
平成３０年５月１８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

ャンペーンについて、本年度も、７月から９月までの３ヶ月間「水」「山」「歴史」を切り口に実

施し、夏の群馬をＰＲしていきます（３０年度は通算９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及びＪＲグループ６社の月別重点宣伝地域指

定（※）の支援を受けて実施します。

※重点プロモーション地域：ＪＲ東日本が、３カ月間、首都圏において集中的な宣伝を展開します。

月別重点宣伝地域：ＪＲグループ６社が、１ヶ月間、全国において集中的な宣伝を展開します。

１ キャンペーンの概要

実施期間 平成３０年７月１日(日) ～ ９月３０日(日)
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２４９団体）

※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

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」（前回群馬ＤＣから継続）

数値目標 ２１,２０0,000人 （対前年同期比５.１%増（約 103万人増））
２ キャンペーンの特色

◇水源県「ぐんま」ならではの「水」、今年全線開通が予定されているぐんま県境稜線トレイ

ルや上毛三山などの「山」、昨年世界の記憶に登録された「上野三碑」や、古墳等の「東国

文化」、世界遺産「富岡製糸場」などに代表される「歴史」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。

◇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・関西方面でも誘客促進を図っていき

ます。また、ＪＲグループ６社の月別重点宣伝地域指定を受け、７月の１ヶ月間、ＪＲ主

要駅約 1,000カ所に５連ポスターを掲示し、全国からの誘客促進を図っていきます。
◇県、協会、ＪＲ、市町村、観光事業者等「オール群馬」の体制でキャンペーンを盛り上げ、

平成３２年春の「群馬デスティネーションキャンペーン」に向けた機運醸成を図ります。

３ キャンペーンの見どころ・イベント等

キャンペーン開催に向け観光資源の掘り起こし、磨き上げを行ってきました。今年のキャン

ペーンの見どころ・イベントは別紙１のとおりです。

４ 協議会及びＪＲの主な取組

上記３の観光資源を、効果的にＰＲし、誘客に繋げるため、別紙２・３のとおり各種事業を

展開していきます。
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広報宣伝

広報宣伝物の掲出・配布等

観光情報誌「ググっとぐんま」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
[５/３１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／２，９００枚、Ａ２判／７００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、市町村等の関
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個等

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やのぼり旗の

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、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災
保険、損害保険ジャパン日本興亜、日本郵政

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。

５連ポスターの掲示
ＪＲグループ６社による月別重点宣伝地域の指定（４年ぶり）を受け、Ｊ
Ｒ主要駅等に５連ポスターを掲示いたします。
［制作部数］ＪＲ版／1,100組（5,500枚）、通常版／1,500組（7,500枚）
［掲出場所］ＪＲ版／ＪＲ主要駅、通常版／県内観光施設・観光案内所、

県内外のイベント等

【別紙２】 ググっとぐんま観光キャンペーンの主な取組等

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
を出展し、全国に向けて観光PRを行います。

[開催日] 9月2０日（木）～２３日（日）
※一般開放日は、２２日（土）・２３日（日）のみ
[会場]東京ビッグサイト東展示棟

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」を実施します。
レンタカー利用で応募いただくと、抽選で９０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（日）～９月３０日（日）

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
月に、首都圏の大手旅行会社１０社及び旅行雑誌社４社を訪問し、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PRのため、首都圏主要駅や高速道路

SA・PAなどでの観光キャラバンを実施いたします。

【首都圏駅キャラバン（予定）】

【高速道路ＳＡ・ＰＡ】

受入体制整備

おもてなし体制作り

おもてなし講習会

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いたします。

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） １４万部
［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、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。

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。

〇中京エリア

・７/３１(火) 嬬恋高原キャベツPRイベント

・９/８（土）～ ９/９（日） ふるさと全国県人会まつり

〇関西エリア

・８/２５（土） ダイキン工業フーハ大阪観光展

（開催場所：グランフロント大阪）

・９/７（金）～９/８（土） 関東甲信越静７県の観光展

（開催場所：神戸さんちか）
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日時 場所
５月２８日（月） ＪＲ大宮駅
６月 ５日（火） ＪＲ池袋駅
６月 ７日（木） ＪＲ立川駅
６月１１日（月） ＪＲ横浜駅
６月１４日（木） 東武北千住駅

６月２５日（月） 東武柏駅
７月 ３日（火） ＪＲ千葉駅
７月 ６日（金） ＪＲ上尾駅

日時 場所

７月１４日（土） 上里ＳＡ（下り）

８月 ４日（土） 佐野ＳＡ（下り）

９月１５日（土） 壬生ＰＡ

ググっとぐんまプレゼンテーションin東京＜県事業＞

首都圏の旅行エージェントやメディア等に対し、
知事によるトップセールスを実施し、群馬の観光の
魅力をＰＲをします。

[期日] ６月２０日（水）１５：００～
[場所] ホテルメトロポリタン東京池袋

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
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継続実
施します。
キャンペーン特別企画
・キャンペーン期間中にぐんま地産地消推進店を利用すると、農畜産物
が抽選で当たる特別企画をアプリ限定で実施します。
・キャンペーン期間中、対象の宿泊施設に宿泊すると、通常より多くの
スタンプが獲得できます。
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【別紙１】ググっとぐんま観光キャンペーン 見どころ・イベント等

●オープニングセレモニー

日時：7月1日（日）
場所：ＪＲ高崎駅
特徴：ググっとぐんま観光キャンペーンのオープニングセレモニーとして

｢SLみなかみ｣の出発式を実施します。
内容：主催者あいさつ、関係者によるテープカットなど
県庁サテライト会場 【特別企画！】

日時：7月1日（日） １０：００～
場所：県庁県民ホール(南)オープニングイベント(１日のみ：10:00～17:00)

同ホール(北)おすすめ！地域の物産市(１～４日まで：10:00～18:30)
内容：高崎駅で開催されるオープニングセレモニーに合わせて、県庁県民

ホールをサテライト会場として、本キャンペーンのテーマ｢水」「山｣
「歴史」に関連したイベントを実施します。 また、県内の物産業者を
一堂に集めた物産展も同時開催します。

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

●ぐんまの水

ぐんまの水風景を多彩なウォーターアクティビティで紹介します。

ラフティング（渋川市・みなかみ町）

利根川上流は川の流れが激しく国内でも屈指のラフティングスポットです。

キャニオニング（中之条町・みなかみ町）

渓谷の中で大自然と一体となり、スリルを味わえる贅沢なアクティビティが体感できます。

カヌー（中之条町・みなかみ町・片品村など）

山や川、湖など大自然の中、カヌーエリアの宝庫でゆったりと時を過ごします。

フィッシング（前橋市・川場村など）

自然に囲まれた魅力の釣り堀（釣場）が点在します。

リバートレッキング（長野原町）

渓谷の中を歩き登るアクティビティ、大自然の中でゆったりとリフレッシュできます。

☆ ぐんまの「水」・「山」 ⇒Ｐ３～Ｐ６

●ぐんまの滝

涼感あふれる滝は夏の風物詩、マイナスイオンを浴びてリ
フレッシュできます。

吹割の滝（沼田市）
浅間大滝 魚止めの滝（長野原町）
小中大滝（みどり市）
仙ヶ滝（安中市）

●ぐんまの山
群馬は県土の約３分の２を山地が占める

｢山岳県｣です。日本百名山は全国1割強の
11座、更に｢群馬百名山｣があるほど、ぐんま
は名峰秀峰に恵まれています。

ぐんま県境稜線トレイル

本年全線開通が予定されている、国内最長のロングトレ
イル「ぐんま県境稜線トレイル」。周辺には、温泉や観光地
が点在し、麓観光も楽しめます。

ぐんまの｢夜｣ ⇒P９・１０

●館林手筒花火大会（館林市）

日時：７月２１日（土）

見所：手筒花火から噴き上がる豪快な火柱と轟音は大迫力。
●ペルセウス座流星群説明会・観察会（高山村）

日時：８月１２日（日）
見所：夏休み期間中は、予約無しで参加できる観望やペル

セウス座流星群観察会など星空観察のチャンス。

☆ ぐんまの｢歴史｣ ⇒P２５

●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、鉄水瑠や西置繭所の保存修理工事見学ができ

ます。

●ユネスコ｢世界の記憶｣登録！｢上野（こうずけ）三碑｣（高崎市）

約１３００年前の東アジアの文化交流を記す国内最古級

の石碑群。昨年、｢世界の記憶｣に登録されました。

●世界かんがい施設遺産

国際かんがい排水委員会が認定する「世界かんがい施設

遺産」が県内には２カ所あります。

・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）

群馬県には、多くの温泉があります。ここでは、温泉だけでなく体験・イベ
ント・グルメの楽しみ方をご紹介します。

●草津温泉（草津町） ⇒P１１
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、風情豊かな温泉街をそぞろ歩き
できます。

西の河原公園 ライティング
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） ⇒P１２
スマートボール
懐かしいレトロなスマートボールマシンにチャレンジ！

散策が一層楽しくなります。
ちょうちんウォーク
レトロ＆ノスタルジックな雰囲気の温泉街をちょうちん

片手に夕涼みしながらそぞろ歩きできます。

●伊香保温泉（渋川市） ⇒P1３
伊香保ハワイアンフェスティバル
ハワイとの友好関係が２５年以上も続く伊香保

らしく、音楽や踊りなどハワイ一色となるイベントです。
湯の花まんじゅう
100年以上続く上品な上品な甘さの勝月堂や北海道

産の小豆を使う優雅な風味の清芳亭などのお店があり
ます。

●みなかみ温泉１８湯（みなかみ町） ⇒P1４
まんてん星の湯（カヤック体験）
猿ヶ京温泉近くのほとんど流れのない神秘的な

赤谷川駒形峡でゆったりとカヤック体験ができます。
おかみのおすすめスイーツめぐり
「水上温泉おかみの会」が太鼓判を押す人気の１６店。

マップを片手に来店すると特典があります。

ぐんまの「温泉」

●キャンペーン特別企画

すき焼き自給率１００％！さっぱり美味しい｢夏すき焼き｣

キャンペーン期間中、道の駅あぐりーむ昭和で特別

メニューとして販売します。（値段：2,000円）

昭和村で朝採り野菜の収穫体験

新鮮な朝採り野菜を収穫、お持ち帰りいただけます。

藤原ダム≪完成６０年≫ ・ 下久保ダム《完成５０年》
「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。
完成から節目の年に、下久保ダムでは、６月２４日（日）

に「放流イベント」を実施するとともに、夏休み期間に個人
見学会を実施します。

桐生八木節祭り（桐生市）

８月３日（金）～５日（日）に開催される、一大イベント。

４日（土）には、群馬県では初となるブルーインパルスの

展示飛行が行われます。

●復活

桃ひめシャーベット（富岡市）

幻の桃と言われる「天津桃」を使った特製シャーベット

がこの夏復活します。

★ 特別企画 ⇒P４・７

≪ぐんまの粉食文化≫

●ひもかわ（桐生市） ●焼きまんじゅう（県内各所）

●水沢うどん（渋川市） ●いせさきもんじゃ（伊勢崎市）

●おっきりこみ（県内各所） ●太田焼きそば（太田市）

●分福茶釜の釜玉うどん（館林市） ●高崎パスタ（高崎市）

ぐんまの｢食｣ ⇒P８他

○ひんやりメニュー
・アイスまんじゅう（桐生市）
・冷やしトマトラーメン（玉村町）
・名水ゼリー（東吾妻町） ・かわばジェラート（川場）



◆上越線
●谷川岳山開き[6/30（土）]※復路は7/1(日）（上野駅～土合駅）

谷川岳の山開きに合わせて上野から夜行列車を運転します。
●SL YOGISHAみなかみ [7/7（土）]（高崎駅～水上駅）

ホタル観賞会に合わせてSLが夜間運転します。
●山の日 谷川岳号 [8/11（土・祝）] （上野駅～土合駅）

国民の祝日「山の日」に合わせて運転します。
●「食」の列車 [9/29（土）] （高崎駅～水上駅）
群馬の食とおもてなしを堪能できる列車を運転します（列車名については後日発表）

●たんばらラベンダー号（運転日は下記のカレンダー参照）（上野駅～沼田駅）
玉原高原のラベンダーの見ごろに合わせて運転します。

●SL（運転日は下記のカレンダー参照）（高崎駅～水上駅）
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。

◆信越本線

● SL（運転日は下記のカレンダー参照）(高崎駅～横川駅)
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。

◆吾妻線

●特急草津（上野駅～長野原草津口駅）
特急草津を土日祝日を中心に増発します。

●リゾートやまどりの運転（運転日は右のカレンダー参照）（大宮駅～長野原草津口駅）
大宮駅発着の「リゾートやまどり」を運転します。

キャンペーンに向けてぐんまの「水」「山」「温泉」「食」「文化」
「体験」「自然」を楽しめる商品をラインナップ。大人から子供ま
で楽しめる企画が満載です。
◆パンフレット各種

（1）レギュラーぐんま（４月～９月）
（2）ググっとぐんま（４月～９月）
・昨年商品化した月夜野の水を使用した４種類のビールが飲

み放題のプランを設定します。ガラス創作体験と合わせて
楽しめます。

・SLをモチーフとした、ホテルメトロポリタン高崎の「D51 ４９８
ルーム」を設定しました。（朝食付き、「D51 ４９８オリジナル
だるま」や「ナッパ服風パジャマ」「専用カードキー」等うれし
い特典付き）

・のってたのしい列車「SL」や「リゾートやまどり」など、ぐんま
だけの臨時列車を楽しめる宿泊や日帰り商品を設定します。

・水源地ぐんまならではの「ラフティング」「カヌー」をオプショナ
ル商品として設定します。

・２０１５年にラムサール条約に登録された芳ヶ平湿地群の
チャツボミゴケ公園を散策するコースを設定します。

・八ツ場ダムの工事現場見学ツアーを設定しました。新たに
立ち寄り場所をリニューアルし、「今」しか見る事の出来ない
「大型ダム建設工事現場」をコンシェルジェが案内します。
・ぐんま県境稜線トレイル全線開通（予定）記念として、「谷川
岳天神平で散策」コースにご参加の方に「ぐんまちゃんタオ
ル」をプレゼントします。

・涼を楽しめる磯部簗、磯部温泉を楽しめる商品を設定します。
（3）尾瀬ハイキング（６月～10月）
・日帰り商品「尾瀬ヶ原の自然を訪ねて」コース、「自然の
宝庫尾瀬沼を訪ねて」コース、宿泊商品の「尾瀬の山小屋
に泊まる」コースを設定し、フルカラーパンフレットで
尾瀬の魅力を最大限にＰＲできる商品を設定しました。

（4）たんばらラベンダーパークへの旅（7月～8月）
・７月から８月にかけて見頃を迎え、首都圏を中心の多くのお
客様が訪れるたんばらラベンダーパークへ「リゾートやまど
り」を利用した商品や、「新幹線」と「SL」を利用した商品を設
定し、お客様に多くの選択肢をご提供します。

（5）フレテミーナ（8月）
・ぐんまの里山で楽しむコースとして赤城エリアでの採れたて
果実の収穫体験や、ソーセージ作り体験を通じ、「自然」と
「食」を満喫していただき、「SL」にも乗車できるエスコート商品
を新規設定します。

◆広域連携施策
群馬・新潟・長野のエリア内の列車で巡る企画を実施予定。

◆駅から観タクン

ユネスコ「世界の記憶」の上野三碑を巡るコースの設定

上野三碑を高崎駅発着で楽しめるコースをご用意します。
【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つの鉄道会社と連携し、お客さまにお楽しみいただける
取組みを実施します。

◆ぐんまワンデー世界遺産パスの発売

富岡製糸場と絹産業遺産群やユネスコ「世界の記憶」に登録された上野
三碑をはじめ県内の名所等を列車で巡ることができる「ぐんまワンデー世界
遺産パス」を７月～９月期間に設定します。＜発売は6/21～12/31＞

（ご利用は7/1(日)～ 12/31(月)まで）
◆スタンプラリーの実施
県内各鉄道会社の連携によるスタンプラリーを実施予定です。（7～9月）

◆県内各地での鉄道イベントの実施

・7月1日（土）「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
⇒サテライト会場として群馬県庁でもイベントを開催

・7月12日（木）～14日（土）上野駅にて「上州ぐんま産直市」を開催
・7月28日（土）高崎駅で「井森美幸」さん出演イベントを開催
・9月15日（土）「鉄道わくわくフェスティバルinみなかみ」を開催
・9月23日（日）「上毛電鉄感謝フェアイベント2018」を開催
・9月30日（日）「頑張るぐんまの中小私鉄フェア2018」を開催

宣伝展開及び情報発信

◆ＪＲ高崎支社×井森美幸さん

キャンペーン広告塔として、群馬の露出拡大と話題性を喚起するため、ぐ
んま大使としても活躍している「井森美幸」さんを起用します。
広告としてポスター、のぼり旗、デジタルサイネージ、列車のラッピング、パ

ンフレット等でＰＲします。

【別紙３】 ＪＲ東日本の主な取組 平成30年5月18日（金）

ＪＲ東日本高崎支社

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）

鉄道の楽しみ方の提案

旅の提案

B1ポスター

◆群馬の食とおもてなしを楽しめる列車を設定

群馬の「食」と「おもてなし」を堪能していただける「食の列車」を設定しま
す。群馬県産農畜産物のブランド化を考える「ひめラボ」のご協力のもと、車
内で各地の名産品をお楽しみいただきます。停車駅では地元の方によるお
出迎えもあり群馬の魅力を十分に感じていただきます。＜後日発表予定＞
◆6次産業化商品の展開
・「上越線（地ビール、ピクルス）」、「べGパスタ」に加えて県産素材でつくった
新たな地ビールやロールケーキの販売を予定しています。

◆地産品をPRするイベントを県内外で開催
●「まえきフェス」[7/27(金）、 9/9(日）]

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」[7/12（木）～14（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」[8/11(土)] 
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。

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。また「SL」車内で楽しめるイベントも実施しています。
詳しくはぐんま旅と鉄道の情報誌「Gatan」をご覧ください。

インバウンド施策
・各自治体や温泉地宿泊施設等と連携し、ホームページに「JRTOKYO Wide 

Pass」のバナーを貼ることで、本県への来訪に向けた情報発信や仕掛け作
りを実施します。

・台湾の創造旅行社（ＪＲＥＣＴＴ）と連携した商品を設定する予定です。
・VJ地方連携事業において群馬県とJR東日本が連携しながら海外メディア
旅行会社招聘などを実施します。

・実際に海外の方に群馬の魅力を感じていただき、SNSなど情報発信をして
いただけるようＰＲします。

◆首都圏キャラバン実施予定
5/28（月） 大宮駅 ７/３（火） 千葉駅
６/５（火） 池袋駅 ７/６（金） 上尾駅
６/７（木） 立川駅
６/11（月） 横浜駅

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

運転日カレンダー 上越線ＳＬ 信越本線ＳＬ リゾートやまどり たんばらラベンダー号
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