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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

4/2（火）AM10:30 〜 PM5:30
4/3（水）AM10:30 〜 PM5:30
4/4（木）AM10:30 〜 PM4:00

布製品

4/5（金） 正 午 〜 PM5:00
4/6（土）AM10:00 〜 PM6:00
4/7（日）AM10:00 〜 PM5:00

物 産

4

新潟の 「ご馳走」

オリジナルトートバッグを作りませんか？ 新潟美味祭り

魚屋さんが作った海と山のミネラ
ルが詰まったお米 「海味ｕｍｉ」 を
ご紹介いたします。
その美味しさの秘密は、 竹粉と
カニ殻が微生物で分解されてできた
有機肥料を山間部からの雪解け水
で溶かし浸透させた土壌にあります。
この機会に、 豊富なミネラル成分
を含む極上の土壌で収穫された、
「秘蔵米」 と 「希少米」 の２種のコ
シヒカリをご賞味ください！また、 水
産加工品、 笹だんご、 栃尾のあぶ
らあげも販売いたします。 皆様のご
来場をお待ちしております。

五泉市で私たちはトートバッグの
製作、 販売を行っております。 トー
トバッグは日常手軽に使え、 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
プルバッグを 〈３日間限定の特別
価格〉 で販売いたします。 また、
トートバッグにラインストーンをつけ
て、 世界に一つだけのバッグを作
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
主催

～五泉市 ・ シルク印刷工房Ｓｔａｍｐａ～

株式会社シンレイ
〒951-8011 新潟県新潟市中央区入船町 4-3776
TEL.025-228-5521 URL.https://umi-rice.jp/

物 産

4

13（土）PM2:00 〜 PM6:00

主催
主催

大正５年 （１９１６年） に創業
の弊社は、 新潟名物の笹団子
を中心とした和菓子の製造をし
ております。
今回は、 当社の笹団子の他、
新潟限定サラダホープ、 新潟
県産のお餅、 ちまき、 佐渡産
岩もずくなど新潟の名産品を取
り揃え販売いたします。
どうぞ、 日本橋で新潟の美味
をご堪能ください！

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.https://stampa.tokyo/

繊 維

4

主催

AM10:00 〜 PM6:30

14（日） 18 （

初日は PM1:00 から
（木） 最終日は PM3:00 まで

（

株式会社セイヒョー
〒950-3102 新潟県新潟市北区島見町 2434-10
TEL.0120-372-149 URL.http://www.seihyo.co.jp/

金 属

4/19（金）AM11:00 〜 PM6:00
4/20（土）AM10:00 〜 PM6:00
4/21（日）AM10:00 〜 PM4:00

第７回 日本橋エリア 日本酒利き歩き ２０１９ ｉｎ ブリッジにいがた ニットマフラー販売会

「燕 × デザイン」

『日本橋エリアに実力日本酒蔵
が集うッッ !! 参加店を巡って愉しむ
利き酒イベント』 では、 全国より
約５０の日本酒蔵が、 日本橋エリ
アの様々な飲食店、 アンテナショ
ップ等にブースを設置します。 日
本酒ブースには各蔵の日本酒が
ずらりと並び、 利き酒を飲み放題
でお愉しみいただけます。
ブリッジにいがたでは、 「吟田川 （ちびたがわ）」 を醸す代
々菊醸造㈱が出店。 新潟のおつまみとともに至福の時をお過
ごしください !!
（参加費 ： 前売３０００円 / 当日４０００円 ： 税込 フード等は別途有料）

燕市は古くからステンレス製品
の加工業が盛んな地域であり、
特にカトラリーを中心とした金属
洋食器では日本国内生産シェア
の９０％以上を占めています。
今回はそんな燕市の金属加工
メーカー５社がそれぞれに作り続
けてきた伝統の逸品を展示販売
いたします。 「モノづくりの街」
で永年にわたり磨き上げ、 継承
されてきた高い技術のみが生み
出す 「機能美」 をお楽しみくだ
さい。 皆様のご来場をお待ちし
ております。

主催
主催

日本橋日本酒プロジェクト 代々菊醸造株式会社
〒949-3247 新潟県上越市柿崎区角取 597
TEL.025-536-2469

繊 維

4/24（水）AM11:00 〜 PM6:00
4/25（木）AM11:00 〜 PM4:00

五泉ニットマフラー販
売会です。
春の陽気に合わせて
首元をおしゃれに、 少
し肌寒い時の防寒用に、
品質を追求した自社工
房生産のマフラーを多
数ご用意いたします。
また、 これからの季節には京都の高級シルクを素材にした日
よけ用ＵＶアームカバーも必見です！
当社の会に登録いただいた皆様には、 粗品を１点プレゼン
トいたします。 この機会に品質重視、 高級素材のみ使用の
ニット製品をご覧ください。
主催

ＬＥ ＴＥＬＥＧＲＡＰＨ

物 産

4/26（金） 正 午 〜 PM7:00
4/27（土）AM10:00 〜 PM5:00

AM10:00 〜 PM6:00

初日は正午から
8（月） 12（金）（ 最終日は
PM5:00 まで（

主催

タケダ

大泉物産

「燕 × デザイン」 実行委員会

物 産

一菱金属

シゲル工業

柄沢ヤスリ

4/28（日） AM11:00 〜 PM6:00
4/29（月･祝）AM10:00 〜 PM6:00
4/30（火･祝）AM10:00 〜 PM4:00

Ｇｏｓｅｎ Ｋｎｉｔ（五泉ニット） ２０１９春物ニット製品販売会 にいがたクラフトビール祭り in 日本橋 雪の里 魚沼の味覚フェア
～五泉ニットで春をまとってみませんか !! ～

Ｇｏｓｅｎ Ｋｎｉｔ（五泉ニット） は、
ニット産地 「新潟県五泉市」 で
製造されており、 ニットを知り尽
くした知識と技術と作り手のセン
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！

にいがた県内の４ブルワリーが
クラフトビール祭りを２日間限定で
開催いたします !!
新潟の旬なクラフトビールが東
京で味わえる貴重な機会です！各
ブルワリーのブルワー （醸造家）
の話を聞きながら、 美味しいビー
ルと新潟の食材で作ったおつまみ
で楽しいひとときをお過ごしくださ
い。 この機会をお見逃しなく～！
お待ちしています～！

参加ブルワリー ： 沼垂ビール、 妙高高原ビール、 妻有ビール、 ストレンジブルーイング＆ラボ
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://www.gosenknit.or.jp/

主催

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

にいがたクラフトビール祭り ｉｎ 日本橋 実行委員会
〒950-0075 新潟県新潟市中央区沼垂東 1-6-1
TEL.025-383-8720 URL.http://nuttaribeer.co.jp/

豊かな土壌と水の大自然の中
で、 丹精込めて作られた最高品
質 「魚沼産コシヒカリ」 と銘柄豚
「妻有ポーク」 の新製品 「しぐれ
煮」 をメインに、 産地直送のフレ
ッシュな野菜や雪下人参ジュース
など、 十日町の選りすぐりの美
味しい食材をお届けいたします。
お米の定期購入ご希望の方には
お得な料金をご案内いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちし
ております。
主催

有限会社井上商店
〒948-0102 新潟県十日町市山谷 1132-7
TEL.025-757-3335 URL.http://www.yukimachi-onigiri.com/

〒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

