
平成２８年８月２４日（水）
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 年の群馬デスティネーションキャンペーン（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 4 年目となる今年は、同時季におけるキャ
ンペーンの総仕上げとして、次のとおり開催します。

なお、一昨年・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 DCに準じた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２8年１０月１日(土) ～ １２月３１日(土)
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。

数値目標 17,380,000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 1,738 万人で
す。825,000人の増を目標とします。

２ キャンペーンの特色

◇昨年に引き続き、「とっておきのぐんまを巡る旅」をコンセプトに、温泉、世界遺産や真田

関連史跡などの歴史文化、紅葉、雪遊び、食など、秋～初冬におけるぐんまの魅力を組み

合わせた「とっておき」のぐんまを楽しむ周遊観光を提案します。

◇今年は初の試みとして、群馬県内鉄道各社と連携し、各社の車両に掲げるヘッドマークの

デザインを県内外から広く一般公募しました。観光キャンペーン期間中は、採用されたデ

ザインのヘッドマークを掲げた列車が群馬県内を走ります。また、平成 23 年の群馬 DC
以来となる重連 SL が、観光キャンペーンのオープニングを飾る列車として上越線を走り
ます。

◇ JR 東日本重点販売地域指定等により、キャンペーンのメーンターゲットである首都圏で
の情報発信を集中的に行います。併せて、北陸新幹線金沢開業により誘客が期待できる北

陸方面や、県外事務所のある中京・関西エリアでの情報発信も行っていきます。



 

 

３ ググっとぐんま観光キャンペーンの主な取組等 平成28年8月24日 

ググっとぐんま観光宣伝推進協議会 

広報宣伝 

広報宣伝物の掲出・配布等 

◆ポスター 

○ググっとぐんま観光キャンペーンポスター（秋バージョン） 

 紅葉など、秋のぐんまの魅力を訴求するポスターを作成、JR首都 

 圏駅等に掲出します。 

 作成部数 B1版 3,400枚 A2版 1,200枚（予定） 

 [9月中旬から順次掲出] 

  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 

○ググっとぐんま観光キャンペーンポスター（冬バージョン） New！ 

 今回新たに、雪やイルミネーションなど、キャンペーン後半の初冬における誘客 

 推進に向けたポスターを作成します。 

 作成部数 B1版 3,300枚 A2版 700枚 （※予定） 

 [11月中旬頃から順次掲出] 

  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 

○ぐんま大使第6弾ポスター キャンペーン版 ＜県事業＞ New！ 

 平成27年度に作成し、本年4月から県内を中心に掲出しているぐんま大使第6弾 

 ポスターの観光キャンペーン版を作成、JR東日本首都圏駅で掲出。 

 [作成部数] B1版 3,300枚 A2版 700枚 

 [9月中旬から順次掲出] 

  JR東日本首都圏主要駅 

 

◆パンフレット 

○観光情報誌「ググっとぐんま」秋・初冬号 

 四半期毎に作成している観光情報誌のキャンペーン特別号。真田ゆ 

 かりの地めぐり、紅葉スポット、イベント情報など、 「とっておきのぐ 

 んまを巡る旅」をお楽しみいただくための情報が満載です。  

 [仕様・作成部数] A4版40ページ・50万部 

 [8/24から順次配布] 

  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 

○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」 

 公共交通によるぐんまの旅の魅力を伝えるため、昨年に引き続き、列車やバス 

 を利用した具体的な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巡る1 

 泊2日のルートを中心に紹介しています。  

 [仕様・作成部数] 特殊サイズ（JR小さな旅サイズ） 12.5万部 

 [９月上旬から順次配布] 

  JR東日本首都圏主要駅、県内の観光案内所等 

メディア活用宣伝 

◆テレビ 旅番組 

◆ラジオ 

 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） 10/2～12/25（13回） 

         番組内でのキャンペーンPR 10/2 

民間企業と連携した宣伝 

 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] 

 対象店舗等：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 

 

誘客促進 

ツーリズムEXPOジャパン ＜県事業＞ 

 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 

 （みなかみ町と共同）。今年は、新潟県、埼玉県との3県連携により出展し、地酒 

 の飲み比べなどを実施。また、群馬県ブースでは、お米の食べ比べや郷土料理・ 

 温泉に関するセミナーなどを行います。 

 [開催日]9月23日（金）～25日（日） 

 [会場]東京ビッグサイト東展示棟 

 

インターネットによる情報発信 

 ググっとぐんま公式サイトや県・JRのフェイスブックを連動させるなど、ウェブを活  

 用した情報発信を効果的に行っていきます。 

 なお、本年5月に「ググっとぐんま公式サイト」と「群馬の観光情報」（県観光物産 

 国際協会による観光情報サイト）を統合するとともに、改訂増刷を続けている「富 

 岡製糸場とぐんま周遊観光ガイドブック」のモデルルートをサイト内に掲載するな 

 ど、情報発信を強化しています。 

 また、ぐんま観光特使の方々にSNS等で適宜情報発信をしていただきます。 

 公式サイト「ググっとぐんま」 http://gunma-dc.net/  

 facebook「群馬県観光局Ｇ’fａｃe」https://www.facebook.com/visitgunma ＜県事業＞ 

誘客キャラバン等  

・観光キャンペーンに向けた商品造成や情報発信を促すため、4月下旬から5月 

 上旬にかけて、首都圏の大手旅行会社12社及びメディア5社を訪問し、販促PRを 

 実施しました。 

・また、一般のお客様に向けたPRのため、首都圏JR駅や高速道路SA・PAなどで 

  の観光キャラバンを実施します。また、東京スカイツリーの観光PRコーナーにも 

 出展します。 

 

[JR駅]観光キャラバン等 

・9/5 立川駅 

・9/8 池袋駅 

・9/15 大宮駅 

・9/17～18 上尾駅（※） 

・9/28 恵比寿駅 

・9/29 横浜駅・大船駅 

・10/6 錦糸町駅 

・10/8～10 東京駅（東京鉄道祭） 
※上尾駅キャラバンに併せて、駅構内を群馬に関

するポスターで統一する 「群馬ジャック」を実施 

[高速道路SA・PA]ぐんま観光PR展 

・9/3 佐野SA（下り） 

・9/17 壬生PA 

・10/8 上里SA（下り） 

東京スカイツリーⓇ「Beautiful NIPPON」

全国観光ＰＲコーナー出展  

・日程 10/14～20 

・場所 東京スカイツリー 5階出口フロア  

レンタカー会社とのタイアップ企画「ぐんまドライブキャンペーン」 

 県内の主要レンタカー会社5社と連携して、鉄道で本県を訪れた方のレンタカー

による観光流動促進のため、「ぐんまドライブキャンペーン」を実施。レンタカーをご

利用の際に応募いただくと、抽選で100名様に特産品などが当たります。 

[参加レンタカー会社]トヨタレンタリース、駅レンタカー、 

 タイムズカーレンタル、オリックスレンタカー、日産レンタカー 

[期間]10/1～12/31            

 

受入体制整備 

ボランティアガイドの紹介 

 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。 

 ・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 

おもてなし講習会の開催支援 

 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。 

二次交通対策 

◆千客万来支援事業 ＜県事業＞ 

 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 

 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JR小さな旅小冊子「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巡回バスや観光タクシーなどを積極的

に発信していきます。 

メインターゲットの首都圏に加え、昨年3月の北陸新幹線金沢開業により誘

客が見込める北陸方面や、県外事務所のある中京・関西エリアでの情報発

信を行いきます。 

 ※北陸新幹線はくたか 金沢⇔高崎 最短約2時間 

ググっとぐんま観光キャンペーン in 北陸 

テレビ、ラジオ、イベント等を包括的に利用して、北陸地域の方々に本県の

観光情報を発信していきます。 

 ・テレビ金沢 CM放送（20本）、特集番組の制作・放映（1分×1本） 

 ・テレビ金沢ホームページにバナーを2ヶ月掲載 

 ・「MRO旅フェスタ」に出展＜7/9(土）～10(日) 会場:石川県産業展示館＞ 

北陸新幹線沿線駅での観光キャラバン 

北陸新幹線金沢駅での観光キャラバンを実施します。 

 ・9/16(金)～17(土) 金沢駅 

 

中京・関西エリアでの観光PR 

県外事務所を有する名古屋、大阪を中心に、イベントに出展するなどして観

光PRを行います。 

・中京エリア 

 10/15(土)～16(日) 名古屋まつり 

・関西エリア 

 10/29（土)～30(日) 天神天満ハロウィンストリート 
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※ 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28年8月24日 

ググっとぐんま観光宣伝推進協議会 

世界遺産「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、日本遺産「かかあ天下－ぐんまの絹

物語」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て絹遺産巡り

はいかがでしょうか。 

●富岡製糸場と絹産業遺産群 →P. 20 

それぞれの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

場では、「東置繭所」2階と「西置繭所」保存修理工事を限定公開中です。 

 

 

 

 

 

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

 

●日本遺産「かかあ天下－ぐんまの絹物語－」 →P. 21、33 

昨年4月に初めて、全国で18件のストーリーが認定された日本遺産。群馬県では「かかあ天

下－ぐんまの絹物語」が認定されました。とりわけ桐生市には構成文化財が6件も集積。染

色・織物などの体験を楽しみながら日本遺産を巡るまちあるきがおすすめです。 

＜桐生市の日本遺産構成文化財＞ 

 ・白瀧神社 

 ・旧模範工場桐生撚糸合資会社事務所棟 

 ・桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区 

 ・後藤織物 

  ・織物参考館“紫”（ゆかり） 

  ・桐生織物会館旧館 

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しており、以下はほんの一例。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.18 

自然湧出量日本一を誇る天下の名湯。湯畑周辺の整備により、浴衣でそぞ

ろ歩きの魅力も増しています。11月下旬からは、「草津温泉感謝キャンペー

ン」を開催。 

TEL：0279-88-0800（草津温泉観光協会） 

●伊香保温泉（渋川市） →P.28 

戦国時代発祥の石段街がシンボルの由緒ある温泉。10/8～9にはググっと

石段物産市が開催され、渋川市、榛東村、吉岡町の特産品が楽しめます。 

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 

利根川上流の渓流沿いに広がる、「みなかみ18湯」を代表する温泉。10月

中は土曜日を中心に谷川岳天神平 星の鑑賞会が開催されますので、ぜひ

宿泊してお楽しみください。 

TEL：0278-72-2611（水上温泉旅館協同組合） 

●四万温泉（中之条町） →P.16 

清流・四万川に沿って細長く連なる温泉街。紅葉の季節は、時間帯によって

水の色が変わる奥四万湖や四万湖でのカヌー体験がとくにおすすめです。 

TEL：0279-64-2321（四万温泉協会） 

 

ぐんまが誇る多彩な「温泉」 

今年の「ググっとぐんま観光キャンペーン」では、昨年に引き続き「とっておきのぐんまを巡る

旅」をご提案。ぐんまが誇る多彩な温泉と、歴史文化やこの季節ならではの「とっておき」を組み

合わせて、多くのお客さまにお楽しみ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と重連SL運転     

◆オープニングセレモニー 

 日時：10月1日（土）12:25頃～ 

 場所：JR高崎駅東口ペデストリアンデッキ 特設ステージ 

 JR高崎支社主催のイベントにおけるプログラムとして開催。  

 主催者・来賓あいさつ、関係者によるテープカット後、今年 

 初めて実施した「群馬県内鉄道5社ヘッドマークデザインコンテスト」採用デザインのお披露  

 目を行います。 

◆群馬DC以来の重連SL運行 

 オープニングセレモニー終了後、平成23年の群馬DC以来となる重連（2台のSL D51 498と 

 C61 20が連なる編成）によるSLが高崎駅を出発します。 

 日時：10月1日（土）13:12高崎駅発 

 概要：群馬DC以来5年ぶりとなる重連SLが、高崎⇔水上間を走ります。高崎駅長やぐんま 

 ちゃん、オープニングセレモニー参列者などが列車のお見送りを行います。 

  

大河ドラマ「真田丸」 

現在放映中の大河ドラマ「真田丸」。上州における真田氏の足跡は広範囲に及び、「真田街

道」に沿って点在しています。また、真田氏にちなんだイベントも開催されます。 

●岩櫃山・岩櫃城址（東吾妻町） →P. 5 

天然の要塞・岩櫃山に築かれた岩櫃城は真田氏上州攻略の拠点。信繁（幸村）もここで幼

少期を過ごしたといわれています。本年4月には岩櫃山平沢登山口観光案内所が開設。 

TEL：0279-70-2110（東吾妻町観光協会） 

●名胡桃城址（みなかみ町）  →P. 5 

秀吉による小田原攻めと天下統一のきっかけとなった名胡桃城。名胡桃城址案内所は、上

州沼田真田丸展のサテライト会場にもなっています。 

TEL：0278-62-0793（名胡桃城址案内所） 

●真田関連の主なイベント 

  ・上州沼田 真田丸展 （沼田市）） →P. 5 

  名将たちが沼田城を狙っていたことや小松姫のエピソードなど、沼田が真田家と深いかか 

  わりがあることを、大河ドラマ「真田丸」の世界を通じて紹介しています。 

  TEL：0570-00-6667（上州沼田 真田丸展 入場券管理センター） 

 ・岩櫃城忍びの乱（東吾妻町）  →P. 6 

 忍びをテーマにした複合イベント。忍術道場、忍者修行体験、ものづくりワークショップ、ク 

 イズラリーなど、盛りだくさんのプログラム。 

 開催日：10/29(土)～30(日) ※予定 TEL：0279-70-2110（東吾妻町観光協会） 

 ・戦国ストリートin沼田2016（沼田市）  →P. 10 

 真田氏が治めた城下町・沼田の名物イベント。武者行列、信州真田鉄砲隊の火縄銃発砲 

 演武など。 

 開催日：11/12(土)～13(日) TEL：0278-23-2111（沼田市観光交流課） 

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。 

●めがね橋（碓氷第三橋梁）、アプトの道 （安中市） →P. 23 

めがね橋は1892年に完成したアーチ橋で全長約91m・高さ31mは日本

最大規模。めがね橋を含むアプトの道を歩きながら、廃線跡に思いを

はせ、紅葉をお楽しみください。 

TEL：027-382-1111（安中市観光課） 

●丸沼高原・日光白根山（片品村） →P. 9 

湖畔の景色が美しい丸沼高原と関東以北最高峰の日光白根山。鎌田

から丸沼高原へは無料シャトルバスも運行します。 

TEL：0278-58-2211（丸沼高原総合案内所） 

●芳ヶ平湿地群（中之条町） →P. 15 

日本国道最高地点の渋峠眼下に広がる絶景。高山植物の自生する高

層湿原は紅葉も見事です。 

TEL：0279-75-8814（中之条町観光協会） 

●赤城山（前橋市） →P. 32 

標高差があるため色とりどりの紅葉が長く楽しめます。ハイキングコー

スも多数整備されており、時季・体力に合わせて選べます。 

TEL：027-235-2211（前橋観光コンベンション協会） 

●富弘美術館（みどり市） →P. 34 

紅葉が美しい草木湖畔を散策できる遊歩道が整備されています。西岸

の富弘美術館で憩いと芸術鑑賞のひとときを。 

TEL：0277-95-6333（富弘美術館） 

とっておきの「秋」を満喫 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。 

●さらさらパウダースノーと遊ぶ冬 →P. 14 

ぐんまの冬は、広いエリアが雪国。標高2,000m級の山々が連なる国

境近くを中心に、上質なパウダースノーのゲレンデが点在。スキーや

スノーボードはもちろん、スノーシュー、エアーボード、スノーラフティ

ングなどのウインタースポーツができるゲレンデもあります。 

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2016（高崎市） →P. 24 

冬の榛名湖を彩る壮大なイルミネーション。国内最大級出力といわ

れるレザリアムショーや花火とのコラボレーションも展開します。 

【開催期間：12/9～26】 

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「グルメイベント」 
地元の特色あるグルメ、広域からの出展もあるイベントなどが各地で開催されます。 

●第6回 麺-1グランプリ in 館林（館林市） →P. 8 

 開催日：10/1～2 会場：館林市役所東広場 

●いせさきもんじゃまつりと新・伊勢崎グルメ大集合!! 2016（伊勢崎市） →P. 8 

 開催日：10/23 会場：伊勢崎オートレース場内 東側広場 

●キングオブパスタ2016（高崎市） →P. 8 

 開催日：11/13 会場：もてなし広場（高崎市高松町） 

●北関東三県ウマいもん合戦in桐生（桐生市） →P. 8 

 開催日：11/26～27 会場：桐生市運動公園 

一般公募により採用されたデザインのヘッドマークを掲出した列車の運転     

県内鉄道5社と連携し今年初めて実施した「群馬県内鉄道5社ヘッドマークデザインコンテス

ト」で採用されたデザインのヘッドマークを掲げた列車が、観光キャンペーン期間中、以下の

予定で走ります。 

 ・JR上越線SL     10/1（土） SLググっとぐんまみなかみ（D51 498とC61 20による重連） 

 ・JR信越線SL     10/28（金） SL・EL群馬県民の日（D51 498） 

 ・上信電鉄       10/1～12月下旬 150形 151・152号車  

 ・上毛電気鉄道    10/1～12月下旬（10/23を除く） 711・721号車、10/23 デハ101 

 ・わたらせ渓谷鐵道  10/1～12月下旬 WKT500形 502号車 

 ・東武鉄道       10/1～12月下旬 8000系1編成（区間：桐生線、小泉線、佐野線） 

  ※掲出期間は前後する場合があります。また、掲出期間中でも検査等により当該車両が 

    走らない場合があります。 

  ※ヘッドマークデザインコンテストの応募件数（8/19〆） 528件 

昨年のオープニング（SL同時発車） 

後藤織物     手織り体験（織物参考館“紫”） 

北関東三県ウマいもん合戦in桐生 



 
 宣伝展開及び情報発信 

◆駅での宣伝展開 
 ・キャンペーンＰＲポスター各種の掲出  
 ・総合ガイドブックの配架 
 ・小冊子各種の配架 
 ・車内吊ポスター（Ｂ3）の掲出 
 ・駅での各種装飾 
 （のぼり旗・フラッグ・三角ＰＯＰ・スイングＰＯＰ） 
 ・びゅうプラザ用ノベルティの配布 
 ・デジタルサイネージでの宣伝 

◆積極的な情報発信 
  ●フェイスブックでの情報発信 
    昨年より立ち上げた「沿線女子鉄道旅行部」フェイスブックページでの情報発信を行い、 
  群馬の魅力をタイムリーに発信し、SNSで新たな年齢層へのPRを実施します。 

◆キャンペーンＰＲスケジュール 

◆「Suicaでお買い物キャンペーン」の実施 
  街ナカでSuicaを利用をご利用になった方への特典として、群馬県内の 
  Suica導入施設（約40箇所を予定）にて「Suicaでお買い物キャンペーン」 
  を実施します。 
  【概要】Suica・PASMO等の電子マネーを使って500円（税込）以上のお買い物 
  をされた方にSuicaのペンギンオリジナルフードクリップをプレゼントします。 
  【期間】：10/1（土）～ （先着順、各店舗で在庫がなくなり次第終了となります） 
 

その他 
◆ＳＬ「Ｃ61 20」「Ｄ51 498」魅力向上 
  ●ＳＬの車掌制服のリニューアル 
  ● 「Ｄ51 498ルーム」の展開 

  ホテルメトロポリタン高崎では、 SLのＤ51をコンセプト 
  にした「D51 498ルーム」を10月にオープンします。 
◆ぐんまちゃんのラッピング列車 
  特急「草津」などで活躍する651系特急車両1編成に、群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」  
  のラッピングを実施します。（9月下旬～１月上旬予定） 

◆個人型びゅう旅行商品の設定   

   温泉の新たな楽しみ方として、磯部温泉で人気の「砂塩風呂」や四万湖で 
  体験できる「カヌー体験」を新たに設定しました。 
    詳しくは、びゅうパンフレットをご覧ください。 

◆ぐんまワンデー世界遺産パスの発売    

  群馬県内の鉄道が定額で1日乗り放題です。 
  世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」や世界の記憶国内候補の「上野三   
  碑」をはじめ県内の名所等を列車で巡ることができます。 
  【発売期間】：7/1（金）～12/31（土） 
  【料金】：おとな2,100円、こども1,050円 

◆群馬・新潟・長野の3県の連携による、「のってたのしい列車」 
   を活用した「列車に乗る」ことを楽しむ周遊ルートの構築 
 ・「SL」 「リゾートやまどり」「おいこっと」「Shu＊Kura」「現美新幹線」などの 
   「のってたのしい列車」での旅を提案します。 
 ・群馬・新潟・長野にゆかりのある戦国武将の真田・上杉を共通テーマとし、 
   関連施設やエリア内を運行する列車をめぐるスタンプラリーを実施します。 
  【開催期間】：7/23（土）～12/31（土） 

◆駅からハイキング 
  「上州真田の里 沼田市の秋 真田氏ゆかりの地をめぐる」など、新規設定 
  の3コースを含む〝とっておき″の全20コースを設定。また、「とっておきの 
  ぐんま 駅からハイキングスタンプラリー！2016」を実施します。 

◆駅から観タクン「上野三碑」コースの設定   
   世界記憶遺産国内候補の「上野三碑」を、定額で効率よく周遊してもらうため 
  高崎駅発着のコースとして、4月より新たに設定しました。 
  【料金】9,050円（タクシー1台）※最大4名までご乗車いただけます。 
 

   群馬県では県内5社の鉄道会社と連携し、キャンペーン期間中にお客さまに楽し   
   んでいただける取組みを実施します。 
◆「ググっとぐんま鉄道スタンプラリー」の実施 
   平成22年より、駅にスタンプを設置して、お客さまに楽しんでもらえるよう鉄道スタンプラ  
  リーを実施していますが、スタンプを6年ぶりにリニューアルし、県内鉄道事業者が連携し  
  たオリジナル特別賞も設定します。また、冊子のなかでは、鉄道に関する歴史等を紹介し   
  て、読み物等としても楽しんでいただけるようにします。 

◆県内各地での鉄道イベントの実施 
  10月を「群馬鉄道月間」とし、各社でイベントを実施します。 
 ・10/15（土）鉄道わくわく体験inみなかみ（水上駅転車台広場） 
 ・10/16（日）上信電鉄感謝フェア（上信電鉄本社前） 
 ・10/23（日）頑張るぐんまの中小私鉄フェア  
       （上毛電気鉄道大胡車庫ほか） 
 ・10/29（土）高崎鉄道ふれあいデー（JR高崎駅南側留置線ほか） 
   各社主催・共催のイベントに県内5社で相互出展することにより、群馬の鉄道の魅力をPR  
    していきます。 

その他の臨時列車 
・谷川岳紅葉号（10/8（土）・9（日）・10（月・祝））  

・鉄道わくわく体験号（10/15（土））  

・NO.DO.KAもぐら・ループ（11/19（土）・20（日））  

・やまどりもぐらループ（11/26（土）・27（日））  

 
 

SL（蒸気機関車）の運転 
◆上越線（高崎駅⇔水上駅） 

  高崎駅⇔水上駅間で「SLみなかみ」など16日間・32本を運転します。 

  ●ＳＬググっとぐんまみなかみ（10/1（土）） 

  キャンペーンオープニングを記念して平成23年以来、 

  SLの重連（2台のSLが連なって）運転を行います。 

  ● EL＆SLみなかみ（10/15（土）） 

  千葉みなと駅⇔水上駅間を直通運転します。 

  千葉みなと駅⇔高崎駅間はEL（電気機関車）で、 

  高崎駅⇔水上駅間はSLで牽引します。 

  ●ＳＬ YOGISHAみなかみ（10/29（土）） 

  SLが夜間運転し、水上駅転車台広場にて 

  ハロウィンイベントを実施します。 

  ●その他 

  上越線沿線地域活性化協議会によるおもてなし、 

  記念乗車証の車内配布、水上駅転車台広場にて 

  レールスター体験なども予定しています。  

◆信越本線（高崎駅⇔横川駅） 

 高崎駅⇔横川駅間では「SL・DL（レトロ）碓氷」など9日間・18本運転します。   
 ※DLとは、ディーゼル機関車の略です。 

  ●SL・EL群馬県民の日（10/28（金）） 

  群馬県民の日にSLを運転します。また、運転に合わ 

  せてイベントを実施します。 

  ●地元の高校生によるおもてなし 

  和太鼓や工女服姿でのお出迎えを実施します。 

リゾートやまどりの運転 
   大宮駅発着の「リゾートやまどり」に加えて、八王子駅発着の「はちおうじやまど  

   り」や、新習志野駅発着の「しもうさやまどり」を、16日間・32本運転（10・11月）し  

   ます。また、中之条駅での約90分間の停車時間中に、地元ボランティアガイドの  

 案内（予約不要・無料）による、まちなか散策を全ての列車で楽しむことができま  

 す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
 
    
   高崎支社が誇る2台のSL「C61 20」「D51 498」や 「リゾートやまどり」が、週末を 
   中心に運転します。詳しくは『ぐんまのススメ』をご覧ください。 
       

臨時列車の運転 

５ ＪＲ東日本の主な取組 平成28年8月24日 

ＪＲ東日本高崎支社 

 

着地施策（旅行商品ほか） 

 

リゾートやまどり（イメージ） 

◆ググっとぐんまオープニングイベント（10/1（土）） 
  ググっとぐんま観光キャンペーンのオープニングを記念して、群馬のおいしいものを集めた 
  イベントを行います。 
  【開催時間】11：00～16：00（予定） 
  【開催場所】高崎駅東口ペデストリアンデッキほか 
  【イベント内容】マーチングバンド演奏、ぐんまのおいしいもの大集合など 

◆地産品をPRするイベントを県内外で開催 
  ●「ままマルシェ」（9/10（土）～11（日）） 
   生産者の方が直接、農産物を発売し、PRするイベントをプレイベント 
   として、前橋駅にて実施します。 
  ● 「上州ぐんま産直市」（11/10（木）～12（土）） 
  地域の方々と連携し、群馬の農産物の魅力をＰＲするイベントを、 
    群馬県と共催し、上野駅で開催します。 

◆駅そばキャンペーンの実施 
  群馬（高崎）・新潟・長野の3エリアが連携し、オリジナルメニューの開発などを行い、ライン  
  ナップの強化を目指します。（10月中旬～12月中旬） 

◆6次産業化商品の展開 
  ホテルメトロポリタン高崎と共同開発した、オール群馬県産の食材を 
   使った「ベGパスタ（ベジパスタ）」をホテルメトロポリタン高崎で販売します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   

リゾート列車「やまどり」の運転 

広域連携 

地域の魅力向上と6次産業化の推進 

県内鉄道事業者との連携 
（ＪＲ東日本・上信電鉄・上毛電気鉄道・わたらせ渓谷鐵道・東武鉄道） 

その他 

 とっておきのぐんまを満喫していただくべく、各種新規メニューを設定しました。 
詳しくは、びゅうパンフレットをご覧ください。 
◇歴史・文化 
 世界遺産「富岡製糸場」や世界記憶遺産候補「上野三碑」の課題であった2次交
通を観光タクシーや会員バスで整備をしました。 
◇温泉 
  【草津】10月～12月のキャンペーン期間中、びゅう商品で草津温泉に宿泊した

方に、「熱乃湯」入場券がもれなくつきます。（ＪＲ付、店舗購入の方限定）※一部
商品除きます。 
  【磯部】10月～12月のキャンペーン期間中びゅう商品で磯部温泉に宿泊した方

に磯部温泉内びゅう掲載施設の湯めぐりが楽しめます。温泉の新たな楽しみ方と
して地元で人気の「砂塩風呂」を女子向け冊子である「トランスペシエ」で新規に設
定します。 
◇自然・体験 
  谷川岳星の鑑賞会の実施時期を10月まで延長することで秋の夜の魅力向上

を図りました。食材の宝庫ぐんまならではの体験メニューとして「農家体験」を初め
て商品化しました。 
 
 

鉄道体験 
 

その他の臨時列車 

●群馬・新潟・長野の3県の連携による、「のってたのしい列車」を活用した「列車
に乗る」ことを楽しむ周遊ルートの構築 
・「おいこっと」「Shu＊Kura」「ろくもん」「現美新幹線」「SL」などの 
「のってたのしい列車」での旅を提案します。 

・群馬・新潟・長野にゆかりのある戦国武将の真田・上杉を共通テーマとし、関連施設やエリ
ア内を運行する列車をめぐるスタンプラリーを実施します。【開催期間：7/23（土）～12/31（土）】 

●栃木県南エリアとの連携 
  栃木県南エリアとの両毛線をフックとした連携を継続して実施し、 
絹・着物・歴史などを共通のテーマに、小冊子を作成し両毛線沿線を盛り上げていきます。 

キャンペーンスケジュール 

旅の提案 
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