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イベントガイド

月

『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。
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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。なお、
13 日〜 16 日は休館日 です。
8/2 正 午 ～ PM6:30
8
8/6 AM10:00 ～ PM6:00
ＡＲＴ
8/3 AM10:00 ～ PM6:30
（水）
8/7 AM10:00 ～ PM5:00
（火）
（日）
（金）
8/4 AM10:00 ～ PM4:00
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十日町からお届け！夏の美味しい野菜祭り 「ＡＲＴ×ＢＬＡＣＫ×ＳＰＯＲＴ」 展示即売会
モノづくりの町 ・ 燕市の一つの企業から、 まったく違
ったテイストの商品開発を発信します。
「究極のものづくりで挑む、 ４次元のビジョン」 をコン
セプトにしたブランド 「ｔａｓｃａ４Ｄ（タスカフォーディー）」、
真っ黒な商品だけをセレクトしたＷＥＢショップ 「ＫＡＢＡ
ＲＯＣＫ（カバロック）」、 とっぴで一風変わったという意味
を持つスポーツブランド 「ｏｕｔｒｅ（アウトレ）」。
見るだけでも絶対価値のある、 あっと驚く商品です !!
お楽しみください！
ｔａｓｃａ４D https://www.tasca4d.com/
主催 アステージ株式会社
〒959-1276 新潟県燕市小池 3379 KABAROCK https://www.rakuten.ne.jp/gold/ninerock/
ｏｕｔｒｅ
https://www.outre.jp/
TEL.0256-62-3130

米農家 「白羽毛ドリームファーム」 が白羽毛
集落で収穫した自慢のお米と十日町産の夏の採
れたて新鮮野菜を、 カエルの合唱が響きわたり
蛍が飛び舞う山間地からトラックを走らせてお届
けいたします！美味しいこと間違いなし !!
また、 期間中は秋収穫の新米のご予約も承
ります。
十日町の美味しい夏の味をこの機会にぜひ
お楽しみください！
主催 有限会社白羽毛ドリームファーム
〒949-8427 新潟県十日町市白羽毛辰 680-1
TEL.025-763-3738 URL.http://shirahake.com/
木製品
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8（木） 12（月･祝）

AM10:00 ～ PM7:00
初日 正午から 最終日 PM4:00 まで
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17（土） 19（月）

うまさぎっしり新潟

２０１９新潟木工展

新潟名物笹団子に加え、 もも太
郎アイス、 黒埼茶豆など新潟の夏
の美味を販売いたします。
どうぞ、 お立ち寄りください！

あわただしい都会生活の中で忘れていませんか？自
然の感触を。 自然とはかけ離れた日常を過ごす現代人
が 「木」 に触れた際に安らぐ感覚。 そこには、 はだし
の皮膚に直接訴えかけるやさしい感動があります。
毎年開催しております新潟木工展は、 「森で散歩 は
だしで三歩」 をイベントテーマとした加茂の桐たんすメ
ーカーと三条の木工作家の展示会です。
手作り木工品のやさしさに触れてみませんか？
主催 新潟木工展実行委員会 （事務局 : 有限会社茂野タンス店）
〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町原ヶ崎新田 30-1
TEL.0256-57-3610 URL.https://www.kamono.com/
共催 樫木工房＆高三
物 産
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20（火） 22（木）

主催

8/20 AM11:00 ～ PM6:00
8/21 AM10:00 ～ PM6:00
8/22 AM10:00 ～ PM4:00

26（月） 29（木）

8

23（金） 25（日）

8/23 正 午 ～ PM6:00
8/24 AM10:00 ～ PM6:00
8/25 AM10:00 ～ PM4:00

～新潟県カーボン ・ オフセットフェスタ ｉｎ ブリッジにいがた～

毎年、 お江戸日本橋にて開催してきました 『新潟獅子の会』
は、 今回が最後の開催となります。
この時期が一番美味しい朝採りくろさき茶豆、 長岡の老舗の
無添加甘酒や生ハム、 先般の地震にも負けず頑張っている村
上の塩引き鮭、 特Ａ米 「魚沼産コシヒカリ」 の計り売りと新潟
からの送料無料サービスなどなどてんこ盛りの内容です。 さら
に、 ご愛顧感謝セールの目玉として、 毎日３０名様限定でお買
い得お楽しみ袋をご用意いたします。
ぜひ、 お立ち寄りください！お待ちしております！
主催 新潟獅子の会事務局 （株式会社サンクス内）
〒950-1112 新潟県新潟市西区金巻 1586
TEL.025-377-6000
8
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株式会社第四銀行

にいがたの特産品を買って、 地球を元気に！

新潟獅子の会 ご愛顧感謝セール

物 産

8/17 正 午 ～ PM6:30
8/18 AM10:00 ～ PM6:30
8/19 AM10:00 ～ PM5:00

新潟の特産品を “カーボン ・ オフセット商品” とし
てご用意いたします。
この商品を買うことは新潟の森づくりを助け、 温暖
化や異常気象から地球を守ることにつながります。
皆様もこの機会にぜひカーボン ・ オフセットに参加
してみましょう！
※ 新潟県では、 「カーボン ・ オフセット」 の取り組みにより、 二酸
化炭素吸収などのはたらきを持つ森林の整備を進めています。
主催 新潟県環境企画課 地球環境対策室
〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町 4-1
TEL.025-280-5150

AM11:00 ～ PM6:00
初日 正午から 最終日 PM4:00 まで
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30（金）

9

1（日）

8/30 正 午 ～ PM6:00
8/31 AM10:00 ～ PM6:00
9/ 1 AM10:00 ～ PM4:00

新潟 ・ うんめえもん祭り !!

もんぺ展示受注会＆美味しい新潟販売会

食を通じて、 新潟県の魅力をブリッジにいが
たから４日間限定で発信します！
毎回ご好評いただいておりますお餅のＳＡＬＥ
や人気№１の 「笹だんご」 はもちろん、 なめら
かなのどごしのへぎそば、 米どころならではの
米菓、 さらに 「枝豆王国 ・ 新潟」 の枝豆も販
売いたします。
皆様のご来場を心からお待ちしております。

新潟の美意識や人柄を表す 『亀田織』 との出会いから
もんぺ製作所が生まれました。 着用時の正面からの美し
さにこだわり、 パタンナーとして培った技術と、 育んできた
もんぺ愛を込めてオール新潟のモノづくりを追求しています。
新潟の伝統織物 『亀田織』 に触れたり、 履いたり、 一緒
に何かを作ってみたり、 体感型の展示受注会です。
また、 今回は地域商社ブリッジにいがたが新潟の旬を
お届けし、 物産展を同時開催いたします！皆様のご来場
をお待ちしております！
リネア
主催 株式会社第四銀行
株式会社ブリッジにいがた 〒949-3563 新潟県上越市吉川区大賀 443
TEL.025-512-1381 URL.https://monpeseisakusho.com/

主催

株式会社第四銀行

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

