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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.74

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

6/30（土）
7/1（日）
AM10:00 〜 PM6:30 AM10:00 〜 PM6:00

『新潟発Ｒ』 プレゼンツ

新之助おつまみおにぎり＆地酒満喫 夏を涼やかに過ごす小千谷縮＆麻のある暮らし

新潟の魅力を深く、 濃く、 美しく紹介する保存版観光誌
『新潟発Ｒ』 が企画するおいしいイベントです。
『新潟発Ｒ』 応援団のお酒の飲み比べセットを新潟米の
ニューフェイス 「新之助」 のおつまみおにぎり各種で楽し
めます！もちろん、 「新之助」 や地酒、 おにぎりの具に編
集部イチオシの新潟産加工品などの販売もいたします。
また、 利酒師で料理研究家の中島有香さんが新潟の酒
と食セミナーを開催いたします。 週末の２日間、 主催 株式会社ニール
〒950-2163 新潟県新潟市西区新中浜 6-3-11
ブリッジにいがたで新潟を満喫しましょう !!

TEL.090-2952-5080 URL.http://n-hatsu-r.com/

物 産

正

7/9（月）

午〜 PM6:00

正

7/11（水）

AM11:00 〜 PM6:00 AM11:00 〜 PM4:00

物 産

AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:00

会津ブランド認定品物産フェア
“会津” 選りすぐりの 「会津ブランド認定品」 を日本橋に
お届けいたします。
おいしいもの、 かわいいもの、 会津の逸品が勢ぞろい！
来て、 食べて、 飲んで、 会津を楽しんでください！
期間中は、 「河井継之助がつなぐ長岡と会津若松展」 を
同時開催いたします。 こちらもお見逃しなく！
主催 会津ブランド推進委員会 （会津若松商工会議所内）
〒965-0816 福島県会津若松市南千石町 6-5
TEL.0242-27-1212 URL.https://aizubrand.com/

株式会社第四銀行

7/16（月･祝 ）
7/17（火）
AM10:30 〜 PM6:00 AM10:30 〜 PM4:00

グラスペイント ・ ファブリックペイント展 ｉｎ Ｔｏｋｙｏ

今春、 手作り通販サイトで殿堂入りした 「Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ
２５ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ」 が、 グラスペイント （ガラス絵付け） と
ファブリックペイント （綿、 絹絵付け） の作品を展示販売
いたします。
今回は、 この４月にドバイアート展に出展した秋葉硝子
に手描き絵付けした作品や亀田縞にネームペイントした作
品など新作もお楽しみいただけます。 また、 独自のご提
案、 オーダーなどのご相談も承ります。 この 主催 Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２５ Ａｒｔ Ｓｔｕｄｉｏ
〒950-2022 新潟県新潟市西区小針 1-33-18
機会に、 手描きの魅力をご覧ください。

TEL.025-211-4757 URL.http://september25.biz/

物 産

TEL.0258-82-3213 URL.https://ojiya-chijimi.jp/

金 属

正

7/19（木）
午〜 PM6:00

7/20（金）
7/21（土）
AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:00

燕製品 －大即売会ー
燕の金属洋食器 （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」 を手
に取りお確かめください。
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.https://www.youshokki.com/

7/23（月）ー 24（火）

7/22（日）

7/25（水）
AM11:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:30

新潟 「だいし」

夏の新潟まつり
昨年度新潟県の補助事業で開発した、 一枚布で
表裏をまったく違う柄の紬で作ったリバーシブルコー
トを先行販売いたします。 また、 明治天皇にも献上
された手織りのシェニール織りの新作もご用意いたし
ます。
その他、 上越市で作られた山芋しんじょう、 鳥ご
ぼうしんじょうや、 おかき、 笹団子、 長岡産こしひ
かりなど新潟の美味しいものを取り揃えて、 皆様の 主催 村友産業有限会社
〒949-8522 新潟県十日町市伊達甲 299
ご来場をお待ちしております。
TEL.025-782-1705

物 産

7/14（土）

7/13（金）

ツルンとのどごしの良い海藻を使った
「へぎそば」 や、 笹団子、 茶豆風味の
ポテトチップなど、 この時期おすすめの
新潟のうんめもんを多数取り揃え、 皆様
のご来場をお待ちしております。

7/15（日）
午〜 PM6:00

～夏を彩る～

7/10（火）

小千谷縮は麻独特のシャリ感とシボと呼ばれるしわ加工
により、 肌にまとわりつかずひんやりとした触感が特徴の
伝統織物です。
縮の透け感とシャリ感を存分に感じることのできるメンズ、
レディースファッションをはじめ、 ストール ・ バッグ ・ 小物
雑貨など多数のアイテムと縮寝装品をご紹介いたします。
また、 夏の暮らしを彩る、 職人の手引き染めによる本麻
のれん、 タペストリーもご用意し、 皆様のお越し 主催 水田株式会社
〒947-0005 新潟県小千谷市旭町乙 1261-5
をお待ちしております。

新潟 ・ 食の夏祭り

主催

工 芸

7/8（日）
7/3（火）- 7（土）
AM10:00 〜 PM7:00 AM10:00 〜 PM5:00

織 物

7/30（月）
正 午 〜 PM6:30

7/31（火）ー 8/1（水）
AM10:00 〜 PM6:30

8/2（木）
AM10:00 〜 PM4:00

うまさぎっしり新潟
新潟名物笹団子に加え、 もも太
郎アイス、 黒埼茶豆、 十全なす漬
など新潟ならではの夏の美味を販
売いたします。
どうぞ、 お立ち寄りください！

主催

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

の市

新潟県は知る人ぞ知る 「野菜王国」 です！
「だいし」 の市と称して、 第四銀行と新潟県農林
水産部食品 ・ 流通課と 「にいがた食のパートナー
ショップ」 である築地市場青果仲卸㈱西太が連携し、
新潟県民がこよなく愛する 「新潟枝豆」 を中心に、
スイートコーンや旬の農産品を販売いたします。
今回は、 日本に四川料理を持ち込んだ、 陳 健
民氏が開業した中華料理の名店 「四川飯店」 から、
日本最大級の料理コンペ 「ＲＥＤ Ｕ－３５」 で頂点
に輝いた若きエース井上 和豊氏が新潟野菜を使っ
た中華メニューをご提供いたします。
この機会に新潟野菜の実力に触れ、 その素晴ら
しいレシピに出会うために、 是非会場に足をお運び
ください！

築地仲卸㈱西太が
全面協力！

トマトの
キンモクセイゼリー

7/27（金）AM10:30 〜 PM6:00
7/28（土）AM10:30 〜 PM6:00
7/29（日）AM10:30 〜 PM4:00
共同企画

株式会社第四銀行／新潟県／新潟市西区

〒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

井上 和豊氏

枝豆の四川ピクルス

ブリッジにいがた

