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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

7/3（水）AM11:00 〜 PM6:00
7/4（木）AM10:00 〜 PM4:00

物 産

7/5（金）AM10:00 〜 PM6:00
7/6（土）AM10:00 〜 PM6:00
7/7（日）AM10:00 〜 PM4:30

物 産

7/ 8 （月）AM11:00 〜 PM6:30
7/ 9 （火）AM10:00 〜 PM6:30
7/10（水）AM10:00 〜 PM4:30

新潟聖籠 ～夏の地場産品まつり～ ～出逢ってください 本当においしいお米～ 「新潟ケンベイ」 夏の新潟 うまいもの 集めました !!
「この “美味しい” をもっと多く
の人に感じてほしい！」 そんな思
せいろうまち

いから、 聖籠町の旬の味をお届
けする 「夏の地場産品まつり」 を
開催します。
町を囲む飯豊連峰からの雪解け
水と豊かな土壌に育まれた美味し
いお米。 芳醇な香りがたまらない
枝豆と夏野菜等の農産物に加え、
箸が止まらない絶品おかずや、 新
潟の特産品を贅沢に使用したスイ
ーツ等もお楽しみいただけます。
皆様ぜひお立ち寄りください。
お待ちしております !!
主催
主催

聖籠町総務課
〒957-0192 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山 1635-4
TEL.0254-27-2111 URL.http://www.town.seiro.niigata.jp/

物 産

夏の恵みの新鮮野菜、
疲れた体に沁みる糸魚川
の海の幸、 新潟名物笹だ
んご、 美味しいコシヒカリ
など魅力いっぱいの夏のに
いがたうまいもの市です。
これからの暑い夏を乗り
切るために、 新潟の美味
しいもので元気をチャージ !!
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！

新潟市の米卸 「新潟ケンベ
イ」 が厳選したお米と南魚沼
産、 佐渡朱鷺認証米のコシヒ
カリを使用した握りたてのおに
ぎり、 もち麦、 甘酒、 コメコー
ヒーなどをお届けいたします！
なかでも目玉企画は 「お米の
すくい取り販売」 です !!
この機会にご来場いただき、
試食、 試飲をしながら 「新潟
ケンベイ」 の自信ある本当に
おいしいお米と新潟の名産品を
ご賞味ください。
主催
主催

7/12（金）AM10:00 〜 PM6:00
7/13（土）AM10:00 〜 PM4:00

株式会社新潟ケンベイ
〒950-0141 新潟県新潟市江南区亀田工業団地 2-3-2
TEL.025-383-5522

物 産

7

AM10:00 〜 PM6:00

14（日） 17 （

初日は正午から
（水） 最終日は PM4:30 まで

（

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/

物 産

7

AM10:00 〜 PM6:00

初日は AM11:00 から
18（木） 21（日）（ 最終日は
PM4:00 まで（

会津物産フェア

新潟うまいもの便

新潟に美味しい夏がやってきた！

会津地域の魅力あふれる物産
フェアを２日間限定で開催いたし
ます！
「会津ブランド」 として認定され
ている商品や伝統工芸品の販売、
古くから伝わる郷土玩具の一つ
である縁起物の 「起き上がり小
法師」 の絵付け体験など会津を
まるごとご紹介いたします。
来て、 見て、 食べて、 “ブリ
ッジにいがた” で会津の逸品を
お楽しみください !!

夏の新潟は谷川連峰の雪解
け水で大地が潤い、 木々から
こぼれる光も眩しい季節となり
ました。
今回は日本海荒磯わかめ、
めかぶなどの海産物を中心に、
越後名物笹だんご、 元祖浪花
屋の柿の種、 越後名水わらび
餅、 車麩、 越後の珍味、 お酒
など新潟の美味大集合です！
この機会に、 越後の味をお
楽しみください！

令和最初の夏、 新潟を食べ
て飲んでお楽しみください !!
この時期定番の黒埼から早
生茶豆、 甘みが強く柔らかい粒
皮の 「おひさまコーン」 の限定
販売、 長岡から老舗甘酒や生
ハム、 元祖浪花屋の柿の種や、
村上の名産品塩引き鮭、 手作
りわらび餅、 旬のフルーツなど
など、 盛りだくさんの美味しい
ものをご用意いたします。
皆様のご来場をお待ちしてお
ります。

主催
主催

会津ブランド推進委員会 会津若松商工会議所
（会津若松商工会議所内） 醸造 ・ 食品製造部会
URL.https://aizubrand.com/ URL.http://www.aizu-cci.or.jp/

布製品

7/23（火） 正 午 〜 PM6:00
7/24（水）AM11:00 〜 PM6:00
7/25（木）AM11:00 〜 PM4:00

オリジナルトートバッグを作りませんか？
～五泉市 ・ シルク印刷工房Ｓｔａｍｐａ～
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、
トートバッグに星などのラインストー
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

Ｓｔａｍｐａ
〒959-1836 新潟県五泉市南本町 3-6-27
TEL.0250-43-6301 URL.https://stampa.tokyo/

日本橋に生まれた、新潟の橋

ブリッジにいがた
営 業 本 部
ＴＥＬ.025-229-8180

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.https://www.naniwayaseika.co.jp/

新潟 「だいし」 の市

豊洲仲卸㈱西太が
全面協力！

新潟県は知る人ぞ知る 「野菜王国」 です！
この夏も、 第四銀行と新潟県食品 ・ 流通課と 「にいがた
食のパートナーショップ」 である豊洲市場青果仲卸㈱西太が
連携し、 新潟県民が愛してやまない 「新潟枝豆」 やスイー
トコーンなどを販売する 「だいし」 の市を開催します。
また、 昨年に引き続き、 四川飯店の若きエース料理長
井上 和豊氏が新潟野菜を使った中華メニューを開発し、 販
売を行います。
新潟野菜の良さに出会うこの機会に、 是非会場に足をお
運びください。

7/26（金）AM10:30 〜 PM6:00
7/27（土）AM10:30 〜 PM6:00
7/28（日）AM10:30 〜 PM4:00
共同企画

井上 和豊氏

株式会社第四銀行 ・ 新潟県 ・ 新潟市西区

主催

株式会社茂太郎商店
〒950-1112 新潟県新潟市西区金巻 1586
TEL.025-377-6000 URL.http://motarou.co.jp/

物 産

7/30（火）AM11:00 〜 PM6:00
7/31（水）AM10:00 〜 PM5:00

新潟 ・ 魚沼 川西の特産品フェア
～うまいものを集めました！～
雄大な越後三山と信濃川に形成され
た河岸段丘に広がる棚田･･･豊かな水
資源と肥沃な土壌で育まれた魚沼産コ
シヒカリ。 なかでも評価の高いのが川
西産コシヒカリです。
また、 地元十日町の 「妻有ポーク」
を使った 「妻有ポークのしぐれ煮」、 新
鮮な夏野菜、 日本酒、 おそばなど、
十日町市川西地区の選りすぐりの美味
しい特産品を取り揃えて、 皆様のご来
場をお待ちしております。
主催

川西商工会
〒948-0144 新潟県十日町市水口沢 76-15
TEL.025-768-2176 URL.http://kawanishi-shokokai.net/

〒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

