
■利用資格/会員と同居家族        ■チケット発注後のキャンセルは受け付けません。       ■座席のご指定はできません。 

申込方法 ： ホームページに掲載されている「チケット・ツアー・イベント共通申込書」をダウンロードして記入し、各事業所 又は会員ごとに 

         ＦＡＸ等で期日までに申し込んで下さい。申込書（原本）は郵送・ＦＡＸも致します。お気軽にお申し付けくださいませ。 

青森市勤労者互助会だより 

 

2016年度    

ＮＯ．10 

ＵＲＬ http://www.aomori-ksg.jp/   フェイスブックにて最新情報お知らせ！ 見てね～ (^_^)/ 

（一財）青森市産業振興財団（青森市はまなす会館内） 〒030-0131 青森市問屋町1-10-10  

 TEL017-764-5061 / FAX017-764-5062 Email:info@aomori-ksg.jp （新規） 

 会員の現況：平成29年1月15日現在 事業所数 154 事業所  会 員 数 1,193 名 

                   増 1件 減 1件      増 5名 減 5名    

   

 
チケット斡旋のお知らせ 

  シルク・ドゥ・ソレイユ 「トーテム」 仙台公演 
  

 数億年を旅するサーカス・エンターテインメント！ 

 それは “人類の進化” をテーマにした、壮大な物語。 

 幻想的に、ドラマチックに、時空を超えた冒険へ！ 
                        

 ● 公演期間  平成２９年４月６日（木） 

                         ～平成２９年５月２１日（日）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 ● 開催場所  仙台ビッグトップ（あすと長町） 

 ● 料   金  ＳＳ席 大人 １０，０００円・税込 
           （土日祝 定価１３，５００円・税込） 

                    ＳＳ席 子供   ７，５００円・税込  
           （土日祝 定価 ９，５００円・税込）       Photos: OSA Images, Matt Beard Costumes: Kym Barrett © 2010, 2014 Cirque du Soleil  

             ※ 今回のご案内では、大人・子供ともＳＳ席のみのお取扱となります。  

            ※ 青森市勤労者互助会で助成を付しての料金となっています。 

 ● そ の 他   ※「子供券」は3歳から小学生までとなります。3歳未満のお子様でも座席が必要な場合は 

                              子供券をお買い求めください。 

              ※公演中止の場合を除き、お申込み、ご購入後の変更、取消、払い戻しは致しかねます。 

                           ※車イスをご利用のお客様は、仙台公演チケットセンター 

                            （キョードー東北内 022-217-7788 平日10:00～19:00／土曜10:00～17:00）のみにて 承ります。 

                           ※会場への飲食物のお持込はご遠慮ください  

                           ※演出機材により、舞台の一部が見づらい席がございます。 

                           ※都合により演目の一部を変更する場合がございます。 

                           ※開場は開演の1時間前ですが、座席がある劇場テントへは30分前に入場可能となります。  

                           ※演出上、演目によっては一瞬照明が眩しく感じる座席がございます。 

 ● 締   切   平成２９年１月３１日（火）１７：００（厳守）FAXかメールにてお申込み願います。 

 ● お 引渡 し   チケットの準備が出来次第、お電話にて連絡致します。 

   

 対象公演       青森市勤労者互助会 

 ４月１５日（土）16：00～ ⇒ 申込番号① 

 ４月２３日（日）11：30～ ⇒ 申込番号② 

 ４月２９日（土）16：00～ ⇒ 申込番号③ 

 ４月３０日（日）11：30～ ⇒ 申込番号④ 

 ５月３日（水祝）16：00～ ⇒ 申込番号⑤ 

 ５月４日（木祝）16：00～ ⇒ 申込番号⑥ 

【継続】 

mailto:info@aomori-ksg.jp


   チケット斡旋のお知らせ 

  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                    世界のマエストロ佐渡裕が贈る 

                                    情熱のシンフォニー 
        

                           22歳 話題の天才ピアニスト 

                                       反田恭平登場 
 

                                   ● 日   時  平成２９年４月２８日（金） 

                                                １８：３０開場 １９：００開演 

                                   ● 会   場  リンクステーションホール 

                                                 （青森市文化会館） 

                                    ● 料   金  Ｓ席 ７，０００円・税込                

                                                         （前売 ９，０００円・税込）  

                                                Ａ席 ６，０００円・税込                

                                                         （前売 ８，０００円・税込） 

                                                Ｂ席 ５，０００円・税込                

                                                         （前売 ７，０００円・税込） 

                                               ※ 未就学児童入場不可料 

                                           ● 締   切  平成２９年３月３１日（金） 

                                                 FAXかメールにて。 

                                                 売切間近。お早目に！ 

                                    ● お 引渡 し  チケットの準備が出来 

                                         次第お電話致します。 

佐渡 裕 指揮 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 

特別演奏会2017 ピアノ 反田 恭平 

ⓒ 大窪 道治 

 ⓒ 飯島 隆 

ⓒ Andrea Monachello 

【継続】 



   

 

チケット斡旋のお知らせ 

モヤヒルズリフト券 ※シーズン期間中は中学生以上、通常の大人料金になります。 

区分 大 人 大 人 高校生 中学生 小学生（４歳～）  

券 種 通常料金 斡旋価格  通常料金 斡旋価格 

1日券 ３，０００円  １，８００円 １，５００円 １，４００円 ２，５００円 １，２００円 

半日券 ２，０００円 １，３００円 １，２００円 １，１００円 １，５００円 １，０００円 

７回券 １，６００円 １，１００円 １，０００円   ９００円 １，２００円   ８００円 

  

 ☆ 販売期間はシーズン終了まで。販売終了日は会報や公式HP（フェイスブック）にて事前にお知らせ致します。 

 ☆ 販売対象は会員と登録家族…ただし小学校１年生（H21.04.02~H22.04.01生まれ）のお子様は 

                      モヤヒルズ「2016シーズン小学１年生限定リフト無料キャンペーン」の利用が 

                      断然お得！キャンペーン利用者はモヤヒルズへ直接お申込みとなります。 

                      ※ 今年は20周年記念企画で小学２年生のお子様も対象となっていますよ！ 

                                               詳細は、モヤヒルズ公式HPをチェックしてね。 http://www.moyahills.jp/  

 ☆ リフト券の利用時間は１日券9：00～17：00 半日券（9：00～13：30／12：00～16：30／16：30～21：00） 

 ☆ 事務局に在庫があるので、いつでもご購入できます。お越しになる前にお電話かＦＡＸを頂ければ助かります。 

 ※ 販売時間は平日・土曜が20：00迄。日曜・祝日は原則16：00迄となっておりますので、ご注意下さい。 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
         

        ☆ 「道の駅」浅虫温泉において『モヤヒルズリフト券de特典割引』 を ご利用下さい！ 

          ゆ～さ浅虫・物産販売コーナーレジでリフト券を提示すると、お買い上げ金額が 

          10％割引してもらえるサービスもあります♪リフト券は未使用・使用済み、どちらでもＯＫです。 

          （ゆ～さ市場でのお買い物や、タバコ等の一部の商品は除外となりますのでご了承下さい。） 

           １日券・半日券・７回券ともに１枚につき１回、現金でのお会計にご利用が可能です。 

          割引の適用期間は平成28年12月17日（土）～平成29年2月28日（火）迄となっております。      
     

モヤヒルズ リフト券 

 事務局より４点ほど！ 

                                                                         

 ● バスカード・普通カード５，０００円の券面が記念デザインに全面的に変更となります。 
    

 ● みちのく有料道路通行券（カード式）は、終売となりました。たくさん、ご利用頂きまして 

   心より感謝申し上げます。次年度の販売再開は4/10頃を予定しております。 
 

 ● 青森スプリング・リフト券、8枚セットが3組、1枚券が3枚、在庫ございます。これからの 

   ご購入も、まだ間に合います。販売価格は8枚セットが税込20,000円。 

    1枚券は税込2,700円となっておりますので、ぜひ、よろしくお願い致します。 
 

 ● インフルエンザ予防接種助成、事務局担当者も驚くほどの反響で、多くの申請を頂戴 

    しており有り難く思ってます。初めての実施でご説明が行き届かない点などもあり 

    恐縮ですが、今後も申請を賜りますようお願い致します。   

    気付いた点、記します。 原則、「助成金」は会員個別の申請により支給。領収証の 

    宛名が会員・ご家族様の個人名で、かつ、会員様の口座に振込を原則としています。 

    様々なケースがあることと思いますので、お気軽に事務局までお問合せ下さいませ。    
    余談ですが青森銀行の口座指定が大変、助かります。青銀さんの通帳をお持ちでしたら、ぜひ、そちらを…。 



チケット販売してます （購入時間帯 ： 平日・土曜：９時～２０時まで／日曜・祝日：９時～１６時まで）  

施設・券種 一般価格 会員価格 備考  

映画館券 

青森松竹アムゼ１・２・３ 大人１，７００円 ９００円 
有効期限購入日 

から３ヶ月間   シネマビィレッジ８・イオン柏 大人１，７００円 ９００円 

コロナシネマワールド 

大人１，７００円 １，３００円 
有効期限 

２０１７/３/３１ 子供１，４００円 ８００円 

県道路公社 

みちのく有料道路通行券（カード式） 

（１，２３０円お得です） 
１１回券８，５００円 ７，２７０円 

普通自動車のみ 
（会員事業所での購入可） 

共通回数券  

・みちのく有料道路 

・第２みちのく有料道路 

５，０００円 ４，７５０円 
利用額６，０００円 
（会員事業所での購入可） 

青森市営 

バスカード  

普通カード 

１，０００円 ９５０円 利用額１，１００円  

３，０００円 ２，８５０円 利用額３，３６０円  

５，０００円 ４，７５０円 利用額５，８５０円  

通学カード 

１，０００円 ９７０円 利用額１，３００円  

３，０００円 ２，９１０円 利用額４，０００円  

５，０００円 ４，８５０円 利用額６，８００円  

買い物カード １，０００円 ９７０円 利用額１，３００円  

フリーカード１日券（土・日・祝日） ５００円 ４８５円  

子ども商品券  

(株)トイカード 

  オリジナルデザイン券   

５００円 ４８０円 受注発注 

毎月末日 注文締切 

 

有効期限  

２０２０/１２/３１  

１，０００円 ９６０円 

キャラクターデザイン券 
５００円 ４８０円 

１，０００円 ９６０円 

 

事業者名称 
一般財団法人 青森産業振興財団  

  青森市勤労者互助会 

通信販売業務責任者   小鹿 雅仁 

所在地 〒030-0131 青森市問屋町1丁目10番10号 

電話番号 017-764-5061 

メールアドレス info@aomori-ksg.jp  

商品の斡旋価格 都度、会報・公式HP等にて商品ごとに表示 

購入方法 

商品ごとに定められた申し込み方法に従い、 

直接、弊会へメール・FAX等でお申込みの上、

ご購入下さい。 

お支払方法 都度、会報・公式HP等にて商品ごとに表示 

代金の支払い時期 都度、会報・公式HP等にて商品ごとに表示 

送料等の付帯費用 都度、会報・公式HP等にて商品ごとに表示 

商品の引き渡し時期 都度、会報・公式HP等にて商品ごとに表示 

返品交換について 

納品後の返品は御容赦下さい。ただし、商品の

破損および誤った商品のお届け等がありましたら

弊会までご連絡下さい。商品の性質によって 

対処が異なりますので、随時、弊会より対処に 

ついてご説明等をさせて頂きます。 

販売数量の制限 都度、会報・公式HP等にて商品ごとに表示 

mailto:info@aomori-ksg.jp

