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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。

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

11/2（金）ー 11/3（土）
11/4（日）
AM10:00 〜 PM6:30 AM10:00 〜 PM4:00

物 産

新潟･上越妙高 うまさ直送！
雪国マルシェ＠日本橋

浪花屋製菓㈱が期間限定で販売しております
『柿の種チョコ』 をメインに、 長岡産新米コシヒカ
リと魚沼の酒蔵の新酒、 豆菓子、 塩引き鮭など
の食品に今回は創作染革工房 「藍美」 が参加。
新潟の魅力満載です！この機会に、 越後の味
と技をお楽しみください！

主催 上越ケーブルビジョン株式会社
〒943-8522 新潟県上越市西城町 2-2-27
TEL.025-526-3474 URL.http://www.jcv.co.jp/

11/9（金）
正 午 〜 PM6:30

主催 浪花屋製菓株式会社
〒940-1104 新潟県長岡市摂田屋町 2680
TEL.0258-23-2201 URL.http://www.naniwayaseika.co.jp/

（日）
11/11
11/10（土）
AM10:00 〜 PM6:30 AM10:00 〜 PM4:00

魚沼十日町中里産コシヒカリ
おらどこの米はうんめぇすけ､味見に来らっしゃい！
特別豪雪地帯と呼ばれている十日町中里地域の豊かな自
然と雪どけ水で丹精込めて作ったお米を４軒の農家が直接お
届けいたします！本当にこだわっているから甘味やうま味など
風味が生産者ごとに違います。 知って、 食べ比べて、 納得
して、 ４軒の新米魚沼産コシヒカリをご堪能ください。
“しょっぺ～味噌漬けとうんめ～笹団子も持っていくぜ！”
主催 中里美味しい米倶楽部
〒949-8492 新潟県十日町市上山己 2133
TEL.025-763-2511

物 産

11/6（火）ー 11/7（水）
11/8（木）
AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:30

柿チョコ＆新米 ・ 新酒フェア

日本橋初登場！
自慢の逸品をそろえた 「新潟 ・ 上越妙高 うまさ直送！雪国マルシェ」。
ここなら買える、 今なら買える！上越妙高の美味しさがたっぷり詰まった
３日間。
雪国マルシェ＠日本橋にぜひお越しください !!

物 産

11/5（月）
正 午 〜 PM6:00

物 産

11/13（火）
11/14（水）
AM11:00 〜 PM6:00 AM11:00 〜 PM4:00

新潟のうんめもんが大集合 !!
魅力たっぷりの新潟から選りすぐりの逸品を
お届けいたします !!
好評のお餅ＳＡＬＥや笹団子はもちろん秋冬
の限定品、 米どころならではの米菓など販売
いたします。 １２、 １３日はへぎそばの試食販
売も行います。
３日間の限定販売です！この機会にぜひ新
潟のうんめもんをお楽しみください！
主催

11/15（木）
11/16（金）
AM11:00 〜 PM6:00 AM11:00 〜 PM4:00

11/12（月）
正 午 〜 PM6:00

株式会社第四銀行

物 産

11/17（土）
11/18（日）
AM11:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:00

～上質で確かな価値 『五泉ニット』 ～

“自分だけの究極の一杯” に出会う

Ｇｏｓｅｎ Ｋｎｉｔ ２０１８秋冬ニット製品販売会

コーヒーワールドツアー Ｐｒｏｄｕｃｅｄ ｂｙ ＴＷＩＮＢＩＲＤ

Ｇｏｓｅｎ Ｋｎｉｔ（五泉ニット） は、 ニット産地 「新潟
県五泉市」 で製造されています。 その製品は、 ニ
ットを知り尽くした知識と技術とつくるセンスが一着、
一着に込められています。
『いいでしょ、 これ !!』 思わず自慢したくなるような
品質と確かな価値をお楽しみください！

コーヒー界のレジェンドとして知られている田口護氏が監修した
「全自動コーヒーメーカー」。 プロのハンドドリップの技を再現し、
初心者でも簡単な設定で手軽においしい一杯を楽しめます。
世界各地の珈琲豆を巡って、 自分にぴったりの一杯に出会
ってみませんか？

主催 五泉ニット工業協同組合
〒959-1824 新潟県五泉市吉沢 1-1-10
TEL.0250-42-2156 URL.http://gosenknit.or.jp/

主催 ツインバード工業株式会社
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 14-4
TEL.03-3663-8772 URL.http://www.twinbird.jp/

物 産

11/19（月）

AM11:00 〜 PM6:00

< 画像はイメージです >

11/20（火）

11/21（水）
AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM4:00

物 産

11/23（金）
正 午 〜 PM6:00

11/24（土）
AM10:00 〜 PM4:00

しばたうまいもんフェア

小京都 ・ 加茂のタカラモノ

城下町として栄えてきた新発田 （しばた） には今も愛される
伝統のうまいもんや郷土のうまいもんがたくさんあります！
今回は、 豊かな自然の中で育った新鮮な農産物や、 新発
田人らしい作り手のこだわりとひたむきな姿勢で生み出された
うまいもんをお届けします！
ぜひ、 この機会に新発田のうまいもんをご賞
味ください！

豊かな自然や歴史、 文化、 伝統から生まれた 『タカ
ラモノ』 が加茂にはたくさんあります。
加茂でしか手に入らない、 味わえないものを集めたオ
リジナル推奨品をご紹介いたします。 老舗菓子店のかり
んとうやマカロニ国内製造発祥の地 ・ 加茂にちなんだマカ
ロニチップス、 加茂縞の織物製品など、 どれも加茂の 『タ
カラモノ』。 この機会に小京都 ・ 加茂をご覧ください。

主催 新発田市食料･農業振興協議会 （新発田市農水振興課）
〒959-2415 新潟県新発田市住田 510
TEL.0254-33-3108 URL.http://www.city.shibata.lg.jp/

主催 加茂商工会議所
〒959-1313 新潟県加茂市幸町 2-2-4
TEL.0256-52-1740 URL.http://www.kamocci.or.jp/

物 産

正

11/25（日）
午 〜 PM6:30

11/26（月）
AM10:00 〜 PM4:00

物 産

11/29（木）ー12/1（土）
12/2（日）
AM10:00 〜 PM6:00 AM10:00 〜 PM3:00

ＪＡにいがた南蒲 『なんかん直送便』ｉｎ日本橋

佐渡首都圏物産展＆商談会

自然豊かな風土で育った 「なんかん育ち」 のコシヒカリ、 青果
物、 加工品などを特別価格で販売いたします。 なかでも目玉は、
贈り物に最適な西洋梨 『ル レクチエ』、 頑張る人を応援するプレ
ミアムコシヒカリ 『難関突破米』、 爽やかなトマトの甘味を損なうこ
となくコクのある 『トマトジュース極っ』 です。
２日間限定の新潟の旬をどうぞお楽しみください！
※新米 ・ ル レクチェ等のご贈答品は産地からの発送になります。

四方を海で囲まれている佐渡は海洋性気候で四季の
変化に富んでおり、 豊かな土壌とその気候を活かした
農業や漁業などが営まれています。
農業は米作りを中心におけさ柿、 ル レクチェなどの果
樹栽培、 漁業ではカニ、 エビ、 イカ、 ブリなど様々な
魚介類の水揚げのほか、 日本海の荒波が育んだアワビ、
サザエなどの漁獲があり、 まさに海産物の宝庫です。
今回、 この “美味しい佐渡” を日 主催 佐渡国仲地区商工会
本橋にお届けいたします！お楽しみ 〒952-0206 新潟県佐渡市畑野甲 559-7
ください !!
TEL.0259-66-2458 URL.https://toki-pon.com/information/hatanonews/

主催 にいがた南蒲農業協同組合 営農経済部 園芸特産課
〒955-0021 新潟県三条市下保内 348-1
TEL.0256-39-7013 URL.http://www.ja-niigatanankan.or.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

〒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

