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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。
織 物
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1（水･祝） 6（月）

AM10:30 ～ PM6:30
初日 PM1:00 から 最終日 PM4:00 まで

～綿 ・ 麻 ・ 絹～

14（火） 16（木）

7（火） 13（月）

AM10:00 ～ PM6:00
初日 AM10:30 から 最終日 PM4:00 まで

米どころ南魚沼市から昔ながらの製法で手間
をかけ丁寧に栽培している魚沼産コシヒカリの
有機栽培米、 特定栽培米をお届けいたします。
握りたてのおにぎりや春ならではの山菜を調
理法もお伝えしながら販売いたします。
この機会にぜひ “ブリッジにいがた” で雪国
の春の特産品をお楽しみください！

片貝木綿 ・ 小千谷縮 ・ 越後上布 ・ 塩沢紬 ・ 十日町
紬など新潟名産の着物生地から、 お客様のご寸法、
ご要望に合わせ、 着物やオーダー作務衣を一着ずつお
仕立ていたします。 打ち込みがしっかりしている着物生
地の作務衣は着心地抜群とご好評をいただいております。
会場でお選びいただいたお好みの生地で、 着物職人
が作り上げた風合いの良い着物や作務衣で至極のくつ
ろぎの時をお楽しみ下さい。
主催 イチコクヤ
〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋田町 2-334
TEL.025-231-1598 URL.http://www.ichikokuya.com/
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南魚沼のうまいもの ～特産品集めました！～

越後の着物とオーダー作務衣展

物 産

物 産

主催

5/14 正 午 ～ PM6:00
5/15 AM11:00 ～ PM6:00
5/16 AM11:00 ～ PM4:00

有限会社いなほ新潟
〒949-6405 新潟県南魚沼市竹俣 425-2
TEL.025-782-4102 URL.http://www.inahoniigata.com/

木製品
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17（金） 20（月）

AM10:00 ～ PM6:30
初日 正午から 最終日 PM4:00 まで

新潟･初夏のうんめえもん祭り !!

浅野タンス 加茂総桐たんす展

３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、 この時期おすす
めの商品を取り揃えます。 また、 米どこ
ろならではの日本酒の販売もいたします。
皆様のご来場をお待ちしております。

総桐の箪笥、 チェスト、 テーブル、 チェア、
ベッドなどを展示販売いたします。
桐箪笥は４０～５０％の湿度を保つことがで
き、 着物や衣類、 革製品、 精密機器、 陶器
などの保存に最適です。 また、 耐火性も優れ
ており、 さまざまな仕掛けがある当社の “から
くり金庫箪笥” は大変人気があります。 その
精巧な技術と品質をぜひ会場でご覧ください。
皆様のご来場をお待ちしております。
主催 有限会社浅野タンス
〒959-1303 新潟県加茂市後須田 409-1
TEL.0256-52-5179 URL.https://asanotansu.com/

主催

株式会社第四銀行

物 産
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21（火） 22（水）

5/21 AM11:00 ～ PM6:00
5/22 AM10:00 ～ PM4:00

物 産

5

23（木） 26（日）

AM10:00 ～ PM6:30
初日 正午から 最終日 PM4:30 まで

えちごせきかわ 温泉･観光･物産まつり

「新潟小千谷まるごと市場」 と

名水百選に選ばれた清流 「荒川」 が中央を流れる
関川村は、 周囲を磐梯朝日国立公園内の山々に囲ま
れた山紫水明の農山村です。
さまざまな春の山菜や新潟の地酒、 行者にんにくの
瓶詰、 杵つきモチなど村の特産品を多数販売いたしま
す。 また、 関川村の上流部にある、 高瀬、 鷹ノ巣、
雲母、 湯沢、 桂の関の五つの温泉で構成される 「え
ちごせきかわ温泉郷」 のお宿も紹介いたします。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
主催 関川村観光協会
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関 912
TEL.0254-64-1478 URL.http://www.sekikawa-kankou.com/

大河信濃川の中流に位置し、 三方を山に囲まれた自
然豊かな河岸段丘のまち、 錦鯉発祥の地 「おぢや」 よ
り自慢の品々をお届けいたします。
名物へぎそばをはじめ、 小千谷の蔵元自慢の地酒、
老舗の和菓子、 笹団子、 地場の野菜等々、 美味しいも
のを多数取り揃え、 皆様のご来場をお待ちしております !!
また、 ２５日、 ２６日は２階商談スペースにて小千谷
市への移住 ・ 定住の個別相談会も開催いたします。 お
気軽な、 お試し移住もありますので、 ご興味のある方
は、 ぜひお越しください！
主催 小千谷市観光交流課
〒947-0028 新潟県小千谷市城内 1-13-20
TEL.0258-83-3512 URL.http://www.ojiyakanko.com/

物 産
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28（火） 30（木）

5/28 正 午 ～ PM6:00
5/29 AM10:00 ～ PM6:00
5/30 AM10:00 ～ PM4:00

物 産

5

31（金）

6

4（火）

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

良寛さんの心通う出雲崎 地場産業展

新潟魚沼 「ゆのたに」 メーカー直販フェア

『良寛さんの町 ・ 出雲崎』 から異業者がコラボイベン
トを開催いたします。
ベッドから移乗が楽にできる車いす 「輪助」 「座助」。
新潟産牛乳１００％の牧場の恵みをお届けする良寛牛乳。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
やさしさ、 なごみ、 いやしをコンセプトに開発した良寛
シルク。 出雲崎産のご当地グルメ 「サザエの炊き込み
ご飯の素」。 また、 かつては北国街道の宿場町として
栄えた出雲崎町をご紹介いたします。
この機会に出雲崎町、 地場産の魅力をご堪能ください。
主催 越後工業株式会社 株式会社良寛 有限会社金子編物
出雲崎町 出雲崎町商工会食の新メニュー検討委員会

雪深かった新潟魚沼にも初夏が訪れました。
日頃のご愛顧に感謝いたしまして、 メーカー直販
ならではの限定品や特価品を日本橋にお持ちいたし
ます。 フレッシュな採れたてキノコ、 食味値特Ａラン
ク復活の魚沼産コシヒカリ、 雪解け伏流水仕込みの
越後豆腐、 甘さ控えめの和菓子、 限定品のお餅、
具沢山のけんちん汁やお惣菜など、 魚沼の味をたっ
ぷりお楽しみいただけるイベントです。
この機会をお見逃しなくご来場ください。
主催 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/

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

