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『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。

13 日〜 16 日は休館日 です。
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。なお、
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にいがたの特産品を買って、 森を元気に！

うまさぎっしり新潟

～新潟県カーボン ・ オフセットフェスタ ｉｎ ブリッジにいがた～

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
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新潟には地球温暖化対策に貢献するため、 森林整備を
一生懸命頑張っている地域があります。 今回は、 こうした
地域が取り組む “おいしい特産品” を購入することで気軽
にストップ温暖化に参加できる 「カーボン ・ オフセット商品」 としてご用意いたします。
をご用意いたします。 皆さまもこの機会にぜひカーボン ・
オフセットに参加してみませんか !!
＊新潟県では、 県内各地ですを整備することでＣＯ２ （二酸化炭素）
を削減する 「カーボン ・ オフセット」 の取り組みを進めています。
主催 新潟県環境企画課 地球環境対策室
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町 4-1
TEL.025-280-5150

株式会社第四銀行
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10（金） 12（日）

8/10 正 午 ～ PM6:00
8/11 AM10:00 ～ PM6:00
8/12 AM10:00 ～ PM3:00

十日町からお届け！夏の美味しい野菜祭り

夏の新潟 うまいもん市

米農家 「白羽毛ドリームファーム」 が白羽毛集落で
収穫した自慢のお米と十日町産の夏の採れたて新鮮野
菜を、 カエルの合唱が響きわたり蛍が飛び舞う山間地
からトラックを走らせてお届けいたします！美味しいこと
間違いなし !! また、 期間中は秋収穫の新米のご予約
も承ります。
十日町の美味しい夏の味をこの機会にぜひお楽しみ
ください！

夏の新潟の旬を中心にうまいもんが大集合！
甘さが自慢の新潟県産茶豆、 のどごしが抜群のへぎそば
とからむし麺、 全国どんぶり選手権でグランプリ獲得の鯛茶
漬け、 自社栽培の米粉のおやきなど、 新潟ならではの逸
品が盛りだくさん !! もちろん、 定番の笹団子、 魚沼産コシ
ヒカリもご用意いたします。 また、 ２,０００円以上ご購入の
お客様には景品が当たる抽選会を開催！
新潟の元気なお店が皆様のご来場をお待ちしております
ので、 ぜひお立ち寄りください！
主催 株式会社小竹食品
〒945-0075 新潟県柏崎市大和町 1-12
TEL.0257-22-2288 URL.http://www.odakesyokuhin.co.jp/

主催

有限会社白羽毛ドリームファーム
〒949-8427 新潟県十日町市白羽毛辰 680-1
TEL.025-763-3738 URL.http://shirahake.com/

工 芸
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17（金） 21（火）

AM10:00 ～ PM7:00
初日 正午から 最終日 PM4:00 まで

物 産

8

23（木） 25（土）

8/23 AM11:00 ～ PM6:30
8/24 AM10:00 ～ PM6:30
8/25 AM10:00 ～ PM5:00

２０１８新潟クラフト展

新潟 “しろね” フェア２０１８

あわただしい都会生活の中で忘れていませんか？自然の感触を。
自然とはかけ離れた日常を過ごす現代人が 「木」 に触れた際に安
らぐ感覚。 そこには、 はだしの皮膚に直接訴えかけるやさしい感動
があります。
毎年開催しておりました新潟木工展は、 今年初めてガラス工房が
参加し 「新潟クラフト展」 として初開催。 「森で散歩 はだしで三歩」
をイベントテーマとして、 加茂の桐たんすメーカー、 三条の木工作
家、 柏崎のガラス工房のコラボレーションの展示会です。 手作りク
ラフト品のやさしさに触れてみませんか？
主催 新潟クラフト展実行委員会 （事務局 ： 有限会社茂野タンス店）
〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町原ヶ崎新田 30-1
TEL.0256-57-3610 URL.http://www.kamono.com/
共催 樫木工房＆高三／硝子工房クラフト ・ ユー

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！
こだわり農家の長井さんがお届けする至高の枝豆！ 「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！
参加企業 ヤマヨ果樹園 ㈱ホンマ製作所
㈱麩諶
長井 祐枝知
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26（日） 29（水）

AM10:00 ～ PM6:00
初日 AM10:30 から 最終日 PM4:00 まで

夏満喫！食彩探訪 うまいもの祭り
暑かった夏の総決算！これぞ新潟のうまいもの勢ぞろい！
旨みがさらに増した黒埼小平方産茶豆、 十全なす、 村上
より食がすすむ塩引き鮭、 長岡の老舗三崎屋醸造の大好評
無添加ストレート甘酒、 新潟土産の定番浪花屋の元祖柿の
種など、 いろいろ取り揃えて皆様のお越しをお待ちしており
ます。
また、 期間中は平成３０年度産新米魚沼産コシヒカリ早期
ご予約フェアも開催いたしますので、 ぜひこの機会にご利用
ください。
主催 株式会社茂太郎商店
〒950-1112 新潟県新潟市西区金巻 1586
TEL.025-377-6000 URL.http://motarou.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
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31（金）
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2（日）

8/31 正 午 ～ PM5:00
9/ 1 AM10:00 ～ PM6:00
9/ 2 AM10:00 ～ PM5:00

オリジナルトートバックを作りませんか？
～五泉市 ・ シルク印刷工房Ｓｔａｍｐａ～
五泉市で私たちはトートバックの製作、 販売を行っており
ます。 トートバックは日常手軽に使え、 ちょっとしたプレゼ
ントにも最適です！
今回は製作実績の展示に加え、 前回も大変ご好評をい
ただいたサンプルバックを 《３日間限定の特別価格》 で販
売いたします。 また、 巾着トートバックにラインストーンをつ
けて、 世界に一つだけのバックを作るワークショップも同時
開催いたします。 お気軽にお立ち寄りください！
主催 アーキ株式会社新潟営業所
〒959-1836 新潟県五泉市南本町 3-6-27
TEL.0250-43-6301 URL.http://stampa.tokyo/
〒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

