２０１９

２

イベントガイド

月

vol.81
金 属

2

『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。

1（金） 3（日）

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。
2/1 正 午 ～ PM7:00
2
2/5 正 午 ～ PM6:00
物 産
2/2 AM10:00 ～ PM7:00
（水）
2/6 AM10:00 ～ PM4:00
（火）
2/3 AM10:00 ～ PM4:00
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6

鍛冶職人 打刃物の世界

越後長岡ふるさと会フェア

長岡市与板は戦国時代より４００年あまり続く打刃物の産
地であり、 昭和６１年に国の伝統的工芸品の産地指定を受
け、 現在も優れた鍛造 ・ 鍛接技術に改良を加え伝統的打
刃物の切れ味を追い続けています。 近年では、 女性向け
大工道具 「ＴＡＮＴＯＮ」 が完成し、 販売しております。
８回目となる今回も、 大工道具や包丁、 ナイフ等の展示
販売、 ミニかんなでマイ箸作り （１膳１,０００円･税込）、 包丁
研ぎ （１本５００円･税込）、 鑿 （のみ） で香木を削って匂い
袋の作成 （無料）、 特産品の販売など盛り沢山です。 どう
ぞ、 お楽しみください！
主催 越後与板打刃物匠会 （事務局 ： 長岡市与板支所産業建設課）
〒940-2492 新潟県長岡市与板町与板甲 134
TEL.0258-72-3201 URL.http://yoitahamono.com/

越後長岡の美味しいものがここに集結！
地酒、 笹だんご、 大口れんこん、 栃尾
のあぶらげなど長岡の特産品を販売いた
します。 試飲や試食をして、 越後長岡の
魅力たっぷりの２日間を存分にお楽しみく
ださい！
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

物 産
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7（木） 10（日）

主催

AM10:00 ～ PM6:00
初日 AM11:00 から 最終日 PM4:00 まで

越後長岡ふるさと会事務局 （長岡市地域振興戦略部内）
〒940-0062 新潟県長岡市大手通 2-6 フェニックスイースト内７Ｆ
TEL.0258-39-2260 URL.http://nagaoka-furusatokai.jp/

物 産
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11（月･祝） 14（木）

AM10:00 ～ PM6:00
初日 正午から 最終日 PM4:00 まで

厳寒の新潟うまいものフェア

新潟魚沼 「ゆのたに」 メーカー直販フェア

今、 寒さがピークの新潟から人気のごっ
つぉをお届けします！
上越市から揚げかまぼこ各種、 長岡市
から老舗の甘酒、 職人の手づくり生ハム、
江戸時代から続く栃尾のあぶらげ、 五泉市
の里芋 「帛乙女」 など、 地元食材にこだ
わった商品を取り揃えて、 皆様のご来場を
お待ちしております。

㈱ゆのたには、 新潟魚沼の恵まれた自然環境の中で、
「魚沼産コシヒカリ」 をはじめたくさんの美味しい素材と冬
の雪解け水を使い、 雪国の昔ながらの知恵と技術で日々
食品づくりをしています。 また、 首都圏では、 表参道 ・
新潟館ネスパスのアンテナショップで新潟県産品を販売し、
毎日多くの方に新潟県を発信しています。
今回は、 メーカー直販で自慢の魚沼の食品を多数販売
いたします。 ぜひこの機会をお見逃しなくご利用ください。

主催

株式会社サンクス
〒950-1112 新潟県新潟市西区金巻 1586
TEL.025-377-6000 URL.http://motarou.co.jp/

物 産
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15（金） 17（日）

主催

2/15 AM11:00 ～ PM6:30
2/16 AM10:00 ～ PM6:30
2/17 AM10:00 ～ PM5:00

「越後みしま本舗」 にようこそ！
湧水の郷 越後みしま ～醸造文化の探訪～
長岡市三島地域の特産品をご紹介いたします！
三島産 「コシヒカリ」 の一合枡山盛り一杯１００円 （税込）
や新ブランド米 「新之助」、 越後西山連山から湧き出る美
水を使って造られた 「地酒」、 「味噌」、 「漬物」 や 「鮭の
味噌漬け」 など三島の特産品を販売いたします。 また、 和
風総本家で放映された 「脇野町鋸」 の鍛冶職人の作品も
展示販売いたします。 この機会に、 越後三島の魅力をご
堪能ください。 皆様のご来場をお待ちしております。
主催 みしま観光協会 （長岡市三島支所地域振興課）
〒940-2392 新潟県長岡市上岩井 1261-1
TEL.0258-42-2242 URL.https://e-mishima.info/
音 響
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23（土） 24（日）

2/23 AM11:00 ～ PM5:00
2/24 AM10:00 ～ PM4:30

株式会社ゆのたに
〒946-0084 新潟県魚沼市宇津野 57-1
TEL.025-793-1111 URL.http://www.yuno.co.jp/

物 産
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18（月） 20（水）

2/18 正 午 ～ PM6:30
2/19 AM10:00 ～ PM6:30
2/20 AM10:00 ～ PM5:00

にいがた元気！うんめぇな祭り
新潟のうんめぇもんが大集合！にいがたを元気にするた
めに集まった仲間がこだわりの逸品をお届けいたします！
新潟名物 「笹だんご」、 米どころならではの 「米菓」、
日本海のイカを使い特製のだし汁で仕込んだ 「いかめし」、
アロニアの 「ジャム」 「飲むお酢」、 健康志向の方におス
スメの 「桑茶」、 十日町の着物文化から生まれた 「からむ
し麺」 など、 新潟の美味しいものから体に良いものまで盛
り沢山！抽選会もありますので、 この機会にお立ち寄りく
ださい。
主催 協同組合にいがた元気
〒951-8025 新潟県新潟市中央区赤坂町 1-3207
TEL.025-222-8905
物 産
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25（月） 27（水）

2/25 正 午 ～ PM6:00
2/26 AM11:00 ～ PM6:00
2/27 AM11:00 ～ PM4:00

聴こう！ハセヒロ ・ バックロード ｉｎ 日本橋

新潟のうんめもんが大集合 !!

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。
今回で２２回目を迎えるＨａｓｅｈｉｒｏ Ａｕｄｉｏの試聴会。
今回は、 新製品のスマホ用無電源エコスピーカーを発表
いたします。
お客様ご持参の愛聴盤で様々なジャンルの音色をバッ
クロードホーンでお楽しみください。

魅力たっぷり、 新潟県内のうんめもんを取り
揃えます！
米どころならではの米菓や和菓子、 新潟名物
「笹だんご」 の販売はもちろん、 今回は金升酒
造 （新発田市） の試飲販売を行います。 膨ら
みのある旨みと小気味よいキレのある味をお楽
しみください。
３日間の限定販売です！皆様のご来場をお待
ちしております。

主催

株式会社長谷弘工業
〒955-0845 新潟県三条市西本成寺 2-6-11
TEL.0256-34-8890 URL.http://www.hasehiro.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

株式会社第四銀行

〒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

