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観光コンベンションニュース
４月７日(木)から
青森ねぶた祭 団体観覧席 １０名様
以上 発売
８月２日（火）から８月７日（日）まで開催される青森ねぶた祭の団体観覧席を販売いたします。
詳細につきましては、同封の要項をご覧いただき、ご不明な点がございましたらお問合せください。
受付期間

申込人数
販売内容

ホームページ

①一次募集【買取】…申込人数が確定している団体向け
4 月 7 日（木）～ 4 月 13 日（水）
②二次募集【予約】…申込人数が変更になる場合がある団体向け
4 月 19 日（火）～完売まで
10 人以上
一次募集、二次募集ともに次の観覧席を販売します。
・8 月 2 日（火）～ 6 日（土）ねぶた観覧席
・8 月 7 日（日）昼ねぶた観覧席
料金：お一人様 2,600 円（税込・パンフレット付）
・8 月 7 日（日）昼ねぶた＆花火大会・海上運行セット券
料金：お一人様 6,600 円（税込・パンフレット付）
http://www.nebuta.jp/

１～９枚までお買い求めいただ
ける個人観覧席は７月上旬発売
予定です。
詳細は、ニュース７月号でご案
内するほか６月中旬以降にオ
フィシャルサイトに掲載いたし
ます。

平成２８年度事業計画・収支予算が決定

有料観覧席を販売します

６月２５日（土）
・２６日（日）の２日間、青森市で開催される
東北六魂祭のメインイベント「東北六市のお祭りによるパ
レード」の観覧席を販売します。

【日
時】6/25（土）17:00 ～ 19:30（予定）
【日
時】6/26（日）12:30 ～ 14:45（予定）
【会
場】パレード…青い森公園前～橋本交差点先
【会
場】有料観覧エリアは青い森公園～柳町交差点（予定）
【観覧席料金】お一人様 2,600 円（税込）

団体（１０名様～）
受付期間

申込方法

ご注意 ご購入後の人数減・
キャンセルはできません

4 月 15 日（金）まで
※予定数量（各日 1,000 席）に達し次第、
販売終了いたします。
所定の申込書（あおもり案内名人ＨＰからダウンロー
ドできます）にご記入のうえ、FAX または当協
会へご持参ください。※電話・E メール不可

個人（少人数向け）
５月以降発売予定。詳細は４月中旬以降お問合せください。

≪お問合せ先≫
六魂祭について / 青森市観光課 ☎017-734-1111 ㈹
観覧席について / 青森観光コンベンション協会 ☎017-723-7211

３月１１日（金）に開催いたしました理事会において、
平成２８年度事業計画ならびに収支予算が承認され
ました。詳細は６月１６日（木）開催の定時総会で
ご説明いたします。
後日ご案内と総会資料を送付いたしますので、ご出
席くださいますようお願いいたします。
定時総会

日時
会場

6 月 16 日（木）16:00
青森国際ホテル 3 階「萬葉の間」

八甲田春スキーシャトルバス運行
田代高原と八甲田ロープウェーを結ぶシャトルバス
が運行されます。シャトルバスを活用し、八甲田春
スキーをお楽しみください。
運行日：4/9・10・16・17・23・24・29～5/8
料 金：1,000 円（小学生半額、小学生未満無料）
乗車券販売所：八甲田ロープウェー、酸ヶ湯温泉、
HOTEL Jogakura、谷地温泉、
レストハウス箒場、又兵衛の茶屋、
田代高原茶屋、銅像茶屋
※時刻表等詳細は青森市ＨＰからご覧ください
問合せ：青森市観光課

Tel.017-734-5153

青森市春イベント情報
湯の島カタクリ祭り

青森春まつり

モヤヒルズアウトドアフェスタ

時 ４/２
（土）～ 24（日）

時 4/23
（土）～ 5/5（木・祝）

時 5/1
（日）
・3（火・祝）～ 5（木・祝）

所 浅虫・湯の島

所 合浦公園

所 モヤヒルズ

カタクリの花が一面に咲く湯の
島を専門解説員が案内します。
参加料 1,000 円。

多くの露店が軒を連ねるほか、夜にはぼん
ぼりが点灯され、夜桜を楽しめます。野木
和公園は 4/29（金・祝）～ 5/5（木・祝）開催。

そば打ち体験や山菜教室など自然
を楽しむイベントをお楽しみくだ
さい。

津軽三味線日本一決定戦

ＡＯＭＯＲＩ春フェスティバル

時 5/3
（火・祝）～ 4（水・祝）

時 5/4
（水・祝）～ 5（木・祝）

所 リンクステーションホール青森
「唄づけ伴奏」と「曲弾き演奏」の部門があり、津軽三
味線の日本一が決まります。

所 4 日：ワ・ラッセ西の広場 5 日：青森市中心部
今年で 11 回目の開催！大型ねぶたとよさこいのコラボ
レーションを楽しめます。

４月イベント情報

◎囃子体験講習会 小学生以上を対象とした初心者向けの囃
子教室を開催。全２回の講習で楽しくお囃子を覚えられます。
日時：４月～７月の各月第２・３水曜日 19 時～ 21 時
定員：各パート 20 名まで ( 笛、太鼓、手振り鉦 )
申込：ワ・ラッセまでお問合せください。

◎ＧＷ特別イベント実施！ 詳細は次号お知らせします。
ねぶたの家 ワ・ラッセ

☎017-752-1311

八甲田 雪の回廊と
ウォーク
温泉
魅力を国外へも発信

北海道新幹線開業を記念して３日間開催した
「八甲田 “雪の回廊と温泉” ウォーク」。
一般参加者約７５０名のほか、２９日には台
湾のテレビ局やブロガー等が参加取材、３０
日には香港からのモニターツアー客が参加
し、早春の青森の魅力を体感していただきま
した。

イベント情報
開催日

イベント名

4/1

津軽笑っせ劇場

4/2～3

第9回Nisshoリフォームフェア

4/2～24

第14回湯の島カタクリ祭り

4/3

フリーマーケットin青森コロナワールド

4/3～29

アコール階段ギャラリー「鶴谷美智と仲間たち」

4/9

第6回脳卒中青森けんみん公開講座

4/9～10

ABA春のディーラー合同中古車フェア

4/9～17

青森市所蔵作品展示 山内ゆり子「春の予感」

4/16～17

平成28年度角弘全社総合グランドフェア

4/16～6/5

青森県立美術館開館10周年記念
「オドロイテモ、おどろききれない
森羅万象：棟方志功とその時代」展

開始時間

会場

18：00～

ねぶたの家ワ・ラッセ

青森市観光課

9：00～

青森産業会館

日昭アルミ工業

9：00～

湯の島

浅虫温泉観光協会

青森コロナワールド

みちのくリサイクル運動市民の会

11：00～
9：00～
13：00～
9：30～
10：00～
9：30～

主催・問い合わせ

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

リンクモア平安閣市民ホール

田辺三菱製薬

青森産業会館

青森朝日放送

青森市民美術展示館

青森市文化スポーツ振興公社

青森産業会館

角弘

5/31まで9：30～
6/1から9：00～ 青森県立美術館

青森県立美術館

4/17

フリーマーケットinイオンタウン青森浜田

10：00～

イオンタウン青森浜田

4/22～24

第49回東奥書道展

10：00～

青森市民美術展示館

青森県書道連盟

4/23

母の日に贈るプリザーブドフラワー（講師：野呂真弓）

10：30～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

4/23～5/5
4/29～5/5

青森春まつり

合浦公園

-

4/29～5/8

ワ・ラッセGO!GO!ウィーク2016

5/1

おでかけライブin青森

5/3～4

第10回津軽三味線日本一決定戦

パークメンテ青い森グループ

野木和公園

9：00～
11：00～
3日9：55～
4日9：50～

みちのくリサイクル運動市民の会

ねぶたの家ワ・ラッセ

ねぶたの家ワ・ラッセ

青森産業会館

ユウメディア

リンクステーションホール青森

津軽三味線日本一決定戦実行委員会

5/3～5

わくわくペット&グリーンフェスタ2016in青森

10：00～

青森産業会館

マックエージェンシー

5/6

津軽笑っせ劇場

18：00～

ねぶたの家ワ・ラッセ

青森市観光課

5/20～23

日本海骨董&大蔵ざらえ

10：00～

青森産業会館

タス

コンベンションカレンダー
開催日
4/2～3

大会名
第35回輪をつくろうレクダンスの仲間たち青森大会

時間

参加人数

-

500

9:45 1,000

会場

主催・問い合わせ

青森市民体育館

青森県ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾀﾞﾝｽ連絡会ｽﾃｯﾌﾟﾒｲﾂ

5/22

日本盲人会連合 第69回全国盲人福祉大会「青森大会」

リンクステーションホール青森

青森県視覚障害者福祉会

5/28

日本死の臨床研究会東北支部会

14:00

-

リンクモア平安閣市民ホール

ときわ会病院

5/31

青森県保健協力員会等連絡協議会 平成28年度総会
平成28年度保健協力員研修会

12:45

-

リンクモア平安閣市民ホール

国民健康保険団体連合会

■平成２８年３月２２日現在の情報です。都合により変更となる場合もございますので、ご了承ください。
■ひとつでも多くのコンベンションを支援していきたいと思いますので、情報がございましたらお早めにご連絡くださいますようお願い致します。

《青森ねぶた祭団体観覧席

申込要項》

平成２８年度青森ねぶた祭団体観覧席(10名様以上)申込要項
青森ねぶた祭について
１．日

時 ８月２日(火)～６日(土)…１９：１０～２１：００(ねぶた全台がコースを一周していなくても21:00で終了)
８月７日(日)…１３：００～１５：００ ※19:15～21:00頃 花火大会・ねぶた海上運行
但し、２１：００（７日は１５：００）前に各ねぶたが運行コースを一周した場合は
その時点で祭り終了となります。（詳細別紙）

２．コース 青森市中心市街地（国道４号・７号、八甲通り、新町通り、寺町通り、平和公園通り）
３．主

催 青森ねぶた祭実行委員会（青森市、青森商工会議所、(公社)青森観光コンベンション協会）

観覧席について
観覧席は歩道を利用して設置しております。場所によっては街路樹、配電盤などの
障害物を取り込んで設置しておりますので、ご了解のうえご購入ください。
※原則として障害物の後ろは観覧席として使用しておりません。
１．形態・席数
・観覧席は歩道に設置しているため、設置条件により観覧席の形態は２種類となります。
観覧席に屋根はついていません。

①イス席

②桟敷席

※傾斜のついた座面に、靴を脱いで座っていただきます。

・一日当たり９，０００席設置予定
・観覧席の場所、形態（イスまたは桟敷）については、主催者側で決定します。
２．料金
８／２
～６
８／７

ねぶた観覧

１名 2,600円

ねぶた観覧

１名 2,600円

ねぶた
花 火

１名 6,600円

セット

イス席か桟敷席 税込・パンフレット付

桟敷席のみ

税込・パンフレット付

昼：桟敷席のみ 税込・パンフレット付
夜：イス席のみ 花火大会・海上運行の観覧席は指定席です

※７日は団体観覧席の申込みと同時に花火大会・海上運行の観覧席の申込みができます【限定2,000席】
昼ねぶたの観覧席は、NTT～ﾎﾃﾙ青森ｴﾘｱ周辺の桟敷席です。(ｲｽ席なし。車ｲｽの方がいる場合はご相談ください)
花火大会・海上運行の観覧席は、新中央埠頭(都合により青い海公園の場合もあり)の全席指定イス席です。
8/7花火大会・海上運行の観覧席券のみを購入したい場合は、東奥日報旅行ｾﾝﾀｰ（TEL.017-773-7777）
へお問い合せください。※団体向けチケット販売５月上旬、個人向けチケット販売７月上旬予定
３．申込人数
・１団体１０名以上より受付します。(３歳以下の膝上観覧は無料、但し座席を必要とする場合は有料)
・１団体１０名未満でも１０名を超える申込みと料金のお支払いがあれば受付します。
４．入場時間
・交通の混雑が予想されますので8/2～6は18:20､8/7は12:40迄を目安に､お早めにご入場下さい。
お車の方は運行コースの交通規制時間(8/2～6は18:30頃～、8/7は12:40頃～)にご注意ください。
・パイプイス席の一部場所については、車両出入口等へ設置する関係上、入場時間が遅くなる場合が
あります。※8/2～6は交通規制開始後（18:30頃～）に入場となる場所もございます。
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《青森ねぶた祭団体観覧席

申込要項》

５．入場にあたって
・座席は申込団体毎に区切っており、その中は自由席となります。
・座席は縦（前後）に区切り縦１列あたり５～７席となります。申込人数全員が前列のみを使用する
ことはできません。
ねぶた運行コース

ねぶた運行コース

○ ○○○○○○○○○○○

△△△○
○
○
他の団体
○
○
△△△ ○

申込者全員が前列を使う
ことは出来ません

○
○
○
○
○
○

○□□□□
○
○
他の団体
○
○
○□□□□

※上図はイメージであり、設置状況等により当日の配置は異なりますのでご了承ください

観覧席では隣接する他の申込団体の迷惑になるような行為はおやめ下さい。
・ペット､動物類の持ち込みはお断りいたします。但し､盲導犬､介助犬などの場合はご相談ください。
・観覧席内は禁煙となっておりますので、皆様のご協力をお願いします。
・観覧席内での飲食は自由です。ゴミは各自でのお持ち帰りをお願いします。
・ねぶた運行中に他のお客様の視界を妨げるもの(のぼりや旗、三脚など)の設置はお控えください。
・ねぶた祭は雨天決行ですが、観覧席に屋根はついておらず、天候により座面が濡れている場合も
ございますので、レインコートなどのご用意をお勧めいたします。
※他のお客さまの視界の妨げとなりますので、傘をさしての観覧はできません。

お申込みについて
団体観覧席の申込は、①人数が確定しており変更がない団体向けの「買取」と、②人数がまだ確定
していない団体向けの「予約」に分けて受付しています。お申込み団体が一次募集と二次募集に
分かれる場合、観覧席が同じ場所になるとは限りませんので予めご了承ください。

《一次募集：①買取》

２８年４月７日(木)～４月１３日(水)までの限定販売

買取は期間限定です。人数減・キャンセルはできません。
○人数減・取消は一切できませんので、予めご了承のうえお申込ください。
○申込は４月７日から先着順とさせていただきます。
○受付席数は１日あたり６，５００席予定です。（※二次募集は2,500席を受付予定）
○一次募集で購入できなかった場合は、４月１９日(火)からの二次募集（予約）に
再度お申込くださいますようお願いします。

買取の申込み方法

４月７日(木)午前９時より 受付開始
（これ以前の受付はしません）

※毎年、申込受付初日はFAXが大変混み合います。
予めご了承ください。

別紙申込書にご記入のうえ、直接当協会に持参するか、ＦＡＸにてお申込みください。
電話やメールでの申込みは一切受付しません。
※観覧席の形態への希望、車イスの方など要望事項等がございましたら申込書備考欄に
ご記入ください。ただし、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
※宿泊先が決まっている場合は指定欄にご記入ください。

ＦＡＸを送信した後は必ず電話確認をしてください

※FAXが届いていない場合もございます。

購入の可否について、買取回答書兼請求書をＦＡＸします

※申込受付初日は大変混み合いますので、
翌日以降の回答とさせていただきます。

観覧席を購入できた場合
観覧席料の振り込み
買取回答書兼請求書のＦＡＸが届き次第、指定期日（回答日より５日以内）までに
観覧席料金を指定口座へお振込みください。【1名2,600円（７日セットは6,600円）×人数】
ご購入後の、人数変更・取消は一切できません。
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《青森ねぶた祭団体観覧席

申込要項》

購入できなかった場合
４月１９日からの二次募集（予約）に再度お申込ください。

観覧券を７月２０日頃に発送します（７月２５日前後の到着予定）
観覧場所の決定は７月１５日頃の予定です。
観覧席券は１団体につき団体券１枚を発行します（人数分ではありません）ので
当日持参してください。８月７日昼ねぶたと花火セットをお申し込みの場合、ねぶた観覧席券と
一緒に花火観覧入場券を送付します。

※花火大会観覧入場券は１人につき１枚となります

団体観覧券と一緒にねぶた祭パンフレットを発送します。

《二次募集：②予約》

２８年４月１９日(火)～受付開始 ※6/21まで人数変更可能

団体ツアー募集など、人数が確定していなくてもご予約できます。
○お申込み後､６月２１日まで人数減･取消が可能です。※増員を希望する場合はお問い合わせください
それ以降は残席を買取（人数減・取消不可）にて販売いたします。
○受付席数は１日あたり２，５００席予定です。
ただし、一次募集(6,500席受付予定)で残席があった場合は二次募集分に振替します。
○１日あたりの席数が限られておりますので、キャンセル待ちになる場合もございます。

予約の申込み方法

４月１９日(火)午前９時より 受付開始
（これ以前の受付はしません）

※毎年、申込受付初日はFAXが大変混み合います。
予めご了承ください。

別紙申込書にご記入のうえ、直接当協会に持参するか、ＦＡＸにてお申込みください。
電話やメールでの申込みは一切受付しません。
※観覧席の形態への希望、車イスの方など要望事項等がございましたら申込書備考欄に
ご記入ください。ただし、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
※宿泊先が決まっている場合は指定欄にご記入ください。
※混雑が予想される８月４日(木)、５日(金)、６日(土)の申込については、
各社の席数を制限させていただく場合もございます。

ＦＡＸを送信した後は必ず電話確認をしてください

※FAXが届いていない場合もございます。

予約の可否について、予約回答書をＦＡＸします

※申込受付初日は大変混み合いますので、
翌日以降の回答とさせていただきます。

観覧席が予約できた場合
①人数の変更・予約取消の受付締切日 ６月２１日(火)午後５時まで
人数の変更及び予約取消がある場合、締切日までに必ずＦＡＸにてご連絡ください。
ご連絡いただいた人数（連絡が無い場合は当初の予約人数）を最終とし、
こちらから予約人数確定書兼請求書をＦＡＸいたします。
※６月２１日午後５時以降の人数変更・予約取消は一切不可とし、
全て買取となりますので、お忘れのないようお願いいたします。
②人数を増員したい場合
増員が可能かどうか当協会へお問い合わせの上、ＦＡＸにてお申込みください。
③観覧席料金の支払い期日
６月２８日(火)
６月２８日までに予約人数確定書兼請求書に記載の料金をお支払いください。
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《青森ねぶた祭団体観覧席

申込要項》

キャンセル待ちの場合
①キャンセル待ちの団体であっても、人数減や予約取消となる場合は、
必ずＦＡＸにて６月２１日(火)までにご連絡ください。
②７月５日頃から予約の可否について、ＦＡＸにて連絡します。
（他団体のキャンセル等があった場合は随時ご連絡いたします）
③観覧席が予約できた場合は、観覧席料金を３日以内に指定口座へお振込みください。

６月２２日(水)以降の新規お申込み
残席がある場合、買取（人数減・取消不可）にて随時販売いたします。
空き状況を当協会へお問い合わせの上、別紙申込書にてお申込みください。

観覧券を７月２０日頃に発送します（７月２５日前後の到着予定）
観覧場所の決定は７月１５日頃の予定です。
観覧席券は１団体につき団体券１枚を発行しますので当日持参してください。８月７日昼ねぶた
と花火セットをお申し込みの場合、ねぶた観覧席券と一緒に花火観覧入場券を送付します。
※花火大会観覧入場券は１人につき１枚となります
団体観覧券と一緒にねぶた祭パンフレットを発送します。

注意事項
１．観覧席券の転売、コピー券の使用はできません。※コピー券での入場はできません。
２．当日の団体名が観覧席券に記載のものと異なる場合は入場できません。
団体名・人数の分割など、観覧席券記載の内容に変更があった場合は必ずお知らせください。
３．観覧席券発送の際に青森市内交通案内マップを同封いたしますので、貸切バスをご利用の方は、
指定のバス駐車場をご利用ください。(予約不要、無料)

路上駐車は絶対にしないでください。

払い戻し
・ねぶた観覧席券について…ねぶた運行の中止以外は一切の払い戻しはいたしません。（ねぶたは雨天決行）
・花火大会観覧入場券について…花火大会の中止以外は一切の払い戻しはいたしません。
花火大会が順延となり順延日に観覧できない場合も払い戻しいたしませんのでご注意ください。

振込先
金融機関
口座名

青森銀行本店

普通２４４５０８

みちのく銀行国道支店

普通０１８９８２１

青森観光施設会計（アオモリカンコウシセツカイケイ）

※振込手数料は差し引かないでください。

連絡先
(公社)青森観光コンベンション協会

担当：神（ジン）、小山内（オサナイ）、油布（ユウノ）

〒038-0012 青森県青森市柳川１－４－１
ＴＥＬ.０１７－７２３－７２１１

青森港旅客船ターミナルビル２Ｆ

ＦＡＸ.０１７－７２３－７２１５

お 願 い
毎年、大型バスの排気ガス、騒音、違法駐車等により多数の地域住民が大変困っております。
また、運行コース周辺はねぶたの移動通路となることから、祭り期間中、青森警察署による
違法駐車の徹底した取り締まりを行うこととなっております。
アイドリングストップへのご協力並びに当委員会指定のバス臨時無料駐車場へ必ずご移動くだ
さいますようお願いいたします。
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平成２８年度青森ねぶた祭のご案内
■スケジュール
８／２・３
８／４～６

19:10～21:00
19:10～21:00

子どもねぶた・大型ねぶた合同運行（あわせて約３０台運行予定）
大型ねぶた連合運行（約２０台運行予定）

８／６はねぶた大賞他、各賞を発表。★６日は受賞したねぶたをご覧になれます
８／７

13:00～15:00
19:15～21:00頃

大型ねぶた連合運行（約２０台運行予定）
青森花火大会・ねぶた海上運行
受賞ねぶた(６台予定)が青森港を運行し、花火とともにねぶた祭の
フィナーレを飾ります。

■運行コース

花火観覧席イメージ

～～～青森港～～～
8/7花火大会有料観覧席

観光物産館アスパム
青い海公園
ねぶたﾗｯｾﾗﾝﾄﾞ

新中央埠頭
8/2～7ねぶた観覧席設置予定場所
※

← ベイブ リッジ

青森警察署■

●印…ねぶた
■ワシントンホテル

みずほ銀行
■
高森茗茶堂■

J
R
青
森
駅

矢印…進行方向

７日先頭出発地点
順次ねぶたが
運行します

(あおしんビル)

ローソン■

● ●→

● ● ● ● ●→

■ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ青森

★●

●

●

●→

新町通り

■

↑ 協働社
八
甲
通
り

は8/7昼ねぶた観覧席の設置予定場所

↓

常光寺

柳
町
通
り

↑

旧
税
務
署
通
り

平
和
公
園
通
り

↑
国道７号

↓
↓

■青森県庁

←● ● ● ● ● ●

■ホテル青森

国道は18:30頃～
21:20頃まで交通規制
(8/2～6)

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ■

←● ● ● ● ●
■市役所

国道４号
■ＮＴＴ

■運行方法
８／２～６までは運行コース上にねぶたが待機し、一斉にねぶたが動き出します。
場所によっては､ねぶたが目の前を通るまで１０～１５分かかる場合がありますので､ご了承ください。
また、運行の状況によって、ねぶたを全台見ることができない可能性もありますので、ご了承ください。
号砲の合図でねぶた運行終了となります。(ねぶた全台がコース一周していなくても21:00で祭り終了)
但し、２１：００（７日は１５：００）前に、各ねぶたが運行コースを一周した場合は、その時点で
祭り終了となります。
８／７は、★印からねぶた大賞を先頭に、各賞のねぶたが順次運行します。

■１０名未満の個人観覧席について
１０名様未満の場合は７月上旬より青森市内の旅行社、全国のコンビニエンスストア他で
個人観覧席を販売予定です。詳しくは６月中旬以降にお問い合わせください。
青森ねぶた祭ホームページ http://www.nebuta.jp/

ＮＯ．

(公社)青森観光コンベンション協会 行（FAX.017-723-7215）

平成２８年度青森ねぶた祭団体観覧席申込書
申込日
レ
記
印
入
を

月

※１団体１０名以上

日

《一次募集：①買取》２８年４月７日(木)～４月１３日(水)までの限定販売
《二次募集：②予約》２８年４月１９日(火)

業者名（個人での申込の場合は氏名をフルネームで）

午前９時～受付開始

担当者名

※6/21まで人数変更可能

ＴＥＬ
ＦＡＸ
緊急連絡先
(携帯電話)

住

所

〒

ー

都

道

府

県
団

観覧日

体

名

当日の宿泊先

申込人数

予約最終人数

備

考

８月２日
（火）

８月３日
（水）

８月４日
（木）

８月５日
（金）

８月６日
（土）

８月７日
(日)

昼
のね
みぶ
た
＆昼
夜ね
花ぶ
火た

ねぶた観覧席券および７日花火観覧入場券は、中止以外の払い戻しを一切いたしません
【買取お申込みにあたっての注意事項】
○お申込み後の人数減および取消は、一切できません。
○買取ができた場合は回答書兼請求書を送付しますので、回答日より5日以内に観覧席料金をお支払いください。
【予約お申込みにあたっての注意事項】
○６月２１日(火)午後５時までに最終人数を本用紙に記入しＦＡＸしてください。
それ以降の人数減・予約取消は一切不可とし、全て買取となりますのでご注意ください。
○最終人数での予約確定書兼請求書を送付しますので、６月２８日(火)までに観覧席料金をお支払いください。
備考欄には下記項目などを団体毎にご記入ください。
■観覧席のタイプに希望がある場合
■車イスの方がいる場合

①桟敷席

②イス席

■高齢者がいる場合

※ご希望に添えない場合もございます

■途中退場の予定がある場合

その他、要望事項等ございましたらご記入ください。

ご記入いただいた情報は、台帳の作成、観覧席券の発送、座席案内看板等ねぶた観覧席管理に関するもの、
(公社)青森観光コンベンション協会からの案内発送のために使用いたします。

