平成２９年５月１９日（金）
ググっとぐんま観光宣伝推進協議会
（事務局：公益財団法人群馬県観光物産国際協会）
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 観光キ

ャンペーンを今年度より、秋開催から夏開催に変更することにより、「水」と「山」を切り口
に、さらなる誘客促進を図ります（２９年度は通算８回目の開催）。
なお、ＪＲ東日本の重点プロモーション地域指定（※）の支援を受けて実施します。
※ＪＲ東日本では、３カ月単位で首都圏において重点プロモーション地域を指定し、当該地域について重点販
売地域に準じた集中的な宣伝を展開しています。
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キャンペーンの概要

７月１日(土) ～ ９月３０日(土)

実施期間

平成２９年

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）
※本年度から、当協議会の事務局は、公益財団法人群馬県観光物産国際協会に移
管いたしました。

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

２０,６３0,000人
今年７月～９月の観光客入込数の目標は、対前年同期比５%増の２，０６３万人
です。９８５，１３９人の増を目標とします。
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キャンペーンの特色
◇水源県「ぐんま」ならではの「水」と谷川岳などの県境稜線トレイルや上毛三山などの「山」
をコンセプトにキャンペーンを実施し、夏のぐんまの魅力を最大限にＰＲしていきます。
また、今年度「世界の記憶」として登録が期待される「上野三碑」、グランドオープンの県
立歴史博物館などとともに、魅力的な観光資源の周遊観光をＰＲしていきます。
◇今年より新たに始まったＪＲ東日本の重点プロモーション地域指定を受け、首都圏での集
中的な情報発信により誘客促進を図ります。併せて、県外事務所のある中京・関西方面や
北陸方面でも誘客促進を図っていきます。
◇キャンペーン開始前の６月２０日には、東京都内にて旅行エージェント、マスコミ等を対
象とした知事のトップセールスを行うほか、宿泊や有料観光施設を利用することで、スタ
ンプがたまり、抽選で特典が当たる「心にググっと
群馬県エリア全体への誘客を図ります。

ぐんまちゃんパスポート」をはじめ、
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ググっとぐんま観光キャンペーンの主な取組等
広報宣伝

広報宣伝物の掲出・配布等
●観光ガイドブック「ググっとぐんま」キャンペーン夏特集号
キャンペーン期間中の見どころを掲載したガイドブック
を発行し、本県の魅力を首都圏を中心に発信いたします。
[発行部数] A４版３２ページ・３０万部
[５/２５から順次配布]
[配布場所]首都圏のＪＲ・東武鉄道主要駅、
高速道路ＳＡ・ＰＡ、県内の道の駅、観光施設、
観光案内所、県内外の各種イベント等
●ググっとぐんま観光キャンペーンポスター
ガイドブックと連動した「夏のぐんま」の魅力を訴求する
キャンペーンポスターを作成しJR東日本の首都圏を中心
に掲出いたします。
[制作部数] B1判／２，６００枚、A2判／６００枚
[掲出場所〕]ＪＲ東日本管内の主要駅、
県内観光施設・観光案内所、
県内外のイベント等
●啓発宣伝グッズの作成・配布
キャンペーンの啓発宣伝グッズ（のぼり旗等）を作成し、
市町村等関係団体に配布するほか、観光キャラバンや
各種イベント等で活用いたします。
[制作部数] のぼり旗３，０００枚、
手提げビニール袋３０，０００枚、
ポケットティッシュ３０，０００個

誘客促進
ググっとぐんまプレゼンテーションin東京＜県事業＞
知事のトップセールスの実施など、群馬の観光の
魅力を首都圏の旅行エージェントやメディア及び、
交通事業者等にＰＲを行います。
[期日] ６月２０日（火）１５：００～
[場所] ホテルメトロポリタン池袋
心にググっと ぐんまちゃんパスポート＜県事業＞
宿泊観光と周遊観光を促進するため、宿泊施設や
［イメージ］
観光体験施設等での利用でポイントがたまり、
県産品等が当たるステージ制の周遊パスポートを
発行します。また、パスポートを提示すると割引が
受けられます。
［実施時期］７月より事業開始予定
※最大で平成３２年度までの４年間
［対象店舗］：スタンプ参画施設５００施設（予定）
クーポン参画施設３００施設（予定）
［特徴］：ステージは３種類あり、ステージを１つクリアするごとに抽選で
特産品等が当たるチャンスがあります。ステージを１つクリアす
るごとに 賞品はグレードアップし、全てクリアするとぐんまちゃ
んと記念撮影ができるなどの特典も用意しております。
ツーリズムEXPOジャパン２０１７ ＜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
を出展し、全国に向け群馬県の観光PRを行います。
[開催日] ９月２１日（木）～２４日（日）
※一般開放日は、２３日（土）・２４日（日）のみ
[会場]東京ビッグサイト東展示棟
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、昨年１０
月及び今年２月に、首都圏の大手旅行会社１０社及び旅行メディア・旅行
新聞社９社を訪問、夏期間の観光素材の提供及び販促PRを実施しまし
た。また、一般のお客様に向けた観光キャラバンを、首都圏主要駅や高
速道路（SA・PA）などで実施いたします。
【首都圏駅キャラバン（予定）】

●インターネットによる情報発信
公式サイト「ググっとぐんま」に、キャンペーン期間中の観光情報を掲載し
た特設ページを設置いたします。
また、サイトのデザインを変更し各地のイベント情報やグルメ情報などの
拡充及び、温泉地情報等をリニューアルいたします。

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」を実施い
たします。レンタカー利用で応募いただくと、抽選で８０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群馬、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] ７月１日（土）～９月３０日（土）

日時
５月２９日（月）
６月 １日（木）
６月 ８日（木）
６月１２日（月）
６月１６日（金）・
１７日（土）
６月２２日（木）
６月２６日（月）
７月６日（木）
７月１０日（月）

場所
ＪＲ八王子駅・立川駅
ＪＲ大宮駅
ＪＲ千葉駅
ＪＲ池袋駅
ＪＲ上尾駅
ＪＲ横浜駅
ＪＲ大船駅
東武鉄道北千住駅
東武鉄道新越谷駅

【高速道路ＳＡ・ＰＡ】

日時
７月１５日（土）
９月 ２日（土）
９月１６日（土）

場所
上里SA（下り）
佐野SA（下り）
壬生PA

受入体制整備
おもてなし体制作り
●おもてなし講習会
おもてなしの心構えや基本マナーなどを学ぶ講習会を実施します。
そして、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します。（講師謝金を一部助成します）
●ぐんま観光おもてなし隊による啓発活動
一般県民のキャンペーンへの理解浸透と県外における本県への誘客
を図るため、ぐんま観光おもてなし隊が、県内外の各種イベントや観光
キャラバン等で啓発活動を行います。
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。
●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します。（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
[配布場所」 首都圏のＪＲ主要駅、観光施設、観光案内所、県内外の
各種イベント等
メインターゲットの首都圏に加え、平成２７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 観光キャラバン
金沢市内の大手旅行会社への観光キャンペーンＰＲ及び、観光
素材の提供を行うキャラバンを実施します。
また、金沢駅での観光キャラバンやＪＲ西日本金沢支社（金沢
駅）との誘客に向けての意見交換を行います。
・７月４日(火)～５日(水)
１日目：大手旅行会社４社
２日目：金沢駅観光キャラバン、
ＪＲ西日本金沢支社（金沢駅）との意見交換
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
７月２５日（火）
嬬恋高原キャベツＰＲイベント
（開催場所：中日ビルほか）
９月９日（土）～１０日（日） ふるさと全国県人会まつり
（開催場所：久屋大通広場）
・関西エリア
７月７日（金）～８日（土）
関東甲信越静６県の観光展
（開催場所：大阪地下街ディアモール内ディーズスクエア）
９月８日（金）～９日（土）
関東甲信越静６県の観光展
（開催場所：神戸さんちか）

各エリアからの誘客推進

●民間企業と連携した宣伝
民間企業の協力により、観光キャンペーンガイドブック、のぼり旗の設
置やポスター掲出を行います。
[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、
とりせん、ベイシア、フレッセイ、群馬銀行（県外支店）、
ヤマト運輸、佐川急便、イオンモール太田、
イオンモール高崎
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ググっとぐんま観光キャンペーン
ググっとぐんま観光キャンペーン
オープニングセレモニー

日時：7月1日（土）12:00頃～
場所：水上駅転車台広場特設ステージ
（JR上越線水上駅より徒歩約５分）
特徴：ＪＲ高崎支社主催のイベント｢鉄道わくわくフェスティバル｣と連携して開催い
たします。
内容：主催者あいさつ、関係者によるテープカット、利根商業高校吹奏楽部による
演奏等。 水源県「ぐんま」ならではの「水」をテーマとし、夏の魅力ある素材
として谷川岳からの源流であることから、みなかみ町を会場にオープニング
セレモニーを開催いたします。
●鉄道わくわくフェスティバル
日時：7月1日（土）10:00～15:00
場所：同上
内容：バンジートランポリン、スライダー、ボールプール等のアトラクションの他、
スタンプラリーや写真パネル展、物産販売等を行います。

温泉＋αで楽しもう！
群馬県には、多くの温泉があります。ここでは、温泉だけでなく温泉＋α
の楽しみ方をご紹介させていただきます。
●草津温泉（草津町） ⇒P１３
浴衣de散歩
御座之湯番台で受付し、お好きな外出用の貸浴衣、
下駄などを選んで、温泉街をそぞろ歩きできます。
西の河原公園 ライトアップ
遊歩道約300mに間接照明、歩道脇にあんどんが
設置され、幻想的な夜の散歩を楽しめます。
●四万温泉（中之条町） ⇒P１４
四万湖 体験散歩カヌーツアー
紺碧の神秘的な小さな湖でのカヌー体験。
湖上で非日常的な体験ができます。
ちょうちんウォーク
四万温泉の夏の夜、ちょうちんを片手に風情
あふれる温泉街を１時間ほど夕涼みしながら
そぞろ歩きできます。
●伊香保温泉（渋川市） ⇒P15
女将と歩く夜の伊香保ワクワク体験
真夏の夜、ちょうちんを片手に、浴衣姿で石段街を
女将の案内で、会話を楽しみながら巡ります。
女将の夢色虹色しゃぼん玉大作戦
温泉街に流れる童謡｢しゃぼん玉｣のメロディーに
合わせ石段街の３カ所で｢しゃぼん玉｣を飛ばします。
●みなかみ温泉１８湯（みなかみ町） ⇒P1６
谷川岳一ノ倉沢エコハイキング
谷川岳を知り尽くした山岳ガイドの案内で安全に
楽しく、日本三大岩壁の一つ｢一ノ倉沢｣を巡ります。
バンジージャンプ
橋の上から渓谷に向かってジャンプ。
勇気を出して挑戦すれば爽快感が待っています。
※詳しくは、観光情報誌「ググっとぐんま」キャンペーン夏特集号をご覧ください。上表中ページ番号が該当ページを示しています。

見どころ・イベント等
うるおい体感、水の国

水の国ぐんま
ぐんまの水風景としてさまざまな切り口で魅力的な資
源を紹介します。
●滝
吹割の滝（沼田市）や
棚下不動の滝（渋川市）など。
●尾瀬ヶ原（尾瀬）（片品村）
｢日本百景｣｢日本遺産百景｣としても認定されています。
●チャツボミゴケ公園（中之条町）
国の天然記念物であり、ラムサール
条約に登録されています。
●その他
小平鍾乳洞（みどり市）や不二洞（上野村）
などの鍾乳洞は水がつくりだす神秘の代表です。
ぐんまで水遊び
ぐんまの夏は、水のアクティビティが充実してます。
●かんなの涼（神流町） ※ポスターメイン写真
●ラフティング（みなかみ町・渋川市）
●キャニオニング（みなかみ町・中之条町）
●カヌー（みなかみ町・中之条町・片品村など）
●リバートレッキング（みなかみ町・長野原町）
●ハイドロスピード（みなかみ町）
●赤城南麓釣り堀（前橋市）

ぐんまの｢夜｣を楽しむ！
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ぐんまの｢山｣

⇒Ｐ６

ぐんまのダム
｢首都圏の水がめ｣として、関東１都６県をうるおし、
暮らしを守る利根川水系のダムの魅力を紹介します。
●ダム現場見学会
八ッ場ダム（長野原町）では、最先端
のダム建設技術を駆使した工事現場
が見学できます。
●発電所見学会
神流川発電所（上野村）では、
地下約５００ｍにある発電所内部
をガイド付きで見学できます。

群馬県には日本百名山の中で、
｢谷川岳｣｢四阿（あずまや）山｣ など
１１座を数えるほど有名な山々があ
ります。群馬県では、稜線トレイルと
して整備を行い、麓の温泉地や観
光施設を絡めてPRしていきます。

ぐんまの涼・恵（食）
水がもたらす恵みである食を紹介します。
●梁（やな）
落合梁（渋川市）・磯部梁（安中市）・桐生梁
●ひんやりメニュー
冷汁うどん（板倉町）・冷やしおきりこみ
（高崎市）・上州富岡サイダー（富岡市）
●野菜の収穫体験
道の駅｢あぐりーむ昭和｣（昭和村）
●くだもの狩り＆ジャム作り体験
JASオーガニック塚本有機ブルーベリー農園
（藤岡市）、ドールランドみなかみ（みなかみ町）

山関連のイベント情報 ⇒P２８
●ぐんま山フェスタ

⇒P1１

ぐんまの夜の楽しみ方として、｢祭り｣｢花火｣｢星空鑑賞｣を紹介します。
●桐生八木節祭り（桐生市）
（開催日：８月４日（金）～６日（日））

市街地にやぐらを設置し自由に踊ることができるお祭り。
●大日向の火とぼし（南牧村）
（開催日：８月１４日（月）・１５日（火））

振り回される炎の輪が幻想的な県内最大級の火祭り。
●県立ぐんま天文台
｢ベルセウス座流星群説明会・観察会｣（高山村）
（開催日８月１２日（土））

ぐんまの｢遺産｣ に触れる！⇒P２７
●世界遺産｢富岡製糸場と絹産業遺産群｣ （富岡市ほか）
富岡製糸場では、復元したブリュナエンジンの動態展示
をはじめ、鉄水瑠や西置繭所を見学できます。
●ユネスコ｢世界の記憶｣候補｢上野（こうずけ）三碑｣（高崎市）
約１３００年前の日本と大陸文化の交流を示す国内最古級
の石碑群。今年、｢世界の記憶｣への登録が期待されます。
●世界かんがい施設遺産
甘楽の城下町を流れる｢雄川堰｣（甘楽町）
高崎の街や田園をうるおす｢長野堰用水｣（高崎市）

開催日：７月２２日（土）～２３日（日）
場所：群馬県庁

●山の日記念｢２１世紀の森まつり｣
開催日：８月１１日（金・祝）
場所：群馬県立森林公園｢２１世紀
の森｣森の広場
特色：今イベントにおいて｢ぐんま県
境稜線トレイル（仮称）に変わる
名称が発表されます。

県内各地のみどころを体験する！
キャンペーン期間中、群馬県内各地ではさまざまなみどころ、体験を準
備してお客様のお越しを心よりお待ちしております。ぜひ、夏のプランの参
考にしてみてはいかがでしょうか。
●まえばし農学舎体験メニュー（前橋市） ⇒P1７
鱒釣り、ハウスでの野菜の収穫、手づくりウィンナー
教室など農業や食べ物の本質に触れる体験プログラム。
●花ハス遊覧船（館林市） ⇒P２０
ハスが自生する城沼・古城沼では、ハスの開花中、
船に乗って間近でハスを眺められる遊覧船が運航します。
●バラギ高原（嬬恋村） ⇒P２１
みどりの大自然に囲まれ、キャンプやハイキングなど
が楽しめます。
●たんばらラベンダーパーク（沼田市） ⇒P２４
標高１３００ｍの玉原高原では、関東最大約５万株の
ラベンダーが咲き誇ります。夜は駐車場を利用して
星空観察会も楽しめます。
●群馬県立歴史博物館グランドオープン（高崎市） ⇒P２５
７月１５日にグランドオープン。東国古墳文化展示室を
はじめ、群馬の歴史について模型・映像などを用いて
楽しく学べます。

５

ＪＲ東日本の主な取組

平成29年5月19日（金）
ＪＲ東日本高崎支社

鉄道の楽しみ方の提案

宣伝展開及び情報発信
◆駅での宣伝展開

臨時列車の運転

話題の漫画「お前はまだグンマを知らない」とタイアップして新しい目線で群馬を
訴求すると共にトレインチャンネルやデジタルサイネージを活用して、積極的なＰ
Ｒを行っていきます。首都圏を中心として、ポスター･パンフレットを展開してＰＲを
行うと共にキャンペーン期間中は群馬県内に勤務する社員を中心にエンブレムを
着用します。

◆上越線（高崎駅⇔水上駅）
●リゾートやまどりみなかみ[7/1（土）]
7/1（土）に水上駅で開催される鉄道わくわくフェスティバルに合わせて運転します（熊谷
～水上）同日にはググっとぐんま観光キャンペーンオープニングセレモニーを実施します。
●谷川岳山開き[7/1（土）]※復路は7/2(日）
谷川岳の山開きに合わせて運転します。
●山の日 谷川岳号[8/11（金・祝）]
国民の祝日「山の日」に合わせて運転します。

高崎支社が誇る「SL」「リゾートやまどり」が週末を中心に運転します。
詳しくは「Gatan」をご覧ください。

●たんばらラベンダー号（運転日は右のカレンダー参照）
玉原高原のラベンダーパークへ向けて運転します。
ホタル観賞に合わせてSLが夜間運転します。

◆信越本線（高崎駅⇔横川駅）
●SL・EL碓氷（運転日は右のカレンダー参照）
今年はSLが先頭になって運転します。地元の高校生のおも
てなしとして、和太鼓や工女服姿でのお出迎えを行います。

6月上旬～：ポスター

8月下旬～：デジタルサイネージ

宣伝展開

6月中旬～：デジタルサイネージ
2月下旬～：びゅうレギュラーパンフレット（上期）
5月中旬～：アクティビティ王国ぐんま
6月中旬～：たんばらラベンダーパーク

●5/29立川駅
●6/26藤沢駅
●6/1大宮駅
●7/6東武北千住駅
●6/8千葉駅
●6/12池袋駅
●7/10東武新越谷
●6/16上尾駅
●6/17上尾駅

首都圏キャラバン

●6/22横浜駅

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
画像はイメージです

旅の提案

（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）

◆ぐんまワンデー世界遺産パスの発売
群馬県内の鉄道が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（土）～12/31（日）
【料金】：おとな2,100円、こども1,050円

◆県内各地での鉄道イベントの実施
7/1（土）

◆個人型びゅう旅行商品の設定
水源地「ぐんま」ならではの、ウォーターアクティビティを体験できるプランなど
大人から子供まで楽しめる夏にふさわしい商品を展開。
詳しくは、びゅうパンフレットをご覧ください。

◆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

8/27（日） 上毛電鉄 感謝フェアイベント2017 [大胡電車庫]
9/10（日） 頑張るぐんまの中小私鉄フェア2017
[上信電鉄本社前]

●7/13～15上野駅ぐんま産直市

©井田ヒロト/新潮社

◆地産品をPRするイベントを県内外で開催
●「まえきフェス」[7/28（金）、9月中旬]
前橋駅前にて、地域の方々や行政と連携し、マルシェや音楽演奏等を行うイベントを実施
します。

● 「上州ぐんま産直市」[7/13（木）～15（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。

● 「渋川駅前バルシェ」[8/12（木）]

◆6次産業化商品の展開
地域と共同開発し、群馬県産の素材を活用した「上越線シリーズ（ビール・ピクルス）」や
「ベＧパスタ」の展開。

「水」を切り口としたコースを設定し、新規6コースを含む13コースの設定。

「駅からハイキングスタンプラリー2017」を実施します。

◆駅から観タクン 井伊直虎のゆかりコースの設定

◆お前はまだグンマを知らない スタンプラリー
群馬県内の駅や観光地を巡るスタンプラリーを実施します。
［開催期間］ 7/1（土）～9/30（土）予定

©井田ヒロト/新潮社

●9/23高崎鉄道ふれあいデー（仮称）

地域の魅力向上と6次産業化の推進

◆「水」を切り口とした駅からハイキングコースの設定

9/23（土） 高崎鉄道ふれあいデー（仮称）[ＪＲ高崎駅]

●9/21～24ツーリズムEXPO

渋川の飲食店が駅前で自慢のお酒やおつまみ等を販売します。
「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。合わせて群馬・新潟・長野の関連
施設やエリア内を運行する列車を巡るスタンプラリーを実施します。
【開催期間】：9月～11月

鉄道わくわくフェスティバル [ＪＲ水上駅]

●7/1鉄道わくわくフェスティバル
●7/1オープニングセレモニー

主なイベント

車で楽しむことができます。

群馬県では県内5つの鉄道会社と連携し、キャンペーン期間中にお客さまに
お楽しみいただける取組を実施します。

6月下旬～：パンフレット

5月下旬～：観光情報誌「ググっとぐんま（夏）」

大宮駅発着の「リゾートやまどり」を運転します。また、中之条駅での約90分間の停車時間

県内鉄道事業者との連携

©井田ヒロト/新潮社

●5/19 共同プレス

115系列車に「お前はまだグンマを知らない」のラッピングを実施。(主に群馬県内を運行）

●リゾートやまどりの運転（運転日は右のカレンダー参照）

エンブレム

5月
6月
7月
8月
9月
10月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

◆漫画「お前はまだグンマを知らない」(新潮社）ラッピング列車

◆吾妻線

バックボード

◆キャンペーンＰＲスケジュール

● 「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 498」をコンセプト
にした「D51 498ルーム」を商品化。
●「ＳＬ」ラッピングレンタカー
ジェイアール東日本レンタリース㈱とのタイアップ企画
としてSL「D51 498」をイメージしたラッピング車両をご用意。
（7月～9月）
●路線バスの「ＳＬ」ラッピング
上信バスの車両１台をＳＬラッピング。車内もＳＬに装飾。
（9月中旬まで運行予定）

●SLみなかみ（運転日は右のカレンダー参照）
自然豊かなみなかみに向けてSLを運転し、水上駅では上越線
沿線地域活性化協議会によるおもてなしを実施します。

のぼり旗

B1ポスター

◆ＳＬの魅力向上

●SL YOGISHAみなかみ[7/8（土）]

テレビドラマで話題の井伊直虎ゆかりの地を巡る「駅から観タクン」コースを
今年度より設定。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。

◆地域の魅力発信
㈱ＪＲ東日本ウォータービジネスと連携し、上毛高原駅構内
に「From AQUA」の採水地谷川連峰の魅力を発信する憩いの
スペース「tanigawa hanare」がOPEN。オープニングセレモニー
及びイベントも実施予定。[7/1（土）]

