
郵便番号 住所 電話番号 営業時間 定休日

378-0303 沼田市利根町追貝975 0278-56-3586 8:30～17:00

378-0002 沼田市横塚町1294 0278-22-3991
8:00～17:00

(味覚狩り最終受付16:00)

378-0044 沼田市下之町879 0278-22-3016 9:30～19:00

378-0024 沼田市下川田町1149-5 0278-23-5582
11:30～14:00
17:30～19:00

378-0415 利根郡片品村鎌田3967-1 0278-25-4644
9:00～18:00

(施設によって異なる。要確認)

378-0101 利根郡川場村谷地乙1492 0278-52-2022 10:00～16:00

379-1204 利根郡昭和村森下2406-2 0278-25-4831 9:00～18:00

379-1204 利根郡昭和村森下2406-2 0278-25-4831 9:00～18:00

379-1204 利根郡昭和村森下2406-2 090-4174-3776
10:00～16:00

(4月は15:00まで)

379-1204 利根郡昭和村森下2406-2 0278-25-4831 11:00～17:00

379-1203 利根郡昭和村糸井624 0278-20-1126
10:00～21:00

(受付は20:30まで)

379-1205 利根郡昭和村川額3573-4 0278-24-7172 8:00～17:00

11 日帰り温泉　昭和の湯

入館料大人500円→400円
子ども・障がいをお持ちの方 400円→200円

月曜日(祝日の場合は翌日)

12 昭和の森ゴルフ場
ビール又はソフトドリンク　１杯サービス

冬期間
(12月25日頃～3月15日頃(降雪状況による))

9 Lactuca (道の駅あぐりーむ昭和内)
クレープご注文で、コーヒーまたはカフェラテ無料

水・木曜日(4月は土日祝日のみ営業)

10 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

なし

　　●昭和村

7 道の駅あぐりーむ昭和(観光案内所)
【特典期間】8/1～8/31
とうもろこし収穫 2本 500円 → 3本 500円

なし

8 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（300円にて販売)

なし

　　●川場村

6 日本切り絵百景館

大人入館料　500円→400円
子ども(小・中学生)入館料　350円→250円(未就学児は無料)
※切り絵体験が無料でできます。(小学校1年生以上が対象)

体験はカッターを使うので、お子様はお気を付けください。
火曜日、

毎年11月23日～4月15日冬季休館
(2019年は4月12日から)

　　●片品村

5 道の駅　尾瀬かたしな
ソフトクリーム５０円引き

第４火曜日、１２～３月毎週火曜日

無休

3 お茶の清水園　清水茶舗
煎茶サービス

なし

4 古民家のお蕎麦やさん五月八日
一人につき50円引き
(お食事1,000円以上のお客様)

月曜日

○利根沼田エリア

　　●沼田市

1 吹割観光ドライブイン
600円以上お買物、お食事の10%割引、コーヒーサービス

なし

2 果実の里　原田農園

味覚狩りをされたお客様へ自家製スイーツ＆ドリンクサービス
(他のサービスとの併用不可）

◇◆　ドラ割「ググっとぐんまフリーパス」　群馬県内の【優待特典】一覧　◆◇

特典をご利用の際は、お申し込み完了時に送信される「申込完了メール」を印刷したもの、または
「申込完了メール」の受信画面を実施店舗の店員にご提示いただき、特典をご利用の旨お申し出ください。

番号 施設名
特典内容

1

http://higaerionsen.jp/showanoyu/
http://showanomori.com/index_golf.html
https://m.facebook.com/Lactuca2014
http://www.agream-showa.jp/
http://www.agream-showa.jp/
http://www.agream-showa.jp/
http://kiriekan.ec-net.jp/
https://oze-katashina.info/michinoeki/
http://fukiware.net/
http://www.harada-nouen.com/


郵便番号 住所 電話番号 営業時間 定休日

◇◆　ドラ割「ググっとぐんまフリーパス」　群馬県内の【優待特典】一覧　◆◇

特典をご利用の際は、お申し込み完了時に送信される「申込完了メール」を印刷したもの、または
「申込完了メール」の受信画面を実施店舗の店員にご提示いただき、特典をご利用の旨お申し出ください。

番号 施設名
特典内容

379-1205 利根郡昭和村川額3716-431 0278-24-7173 24時間

379-1203 利根郡昭和村糸井6843 0278-50-3070
9:00～18:00

(冬季9:00～17:00)

379-1202 利根郡昭和村貝野瀬3115-8 090-2764-4482 9:00～16:30

379-1411 利根郡みなかみ町新巻5-10 0278-64-2800
10～5月　10:00～16:00
6～9月　10:00～17:00

379-1728 利根郡みなかみ町湯桧曽191-12 0278-72-8017 8:00～17:00

379-1612 利根郡みなかみ町小日向260-1 0278-72-5923 8:00～20:00(電話受付)

379-1403 利根郡みなかみ町
猿ヶ京温泉1150-1 0278-66-1126
10:00～21:30

(入館は20:30まで)

379-1617 利根郡みなかみ町湯原801 0278-72-8885
10:00～21:00

(入館は20:30まで)

379-1619 利根郡みなかみ町谷川514-12 0278-72-2619

11～6月　10:00～20:30
　　　　　　(受付は20:00まで)

7～10月　9:00～20:30
　　　　　　(受付は20:00まで)

379-1416 利根郡みなかみ町入須川378 0278-64-2626
4～10月　10:00～21:00
11～3月　10:00～20:00

379-1721 利根郡みなかみ町藤原4957-1 0278-75-2321 10:00～20:00

379-1417 利根郡みなかみ町東峰396 080-9568-4706 9:00～16:00

379-1409 利根郡みなかみ町湯宿温泉596 0278-64-1321 11:00～20:00

379-1726 利根郡みなかみ町幸知189-1 0278-72-2477
11:00～売切次第閉店

(水曜14時まで)

25 野ぼとけそば　やまいち屋
ソフトドリンクサービス

木曜日

26 そば処　角弥
お食事、お土産購入　お会計5%オフ

木曜日

23 ホテル サンバード

温泉大浴場入浴　大人1,000円→700円、子ども700円→500円
11種類の貸切露天風呂　1部屋40分 3,500円→2,500円

なし

24 いちごの家
いちご狩り100円引き

火曜日

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)

第３木曜日(祝日の場合は翌日)

22 奥平温泉　遊神館

大人３時間券　570円→450円
小人３時間券　310円→200円

第２・４木曜日

19 まんてん星の湯
大人３時間の入館料100円引き

火曜日(祝日は営業)

20 ふれあい交流館
大人入浴料　570円→470円

第１・３火曜日（休日の場合は翌週）

21

17 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

なし

18 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

シーズン中無休

15 桜桃園
ドリンクサービス

６月中旬から約１ヶ月
(シーズン中休みなし)

　　●みなかみ町

16 みなみフルーツランドモギトーレ
フルーツ狩り　10%割引

無休

昭和の森山荘
ビール又はソフトドリンク　１杯サービス

冬期間
(12月25日頃～3月15日頃(降雪状況による))

14 奥利根ワイナリー
一部ワインの有料試飲（４種）を無料

木曜日、年末年始

13

2

http://www.nobotokesoba-yamaichiya-01.com/
http://kadoya-soba.com/
https://hotel-sunbird.com/
http://www.ichigonoie.jp/
http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/sub35.htm
http://www.takuminosato.or.jp/yusin/y_index.html
http://www.mantenboshinoyu.com/
http://www.fw-raft.com/minakami/
http://www.nnraft.com/
http://showamura.outouen-sakuranbo.com/
http://www.mogitore.jp/
http://showanomori.com/index.html
http://www.oze.co.jp/

