
平成２７年８月２１日（金）
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会
（産業経済部観光局観光物産課ググっとぐんま観光推進係）

東日本旅客鉄道株式会社高崎支社

ググっとぐんま観光キャンペーンの実施について

平成２３年の群馬ＤＣを契機に継続実施している観光宣伝キャンペーンについて、１０月～

１２月の開催としては３年目となる今年は、次のとおり開催します。

なお、昨年に引き続き、ＪＲ東日本の重点販売地域指定（※）を受けて実施します。

※ＪＲ東日本では、3カ月単位で重点販売地域を指定し、当該地域について集中的な宣伝を展開しています。

１ キャンペーンの概要

実施期間 平成２７年１０月１日(木) ～ １２月３１日(木)
実施主体 ググっとぐんま観光宣伝推進協議会（会長：群馬県知事、構成団体250団体）

対象地域 本県全域

テ ー マ 「心にググっとぐんま わくわく 体験 新発見」

群馬ＤＣから継続しているテーマです。

１ ６ ８ ２

数値目標 いろんな発見に出かけよう、
ぐんまの旅

１,６８２万人
今年10月～12月の観光客入込数の目標は対前年同期比５％増の1,682万人です。

799,000人の増を目標とします。

２ キャンペーンの特色

◇「とっておきのぐんまを巡る旅」をコンセプトに、ぐんまならではの体験と、世界遺産、

温泉、食、雪などのぐんまの魅力を組み合わせた「とっておき」のぐんまの楽しみ方を提

案します。

◇特に、群馬プレミアム宿泊券の発行を機会に、温泉地を中心とした宿泊による本県への旅

の魅力を重点的に発信し、継続的な宿泊需要の喚起と観光消費額の拡大を目指します。

◇また、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」や県内各地に点在するぐんま絹遺産、大河

ドラマ「花燃ゆ」「真田丸」関連の史跡などと既存の観光地を結びつけた周遊観光の魅力を

引き続き発信します。

◇キャンペーンのメーンターゲットである首都圏に加え、北陸新幹線金沢開業により誘客が

期待できる北陸方面への情報発信も行っていきます。



メディア活用宣伝 ググっとぐんま観光キャンペーン首都圏説明会「ググっとぐんまプレゼンテーション」 New!
＜県事業＞

◆ラジオ　

　

　▼ 県内外で活動しています！　ぐんま観光おもてなし隊

　フェイスブック「群馬県観光局Ｇ’fａｃe」　https://www.facebook.com/visitgunma　＜県事業＞

セーブオン、セブンイレブン、ファミリーマート、
ローソン
イオンモール高崎、イオンモール太田
とりせん、ベイシア

県内のコンビニエンスストアなどと連携
し、店内にＰＲコーナーを設置します。
［9月下旬から順次設置］

国内最大規模の旅の祭典、「ツーリズムEXPOジャパン」に
群馬県ブースを出展します（草津町、みなかみ町も共同出展）。
食や地酒の体験や温泉セミナーなどを行い、ぐんまの魅力を
伝えます。
開催日：9月25日（金）～27日（日）
会場：東京ビッグサイト東展示棟

誘客キャラバン等

【ＪＲ駅】　　　　　　　　観光キャラバン

民間企業と連携した宣伝

【高速道路ＳＡ・ＰＡ】　ぐんま観光ＰＲ展

世界遺産や温泉地などを訪れたお客さまに県内各地へ広く周遊
していただくため、県内の観光施設など100カ所以上で利用できる
お得なクーポン券を掲載したパンフレットを作成し、併せてスタンプ
ラリーを実施しています。スタンプによるビンゴ数に応じて、抽選で
県内宿泊券や施設割引券、名産品などが777名様に当たります。
今年は、昨年まで別途実施していたレンタカー会社5社とのタイアッ
プ企画「ぐんまドライブキャンペーン」を当スタンプラリーに集約し、
二次交通としてのレンタカー利用促進施策としても展開します。
また、今年は新たな取組として県内鉄道4社（JR、上信電鉄、上毛電気鉄道、わ
たらせ渓谷鐵道）との連携により鉄道駅にもスタンプを設置します。

期間 8/10～2/14　A4判24ページ、20万部
［配布中］県内の観光施設、道の駅、鉄道駅、各種イベントなど

インターネットによる情報発信

・ 9/ 4　  千葉駅
・ 9/11　 立川駅
・ 9/18　 池袋駅
・10/ 5　 町田駅
・10/ 9　 上野駅
・10/16　大宮駅

・ 9/ 5
　佐野ＳＡ（下り）
・ 9/19
　壬生ＰＡ
・10/10
　上里ＳＡ（下り）

平成27年8月21日
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会

広報宣伝 受入体制整備誘客促進

地域で開催する「おもてなし講習会」に、接客のプロである温泉旅
館の女将を講師として派遣、または講師謝金を一部助成します。

スタンプラリーで楽しく周遊！

ぐんま周遊観光クーポン＆スタンプラリー　＜県事業＞ New!

　公式サイト「ググっとぐんま」　http://gunma-dc.net/

ボランティアガイドの紹介

◆千客万来支援事業　＜県事業＞

広報宣伝物の掲出・配布等

◆テレビ　　旅番組

・首都圏及び圏央道沿線の大手旅行会社（ＪＴＢ、近畿日本ツーリストなど6社の店
舗

各地域のボランティアガイドが地元ならではのご
案内でおもてなしをいたします。

　 県央エリア　　「古きを訪ね文化に触れるまち歩き」 ※8/21から順次配布 New!
　 西部エリア　　「かんな・かぶら∞ぐるぶらの旅道の駅スタンプラリー」開催中(～2/28）
　 吾妻エリア　　宝探しスタンプラリー「上州あがつま　真田家三代の秘宝」開催 New!
                         （9/15～12/15)
　 利根沼田エリア　エリアガイドブック「旅ビタ」　配布中
　 東部エリア　　エリアガイドブック「花味」　配布中

◆観光情報誌
○観光情報誌｢ググっとぐんま｣秋・初冬号
　「とっておきのぐんまを巡る旅」を楽しんでいただくための情報が
　満載の観光情報誌キャンペーン特別号。近隣県の観光情報も
  一部掲載し、より広域的な観光を楽しんでいただく提案をしています。
　A4判40ページ、50万部
　［8/28から順次配布］
　JR東日本・東武鉄道の主要駅と高速道路SA・PA、県内の観光
  施設、道の駅、コンビニエンスストア、各種イベントなど

○小さな旅「列車やバスで行く とっておきのぐんまを巡る旅」 New!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜県事業＞

　公共交通によるぐんまの旅の魅力を伝えるため、列車やバスを利用した
　観光モデルルートを紹介するパンフレットをJR・高崎経済大学との産学官
　連携により作成。主要温泉地に宿泊して県内及び近隣県を周遊する
　1泊2日のルートを中心に紹介します。
　特殊サイズ（JR小さな旅サイズ）、16万部
　[9/上旬頃から順次配布]
　JR東日本首都圏主要駅、県内の観光案内所等
　　　　　　　　　　※制作中のため、上記内容やデザインが一部変更になる場合があります。

○エリア別ガイドブック等
　県内５エリアの各地域の特徴を活かしたガイドブック等もご用意しています。

公式サイトや県・JRのフェイスブックを連動させ、効果的な情報発信を行います。

イベント情報や活動報告は
            　 　@omotenashi15

ツーリズムEXPOジャパン ＜県事業＞

　TBSラジオ：井森美幸の「ググっとぐんま」（10分程度）
                   上記番組内タイムCM（20秒）　10/4～12/13（11回）
                   番組内でのキャンペーンPR　10/4

◆ポスター
○ググっとぐんま観光キャンペーンポスター
　B1判　3,300枚、A2判　700枚
　［9月下旬から順次掲出］
　ＪＲ東日本首都圏主要駅、県内の観光施設、道の駅、各種イベント等
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ググっとぐんま観光キャンペーンin北陸

メーンターゲットの首都圏に加え、北陸新幹線金沢開業により誘客が見込める
北陸方面への情報発信を強化していきます。
※北陸新幹線はくたか　金沢⇔高崎 最短約2時間、富山⇔高崎 最短約1時間40分

　観光客の周遊化支援として、路線バスの運行を支援しています。

◆二次交通の情報発信 New!

テレビ、ラジオ、イベント等を包括的に活用して、北陸地域の方々に本県の観光
情報を発信していきます。
＜富山エリア＞
・10/4(日)に開催される「KNB秋の大収穫祭」へ出展し、当日のラジオ中継や
　ステージでのPRを実施
・北日本放送（テレビ）　CM放送（55本）、特集番組の制作・放映（10分×1本）
・北日本放送（ラジオ）　CM放送（約60本）、ラジオ生出演（1回）
＜石川エリア＞
・テレビ金沢　CM放送（55本）、特集番組の制作・放映（10分×1本）
・北陸放送（ラジオ）　CM放送（約60本）、ラジオ生出演（1回）

ＪＲ駅での観光キャラバン

北陸新幹線沿線主要駅での観光キャラバンを実施
します。
・11/14(土)　金沢駅
・11/15(日)　富山駅

列車、路線バス、定期観光バス、観光タクシーを利用したモデルルートを紹介する
パンフレット「列車やバスで行く とっておきのぐんまを巡る旅」をキャンペーンに合
わせて首都圏のJR駅を中心に配布するとともに、観光情報誌「ググっとぐんま」で
も県内の事業者等が取り組む観光タクシーなどの情報を積極的に発信していきま
す。

伊勢崎市観光ボランティアガイドの会
安中市観光ボランティアガイドの会
中之条ボランティアガイド
沼田市観光ガイド協会
みどり市観光ガイドの会          ほか

二次交通対策

おもてなし講習会の開催支援

キャンペーン開催を目前に控え、知事のトップセールスとして実施。
知事や県内観光関係者がぐんまの魅力を首都圏の旅行エージェ
ントやメディア関係者へお伝えします。
開催日：9月10日（木）
会場：ホテルメトロポリタン（池袋駅徒歩3分）

みどり市観光ガイドの会

ググっとぐんま 検索

３ ググっとぐんま観光キャンペーンの主な取組等

※写真・イラストはイメージです。



 

※ 詳しくは、観光情報誌「ググっとぐんま」秋・初冬号をご覧ください。上表中のページ番号が該当ページを示しています。 

４ ググっとぐんま観光キャンペーン 見どころ・イベント等 平成２７年８月２１日 

ググっとぐんま観光宣伝推進協議会 

「富岡製糸場と絹産業遺産群」をはじめとした「ぐんま絹遺産」 

世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成4資産をはじめ、群馬県内には「ぐんま絹遺

産」が点在。温泉や紅葉と合わせ、絹遺産巡りはいかがでしょうか。 

 

●富岡製糸場と絹産業遺産群 →P. 5 

昨年6月の世界遺産登録決定後も、富岡製糸場の「繰糸所」「東置繭所」「西置繭所」が国

宝に指定されるなど、話題の多い「富岡製糸場と絹産業遺産群」。各構成資産を巡ること

で、世界遺産としての普遍的価値を体感できます。 

 

 

 

 

 

    富岡製糸場      田島弥平旧宅        高山社跡         荒船風穴 

 

●世界遺産周辺絹遺産特別解説 （10/3～4）→P. 7 

「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産登録1周年を記念して、世界遺産構成資産周辺

の「ぐんま絹遺産」について、特別解説を行います。この機会にぜひ足をお運びください。 

＜対象＞ 

・「龍光寺 富岡製糸場工女等の墓」無料解説会（富岡市） 

・「境島村養蚕農家群」無料解説会（伊勢崎市） ※公開解説は10/3のみ 

・「高山長五郎の墓」無料解説会（藤岡市） 

・「諏訪神社境内のぐんま絹遺産」無料解説会（藤岡市） 

TEL：027-226-2326（群馬県世界遺産課） 

  

 

とっておきの「歴史文化」 

群馬県は、全国的に有名な温泉地をはじめ、複数の温泉地が連なる温泉郷から一軒宿の秘

湯まで、多彩な規模・泉質を持つ温泉が点在する日本有数の温泉県です。秋から初冬にかけ

て、紅葉や雪見風呂などの景観を楽しみながら、様々な泉質の温泉をお楽しみください。 

●草津温泉（草津町） →P.15 

自然湧出量日本一を誇る天下の名湯。湯もみショーが開催される

「熱乃湯」や「西の河原露天風呂」は本年5月にリニューアル。若旦

那たちによる湯畑キャンドル「夢の灯り」の実施など、常に新しい魅

力を発信しています。 

TEL：0279-88-0800（草津温泉観光協会） 

●伊香保温泉（渋川市） →P.21 

戦国時代発祥の石段街がシンボルの由緒ある温泉。11月初旬まで

の毎週日曜日、伊香保温泉女将会によるお茶のおもてなし。また、

10/27～11/15に実施される紅葉の名所「河鹿橋」のライトアップは

必見。 

TEL：0279-72-3151（渋川伊香保温泉観光協会） 

●水上温泉（みなかみ町） →P.11 

谷川連峰のふもと、利根川上流の温泉地。周辺の温泉地とともに

「水上温泉郷」を形成。近年では大自然を活かしたアウトドアスポー

ツのメッカとしても知られています。女将のおすすめスイーツめぐりも

楽しめます。 

TEL：0278-72-2611（水上温泉旅館協同組合） 

●四万温泉（中之条町） →P.17 

国民保養温泉地第1号。約40カ所ある源泉の大半が自然湧出。旅

館の女将が考案したスイーツの食べ歩きが楽しめる「四万温泉和洋

スイーツめぐり」も開催中です。 

TEL：0279-64-2321（四万温泉協会） 

※様々な魅力を持つ温泉地が県内各地にありますが、上記以外で観光情報誌「ググっとぐんま」秋・初冬  

  号に掲載している主な温泉は以下のとおりです（掲載順） 

●老神温泉（沼田市） →P. 9 片品渓谷沿いに佇む温泉。冬季は渓谷のイルミネーションも 

●猿ヶ京温泉（みなかみ町） →P.12 約400年の歴史を持つ民話の里として知られる古湯 

●谷川温泉（みなかみ町） →P.12 雄大な谷川岳と清流に抱かれた閑静な温泉地 

●法師温泉（みなかみ町） →P. 12 秘湯の代名詞。浴槽の底から自然湧出する温泉が特徴 

●宝川温泉（みなかみ町） →P. 13 川沿いの延べ470畳にわたる4つの大露天風呂が名物 

●片品温泉（片品村） →P. 13 尾瀬の玄関口。トレッキングやスキーの拠点に便利 

●鹿沢温泉（嬬恋村） →P. 13 江戸時代から湯治で栄えた温泉。雪山賛歌の発祥地 

●万座温泉（嬬恋村） →P. 16 標高約1,800mの高原温泉。硫黄含有量は日本有数 

●川原湯温泉（長野原町） →P. 18 源頼朝ゆかりの古湯。移転地で新たな歴史を刻む 

●沢渡温泉（中之条町） →P. 18 草津温泉の仕上げ湯として知られる。一浴玉の肌 

●やぶ塚温泉（太田市） →P. 25 「新田義貞の隠し湯」といわれる歴史ある温泉 

●梨木温泉（桐生市） →P. 27 坂上田村麻呂による開湯伝説を持つ秘湯の一軒宿温泉 

●磯部温泉（安中市） →P. 29 温泉記号、「舌切雀」伝説発祥の地として知られる温泉地 

●榛名湖温泉（高崎市） →P. 34 榛名湖畔の天然温泉。イルミネーションとともにどうぞ 

●上牧温泉（みなかみ町） →P. 34 谷川岳の雪解け水が長い年月を経て湧出 

●川場温泉（川場村） →P. 34 川場村の田園風景が広がる美しいロケーションの温泉地 

●赤城温泉郷（前橋市） →P. 20、34 初代県令楫取素彦と妻の文が訪れたと言われる温泉地 

とっておきの「温泉」 

今年の「ググっとぐんま観光キャンペーン」では、「とっておきのぐんまを巡る旅」をご提案。様々

な体験メニューと温泉、歴史、食などぐんまの「とっておき」を組み合わせてお客さまにお楽しみ

いただき、一人でも多くの方に「群馬ファン」になっていただけるよう取り組んでいきます。 

オープニングセレモニー「ＳＬ出発式」      

日時：10月4日（日）9:40頃～ 

場所：JR高崎駅ホーム 

主催者・来賓あいさつ、関係者によるテープカット後、 

2台のＳＬ「D51 498」「C61 20」がJR高崎駅から同時発車します。 

大河ドラマ「花燃ゆ」「真田丸」 

現在放映中の大河ドラマ「花燃ゆ」。主人公の夫となる楫取素彦は初代群馬県令。この秋

から、ドラマの舞台にいよいよ群馬県が登場します。 

一方、来年の大河ドラマは「真田丸」。群馬県内にも真田氏ゆかりの史跡が吾妻エリア、利

根沼田エリアを中心に点在しています。 

期間限定の大河ドラマ館や、真田氏ゆかりの地でのイベントに是非お越しください。 

●ぐんま花燃ゆ大河ドラマ館（前橋市） →P. 20 

来年1月31日まで群馬県庁昭和庁舎に開館。出演者のサインや

衣装・小道具を展示するとともに、松下村塾や県令執務室の

セットが再現されています。 

TEL：027-289-3533（ぐんま花燃ゆ大河ドラマ館 ） 

●岩櫃城忍びの乱（東吾妻町）  →P. 19 

【開催日：10/31（土）・11/1（日）】 

岩櫃城は真田幸村が幼少期を過ごした場所。これにちなんで、忍者修行ワールド、戦国の

城郭を巡るエコツアー、忍びジャズライブなどのイベントが行われます。 

TEL：0279-70-2110（東吾妻町観光協会 ） 

●戦国ストリートｉｎ沼田（沼田市） →P. 19 

【開催日：11/7（土）・8（日）】  

戦国時代さながらの武者行列や信州真田鉄砲隊による演舞が

披露されます。真田氏ゆかりの町が旨いものを持ち寄る「食の合

戦」も同時開催。 

TEL：0278-23-2111（沼田市観光交流課 ） 

※宝探しスタンプラリー「上州あがつま 真田家三大の秘宝」 開催！（吾妻エリア） 

  【開催期間：9/15～12/15】 TEL：0279-75-3301（吾妻行政県税事務所） 

ぐんま花燃ゆ大河ドラマ館 

戦国ストリートin沼田 

鮮やかな紅葉で彩られるぐんまの山々。県内の紅葉スポットには標高差があるため、紅葉の 

リレーを長期間楽しめます。 

●尾瀬（片品村） →P. 9 

日本最大級の高層湿原で、数多くの希少な湿原植物が生息。 

9月中旬から10月中旬にかけて、紅葉を愛でながらのハイキング 

が楽しめます。 

TEL：0278-58-3222（片品村観光協会） 

●芳ヶ平湿原（中之条町） →P. 17 

本年5月にラムサール条約に登録された芳ヶ平湿原。10月上旬頃 

には、ナナカマド、ダケカンバなどの紅葉が見頃を迎えます。 

TEL：0279-75-8814（中之条町観光協会） 

●アプトの道、碓氷第三橋梁（めがね橋） （安中市） →P. 29 

めがね橋は1892年に完成した日本最大のアーチ橋。アプト式鉄道 

による生糸や繭等の運搬に多大な役割を果たしました。 

「碓氷峠鉄道施設」としてぐんま絹遺産にも登録。紅葉は10月下旬

～11月中旬が見頃となります。 

TEL：027-382-1111（安中市商工観光課） 

●わたらせ渓谷鐵道（桐生市、みどり市、栃木県日光市） →P. 25 

桐生駅⇔間藤駅間を運行する人気のローカル線。 

高津戸峡など渡良瀬川の渓谷沿いの紅葉は絶景で、11月上旬～ 

中旬にかけて見頃となります。 

TEL：0277-73-2110（わたらせ渓谷鐵道(株)） 

 

 

とっておきの「秋」を楽しむ とっておきの「冬遊び」 
ぐんまは冬も楽しみがいっぱい。スキーや雪遊び、イルミネーションなどをお楽しみください。 

●ぐんまスノーエリアスタンプラリー（利根沼田・吾妻エリア） →P. 13 

ぐんまの雪は、上越国境を越えて舞い降りるパウダースノー。ス

キー場では、本格的なスキーはもちろん、様々な雪遊びを楽しむこと

ができます。対象スキー場2ヶ所以上のスタンプを集めて応募すると

抽選で賞品が当たります。 【開催期間：12/1～3/21】 

TEL：027-243-7273（群馬県スキー場経営者協会） 

●榛名湖イルミネーションフェスタ2015（高崎市） →P. 34 

榛名湖の冬の風物詩として定着。レーザーと約55万球のLEDが榛

名湖を色鮮やかに彩ります。全景が見渡せるロープウェイも運行。

【開催期間：12/5～27】 

TEL：027-374-5111（榛名湖イルミネーション実行委員会） 

 

とっておきの「食」 
●ぐんま・すき焼きアクション →P. 35 

上州和牛、こんにゃく、下仁田ねぎ、生しいたけ、白菜、春菊など、

すき焼きに必要なすべての食材を県内産でまかなうことができま

す。ぐんまの魅力が満載のすき焼き、これからの季節はとくにオス

スメです。 

TEL：027-226-3129（群馬県ぐんまブランド推進課） 

●「ぐんまのまんま」プロジェクト →P. 2 

積極的に地元の食材を使用する宿泊施設による取組。ぐんまの「食材」の「そのまんま」の魅

力を味わってもらいたいという想いが込められています。 

TEL：027-233-2873（群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部） 



２台の「ＳＬ」や「リゾートやまどり」などの車両を活用し、キャンペーン期間中の土休日を中心に
臨時列車を運転し、魅力ある“列車の旅”を提供します。 
沿線各エリアの皆さまとの連携による一体となった列車のお出迎え（おもてなし）や各種イベン
トの実施により、列車による群馬県への誘客を進めていきます。 

１．≪高崎支社が誇る2台のSL「C61 20」「D51 498」≫ 
高崎駅⇔水上駅間で「SLみなかみ」など15日間・30本、高崎駅⇔横川駅間では「SL・DL（レト
ロ）碓氷」など14日間・28本運転 

(1)  ＳＬ同時発車（10/4） 

 キャンペーンオープニングを飾るD51・C61同時発車イベント 

(2)  ＳＬみなかみ10の感謝祭号（10/3） New! 

 みなかみ町合併10周年の記念に地元の「おもてなし」と連携した 
 ＳＬを高崎駅－水上駅間で運転 

(3)  信越線130周年記念号（10/11） New!  ※上尾駅（埼玉県）発 

 信越線高崎駅－横川駅間開業130周年を記念し、上尾駅からＥＬ、 
 高崎駅からＳＬ牽引による、地元「おもてなし」とともにＳＬを運転 

(4)  「ＥＬ&ＳＬみなかみ（10/17・24）」  ※大船駅（神奈川県）発 

 キャンペーン期間中の関東南エリアからのダイレクトアクセスを 
  目的に、大船駅からＥＬ、高崎駅からＳＬ牽引による運転を実施 

(5)  ＳＬ ＹＯＧＩＳＨＡみなかみ（10/31） 

 今年度より実施の「ＳＬ夜間運行」をキャンペーン期間中に 
 高崎駅－水上駅間で運転 

(6)  ＳＬみなかみ物語（11/14 ・15） 

 昨年好評の「ばんえつ物語」客車（新潟車両センター所属）牽引 
 のＳＬを高崎駅－水上駅間で運転 

(7)その他 

 キャンペーンのクロージングとして、上越線では「ＳＬレトロみなかみ（12/12）」、信越線では、  
  「ＳＬ・ＤＬクリスマス碓氷（12/23）」の運転に合わせ地元と一緒に「おもてなし」を実施 

２．≪ゆったり過ごせる「リゾートやまどり」車両の運転≫ 
(1)  吾妻線 

  ○リゾートやまどり（10/4・11/3・14・15・12/5・6）を運行 

  中之条駅約90分間の停車中に地元ボランティアガイド付きの 
  散策も楽しめる人気列車を今年は12月まで延長し運転New! 

 ○はちおうじやまどり（10/17・18・24・25） 八王子駅（東京都）発 

  同上「リゾートやまどり」を東京多摩エリアからのダイレクトアク 

    セスを目的に八王子駅発着で運転 

 ○しもうさやまどり（11/7・8） New! ※新習志野駅（千葉県）発 

  同上「リゾートやまどり」を千葉エリアからのダイレクトアクセスを 

  目的に新習志野駅発着で運転 

(2)  両毛線 

  ○リゾートやまどり足利（11/22） New! 

  足利市内のイベントに合わせ臨時列車を運転 

３．≪その他の列車≫ 

(1)  川原湯温泉駅1周年記念号（10/3） New! 

  川原湯温泉駅の新駅舎開業1周年を記念し運転、同日に「駅からハイキング」開催 

(2)  北関東ウマいもん合戦号（11/21） New!  ※上尾駅（埼玉県）発 

  桐生市で開催される「北関東3県ウマいもん合戦」イベントに合わせ臨時列車を運転 

(3)  上越国境越えルート「のってたのしい列車」運行 

  新潟エリアとの広域周遊を目的に「風っこもぐら・ループ（10/10・12）」、「ゆめぞらもぐら 
 ・ループ（10/17・24）」、「やまどりもぐら・ループ（10/3・11/21・23）」、「NO.DO.KAもぐら・ 

 ループ（11/14・15）」「谷川もぐら・ループ（11/1・29）」を運行 

(4)  快速碓氷号（11/7） ※上野駅（東京都）発 

  「駅からハイキング（コース名：中山道坂本宿と「アプトの道」ウォーキング）」開催にあわせて運転 

 

 
   

 

 

 

  

１．≪物産関連イベントの開催≫ 
地域の方々と連携し、「駅」で群馬の農産物の魅力をPRする 

イベントを各地で開催 

(1)  「群馬物産展」（上尾駅11/7-8） 

(2)  「わくわく収穫祭」（高崎駅10/31-11/1） 

(3)  「上州ぐんま産直市」（上野駅11/12-14） 

(4)  「タカサキエキビレッジ」（高崎駅毎月最終金・土開催） 

(5)  「ままマルシェ」（前橋駅9/12-13）  

２．≪六次産業化の推進≫ 
群馬名産の「こんにゃく」を使った製品を10月上旬に発売開始(予定） 

高崎駅で六次産業のPRイベントを実施New!   

１．≪温泉+αで楽しむ 県内広域周遊観光ルート≫ 
草津・水上・伊香保等、群馬が誇る数々の名湯を楽しみながら、旅行商品ならではのプラスαの体験を加えることで「とっておきのぐんま」のすごし方を提案 

(1) 【高崎⇒軽井沢⇒草津温泉ルート】  春より定期観光バスとなったバス（高崎⇔富岡製糸場⇔軽井沢）と草津温泉の宿泊を合わせたコース 
(2) 【草津＆白根周遊ルート】  草津温泉に宿泊し、定期観光バスで白根、鬼押出しを見学するコースNew! 

(3) 【伊香保・榛名・高崎ルート】  伊香保温泉⇒榛名湖⇒榛名神社⇒少林山達磨寺⇒白衣観音を巡るコース 
(4) 【水上⇔越後湯沢ルート】  ループ線を走るリゾート列車をＳＬと接続運転し、越後湯沢まで結ぶルートを訴求 
(5) 【桐生・わたらせ＆日光ルート】  藪塚温泉宿泊後、わたらせ渓谷鐵道を利用して日光へ抜けるルート 
(6) 【磯部・富岡ルート】  磯部温泉の宿泊を楽しんだ後、2日目にタクシーで富岡製糸場見学と街歩きを楽しむコース 

２． ≪群馬・長野・新潟 「のってたのしい列車」を機軸とした 広域周遊観光ルート≫ New! 
群馬、長野、新潟の広域周遊施策として、 「のってたのしい列車」 の「SL」「越乃Shu＊Kura」「おいこっと」でつなぐ旅行商品や沿線観光地を巡るスタンプラリーを実施 

(1)  「のってたのしい列車」でつなぐ旅行商品の設定New! 
  ○【富岡製糸場定期観光バス＆おいこっと＆越乃Shu*Kuraコース】 
 ○【ＳＬ＆もぐら＆ゆざわShu*Kuraコース】 
 ○【おいこっと＆ループ＆ＳＬみなかみ＆伊香保温泉宿泊コース】 
 ○【ＳＬ＆ろくもんコース】 
 ○【越乃Shu*Kura＆おいこっとコース】 

(2)  「新潟･長野・群馬わくわく周遊鉄道スタンプラリー」の開催New!   

  上記「のってたのしい列車」の列車内や観光施設等のスタンプを集めて周るスタンプラリーを 

 群馬、長野、新潟で協同実施(開催期間：7月18日～11月30日） 

(3)  駅弁 上信越おむすび「タビ結ビ」 New! 

  各県毎に地域ならではの特産食材を使った駅弁３種類を「上信越おむすび『タビ結ビ』」として販売、   

 「旅をお弁当を通して結びたい」という思いからブランド名、デザイン、価格、包材を統一 

３． ≪ウォーキングイベント 駅からハイキング≫ （いつでもコース17コース／イベントコース6コース） 

 「みなかみ町たくみの里野仏めぐりNew! （いつでもコース）」や「信越線130周年記念中山道上州板鼻宿を歩くコースNew! （イベントコース）」など新規5コースを含む全23コースを設定 

  またキャンペーン特別企画として群馬県内を中心に複数のコースを巡りスタンプを集める「とっておきのぐんま 駅からハイキングスタンプラリー」を実施 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

 

群馬県が誇る「温泉」を基軸とした県内周遊ルートや、広域周遊観光ルート構築として「新潟・長野エリア」と連携した周遊コースなど、二次交通も活用しながら近隣圏域との連携強化による商品化 
を実現し、「列車で来ても楽しめる群馬」として情報発信を行っていきます。 

臨時列車の運転（魅力ある列車の運転） 

「地域再発見」と六次産業化の推進 

県内鉄道事業者との連携 

群馬県内鉄道５社（上信電鉄・上毛電気鉄道・わたらせ渓谷鐵道・東武鉄道・ＪＲ東日本）が 
連携し、キャンペーンに合わせイベント他各種企画を実施します。 

 

１．≪連携イベントの開催≫ 
  各社主催・共催のイベントに相互出展し、鉄道の魅力をＰＲ 
(1)  「鉄道わくわく体験ｉｎ水上」（10/17） 会場：ＪＲ水上駅転車台広場 
(2)  「上毛電鉄感謝フェアイベント2015」（10/25） 会場：上毛電鉄大胡電車庫 
(3)  「高崎鉄道ふれあいデー」（10/31） 会場：高崎駅構内 
(4)  「創立120周年上信電鉄感謝フェア」（11/8） 会場：上信電鉄本社前広場 
(5)  「桐生市４鉄合同ハイキング」（～12/24） 

２． ≪「鉄道スタンプラリー」の実施≫ 

○６月から実施の「ぐんまワンデー世界遺産パス」を利用してお楽しみ 
  いただける「ググっとぐんま鉄道スタンプラリー2015」を実施 
○群馬県内を中心に駅を巡りながらスタンプを集めると抽選でプレゼント 
○街ナカにもスタンプを設置し「駅からの街歩き」を誘引  
○実施期間：10/1～12/31 

５ ＪＲ東日本の主な取組 平成27年8月21日 

ＪＲ東日本高崎支社 

 

「タビ結ビ」弁当（イメージ） 

宣伝展開及び情報発信 

鉄道スタンプラリー（チラシ） 

着地施策（旅行商品ほか） 

 

ＳＬ同時発車（イメージ） 

ＳＬ ＹＯＧＩＳＨＡみなかみ（イメージ） 

リゾートやまどり（イメージ） 

中之条ボランティアガイド 

わくわく収穫祭（イメージ） 

NO.DO.KAもぐら・ループ 
（イメージ） 

川原湯温泉号（イメージ） 
北関東ウマいもん合戦号 

（イメージ） 

鉄道スタンプラリー 

（イメージ） 

高崎鉄道ふれあいデー
（イメージ） 

上州ぐんま産直（イメージ） 

首都圏の駅を中心にポスター・パンフレットのほか、デジタルサイネージによるビジュアルや 
ＳＮＳを活用し群馬の魅力を効果的に情報発信します。 

１．≪宣伝スケジュール≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．≪鉄道情報フェイスブック開設 『沿線女子 鉄道旅行部』≫ New! 

群馬を中心に鉄道旅の魅力を『沿線女子 鉄道旅行部』が発信するフェイスブックページを開設 
○開設期間： 8/21～12/31 
○ページＵＲＬ：www.facebook.com/ensenjoshi.railtrip 
○掲載情報 （沿線情報 地元女子目線での） 
 ➢ 鉄道関連イベント 
 ➢ おススメ鉄道旅行ルート 
 ➢ おススメ観光スポット 
 ➢ おススメ沿線グルメ 
 ➢ その他企画 
    （沿線女子による駅長インタビュー、沿線自慢○番勝負） 

 
 
 
 フェイスブックページ（イメージ） 
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