
 

 

 

    2 0 2 0 年 1 2 月 2 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

高 崎 支 社 

 

    

「ググっとぐんMaaS」第二期を実施します！ 

 

 

 

 

 

１ サービス概要について  

2020年 4月～6月に実施した「ググっとぐん MaaS」のメニューに「生活型MaaS」である「前橋版MaaS」コ

ンテンツを追加し、群馬の旅を便利におトクに楽しんでいただける従来型のサービスに加え、前橋市民の生

活に適応したサービスもご提供いたします。また、オプション券の新規設定、当日の使用開始操作機能など、

デジタルチケットも充実したほか、安心してご旅行いただくための取り組みとして、使用する観光マップに「モ

バイル空間統計®人口マップ」を重ね合わせて表示する機能を追加いたしました。 

※「モバイル空間統計®」は、ＮＴＴドコモの登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「ググっとぐん MaaS」ご利用方法 （詳細は「別紙１～３」もご覧ください） 

（１） 会員登録 

「ググっとぐん MaaS」Webサイトにアクセスして会員登録することでご利用が可能となります。 

※これまで以下のサービスをご利用いただいたことのある方は、登録いただいたアカウントをそのままお

使いいただけます。 

Ringo Pass、ググっとぐんMaaS（2020年4～6月）、TOHOKU MaaS仙台・宮城 trial（2020年9月～11月）、

奥京都MaaS（2020年 10月～2021年 1月） 

JR東日本では、観光型MaaS「ググっとぐん MaaS」を 2020年 12月 21日～2021年 3月 31日まで実施しま

す。これは、「群馬デスティネーションキャンペーン（2020年 4月 1日～6月 30日）」期間中に実施した実証実験

の第二期として実施するものです。 

今回は「観光型 MaaS」と「生活型 MaaS」の融合を目指し、新たなコンテンツとして「前橋版 MaaS」を追加し、

パワーアップして再始動します。 ぜひ、群馬の旅にはおトクで便利な「ググっとぐん MaaS」をご利用ください。 

ＪＲ東日本ニュース 

前橋市公式キャラクター ころとん 



（２） サービス内容 

 旅行プランニングサービス、デジタルフリーパス（「ググっとぐん MaaS WEST」「ググっとぐん MaaS 

EAST」）、デジタルチケット（「駅から観タクン」、草津温泉入浴券）、駅レンタカー予約、「前橋版 MaaS」 

（３） 決済 

クレジットカード、モバイル Suicaでの決済となります。現金での購入はできません。 

 

３ デジタルフリーパス「ググっとぐん MaaS」の商品について 

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

（２） 発売期間  2020年 12月 21日(月)～2021年 3月 30日(火)  

（３） 利用期間  2020年 12月 21日(月)～2021年 3月 31日(水) 

（４） 発売方法  アプリダウンロード不要の Web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）※12月 20日以前にアクセスしますと事前案内ページにつながります 

※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  こども：1,250円 

（６） 有効期間  連続する 2日間 

（７） フリーエリア 

【WEST】                                   【EAST】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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」は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、「EAST」は佐

野市内の路線バス４路線が、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「草津」「あかぎ」等の特急列車がご利用可能です。※上越・北陸新

幹線はご利用いただけません。 

・「WEST」または「EAST」いずれか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４、５」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：1,800円／「WEST」をお持ちの方限定） 

●四万温泉オプション（おとな：1,400円／「WEST」をお持ちの方限定） 



●伊香保・渋川オプション（おとな：1,160円／「WEST」もしくは「EAST」をお持ちの方限定） 

●水沢・榛名湖オプション（おとな 2,300円／「WEST」もしくは「EAST」をお持ちの方限定） 

●赤城山オプション（おとな 2,250円／「WEST」もしくは「EAST」をお持ちの方限定）新規設定 

【鉄道オプション】（３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」をお持ちの方限定） 

●秩父路遊々フリーきっぷ（おとな：1,000円／「WEST」もしくは「EAST」をお持ちの方限定） 

●上毛電気鉄道フリーきっぷ（おとな 1,200円／「WEST」もしくは「EAST」をお持ちの方限定）新規設定 

 

４ 「ググっとぐんMaaS」上でご提供する「前橋版MaaS」メニューについて（詳細は「別紙６、７」もご覧ください） 

「ググっとぐん MaaS」Web サイトをプラットフォームに、前橋市が実施する「前橋版 MaaS」を 2020 年 12 月

21 日から 2021 年 3 月 12 日まで提供します。前橋市内の交通について、「ググっとぐん MaaS」内「前橋版

MaaS」メニューから、以下のコンテンツをご利用いただけます。いずれも「ググっとぐん MaaS」の他コンテン

ツとは独立したサービスで、「ググっとぐんMaaS WEST」「ググっとぐんMaaS EAST」を購入していないお客さ

までも、予約・購入できます。 

マイナンバーカードを所有されている前橋市民限定で、「ググっとぐん MaaS」に会員登録する際、「交通系

IC カード」と「マイナンバーカード」を紐づけておけば、お得な割引料金でご利用が可能です。システムにつ

いての詳細は 2020年 11月 10日付弊社プレス「Suica一枚でマイナンバーカード所有者向けの特典を受け

られます」もご参照ください。 リンク先：https://www.jreast.co.jp/press/2020/20201110_ho03.pdf 

（１）前橋市内バスのデジタルフリーパス 

前橋駅を中心としたバス路線が 1日間、もしくは 1週間乗り降り自由となるデジタルフリーパス。種類は「150

円区間」「200 円区間」「マイバス」の 3 種類です。スマホからデジタルフリーパスを購入し、利用時はバス係員

に提示することでご利用いただけます。マイナンバーカード認証連携を活用し運賃の前橋市民割引を実施し

ます。 

 （２）前橋市内デマンド交通の予約・決済 

 Web 上で、デマンド交通の乗車・降車位置を選択して配車予約ができます。デマンド交通乗車時に交通系

電子マネー決済にて料金支払いが可能です。（１）と同様に、マイナンバーカード認証連携を活用し運賃の前

橋市民割引を実施します。 

 

５ 「ググっとぐん MaaSキャンペーン」について 

 交通系 ICカードをお持ちのお客さま、「ググっとぐんMaaS WEST」「ググっとぐんMaaS EAST」をご購入いただい

たお客さまを対象に、プレゼントキャンペーンを実施します。内容は以下のとおりです。 

 （１）「ググっとぐん MaaS」の Webサイト上で会員登録（メールアドレス等）のうえ、お手持ちの交通系 ICカード 

番号を登録いただく。⇒「条件１」達成！ 

 （２）「ググっとぐん MaaS WEST」「ググっとぐん MaaS EAST」デジタルフリーパスを購入し有効期間内で高崎駅

観光案内所または前橋駅観光案内所と対象駅※2いずれか１か所の有人窓口に設置した交通系 ICカード

の読取リーダーにタッチいただき、「ググっとぐん MaaS」サイト内でアンケートにお答えいただく 

⇒「条件２」達成！ 

（３）参加したお客さまにもれなくプレゼントを差し上げます。（なくなり次第終了） 

   ・「条件１」達成 ⇒高崎駅観光案内所または前橋駅観光案内所にてフードクリップをプレゼント 

   ・「条件２」達成 ⇒高崎駅観光案内所または前橋駅観光案内所にて更にミニタオルをプレゼント 

※1 

https://www.jreast.co.jp/press/2020/20201110_ho03.pdf


※1対象カード ：Suica、PASMO、Kitaca、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん 

※2対象駅 JR東日本：渋川駅、水上駅、中之条駅、長野原草津口駅、足利駅、桐生駅 

            東武鉄道：足利市駅、佐野駅 

         

                                             

 



ググっとぐんMaaS ご利用イメージ

スマホ一つでご旅行が
ググッと快適に！
・“旅マエ”では旅行プランの作成と
フリーパス等のデジタルチケットが
購入できる！

・ “旅ナカ”では旅行プランを
もとに計画的にご旅行を！

①会員登録して
旅行プランを作成

②デジタルチケットを購入

③高崎駅に到着、
グッズをもらおう

④「駅から観タクン」にて
観光を満喫

⑤温泉の入浴券で
日帰り温泉を満喫

スマートフォンで購入可能なもの
・デジタルフリーパス
・草津温泉の入浴券
・駅から観タクン
・前橋市内バスのデジタルフリーパス
※駅レンタカーは予約のみとなります。

【別紙1】

＊12/2時点でのイメージです。
画面は開発中であり、実際の画面と異なる場合があります。



旅行計画の作成、当日の予定確認に便利な

「旅行プランニングサービス」を提供します。

 オススメの観光スポット等から簡単に旅行プランを

立てられます。

 目的地を追加・削除すると、自動で移動方法を

再計算するので、計画の変更がとても簡単！

旅行プランニングサービス

概要

使い方

行きたい場所を選ぶだけ！
移動時間を自動で追加！

【別紙2】

＊12/2時点でのイメージです。
画面は開発中であり、実際の画面と異なる場合があります。



デジタルチケット、駅レンタカー予約、その他

デジタルチケット 駅レンタカー予約

多言語対応

地図検索・経路検索
草津温泉の入浴券、「駅から観タクン」の
タクシー券が購入できます。

JR東日本レンタリース(株)の対象の営業所から
出発可能な駅レンタカーの予約ができます。
また、対象の営業所間であれば乗捨ても可能です。

JR東日本アプリと連携した
観光地や飲食店への経路案内が可能です。

Webサイトは3言語対応

・日本語
・英語
・中国語(繁体字)

■対象の営業所
高崎、前橋、渋川、上毛高原、
長野原草津口、沼田、伊勢崎、
新町、軽井沢

■料金表

料金表 Sクラス

12時間まで 5,500円

24時間まで 6,730円

以降24時間ごと 5,910円

以降1時間ごと 990円

＊免責補償料込、NOCサポート込、消費税込
＊乗捨てのプランも選択いただけます。(別途、料金が発生する場合があります。)

大滝乃湯
大人 800円

子供 350円

御座之湯
大人 500円

子供 250円

西の河原
露天風呂

大人 500円

子供 250円

■料金表

＊12/2時点でのイメージです。
画面は開発中であり、実際の画面と異なる場合があります。

● 高崎駅出発の5コース

● 草津温泉にある3つの日帰り入浴施設
大滝乃湯・御座之湯・西の河原露天風呂

【別紙3】

いずれも通常料金より
大人は100円、子供は50円お得！



桐生 足利 小山前橋新前橋

高崎

倉賀野

熊谷

横川

渋川

中之条
長野原
草津口

大前

水上

土合

栃木伊勢崎 佐野

太田

西小泉 東小泉

相老

赤城

館林

川俣

沼田

榛名湖

草津
温泉

軽井沢

水沢

伊香保
温泉

湯の
小屋猿ヶ京

谷川岳
ロープウェー

上毛
高原

四万
温泉

寄居

WEST

EAST

「みなかみオプション」(2日・WESTのみ)
「四万温泉オプション」 (2日・WESTのみ)
「伊香保・渋川オプション」（2日）
「赤城山オプション」（2日） 新規設定
「水沢・榛名湖オプション」（2日）
「富岡製糸場アクセスフリーパス」（1日）
「秩父路遊々フリーきっぷ」（1日）
「上毛電鉄フリーきっぷ」（1日）新規設定

伊香保・渋川オプション

四万温泉オプション

水沢・榛名湖オプション

みなかみオプション

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

WEST

EAST
＋

ベースチケット オプション券
※複数購入可能

上州富岡

三峰口

フリーパス
全体略図

●「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。

赤城山
ビジターセンター

佐野市内４路線

赤城山オプション

富士見
温泉

中央前橋

西桐生

上毛電気鉄道フリーきっぷ

オプション券について 【別紙4】



オプション券について 【別紙5】

商品名称 伊香保・渋川オプション 水沢・榛名湖オプション 四万温泉オプション 赤城山オプション みなかみオプション

発売額 大人1,160円・小児580円 大人2,300円・小児1,150円 大人1,400円・小児700円 大人2,250円・小児1,130円 大人1,800円・小児900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）

＜伊香保線全線＞
渋川駅～渋川スカイランドパーク～グリーン
牧場前～水沢入口ビジターセンター前～伊香
保温泉～伊香保榛名口

※一部区間で並行する群馬バスは利用不可。
※前回設定の渋川駅～赤城自然園は設定なし

群馬バス（バス）

＜高崎駅―榛名湖線全線＞
高崎駅～室田～榛名神社～榛名湖
＜高崎駅―水沢線＞
高崎駅～箕郷～水沢～伊香保案内所
＜伊香保～榛名湖温泉＞
伊香保バスターミナル～伊香保案内所～榛名
山ロープウェイ～榛名湖

※一部区間で並行する関越交通は利用不可。
※前回設定の渋川駅～伊香保線（水沢経由）
は設定なし

関越交通（バス）

＜四万温泉線全線＞
①中之条駅～四万湖～四万甌穴（おうけつ）
前～四万温泉
※中之条ガーデンズは設定しない

※前回設定の四万温泉～奥四万湖（周遊バ
ス）は設定なし

関越交通（バス）

＜赤城山線全線＞
①赤城山直通バス全線
②前橋駅～富士見温泉線
③富士見温泉～赤城山ビジターセンター線

関越交通（バス）

＜水上線全線＞
①上毛高原～上牧駅前～水上温泉～水上駅～
大穴～湯檜曽駅前～土合駅前～谷川岳ロープ
ウェイ駅
②大穴～藤原ダム南側～宝川入口～湯の小屋
＜猿ヶ京線の一部＞
沼田駅～後閑駅前～上毛高原駅～湯宿温泉～
たくみの里～猿ヶ京間

※前回設定の水上温泉ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ わくわく号は
設定なし

セット販売
必須となる

ﾌﾘｰﾊﾟｽ

「ググっとぐんMaaS WEST」
または

「ググっとぐんMaaS EAST」

「ググっとぐんMaaS WEST」
または

「ググっとぐんMaaS EAST」

「ググっとぐんMaaS WEST」
に限る

「ググっとぐんMaaS WEST」
または

「ググっとぐんMaaS EAST」

「ググっとぐんMaaS WEST」
に限る

◆鉄道オプション券 ★新規

商品名称
秩父路遊々フリーきっぷ

（MaaS専用価格）
富岡製糸場ｱｸｾｽﾌﾘｰﾊﾟｽ

（MaaS専用商品）
上毛電気鉄道ﾌﾘｰﾊﾟｽ
（MaaS専用商品）

発売額 大人1,000円・小児500円 大人1,200円・小児600円 大人1,200円・小児600円

有効期間 １日 １日 １日

設定区間

秩父鉄道線全線

普通列車普通車自由席が乗り降り自由。

※別に急行券の購入で急行列車、SL指定
席券の購入で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。

上信線高崎～上州富岡間

普通列車普通車自由席が乗り降り自由。

上毛電気鉄道全線

普通列車普通車自由席が乗り降り自由。

セット販売
必須となる

ﾌﾘｰﾊﾟｽ

「ググっとぐんMaaS WEST」
または

「ググっとぐんMaaS EAST」

「ググっとぐんMaaS WEST」
または

「ググっとぐんMaaS EAST」

「ググっとぐんMaaS WEST」
または

「ググっとぐんMaaS EAST」



2．利用時はデジタルフリーパスを係員に提示

1．スマホからデジタルフリーパスを購入

 前橋駅を中心としたバス路線が1日間、もしくは1週間乗り降り自由となるデジタルフリーパス

【実施エリアイメージ（前橋駅を中心とした路線）】

【別紙6】

＊12/2時点でのイメージです。
画面は開発中であり、実際の画面と異なる場合があります。

 種類は「150円区間」「200円区間」「マイバス」の3種類

 当日の使用開始操作によるご利用

前橋市内のデジタルフリーパス



マイナンバーカード連携

 WEB上で、デマンド交通の乗車・降車位置を選択して配車予約
 デマンド交通乗車時に交通系電子マネー決済にて料金支払い

予約制

割引あり

前橋MaaS

乗車予約をする

予約状況を見る

目的地を検索

乗降位置を選択

オンデマンドモビリティ

タッチ!

事前予約 決済

オンデマンド交通ご利用時に交通系電子マネー決済

＜利用可能なデマンド交通＞

【別紙7】

＊12/2時点でのイメージです。
画面は開発中であり、実際の画面と異なる場合があります。

前橋市内デマンド交通の予約・決済

●るんるんバス（富士見地区）２台
●ふるさとバス（大胡・宮城・粕川地区）４台
●AI配車タクシー（富士見・芳賀地区）２台
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