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観光型 MaaS 実証実験 「ググっとぐん MaaS」の一環として
スマートフォンを使用したデジタルフリーパスを発売します！
JR 東日本では、観光型 MaaS の実証実験を「群馬デスティネーションキャンペーン」期間中に行います。
メインコンテンツの一つとして、群馬県を中心とした指定の鉄道路線が 2 日間乗り降り自由となるフリーパス
を「紙のきっぷ」ではなく、スマートフォンを使用したデジタルフリーパスとして発売いたします。また、オプシ
ョンとして鉄道・路線バスのフリーパスもあわせて発売いたします。
ぜひ、群馬の旅にはおトクで便利な「ググっとぐん MaaS」のデジタルフリーパスをご利用ください。

【デジタルフリーパス概要】
１ 商品名

「ググっとぐん MaaS EAST」「ググっとぐん MaaS WEST」（２タイプ）

２ 発売期間

2020 年 4 月 1 日(水)～6 月 29 日(月)

３ 利用期間

2020 年 4 月 1 日(水)～6 月 30 日(火)

４ 発売箇所

アプリダウンロード不要のウェブサービスのみで発売
URL：https://g3m.jp/（スマートフォン専用サービス）
※クレジットカードまたはモバイル Suica でのお支払いとなります。
※券売機・みどりの窓口等での発売は行いません。

５ 発売額

おとな：2,500 円

６ 有効期間

連続する 2 日間

こども：1,250 円

７ フリーエリア
【EAST タイプ】

【WEST タイプ】

８ デジタルフリーパスでご利用いただける内容
・フリーエリア内は指定路線の普通列車（快速含む）の普通車自由席が乗り降り自由となります。
・「WEST」タイプに限り JR バス関東の長野原草津口駅～草津温泉バスターミナル間、横川駅～軽井沢
駅間が乗り降り自由となります。
・別に特急券等をお買い求めいただくと特急列車等（上越・北陸新幹線は除く）がご利用可能です。
・「EAST」「WEST」各タイプをお買い求めいただいた場合に限り、指定交通機関が乗り降り自由となる
オプション券をお買い求めいただけます。

９ オプション券（詳細は「別紙①・②」もご覧ください） ※「こども」は「おとな」の半額となります。
【バスオプション】（５種類）
●みなかみオプション（おとな：2,000 円／「WEST」とセット購入限定）
上毛高原駅・水上駅を起点とした関越交通の指定路線が２日間乗り降り自由です。水上駅周辺の巡
回バス「わくわく号」もご利用できます。
●尾瀬オプション（おとな：3,000 円／「WEST」とセット購入限定）
上毛高原駅・沼田駅を起点とした関越交通の指定路線が２日間乗り降り自由です。
●四万温泉オプション（おとな：1,500 円／「WEST」とセット購入限定）
中之条駅を起点とした関越交通の指定路線が２日間乗り降り自由です。「群馬デスティネーションキャ
ンペーン」期間中に運行される四万温泉と奥四万湖（「大人の休日倶楽部」の CM 撮影地）を結ぶ巡回
バスも利用できます。
●伊香保・渋川オプション（おとな：1,300 円／「WEST」もしくは「EAST」とセット購入限定）
渋川駅を起点とした関越交通の指定路線が２日間乗り降り自由となります。
※一部区間で並行する群馬バスはご利用できません。
●水沢・榛名湖オプション（大人 2,300 円／「WEST」もしくは「EAST」とセット購入限定）
高崎駅を起点とした群馬バスの指定路線が２日間乗り降り自由となります。
※一部区間で並行する関越交通はご利用できません。

【鉄道オプション】（２種類）
●富岡製糸場アクセスフリーパス（おとな：1,200 円／「WEST」もしくは「EAST」とセット購入限定）
上信電鉄の高崎駅～上州富岡駅間が１日間乗り降り自由です。
●秩父路遊々フリーきっぷ（おとな：1,000 円／「WEST」もしくは「EAST」とセット購入限定）
秩父鉄道全線が１日間乗り降り自由です。

10 コミュニティバスについて
「ググっとぐん MaaS EAST」 「ググっとぐん MaaS WEST」の有効期間中は、いずれも以下のコミュニ
ティバスもご利用いただけます。「大人の休日倶楽部」の CM 撮影地（大室古墳群・保渡田古墳群）を
訪ねるなど観光に便利な路線が対象になっております。

【前橋市】
・シャトル前橋（日本中央バス）
前橋駅～中央前橋駅
・土屋文明文学館線（関越交通）
前橋駅～かみつけの里博物館前・ＪＡ直売所前・土屋文明文学館の相互間限定 ※途中乗降不可
≪保渡田八幡塚古墳は「かみつけの里博物館前」停留所下車 徒歩約５分≫
・西大室線（日本中央バス）
前橋駅～大室公園間の相互間限定 ※途中乗降不可
【高崎市】
・ぐるりん都心循環線（群馬バス・上信電鉄）

・ぐるりん少林山線（群馬バス）

・ぐるりん観音山線（上信電鉄）（高崎駅西口８番のりば） ・ぐるりん大八木線（関越交通）
【草津町】
・草津温泉循環線（ジェイアールバス関東）

【別紙①：「オプション券」について】
●「EAST」または「WEST」をお買い求めいただいたお客さまに限り、バスや鉄道会社が乗り降
り自由となるオプション券（バスオプションor鉄道オプション）を購入できます。
●このうち「EAST」と「WEST」で購入できる「バスオプション」は異なります。
※オプション券もスマートフォン画面を提示してご利用いただく形となります。
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「みなかみオプション」(WESTのみ)
「尾瀬オプション」 (WESTのみ)
「四万温泉オプション」 (WESTのみ)
「伊香保・渋川オプション」
「水沢・榛名湖オプション」
「富岡製糸場アクセスフリーパス」
「秩父路遊々フリーきっぷ」

川俣
寄居

熊谷

佐野

栃木

小山

【別紙②：「ググっとぐんMaaS」オプション券 区間など詳細一覧】
◆バスオプション券
商品名称

伊香保・渋川オプション

水沢・榛名湖オプション

四万オプション

尾瀬オプション

みなかみオプション

発売額

おとな1,300円・こども650円

おとな2,300円・こども1,150円

おとな1,500円・こども750円

おとな3,000円・こども1,500円

おとな2,000円・こども1,000円

有効期間

連続する２日間

連続する２日間

連続する２日間

連続する２日間

連続する２日間

設定区間

関越交通（バス）

群馬バス（バス）

関越交通（バス）

関越交通（バス）

関越交通（バス）

＜伊香保線全線＞

＜高崎駅―榛名湖線全線＞

＜四万温泉線全線＞

＜鎌田線の一部＞

＜水上線全線＞

①渋川駅～渋川スカイランドパーク～グリー 高崎駅～室田～榛名神社～榛名湖

①中之条駅～四万湖～四万甌穴（おうけ 上毛高原駅～後閑駅～沼田駅～老神温泉～吹 ①上毛高原駅～上牧駅前～水上温泉～水上駅～

ン牧場前～水沢入口ビジターセンター前～伊 ＜高崎駅―水沢線＞

つ）前～四万温泉

香保温泉～伊香保榛名口

※中之条ガーデンズを経由する便も利用

ウェイ駅

②渋川駅～赤城自然園（伊香保温泉発着のバ ＜渋川駅～伊香保線（水沢経由）＞

可能

②大穴～藤原ダム南側～宝川入口～湯の小屋

スも利用可能）

②四万温泉～奥四万湖（周遊バス）

＜猿ヶ京線の一部＞

高崎駅～箕郷～水沢～伊香保案内所
渋川駅～発電所入口～水沢～伊香保案内所

割の滝～鎌田～尾瀬戸倉間

＜伊香保～榛名湖温泉・ゆうすげ線＞

大穴～湯檜曽駅前～土合駅前～谷川岳ロープ

沼田駅～後閑駅前～上毛高原駅～湯宿温泉～た

※一部区間で並行する群馬バスは利用不可。 伊香保バスターミナル～伊香保案内所～榛名山

くみの里～猿ヶ京間

ロープウェイ～榛名湖～榛名湖温泉ゆうすげ

＜水上温泉ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ わくわく号＞
水上駅～谷川温泉～水紀行館～ふれあい交流館

※一部区間で並行する関越交通は利用不可。

ｾｯﾄ購入となる
ﾌﾘｰﾊﾟｽ

「ググっとぐんMaaS EAST」

「ググっとぐんMaaS EAST」

または

または

「ググっとぐんMaaS WEST」

「ググっとぐんMaaS WEST」

◆鉄道オプション券
秩父路遊々フリーきっぷ

富岡製糸場ｱｸｾｽﾌﾘｰﾊﾟｽ

（MaaS専用価格）

（MaaS専用商品）

発売額

おとな1,000円・こども500円

おとな1,200円・こども600円

有効期間

１日

１日

商品名称

設定区間

秩父鉄道線全線

上信電鉄線高崎駅～上州富岡駅間

普通列車普通車自由席が乗り降り自由。

普通列車普通車自由席が乗り降り自由。

※別に料金券等を購入することで急行列車・
SLパレオエクスプレスが利用可能。
※秩父鉄道の各駅で発売している「秩父路
遊々フリーきっぷ」（紙のきっぷ）の利用特
典（店舗等でのサービス）も利用可能。

ｾｯﾄ購入となる
ﾌﾘｰﾊﾟｽ

「ググっとぐんMaaS EAST」

「ググっとぐんMaaS EAST」

または

または

「ググっとぐんMaaS WEST」

「ググっとぐんMaaS WEST」

～水上駅

「ググっとぐんMaaS WEST」

「ググっとぐんMaaS WEST」

「ググっとぐんMaaS WEST」

のみ

のみ

のみ

≪参考≫オプション券（イメージ）

