
 

 

 

2 0 2 0 年 ２ 月 1 7 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

高 崎 支 社 

 

「のってたのしい列車」が春のぐんまを駆け抜けます！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【臨時列車】～ご乗車の際は乗車券のほか、指定席券 530円(こども 260円)をお買い求めください～ 

１ 群馬 DCオープニング号・ダブル SLぐんま号 

２機の SLを“DC”に合わせた D51＋C61の重連で運転して群馬 DCのオープニングを飾ります。 

（１）運 転 日：2020年４月４日（土） 

（２）運転時刻：下記参照（高崎発「群馬 DCオープニング号」・水上発「ダブル SLぐんま号」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ さいたま×ぐんま号 

絹産業遺産群など群馬との繋がりがある埼玉県北部・秩父エリア

の玄関口となる熊谷駅から電気機関車（EL）が、高崎駅からは SL

がリニューアルをした旧型客車を牽引して運転します。 

（１）運 転 日：2020年４月５日（日） 

（２）運転時刻：右記参照 

（熊谷発「さいたま×ぐんま号」・横川発「ELぐんま よこかわ」） 

 

３ EL YOGISHAよこかわ・SL YOGISHAよこかわ 

春の夜に信越本線を「夜汽車」が駆け抜けます。夜の帳が下りた中での

旅情をお楽しみください。 

（１）運 転 日：2020年４月 25日（土） 

（２）運転時刻：右記参照 

（高崎発「EL YOGISHAよこかわ」・横川発「SL YOGISHAよこかわ」） 

 

ＪＲ東日本ニュース 

JR 東日本では「群馬デスティネーションキャンペーン」（群馬 DC）の開催期間中、群馬県内と埼玉

県北部エリアで「のってたのしい列車」を多数運転いたします。 

高崎支社で運転している２機の SL「D51」「C61」が群馬 DCに合わせてリニューアルする旧型客車を

牽引し、「SL ぐんま」として上越線・信越本線を運転するほか、DC 特別企画として八高線と両毛線で

も運行します。また、普段は五能線で運転している「リゾートしらかみ」の「橅（ブナ）」編成も特別

企画として八高線と吾妻線で運転いたします。 

ぜひ群馬 DC期間中は「のってたのしい列車」で春のぐんまをお楽しみください。 

【SL重連運転(イメージ)】 



４ SL YOGISHAみなかみ 

ノスタルジックな「夜汽車」の雰囲気を

上越線でお楽しみください。 

（１）運 転 日：2020年６月 20日（土） 

（２）運転時刻：右記参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旧型客車リニューアルの概要について】 

１ 旧型客車の内装リニューアルについて（2019年9月12日プレス済） 

（１）普通車 

高崎支社が保有する旧型客車の内装を昭和初期の木目調の雰囲気に 

リニューアルして昭和初期の鉄道の旅の雰囲気を味わっていただける 

ようにします。 

 

（２）ラウンジカー 

内装をリニューアルする旧型客車の1両をラウンジカーに改造します。ラウンジカーはSLぐんま

にご乗車のお客さまなら、どなたでもご利用いただくことができます。ラウンジカーでは、サー

ビスカウンターでお弁当や飲み物、SLグッズなどを販売します（特別イベント等がある場合は、

ワゴンによる販売を行う場合があります）。なお、ボックス席は、小学生以下のお客さまをお連

れのグループに時間指定制でご利用いただくサービスを提供します。 

 

◆ラウンジカーのイメージ◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この他、群馬 DC期間中は土休日を中心に「SLぐんま」と「四万温泉やまどり」を運転いたします。

「ぐんま」の旅をより一層お楽しみいただけるアイテムとして、「ぐんま」を駆け抜ける臨時列車を

ぜひご利用ください。 

【SLYOGISHA(イメージ)】 

【リニューアル後の内装 (イメージ)】 

【ボックス席】 【ロングテーブル席】 【サービスカウンター】 



２ SLぐんまの楽しみ方 

（１）車内の楽しみ方 

小学生以下のお客さまをお連れのグループ限定で、SLが動く仕組みや沿線の地理等が楽しく学べる

冊子「Ｃたび・Ｄたび」をお配りする他、ラウンジカーのボックス席で SLかるた、ぬりえ、折り紙

等をお楽しみいただけます（ボックス席は当日整理券配布による先着順・時間指定制）。 

またラウンジカーのサービスカウンターでは、SL弁当等のオリジナル商品や瓶の清涼飲料水、アイ

スクリーム等を販売します（数量限定）。なお、窓下のテーブルに備え付けの栓抜き（一部車両を除

く）で、瓶飲料のフタをあけることができます。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各種イベントの実施 

SLぐんまでは、ご乗車のお客さまにさらに楽しんでいただけるよう、随時イベントを実施します。

一部の停車駅では群馬県のソウルフード「焼まんじゅう」等の特産品の試食・販売を行い、駅や車内

では駅社員・乗務員・メンテナンス社員等によるお子さま向けのおもてなしをご用意し、お待ちして

おります。イベントの日程や内容については、JR 東日本高崎支社発行の情報誌「Gatan」や JR 東日

本高崎支社ホームページ、高崎支社公式 SNS等でご案内いたします。 

 

 

  

【Ｃたび・Ｄたび】 【ＳＬ弁当】 【窓下の栓抜き】 

【ＳＬかるた遊び】 【ぬりえ】 



【インターネット申込限定 団体専用列車】～旅行商品として発売いたします～ 

 

 

 

 

 

１ リゾートしらかみ橅
ブナ

編成で行く八高線の旅 

群馬県と埼玉県を結ぶ八高線に初めて「リゾートしらかみ橅
ブ ナ

編成」が走ります。往復の JR券に加

えて高崎駅イーサイト「群馬いろは」の 1,000円利用券と「蒸気立ち昇る SL ぐんまソース焼きそ

ば」とおぎのや特製「群馬 DC記念弁当 上州里山の彩り」がセットになった旅行商品として発売い

たします。 

（１）運 転 日：2020年４月 11日（土） 

（２）運転時刻：  

  行き 高崎駅  １２：２７頃発・高麗川駅 １３：４８頃着 

  帰り 高麗川駅 １４：０７頃発・高崎駅  １６：３４頃着 

（３）募集定員：90名（最少催行人員 1名） 

（４）旅行代金：大人 8,500円 こども 7,000円 

（５）発売日：2020年３月上旬頃予定 

 

 

２ B.B.BASEで行く！榛名山ヒルクライム in高崎 

高崎市内で開催される「榛名山ヒルクライム」にあわせて今年も「B.B.BASE」を運転します。JR

券に高崎駅イーサイト「群馬いろは」の 1,000円利用券がセットになった旅行商品として発売いた

します。 

（１）運 転 日：2020年５月 16日（土）・17日（日） 

（２）運転時刻：  

  行き（5/16）両国駅  ７：４０頃発・高崎駅 １２：５０頃着 

  帰り（5/17）高崎駅 １６：００頃発・両国駅 ２１：５１頃着 

  ◆「行き」「帰り」とも宮原駅にも停車いたします。 

（３）募集定員：90名（最少催行人員 1名） 

（４）旅行代金：往復のご利用 大人 5,500円（4,700円） 

        行きのみご利用・帰りのみご利用 各大人 3,500円 

（3,100 円） ※( )は宮原駅発着 

（５）その他：・こども料金の設定はございません。また宿泊付き商品 

の設定はございません。 

・「第 8回榛名山ヒルクライム in高崎」の参加費用は旅行代金に含まれず別途費用が

必要です。参加登録（エントリー）はお客さまご自身で事前にお済ませください。 

（６）発売日：発売中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【B.B.BASE(イメージ)】 

【リゾートしらかみ橅編成(イメージ)】 

【インターネット申込限定 団体専用列車 旅行商品 ご予約先】 

えきねっと「JR 東日本国内ツアー」 https://www.jre-travel.com/nkanto/gunma/ 

◆旅行企画・実施 株式会社びゅうトラベルサービス◆ 

https://www.jre-travel.com/nkanto/gunma/


３ DL&SL八高号 

群馬県と埼玉県を結ぶ八高線に 1994年以来の SLが走ります。往復の JR券に加えて高崎駅イーサ

イト「群馬いろは」の 1,000円利用券と「蒸気立ち昇る SLぐんまソース焼きそば」とおぎのや特製

「群馬 DC記念弁当 上州里山の彩り」がセットになった旅行商品として

発売いたします。 

（１）運 転 日：2020年５月 24日（日） 

（２）運転時刻：  

  行き 高崎駅  １０：０１頃発・寄居駅 １１：１５頃着 

  帰り 寄居駅  １１：３６頃発・高崎駅 １２：５５頃着 

（３）募集定員：180名（最少催行人員 1名） 

（４）旅行代金：大人 8,500円 こども 7,000円 

（５）発売日：2020年３月下旬頃予定 

 

４ 群馬 DC特別企画「ＳＬぐんま横断号～鉄道の街から織物の街へ～」 

群馬 DCのクロージングとして SLを信越本線横川駅から両毛線桐生駅まで運転します。特別企画

として途中の高崎駅にて SLを D51から C61に付けかえ２つの路線をつなげます。 

（１）運 転 日：2020年６月 28日（日） 

（２）運転時刻：下記参照 

信越線区間    横川駅 １１：２３頃発・高崎駅 １２：２７頃着 

  上越・両毛線区間 高崎駅 １３：１２頃発・桐生駅 １５：０３頃着 

（３）募集定員：210名（最少催行人員１名） 

（４）旅行代金：大人 9,000円 こども 7,500円 

（５）発売日：2020年３月下旬頃 

 

 

【エスコート商品専用列車】 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「リゾートしらかみ吾妻号」で行く吾妻エリア再発見日帰りの旅 

普段は五能線を走る「リゾートしらかみ橅編成」を吾妻線で運転します。車内

では特製のお弁当をお召し上がりいただくほか、渋川駅や浅間酒造観光センター

で開催する吾妻エリア６町村のイベントでご利用いただけるチケットも付いてお

り、吾妻エリアの魅力をお楽しみいただけます。 

（１）運 転 日：2020年４月 12日（日） 

（２）運転時刻：高崎駅    １０：０２頃発・万座・鹿沢口駅 １３：０７頃着 

        川原湯温泉駅 １７：１１頃発・高崎駅     １８：３３頃着 

※万座・鹿沢口駅→川原湯温泉駅間はバスでの移動となり途中、吾妻エリア６町村

によるイベント会場（浅間酒造観光センター）と八ッ場ダム周辺に立ち寄ります。 

（３）発売日：2020年２月 28日（金） １３：００ 

（４）募集定員：106名 

（５）旅行代金：大人の休日倶楽部会員 13,800円（会員と同行の小学生 12,300円） 

会員以外 14,300円（小学生 12,800円） 

【SL (イメージ)】 

【SLぐんまソース焼きそば(イメージ)】 

【エスコート商品 ご予約先】 

①大人の休日予約センター ナビダイヤル 0570-0107-39 ※IP・ひかり電話からは 03-3841-0121 

営業時間 平日 9:30～18:00 土・日・祝 9:30～17:30 

②インターネット「日本の旅、鉄道の旅」https://www.jrview-travel.com/ 

③JR東日本の首都圏・新潟・長野の主な駅にある「びゅうプラザ」（店頭） 

◆旅行企画・実施 株式会社びゅうトラベルサービス◆ 

【特製弁当(イメージ)】 

https://www.jrview-travel.com/


 

２ 臨時夜行列車「リゾートやまどり」利用 認定ガイドとゆったりめぐる尾瀬ハイキング 

昨年ご好評をいただいた「リゾートやまどり」車両を使用した新宿駅発の

夜行列車を運転します。グリーン車並みのゆったりした座席で仮眠をしてい

ただき、専用バスにて尾瀬へご案内いたします。（復路は上毛高原駅から新

幹線のご利用となります。） 

（１）運 転 日：2020年５月 22日（金）・29日（金）（夜行日帰り） 

（２）運転時刻：下記参照 

  行き 新宿駅  ２３：００頃発・沼田駅 ５：２０頃着 

  帰り 上毛高原駅から上越新幹線・東京駅１９：３０～２１：００頃着 

（３）発売日：2020年２月 28日（金） １３：００ 

（４）募集定員：各 120名 

（５）旅行代金：大人の休日倶楽部会員 22,800円（会員と同行の小学生 19,800円） 

会員以外 23,800円（小学生 20,800円） 

 

 

 

 

 

 

【お願い】 
本プレス記載の列車の運転に際し、安全確保のため駅構内・走行する沿線において一時的に立ち入り
制限をさせていただくことがございます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

【リゾートやまどり車両(イメージ)】 


