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観光コンベンションニュース
令 和 4 年 青 森 ね ぶ た 祭 個 人 観 覧 席 （9
❶ ８月２日〜６日分の観覧席
●販売場所
チケットぴあ・ローソンチケット・ポみっと！チケット
●販売期間
７月２日（土）１０：００〜なくなり次第終了
●料金（税込・パンフレット付）
お一人様 ３,５００円

※全席指定席となります。
３歳以下の膝上観覧は無料。座席を必要とする場合は有料。
お客様の都合による変更・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。

名以下）

販売

❷ ８月７日の観覧席（昼ねぶた・昼＆花火大会セット）
❸ 車いす専用席（８月２日〜６日、７日の昼）
●販売場所
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
【８月７日】７月１日（金）９：００〜なくなり次第終了
【車いす席】７月４日（月）９：００〜なくなり次第終了
●料金（税込・パンフレット付）
【８月７日】昼ねぶた

お一人様 ３,５００円

昼＆花火セット １セット ７,５００円
【車いす席】お一人様２,８００円・付添の方は３,５００円
（※車いす１名につき付添は２名まで）

詳細は同封の要項または青森ねぶた祭オフィシャルサイト https://www.nebuta.jp/ をご覧ください。

２０２２ ミスねぶた決定！
６月４日（土）に２０２２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、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。
皆さま、応援よろしくお願いいたします。
【ミスねぶたグランプリ】
呉

詠心（う

よんしん）

さん（２５歳）写真中央

【ミスねぶた】
法官 香桃（ほうがん こもも）さん（１９歳）写真 左
吉崎 瑠香 （よしざき るか） さん（２２歳）写真 右

ラッセランドねぶたガイド隊 活動開始！

【期間】７月１日（金）〜８月６日（土）
【時間】１０：００〜１５：００（最終受付は３０分前）

※１２：００〜１３：００は休憩のためガイドはできません
「ねぶたガイド隊」が制作小屋を回りながら、ねぶたの歴史
【所要時間】約２０分
や制作工程、祭りの仕組みなどをやさしく解説いたします。
【申し込み】案内所に直接申し込み ※電話による事前予約はございません
今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、いくつかの
【ガイド条件】
ガイド条件がございます。皆さまのご理解とご協力をお願
・ねぶた小屋の中には入れません。小屋の前でのガイドになります。
いいたします。

【問合せ】ねぶたの家・ワラッセ ☎０１７−７５２−１３１１

青森観光コンベンション協会
令和４年度 定時総会終了

・１度のガイドにつき定員は 5 名まで。団体の受付は不可です。
・マスク着用、手指消毒、検温等へのご協力。

６月１３日（月）に令和４年度定時総会を開催いたしました。
２９０名の会員の皆さま（出席９４名・委任状出席１９６名）にご出席いただき、
令和３年度の事業報告と収支決算、役員の選任等についてご承認いただきました。
今後ともご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

ワ・ラッセからのお知らせ
青森市観光キャラクター ねぶたん

第９回 ミスター跳人決定！

ミニねぶた 市内各所で展示中！

６月１１日（土）に「ミスター跳人コンテスト」

６月１２日（日）までねぶたの家ワ・ラッセで開催されて

ター跳人が決定しました。選ばれた３名は、

津軽海峡フェリー・新青森駅の３カ所で１台ずつ展示され

が３年ぶりに開催され、審査の結果３名のミス
「ミスター跳人」のタスキをかけて青森ねぶた
祭の跳人の素晴らしさをＰＲしていきます。
応援よろしくお願いいたします。

いたミニねぶた展が終了し、６月１３日（月）から青森空港・
ています。この３カ所での展示は８月２１日（日）までと

なっています。お近くに立ち寄りの際は若手制作者の力作を
ぜひご覧ください。

期間 : ６月１３日（月）〜８月２１日（日）
展示場所 : ①青森空港 ②津軽海峡フェリー ③新青森駅

【ミスター跳人グランプリ】
猪瀬 政幸（いのせ まさゆき）
５８歳（写真中央）
【ミスター跳人】
村山 健一郎（むらやま けんいちろう）４３歳（写真左）
工藤 慎司（くどう ちかし）
４０歳（写真右）

ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森市安方 1-1-1

①青森空港
「源為朝」
監修：諏訪慎
制作：倉内裕太

②津軽海峡フェリー
「菅原伝授手習鑑 梅王丸」
監修：立田龍宝
制作：細川知敬
③新青森駅
「出雲伊磨」
監修：北村春一
制作：板垣大地

☎ 017-752-1311

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

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、開催中止・延期となる場合もございますので、予めご了承ください。

イベント情報
開催日

イベント名

開始時間

会場

主催・問い合わせ

7/1～3

写真展 ル・ガッツ

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

桜田淳悦

7/1～3

第30回記念あおもり国展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

国画展青森支部

7/1～3

日本水彩画会青森県支部展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

日本水彩画会青森支部

7/2～24
階段ギャラリー 「女性が働きやすい社会を考えるパネル展」
＊10日は休館日

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

9：30～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

7/6

サークル体験 「畳のヘリとメッシュで作る夏バック」

7/8～10

第47回 青洞書道展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青洞書会

7/12～13

青森市老人クラブ連合会 趣味作品展示会

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森市老人クラブ連合会

7/15～17

第37回 鷹揚会書道展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

書道研究 鷹揚会

7/15～17

第40回 記念日本教育書道会全国学生展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

日本教育書道会

7/21～24

青森一陽会 第44回展

7/22～24

22彩会展

7/22～24

一線美術会青森支部青美展

7/22～24

第48回 日本板画院青森支部展

7/27～31

75周年記念示現会青森展・第7回示現会青森県支部公募展

8/2～28
階段ギャラリー スマイルライフサークル展「夏はエコクラフトでレーシー編み」
＊14日は休館日

初日13：00～
協同組合タッケン美術展示館
10：00～

青森一陽会

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

彩会

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

一線美術会青森支部

初日11：00～
協同組合タッケン美術展示館
10：00～

日本板画院青森支部

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

（一社）示現会青森県支部

9：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

8/23・30

洋裁サークル体験 「レッツトライ！Tシャツをつくってみよう」

13：00～ 働く女性の家アコール

働く女性の家アコール

8/26～28

第68回 青森平和美術展

10：00～ 協同組合タッケン美術展示館

青森美術会

カダール映画の日2022 Vol.3 「活きる」

①10：00
男女共同参画プラザ「カダール」
②13：30
AV多機能ホール
③18：00

男女共同参画プラザ「カダール」

8/31

■令和４年６月２４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

令和４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 ８月２日～６日分の観覧席

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

…７月２日(土)１０：００より販売

２ ８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）

青森観光コンベンション協会で電話・窓口受付…７月１日(金)９：００より販売
３ 車いす専用席（8/2～6、7(昼)分）

青森観光コンベンション協会で電話・窓口受付…７月４日(月)９：００より販売

（車いすの方 1 名につき付き添い２名まで）

※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）

１枚３，５００円

・車いす専用席 （８／２～６、７(昼)）

車いすの方２，８００円

※１日につき３０席程度

付添１名 ３，５００円

発売所

ﾁｹｯﾄぴあ・
ﾛｰｿﾝﾁｹｯﾄ

ポみっと！

青森観光
ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会

国道 Ａエリア（県庁～青い森公園付近）

○

○

－

国道 Ｂエリア①（市役所向い側）

○

－

－

国道 Ｂエリア②（ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ付近）

○

○

－

国道 Ｄエリア（廣田神社付近）

○

○

－

国道 Ｅエリア①（日本銀行前）

○

－

－

国道 Ｅエリア②（ＮＴＴ近く）

○

－

－

国道 Ｆエリア（ＮＴＴ前）

○

○

－

２～６日 桟敷席

１号席 八甲通り

－

○

－

車いす専用席

国道 Ｅエリア（市役所前）

－

－

○

8/7 昼ねぶた(イス)

昼/国道 Ｂ・Ｅエリア（市役所付近）
夜/新中央埠頭

－

－

○

設置場所

・８月７日の昼＆夜観覧席セット券
※昼の観覧席は市役所付近イス、

１セット ７，５００円

夜の観覧席は新中央埠頭イスです

※３歳以下の膝上観覧は無料。座席を必要とする場合は有料。

２～６日 イス席

※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。

＜新型コロナウイルス感染症対策にご協力お願いします＞
・有料観覧席内ではマスク着用とし、大声での発声を禁止します。
・発熱などの症状や体調の悪い方はご来場をお控えください。

マスク着用

手指消毒

自主検温

密集回避

×

食べ歩き禁止

昼＆夜セット

設置場所については、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。
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【ねぶた祭運行スケジュール】
８／２，３
８／４～６

１９：００～
１８：５０～

８／７

１３：００～１５：００
１９：１５～２０：４５

【席の形態】

子供ねぶた・大型ねぶたの運行（２日１６台､３日１５台運行）
大型ねぶたの運行（４日１３台、５・６日１７台運行）
※６日は各賞を発表。受賞したねぶたをご覧になれます。
大型ねぶたの運行（１３～１５台運行）
青森花火大会・ねぶた海上運行（受賞ねぶた４台運行）

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。

●パイプいす席

●桟敷席（ビニール製ゴザ敷き床）

【運行コースと個人観覧席設置場所】
全席指定席となります。入場時間は 19:00～予定。国道イス席は 18:40 から設営しますので、
待ち時間が少ないよう 19:00 以降の来場をおすすめします。７日の昼ねぶたは 13:00～予定。
青い海公園
ねぶたラッセランド

★

(
)

ロ青
ーい
ソ森
ン信
金

新町通り

★

森
駅

↓
八
甲
通
り

←

←

←

１ 号席【桟敷】 ﾎﾟ
新町

↓

Ａ 【イス】
県庁 青い森公園

国道７号

通過時間
先頭19:10頃

ｰ

←

→

↑

柳
町
通
り

旧
税
務
署
通
り 通過時間
先頭19:35頃

Ｂ① 【イス】
ｸﾞﾘｰﾝ
Ｂ② 【イス】ﾊﾟｰｸH

→

8/7昼ねぶた
観覧場所（市役所付近）

ｰﾊﾟｰ
ﾎﾃﾙ

平
和
公
園
通
り

↑

↑

→

ＮＴＴ

Ｆ 【イス】
Ｅ① 【イス】

ホテル青森

ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ

→

市役所

廣田神社

Ｄ 【イス】

←

寺長本店

通過時間
先頭19:25頃

↓

※写真は過去のもので参考イメージです。

桟敷席は靴を脱いで座ります。

■観覧席入場に関する注意事項

●
●
●
●

大型ねぶた
先頭出発地点
18:50～

青

●印…ねぶた
矢印…進行方向

至 新中央埠頭

観光物産館
アスパム
２日・３日の
子どもねぶた
先頭出発地点
19:00～

8/7ねぶた 花火セット券
での夜花火大会観覧場所

国道４号

通過時間
先頭19:45頃

Ｅ② 【イス】

車いす 専用席

・８／２～６までは、☆印（ポレスター新町レジデンス前）から大型ねぶたが運行コースを左回りに
順次進行します。（８／２・３は★印（協働社ビル交差点）から子どもねぶたが順次進行し、
その後を☆印から大型ねぶたが進行します。）
・８／７は、☆印から受賞ねぶたが先頭となり順次運行します。

・有料観覧席内ではマスク着用とし、大声での発声を禁止します。
・発熱などの症状や体調の悪い方はご来場をお控えください。
・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。
・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。
・観覧席に屋根がついていないため、８月７日の昼ねぶた運行時は
日除けになるものはございません。炎天下で観覧する場合は熱中症等
に気をつけてご観覧ください。
・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。
・国道以外に設置している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。

その他の注意点
＜運行方法＞ ねぶたが出発地点より 1 台ずつ運行する順次スタート方式
（左回り）となります。出発地点から離れた場所で観覧する
場合は、先頭ねぶたが通過するまで時間がかかります。
＜ハネト参加＞新型コロナウイルス感染症対策のため人数を制限していま
す。事前登録制となり、登録者以外は参加できません。
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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２日(土)１０:００より販売開始
チケットぴあ

Ｐコード ６４８－３３８

◆全国の各店で購入の場合

※発券手数料１１０円／枚が別途かかります

ローソンチケット

電話申込

店頭購入

WEB

Ｌコード ２２２２０

◆全国の各店で購入の場合

※発券手数料１１０円／枚が別途かかります

ローソン・ミニストップの店内にある端末「Ｌｏｐｐｉ（ロッピー）」を
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、発券された払込票を３０分以内にレ
ジに持参。代金を支払い、チケットを受け取る。
●初日１０：００～／２４時間

セルフ操作し、発券された申込券をレジに持参。代金を支払
い、チケットを受け取る。
●初日１０：００～／２４時間対応

プレイガイド
◆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）

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。
●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（登録料無料）

○「チケットぴあ」 （ http://pia.jp/t/ ） から申込

○「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。

※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 220 円/枚、発券手数料 110 円/枚、配送手数料 770 円/件など

システム利用料 220 円/枚、発券手数料 110 円/枚など

チケットの受取方法 （インターネットから購入の場合）

チケットの受取方法 （インターネットから購入の場合）

○セブン-イレブン…ご購入時に「ｃｌｏａｋ（ｸﾛｰｸ）」を選択。ｃｌｏａｋサイトにて「セブン-

○引取…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、

イレブンで引き取り」を選択､「払込票番号（１３桁）」を持参し､チケットを受け取る｡

「予約番号」と「電話番号（または会員番号）」等を入力。発券された申込券を

○ファミリーマート…ご購入時に「ｃｌｏａｋ」を選択。ｃｌｏａｋサイトにて「ファミリーマート
で引き取り」を選択、店舗設置のマルチコピー機を操作し、「払込票番号（１３桁）」

レジへ持参し、チケットを受け取る。
（ローソンチケット取扱のプレイガイドで引取も可能）

を入力。申込券（レシート）を持参し、チケットを受け取る。
（毎週 火・水 深夜 １：３０～５：３０は休止）
○配送…ご購入時に「配送」を選択。「お届け先」に登録の住所に日本郵便の
「ゆうメールの簡易書留扱い」でチケットが配送される。

チケットぴあ・ローソンチケット・ポみっと！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。
※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青森ポータルサイト「ポみっと！チケット」で購入する場合…７月２日(土)１０:００より販売開始
ポみっと！チケットへアクセス https://www.pomit.jp/?p=15316

※ＰＣ スマートフォン対応

①会員登録する（登録料無料）
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。
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。

電話申込

店頭購入

WEB

◆電話申込の場合（受付時間 10:00～18:00）
【リンクステーションイベント事務局】０１７－７１８－５５４４
①オペレーターに必要事項を伝える。
②支払い方法（セブン-イレブン支払い、その他コンビニ払い）を選択。
※その他コンビニ払い：ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、セイコーマート
の店内に設置されている端末機から手続き後、店頭レジでお支払い。
○セブン-イレブン支払い…セブン-イレブン店頭受取もしくは配送を選択。
○その他コンビニ支払い…配送のみ ※別途配送料必要

チケットの受取方法 （電話予約、インターネットから購入の場合）
◯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」を提示、または「払込票番号」をお伝えし、代金を支払い、チケットを受け取る。
○配送…ご入金確認後７営業日程度でクロネコヤマト宅急便での配送。（配送料５５０円）
店頭購入
WEB
２ ８月７日（昼ねぶた、ねぶた(昼)＆花火大会(夜)観覧席セット券）
３ 車いす専用席（８月２日～６日、７日(昼)） 電話申込
…７月１日(金)９:００より販売開始
…７月４日(月)９:００より販売開始

・昼のねぶたの観覧場所は、国道・市役所付近のイス席となります。
（ＪＲ青森駅より徒歩２５分）
チケットのお渡しは当日ではなく後日となります。（発送）
【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

㈱東奥日報社事業推進部 TEL：017-718-1135 http://aomorihanabitaikai.jp/
発売日 ７月８日（金） １０：００～
・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
〒030-0801 青森市新町 1-2-18 青森商工会議所会館 4F
ＴＥＬ：０１７－７２３－７２１１ ホームページ https://www.nebuta.jp/

・青森市役所前に車いすの方を対象とする車いす専用席を１日あたり３０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。１名２，８００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
３,５００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
とします。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
いたします。・入場時間は１９：００～となります。

２ ３ 申込方法 （申込受付）
◆電話申込または窓口申込
青森観光コンベンション協会 TEL：０１７－７２３－７２１１
青森市新町１－２－１８ 青森商工会議所会館４Ｆ
９：００～１６：３０ 土日祝休み ※ＦＡＸ、メールでの受付はいたしません。
◆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。
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