2017 年 12 月現在

会員特典一覧（斡旋事業）

一般財団法人 青森県教育厚生会

会員証提示による割引

利用時に会員証を提示することにより、特典が受けられます

■携帯電話
店舗

ドコモショップ

au ショップ

住所

電話番号

青森西店

青森市石江字江渡 97-3

0120-813-768

弘前駅前店

弘前市駅前 3 丁目 5-1

0120-865-568

八戸中央店

八戸市沼館 1 丁目 6-20

0120-158-668

五所川原店

五所川原市中央 4 丁目 112

0120-173-768

青森新町店

青森市新町 2 丁目 5-1
角弘本社ビル 1 階

0120-058-242

青森東店

青森市南佃 2 丁目 1-10

0120-058-272

弘前城東店

弘前市早稲田 2 丁目 1-4

0120-058-424

対象

特典

会員及び

携帯電話 1 台契約（新規・機種変更）につき、

家族

ドコモオリジナルグッズ進呈

携帯電話 1 台契約（新規・機種変更・MNP）

弘前安原店

弘前市大字泉野 1 丁目 8-3

0120-058-454

八戸根城店

八戸市根城 5 丁目 5-23

0120-058-737

八戸南類家店

八戸市田向字間ノ田 1-1

0120-058-757

十和田店

十和田市稲生町 3-7

0120-058-616

三沢店

三沢市緑町 3 丁目 3-10

0120-058-676

つがる柏店

つがる市柏鷺坂清留 4-12

0120-381-823

弘前南店

弘前市外崎 4 丁目 1-2

0120-062-221

青森中央

青森市青葉 1 丁目 5-20

0800-700-2146

弘前西

弘前市南城西 4 丁目 7-10

0800-700-2170

つがる柏

つがる市柏稲盛岡本 89

0800-700-2157

大館樹海

大館市観音堂 306-1

0800-700-2127

青森ベイブリッジ

青森市沖館 3 丁目 1-65

0800-700-2150

青森造道

青森市造道 3 丁目 3-1

0800-700-2147

青森西

青森市三内稲元 90-7

0800-700-2148

むつ

むつ市中央 2 丁目 2-3

0800-700-2172

八戸城下

八戸市城下 3 丁目 14-22

0800-700-2162

下田

上北郡おいらせ町中野平
52-21

0800-700-2155

ベイブリッジ

青森市沖館 3 丁目 1-53

017-783-4144

会員及び

またはドコモ光 1 回線ご契約（新規・転用）で

家族

QUO カード 1,500 円分進呈
※一部対象外の商品有り

会員及び
家族

黒石市弥生町 21-3

0172-53-6090

「ドコモ光」1 回線契約につき、｢ブックスモア

※お買物券 2,500 円分｣進呈

会員及び

携帯電話 1 台契約（新規・機種変更）につき、

家族

au オリジナルグッズ進呈

会員及び
家族

携帯電話 1 台契約（新規・機種変更）または
「au ひかり」1 回線契約につき、「ブックスモ
ア※お買物券 2,500 円分」進呈

会員及び

携帯電話 1 台契約（新規・機種変更）につき、

家族

au ウォレットへ 1,500 円分チャージ

会員及び

携帯電話 1 台契約（新規・機種変更）につき、

家族

au ウォレットへ 1,000 円分チャージ

会員及び
家族

ソフトバンク

ソフトバンク黒石

携帯電話 1 台契約（新規・機種変更）または

会員及び
家族

携帯電話 1 台契約（新規・機種変更）または
「ソフトバンク光」1 回線契約につき、「ブッ
クスモア※お買物券 2,500 円分」進呈
携帯電話 1 台契約（新規・機種変更）につき、
ソフトバンクオプション品
（ケース、ヘッドフォン等）3,000 円分

※ブックスモアお買物券対象店舗（書籍及び文房具）
ベイブリッジ店（青森市）、青山店（弘前市）、桔梗野店（弘前市）、黒石店、柏店（つがる市）

■文具
店舗

住所

電話番号

対象

八戸売市店

八戸市売市 3-1-3

0178-43-8988

会員及び

アダチカードポイント 2 倍

八戸湊高台店

八戸市湊高台 5-4-5

0178-32-1226

家族

(通常 200 円で 1 ポイントを 2 ポイント)

しんまち店

青森市新町 1-13-4

017-723-2431

サンロード店

青森市緑 3-9-2
サンロード青森 1F

017-776-2457

会員及び

文具のみメンバーズカードポイント 2 倍

つくだ店

青森市中佃 3-7-11

017-742-3011

家族

(特価商品を除く)

みなと高台店

八戸市湊高台 2-1-3

0178-35-6161

青森店

青森市浜田豊田 156-2

017-762-0281

青森新町店

青森市新町 2 丁目 5-2

017-757-8385

会員及び

(商品代金総額 20,000 円(税別)以上)

弘前店

弘前市高田 3 丁目 6-7

0172-28-5100

家族

またはパソコン設定サポート料 10％割引

八戸店

八戸市糠塚字下道 16

0178-46-3553

青森市月見野 1 丁目 34-16

017-744-8780

青森店

青森市新町 2 丁目 2-1

017-723-1765

弘前店

弘前市土手町 45-1

0172-34-3711

五所川原店

五所川原市布屋町 30-1

0173-34-3181

エルム店

五所川原市唐笠柳字藤巻 517-1

0173-33-3318

八戸店

八戸市南類家 1-1-1

0178-51-6100

㈱サン光学

青森市造道 3 丁目 4-131

東洋羽毛北部販売(株)
きもの後藤

アダチ文具

成田本店

特典

■パソコン

パワーデポ

パソコン本体購入時 5％割引

(サポート代金総額 5,000 円(税別)以上)

■宝飾品、眼鏡、寝具、洋品店
㈱はなわ

㈱金正堂本店

㈱きものの老舗
・神戸屋呉服店
おしゃれの店

会員

会員特別価格(卸価格)適用

会員

定価から 5％割引
※割引品、特価品は 2％割引

017-741-8550

会員

定価から 15％割引
フレーム調整・クリーニング(無料)

青森市妙見 1 丁目 5-10

017-738-9553

会員

カタログ価格から 10～30％割引

むつ市金谷 1 丁目 14－19

0175-22-2647

会員及び
家族

商品 10％割引 ※特価品を除く

堤橋本店

青森市堤橋 2 丁目 23-6

017-723-3389

サンロード店

青森市緑 3 丁目 9-2

017-775-3155

会員及び
家族

商品(レンタル品を含む)10％割引
※特価品を除く

ノーブル

黒石市横町 17
(黒石こみせ通り内)

0172-52-3345

会員及び
同伴者

店内商品 8％割引

法人営業青森支店

青森市本町 1 丁目 1-44

017-722-4434

青森店

青森市本町 1 丁目 1-44

017-723-3300

青森イトーヨーカドー店

青森市浜田 1 丁目 14-1

017-739-0311

弘前イトーヨーカドー店

弘前市駅前 3 丁目 2-1

0172-32-5971

弘前さくら野店

弘前市城東北 3 丁目 10-1

0172-28-6530

八戸沼館
イトーヨーカドー支店

八戸市沼館 4 丁目 7-111

0178-22-5693

イオンモール下田店

上北郡おいらせ町中野平 40-1

0178-85-7308

■旅行社

㈱ＪＴＢ東北

㈱近畿日本ツーリスト東北青森支店

㈱
日本旅行東北

青森支店
八戸支店

名鉄観光サービス株式会社青森支店

＜国内旅行＞エース JTB …… 3％割引
＜海外旅行＞ルック JTB …… 3％割引
会員及び
全旅行行程に ＜国内・海外旅行＞
同行する
JTB 東北法人青森営業青森支店の企画・実施
2 親等以内の 商品(海外・国内旅行) …… 3％割引
家族

青森市新町 1 丁目 1-14

3Ｆ

青森市新町 2 丁目 1-11

八戸市番町 25

2Ｆ

青森市本町 1－2－15
青森本町第一生命ビル 7 階

017-722-5500

※現金または JTB 旅行券、JTB 旅カード払い

会員及び
2 親等以内の
家族

017-777-3451

0178-44-2241

017-776-5291

会員及び
同行の家族

会員及び
同行の家族

＜国内旅行＞メイト …… 2～3％割引
＜海外旅行＞ホリデイ … 3％割引
※現金または Knt カード払い
＜国内旅行＞
赤い風船 ………… 3％割引
＜海外旅行＞
マッハ・ベスト … 3％割引
※現金払いのみ
＜国内旅行＞ジャンボマーチ …… 3％割引
＜海外旅行＞パノラマツアー …… 3％割引
＜国内・海外旅行＞
取扱他社主催商品 ………………… 3％割引
※現金払いのみ

■旅行社
店舗
青森ドリームタウン

050-5855-1420

弘前市駅前町 9-20
ヒロロ地下 1 階

050-5864-3700

八戸市沼館 4-4-8
シンフォニープラザ沼館 1F

0178-72-1701

青森営業所

青森市三好 2-3-19
マエダガーラモール店 1 階

017-763-5701

大館営業所

秋田県大館市字太田面 238

0186-45-0808

弘前ヒロロ営業所
八戸シンフォニー
プラザ沼館営業所

秋北航空
サービス㈱

電話番号

青森市浜田 3-1-2
ドリームタウン ALi2 階

ALi 営業所

㈱H.I.S

住所

大館大町店

秋田県大館市大町 29-1

0186-42-0889

秋田県北秋田市栄字前綱 76

0186-67-8123

秋田県能代市万町 3-4

0185-89-1855

いとく鷹巣ショッピング
センター店

能代営業所

対象

特典

会員及び
2 親等以内の
家族

＜国内旅行＞かいと ……………… 3％割引
＜海外旅行＞チャオ、インプレッソ、
エクステージ ……… 3％割引

会員及び
同行の家族

ＡＮＡセールス旅行商品
＜国内旅行＞ＡＮＡスカイホリデー …3％割引
＜海外旅行＞ＡＮＡハローツアー ……3％割引
※現金払いのみ

■ホテル、総合芸施設、温泉施設
南部屋・海扇閣

青森市浅虫蛍谷 31

八戸シーガルビューホテル

あきた芸術村内「わらび劇場」

八戸市鮫町小舟渡平 9-19

秋田県仙北市田沢湖卒田字早
稲田 430

017-752-4411

0178-33-3636

会員及び
家族

会員及び
家族

予約センター
0187-44-3939
会員及び
家族

・宿泊料金 10％割引
・ドリンク 1 本サービス(日帰りプランのみ)
※どちらも予約時に本会会員である旨申出が必要

①基本宿泊料金(1 泊 2 食付)
10％割引(退職会員)
②日帰りプランの利用時にレストラン・
ラウンジ利用 5％割引(現職・退職会員)
※どちらもチェックイン時に会員証提示
前売一般 3,456 円 → 3,240 円
前売小中 2,376 円 → 2,160 円
当日一般 3,780 円 → 3,456 円
当日小中 2,700 円 → 2,376 円（すべて税込）
※前売予約の際、本会会員である旨申出が必要

あきた芸術村内「田沢湖ビール」

秋田県仙北市田沢湖卒田字早
稲田 430

0187-44-3988

レストランでの食事代金 5%割引

あきた芸術村内「森林工芸館」

秋田県仙北市田沢湖卒田字早
稲田 430

0187-44-3981

手づくり体験 10％割引
※予約の際、本会会員である旨申出が必要

あきた芸術村内「温泉ゆぽぽ」

秋田県仙北市田沢湖卒田字早
稲田 430

0187-44-3333

川口温泉「奥羽山荘」

秋田県大仙市太田町太田字惣
行太谷地 10-5

0187-88-1717

男鹿桜島リゾート HOTEL きららか

秋田県男鹿市戸賀加茂青砂字
中台 1-466

0185-37-2311

津軽おのえ温泉 日帰り宿福家

平川市新屋町道ノ下 35－2

0172-55-0200

会員及び
家族

・宿泊基本料金（1 泊 2 食）10％割引
・入浴料 50 円割引
・温泉ゆぽぽ内お食事処ばっきゃ食事代金
5％割引
※宿泊は予約の際、本会会員である旨申出が必要

会員及び
同伴者

平川市・黒石市在住者
・レストランでの食事代金 10％割引
上記以外在住者
・通常入浴 420 円→350 円
・日帰り湯治 1,188 円(税込)→1,080 円(税込)

■冠婚葬祭

玉姫グループ

㈱眞照堂

青森営業部

青森市第二問屋町 1 丁目 2-10 017-762-2600

弘前営業部

弘前市大字扇野 3 丁目 3-1

0172-27-5757

八戸営業部

八戸市江陽 4 丁目 14-37

0178-44-1815

十和田営業所

十和田市元町東 3 丁目 1-49

0176-24-0535

五所川原営業部

五所川原市大字下平井町 5-1

0173-34-1200

会員

生花、盛籠の贈答品

5％割引

※冠婚葬祭互助会会員の場合は、さらに特典あり

■引越業、ホームセキュリティ
店舗

カトー引越センター

住所

青森市けやき 1 丁目 15-1

電話番号

0120-267-786

対象
会員及び
家族

青森綜合警備保障株式会(ALSOK)

青森市第二問屋町 3 丁目 1-63 017-739-9791

会員及び
家族

特典
・引越代金 5％割引
・段ボール無料提供(見積時必要数)
・大型家電・家具(テレビ、冷蔵庫、タンスな
ど)の梱包無料
・ホームセキュリティ成約 1 件につき、
商品券 5,000 円進呈
・月額警備料金 2 カ月分無料

■清掃業
青森市新城山田 222-658
(青森新城店)
※青森新城店にお申込みくだ
さい

0120-045-377

弘前モータースクール

弘前市和泉 1-3-1

0120-66-8000

青森モータースクール

青森市妙見 1-2-2

0120-49-1060

八戸モータースクール

八戸市石堂 4-7-32

0120-28-2145

浪岡モータースクール

青森市浪岡大字浪岡字林本
121

0120-71-2057

おそうじ本舗

会員及び
家族

ハウスクリーニング各種
通常料金より 10％割引
※青森県内の物件に限る

■自動車教習

三沢中央自動車学校

三沢市花園町 3 丁目 4-37

0120-150-645

会員及び
家族

会員及び
家族

・普通自動車教習料金定価の 5,000 円割引
・延長料金サービス
・技能再検定料金サービス

・普通自動車教習料金定価の 5,000 円割引
・延長料金サービス
・技能再検定料金サービス

■レストラン
津軽三味線ダイニング響

弘前市土手町 126
弘前パークホテル 3F

0172-31-0089

たかお香

弘前市代官町 101-1
弘前プラザホテル 1F

0172-35-0345

中国料理 豪華楼

弘前市駅前町 7-5

0172-38-2800

わいん倶楽部

青森市新町 2 丁目 2-1
協働社ビル 2F

017-721-4422

会員及び

来店者にワンドリンクサービス

同行者

※予約時に申出、または来店時に会員証提示

会員及び

来店者に乾杯用スパークリングワイン
サービス

同行者

※予約時に申出、または来店時に会員証提示

■カルチャースクール（語学スクール・学習教室）

㈱ニチイ学館

ＣＯＣＯ塾青森校

青森市長島 2 丁目 13-1

017-731-1256

ＣＯＣＯ塾八戸校

八戸市大字番町 9-5

0178-71-1340

ＣＯＣＯ塾ジュニア
青森浪館前田教室

青森市浪館前田 4-17-25
学習塾 TRM 登龍門内

ＣＯＣＯ塾ジュニア
油川教室

青森市羽白字沢田 48-10-2F
舘田音楽教室内

ＣＯＣＯ塾ジュニア
城東中央ジュニア教室

弘前市城東中央 3-4-19
弘前総合学習館 A-SCHOOL 内

ＣＯＣＯ塾ジュニア
城東中央 3 丁目教室

弘前市城東中央 2-3-14
弘前シオン教会内

ＣＯＣＯ塾ジュニア
黒石しののめ教室

黒石市大字上山形字中野馬場
24-2 東雲幼稚園内

ＣＯＣＯ塾ジュニア
三沢堀口教室

三沢市三沢字堀口

ＣＯＣＯ塾ジュニア
西白山台教室

八戸市西白山台 4-9-13
TO WIN ACADEMY 内

017-721-8071
(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ青森)

会員及び

・入会金無料

家族

・レッスン料割引(ジュニアコース対象外)

0178-73-5068
(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ八戸)

㈱学研エデュケーショナル（学研教室） 青森市堤町 2-1-3
017-775-3226
あおばビル 3F（青森事務局）

会員及び
家族

入会金 50％割引
※青森県内全ての学研教室が対象
各教室へお申込みください

■賃貸住宅紹介業者
店舗

住所

電話番号

対象

特典
礼金または契約金より 10,000 円引き

レオパレス 21 青森店

青森市新町 1-2-8
新町貸店舗 1F

017-723-2481

会員及び
家族

紹介エリア：全国（青森店の紹介による）
ご利用方法：青森店に来店または電話で会員である
旨お申し出ください。全国各地ご希望
の物件を紹介します。

■カラオケ

カラオケ合衆国

城東店

弘前市末広 2-5-1

0172-27-2115

弘前 102 バイパス店

弘前市早稲田 3-20-4

0172-29-5353

五所川原店

つがる市柏下古川絹森 266-1

0173-35-2202

会員及び

青森観光通り店

青森市青葉 3-9-9

017-739-7727

家族

八戸店

八戸市新井田西 2-7-2

0178-30-2345

むつ店

むつ市下北町 7-17

0175-33-3456

①家族での利用時
室料 20％割引＋小学 6 年生以下の室料は無
料
②グループでの利用時
会計総額から 10％割引＋小学 6 年生以下の
室料は無料
※①、②いずれかの利用とする。

■文化施設
施設名

住所

電話番号

青森県立美術館

青森市安田字近野 185

017-783-3000

棟方志功記念館

青森市松原 2-1-2

017-777-4567

青函連絡船メモリアルシップ
八甲田丸

青森市柳川 1 丁目 112 番 15 地

展示館

しょうわ

先
青森市浪岡女鹿沢野尻 14-134
(道の駅なみおか内)

017-735-8150

090-3365-4554

対象
会員及び
同伴 1 名
会員及び
同伴 1 名
会員及び
同伴者

会員

特典
常設展観覧料金 一般 510 円 → 410 円

観覧料 一般 500 円 → 400 円
観覧料金 大人
中高生
小学生

入館料又は、カフェ Haru の飲食代から
100 円割引
・記念館入館料
・体験坑道乗車券

青函トンネル記念館

東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜 99 0174-38-2301

津軽藩ねぷた村

弘前市亀甲町 61

0172-39-1511

是川縄文館

八戸市大字是川字横山 1

0178-38-9511

達者村農業観光振興会

白華山法光寺

ひばり野

盛美園

ダリア園

三戸郡南部町大字上名久井字
大渋民山地内

三戸郡南部町法光寺 20

三戸郡五戸町扇田字長下タ
2-75

平川市猿賀石林１

0178-76-3020

会員及び

500 円 → 450 円
300 円 → 270 円
100 円 → 90 円

大人
400 円
小人
200 円
大人 1,000 円
小人
500 円

360 円
180 円
900 円
450 円

同伴者

・特別セット料金
（記念館入館料＋体験坑道乗車券）
大人 1,300 円 → 1,170 円
小人
650 円 →
590 円

会員及び

入村料 一般 550 円 → 450 円
製作体験料金 学生料金に割引

同伴 3 名
会員及び
同伴者
会員及び
同伴者

入館時オリジナルポストカード 1 枚進呈
ながわ農業観光案内所で会員証を提示する
ことで、達者村通年農業観光体験メニュー
100 円割引

0178-76-2506

会員及び家族

拝観料 大人 200 円→160 円
小人 100 円→80 円

080-1800-1288

会員

入園料 200 円→150 円
又は切り花 1 本進呈

0172-57-2020

→
→
→
→

会員及び
同伴者

観覧料金
・通常期間（庭園・盛美園・御宝殿）
大人
430 円 → 370 円
中・高校生 270 円 → 210 円
小学生
160 円 → 100 円
小学生未満
無料 → 無料
・冬季 11 月中旬～4 月上旬（庭園・盛美園）
大人
210 円 → 190 円
中・高校生 130 円 → 100 円
小学生
80 円 → 50 円
小学生未満
無料 → 無料

■文化施設
施設名

清藤氏書院庭園

住所

平川市猿賀石林１

津軽こけし館

黒石市袋字富山 72-1

津軽烏城焼

黒石市豊岡狼森 27-109

電話番号

0172-57-2127

0172-53-3082

会員及び
同伴 1 名

会員及び
同伴者

入館料
一般
高校・団体
小・中学生

会員及び
同伴 2 名

入館料
単券（斜陽館のみ）
一般 500 円 → 400 円
共通券（斜陽館＋三味線会館）
一般 900 円 → 810 円

会員

入館料 展示室
一般 600 円→540 円
美術展示ギャラリーセット
一般 800 円→720 円

斜陽館

五所川原市金木町朝日山

0173-53-2020

412-1

五所川原市大町 506-10

300 円 → 250 円
200 円 → 150 円
100 円 → 150 円

烏城焼古陶磁館 入館料
一般 600 円→500 円
茶道美術館との共通券（抹茶とお菓子付）
一般 1,000 円→900 円

0172-54-8181

0173-79-2535

立佞武多の館

同伴者

入園料
一般
高校・団体
小・中学生

会員証と会員特典一覧等提示で入館料割引
大人
320 円 → 270 円
高校生
270 円 → 220 円
小・中学生 160 円 → 110 円

鰺ヶ沢町種里町大柳 90

五所川原市金木町朝日山
189-3

会員及び

特典

会員及び
同伴 1 名

光信公の館

津軽三味線会館

対象

0173-54-1616

0173-38-3232

300 円 → 220 円
220 円 → 150 円
150 円 → 100 円

十和田市現代美術館

十和田市西二番町 10-9

0176-20-1127

会員

入館料 常設展のみの場合
一般 510 円 → 410 円
常設展＋企画展
一般 1,000 円 → 900 円

駒っこランド

十和田市大字深持字梅山 1-1

0176-26-2100

会員

入館時、駒っこ牧場で使える
「にんじんあげ体験無料券」を進呈

手づくり村

称徳館

鯉艸郷

三沢市寺山修司記念館

十和田市大字深持字鳥ヶ森
2-10

三沢市三沢字淋代平
116-2955

0176-27-2516

会員及び
同伴者 2 名

入園料
〇4 月下旬～5 月中旬
大人・高校生以上
小・中学生
〇5 月下旬～7 月下旬
大人・高校生以上
小・中学生
〇8 月上旬～10 月下旬
大人・高校生以上
小・中学生

300 円 → 270 円
100 円 → 80 円
550 円 → 450 円
200 円 → 180 円
300 円 → 270 円
100 円 → 80 円

0176-59-3434

会員

寺山修司撮影「幻想写真館」シリーズ
24 種類のうちいずれか 1 枚進呈

青森県立三沢航空科学館

三沢市三沢字北山 158

0176-50-7777

会員

入館料 一般料金 510 円の 10％割引

鷹山宇一記念美術館

上北郡七戸町字荒熊内 67-94

0176-62-5858

会員

入館料 常設展 一般 500 円 → 400 円
特別展 一般 850 円 → 680 円

東八甲田ローズカントリー

上北郡七戸町字山舘 25－1

0176-62-5400

会員及び家族

商品 10％割引
※一部対象外
道の駅しちのへで販売している商品は
対象になりません。

むつ科学技術館

むつ市関根字北関根 693

0175-25-2091

会員

入館料 一般 300 円 → 270 円

優待チケット等を斡旋しています。
また、本会を通じてお申込みいただければ、優待割引等があります。

優待券等

東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム
コーポレートプログラム利用券を発行（会員ひとりにつき年度内 3 枚まで）
東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのパークチケット代金 通常料金から 1,000 円割引

映画鑑賞券の優待割引
次の料金で鑑賞できる映画鑑賞券を販売。
※会員証提示で割引になりませんのでご注意ください。
「そうだ、映画に行こう！２０１７」キャンペーン
期間中全ての映画館の大人券 1,000 円、小人券 700 円！！
実施期間：2017 年 3 月 1 日～2018 年 3 月 31 日までの発行分
所在地

映 画 館 名

キャンペーン価格

青森コロナシネマワールド
青森市
青森松竹アムゼ 1・2・3
つがる市
八戸市

シネマヴィレッジ 8・イオン柏
フォーラム八戸

おいらせ町 TOHO シネマズおいらせ下田
弘前市

イオンシネマ弘前 ※期間限定

優待料金

通常料金

ポップコーン割引券付
ポップコーン割引券付
大人
大人
1,000 円 大人
1,300 円
3 歳～高校生
3 歳～高校生
700 円 3 歳～高校生
800 円

1,800 円
1,000 円

大人
3 歳～中学生

1,000 円 大人
700 円 3 歳～中学生

1,100 円 大人
800 円 3 歳～中学生

1,700 円
1,000 円

大人
3 歳～中学生

1,000 円 大人
700 円 3 歳～中学生

1,300 円
800 円

大人
3 歳～中学生

1,700 円
1,000 円

大人

1,000 円

大人

1,300 円

大人

1,800 円

大人

1,000 円

大人

1,300 円

大人

1,500 円

ＪＲ「大人の休日倶楽部」
ＪＲ東日本の「大人の休日倶楽部」会員の募集を行っています。（ミドル・ジパング）
① ＪＲ東日本、北海道のきっぷ割引 ② 旅行商品「びゅう」5％割引 ③ 会員限定きっぷの利用

④ 利用金額によりポイント付与

冠婚葬祭互助会
玉姫グループ青森の「冠婚葬祭互助会」会員の募集と、掛金徴収を行い冠婚葬祭の資金準備を応援します。
・募集内容 24 万円コース（月額 3,000 円×80 回＝240,000 円 ※冠婚葬祭施行時に 36 万円相当で利用可
特 典

割 引

葬祭施行

容

5％

・互助会積立金残高と新聞広告及び車両使用料を除いた施行料
・ホール施設利用料金
・会葬返礼品
・飲食代
・喪服

10％

・仏壇、仏具購入

無料提供
婚礼施行

内

5％

・墓石購入

・後飾り壇
・振袖、略礼、留袖の貸衣裳

教職員ゴールドカード
あおぎんカードサービス㈱の「教職員ゴールドカード」会員の募集を行っています。
① 年会費永年無料（通常 10,000 円税別） ② 家族カード、ＥＴＣカードの年会費も永年無料
③ 海外、国内旅行傷害保険付帯
④ 利用金額に応じてたまったポイントで商品交換
⑤ 空港ラウンジサービス利用（国内主要 27 空港）

出会いサポート
「あおもり出会いサポート」の団体会員となっています。県内各地で行われる婚活イベント情報がご覧いただけます。
詳しくは「あおもり出会いサポートセンター」のホームページへアクセス！
閲覧には下記のＩＤ・パスワードが必要となります。
※イベントの参加申込は各イベントの開催団体へ直接お願いします。

ID

G00047

パスワード dxsxpimx

一般財団法人 青森県教育厚生会

総務課

〒030-0823 青森市橋本 1 丁目 2-25
TEL：017-721-1310 Fax：017-723-2267
E-mail：soumu@a-kyouiku-kouseikai.or.jp HP：http://www.a-kyouiku-kouseikai.or.jp

