
「ググっとぐんまフリーパス」優待施設一覧表【利根沼田地域】

施設住所 営業時間

電話番号・ＦＡＸ番号 定休日

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

花の駅・片品 花咲の湯 ・入浴料１０％引き（５名様まで利用可能）

道の駅 尾瀬かたしな ・ソフトクリーム５０円引き

片品ほたか牧場キャンプ場 ・オートキャンプサイト１区画１泊１割引

お茶の清水園 清水茶舗 ・煎茶１杯サービス

永井酒造 売店 古新館 ・水芭蕉ネーム入りおちょこ１個プレゼント

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

吹割観光ドライブイン
・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

※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。

白沢高原温泉 望郷の湯

・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

そば処 源 ・そば団子１皿（２ヶ入）サービス

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

古民家のお蕎麦やさん五月八日 ・お食事１,０００円以上のお客様お一人につき５０円引き
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https://oze-katashina.info/hanasakunoyu/
https://oze-katashina.info/michinoeki/
http://hotakabokujo-camp.jp/
http://koshinkan-kuracafe.com/
http://fukiware.net/
http://www.boukyou.com/
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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
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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

・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

旬菜館食堂 ことぶき亭

（道の駅あぐりーむ昭和内）
・大根そば１００円引き

Lactuca

（道の駅あぐりーむ昭和内）
・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

日帰り温泉 昭和の湯

・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

宝川温泉 宝川山荘
・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

フォレスト＆ウォーター みなかみベース ・ツアー代金５００円引き

いちごの家 ・いちご狩り１００円引き

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）

・ソフトクリーム３０円引き

・コーヒー５０円引き

桜桃園 ・ドリンクサービス
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http://www.takuminosato.or.jp/yusin/y_index.html
http://www.agream-showa.jp/
http://www.agream-showa.jp/
https://www.instagram.com/lactuca_agream
https://www.instagram.com/lactuca_agream
http://higaerionsen.jp/showanoyu/
https://www.takaragawa.com/higaeri.html
http://www.fw-raft.com/minakami/
http://www.ichigonoie.jp/
http://www.agream-showa.jp/
http://www.agream-showa.jp/
http://showamura.outouen-sakuranbo.com/
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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）

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

TOP 水上カンパニー ・アウトドアアクティビティー１,０００円OFF

山Café Bossanova ・ドリンク１杯サービス

GARBA Café ・バームクーヘンラスクプレゼント

まんてん星の湯 ・大人３時間の入館料１００円引き

道の駅みなかみ水紀行館
・入館料割引

　〇大人　３５０円→２５０円

ホテルサンバード

・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

水上宝台樹キャンプ場 ・オートキャンプサイト１区画１泊１割引

湯テルメ・谷川 ・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）

ふれあい交流館
・入浴料割引

　〇大人　６００円→５００円

月夜野びーどろパーク
・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
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https://www.topminakami.com/
https://www.bossanova-cafe.com/
https://www.garba.jp/
http://www.mantenboshinoyu.com/
http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/
https://hotel-sunbird.com/
http://hodaigi-camp.jp/
http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/sub35.htm
http://www.enjoy-minakami.jp/spa.php?itemid=585
http://www.vidro-park.jp/
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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

ワンドロップ ・アウトドアツアー500円割引

ネイチャー・ナビゲーター ・アウトドアツアー参加料１,０００円OFF

駅レン 上毛高原営業所 ・レンタカー１台ご利用につき粗品１個をプレゼント

旅人宿　松葉屋

・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
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https://www.onedrop-outdoor.com/
http://www.nnraft.com/
http://minakami-matsubaya.com/

