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青い森鉄道株式会社（代表取締役社長：千葉 耕悦）と青森県営浅虫水族館（代表取

締役 館長：太田 守信）は、今夏限定で新発売した「あさむし水族館きっぷ」について、

ご好評につき冬のイベントシーズンを迎えるにあたり、11月からも発売いたします。   

 

 

１．商品概要 

  青い森鉄道線の乗車券 ＋ 浅虫水族館の入場引換券 がセットになったきっぷです。 

      

 

乗車券は 2タイプからお選びいただけます 

  

 

 

２．利用期間 

  １日フリータイプ乗車券の場合 

平成 29年 11月 3日～平成 30年 3月 31日までの土・日・祝日と 

12月 23日～1月 8日の毎日 

 

青森発着往復タイプ乗車券の場合 

   平成 29年 11月 1日～平成 30年 3月 31日までの毎日 

 

３．発売期間 

  平成 29年 11月 1日～平成 30年 3月 31日まで 

  ※乗車日の 1か月前より発売 

 

ご好評につき‼ 青い森鉄道線の乗車券＋水族館入場引換券 
「あさむし水族館きっぷ」を冬期間も発売！

青い森鉄道線 目時～八戸間 開業 15 周年 

１日フリータイプ乗車券 青い森鉄道全線（青森～目時）が１日乗り降り自由 

青森発着往復タイプ乗車券 青森～浅虫温泉間の往復乗車券 

 

青森県営浅虫水族館の受付にて、 

当施設の入場券に引き換えできます 



４．発売価格・発売箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                青森県営浅虫水族館では、大人気の「夜の水族館」 

を開催します。「クリスマスナイト」をテーマに、照明を落としライトアップした館内 

は、一足早いクリスマスの雰囲気たっぷりで、期間中の限定イベントもあります。 

 

●開催期間 

11月の毎週土曜日 17:00～19:00まで（最終入館 18:30まで） 

 

●限定イベント 

 ・クリスマス水槽 特別展示 

  クリスマスにちなんだ生き物たちを展示 

 

・思い出の一枚を撮ろう！ 

館内にたくさんのフォトスポットを用意 

               など 

青森発着往復タイプ乗車券の場合 

■発売額 

大 人  1,500円 

高校生  1,400円 

中学生  1,000円 

小 児   800円 

■発売箇所 

・青い森鉄道 青森駅窓口 

・浅虫温泉駅 

（筒井～野内の無人駅から乗車、また 

はＪＲから乗り継ぎの場合、当日券

を浅虫温泉駅到着時に購入できま

す。ただし営業時間内に限ります。） 

１日フリータイプ乗車券の場合 

■発売額 

大 人  2,900円 

高校生  1,800円 

中学生  1,500円 

小 児  1,400円 

■発売箇所 

青い森鉄道線の有人駅窓口 

(例)通常金額(大人) 

八戸～浅虫温泉駅往復   3,600円 

水族館入場料       1,020円       

計        4,620 円 

当きっぷ利用で 1日に何回乗り降りしても… 

2,900円で 1,720円おトク！！ 

 

37.2％割引 

※乗車区間や対象者によって、 

割引率は異なります。 

〈特別展示〉サンタのような「シロボシアカモエビ」 

最大
29.1％割引 

※青森～浅虫温泉駅往復
の場合 



往復乗車券または１日乗車券と浅虫水族館入場引換券のセット

2017

青い森鉄道全線（青森～目時）の普通・快速列車自由席が
１日乗り降り自由です。

青い森鉄道線 青森～野内の各駅から浅虫温泉駅まで、
往復１回ご乗車いただけます。

青森駅（東口の青い森鉄道窓口）

発売額発売額 大人 円 高校生・中学生・小児の発売額は
裏面をご覧ください。

筒井～野内の各駅、ＪＲ線から乗り継ぎの場合は、当日券を浅虫温泉駅到着時に購入できます。
ただし浅虫温泉駅営業時間内に限ります。

青森、浅虫温泉、小湊、野辺地、乙供、上北町、
三沢、下田、八戸、剣吉、三戸の各駅窓口

乗車券

浅虫水族館
入場引換券

２０１７年１１月１日以降、ご利用日の１か月前から購入できます。

トンネル水槽

　            あさ
むし水族館き

っぷ

ご乗車前限定発売
※１日フリータイプのみ

のおトクなきっぷ
-2018

発売箇所発売箇所

利用期間利用期間 ２０１８年 月 日 土 までの

発売額発売額 大人 円 高校生・中学生・小児の発売額は
裏面をご覧ください。

発売箇所発売箇所

利用期間利用期間
２０１８年 月 日 土 までの と

月 日～ 月 日の毎日

２０１７年１１月１日以降、ご利用日の１か月前から購入できます。

乗車券乗車券

浅虫水族館
入場引換券

　　　乗車券は選べる２種
類。
１日
フリ
ータイ

プはご利用日にご注意ください。

照明を落としライトアップした館内は、一足早くクリス
マスの雰囲気たっぷり。

さらに、生き物たちと面白くてかわいい写真が撮れる
フォトスポットや、館内の

どこかにいるサンタさんからのプレゼントなどお楽し
み盛りだくさんです。

照明を落としライトアップした館内は、一足早くクリス
マスの雰囲気たっぷり。

さらに、生き物たちと面白くてかわいい写真が撮れる
フォトスポットや、館内の

どこかにいるサンタさんからのプレゼントなどお楽し
み盛りだくさんです。

Merry ChristmasMerry Christmas

夜の水族館　トンネル水槽　（イメージ）
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浅虫温泉駅
青い森鉄道線

ミニストップ

ろくさん食堂● ●

浅虫水族館

P
浅虫温泉駅　徒歩約10分
路線バス（平日・お盆運休）
駅レンタサイクル要問合せ
（問）浅虫温泉駅
　　017-752-3039

国道4号線←  青森

きっぷは３枚発券されます。

往復乗車券
ゆ き

～2017.11.25

青森駅　　TEL. 017-735-2250　5：20～23：00
野辺地駅　TEL. 0175-64-3266　6:00～22：30

青森県営浅虫水族館　TEL. 017-752-3377
　　　　　　　　　　http://asamushi-aqua.com

き っ ぷ の
お 問 い 合 わ せ

施 設 に 関 す る
お 問 い 合 わ せ

青い森鉄道ホームページ　

青い森鉄道株式会社　〒038-8550　青森県青森市篠田一丁目６番２号

青森県営浅虫水族館の入場引換券と、
青い森鉄道線の往復乗車券または1日乗車券がセットになったきっぷです。

単位：円　青森～野内各駅発着ともに同額です。

セット内容

利用期間 2017年11月1日（水）～2018年3月３１日（土）　ご利用日の１か月前から購入できます。

ご利用条件

三沢駅　TEL. 0176-53-2710　5：50～22：00
八戸駅　TEL. 0178-27-3130　5：30～22：20

当商品（企画乗車券）は割安にご利用いただくためにご利用条件を設けています。必ずお読みいただき、ご了承の上でお買い求めください。

＜往復タイプ・１日フリータイプ　共通のご案内＞
● 自動改札機は通れません。係員のいる通路（有人改札）をご利用ください。 ● 中学生、高校生は学生証の提示・携帯が条件です。 ● JR線、いわて銀河鉄道線はご利用になれませ
ん。● 乗り越しは別途運賃をいただきます。 ● リゾートあすなろ等の指定席をご利用の際、当商品は乗車券として使用できません。乗車券と指定券が別に必要です。 ● ご利用日の
変更は、乗車券・入場引換券ともに有効期間内で未使用の場合に限り、発売箇所にて1回のみ承ります。 ● 払戻しは、乗車券・入場引換券ともに有効期間内で未使用の場合に限り、発
売箇所にて承ります。（払戻手数料は1セット220円） ● 0時を過ぎて運行する列車では、その列車の終着駅まで有効です。 ● イルカパフォーマンス終了後に入場する場合でも、入場
料金の差額返金はいたしません。 ● 他の割引との併用はできません。 ● 入場引換券の再発行はできません。
＜往復タイプのご案内＞
● 車内、自動券売機、コンビニでは発売しておりません。 ● 途中下車すると、前途は無効となります。
＜1日フリータイプのご案内＞
● 車内、自動券売機、コンビニ、到着駅では発売しておりません。 ● 必ずご乗車前に発売箇所でお買い求めください。実際にお買い求めになる前にご乗車になった区間は、別途運賃
が必要です。 ● 使用開始後は遅延、運休にかかわらず、乗車券の払戻しや有効期間延長はできません。●  紛失・盗難による再発行はできません。改めてきっぷをお求めください。

有効期間 乗車券・入場引換券ともに１日限り

青い森鉄道線 青森～野内の各駅から浅虫温泉駅まで、
往復１回ご乗車いただけます。

青い森鉄道全線 （青森～目時） の普通・快速列車自由席が、
１日乗り降り自由です。

セット内容

往復乗車券
かえり

浅虫水族館
入場引換券 1日乗車券 浅虫水族館

入場引換券

きっぷは２枚発券されます。

発売額 発売額

青森駅（東口の青い森鉄道窓口）

※中学生・高校生は学生証の提示、携帯が条件です

筒井～野内の各無人駅、ＪＲ線から乗り継ぎの場合は、当日券を浅虫
温泉駅到着時に購入できます。
ただし浅虫温泉駅営業時間内（１６：３０まで）に限ります。夜の水族館
へお出かけの際はご注意ください。

大　人
高校生※

小児（小学生）

発売額 運賃（八戸～浅虫温泉往復）
＋水族館　通常価格 おトク額

2,900 4,620 1,720
1,８00 4,620 2,820

1,400 2,310 910
中学生※ 1,５00 4,110 2,610

※中学生・高校生は学生証の提示、携帯が条件です

大　人
高校生※

小児（小学生）

発売額 運賃（青森～浅虫温泉往復）
＋水族館　通常価格 おトク額

1,500 1,920 420
1,400 1,920 520

800 970 170
中学生※ 1,000 1,410 410

単位：円

発売箇所 発売箇所 青森、浅虫温泉、小湊、野辺地、乙供、上北町、
三沢、下田、八戸、剣吉、三戸の各駅窓口

▼▼▼　乗車券は２種類から選べます　▼▼▼

アンケートのお願い
よりよい商品づくりに生かすため、お渡しするアンケート
用紙にご回答いただき、青い森鉄道の有人駅係員にお渡
しくださいますようご協力をお願いいたします。

年中無休で営業。
営業時間／9：00～17：00（入館は30分前まで）

１１月の毎週土曜日は「夜の水族館」のため
１９：００まで営業（入館は３０分前まで）

毎日利用ＯＫ！ 土休日と年末年始限定

2018年３月３１日（土）までの毎日利用期間 2018年３月３１日（土）までの土・日・祝日と
１２月２３日～１月8日の毎日利用期間

※１日フリータイプは着駅での購入はできません。
　必ずお買い求めのうえご乗車ください。


