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ようこそ、
群馬県前橋市へ。
雄大な赤城山をはじめとする上州の美しい山々を望み、

利根川や広瀬川が清らかに流れる、美しいまち・前橋。

近代詩史に大きな影響を与えた詩人、萩原朔太郎の出生地でもある

この「水と緑と詩のまち」は、人口 34 万人を有する群馬の県都です。

「生命都市いきいき前橋」というスローガンが示すように、最先端の医療都市である前橋には、

世界最先端の教育・研究・診療拠点である群馬大学重粒子線医学研究センターがあり、

数多くの医療学術コンベンションをはじめとする MICE が開催されています。

ぜひ、このガイドをご高覧いただき、次代を担う多彩な会議が、この前橋で開催され、

参加される皆様が有意義で心地良いひとときをお過ごしいただけるよう、

コンベンションスタッフ一同、お待ちしております。

C o n t e n t s
04 温泉
06 自然
07 歴史文化
08 体験
09 グルメ
10 前橋で充実のMICEを
12 前橋市エリアマップ

14 中小～大規模まで対応できる万能施設
18 多彩な催しが可能な、２つの施設
20 芸術から会議まで、多目的に使用できる施設
22 歴史の息吹を感じる文化施設
24 自然との共生を考える郊外型施設
26 主催者さまをまるごとサポート
27 誘致促進助成金制度のご案内
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湯のくに群馬へようこそ。
その数180カ所以上、バラエティ豊かな温泉地がそろって
いる群馬県は、関東一の温泉天国です。日本最大の湧出量
を誇る名湯や、天上のにごり湯、情緒あふれる石段の湯の
町など、一度ならず何度も足を運びたくなるはず。大自然
に包まれて群馬の温泉力を感じてみませんか。温泉

400年以上の歴史を刻む伊香保温泉。温
泉街の中心に位置する石段街をそぞろ歩
けば、素敵な喫茶やみやげ物屋、昔ながら
の射的場などが軒を連ねています。

水上温泉郷（みなかみ町）四万温泉（中之条町）

草津・四万・伊香保に並ぶ群馬四大温
泉のひとつ・水上温泉。開湯は永禄年
間(1558～1570年)といわれる歴史
ある名湯です。泉質は硫酸塩泉で、無
色透明のサラリとした湯触り。温泉郷
の周辺には山や渓谷、滝、スキー場な
ど、多彩な観光スポットがあります。

四万温泉は、“四万の病に効く”と
いわれ、飲めば胃腸に良く、入れ
ば肌にいい湯と言われてきました。
昭和29年には国民保養温泉地の
第一号に指定されています。

心も体も
癒される

。

温泉
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四万温泉

伊香保温泉（渋川市）
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赤城温泉郷（前橋市）万座温泉（嬬恋村）

その名は全国に知れ渡る、日本の
名湯・草津温泉。日本最大の自噴
湧出量を誇ります。強い酸性泉で
殺菌効果が高く、「時間湯」などの
温泉療法にも用いられています。

名峰・赤城山に抱かれた赤城温泉
郷。古くは元禄時代からの歴史を
もつ温泉宿をはじめとする秘湯。
４つの温泉の総称です。

海抜1800mにある高原の温泉地、
万座温泉郷。乳白色の硫黄泉は美
肌効果が高いと女性客から評判の
温泉です。周囲は2000ｍ級の山々
に囲まれているので自然散策にも
ぴったり。

草津温泉（草津町）
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自然
四季折々に豊かな表情を魅せる群馬の自然。雄大な
景色とおいしい空気をおなかいっぱい吸って、リフ
レッシュしませんか。

四季の彩
りを愛で

る。

さくら名所100選の地にも選ばれ
た、約1000本のソメイヨシノが咲
き乱れる様は圧巻。
４月上旬～中旬の祭り期間中はた
くさんの露店が出て賑わいます。

尾瀬（片品村）赤城山（前橋市）

標高1400ｍの尾瀬ヶ原は、春か
ら夏にかけてミズバショウ、ニッ
コウキスゲ、ワタスゲなどさまざ
まな高山植物が咲き誇ります。秋
の紅葉シーズンもたくさんのハイ
カーが訪れます。

群馬県の県花であるレンゲツツ
ジは、６月上旬から中旬にかけ
てが見頃の季節。白樺牧場では
10万株の花が咲き、赤城小沼周
辺も赤やピンクの色に染まりま
す。

赤城南面千本桜

尾瀬

赤城山

赤城南面千本桜（前橋市）
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悠久の時に
思いを馳せ

て。

歴史
文化

悠久の歴史の世界へタイムスリップしませんか。かつて悠久の歴史の世界へタイムスリップしませんか。かつて
から絹産業が盛んな群馬県は、世界遺産暫定リストにもから絹産業が盛んな群馬県は、世界遺産暫定リストにも
記載された富岡製糸場をはじめ、ここでしか見られない記載された富岡製糸場をはじめ、ここでしか見られない
ユニークな建築物の宝庫です。ユニークな建築物の宝庫です。

臨江閣

富岡製糸場

臨江閣（前橋市）

本館・別館・茶室からなる近代和風
木造建築物です。本館は明治17年
に建てられました。
毎週土・日・祝日に観光ボランティ
アガイドによる無料解説を行ってい
ます（要予約）。

【観光ボランティア】
市内中心部にある「臨江閣」
では、毎週土日祝日に無料
解説を行っています。ま
た、「前橋城址」「龍海院」な
ど市内の名所を観光ボラン
ティアの案内で巡ることが
できます。（要予約）

前橋藩主酒井氏の菩提寺で、
境内にある酒井一族の墓地
は市指定史跡となっていま
す。

龍海院（前橋市）

富岡製糸場（富岡市）

明治政府が日本の近代化のた
めにはじめて設置した官営器械
製糸工場として、世界遺産暫定
リストに記載されました。木で
柱と梁を組み、壁にレンガを積
み入れて造る「木骨レンガ造り」
が残る貴重な建物は必見です。

奈良時代に建てられた上野
国分寺の跡地（国指定史跡）。
高崎市の跡地内には上野国分
寺館があります。

上野国分寺跡（前橋市、高崎市）

国指定史跡の古墳群、赤城型
民家、旧関根家住宅（市指定
重文）があり、自然豊かな公
園です。

大室公園（前橋市）

大室公園龍海院院院院院院
上野国分寺跡
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大きな感
動を味わ

おう。

大き大き大きな

体験
群馬県は変化に富んだ大自然に恵まれており、それ
を活用した「体験」ができます。スリリングなウオー
タースポーツや、おいしい味覚狩り、大人でも楽しめ
る工場見学など、群馬ならではの奥深い魅力を体感し
てください。

工場見学

ラフティング

暑い夏はウォータースポーツで楽
しみながらダイナミックに涼を感
じませんか？関東一の急流・利根
川を大型ボートで一気に下る「ラフ
ティング」は、若者を中心に大変人
気があります。

味覚狩り（県内各地）

いちご、さくらんぼ、ブルーベリー、プラ
ム、ぶどう、梨、もも、りんごなどバラエティ
豊かなフルーツを旬のおいしい季節に味
わってみてはいかがでしょうか。前橋は
もちろん、県内各地に観光果樹園が点在し
ています。

ラフティング（みなかみ町）

子どもから大人まで気軽に楽しく学べる工
場見学。赤城南麓に位置するサンデンフォ
レストは、森の中に自動販売機の工場で、
その製造過程を見学することができます
（要予約）。敷地内では貴重な草花なども愛
でることもできます。

工場見学（前橋市）
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ふるさとの
味を満喫し

よう。

ふるさ

グルメ
香川の讃岐うどん、秋田の稲庭うどんに並ぶ
「日本三大うどん」のひとつ「水沢うどん」。つ
るつる、シコシコとした喉ごしが素晴らしく、
数多くのファンがいます。伊香保温泉にほど
近い水澤観世音の参道沿いにうどん店が集積
しています。

利根川水系の豊かな水源が潤す大地と、全国でもトッ
プクラスの日照時間を誇る群馬ならではの、おいしい
郷土食を思う存分お召し上がりください。

水沢うどん（渋川市）

焼きまんじゅう（県内各地）

群馬の粉食文化を代表する焼きまんじゅうは、甘辛い
味噌だれを香ばしく焼き上げたもの。外はかりっと中
はふわふわの食感です。子どもからお年寄りまで人気
のおやつです。

水沢うどん

豚肉料理（TONTON）（前橋市）

前橋は豚肉の生産量が全国でもトップクラスな、
「TONTONのまち」。名物であるソースカツ丼は、大正
４年創業の老舗店からオリジナルのタレを使用した新
規店まで、多くの店で味わえます。

豚肉料理

前橋のグルメで迷ったら…

T-1グランプリ
豚肉の産出額が高く、養豚の盛んな「TONTONのまち前橋」をPRするために始まった“T-1グランプリ”は、前橋市内の店舗が群
馬県産豚肉を使用したオリジナル料理を提供し、一般投票でグランプリが決まる豚肉料理No.１決定戦です。毎年、和食・洋食・
中華・イタリアンなどジャンルを問わず各店舗が工夫を凝らした豚肉料理がエントリーしています。市民に愛され、また、県内外
のお客様が訪れたいと思う魅力ある食のまち「前橋」を盛り上げる一大イベントとなっています。前橋の数あるグルメに迷ったら、
T-1グランプリエントリー店やメニューを味わえば間違いなしです。
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Meeting

MICE

交通アクセスのよい市内中心地では、
ホテルと連携した医療学術ミーティングが
数多く開催されています。

Convention,
Conference
7,000 ～ 10,000 人規模の
大型コンベンションが多く開催されています。
周辺施設との連携もスムーズです。

Incentive
市内でレセプションを行い、
全国でも有数の温泉地である
草津温泉や伊香保温泉で
宿泊するプランが人気です。

Event
文化イベントやスポーツイベント、
郊外型の施設で自然と触れあいながらの
イベントも対応可能です。

前橋で充実のMICEを。
前橋市には、大規模コンベンションが開催可能な大型施設だけでなく、

歴史的な文化施設、各種競技場を取りそろえたスポーツ施設が充実しています。

県内の温泉地、観光地へのアクセスもよく、豊富な実績をもとに、

ご希望に合わせたMICE開催をお手伝いいたします。
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●YAMADAグリーンドーム前橋（P14）
【マップ】B-2

●ALSOKぐんま総合スポーツセンター（P16）
【マップ】A-1欄外

●ベイシア文化ホール（群馬県民会館）（P18）
【マップ】C-2

●前橋商工会議所会館（P19）
【マップ】C-2

●昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）（P20）
【マップ】C-4

●前橋テルサ（P21）
【マップ】B-3

●群馬会館（P22）
【マップ】B-3

●昭和庁舎（P23）
【マップ】B-3

●前橋文学館（P23）
【マップ】C-3

●臨江閣（P23）
【マップ】B-3

●青少年会館（P24）
【マップ】A-1欄外

●音羽倶楽部（P24）
【マップ】D-2欄外

●赤城少年自然の家（P25）
【マップ】D-1欄外

●国立青少年交流の家（P25）
【マップ】C-1欄外

コンベンション施設一覧
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新前橋ターミナルホテル

ホテルラシーネ前橋

新前橋ステーションホテル

シロタホテル

ホテル1-2-3前橋マーキュリー
ホテルグリーンガーデン

群馬会館
日本銀行

ベイシア文化ホール
（群馬県民会館）

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）

東横イン前橋駅前

青柳旅館
ドーミーイン前橋
（2018年夏オープン予定）

前橋さくらホテル

アパホテル前橋駅北前橋プラザ元気21
アーツ前橋

グレースイン前橋

前橋ホテルサンカント

ベルズイン・前橋
コンフォートホテル前橋

前橋文学館

前橋テルサ

前橋商工会議所会館
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前橋こども公園

桃木川

⬆
赤城国際カントリークラブ
国立青少年交流の家

⬆
赤城少年自然の家

音羽倶楽部➡

ちぎらホテル

ホテルルカ

前橋市総合福祉会館

0 500m

あかぎ広場

商店街

第３スキー場
ビジターセンター

第１スキー場

五輪峠

白樺牧場

赤城少年自然の家

キャンプ場

白樺樹林

赤城総合観光案内所

第２スキー場

鳥居峠

赤城神社

冬期閉鎖
(1月～3月末)

冬期閉鎖
(12月～４月上旬)

県道前橋赤城線

大
胡
赤
城
線

大沼

覚満淵

小沼

黒檜山

駒ヶ岳

地蔵岳

長七郎山

陣笠山

薬師岳

出張山

見晴山

鍬柄山鈴ヶ岳

小地蔵

篭山

姥子山
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至沼田・老神・尾瀬方面

至利平茶屋

宿泊施設名 収容人員 マップ
群馬ロイヤルホテル 120 B-3
ホテル1-2-3前橋マーキュリー 103 A-3
ホテルサンダーソン 110 A-3
ホテルグリーンガーデン 69 A-3
シロタホテル 30 A-3
グレースイン前橋 152 C-3
アパホテル前橋駅北 135 C-3
前橋さくらホテル 255 C-3
前橋テルサ 58 B-3
ベルズイン・前橋 122 C-4
青柳旅館 45 C-4
東横イン前橋駅前 247 C-4
コンフォートホテル前橋 162 C-4
ちぎらホテル 81 D-4
ホテルルカ 90 D-4
パークホテル楽々園 70 A-1
旅館新花の茶家 80 A-1
赤城国際カントリークラブ 28 C-1 欄外
前橋ロングサンドホテル 56 A-4
新前橋ステーションホテル 59 A-4
新前橋ターミナルホテル 100 A-4
前橋ホテルサンカント 70 B-3
ホテルラシーネ前橋 66 A-4
ドーミーイン前橋（2018年夏オープン予定） C-4

宿泊施設一覧

赤城山頂
マップ

前橋駅観光案内所（ビジットジャパン案内所）
前橋市や群馬県内の観光情報をご案内しています。
ビジットジャパン案内所として、外国人の方へのサポー
トも行っています。

前橋物産館Vento Maebashi

前橋物産館Vento Maebashi
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中小～大規模まで対応できる万能施設

YAMADAグリーンドーム前橋
北関東最大級のスケールを誇る屋内テクノロジー・スペース
グリーンドーム前橋は、国際コンベンション都市・前橋
の中心的な施設です。
平成2年5月に利根川のほとり前橋公園の一角に完成
し、収容人員20,000人、地下１階地上7層6階建て、延
べ床面積では60,302㎡と全国でも有数の規模を誇って
います。機能面では多種多彩なコンベンションやイベ
ントを演出する様々なテクノロジー設備を完備し、コン
サートから見本市、展示会、集会、各種スポーツ競技大

会まで、多様なイベントが開催可能です。また、中小規
模のコンベンションやイベントに対応できるよう、メイ
ンイベントエリアのほかにもサブ施設として、1,000名
収容可能なサブイベントエリア、利用方法に応じて使い
分けることのできる15の会議室と充分な配慮がなされ
ています。
今後も、すばらしいドラマを生むステージとして期待さ
れています。

〒371-0035前橋市岩神町1-2-1
●TEL : 027-235-2000●FAX : 027-235-2405●URL : http://www.greendome,jp
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YAMADAグリーンドーム前橋

敷島公園

正田醤油スタジアム群馬

群馬大学

群馬大病院

群馬県庁

駒寄PA（スマートIC）

群馬総社

中央前橋
前橋駅

上毛電鉄

ALSOKぐんま総合スポーツセンター

関
越
自
動
車
道

JR
上
越
線

メインイベントエリアは、面積が
5,000㎡、天井高が27m、容積52万
㎥という巨大な空間。席数は固定席
7,594席、可動席5,002席で、最大収
容人員は20,000人に及びます。また
可動式のステージや集中分散スピー
カーシステム、多彩な照明設備などが、
コンサート、集会、見本市、展示会、各
種スポーツ競技など様々なイベントを
魅力的に演出します。

サブイベントエリアは、地下1階にあり、それぞれの使用目的にあわせた
利用が可能です。中・小規模の見本市や展示会、パーティー、レセプショ
ン、講演会、研修会など、それぞれの企画によって魅惑的な空間が創出で
きます。面積は900㎡、天井の高さは4mで、最大収容人員は1,000人。3
分割しての利用も可能と、多彩な空間です。

YAMADAグリーンドーム前橋とALSOKぐんま総合スポーツセンターは、車で約15分の距離に
あります。 ※詳しい地図はp12をご覧ください。

２Ｆ ● メインイベントエリア【有効面積】5,000㎡
 【最大客席数】12,596席（うち固定席7,594席、可動席5,002席）
Ｂ１ ●サブイベントエリア【面積】900㎡【収容人員】1,000名
 ※３分割可（面積各280・340・280㎡）
１～２Ｆ ●ロビー　２～４Ｆ●コンコース
１Ｆ ●101会議室【面積】140㎡【定員】34名 ※長円卓
 ●102・103・104会議室【面積】計325㎡（各90・90・145㎡） 
 【定員】計180名（各54・54・72名）
２Ｆ ●201・203会議室【面積】各25㎡【定員】各12名
 ●202会議室【面積】45㎡【定員】24名
５Ｆ ●501・502・503会議室【面積】各40㎡【定員】各24名
 ●504会議室【面積】35㎡【定員】18名
 ●505会議室【面積】65㎡【定員】27名
 ●506会議室【面積】70㎡【定員】30名
 ●507会議室【面積】105㎡【定員】28名
６Ｆ ●601会議室【面積】70㎡【定員】30名

施設概要 敷島周辺エリア
位置関係

メインイベントエリア

サブイベントエリア

101会議室
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中小～大規模まで対応できる万能施設

ALSOKぐんま総合スポーツセンター
〒371-0047前橋市関根町800

●TEL : 027-234-5555/027-234-1200●FAX : 027-234-5926/027-234-1215
●URL : http://www.gunma-sports.or.jp/sportscenter/arena/

p p

21世紀のアトラクティブ・エリア
群馬県総合スポーツセンターは、利根川が目の前を流れ
る前橋市街北西に位置し、群馬県スポーツ振興の拠点と
して活用されています。
敷地面積は約160,000㎡、その中に全国有数の規模を誇
る「ALSOKぐんまアリーナ」をはじめ、ぐんま武道館、
アイスアリーナ、テニスコート、多目的グラウンド、宿
泊棟などがあり、21世紀にふさわしいスポーツ施設とし
て大いに期待されています。

ALSOKぐんまアリーナ外観

16



ぐんま武道館は、群馬県の武道振興の拠点として、2001年4月にオー
プンしました。競技力の向上、修練の場、各種大会の会場として利用で
きると同時に、武道の国際大会や全国大会が開催できる施設です。また
武道以外のスポーツや各種コンベンションの開催にも対応できます。

施設概要
ALSOKぐんまアリーナ
 ●アリーナ【メインフロア面積】3,664㎡【最大収容人員】約6,700名（固定席3,225、移動席2,208）
 ●ミーティングルーム２
ALSOKぐんま武道館
 ●大道場【面積】1470㎡【最大収容人員】2,400名（固定席1,410、車椅子スペース５）
 ●柔道・剣道・柔剣道各６面、空手道８面、なぎなた４面
 ●第１道場【面積】1195㎡•柔道３面（固定席504席）
 ●第２道場【面積】717㎡•剣道３面
 ●第３道場【面積】594㎡•空手道３面、なぎなた・銃剣道２面
 ●その他（会議室６室等）
ALSOKぐんま武道館　弓道場
 ●近的射場（的場距離28ｍ・12人立ち）
 ●遠的射場（的場距離60ｍ・６人立ち）
 【延床面積】約2,191㎡【施設規模】約5,130㎡
ALSOKぐんまサブアリーナ
 ●アリーナ【面積】1,512㎡　●特殊種目場　●卓球場、トレーニング室
ALSOKぐんまアイスアリーナ
 ●アリーナ【延床面積】5,387㎡【最大収容】2,132席（固定席1,678、立見席454）
本館
1F ●管理事務室、スポーツ振興センター情報提供コーナー、特別会議室
2F ●スポーツルーム、プレイルーム、体力測定室、会議室、談話室、授乳室
3F ●研修室3、講師控室、多目的ルーム、問診室、検査室3

TOPICS...

スポーツセンターにほど近い場所にあ
る正田醤油スタジアム（陸上競技場）で
も、様々なスポーツイベントが行われ
ています。Jリーグに加盟するザスパ
草津のホームスタジアムです。

正田醤油スタジアム群馬
（群馬県立敷島公園県営陸上競技場）

ALSOKぐんま武道館

敷地
マップ
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ベイシア文化ホール
（群馬県民会館）

商工会議所会館

県立図書館

多彩な催しが可能な、２つの施設

ベイシア文化ホール（群馬県民会館）
価値あるものを演出し続けるマルチパーパス・フィールド
群馬県民会館は、県の明治100周年記念事業の一つとし
て昭和46年に建設された、文字通り群馬県を代表する
コンベンション施設です。JR前橋駅から車で約10分ほ
どの場所にあり、近くには県立図書館や放送大学などの
文化施設が並んでいます。
メイン施設であり群馬県でも最大級の規模を誇る大ホー
ルは、最大収容人員が2,221名。小ホールも603名の収
容が可能です。また、ホールの他にも会議室や展示室、
リハーサル室などがあります。
会館前につづくケヤキ並木から見えるモダンな外観は、
上州に似たスコットランドの風土をイメージして設計さ
れたもので、群馬の芸術文化の中心として多くの人々に
親しまれています。

〒371-0017前橋市日吉町1-10-1
●TEL : 027-232-1111●FAX : 027-232-1115●URL : http://www.gunmabunkazigyodan.or.jp/kenmin/

●開館時間：8:30 ～ 22:00●休館日：年末年始（12/29 ～ 1/3）

１～３Ｆ ●大ホール【収容人員】2,221名 ※固定席1,994、
 車椅子席３、楽屋４名～28名用まで６室
２Ｆ ●小ホール【収容人員】603名 ※固定席499、楽屋26名用１室
Ｂ１ ●第１リハーサル室【面積】67㎡【定員】40名
 ●第２リハーサル室【面積】100㎡【定員】70名
１Ｆ ●展示室１・２【面積】各175㎡
４Ｆ ●第401会議室【面積】136㎡【定員】44名
 ●第402会議室【面積】135㎡【定員】114名
 ●第403会議室【面積】175㎡【定員】141名
 ●和室【面積】70㎡【定員】20名
５Ｆ ●第501会議室【面積】136㎡【定員】28名
 ●第502会議室【面積】68㎡【定員】21名
 ●第503・504会議室【面積】各68㎡【定員】各34名
 ●第505・506会議室【面積】90㎡・85㎡【定員】各45名

施設概要

TOPICS...

群馬県民会館と前橋
商工会議所会館は、隣
接しているため、両
施設を使ってのコン
ベンション開催が可
能です。

展示室

※詳しい地図はp12をご覧ください。

18



前橋商工会議所会館 （Mマ ッ ク

CC S
ス ク エ ア

QUARE）

街のビジネスシーンを支え続けるイベント・コア
前橋商工会議所会館は、昭和53年に現在の場所に建設
されました。前橋駅から比較的近く、ベイシア文化ホー
ル（群馬県民会館）や県立図書館などに隣接しています。
また周辺は緑豊かな前橋のシンボルともいうべきケヤキ
並木がつづく閑静な環境です。
会館内は豪華なイメージに飾られ、ホテルのような雰囲
気が漂っています。企画に応じ多目的に利用できる大
ホール、人数にあわせたスペースが選択できる会議室な
どコンベンション施設の他に、ゆったりとくつろいで食
事のできるレストラン、美容室や写真室、衣装室などの
各種ブライダル施設もございます。
前橋商工会議所会館は、地域産業の振興をアシストする
とともに、コンベンション都市・前橋の主要施設として
の役割も担っています。

〒371-0017前橋市日吉町1-8-1
●TEL : 027-234-5111●FAX : 027-234-8031●URL : http://www.maebashi-cci.or.jp

１F ●エントランスホール（ロビー）
 ●レストラン　※用途により収容人数は異なります。
２F ●大ホール（サクラ）【面積】667㎡【収容人員】300名
 ●大会議室（ローズ）【面積】313㎡【収容人員】180名
 ●アカギ【面積】93.5㎡【収容人員】28名
 ●野ばら【面積】36.8㎡【収容人員】14名
３F ●研修室（リリィ）【面積】239㎡【収容人員】100名
 ●中会議室（アイビー）【面積】154㎡【収容人員】63名
 ●アネモネ・バンブー【面積】各80㎡【収容人員】各48名
 ●常議員会室【面積】144㎡【収容人員】40名
 ●バイオレットルーム【面積】57㎡【収容人員】22名
 ●なでしこ（和室）【面積】28㎡【収容人員】8名
 ●シルク【面積】42.3㎡【収容人員】14名

施設概要

多彩な催しが可能な、２つの施設

ローズ

y
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芸術から会議まで、多目的に使用できる施設

昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）
人と文化の交流に視線を送り続けるカルチュアル・ステージ
前橋市民文化会館は、ＪＲ前橋駅の南口に近く、緑の葉
や木々に囲まれた中から浮かぶ白い姿が、美しく目に
入ってきます。昭和57年11月3日文化の日に、市制施
行90周年の記念式典とともに落成式が行われ、新しい
前橋の顔としてオープンしました。
地上4階、地下1階、延床面積13,866.17㎡の建物の中
に、音響効果に最新の注意を払った大ホール、木質の素
材感を生かした小ホール、畳400畳の広さを誇る大展
示ホール、大理石仕上げの小展示ホール、洋室と和室を
揃えた会議室、ゆったりした雰囲気のレストランなど、
様々な施設が備えられています。
市民文化会館は、前橋の市民文化の拠点として、コン
サート、演劇などの舞台芸術から会議まで、あらゆる種

類の集まりに対応してい
ます。

〒371-0805前橋市南町3-62-1
●TEL : 027-221-4321●FAX : 027-221-4319●開館時間：9:00 ～ 22:00●休館日：火曜日、年末年始（12/29 ～ 1/3）

●URL : http://www.maebashi-cc.or.jp/maebashishibun/

１～４Ｆ ●大ホール【収容人員】1,268名
 ※固定席1,200、車椅子スペース・母子席有り
２～４Ｆ ●小ホール【収容人員】693名※固定席600、車椅子席の確保可能
１Ｆ ●大展示ホール【面積】669㎡
 ●小展示ホール【面積】190㎡
 ●市民プラザ【面積】620.53㎡
 ●市民ロビー【面積】211.4㎡
 ●第１リハーサル室【面積】167.90㎡【定員】椅子席120名可能
 ●練習室【面積】49.09㎡【定員】椅子席20名可能
２Ｆ ●フリースペース
３Ｆ ●第２リハーサル室【面積】122.40㎡【定員】椅子席30名可能
４Ｆ ●第１・２会議室【面積】各54㎡【定員】各30名
 ●第３会議室•和室/15畳【定員】20名
 ●第４会議室•和室/21畳【定員】30名
 ●第５会議室【面積】132㎡【定員】100名

施設概要

小ホール

展示ホール

p
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前橋テルサ
都市空間に快適さを彩るアメニティ・スポット
前橋テルサは、市街地のほぼ中央、国道17号線沿いに
位置しています。大正ロマンの雰囲気漂う赤レンガの色
が、街並みの中でもひときわ目を引く建物です。
テ ル サTERRSAと い う 名 前 は、Town（ 都 市 の ）、
Employee（働く人々のための）、Relax（リラックスと）、
Refresh（リフレッシュを目的とした）、Social（出会い
の広がる）、Amenity（アメニティ）という言葉に由来し
ます。地上12階地下1階の建物の中に、多目的ホール、
宴会場、プール、フィットネスクラブ、レストランなど
各種の機能を備えたコンベンション施設です。

〒371-0022前橋市千代田町2-5-1
●TEL : 027-231-3211●FAX : 027-231-3955●URL : http://www.maebashi-cc.or.jp/terrsa/

１Ｆ ●総合カウンター
 ●エントランスホール
 ●オルヴィエターナ（イタリアンカフェ）
２Ｆ ●ホール（２～３Ｆ）【面積】533㎡【収容人員】500名
３Ｆ ●楽屋【面積】55㎡
 ●リハーサル室【面積】37㎡
４Ｆ ●第３・４研修室【面積】29～48㎡【定員】15～40名
６Ｆ ●温水プール
７Ｆ ●フィットネススタジオ
８Ｆ ●けやきの間【面積】330㎡【定員】160名
９Ｆ ●つつじの間【面積】210㎡【定員】120名
 ●尾瀬の間【面積】70㎡【定員】36名
 ●赤城の間【面積】64㎡【定員】48名
 ●浅間の間【面積】35㎡【定員】26名
 ●妙義・榛名の間【面積】各32㎡【定員】各20名
10・11Ｆ ●宿泊室•ツインルーム/22室・和室/４室
12Ｆ ●スカイルーム【面積】37㎡【定員】12名
 ●リストランテチィニョ（伊太利料理）

施設概要

芸術から会議まで、多目的に使用できる施設

宿泊室

つつじの間
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群馬会館

前橋市役所

前橋公園

グリーンドーム前橋
臨江閣

群馬県庁
昭和庁舎

歴史の息吹を感じる文化施設

群馬会館
群馬でもっとも歴史のある公会堂
群馬会館は、昭和5年11
月に昭和天皇の即位を記
念して建設された県内
最初の公会堂です。平成
8年には、国の登録有形
文化財になりました。群
馬県庁や前橋市役所が隣接する前橋の行政の中心点に
あり、地上4階地下1階で、当時盛んに使われたルネサ
ンス様式を採り入れた重厚な建物です。館内には、定員
410名の多目的ホールのほか、広間、会議室そして地下
には、食堂などがあり、市内の代表的なコンベンション
施設の一つとして人々に親しまれ、活用されています。

〒371-0026前橋市大手町2-1-1
●TEL : 027-226-4850●FAX : 027-243-5099

●開館時間：8:30 ～ 22:00●休館日：月曜日、年末年始（12/29 ～ 1/3）
●URL http://www.pref.gunma.jp/01/a2710017.html

２～４Ｆ ●ホール【面積】720㎡【収容人員】410名
 ※固定席406、車椅子スペース４
１Ｆ ●広間【面積】295㎡【収容人員】100名
Ｂ１Ｆ ●第１会議室【面積】70㎡【定員】24名
１Ｆ ●第２・３・４会議室【面積】56㎡、47㎡、36㎡
 【定員】24名、24名、16名
２Ｆ ●第５・６・７会議室【面積】45㎡、47㎡、43㎡【定員】各24名

施設概要

広間

TOPICS...

群馬会館は昭和庁舎や群馬県庁舎と隣接しているため、３施設
連携のコンベンションも行うことができます。

群馬県庁舎
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昭和初期の典型的洋風建造物
昭和３年に建設され、長年群馬県庁の顔（旧県庁本庁舎）として親
しまれてきた昭和庁舎は、平成８年に国の登録有形文化財として
登録されました。現在の内装は、建設当初の外観をそのままに使い
やすく改修され、平成16年にBELUCA賞ベストリフォーム部門
を受賞しています。
館内には会議室や展示室があり、NPO・文化団体の活動の場とし
て使用することができます。

昭和庁舎
〒371-0026前橋市大手町1-1-1

●TEL : 027-226-2119●FAX : 027-223-5030
●開庁時間：9:00 ～ 22:00

１F ●11会議室【定員】30名
２F ●21・22・25・26会議室【定員】51名、18名、18名、51名
 ●第１・２展示室
３F ●31・32・33・34・35会議室【定員】24名、16名、18名、72名、78名

施設概要

“詩のまち”の文化拠点
萩原朔太郎記念・水と緑と詩のまち前橋文学館は、前橋でもっと
も美しい場所の一つ、広瀬川河畔緑地のほとりにあります。日本近
代詩の巨星、萩原朔太郎を筆頭に前橋ゆかりの詩人たちを紹介す
る常設展示室、多彩な企画展を展開する企画展示室・オープンギャ
ラリー、調査研究のための資料閲覧室などがあります。さらに集会
施設としてホールや研修室などを備えています。

水と緑と詩のまち 前橋文学館
〒371-0022前橋市千代田町3-12-10

●TEL : 027-235-8011●FAX : 027-235-8512
●開館時間：9:30 ～ 21:00（展示室は17:00まで）●休館日：水曜日、年末年始

１Ｆ ●企画展示室【面積】75㎡※壁面展示施設、陳列ケース
２Ｆ ●朔太郎展示室【面積】100㎡（常設展示室）
 ●近代文学展示室【面積】175㎡（常設展示室）
３Ｆ ●ホール【面積】120㎡【収容人員】130名
 ●オープンギャラリー【面積】150㎡※各種展示施設、陳列ケース
４Ｆ ●研修室【面積】45㎡【定員】30名

施設概要

閑静な雰囲気漂う重要文化財
臨江閣は、本館と別館の二つに分かれています。本館は明治17年
に迎賓館として数奇屋風建築で、また別館は明治43年に前橋で開
かれた一府十四県連合共進会の貴賓館として書院風建築を用いて
建てられました。両館とも貴重な建物で、本館は県の重要文化財
に、別館は市の重要文化財に指定されています。雄大な利根の流れ
を望む臨江閣は、現在は自由に見学することが出来ます。会議や文
化的行事などを通して、人々に親しまれています。

臨江閣
〒371-0026前橋市大手町3-15

●TEL : 027-280-6511（前橋市文化財保護課）
●開館時間：9:00 ～ 17:00●休館日：月曜日、年末年始

●第１和室【面積】８畳
●第２・３和室【面積】各10畳
●第４・５和室【面積】各15畳
●洋間【面積】60畳
●大広間【面積】150畳

●茶室【面積】4.5畳
●書院【面積】8畳

１Ｆ ●一の間【面積】14畳
 ●次の間・三の間【面積】10畳
 ●控えの間【面積】7.5畳
 ●奥座敷一の間【面積】8畳
 ●奥座敷【面積】6畳
２Ｆ ● 一の間【面積】12.5畳
 ●次の間【面積】12.5畳
 ●控えの間【面積】3畳

施設概要（別館）

茶室

施設概要（本館）

fMaebashi City Museum off LLLiiiiiiitttttteeeeeeeerrrrrrraaaaaaaatttttttuuuuuuurrrrrreeeeeee

RRRRRRRRRiiiiiiiinnnnnnnnnkkkkkkkkkkooooooo------KKKKKKKKKKaaaaaaaaakkkkkkkkkuuuuuuuuu

SSSSShhhhhoooooowwwwwwaaa Chosha
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自然との共生を考える郊外型施設

県下青少年活動の拠点
群馬県青少年会館は、前橋北部、敷島公園、
バラ園に隣接した静かなたたずまいの中にあ
ります。県下青少年団体の活動の拠点である
とともに、県域を視野においた各種事業を実
施し、青少年の健全育成や青少年団体活動の

群馬県青少年会館
〒371-0044群馬県前橋市荒牧町2-12

●TEL : 027-234-1131●FAX : 027-234-0468
●休館日：月曜日、年末年始（12/27 ～ 1/5）

●プレイホール【定員】200名
●多目的学習室【定員】80名
●大会議室【定員】150名
●中会議室【定員】60名
●小会議室【定員】30名
●特別会議室【定員】30名
●音楽室【定員】60名
●第１～３和室【宿泊定員】各18名
●第４和室【宿泊定員】９名
●第５和室【宿泊定員】４名
●第６和室【宿泊定員】６名
　本館洋室【宿泊定員】６名（２段ベッド）
　新館洋室A・B【宿泊定員】８名（２段ベッド）

施設概要

振興を図っています。
各種会議、研修会、発表会、展示会、宿泊を
伴った研修会等（５名以上のグループ）に、
多目的に利用できます。

大会議室

事業風景
（学生向けのボランティア体験講習会）

豊かな自然に囲まれた、贅沢な空間の施設
赤城山から吹きおりるさわやかな風に抱かれ
るように。人と自然がバランスよく調和し、
共鳴しあう理想的な環境のプラスランド。そ
の2ndフェイズとして設けられたのが音羽
倶楽部です。社員をはじめ全国の取引先の研

音羽倶楽部
〒 379-2103群馬県前橋市神沢の森１

●TEL : 0120-843-663
●受付時間：9:00 ～ 21:00●休館日：月曜日

●大研修室（１室）【定員】各70名
●小研修室（８室）【定員】各６～８名
●宿泊棟【最大宿泊人数】70名
●コモンスペース
●レストラン（創作フレンチ）
●ラウンジ

施設概要

修や厚生施設としての利用に留まらず、現在
では、レストランの食事会や、会議、発表会、
展示会など。地域のコミュニケーションの拠
点として、幅広く利用されています。

OA研修室

小研修室
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自然との共生を考える郊外型施設

●食堂【定員】256名
●研修室【定員】180名
●宿泊室（10室）【定員】各24名
●リーダー宿泊室（２室）
【定員】各８名
●体育館（艇庫）※５月～10月まで
●教育キャンプ場※７月～８月まで
【定員】150名

施設概要

●研修室（２室）【定員】81名
●研修室（３室）【定員】42名
●研修室（３室）【定員】36名
●講堂【定員】400名
●音楽室【定員】120名
●和室（30畳）
●体育館899㎡
●柔道場（72畳）
●剣道場144㎡
●アクティビティホール【定員】200名
●プレイルーム【定員】50名
●宿泊棟【最大宿泊人数】400名
●多目的フィールド（サッカー・ラグビー１面分）
●キャンプ場
（常設テント６サイト、持ち込み４サイト）

施設概要

自然とふれあい、心いきいき
赤城少年自然の家は、赤城山頂付近の大沼湖
畔にたたずみ、北に赤城山系の最高峰である
黒檜山を望み、周囲をミズナラの巨木やシラ
カバ、ダケカンバなどの自然林に囲まれた、
豊かな自然環境の中にあります。集団生活や

赤城少年自然の家
〒371-0101群馬県前橋市富士見町赤城山1-2

●TEL , FAX : 027-287-8227
●営業時間：平日9:00 ～ 17:00

●休館日12/29 ～ 1/3

野外活動などの自然体験をとおして、自然の
素晴らしさや大切さを体験するとともに、規
律、協同、友愛、奉仕といった人との関わり
の大切さを学び、心身ともに健全な少年を育
成するため設置された社会教育施設です。

カッター漕ぎ

ツリーイング

冒険と創造の森へ
百名山に選ばれた赤城山、その中腹に位置す
る国立赤城青少年交流の家は、「冒険と創造
の森」をテーマに、自然体験活動、スポーツ、
学習等の場を提供しています。登山や野外炊
事、あかぎアドベンチャープログラム（AAP）

独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立赤城青少年交流の家
〒371-0101群馬県前橋市富士見町赤城山27

●TEL : 027-289-7224●FAX : 027-289-7226

等の活動を通じて、自分自身の成長に繋げ、
気づき、仲間への信頼を学ぶことが出来ま
す。豊富な施設と専門のスタッフがお待ちし
ております。「感動体験」を味わいに是非お越
しください。

冒険の旗作り
竹筒ごはんに挑戦！

本所玄関より
鍋割山を望む
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▲八木節

YAMADAグリーンドーム前橋・前橋テルサ・
前橋市民文化会館・前橋商工会議所会館・
ベイシア文化ホールなどの施設・名所・旧
跡の写真及び資料「前橋コンベンションガ
イド」（和英併記版）の提供をいたします。
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仮申請（開催前年の９月末日まで）　➡　審査委員会　➡　交付の仮決定
※立候補を決定または開催地候補の１つとして前橋を選定した時点で申請が可能です。

誘致促進助成金制度
のご案内

前橋観光コンベンション協会では、前橋市で各種MICEを開催してい

ただくために、誘致促進助成金制度を設けております。

助成の対象

助成金額

・当該助成金の申請以前に開催地が未定のもの
・前橋で開催される各種コンベンションで当市内において相当数の宿泊を見込めるもの
・非営利団体 (公益法人・NGP・NPO)のうち政治活動または宗教活動を目的としていない団体
・関東ブロック規模以上または全国規模で100名以上のもの
　※主な対象外の例 (以下の通り )
　　・国、県、市等が主催・共催または開催費用の相当額を負担するもの
　　・前橋市から相当額の助成金が支出されるもの
　　・芸術文化の公演に類する事業
　　・営利を目的とするもの、宗教活動、政治活動またはこれらのいずれかに類する事業

・原則前橋開催終了後２ヶ月以内（支給前に事業報告書、決算書、参加登録者名簿の提出を必要とします。）

本申請（開催予定日の３ヶ月前まで）　➡　審査委員会　➡　交付決定

MICE開催

実施報告（終了後原則２ヶ月以内）　➡　助成額の決定

交付請求　➡　交付

全国規模以上の大会

助成
金額 最大100万円まで

国内コンベンション
▲県外参加者　一人当たり1,000 円

要件
・助成金申請書が当該年度前年の指定時期（９月末）までに
　提出された場合に限ります。
・全国から参加が見込める全国規模で100名（国際50名）
　以上のコンベンションに限ります。

関東ブロック規模以上の大会

助成
金額 最大50万円まで

国内コンベンション
▲県外参加者　一人当たり500円

要件
・関東規模以上の大会で、当協会が支援するコンベンション
　とする
・当市内において相当数の宿泊が見込めるもの。

※参加者の決定については、原則参加登録者名簿の提出を必要とします。また、同時に２つ以上のコンベンション開催の場合は、助成金の高いもの一つを対象とします。
※本制度詳細については別途定める「前橋観光コンベンション誘致促進助成交付要綱」によります。
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公益財団法人前橋観光コンベンション協会
M A E B A S H I  C O N V E N T I O N  &  V I S I T O R S  B U R E A U

〒371-0023 群馬県前橋市本町2丁目12-1前橋プラザ元気21-1F
12-1,Hon-machi 2chome,Maebashi-shi,GUNMA 371-0023,JAPAN
●TEL : 027-235-2211  ● FAX : 027-235-2233
●E-mail : info_mice@maebashi-cvb.com   ● URL :http://www.maebashi-cvb.com/

水と緑と詩のまち
前橋
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