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平成 25 年 5 月 17 日 
 

みなかみ町観光協会 
東日本電信電話株式会社 群馬支店 

 

高崎商科大学付属高等学校制作映画「SL に愛情を込めて」を 

みなかみ町内で期間限定配信 

 
みなかみ町（町長：岸良昌）と東日本電信電話株式会社 群馬支店（支店長：榊原明 以

下、「NTT 東日本」）が昨年の８月より周遊観光による地域活性化を目指し協働事業で行っ

ている「みなかみ光 Wi-Fi タウン化計画」の一環として、高崎商科大学付属高等学校放送

部の生徒が作成した映画を期間限定で特別配信いたします。 

 

【視聴方法】 

動画配信は、NTT 東日本が提供する公衆無線 LAN アクセスポイント「光ステーション」を

設置している町内の８９店舗のみで限定公開いたします。※店舗一覧は別紙参照 

スマートフォンなど Wi-Fi 端末を保有するお客様は、携帯事業者や端末メーカーにとら 

われず誰でも Wi-Fi 接続し視聴が可能です。 

 

【映画概要】 

映画は、東日本旅客鉄道㈱の保有する SL を題材とし、整備士にフォーカスしたドキュメ

ンタリー映像となっています。これは、群馬県放送コンクール最優秀作品に選ばれたも

ので、生徒自らが取材・編集を行ったものです。鉄道ファンの皆様のみならず、みなか

み町を訪れるすべての観光客の皆様に楽しんでいただきたいと考えています。 

  
【動画配信期間】 

平成 25 年 5 月 18 日～平成 25 年 6 月 2 日までの 16 日間 

 

 

                 

 

 

一般社団法人 みなかみ町観光協会 

TEL 0278-62-0401 

Mail info@enjoy-minakami.jp 

担当：福田 

㈱NTT 東日本-群馬 営業部 

TEL 027-327-6151 

Mail hanki-sousen2@ml.gunma.east.ntt.co.jp

担当：前田・小渕 

◆本件に関するお問合せ先 
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（別紙）みなかみ町 光ステーション設置店舗一覧（平成 25 年 5 月 17 日現在） 
 

Ｎｏ 事業者名（屋号） 住所 業態

1 みなかみ町観光協会 群馬県利根郡みなかみ町月夜野１７４４－１ 観光案内

2 道の駅　たくみの里　豊楽館 群馬県利根郡みなかみ町須川８４７ ドライブイン・道の駅

3 道の駅　水紀行館 群馬県利根郡みなかみ町湯原１６８１－１　　 ドライブイン・道の駅

4 水上温泉旅館協同組合 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢７０－８　　 観光案内

5 ＧＡＲＢＡ 群馬県利根郡みなかみ町大穴８１５－３ 洋菓子店

6 ノルン水上スキー場 群馬県利根郡みなかみ町寺間４７９－１３９ スキー場

7 アウトドア トップ水上カンパニー 群馬県利根郡みなかみ町綱子１７０－１　 アウトドア

8 アジアンキャンプリゾート Tapa 群馬県利根郡みなかみ町石倉１５９６－６２ キャンプ場

9 ブルームーンヒル牧場 群馬県利根郡みなかみ町下牧３０１４－２ 牧場

10 月夜野まるかチェリー園 群馬県利根郡みなかみ町下津１５６２　　 観光農園

11 川古温泉浜屋旅館 群馬県利根郡みなかみ町相俣２５７７　　 旅館

12 ホテル湖城閣 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１２１ 旅館

13 温泉宿　前田屋 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉２９１　　 旅館

14 湯豆のやど　本伝 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１８０ 旅館

15 やませみ荘 群馬県利根郡みなかみ町石倉４４９　　 民宿

16 ペンション朝ねぼう 群馬県利根郡みなかみ町綱子２９４－１　　 ペンション

17 料理民宿　三枝 群馬県利根郡みなかみ町綱子３１６－１　　 民宿

18 かじか荘 群馬県利根郡みなかみ町高日向５３０　　 旅館

19 辰巳館 群馬県利根郡みなかみ町上牧２０５２　　 旅館

20 ペンション薔薇の詩 群馬県利根郡みなかみ町谷川１２７－２０ ペンション

21 公立学校共済組合/水上保養所 去来荘 群馬県利根郡みなかみ町湯原６８４ 保養所

22 ペンション山路 群馬県利根郡みなかみ町藤原１５　　 ペンション

23 珈琲亭しなだ 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢７０－１１ 喫茶

24 ワインと地酒の専門店　瀧澤【Takizawa】 群馬県利根郡みなかみ町大穴８１４　１Ｂ　　 酒店

25 ロッヂ樹林 群馬県利根郡みなかみ町藤原３６２８　　 ロッヂ

26 ロッヂ　すぎな 群馬県利根郡みなかみ町藤原３９２８－２ ロッヂ

27 民宿　やぐら 群馬県利根郡みなかみ町藤原５９５９　　 民宿

28 ペンション　パル 群馬県利根郡みなかみ町藤原字関が原３５３３－１ ペンション

29 ピノキオの家 群馬県利根郡みなかみ町湯原６８６－３ 土産、雑貨販売

30 清野旅館 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１２４ 旅館

31 温宿　三河屋 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１５５ 旅館

32 なかじま 群馬県利根郡みなかみ町向山７４　　 民宿

33 千の樹 群馬県利根郡みなかみ町須川２９７－４　　 土産

34 太陽館 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉２３８４　　 旅館

35 やまいち屋 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉５９６　　 和食  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ｎｏ 事業者名（屋号） 住所 業態

36 都谷りんご園 群馬県利根郡みなかみ町上牧１６２１　　 観光農園

37 奈女沢温泉 群馬県利根郡みなかみ町上牧３７６８　　 日帰り温泉

38 ふれあい交流館 群馬県利根郡みなかみ町湯原８０１ 日帰り温泉

39 水上 宝台樹キャンプ場・自然花苑 群馬県利根郡みなかみ町藤原９１５－１ キャンプ場

40 （株）猿ヶ京温泉　夢未来（まんてん星の湯） 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１５０－１ 日帰り温泉

41 池田酒店 群馬県利根郡みなかみ町小日向４７６－１ 酒店

42 農果きむら 群馬県利根郡みなかみ町上津１４８２ 観光農園

43 大利根物産 群馬県利根郡みなかみ町湯原４５８－３３　　 食料品・日用品

44 清流の宿たむら 群馬県利根郡みなかみ町藤原６２７３－２　 旅館

45 水上豆腐工房 群馬県利根郡みなかみ町高日向５７２－４　　 甘味処・土産屋

46 たくみの里ふれあいの家 群馬県利根郡みなかみ町須川２５２－１　　 ドライブイン・道の駅

47 猿ケ京温泉旅館協同組合 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１５０－１ 観光案内

48 山本自動車工業 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉５７５－１ 自動車

49 ゆじゅく金田屋 群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉６０８ 旅館

50 ＭＡＣパラグライダースクール 群馬県利根郡みなかみ町阿能川７４９－１ アウトドア

51 かぬーっこ 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢５７６ アウトドア

52 ペンショントップス 群馬県利根郡みなかみ町藤原４９９５－４６ ペンション

53 谷川温泉やど莞山 群馬県利根郡みなかみ町谷川４３０ 旅館

54 谷川温泉やど莞山（別館） 群馬県利根郡みなかみ町谷川４３０ 旅館

55 谷川岳ドライブイン 群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽２２０ ドライブイン

56 月夜野グランボレ 群馬県利根郡みなかみ町師２１５１－１ アウトドア

57 阿部商店 群馬県利根郡みなかみ町大穴１５８－１ 食料品・日用品

58 たくみの里七宝焼の家 群馬県利根郡みなかみ町順川８２２ ドライブイン・道の駅

59 キャニオンズみなかみ 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽４５ アウトドア

60 仁田屋 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１４３ 旅館

61 高原ハウス 群馬県利根郡みなかみ町相俣２４３－５ 民宿

62 Cafe&Restrant亜詩麻 群馬県利根郡みなかみ町湯原１４６ カフェ・レストラン

63 ペンション　ナチュラル　ピュアハウス２１ 群馬県利根郡みなかみ町谷川１２７－２ ペンション

64 天狗の湯　きむら苑 群馬県利根郡みなかみ町小日向３２６ 旅館

65 ネイチャー・ナビゲーター 群馬県利根郡みなかみ町小日向２６０-1 アウトドア

66 ロッヂ　雪割草 群馬県利根郡みなかみ町藤原５５３６－１ ロッヂ

67 月がほほえむ宿　大峰館 群馬県利根郡みなかみ町石倉２２９ 旅館

68 湯元　長生館 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１７８ 旅館

69 小さなレストラン　彩絵 群馬県利根郡みなかみ町谷川４６６ レストラン

70 ジャグスポーツ 群馬県利根郡みなかみ町綱子１４５－１ アウトドア  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ｎｏ 事業者名（屋号） 住所 業態

71 甘いものや　梅の蜜 群馬県利根郡みなかみ町大穴７８０ カフェ・レストラン

72 まるよし 群馬県利根郡みなかみ町湯原８１０−２ 和食

73 宝台樹スキー場 群馬県利根郡みなかみ町藤原３８３９−１ スキー場

74 滝口薬品 群馬県利根郡みなかみ町湯原６８６−１１ 薬局

75 旅籠庄屋 群馬県利根郡みなかみ町石倉２６９ 旅館

76 ファミリー歯科医院 群馬県利根郡みなかみ町真庭２８７−１ 歯科

77 新治自動車 群馬県利根郡みなかみ町新巻３６２３ 自動車

78 上牧　風和の湯 群馬県利根郡みなかみ町上牧１９９６－７ 日帰り温泉

79 谷川岳ラズベリーユースホステル 群馬県利根郡みなかみ町谷川７５－５ ユースホステル

80 たくみの里マッチ絵の家 群馬県利根郡みなかみ町須川７５８ ドライブイン・道の駅

81 生寿苑 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１０４８ 旅館

82 ドールランド　みなかみ 群馬県利根郡みなかみ町新巻５－１０ 観光農園

83 赤谷湖ペンション 群馬県利根郡みなかみ町相俣２３６ ペンション

84 やまぎしフード 群馬県利根郡みなかみ町月夜野３６３ 食料品・日用品

85 狩野美容院 群馬県利根郡みなかみ町湯原７７０－１０ 美容院

86 Ｉ　ＬＯＶＥ　ＯＵＴ　ＤＯＯＲ 群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢１６９－１ アウトドア

87 たくみの里癒しの家 群馬県利根郡みなかみ町須川８４１－１ ドライブイン・道の駅

88 民話と紙芝居の家 群馬県利根郡新治村猿ヶ京１１５０－１ 観光施設

89 三国路与謝野晶子紀行文学館・ 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１１７５－１ 観光施設




