎｇ2018 ～

～新潟のうまいもの 集めました～

明治１９年創業、 今年で１３２年目を迎えた大橋洋食
器による 「新商品展示会」 を開催いたします。
「Ｇａｓｔｏｒｏｎｏｈｍｙ（ガストロノミー） ー地域の文化や
技術を未来につなぐテーブルウェアー」 をキーワードに、
様々なジャンルを超え、 食空間を演出する前衛的な器
の魅力をお届けいたします。
新潟の老舗酒蔵の麒麟山酒造㈱による試飲会も同時
主催 株式会社フレーム
開催し、 新潟の器と酒で皆様のご来場
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代 3-3-27 ＤＮビル２Ｆ
心よりお待ちしております。

春の気配を感じる時期になりました･･･が、 やっぱり花
より団子 !! 新潟うまいもの大集合です！
越後名物笹だんごや糸魚川の海の幸、 鮭の焼き漬け
にコシヒカリ、 毎年好評の魚沼地酒飲み比べなど盛りだ
くさんのイベントです。 新潟の美味しいもの、 日本酒が
あればお花見も盛り上がり間違いなし！
主催 金子米店
お気軽にお越しいただき、 新潟グルメ
〒959-1354 新潟県加茂市新町 2-3-7
をお楽しみください！
TEL.0256-52-0779 URL.http://www.kaneko-kometen.jp/
物 産

3/29（木）
正 午 〜 PM6:30

3/30（金）
AM10:00 〜 PM6:30

TEL.025-255-1655 URL.http://frame-d.jp/

3/31（土）
AM10:00 〜 PM6:00

うまさぎっしり新潟
新潟名物の笹団子、 栃尾
揚げや柏餅、 お餅、 米菓な
ど人気商品が大集合！
この機会に新潟の味をお楽
しみください！

主催

【５日、６日、19 日はイベントはありません】
【７日〜９日、20 日は関係者のみのイベントです】

株式会社第四銀行

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

