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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。

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。
3/1 正 午 ～ PM7:00
3/ 9 PM 1:00 ～ PM6:00
3
金 属
3/2 AM10:00 ～ PM7:00
3/10 AM10:00 ～ PM6:00
（月）
（土）
3/3 AM10:00 ～ PM4:00
3/11 AM10:00 ～ PM4:00

9
11
新潟 「つばめハウスウェアショー」 展示 ・ 即売会 ｉｎ 日本橋

伝統と現代の桐たんす展
創業７２年。 三代にわたり、 桐たんすを延べ１９,６００棹
以上製作し、 東京、 大阪、 名古屋をはじめ全国のお客様
にお届けしてまいりました。
原木から仕入れ、 職人一人一人の手作業から生み出さ
れる当社の桐たんすは、 優秀な家具を表彰する 「全国優
良家具コンテスト」 にて２年連続で優秀賞を受賞し、 また
テレビ、 雑誌などに数多く紹介され、 多くの方々からご支
持をいただいております。
職人の “伝統と革新の技” による伝統的な総桐たんす
と現代的な総桐チェストをこの機会にご覧ください。
主催 有限会社桐の蔵
〒959-1325 新潟県加茂市神明町 2-4-10
TEL.0256-57-4337 URL.https://www.1kirizo.com/
洋食器
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当組合は、 新潟県のほぼ中央の県央地域に位置
する燕市に所在しています。 この地域には金属加工
を得意とする企業が多く集まっており、 組合員企業は
高品質な家庭用食卓台所製品、 業務用厨房製品の
製造を行っております。
今回も選りすぐりの製品を展示 ・ 販売いたします。
この機会に、 「つばめの逸品」 をお手にとってそのクオ
リティの高さをお確かめください。 また、 お米、 日本酒
もご用意して皆様のご来場を心よりお待ちしております。
主催

3/12 AM11:00 ～ PM7:00
3/13 AM11:00 ～ PM7:00
3/14 AM11:00 ～ PM4:30

12（火） 14（木）

日本金属ハウスウェア工業組合
〒959-1289 新潟県燕市東太田 6856
TEL.0256-61-5888 URL.http://www.houseware.jp/

物 産

3

15（金） 19（火）

AM11:00 ～ PM6:00
初日 正午から 最終日 PM4:00 まで

新潟の 「器 （ＯＨＡＳＨＩ） と酒 （ｋｉｒｉｎｚａｎ）」

新潟 ・ 春のうんめえもん祭り !!

新潟のデザイン会社 「㈱フレーム」 がデザイ
ン ・ ブランディングする企業の商品をご紹介する
イベントです。
今回は、 “ガストロノミー” をテーマに、 麒麟
山酒造による試飲会を開催し、 食のシーンを引
き立てる新潟の酒と器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。

５日間限定の魅力たっぷり、 新潟県
内のうんめえもん祭りです！
人気№１の 「笹だんご」 はもちろん、
柿の種やサラダホープ、 春ならではの
商品などお花見にもピッタリの商品を取
り揃えて、 皆様のご来場をお待ちして
おります。

主催

株式会社フレーム
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代 3-3-27 ＤＮビル 2Ｆ
TEL.025-255-1655 URL.http://frame-d.jp/
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主催

3/21 正 午 ～ PM6:30
3/22 AM10:00 ～ PM6:30
3/23 AM10:00 ～ PM4:00

21（木･祝） 23（土）

株式会社第四銀行

物 産
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24（日） 25（月）

3/24 AM11:00 ～ PM5:00
3/25 AM10:00 ～ PM4:00

越後の織物語

燕三条プレミアム家電 × 新潟美

越後三大織物産地 「小千谷」 「十日町」 「塩沢」 の
品々をご紹介いたします。
小千谷縮、 越後上布、 小千谷紬、 十日町紬、 塩
沢御召、 塩沢紬、 夏塩沢の着物や麻襦袢を中心に、
和洋両方に合う made in 東京 ・ 深川 月之バッグも多
数ご用意いたします。
また、 手づくりの “じさばさ人形” が皆様をお迎えい
たします。 どうぞお気軽にお越しいただき、 ごゆっくり
お楽しみください。
主催 有限会社北越
〒945-0051 新潟県柏崎市東本町 1-15-5 フォンジェ駐車場棟
TEL.0257-20-0077

ものづくりの聖地、 燕三条から 「ツインバード」 のプ
レミアム家電を取り揃え、 体験会や特別価格販売会を
行います !!
プロのハンドドリップを再現した全自動コーヒーメーカー
をはじめ、 調理家電を使った 「新潟の美食」 をお楽しみ
ください。 もちろん、 「新潟の美食」 の即売もあります！
さらに、 お得なクーポンなどこのイベントならではの特
典もご用意いたしますので、 この機会にお立ち寄りいた
だき、 「ツインバード」 の世界をご覧ください。
主催 ツインバード工業株式会社
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田 2084-2
TEL.0256-92-6111（代表） URL.http://www.twinbird.jp/

物 産
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26（火） 28（木）

3/26 AM11:00 ～ PM6:30
3/27 AM10:00 ～ PM6:30
3/28 AM10:00 ～ PM5:00

ものづくり乙女組

物 産
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29（金） 31（日）

3/29 AM11:00 ～ PM6:30
3/30 AM10:00 ～ PM6:30
3/31 AM10:00 ～ PM4:30

やっぱり、 花より団子 !!

～にいがた美･人 （び･ひと） ものがたり～

～新潟のうまいもの 集めました～

新潟県内の様々な地域文化や美しい伝統工芸の技
に関わる女性たち “ものづくり乙女組” がお届けする
お洒落で魅力的、 健康的な逸品を展示販売します。
村上堆朱のアクセサリー、 五泉シルク製品、 越後
上布のおしゃれ小物、 グルテンフリーパスタ＆米ぬか
粉、 桐キッチンアイテム等々。
美しいものづくりに関わる女性達の 『ものづくり物語』
を聞きにぜひご来場ください。
主催 株式会社イシモク
〒959-1311 新潟県加茂市加茂新田 10007-3
TEL.0256-53-4111 URL.http://www.ishimoku.co.jp/

ようやく今年も春になりました！･･･が、 やっぱり花
より団子 !! 新潟うまいもの大集合です！
越後名物笹だんごや糸魚川の海の幸、 冷めても
美味しいコシヒカリ、 毎年好評の魚沼地酒飲み比べ
など盛りだくさんのイベントです。 新潟の美味しいも
の、 日本酒があればお花見も盛り上がり間違いなし！
お気軽にお越しいただき、 新潟グルメをお楽しみ
ください！
主催 金子米店
〒959-1354 新潟県加茂市新町 2-3-7
TEL.0256-52-0779 URL.https://www.kaneko-kometen.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

