
■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 

 

2017年度  

ＮＯ．2 

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  

 会員の現況：平成29年5月15日現在 事業所数 151 事業所  会 員 数 1,197 名 

                   増 0  件 減 1  件     増 7 名 減 8 名    

   

 

チケット斡旋のお知らせ 

                     

日本の ものづくり精神 を受け継ぎながら、現代的感覚や感性で意欲的に 

創作活動を行ってきたアーティストたちの作品展。 

繊細かつ高度な技術に裏打ちされた作品との出会いは、見る人の感性を揺さぶります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 ● 会   期  平成２９年７月８日（土）～８月２７日（日） ※会期中無休 

           ９：００～１８：００ （入館は１７：３０まで）                                               

 ● 会   場  青森県立郷土館 青森市本町2-8-14 電話017-777-1585 

 ● 料   金  一般・大学  ４２０円  （通常価格 前売券  ６００円 当日券８００円） 

           ペ    ア  ７００円  （通常価格 前売券１，０００円 当日券なし） 

           小中高校生  ２１０円  （通常価格 前売券  ３００円 当日券４００円）                         

           ※常設展の観覧料金は含まれません。別料金となります。 

 ● 限   定  各券１００枚 

 ● 締   切  平成２９年７月７日（金）１７：００迄。  

           事前にFAXかメールにてお申込みをお願い致します。        

 ● お引渡 し チケットは事務局にて準備してあります。 

神の手 ● ニッポン展 

mailto:info@aomori-ksg.jp


   チケット斡旋のお知らせ 

                         

 一般発売チケット（座席位置指定不可）を斡旋！ 

力士達の迫力ある取り組みを青森に居ながら 

観覧できる絶好の機会。ぜひご利用下さい。 

 ● 日   時  平成２９年８月１５日（火） 

           開場 / 午前９時 

           打ち出し / 午後３時 

           （終了）       （予定）                                                     

 ● 会   場  新青森総合運動公園 

           マエダアリーナ 

 ● 料   金  下表参照 

 ● 限   定  下表参照 ※売切次第終了 

 ● 締   切  平成２９年６月８日（木）まで                      

           お申込はFAXかメールにて。        

 ● お引 渡 し チケットの準備が出来次第、 

           お電話にてご連絡致します。 

 ● そ の 他 お申込み時点での売切も予想されます。確実なお席確保のために 

           第１希望～第３希望までご記入頂きますようお願い致します。 

           お土産・お弁当セットは在庫確認の上、予約手配を致します。ご希望の 

           方は、お申込の際「お土産・お弁当セット希望」とお書添え下さい。       

           お土産・お弁当セット助成はありません。売切の際は御容赦下さい。 

平成29年 夏巡業 大相撲青森場所 

チケット料金（税込） 

席名  
席数 

限定 
会員価格 通常価格 

タマリS席 
1名分（記念座布団付） 

4枚 11,000円 14,000円 

タマリA席 
1名分（記念座布団付） 

6枚 10,000円 13,000円 

ペアマスS席 
2名分（記念座布団付） 

8組 
（2枚1組） 18,000円 23,000円 

ゆったりペアマスA席 
2名分（記念座布団付） 

4組 
（2枚1組） 16,000円 20,000円 

イスS席 1名分 7枚 6,500円 8,500円 

イスA席（２階） 1名分 8枚 4,500円 6,000円 

イスB席（２階） 1名分 36枚 3,000円 4,000円 



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 

２０１７/１１/３１ 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 

≪予告≫ H29ビアパーティー7月21日(金) 開催（予定）です。 

       スケジュールの調整、お願い致しま～す。 

mailto:info@aomori-ksg.jp

