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観光コンベンションニュース
≪青森市内≫

青森ねぶた祭個人観覧席販売 ６月 30 日（金）から
【観覧席料金】

【８/２ （水） ～８/６ （日）】
❶市内販売店で購入する場合
販売期間 6/30（金）午前 10 時～無くなり次第終了
❷チケットぴあ・ローソンチケット・ポみっと！チケット
セブンチケット・イープラスで購入する場合
販売期間 7/1（土）午前 10 時～無くなり次第終了

指定席

8/2 ～ 6・7（昼のみ）
3,000 円
8/7（昼＆海上運行・花火大会セット） 7,000 円
自由席 8/3 ～ 6（31 号席のみ）
2,600 円
車いす専用席 8/2 ～ 6
車いすの方は 2,400 円、付添の方は 3,000 円
ご注意

【８/２ （水） ～８/６ （日） 車イス専用席】
【８/７ （月） ❶昼ねぶた ❷昼＆海上運行 ・ 花火大会セット】
●青森観光コンベンション協会で電話受付・窓口販売
販売期間 6/30（金）午前 9 時～無くなり次第終了

●10 名以上は団体観覧席をお申込みください。
●自由席以外はすべて指定席となります。
●車いす専用席は車いすの方 1 名につき付添は
2 名までといたします。
●購入後のお客様のご都合によるキャンセルは一切
できません。 あらかじめご了承ください。

◇◆◇◆詳細については同封の要項や青森ねぶた祭オフィシャルサイトをご覧ください◆◇◆◇
申込人数

10 名～

９枚まで
購入可

団体観覧席 受付状況

◎

【6 月 26 日現在】 ×

受付中
満

席

青森ねぶた祭

検索

8/2・3・6・7（昼のみ） 所定の申込用紙でお申込みください。
8/4・5・７（昼夜セット） オフィシャルサイトからダウンロードできます。

２０１７ミスねぶたのご紹介
---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*---*--６月２４日（土）に２０１７ミスねぶたコンテストが開催され、今年の
ミスねぶた３名が決定しました。選ばれた３名は、今後８月のねぶた祭
から１年間県内外で行われるＰＲ活動に参加します。
ミスねぶたグランプリ
ミスねぶた

山内 蘭子（やまうち らんこ）さん（22） 写真中央
荒川 千佳（あらかわ ちか）さん（21）
左
三潟 愛子（みかた あいこ）さん（21）
右

ねぶた制作小屋ラッセランドでガイド案内始まります！
今年もねぶたの歴史や制作工程、祭の仕組みなどを、制作小屋をま
わりながらご案内する「ねぶたガイド隊」活動します。
●期

間：7/1（土）～ 7/22（土）10：00 ～ 15：00
7/23（日）～ 8/6（日）10：00 ～ 15：30
●場 所：アスパム裏「ねぶたラッセランド」
●料 金：無料
●申 込：ガイド案内所に直接
お越しください。
事前予約も承ります。
●問合せ：
ねぶたの家ワ・ラッセ（6/30 まで）
☎017-752-1311
ガイド案内所（7/1 ～ 8/6）
☎017-775-3151

青森観光コンベンション協会
平成２９年度定時総会終了
６月１４日（水）に定時総会を開催いたし
ました。２９９名の会員の皆様（出席１０
７名・委任状出席１９２名）にご出席いた
だき、平成２８年度の事業報告と収支決算、
理事および監事の選任についてご承認いた
だきました。
また、定時総会終了後に開催された理事会
において、会長に㈱エービッツ代表取締役
社長 奈良秀則氏、副会長に青森三菱電機機
器販売㈱代表取締役社長 林均氏、㈱国際ホ
テル代表取締役社長 中山大輔氏、㈱東奥日
報社取締役事業担当 池田俊介氏が選定され
ました。
今後ともご支援・ご協力賜りますようよろ
しくお願い申し上げます。

青森市観光キャラクターねぶたん

七夕ツリー展示

７月イベント情報

短冊に願いを込めた七夕ツリーを展示し
ます。短冊は総合案内で無料配布します。
七夕ツリー展示に伴い、6 月 30 日
10 時 50 分から青森幼稚園の園児の
皆さんにお越しいただき、点灯式
を行います。
◇日時 /6 月 30 日（金）～ 7 月 7 日（金）
◇会場 /1 階エントランス

ワ・ラッセ囃子体験講習会
小学生以上対象の初心者向け囃子教室を
開催。月２回の講習で楽しくお囃子を覚
えられます。
◇日時 /６～７月第２・第３水曜日
◇日時 /19 時～ 21 時（※事前予約制）
◇定員 / 各パート 20 名（太鼓、笛、手振鉦）

ねぶたの家 ワ・ラッセ

TEL: 017-752-1311

http://www.nebuta.jp/warasse/

コンベンション
開催支援のご案内

ウォーターフロントモーニングプロジェクト

ラヂヲ体操＆朝マルシェ

青森市内で開催されるコンベンショ
ン（大会や学会、研修会など）に対し、
さまざまな支援を行っております。
青森県・青森市では、県外参加者の
延べ宿泊数に応じた助成金・補助金
を交付しております。
ご不明な点等ございましたらお気軽
にお問合せください。

７月２２日から８月１９日までの毎週土曜日、ワ・ラッセ西の広場にお
いてラヂヲ体操＆朝マルシェを開催します。
ご参加いただいた方には、対象の観光施設や飲食店などで特典を受けら
れるスタンプカードをお渡しします。
どなたでもご自由にご参加いただけますので、ぜひご参加ください！
期間︓7/22 ～ 8/19 毎週土曜日（全 5 回）
時間︓ラヂヲ体操 6:30 ～ 6:45 朝マルシェ 6:30 ～ 8:00
※マルシェは商品が無くなり次第終了
会場︓ねぶたの家ワ・ラッセ西の広場

詳しくは同封のリーフレットをご覧ください。

コンベンションカレンダー
開催日
7/6

大会名

時間

第38回交通安全母の会青森県大会

会場

参加人数

13:00

- リンクモア平安閣市民ホール

主催・問い合わせ
青森県交通安全母の会連合会

7/20

県下町村議会議員研修会

13:30

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県町村議会議長会

7/23

第67回社会を明るくする運動・第36回みんなのつどい

11:00

- リンクステーションホール青森

青森地区更生保護女性会

8/8～8/9

平成29年度全国福祉高等学校長会 第23回総会・研究協議会
並びに福祉担当教員等研究協議会青森大会

-

250 ホテル青森・東奥学園高校

全国福祉高等学校長会

8/18

第37回全国養護教員会研究協議会・第52回青森県養護教員研究大会

10:00

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県養護教員会

8/24

第66回青森市社会福祉会

13:30

- リンクステーションホール青森

(社福)青森市社会福祉協議会

8/30

青森県神社関係者退会

12:00

- リンクモア平安閣市民ホール

青森県神社庁

イベント情報
開催日

イベント名

開始時間

6/30～7/2

全日本写真連盟青森県本部写真展

10：00～

6/30～7/9

青森市所蔵作品展示 山内ゆり子「青いたわむれ」

10：00～

7/1

中央卸売市場「水産の朝市！」

7：00～

会場
協同組合タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

主催・問い合わせ
全日本写真連盟青森県本部写真展

協同組合タッケン美術展示館（青森市民美術展示館）

青森市文化スポーツ振興公社・創芸企画グループ

中央卸売市場

中央卸売市場

7/1

市民一掃きデー★ラインメール青森FCの選手も参加★

9：00～

新田浄化センター

青森市清掃管理課

7/1～7/2

総合家具館かさい 全国産地総力祭

9：00～

青森産業会館

㈱かさい

7/1～7/2

第2回ラベンダーまつり

10：00～

道の駅なみおか「アップルヒル」

青森市地域づくり振興課

7/1～7/2

フリーマーケットin「mama's Holiday」2017

10：30～

サンロード青森駐車場

みちのくリサイクル運動市民の会

7/2

市民病院サマーフェスティバル2017

13：00～

市民病院

市民病院

6：00～

ゆ～さ浅虫駐車場

(一社)浅虫温泉観光協会

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

7/2・7/9
浅虫温泉無料朝風呂軽トラ市
7/2～7/30
アコール階段ギャラリー「二瓶倫尚個展」
*7/9は休館
7/7～7/9
第19回細越ホタルまつり

19：00～

旧栄山小学校～細越ホタルの里

水土里ネット青森中部事務局

7/7～7/9

10：00～

文芸のこみち

青森市文化団体協議会

文芸のこみち・まつり

7/8

カシス摘み取り体験会

10：00～

八甲田憩いの牧場

八甲田憩いの牧場

7/9

フリーマーケットinイオンタウン青森浜田

10：00～

イオンタウン駐車場

みちのくリサイクル運動市民の会

7/14

サークル体験講座「英検に向けての1日レッスン」（要申込）

18：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

7/15

赤平設備工業㈱50周年記念楽習祭

9：00～

青森産業会館

赤平設備工業㈱

7/16～7/17 八甲田丸フリーマーケットin港雄フェスタ2017

10：00～

八甲田丸駐車場

みちのくリサイクル運動市民の会

7/23
フリーマーケットin青森コロナワールド
8/1～8/26
アコール階段ギャラリー「紗綾の会 こぎんの額」
*8/13は休館
8/19
サークル体験講座「誰でもすぐ親しめる朗読・吟詠講座」（要申込）

11：00～

青森コロナワールド駐車場

みちのくリサイクル運動市民の会

9：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

13：00～

働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

8/20

11：00～

青森産業会館

㈱ユウメディア

おでかけライブin青森

■平成２９年６月２１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いたします。

(公社)青森観光コンベンション協会
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平成２９年青森ねぶた祭 個人観覧席（９名以下）の購入方法ご案内

８月２日～６日の各日と、７日（昼ねぶた運行、昼ねぶた＆夜花火大会セット券）の観覧席券を販売します。（お一人様１～９枚まで購入可能）
１ 全国各地で購入（8/2～6 分）

①チケットぴあ、ローソンチケット
②青森ポータルサイト ポみっと！チケット
③セブンチケット、イープラス

２ 青森市内の販売店で購入（8/2～6 分）

…７月１日(土)１０：００より販売

店頭窓口で直接購入（電話申込不可）…６月３０日(金)１０：００より販売

３ ①車いす専用席（8/2～6 分）、②８月７日の観覧席（昼ねぶたのみ、または、ねぶた(昼)＆花火大会(夜)セット券）
（車いすの方 1 名につき付き添い２名まで）

青森観光コンベンション協会で電話・窓口受付…６月３０日(金)９：００より販売

※発売日前の予約はしておりません。
【ご注意】 お客様の都合による観覧席券の変更・キャンセルは一切できませんので、ご了承のうえご購入ください。
◆料金 （いずれも税込・パンフレット付）
・指定席 （８／２～６、８／７昼ねぶた）
・自由席 (８／３～６のみ販売、３１号席のみ)

１枚３，０００円
１枚２，６００円

・車いす専用席 （８／２～６）

車いすの方２，４００円

※１日につき２０席程度

付添１名 ３，０００円

・８月７日の昼＆夜観覧席セット券

１セット ７，０００円

※昼の観覧席は 44 号席、夜の観覧席は新中央埠頭です

※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。
ただし、３１号席市役所駐車場（大桟敷）は
指定ブロック内での自由席となります。

※お客様による席番を指定しての購入はできません。
１０名以上の場合は、団体観覧席の取扱となります。お申込みは別に
なりますので、青森観光コンベンション協会までお問合せください。

取扱場所については、２ページ記載の【運行コースと個人観覧席設
置場所】でご確認ください。
△印…７月１０日(月)９時より、青森市内販売店取扱場所の観覧券
（残券）を、青森観光コンベンション協会でも販売します。（電話受付
または窓口販売）

販売店
取扱場所
１号席
３号席
４号席
５号席
９号席
１１号席
１２号席
２７号席
２９号席
３０号席
３１号席

八甲通り（桟敷）
八甲通り（高桟敷）
八甲通り（桟敷）
八甲通り（桟敷）
県庁（イス）
青い森公園（桟敷）
青い森公園（桟敷）
東北大進学会（イス）
日本銀行前(イス)<8/6 のみ販売>
市役所前歩道（イス）
市役所駐車場（大桟敷） <8/3～
8/6 分のみ販売 自由席/１枚 2,600 円>

４４号席
８０号席
８９号席
９０号席
３０号席
４４号席

ＮＴＴ青森支店（桟敷）
寺長本店（イス）
末廣ラーメン（イス）
ポレスター新町（イス）
市役所前歩道車いす専用席
8/7 昼ねぶた、昼＆夜観覧席ｾｯﾄ

ﾁｹｯﾄぴあ・
ﾛｰｿﾝﾁｹｯﾄ

ポみっと！

ｾﾌﾞﾝﾁｹｯﾄ

イープラス

青森市内
販売店

青森観光
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会

○
○
－
○
－
－
○
○
○
○

○
○
－
○
○
○
－
－
－
－

○
○
－
○
－
－
○
－
－
－

－
－
○
－
○
○
－
－
－
－

－
－
○
○
○
○
○
－
－
－

－
－
△
△
△
△
△
－
－
－

○

－

○

－

－

－

○
○
○
○
－
－

－
○
○
－
－
－

－
○
○
－
－
－

－
○
○
－
－
－

○
○
－
－
－
－

△
△
－
－
○
○

-1-

【ねぶた祭運行スケジュール】
８／２，３
８／４～６

１９：１０～２１：００
１９：１０～２１：００

８／７

１３：００～１５：００
１９：１５～２１：００

【席の形態】

子供ねぶた・大型ねぶたの運行（あわせて約３０台運行）
大型ねぶたの運行（約２０台運行）
※６日はねぶた大賞ほか各賞を発表。受賞したねぶたを
ご覧になれます。
大型ねぶたの運行（約２０台運行）
青森花火大会・ねぶた海上運行（６台運行）

３号席

【運行コースと個人観覧席設置場所】

３号席は、床面位置が
高い桟敷となります。

個人観覧席は指定席となります。（ただし３１号席市役所駐車場大桟敷のみ指定ブロック内自由席）
入場時間は、１７：３０～となります。（８／７の昼ねぶたは１２：００～から入場可）
青い海公園
ねぶたラッセランド

8/7ねぶた･花火セット券
での夜花火大会観覧場所

★

指定席となりますので、券面に記載されている席番号にお座りください。

●印…ねぶた
矢印…進行方向

●大桟敷席（３１号席）…大桟敷席はブロック内自由席となります。
実際の様子

(

市役所大桟敷イメージ

ロ青
ーい
ソ森
ン信
金

末廣ラーメン

入場口

8/7先頭出発地点

新町通り
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町
通
り

３ 号席【高桟敷】
４ 号席【桟敷】
５ 号席【桟敷】

↑

↓

80 号席【イス】

旧
税
務
署
通
り

寺長本店

高さ約２ｍ

● → ● → ●

１ 号席【桟敷】

90 号席【イス】 柳

高さ
約３ｍ

(順次ねぶたが運行します)

)

89 号席【イス】
森

平
和
公
園
通
り

バス停

９ 号席【イス】 11･12 号席【桟敷】

国道４号

↓

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

←

●

←

●

←

●

←

●

←

29 号席【イス】
※8/6のみ販売

30 号席【イス】

←
★

国道７号

←

←

国道４号

44 号席【桟敷】
8/7昼ねぶた
観覧場所（44号席）

市役所

30号席
31 号席【大桟敷・自由席】

ねぶた進行方向

大桟敷席前の歩道にはパイプ
いす観覧席を設置しますので、
ご了承ください。

■観覧席入場に関する注意事項

↓

27 号席【イス】

県庁

歩道

ホテル青森

青い森公園

↑

パイプいす席は設置場所の
諸事情により入場開始時間
が遅くなる場合があります。

至 新中央埠頭

観光物産館
アスパム

青

●パイプいす席

●桟敷席（ビニール製ゴザ敷き床）

車いす 専用席

※8/3～6のみ販売

・８／２～６までは、運行コースにねぶたが待機し、１９：１０から一斉にスタートします。
２１：００で運行終了。運行時間内にねぶたが一周した場合は、その時点で祭り終了と
なります。時間内にねぶたが一周しない場合もあります。
・８／７は、青い森信金ビル（ローソン青森本町店）前から、ねぶたが順次運行します。

・交通規制後(18:30以降)は大変混雑いたしますので、お早めにご入場ください。
・大桟敷席（３１号席）ブロック内自由席では、物を置いたり紙を貼っての場所
取りはできません。
・ペット、動物類の持ち込みはお断りいたします。ただし、盲導犬、介助犬等の
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がマナーを遵守ください。ゴミは各自でのお持ち
帰りをお願いします。
・ねぶた祭は雨天決行です。観覧席に屋根はついておりません。雨天時は座席
が濡れているためレインコート等のご準備をおすすめします。
・他のお客様の視界の妨げとなるもの（傘や三脚等）の使用はご遠慮ください。
・観覧席は歩道に設置しているため、街路樹や配電盤が含まれる場所がござい
ますので、予めご了承ください。
・他のお客さまのご迷惑となる行為はご遠慮願います。
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１ ①チケットぴあ、ローソンチケットで購入する場合…７月１日(土)１０:００より販売開始
チケットぴあ

Ｐコード ６３６-１１０

ローソンチケット

電話予約

店頭購入

WEB

Ｌコード ２４４４４

◆電話予約の場合 初日１０：００～／２４時間対応（毎週火・水２：３０～５：３０は休止）

◆電話予約の場合 初日１０：００～／２４時間対応

[受付電話] ０５７０－０２－９９９９

[Ｌコード予約電話番号] ０５７０－０８４－００２

①音声ガイダンスに従い、Ｐコード等の必要事項を入力 → ②最後にお知らせされ

①音声ガイダンスに従い、Ｌコード等の必要事項を入力 → ②最後にお知らせされ

るチケットの発券に必要な番号をメモ → ③引取期限内に各店でチケット代金を支

るチケットの発券に必要な番号をメモ（予約した電話番号も引取時に必要） → ③引

払い、受け取る。 ※発券方法は下段参照

取期限内に各店でチケット代金を支払い、受け取る。

※システム利用料２１６円＋発券手数料１０８円＝３２４円が別途かかります／枚

◆全国の各店で購入の場合

※発券手数料１０８円／枚が別途かかります

※システム利用料２１６円＋発券手数料１０８円＝３２４円が別途かかります／枚

◆全国の各店で購入の場合

全国のぴあステーション、ぴあスポットの店頭にある発券申込書に必要事項（Ｐ
コード等）を記入し、レジに持参。●店舗により営業時間・定休日が異なります。

ローソン・ミニストップの店内にある端末「Ｌｏｐｐｉ（ロッピー）」を
セルフ操作し、発券された申込券をレジに持参、受け取る。

全国のサークルＫ・サンクスの店内にある端末「Ｋステーション」で「チケットぴ
あ」を選択、セルフ操作し、発券された受付票をレジに持参。
●初日のみ１０：００～深夜２：００、７／２（日）から５：３０～深夜２：００
全国のセブン-イレブンの店内にあるマルチコピー機で「チケットぴあ」を選択、
セルフ操作し、発券された受付票をレジに持参。
●初日１０：００～／２４時間

◆インターネット（ＰＣ・携帯電話）から購入の場合 ※会員登録が必要（登録料無料）
○「チケットぴあ」 （ http://pia.jp/t/ ） から申込
※選択した支払方法や受取方法によって各種手数料が別途かかります。

システム利用料 216 円/枚、発券手数料 108 円/枚、配送手数料 617 円/件など

※発券手数料１０８円／枚が別途かかります

●初日１０：００～／２４時間対応
ローソンチケットの取扱いがあるプレイガイドの店頭で直接購入。

プレイガイド ●店舗により営業時間・定休日が異なります。
◆インターネット（ＰＣ・携帯電話）から購入の場合 ※会員登録が必要（無料登録可能）
○「ローチケ.com」 （ http://l-tike.com/ ） から申込
※選択した支払方法や受取方法によって各種手数料が別途かかります。

システム利用料 216 円/枚、発券手数料 108 円/枚など

チケットの発券方法 （電話予約もしくはインターネットから購入の場合）

チケットの発券方法 （電話予約、インターネットから購入の場合）

○チケットぴあ店舗…発券申込書に「チケット引換番号（９桁）」と「電話番号（下４

○ローソン・ミニストップの店内にある端末「Loppi（ロッピー）」を操作し、「予約番号」と

桁）」等の必要事項を記入し、店員へ。
○サークル K・サンクス…端末「Ｋステーション」を操作し、「チケット引換番号（９桁）」
と「電話番号（下４桁）」等を入力し、受付票をレジへ。
○セブンイレブン…ご購入時に「セブンイレブンで発券」を選択、「払込票番号（１３
桁）」を持参し、店舗のレジで代金を支払い、受け取る。
○ファミリーマート…端末「Fami ポート」を操作し、「払込票番号（１３桁）」を入力。申

「電話番号（または会員番号）」等を入力し、申込券をレジへ持参。（ローソンチケッ
ト取扱のプレイガイドで引取も可能）
※電話予約の場合、公衆電話・一部の携帯電話・PHS・IP 電話は使用できません。
ご予約の電話はプッシュトーン回線で、必ず発信番号通知をしておかけください。
※各席は、コンピューターによる自動振り分けのため、席番を指定しての購入はでき
ません。

込券（レシート）を持参し、店舗のレジで代金を支払い、受け取る。

チケットぴあ・ローソンチケットで購入した場合、観覧席券付属のパンフレットは当日会場でお渡しします。
観覧席の場所を間違って購入した場合等でも、一度購入されたチケットの取消や変更は一切できませんのでご注意ください。
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②青森ポータルサイト「ポみっと！チケット」で購入する場合…７月１日(土)１０:００より販売開始
ポみっと！チケットへアクセス http://www.pomit.jp/?p=15316

電話予約

店頭購入

WEB

※ＰＣ･携帯電話対応

①会員登録する（登録料無料）

チケットの発券方法 （電話予約、インターネットから購入の場合）

②チケット購入ボタンを押し、登録したログインＩＤ・パスワードを入力。

◯チケットセンターでのお引取…下記チケットセンターにて、「受付番号」「会員登録

③予約申し込みボタンより案内に従い必要事項を入力。
④チケットセンター引取、セブン-イレブン引取のお客様は、
最後にお知らせされるチケットの発券に必要な番号をメモ。
※購入時にはチケット代金の他にサービス利用料などの手数料がかかります。

された氏名・電話番号」をお知らせください。
さくら野百貨店（青森・弘前・八戸）、サンロード青森、エルムの街
◯セブン-イレブンでのお引取…全国のセブン-イレブンのレジにて、「払込票番号」
または「引換票番号」をお知らせください。

③セブンチケット、イープラスで購入する場合…７月１日(土)１０:００より販売開始
セブンチケット
◆セブン-イレブンで直接購入の場合

店頭購入

WEB

ｅ＋（イープラス）
◆ファミリーマートで購入

全国のセブンイレブンの店内にあるマルチコピー機をセルフ操作。
①トップ画面から「チケット」、「セブンチケット」の順にタッチ。
②ジャンルまたはキーワードからチケットを検索。
③発券された払込票を３０分以内にレジに持参。代金を支払い、
受け取る。
●初日１０：００～／２４時間

◆インターネット（ＰＣ・携帯電話）からの購入の場合 ※会員登録が必要（入会金・年会費無料）

「セブンチケット」 （http://7ticket.jp/sp/nebuta） から申込
チケットの発券方法

電話予約

※上記ページは販売開始日より公開

○セブン-イレブンの店頭レジで「払込票」を提示するか、「払込票番号（１３桁）」を伝
え、代金を支払い、受け取る。※「マルチコピー機」の操作は不要。
※１枚あたり１０８円の手数料が別途かかります。

①店舗設置のＦａｍｉポートを操作。
→「チケット」をタッチ → 「チケットを探して買う」をタッチ
→ご希望のメニューを押し、公演を検索 →画面の案内にしたがって
必要事項を入力
②申込手続き完了後、Ｆａｍｉポートから出力される申込券をレジに渡す。
③チケット代金お支払い後、チケットを受け取り。
※発券手数料１０８円／枚が別途かかります
●初日１０：００～／２４時間（第１・３木曜日 1:25～8:00 は休止）
◆インターネット（ＰＣ・携帯）で購入の場合 ※会員登録（無料）が必要
イープラスのウェブサイト（http://eplus.jp/nebuta/）から申込み。
[支払方法] クレジットカード、コンビニ／ＡＴＭ、ネットバンキング
[受取方法] コンビニ（ファミリーマート・セブン－イレブン）、配送
※選択した支払方法や受取方法によって各種手数料が別途かかります
（振込手数料 216 円/件、システム利用料 216 円/枚、発券手数料 108 円/枚、
配送+システム利用料 648 円/件など、詳細はお申込み時にご確認ください）
※コンビニでの発券時、１３桁の振込票番号をご用意ください。

ポみっと！チケット・セブンチケット・イープラスで購入した場合、観覧席券付属のパンフレットは当日会場でお渡しします。
観覧席の場所を間違って購入した場合等でも、一度購入されたチケットの取消や変更は一切できませんのでご注意ください。
※各席は、コンピューターによる自動振り分けのため、席番を指定しての購入はできません。
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２ 青森市内の販売店で直接購入する場合 …６月３０日(金)１０：００～より販売開始

電話予約

店頭購入

WEB

初日のみ午前１０時より販売、その後は各社営業時間内での販売となります。店頭販売のみとなっており、電話によるお申込はできません。
窓口販売店
ＪＴＢ東北法人営業青森支店
TEL.017-722-4434

青森市本町1-1-44

近畿日本ツーリスト東北青森支店
TEL.017-722-5500

青森市新町1-1-14-3F

日本旅行東北青森支店
TEL.017-777-3451

青森市新町2-1-11-1F

東武トップツアーズ青森支店
TEL.017-723-3671

青森市新町2-5-6-1F

名鉄観光サービス青森支店
TEL.017-776-5291

青森市本町1-2-15-7F

㈱農協観光青森支店
TEL.017-729-8800

青森市東大野2-1-15-1F

営業時間
月～金10:00～17:30 （観覧席販売時間）
／土日祝休み
月～金 9:30～17:30／土日祝休み
月～金 9:30～17:30／土日祝休み
月～金 9:00～18:00／土日祝休み
月～金 9:30～17:00／土日祝休み
月～金 9:00～17:30／土日祝休み

取扱場所

座席種別

４号席 八甲通り

桟敷

１２号席 青い森公園

桟敷

５号席 八甲通り

桟敷

４４号席 ＮＴＴ青森支店

桟敷

９号席 県庁

イス

８０号席 寺長本店

イス

１１号席 青い森公園

取扱場所

座席種別

桟敷

７月１０日(月)９時より、青森市内販売店取扱場所の観覧券（残券）
を、青森観光コンベンション協会でも販売します。（電話受付または
窓口販売）

３ ①車いす専用席、②８月７日（昼ねぶた、ねぶた(昼)＆花火大会(夜)観覧席セット券）…６月３０日(金)９:００より販売開始

電話予約

店頭購入

WEB

①車いす専用席（８月２日～６日分）を購入の場合

①・②申込方法 （予約受付）

・青森市役所の歩道に、車いすの方を対象とする車いす専用席を１日あたり ２０席用意します。
（車いすに乗ったままご覧になれるスペースを用意します。１名２，４００円）
※ＪＲ青森駅から徒歩約２５分（約１．５km）
・付添で座席が必要な方は、パイプいすを用意しますので観覧席料金(１名３,０００円)をいただきます。
但し、車いすの方１名につき付添者は２名までとさせていただきます。観覧スペースに限りがございま
すので、車いすの方の利用を優先といたします。
・車いす用トイレは、青森市役所内にございます。 ・入場時間は１８：３０～となります。

◆電話予約または窓口予約
青森観光コンベンション協会 TEL：０１７－７２３－７２１１
青森市柳川１－４－１青森港旅客船ターミナルビル２Ｆ
９：００～１６：３０ 土日祝休み
※ＦＡＸ、メールでの受付はいたしません。

②８月７日（昼ねぶたのみ、昼＆夜セット券）の観覧席を購入の場合
・昼のねぶたの観覧場所は、４４号席ＮＴＴ前の桟敷となります。（パイプいす席はございません）
※ＪＲ青森駅より徒歩３０分
【昼＆夜セット券について】 ・昼のねぶた運行と夜の花火大会の観覧席券をセットで販売します。
※花火大会の観覧席券のみを購入したい場合は、以下へお問合せください。
とうおう

㈱東奥日報社事業部 TEL：017-739-1249 http://aomorihanabitaikai.jp/
発売日 ７月９日（日） ９：００～
・セット券のお渡し（発送）は、７月２５日頃の予定です。
・夜の花火大会観覧場所は新中央埠頭（パイプいす席）となります。
・花火大会の中止以外は一切払い戻しいたしません。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。

◆お支払い方法（運送会社の代金引換発送）
チケットとパンフレットを運送会社の代金引換でお送りい
たします。
チケット代+送料+代引手数料を、受け取りの際に配達員
にお支払いください。
※送料と代引手数料は、チケットの枚数、配達地域により
異なりますので、申込時にご案内します。

お問合せ

販売受付時間 9:00～16:30／土日祝休み

(公社)青森観光コンベンション協会
〒038-0012 青森市柳川 1-4-1 青森港旅客船ターミナルビル 2F
ＴＥＬ：０１７－７２３－７２１１ ホームページ http://www.nebuta.jp/
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