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イベントガイド
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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。
洋食器
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AM11:00 ～ PM7:00

3（火） 6（金）

初日 PM1:00 から 最終日 PM4:30 まで

物 産
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7（土） 10（火）

AM10:00 ～ PM6:30
初日 AM11:00 から 最終日 PM5:00 まで

大橋洋食器 新商品展示会 ｰ２０１９ 秋ｰ

越後長岡観光物産フェア ～ながおか味覚市～

Ｇａｓｔｒｏｎｏｍｙ（ガストロノミー）＋ＯＨＡＳＨＩ＝「Ｇａｓｔｒｏ
ｎｏｍｙ－大橋のガストロノミー」 を標榜し、 地域の文化
や技術を使った器を展示いたします。
今回の展示会でも、 多様な素材の新商品はもちろん、
これまでのアイテムをリバイバルさせ、 一点一点に趣を
持たせた唯一無二のアイテム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。

新潟の自然豊かな風土で育まれた自慢の逸品をお届けする “越後長岡観光物産フェア”。
今年も長岡市から越後の味をお届けいたします。
米菓、 山桜で燻した自家製ベーコン、 江戸時代から続く伝統のしょうゆ、 新潟名物の笹
団子や、 地酒のワンショットコーナーなど長岡の美味し
いものを取り揃えます。
また、 幕末 ・ 維新の時代に新潟で育まれたグルメを
掲載した書籍を今回初めてご紹介いたしますので、 市
内の観光スポットや四季の楽しみ方など長岡の魅力を
伝えるご案内と合わせてご覧ください。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
主催 一般社団法人長岡観光コンベンション協会
〒940-0062 新潟県長岡市大手通 1-4-11
TEL.0258-32-1187 URL.http://www.nagaoka-navi.or.jp/

主催

株式会社大橋洋食器
〒951-8067 新潟県新潟市中央区本町通 8-1352
TEL.025-228-4941 URL.https://www.ohashi-web.co.jp/

物 産
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11（水）AM11:00 ～ PM5:00

物 産
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12（木）

14（土）

9/12 正 午 ～ PM6:00
9/13 AM10:00 ～ PM6:00
9/14 AM10:00 ～ PM4:00

越後長岡ふるさと会フェア

「中魚沼の宝物」 いいもの一番！

越後長岡の地酒、 笹だんご、 調理が簡単な
乾燥野菜、 栃尾のあぶらげなどを販売いたしま
す。 なんと、 今回のつめ放題は枝豆です !!
試飲や試食をして、 越後長岡の魅力をたっぷ
りお楽しみください！ふるさと長岡応援倶楽部の
会員特典もありますよ♪
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

“人は土を創り、 土は稲を造り、 稲は穂を作り、 穂は
豊かな心を創る” 米には生産者の性格がでます。
嘉六の米 「魚沼の宝物 ®」 は、 オタマジャクシやタニ
シが住む田んぼで米作りの楽しさを感じ、 消費者の方々
の笑顔を思い浮かべながら、 安心 ・ 安全を基本に栽培
している特別栽培米魚沼産コシヒカリです。
嘉六が自信をもって選び抜いたお米をいち早く日本橋
にお届けいたします。 ぜひご賞味ください！皆様のご来
場をお待ちしております。
主催 株式会社嘉六
〒948-0135 新潟県十日町市中屋敷 13
TEL.025-768-2035 URL.http://www.karoku-kome.com/

主催

越後長岡ふるさと会事務局 （長岡市地域振興戦略部内）
〒940-0062 新潟県長岡市大手通 2-6 フェニックスイースト内７Ｆ
TEL.0258-39-2260 URL.http://nagaoka-furusatokai.jp/

物 産
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9/15 正 午 ～ PM6:00
9/16 AM11:00 ～ PM6:00
9/17 AM11:00 ～ PM4:00

15（日） 17（火）

9/21 正 午 ～ PM6:00
9/22 AM10:00 ～ PM4:00

21（土） 22（日）

新潟県 北越の小京都 ・ 加茂のタカラモノ
豊かな自然や歴史、 文化、 伝統から生まれた
『タカラモノ』 が加茂にはたくさんあります。
加茂でしか手に入らない、 味わえないものを集
めたオリジナル推奨品をご紹介いたします。 老舗
菓子店のかりんとうやマカロニ国内製造発祥の地
・ 加茂にちなんだマカロニチップス、 加茂縞の織
物製品など、 どれも加茂の 『タカラモノ』。 この機
会に小京都 ・ 加茂をご覧ください。
主催

9/18 正 午 ～ PM6:00
9/19 AM10:00 ～ PM6:00
9/20 AM10:00 ～ PM4:00

新潟県最北の村上市は、 海 ・ 山 ・ 川など美しい
豊かな自然に恵まれ、 秋には鮭が遡上する 「鮭の
帰るまち」 でもあります。
今回は、 伝統工芸品から名菓、 村上茶、 鮭製
品、 地元豚を使用したソーセージなど魅力いっぱい
の特産品をたくさん取り揃えます。 さらに村上の蔵元
「宮尾酒造」 「大洋酒造」 が豪華出店いたします！
皆さまのお越しをお待ちしております。
主催 越後村上物産会事務局
〒958-0837 新潟県村上市三之町 8-11 村上丸千ビル１階
TEL.0254-52-2341 URL.https://echigomurakami.com/

株式会社第四銀行
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18（水） 20（金）

堆朱と村上の味覚満喫フェア

食を通じて、 新潟県の魅力をブリッジにいがたから
３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、 米どころならでは
のうんめもんを限定販売いたします。
『ブリッジにいがた』 でのこの販売会も今回が最後
となります。 どうぞ、 この機会をお見逃しなく !! 皆様
のご来場をお待ちしております。

物 産
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令和元年度 鮭 酒 人情 （なさけ）

新潟 ・ うんめもん祭り !!

主催

物 産

加茂商工会議所
〒959-1313 新潟県加茂市幸町 2-2-4
TEL.0256-52-1740 URL.http://www.kamocci.or.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

「ブリッジにいがた」 は、 １０月より 「株式会
社ブリッジにいがた」 が運営する新潟県の常設
アンテナショップとして生まれ変わります。 永年
のご愛顧、 誠にありがとうございました。 御礼
申し上げます。
引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上
げます。

〒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

