２０１８

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.76

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

9

（木）
31
2（土）
大地の恵み
フォッサマグナで結ぶ
中央日本四県合同うまいもん市

物 産
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5（水） 7（金）

9/5 正 午 ～ PM6:00
9/6 AM11:00 ～ PM6:00
9/7 AM11:00 ～ PM4:00

新潟のうんめもんが大集合 !!
食を通じて新潟県の魅力をブリッジにい
がたから発信します !!
笹団子、 なめらかな喉ごしのへぎそば、
米どころならではの米菓、 さらに大好評の
お餅お買い得ＳＡＬＥも開催いたしますの
で、 この機会にぜひ新潟のうんめもんを
お楽しみください！

新潟 ・ 長野 ・ 山梨 ・ 静岡の中央日本四県が誇る山の幸、 海の幸
が日本橋に大集合 !! 各県自慢の逸品を取り揃えております。 日本橋
で日本の真ん中の４つの県の味をぜひ味わってみてください。 あなた
のお気に入りがみつかるかも！

主催

ぶどう（長野）

物 産

9

笹だんご（新潟）

株式会社第四銀行

8（土） 10（月）

9/ 8 正 午 ～ PM6:00
9/ 9 AM10:00 ～ PM6:00
9/10 AM10:00 ～ PM4:00

中魚沼 『いいもの』 物産展

極上生信玄餅（山梨）
主催

9

（月）AM10:30 〜 PM6:00
9.３

桜えびせんべい（静岡）
（火）AM10:30 〜 PM5:00
9.４

嘉六の米 「魚沼の宝物 ®」 は、 オタマジャクシやタニシ
が住む田んぼで米作りの楽しさを感じ、 消費者の方々の笑
顔を思い浮かべながら、 安心 ・ 安全を基本に栽培している
特別栽培米魚沼産コシヒカリです。 “人は土を創り、 土は稲
を造り、 稲は穂を作り、 穂は豊かな心を創る” 米には生産
者の性格がでます。
今回、 嘉六が自信をもっておすすめする 「魚沼の宝物 ®」
をいち早くお届けいたします！また、 石塚酒造の日本酒も
お持ちいたします。 お楽しみに !!
主催

新潟県 長野県 山梨県 静岡県
第四銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 静岡銀行

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

更紗と絣 ｰ染物の魅力･織物の魅力ｰ

9/23 AM10:00 ～ PM6:00
22（土） 24（月･祝） 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

更紗 （サラサ） に秘められた魅力、 絣 （かすり）
の技術に培われた魅力は、 日本人のみならずたくさ
んの人々の心を離しません。 越後十日町から更紗と
絣で 「染と織」 の共演をご紹介いたします。
また、 加賀ゆびぬきを使ったアクセサリー製作体
験のワークショップも同時開催いたします。 お気軽に
足をお運びいただき、 和の世界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

13（木） 19（水）

初日 PM1:00 から 最終日 PM4:00 まで

染織工房きはだや
〒948-0082 新潟県十日町市本町 2-11
TEL.025-757-1511 URL.http://www.kihadaya.com/

洋食器
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25（火） 27（木）

物 産

主催

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

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

9

28（金） 30（日）

9/28 AM11:00 ～ PM6:00
9/29 AM10:00 ～ PM6:00
9/30 AM10:00 ～ PM5:00

大橋洋食器 新商品展示会 ｰＡｕｔｕｍｎ２０１８-

越後魚沼 新米フェア

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。
「Ｇａｓｔｒｏｎｏｍｙ（ガストロノミー） ｰ地域の文化や技術
を未来へつなぐテーブルウェアｰ」 をテーマに、 今回は
弊社が得意とする金属器や陶磁器のラインナップを強化
し、 より前衛的なアイテムをご紹介いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

米どころ魚沼市より新米コシヒカリをはじめ、 ご飯に合う
おかずや地酒などさまざまな “美味しいモノ” をお届けい
たします。 お米はもちろん、 すべてご満足いただけるもの
ばかりです！この機会に、 魚沼産コシヒカリの新米をしっか
り味わってください !!
また、 魅力たっぷりの魚沼の観光情報もご紹介いたしま
すので、 この３日間をお見逃しなく !! ブリッジにいがたにお
立ち寄りください！

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

主催

一般社団法人魚沼市観光協会
〒946-0075 新潟県魚沼市吉田 1144
TEL.025-792-7300 URL.http://www.iine-uonuma.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

