
「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

371-0841　群馬県前橋市石倉町3-12-2

　　　ホテルサンダーソン1F
11：30～L.O 14：00　／　17：30～L.O 21：00

ＴＥＬ：027-251-5222　／　ＦＡＸ：027-254-1771 火曜日

371-0035　群馬県前橋市岩神町4-9-15 12：00～14：00　／　17：00～22：00

ＴＥＬ：027-233-1519　／　ＦＡＸ：027-233-1519 日曜日（予約により営業）

371-0022　群馬県前橋市千代田町2-7-14 8：00～19：00

ＴＥＬ：027-257-0014　／　ＦＡＸ：027-257-0014 月曜日

371-0841　群馬県前橋市石倉町3-12-2

　　　ホテルサンダーソン7F
11：30～L.O 14：00　／　17：30～L.O 21：00

ＴＥＬ：027-251-5222　／　ＦＡＸ：027-254-1771 年中無休

371-0022　群馬県前橋市千代田町3-12-10 9：00～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：027-235-8011　／　ＦＡＸ：027-235-8512 年末年始・水曜日（祝日の場合は翌日）

371-0022　群馬県前橋市千代田町5-1-16 10：00～18：00（入場は17：30まで）

ＴＥＬ：027-230-1144　／　ＦＡＸ：027-232-2016 毎週水曜日

371-0831　群馬県前橋市小相木町580-1 11：00～23：00

ＴＥＬ：027-289-4903　／　ＦＡＸ：027-289-4904 年中無休（年末年始を除く）

371-0804　群馬県前橋市六供町5997-8 16：30～21：30

ＴＥＬ：027-223-3622　／　ＦＡＸ：027-224-6072 月曜日

371-0001　群馬県前橋市荻窪町437-10 9：30～18：00

ＴＥＬ：027-264-3166　／　ＦＡＸ：027-264-3142 毎月第１・第３火曜日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

・パンをご購入いただいた方にラスクをプレゼント

天津楼 菜々久 ・ソフトドリンク人数分サービス

・ソフトドリンク人数分サービス

牛や清 ・一団体につき１名様にソフトドリンク１杯サービス

RESTAURANT JUNO

パン工房 SYATOA ～シャトア～

水と緑と詩のまち 前橋文学館

アーツ前橋

・ポストカード１枚プレゼント

・ノベルティ等プレゼント

・お食事をご注文いただいた方に季節のデザートをプレゼント（１グループ皆様で利用可）

※他サービス券との併用不可

・ソフトドリンクまたはバニラアイス無料サービス

・神津牧場のソフトクリーム５０円引き

・上州麦豚１０％引き

G.G.C. 前橋店

焼肉ハウスさんちく

農事組合法人 味菜

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

中部地域　　前橋市・渋川市・北群馬郡榛東村
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https://www.sanderson.jp/saisaikyu/
http://www.gyuya.jp/
https://www.sanderson.jp/juno/
https://syatoa.jp/
http://www.maebashibungakukan.jp/
http://artsmaebashi.jp/
https://happyisland.jp/
http://sanchiku.jp/
http://azisai.jp/


「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

379-2146　群馬県前橋市公田町677-1 11：00～24：00（L.O 23：45）

ＴＥＬ：0120-022-814　／　ＦＡＸ：027-289-4100 なし

371-0246　群馬県前橋市柏倉909-5 10：00～16：00　※ぶどう狩り営業期間中は10：00～17：00

ＴＥＬ：027-212-8039　／　ＦＡＸ：027-212-8044 水曜日　※ぶどう狩り営業期間中は無休

379-1113　群馬県渋川市赤城町南赤城山892 9：00～16：30（入園は15：30まで）

ＴＥＬ：0279-56-5211　／　ＦＡＸ：0279-56-5737
４月～１１月　火曜日定休、４月・５月無休　※火曜日祝日の場合翌日休み

１２月～３月　月曜日～金曜日定休、土・日曜日のみ開園　※年末年始除く

377-0312　群馬県渋川市小野子163 11：00～20：00　※うどん・そば終了次第閉店

ＴＥＬ：0279-59-2121 木曜日、第２火曜日、第３水曜日

377-0008　群馬県渋川市渋川4204 平日　9：30～16：00　／　土日祝　9：30～16：30

ＴＥＬ：0279-20-1101　／　ＦＡＸ：0279-20-1116 水曜日、その他不定休　※事前にご予約いただければ対応可

377-0102　群馬県渋川市伊香保町伊香保544-119 9：00～18：00（１２月～２月は17：00まで）

ＴＥＬ：0279-72-4788　／　ＦＡＸ：0279-72-2661 なし

377-0024　群馬県渋川市祖母島中野2293-1

〇〇〇〇〇〇〇平日　６月～８月　11：00～19：00（L.O 18：00）

〇〇〇〇〇〇　　　　９月～５月　11：00～18：00（L.O 17：00）

〇土日祝・正月・ＧＷ・お盆　通年11：00～20：00（L.O 19：00）

ＴＥＬ：0279-24-3868　／　ＦＡＸ：0279-22-4491 なし

377-0008　群馬県渋川市渋川1901-24 10：00～18：00

ＴＥＬ：0279-25-3215　／　ＦＡＸ：0279-23-1907 火曜日

377-0102　群馬県渋川市伊香保町伊香保36
４月～１０月　9：00～21：00（入場は20：30まで）

１１月～３月　9：00～20：30（入場は20：00まで）

ＴＥＬ：0279-72-4526 第２・第４火曜日（祝日の場合は翌日）

伊香保温泉浴場「石段の湯」

渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館

くつろぎ味処 伊香保時代屋

竹久夢二伊香保記念館

群馬ガラス工芸美術館

きのこ茶屋

・８４０円以下のラーメンを７００円にて提供

・ソフトクリーム５０円引き

・入園料割引（大人３００円引き）

※他の割引券との併用不可

・ドリンクまたはデザートサービス

景勝軒 前橋総本店

観光農園 あかぎおろし

赤城自然園

・入館料１００円引き（５名様まで利用可能）

・共通券３００円引き

・お食事及びお土産５％割引

・観覧料１００円引き

【提供期間：令和２年４月１日～令和２年６月３０日まで】

　〇大人　４０円割引（通常４１０円→割引後３７０円）

　〇小人　２０円割引（通常２００円→割引後１８０円）

※１回のドラ割の登録画面提示につき、５名様まで有効

中部地域　　前橋市・渋川市・北群馬郡榛東村

2 / 14 ページ

http://www.city.shibukawa.lg.jp/kankou/ikahoonsen/ikahoonsen/p003077.html
http://www.city.shibukawa.lg.jp/kankou/art/artmuseum/p000145.html
http://ikaho-jidaiya.jp/
http://www.yumeji.or.jp/
http://www.ggart.co.jp/
http://www.keishoken.jp/
http://akagi-oroshi.jp/
http://akagishizenen.jp/
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施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

377-0102　群馬県渋川市伊香保町伊香保560-1 9：00～17：00（上り最終は16：45）

ＴＥＬ：0279-72-2418　／　ＦＡＸ：0279-72-2418 月１回程度点検のため運休あり

370-3501　群馬県北群馬郡榛東村長岡1591 8：00～16：30

ＴＥＬ：0279-54-6766　／　ＦＡＸ：0279-54-8684 毎週水曜日、１２／２８～１／４

渋川市営伊香保ロープウェイ

卯三郎こけし

【提供期間：令和２年４月１日～令和２年６月３０日まで】

　〇大人　往復８０円減額（大人往復通常運賃８３０円→７５０円）

　〇小人　往復４０円減額（小人往復通常運賃４１０円→３７０円）

※１回のドラ割の登録画面提示につき、１グループ有効

・１０％割引（食品以外）

中部地域　　前橋市・渋川市・北群馬郡榛東村
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http://www.city.shibukawa.lg.jp/kankou/ikahoonsen/streetsofikaho/p000203.html
http://www.usaburo.com/


「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

370-3511　群馬県高崎市金古町888-1 9：30～17：00

ＴＥＬ：027-360-6300　／　ＦＡＸ：027-360-6301 火曜日（但し、５／５は開館）

370-0015　群馬県高崎市島野町1036-1 11：00～15：00　／　17：00～21：00（L.O 20：30）

ＴＥＬ：027-350-9123　／　ＦＡＸ：027-350-7367 年中無休

370-1293　群馬県高崎市綿貫町992-1 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：027-346-5560　／　ＦＡＸ：027-346-4064 月曜日（祝日の場合はその翌日）　※臨時休館日あり

370-1293　群馬県高崎市綿貫町992-1 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：027-346-5522　／　ＦＡＸ：027-346-5534 月曜日（祝日の場合はその翌日）、年末年始、展示替期間

370-3524　群馬県高崎市中泉町631-7 11：00～23：00

ＴＥＬ：027-372-7330　／　ＦＡＸ：027-384-3180 年中無休（年末年始を除く）

370-1201　群馬県高崎市倉賀野町2675-1 11：00～23：00

ＴＥＬ：027-387-0925　／　ＦＡＸ：027-387-0975 年中無休（年末年始を除く）

370-2132　群馬県高崎市吉井町吉井285 9：30～16：30

ＴＥＬ：027-387-5235　／　ＦＡＸ：027-387-9921 月曜日（月曜日が祝日等の場合は開館し、翌日休館）

370-0865　群馬県高崎市吉井町池1085 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：027-387-4928　／　ＦＡＸ：027-387-8726 月曜日（月曜日が祝日等の場合は開館し、翌日休館）、年末年始

370-3534　群馬県高崎市井出町1514 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：027-373-8880　／　ＦＡＸ：027-373-8822 火曜日、祝日の翌日

Happy Burg 高崎中泉店

群馬県立歴史博物館

群馬県立近代美術館

清水十割 そばいち 高崎総本店

群馬県立日本絹の里 ・ドリンクサービス

・えび天１本サービス

西部地域　　高崎市・藤岡市・富岡市・安中市・多野郡上野村

・オリジナル缶バッジまたはオリジナル一筆箋をプレゼント

・特別記念品プレゼント

・オリジナルカード１枚プレゼント（１グループ１枚）

・オリジナル歴史カード１枚プレゼント（ご登録者１名につき１枚）

・オリジナルカード１枚プレゼント（１グループ１枚）

・お食事をご注文いただいた方に季節のデザートをプレゼント（１グループ皆様で利用可能）

※他サービス券との併用不可

・お食事をご注文いただいた方に季節のデザートをプレゼント（１グループ皆様で利用可能）

※他サービス券との併用不可

かみつけの里博物館

多胡碑記念館

吉井郷土資料館

Happy Burg 高崎倉賀野店
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https://happyisland.jp/
http://grekisi.pref.gunma.jp/
http://mmag.pref.gunma.jp/
http://www.sobaichi.com/
http://www.nippon-kinunosato.or.jp/
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014010701664/
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121900164/
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121900157/
https://happyisland.jp/


「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

370-0073　群馬県高崎市緑町1-28-2 11：00～23：00

ＴＥＬ：027-362-8887　／　ＦＡＸ：027-362-8890 年中無休（年末年始を除く）

370-0884　群馬県高崎市八幡町800-144 9：00～16：00

ＴＥＬ：027-343-2256　／　ＦＡＸ：027-343-2279 月曜日（月曜日が祝日等の場合は開館し、翌日休館）、祝日の翌日

370-0849　群馬県高崎市八島町222 8：00～20：00

ＴＥＬ：027-322-0556　／　ＦＡＸ：027-325-4697 無休

370-0027　群馬県高崎市上滝町1058 9：00～16：00

ＴＥＬ：027-352-1261　／　ＦＡＸ：027-352-1261 月曜日（月曜日が祝日等の場合は開館し、翌日休館）、祝日の翌日

370-3341　群馬県高崎市榛名山町138-1 9：30～16：00

ＴＥＬ：027-374-9761　／　ＦＡＸ：027-374-9761 火曜日、祝日の翌日

370-3402　群馬県高崎市倉渕町三ノ倉296-1
４月～１２月　9：00～19：00

　１月～３月　9：00～18：00

ＴＥＬ：027-384-8282　／　ＦＡＸ：027-378-2100 第２木曜日、年末年始（１２／３１～１／３）

375-0024　群馬県藤岡市藤岡66 10：00～19：00

ＴＥＬ：0274-22-0368　／　ＦＡＸ：0274-22-0368 日曜日

375-0047　群馬県藤岡市上日野2240
４月～１０月　9：00～17：00

１１月～３月　9：00～16：00

ＴＥＬ：0274-28-0385　／　ＦＡＸ：0274-28-0808 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（１２／２５～１／４）

370-2316　群馬県富岡市富岡1145 11：00～15：00

ＴＥＬ：0274-67-7893　／　ＦＡＸ：0274-67-7831 不定休

・１,０００円以上のメニュー５０円引き

・体験者にドリンクサービス工芸体験村 土と火の里公園

上州路うどんさくら

・お食事をご注文いただいた方に季節のデザートをプレゼント（１グループ皆様で利用可能）

※他サービス券との併用不可

５００円以上お買い上げの方に粗品プレゼント

・レンジアップごはん３０円引き（１６０円→１３０円）

・オリジナルカード１枚プレゼント（１グループ１枚）

・オリジナルカード１枚プレゼント（１グループ１枚）

・レンタカー１台ご利用につき粗品１品プレゼント

・オリジナルカード１枚プレゼント（１グループ１枚）観音塚考古資料館

G.G.C. 高崎本店

西部地域　　高崎市・藤岡市・富岡市・安中市・多野郡上野村

成田屋

道の駅 くらぶち小栗の里

榛名歴史民俗資料館

高崎市歴史民俗資料館

駅レン 高崎営業所
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http://www.tsuchihi.com/
http://www.sakura-tomioka.com/
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「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

370-2316　群馬県富岡市富岡1757-1 12：00～14：30　／　17：30～22：00

ＴＥＬ：0274-67-7000　／　ＦＡＸ：0274-67-7001 不定休

370-2344　群馬県富岡市黒川351-1 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0274-62-6200　／　ＦＡＸ：0274-62-6201
月曜日（休日の場合は翌日　※ＧＷ期間中は開館）、年末年始

※その他臨時休館あり

370-2345　群馬県富岡市上黒岩1674-1 9：30～17：00

ＴＥＬ：0274-60-1200　／　ＦＡＸ：0274-60-1250 月曜日（原則）

370-2453　群馬県富岡市宮崎329 10：00～16：00（入館は15：30まで）

ＴＥＬ：0274-63-0317　／　ＦＡＸ：0274-64-1455
月曜日、年末年始

国民の祝日の翌日（国民の祝日が月曜日の場合はその翌日と翌々日）

370-2316　群馬県富岡市富岡1-1 9：00～17：00（入場は16：30まで）

ＴＥＬ：0274-67-0075　／　ＦＡＸ：0274-67-0076 年中無休（年末年始を除く）

370-2316　群馬県富岡市富岡1406-4 24時間

ＴＥＬ：0274-67-0103　／　ＦＡＸ：0274-67-0104 なし

370-2316　群馬県富岡市富岡1115 24時間

ＴＥＬ：0274-67-0103　／　ＦＡＸ：0274-67-0104 なし

379-0135　群馬県安中市郷原263-2 24時間

ＴＥＬ：027-380-6607　／　ＦＡＸ：027-380-6608 年中無休

379-0116　群馬県安中市安中2341-1 17：00～24：00（火曜日のみ17：00～22：30）

ＴＥＬ：027-382-8681　／　ＦＡＸ：027-382-8680 月曜日

ファミリーロッジ磯部茶屋

市営上町駐車場

市営宮本町駐車場

居酒屋 ろしなん亭

・缶バッジプレゼント（「旧茂木家住宅お富ちゃん」デザイン）

・ポストカードプレゼント

・ノベルティプレゼント

・グラスワイン１杯サービス（お一人様のみ）

富岡製糸場

旧茂木家住宅

群馬県立自然史博物館

富岡市立美術博物館・福沢一郎記念美術館

トラットリア エ バル イル ジラソーレ 

西部地域　　高崎市・藤岡市・富岡市・安中市・多野郡上野村

・ドリンク１杯サービス

・素泊一泊１００円引き

・1時間分（普通車限定）の駐車場料金割引券を配布

※別途始めの３０分は無料

※割引対応は富岡製糸場券売窓口にて対応

・1時間分（普通車限定）の駐車場料金割引券を配布

※別途始めの３０分は無料

※割引対応は富岡製糸場券売窓口にて対応

・個人のお客様に対し団体料金で対応（割引対応は富岡製糸場券売窓口にて実施）

6 / 14 ページ

http://www.tomioka-silk.jp/tomioka-silk-mill/access/parking.html
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「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

379-0307　群馬県安中市松井田町坂本1222 10：00～21：00（入館は20：30まで）

ＴＥＬ：027-380-4000　／　ＦＡＸ：027-380-4001 第２・第４火曜日

370-1613　群馬県多野郡上野村勝山1169 9：00～17：00（受付時間9：00～15：30）　※季節により変動

ＴＥＬ：090-8687-0055　／　ＦＡＸ：0274-20-7171 水曜日、木曜日（祝日・ＧＷ・春休み・夏休みを除く）

フォレストアドベンチャー

碓氷峠の森公園交流館 峠の湯

・上野村の木材を使ったオリジナルキーホルダーをプレゼント（１グループにつき１つ）

西部地域　　高崎市・藤岡市・富岡市・安中市・多野郡上野村

・３時間入館料１０％引き（最大５名様まで利用可能）

※他の割引との併用不可
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https://fa-ueno.foret-aventure.jp/
https://www.usuitouge.com/tougenoyu


「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

377-0601　群馬県吾妻郡中之条町四万4232 8：30～18：00

ＴＥＬ：0279-64-2702　／　ＦＡＸ：0279-64-2702 なし

377-1308　群馬県吾妻郡長野原町大津1061-3 11：00～15：00（L.O 14：45）

ＴＥＬ：0279-82-0793　／　ＦＡＸ：0279-82-0793 木曜日、第３水曜日

377-1405　群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1053-26 8：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0279-86-3000　／　ＦＡＸ：0279-86-3001 水曜日

377-1512　群馬県吾妻郡嬬恋村大前2279-739 11：30～13：30（L.O）　／　17：30～20：30（L.O）

ＴＥＬ：0279-82-1020　／　ＦＡＸ：0279-82-1020 水曜日

蕎麦茶寮 nanakusa

高田屋 菓子舗

和食 あやめ亭

浅間火山博物館

・お一人様１,０００円以上のお食事でアイスクリームサービス

・入館料割引

　〇大人　６００円→４５０円

　〇小人（小・中学生）　３００円→２００円

・お食事された方にプチ甘味サービス（お一人様一回限り有効）

・５００円以上お買い上げでおまんじゅう１ヶプレゼント

吾妻地域　　吾妻郡中之条町・吾妻郡長野原町・吾妻郡嬬恋村
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「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

378-0024　群馬県沼田市下川田町891-4 11：30～14：00　／　17：30～19：00

ＴＥＬ：0278-23-5582　／　ＦＡＸ：0278-23-5582 月曜日

378-0044　群馬県沼田市下之町879 10：00～19：00

ＴＥＬ：0278-22-3016　／　ＦＡＸ：0278-22-8006 なし

378-0303　群馬県沼田市利根町追貝975 8：30～17：00

ＴＥＬ：0278-56-3586　／　ＦＡＸ：0278-56-3388 なし（冬季のみ不定休）

378-0125　群馬県沼田市白沢町平出1297 10：00～21：00（20：30最終受付）

ＴＥＬ：0278-53-3939　／　ＦＡＸ：0278-53-2345 第２火曜日　※休みではない月もあります

378-0055　群馬県沼田市柳町寺久保2710 11：30～そばが終わり次第終了

ＴＥＬ：0278-22-7815　／　ＦＡＸ：0278-22-7815 水曜日

378-0408　群馬県利根郡片品村花咲1113
１１月～３月　10：00～20：00　※土日 は21：00まで

４月～１０月　10：00～21：00　※土日 は21：00まで

ＴＥＬ：0278-20-7111　／　ＦＡＸ：0278-58-4433 第２・第４水曜日

378-0415　群馬県利根郡片品村鎌田3967-1 9：00～18：00　※施設によって異なるため要確認

ＴＥＬ：0278-25-4644　／　ＦＡＸ：0278-25-4646 第４火曜日、１２月～３月は毎週火曜日

378-0408　群馬県利根郡片品村花咲2797-2 8：00～17：00（予定）

ＴＥＬ：0278-58-3757　／　ＦＡＸ：0278-58-4788
営業期間中は無休

営業期間：令和２年５月２３日（土）～１０月４日（日）

378-0115　群馬県利根郡川場村大字門前713 9：00～17：00

ＴＥＬ：0278-52-2313　／　ＦＡＸ：0278-52-3686 火曜日・水曜日

そば処 源

白沢高原温泉 望郷の湯

吹割観光ドライブイン

お茶の清水園 清水茶舗

古民家のお蕎麦やさん五月八日

永井酒造 売店 古新館

片品ほたか牧場キャンプ場

道の駅 尾瀬かたしな

花の駅・片品 花咲の湯

・水芭蕉ネーム入りおちょこ１個プレゼント

・オートキャンプサイト１区画１泊１割引

・ソフトクリーム５０円引き

・入浴料１０％引き（５名様まで利用可能）

・そば団子１皿（２ヶ入）サービス

・入館料２時間１００円引き（１グループ５名様まで利用可能）

　〇大人２時間　５８０円→４８０円

　〇子供（３才以上～１２才未満）２時間　３２０円→２２０円

・５００円以上のお買物、もしくはお食事された方は代金１０%割引

　さらに、一団体につき１名様コーヒー１杯サービス

・煎茶１杯サービス

・お食事１,０００円以上のお客様お一人につき５０円引き

利根沼田地域　　沼田市・利根郡片品村・利根郡川場村・利根郡昭和村・利根郡みなかみ町
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「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

379-1202　群馬県利根郡昭和村貝野瀬3115-8 9：00～16：00

ＴＥＬ：090-2764-4482　／　ＦＡＸ：0278-24-8134 ６月中旬から約１ヶ月（シーズン中休みなし）

379-1204　群馬県利根郡昭和村森下2406-2 9：00～18：00

ＴＥＬ：0278-25-4831　／　ＦＡＸ：0278-25-4832 なし

379-1204　群馬県利根郡昭和村森下2406-2
４月～１０月　11：00～17：00

１１月～３月　11：00～16：00

ＴＥＬ：090-8023-6479 なし

379-1204　群馬県利根郡昭和村森下2406-2 10：00～16：00　※４月は15：00まで

ＴＥＬ：090-4174-3776 水曜日、木曜日　※４月は土日祝日のみ営業

379-1203　群馬県利根郡昭和村糸井624 10：00～21：00（受付は20：30まで）

ＴＥＬ：0278-20-1126　／　ＦＡＸ：0278-24-5161 月曜日（祝日の場合は翌日）

379-1721　群馬県利根郡みなかみ町藤原1899 9：00～17：00（受付は16：00まで）

ＴＥＬ：0278-75-2614　／　ＦＡＸ：0278-75-2633 無休

379-1728　群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽191-12 8：00～17：00

ＴＥＬ：0278-72-8017　／　ＦＡＸ：0278-72-8189 ７月～９月以外の水曜日

379-1417　群馬県利根郡みなかみ町東峰396
１２月～６月　09：00～16：00

７月～１１月　10：00～17：00

ＴＥＬ：080-9568-4706 火曜日

379-1416　群馬県利根郡みなかみ町入須川378

１月～３月　10：00～20：00（平日）

　　　　　　　10：00～21：00（土日祝）

　４月～１０月　10：00～21：00〇〇〇〇〇〇

１１月～１２月　10：00～20：00〇〇〇〇〇〇

ＴＥＬ：0278-64-2626　／　ＦＡＸ：0278-64-2683 第２・４木曜日（祝日は営業）

奥平温泉 遊神館

いちごの家

フォレスト＆ウォーター みなかみベース

宝川温泉 宝川山荘

日帰り温泉 昭和の湯

Lactuca

（道の駅あぐりーむ昭和内）

旬菜館食堂 ことぶき亭

（道の駅あぐりーむ昭和内）

昭和村さくら工房 農家レストラン

（道の駅あぐりーむ昭和内）

桜桃園

・クレープ１点ご注文で、コーヒーまたはカフェラテ１杯サービス

・大根そば１００円引き

・ソフトクリーム３０円引き

・コーヒー５０円引き

・ドリンクサービス

・入館料割引

　〇大人３時間券　６００円→４８０円

　〇小人３時間券　３３０円→２２０円

・いちご狩り１００円引き

・ツアー代金５００円引き

・食堂にてホットコーヒー１杯プレゼント（１グループ４名様まで利用可能）

※他の飲み物への変更は出来ません

・入館料割引

　〇大人　５００円→４００円

　〇子ども・障がいをお持ちの方　４００円→２００円

利根沼田地域　　沼田市・利根郡片品村・利根郡川場村・利根郡昭和村・利根郡みなかみ町
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「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

379-1721　群馬県利根郡みなかみ町藤原4957-1 10：00～19：00

ＴＥＬ：0278-75-2321　／　ＦＡＸ：0278-75-2105 なし

379-1721　群馬県利根郡みなかみ町藤原915-1 8：00～17：00（予定）

ＴＥＬ：0278-75-2206　／　ＦＡＸ：0278-75-2225
オープン予定日：令和２年４月２９日～９月２７日

※５／７～６／２６までの平日は団体のお客様のご予約を承ります。

379-1619　群馬県利根郡みなかみ町谷川514-12
１１月～６月　10：00～20：30（受付は20：00まで）

７月～１０月　09：00～20：30（受付は20：00まで）

ＴＥＬ：0278-72-2619　／　ＦＡＸ：0278-72-2619 第３木曜日（祝日の場合は翌日）

379-1617　群馬県利根郡みなかみ町湯原801 10：00～21：00（最終入館20：30まで）

ＴＥＬ：0278-72-8885　／　ＦＡＸ：0278-25-3061 第１・３火曜日（休日の場合は翌週）

379-1305　群馬県利根郡みなかみ町後閑737-1 9：00～17：00

ＴＥＬ：0278-62-2211　／　ＦＡＸ：0278-20-2111 お問い合わせください（年中無休）

379-1725　群馬県利根郡みなかみ町綱子170-1 要問合せ

ＴＥＬ：0278-72-5086　／　ＦＡＸ：0278-72-5114 不定休

378-1727　群馬県利根郡みなかみ町大穴841 9：30～18：00

ＴＥＬ：0278-72-6677　／　ＦＡＸ：0278-72-6611 火曜日

378-1727　群馬県利根郡みなかみ町大穴815-3 9：30～18：00

ＴＥＬ：0278-25-3887　／　ＦＡＸ：0278-25-3205 火曜日

379-1403　群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1150-1 10：00～21：30（最終受付は20：30まで）

ＴＥＬ：0278-66-1126　／　ＦＡＸ：0278-66-1127 火曜日（祝日は営業）

湯テルメ・谷川

水上宝台樹キャンプ場

ホテルサンバード

まんてん星の湯

GARBA Café

山Café Bossanova

TOP 水上カンパニー

月夜野びーどろパーク

ふれあい交流館

・ドリンク１杯サービス

・アウトドアアクティビティー１,０００円OFF

・お買い物および体験１０％割引

※一部出来ない場合があります

・入浴料割引

　〇大人　６００円→５００円

・一般大人（中学生以上）の入浴料金１００円引き（５名様まで利用可能）

・オートキャンプサイト１区画１泊１割引

・大人３時間の入館料１００円引き

・バームクーヘンラスクプレゼント

・１１種類から選べる貸切露天風呂　１舟通常４０分３５００円→２５００円

　大浴場　〇大人　１,１００円→８００円

　　　　　〇子ども 　８００円→６００円

※タオルは別途有料

利根沼田地域　　沼田市・利根郡片品村・利根郡川場村・利根郡昭和村・利根郡みなかみ町
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http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/sub35.htm
http://hodaigi-camp.jp/
https://hotel-sunbird.com/
http://www.mantenboshinoyu.com/
https://www.garba.jp/
https://www.bossanova-cafe.com/
https://www.topminakami.com/
http://www.vidro-park.jp/
http://www.enjoy-minakami.jp/spa.php?itemid=585


「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

379-1617　群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-1 9：00～17：00（16：30最終入館）

ＴＥＬ：0278-72-1425　／　ＦＡＸ：0278-72-1426

年中無休

【水産学習館】７月～１０月　第４火曜日

　　　　　　　　　　１１月～６月　第２・第４火曜日

379-1313　群馬県利根郡みなかみ町月夜野1756 8：00～19：00

ＴＥＬ：0278-62-2919　／　ＦＡＸ：0278-62-2932 無休

379-1612　群馬県利根郡みなかみ町小日向260-1 8：00～20：00（電話受付）

ＴＥＬ：0278-72-5923　／　ＦＡＸ：0278-72-1023 シーズン中無休

379-1612　群馬県利根郡みなかみ町小日向669 10：00～20：00

ＴＥＬ：0278-72-2232　／　ＦＡＸ：0278-72-2623 不定休

379-1303　群馬県利根郡みなかみ町上牧2230-1 8：00－19：00

ＴＥＬ：0278-72-8136　／　ＦＡＸ：0278-25-3033 年中無休

ネイチャー・ナビゲーター

駅レン 上毛高原営業所

ワンドロップ ・アウトドアツアー500円割引

道の駅みなかみ水紀行館

旅人宿　松葉屋

・アウトドアツアー参加料１,０００円OFF

・レンタカー１台ご利用につき粗品１個をプレゼント

・入館料割引

　〇大人　３５０円→２５０円

・かき氷をお召し上がりのお客様に、ホットコーヒーのサービスor日帰り入浴の割引

　〇大人　８００円→６００円

　〇小人　４００円→３００円

利根沼田地域　　沼田市・利根郡片品村・利根郡川場村・利根郡昭和村・利根郡みなかみ町
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http://www.nnraft.com/
https://www.onedrop-outdoor.com/
http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/
http://minakami-matsubaya.com/


「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

376-0022　群馬県桐生市稲荷町3-5 11：30～22：00

ＴＥＬ：0277-22-3363　／　ＦＡＸ：0277-30-3363 火曜日（臨時休業あり）

376-0013　群馬県桐生市広沢町6-877 10：00～16：00

ＴＥＬ：0277-52-6596　／　ＦＡＸ：0277-52-6598 なし（ただし平日は要予約）

376-0144　群馬県桐生市黒保根町下田沢1444-4 10：00～17：00

ＴＥＬ：0277-96-3203　／　ＦＡＸ：0270-62-7789 木曜日

376-0043　群馬県桐生市小曽根町3-69 10：00～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0277-46-3300　／　ＦＡＸ：0277-46-3350 月曜日（祝日、振替休日の場合は翌火曜日）　※４／２８～５／６は開館

370-0425　群馬県太田市徳川町385-1 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0276-52-2276　／　ＦＡＸ：0276-52-5311 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（１２／２９～１／３）

373-0842　群馬県太田市細谷町1324-7 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0276-32-5632　／　ＦＡＸ：0276-32-5634 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（１２／２９～１／３）

379-2301　群馬県太田市薮塚町149 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0277-78-5728　／　ＦＡＸ：0277-78-5728 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（１２／２９～１／３）

373-0036　群馬県太田市由良町3051 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0276-20-6855　／　ＦＡＸ：0276-20-6856 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（１２／２９～１／３）

370-0426　群馬県太田市世良田3113-9 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0276-52-2215　／　ＦＡＸ：0276-52-2208 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（１２／２９～１／３）

須田彫刻美術館

重要文化財彦部家住宅

欧風料理 シェフハヤカワ

新田荘歴史資料館

大隅俊平美術館

藪塚本町歴史民俗資料館

高山彦九郎記念館

縁切寺満徳寺資料館

公益財団法人 大川美術館

・入館料割引（１００円→８０円）

・入館料割引（１００円→８０円）

・入館料割引（２００円→１６０円）

・入館料２０％割引

　〇一般　１,０００円

　〇高・大学生　６００円

　〇小・中学生　３００円

・絵はがき１枚プレゼント

※他の割引との併用不可

・入館料半額

　〇大人　８００円→４００円

　〇小・中学生　５００円→２５０円

・入館料１０％割引

　〇大人　５００円→４５０円

　〇子ども（小・中学生）　３００円→２７０円

・入館料割引（２００円→１６０円）

・入館料割引（３００円→２４０円）

・ウェルカムドリンクサービス（グループの場合１名提示でグループ全員が対象）

※他のクーポンとの併用不可

東部地域　　桐生市・太田市・館林市・みどり市・邑楽郡大泉町
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http://www.hikobeke.jp/
http://www.chef-hayakawa.com/
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「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【群馬県全域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

　携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご提示のうえ、特典利用の旨お申し出ください。

施設名 特典

※新型コロナウイルスの感染拡大防止にともなう臨時休業および時間短縮営業を実施している場合がございます。各優待施設の営業時間等ついては、事前にご確認ください。

374-0018　群馬県館林市城町2-2 9：00～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0276-75-1515　／　ＦＡＸ：0276-75-1433 原則として月曜日・国民の祝日の翌日（土・日を除く）

374-0076　群馬県館林市日向町2003 9：30～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0276-72-8188　／　ＦＡＸ：0276-72-8338 月曜日（祝日の場合は翌日）　※他に長期休館の場合あり

374-0018　群馬県館林市城町1-3 9：00～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0276-74-5100／0276-74-4111

ＦＡＸ：0276-74-5100／0276-74-4113
月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始

374-0025　群馬県館林市緑町1-32-8
　　　　平日　11：30～14：00／17：30～21：00

土・日・祝日　11：30～14：30／17：30～20：30

ＴＥＬ：0276-72-7774 月曜日

374-0005　群馬県館林市花山町3181 9：00～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0276-74-5355　／　ＦＡＸ：0276-72-6756 月曜日（祝日の場合は翌平日）

374-0024　群馬県館林市花山町3181

（つつじが岡ふれあいセンター内）
10：00～17：00

ＴＥＬ：0276-52-8306　／　ＦＡＸ：0276-52-8306 月曜日（祝日の場合は翌火曜日）

376-0303　群馬県みどり市東町座間367-1 9：00～17：00（入館は16：30まで）

ＴＥＬ：0277-97-3008　／　ＦＡＸ：0277-97-3007 月曜日（祝日の場合は翌日）

376-0302　群馬県みどり市東町草木75 9：00～17：00（コンビニ8：00～19：00）

ＴＥＬ：0277-95-6136　／　ＦＡＸ：0277-95-6138 無休

370-0511　群馬県邑楽郡大泉町西小泉5-5-3
月－金　11：00～15：00／17：30～22：00

土・日　12：00～22：000〇〇〇〇〇〇〇〇

ＴＥＬ：0276-62-0994 水曜日

レストラン ブラジル ・セットメニューをご注文いただいた方にトロピカルジュース１杯サービス（ランチ対象外）

草木ドライブイン ・草木湖名物よもぎまんじゅう１００円引き（１パック６００円→５００円）

みどり市童謡ふるさと館

SUGAR HILL CAFÉ

つつじ映像学習館

ラーメン厨房 ぽれぽれ

田山花袋記念文学館

群馬県立館林美術館

向井千秋記念子ども科学館

東部地域　　桐生市・太田市・館林市・みどり市・邑楽郡大泉町

・入館料割引（優待券進呈）

・オリジナルノベルティプレゼント

・ランチを一品ご注文につきコーヒー（アイスorホット）を無料サービス

・入館料割引（団体料金割引）

・味付玉子サービス（１グループ２個まで）

・ノベルティプレゼント（冊子「花袋のふるさと」）

・ノベルティ等プレゼント

・ノベルティプレゼント
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http://restaurantebrasil.jp/
http://www.kusakidrivein.com/
https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1000000000192/index.html
http://www.instagram.com/sugarhill.cafe/
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/tsutsuji/index.html
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/bunka/06_kine/06_kine.html
http://www.gmat.pref.gunma.jp/
https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/kagakukan/

