スタンプラリー参加方法

草津町
草津温泉観光大使

なかのん
なかっこちゃん

ゆもみちゃん

長野原町

高山村

マスコットキャラクター

キャラクター

チェックポイントで
シールをGET!！

宝箱を見つけてデジタルスタンプをGET!

指定のチェックポイントで
施設のスタッフに参加賞の
受 け 取り画 面を見 せると
各エリアをモチーフにした
チェックポイントシールが
もらえるよ！

●宝箱の中のQRコードを読み取ってデジタルスタンプ
をGET!
2個以上スタンプを集めたら抽選への応募ができるよ！
●GETしたスタンプを各施設のスタッフに見せて
宝箱シールをもらおう！6個全部集めたら、
コンプリート賞のミニハンカチを進呈！
●宝箱がある施設は
1エリアに1箇所だよ！
※シールの受け取りは
1施設につき1枚までです。

にゃがのはら

ひかるくん
つぼみちゃん
いぶきちゃん

嬬恋村

東吾妻町

キャベツキャラクター

マスコット

嬬キャベちゃん

水仙ちゃん

※シールの受け取りは1エリアにつき1枚までです。

スタンプを集めて応募すると、抽選で賞品GET!

応募期間：
２０２１年10月8日〜２０２２年2月7日
スタンプを6個コンプリートした方
●草津温泉宿泊補助券
●嬬恋村宿泊優待券
●四万・沢渡・六合温泉郷宿泊補助券

群馬県のマスコット

ぐんまちゃん

１名様

各20,000円分 各

スタンプを4個以上集めた方
●川原湯温泉お買い物券
●道の駅
「中山盆地」
共通利用券
●東吾妻町共通温泉宿泊補助券

期間

2名様

エリア

宝箱ポイント

36名様

チェックポイント

中之条町

ふるさと交流センターつむじ

長野原町

八ッ場湖の駅 丸岩

嬬恋村

嬬恋村観光案内所

草津町

道の駅 草津運動茶屋公園 天狗山プレイゾーン（草津温泉スキー場） 草津温泉観光協会

高山村

道の駅 中山盆地

東吾妻町

道の駅 あがつま峡

旧太子駅

道の駅 霊山たけやま

ら♪ら♪らステーション
（川原湯温泉あそびの基地NOA内） 北軽井沢観光協会

嬬恋村地域交流センター

ロックハート城
東吾妻町観光協会
（JR吾妻線群馬原町駅）

万座しぜん情報館

「新しい生活様式」の徹底にご協力ください。

感染防止の

3つの基本

身体的距離
の確保

協力店情報の紹介
吾妻郡内にぐんまちゃんの思い出めぐりスタンプラリーを
応援してくれる
「協力店」
があり、
スタンプラリー開催期間
中、協力店にこのガイドブックまたは登録したスマホの
トップ画面を提示いただくと、
様々な特典が受けられます。
特典内容は群馬県ホームページでご確認いただけます。

マスクの
着用

手洗い・
手指消毒

るスタンプラ
す
加

参加
無料

！
リー

●吾妻郡特産品

〜2022.1/31

※新型コロナウイルス感染症のまん延状況により、
中止または中断する場合があります。
思い出めぐりスマホラリー専用サイトでご確認ください。

各10,000円分 各

スタンプを2個以上集めた方

2021.10/8

スマホで参

専用サイトで
簡単参加登録

中之条町
イメージキャラクター

2021年10月3日
TV放送スタート

TOKYO MX／テレビ神奈川／テレ玉／チバテレ／群馬テレビ／とちぎテレビ／サンテレビ／KBS京都

特典内容の例

県立ぐんま天文台

入館料10%引き、来場者に記念品プレゼント 等

あづま温泉桔梗館
主

催

令和３年度吾妻地域広域連携事業実行委員会

お問い合わせ先

吾妻行政県税事務所 TEL.0279-75-3301

吾妻郡内6エリアに隠された宝箱やチェックポイントを探す旅に出かけよう！
スタンプを沢山見つけて賞品をGETしよう! ボクやあがつまのお友達に会えるといいな！

花と湯の町なかのじょう

歩み入る者にやすらぎを 去りゆく人にしあわせを

中之条町

チェックポイント

イメージキャラクター

なかのん
なかっこちゃん

チェックポイント

チェックポイント

発見賞等交換窓口

参加賞配付場所

参加賞配付場所

発見賞等交換窓口

参加賞配付場所

参加賞配付場所

観光協会
窓口

駅員室窓口

たけやま館
レジ

ミュージアムショップ
レジ

天狗山リフト
窓口

観光協会
窓口

宝箱ポイント

宝箱ポイント

ふるさと交流センターつむじ

旧太子駅（きゅうおおしえき）

食事をして、足湯に浸かって、おみやげをいっぱい買っちゃった。
ここ
には中之条町の「楽しい」がもりだくさんだよ。中之条町観光協会の
方に地元の食材を使った
「tsumuji カフェ」
をおすすめされて、
そこで
食べたシフォンケーキは美味しかった！宝箱は四万の温泉が楽しめる
足湯の側に隠したよ。

酸性の水辺にしか生息できないチャツボミゴケの群
生地として、東アジア最大級である「チャツボミゴケ
公園」で採掘された鉄鉱石は、釜石に次ぐ国内第2
位の生産量で、太子駅から輸送されたんだって。
復元された駅舎では当時の様子が垣間見えるよ。

●住 所／中之条町中之条町938
●電 話／0279-26-3751
●営業時間／10:00〜18:00（期間によって変動あり）
●定休日／観光協会・足湯は年末年始を除き無休。
ショップ・カフェは木曜定休。

●住 所／中之条町太子251-4
●電 話／0279-95-3055
●営業時間／10：00〜16：00
●定休日／4月〜11月 無休 12月〜３月 火・水曜休業
●入場料等／200円

道の駅 霊山たけやま

道の駅の名前に使われている嵩山（たけやま）
は中之条町のシンボルなんだって。お昼の時
間に予約して
「そば打ち体験」
をしたよ。初めて
だけど、美味しくできたよ！
●住 所／中之条町五反田222-1
●電 話／0279-75-7220
●営業時間／4月〜11月 9：00〜17：00
12月〜3月 9：00〜16：00
●定休日／4月〜11月 無休 12月〜3月 水曜休業
●入場料等／無料

風が好き 人が好き 夢はここから

道の駅 草津運動茶屋公園

チェックポイント

発見賞等交換窓口

参加賞配付場所

参加賞配付場所

売店レジ

ら♪ら♪ら
ステーション
窓口

観光協会
窓口

●住 所／草津町草津白根国有林158
●電 話／0279-88-8111
●営業時間／9：00〜16：00
●定休日／年中無休（営業期間 2021年11月7日㈰までの予定）
（その他天候等により営業を休止する場合有）
●入場料等／ジップライン 大人2,000円 子ども（小学生）1,200円

草津温泉観光大使

ゆもみちゃん

高山村キャラクター

ひかるくん
つぼみちゃん
いぶきちゃん

チェックポイント
発見賞等交換窓口

参加賞配付場所

直売所レジ

チケット
窓口

草津温泉観光協会

草津温泉のイベント情報や観光スポットへの
行き方を教えてくれるよ。
ここではゆもみちゃん
グッズをたくさん売っているんだ。
●住 所／草津町草津28（草津バスターミナル1階）
●電 話／0279-88-0800
●営業時間／8：30〜17：00
●定休日／年中無休
●入場料等／無料

チェックポイント
参加賞配付場所

窓口

10月まで10:00〜16:30
11月から10:00〜15:30

宝箱ポイント

（川原湯温泉あそびの基地NOA内）

北軽井沢観光協会

建物の外観は、
旧長野原町役場庁舎を再現していてとてもかっこいい
よ。
２階には、旧庁舎の町長室を再現したスペースもあるよ。
ここは水
陸両用バスの発着点で八ッ場あがつま湖へのスプラッシュインはとて
も気持ちよかった！宝箱は正面入口に隠したよ。

長野原町や八ッ場ダム周辺の観光情報を教えても
らったよ。
ここでは、
レンタサイクル（電動）を借りるこ
とができるよ。川原湯温泉あそびの基地NOAでは、
他にもキャンプやバーベキュー、カヌー・カヤック・
SUPツアーなど様々な「あそび」を体験できるよ。

北軽井沢は標高1,100mの高原で、夏は湿度
が低くてさわやか！キャンプに最適なところだ
よ。観光協会の近くには旧草軽電鉄北軽井沢
駅舎があって、旧草軽電鉄の駅舎で唯一当時
の姿のまま現存しているんだって。

●住 所／長野原町横壁904-３
●電 話／0279-82-5056
●営業時間／9：00〜17：00（冬季営業時間変動あり）
●定休日／水曜

●住 所／長野原町川原湯223-5
●電 話／0279-82-5895
●営業時間／10：00〜17：00
●定休日／月曜
長野原町
マスコットキャラクター
●入場料等／無料

●住 所／長野原町北軽井沢1988
●電 話／0279-84-2047
●営業時間／9：00〜17：00
●定休日／9月〜3月 水・木曜
●入場料等／無料

にゃがのはら

愛妻家の聖地

道の駅 中山盆地

ロックハート城

野菜が買える直売所や温泉施設、
コテージや足湯、
ドッグランまである
道の駅だよ。昼間は雄大な三並山
（小野子山、
中ノ岳、十二ヶ岳の連山）
や美しい田園風景を、夜間は満点の星空をのんびり眺められるよ。宝箱
は高山村や吾妻に関する観光パンフレットが置かれた小屋に隠したよ。

スコットランドの古城を移築・復元した本物の
お城なんだって！プリンセス体験をしていた女
の子達がお姫様みたいで素敵だったよ。

●住 所／高山村中山2357-1
●電 話／0279-63-1919
●営業時間／4月〜11月 9：00〜18：00
12月〜3月 9：30〜17：30
●定休日／4月〜11月 無休
12月〜3月 毎月10日（10日土日祝の場合は翌営業日）

●住 所／高山村中山5583-1
●電 話／0279-63-2101
●営業時間／9：00〜17：00
●定休日／無休
●入場料等／大人（中学生以上）1,100円
小人（４才〜小学生）600円

県立ぐんま天文台

「国内最大級の反射式望遠鏡」で見た星に感
動しちゃった！専門の職員が教えてくれたけど
星っておもしろいね。
いろんなイベントをやって
いるみたいだったよ。
●住 所／高山村中山6860-86
●電 話／0279-70-5300
●営業時間／3月〜10月 10：00〜22：00、17：00以降要予約
11月〜2月 10：00〜21：00、16：00以降要予約
●定休日／月曜・年末年始
●入場料等／大人300円、高校生・大学生200円

住民が誇りを持って暮らすまち

チェックポイント

嬬恋村キャベツキャラクター

嬬キャベちゃん

発見賞等交換窓口

観光案内
窓口

チェックポイント

チェックポイント

チェックポイント

参加賞配付場所

参加賞配付場所

発見賞等交換窓口

参加賞配付場所

参加賞配付場所

インフォメーション
センター窓口

万座温泉観光協会
窓口

農産物直売所
てんぐレジ

窓口

窓口

宝箱ポイント

宝箱ポイント

JR吾妻線「万座・鹿沢口駅」の近くにある観光案内所だよ。中では、
有名な嬬恋高原キャベツに関係するお土産が買えるんだ。
ここで借り
た
「つまちゃり」
で嬬恋の自然を感じながらのサイクリングは気持ちよ
かったなあ。
宝箱は観光案内の窓口の近くに隠したよ。
●住 所／嬬恋村鎌原710-136
●電 話／0279-97-3721
●営業時間／8：30〜17：15
●定休日／年末年始を除き無休

「草津温泉 BanZip TENGU」
というジップラ
インが楽しめるよ。
日本一の急勾配で最高時速
７０kmなんだって。他にもいろんなアクティビ
ティがあるんだ。

●住 所／草津町草津2-1
●電 話／0279-88-0881
●営業時間／9：00〜16：45
●定休日／年中無休

宝箱ポイント

ら♪ら♪らステーション

八ッ場湖の駅 丸岩（やんばみずのえきまるいわ）

天狗山プレイゾーン（草津温泉スキー場）

草津温泉を世界に広めたベルツ博士の記念館がある道の駅だよ。地
元特産の高原花まめを使用したあずき風味のご当地ソフトはまろや
かで美味しかったなあ。
宝箱は１階のミュージアムショップから２階のベルツ記念館へ上がる
エレベーター近くに隠したよ。

笑顔で輝く

チェックポイント

嬬恋村観光案内所

チェックポイント

嬬恋村地域交流センター

移住希望者への窓口として相談などを行う
「嬬恋村移住・集落支援室」
と火山と共生する
人々の歴史と文化が学べる
「浅間山北麓ジオ
パーク総合インフォメーションセンター」
がある
施設だよ。
●住 所／嬬恋村鎌原494-45
●電 話／0279-82-5566
●営業時間／8：30〜17：15
●定休日／年末年始を除き無休
●入場料等／無料

万座しぜん情報館

上信越国立公園内の万座・草津地域の自然を
紹介する施設だよ。館長による
「わくわく万探
ツアー（要予約）」はすっごく面白いんだ。標高
1,800mにある天空の温泉「万座温泉」の乳
白色のお湯も楽しんでほしいな。
●住 所／嬬恋村 万座温泉
●電 話／0279-97-4000
●営業時間／9：00〜16：00
●定休日／無休
●入場料等／ツアー参加費1,000円〜1,500円

道の駅 あがつま峡

「吾妻峡」
の玄関口になっている道の駅だよ。
子ども広場の遊具やドッグ
ランがあって、
ワンちゃんと一緒に遊んだからおなかが減っちゃった。
お昼に食べた
「デビルズタンバーガー0号」
はとても美味しかった！
宝箱は子ども広場の
「おもちゃ箱」
の側に隠したよ。
●住 所／東吾妻町三島6441
●電 話／0279-67-3193
●営業時間／4月〜11月 9：00〜18：00
12月〜3月 9：00〜17：00
●定休日／年中無休

東吾妻町観光協会

（JR吾妻線群馬原町駅舎内）

東吾妻町の観光情報発信の拠点だよ。
駅の中に観光協会があるなんて驚いちゃった！
観光協会の方に紹介された駅近くの「にんぱ
く」
での真田幸村とVRで戦うチャンバラ
（1回
500円、
8歳以上）
は面白いらしいよ。
●住 所／東吾妻町原町627-2
●電 話／0279-70-2110
●営業時間／9：00〜17：00
●定休日／年末年始を除き無休
●入場料等／無料

東吾妻町
マスコット

水仙ちゃん

あづま温泉 桔梗館

源泉51℃。源泉かけ流しだよ。地元産の野菜
やフルーツ、お 米も大 人 気 。うどんやそばも
とっても美味しいよ。露天風呂から見える奇勝
「岩井堂」は絶景だったなあ。
●住 所／東吾妻町新巻325-1
●電 話／0279-59-3533
●営業時間／10：00〜21：00（最終入場は20：30）
●定休日／毎月21日
（休日・祝日の場合はその翌日）
●入場料等／大人500円（大人割引18:30以降閉館まで400円）
子ども300円（3才以上小学生まで）

※各施設の営業時間や定休日は、変更の可能性があります。事前に各施設にご確認ください。

