
こんなに近くて旅気分。

歴史と花を愛でながら、りょうもうを旅しよう！

こんなに近くて旅気分。

歴史と花を愛でながら、りょうもうを旅しよう！

浅草 館林・足利市・新桐生

電車で両毛の旅

お問い合わせ/東武鉄道お客さまセンター
TEL:03-5962-0102（8:30～19:00 年末年始を除く）

群馬県

埼玉県

東京都

栃木県

浅草

東武動物公園

とうきょうスカイツリー

館林太田

伊勢崎

赤城
新桐生 葛生

西小泉西小泉

佐野足利市ふらっと両毛
東武フリーパス
フリーエリアの電車と主なバスが3日間乗り放題、
200以上の協賛店・施設で割引・特典が受けられます。
※詳細はフリーパスご購入時にお渡しするパンフレットをご覧ください。

「りょうもう」への旅は「特急りょうもう号」と「ふらっと両毛 東武フリーパス」で！

みどりエリア

伊勢崎エリア
伊勢崎市コミュニティバス
全10路線が乗り降り自由

太田エリア
太田市バス
全13路線が乗り降り自由

足利エリア
足利市バス
全4路線が乗り降り自由

館林エリア
路線バス
2路線が乗り降り自由

桐生エリア
おりひめバス（桐生朝日自動車）
全7路線が乗り降り自由

佐野エリア
佐野市バス・佐野市内巡回バス
全7路線が乗り降り自由

館林

足利市太田
佐野

伊勢崎 新伊勢崎 境町 木崎

新桐生赤城 相老 葛生

田沼

西小泉

福居

茂林寺前

至 浅草・とうきょうスカイツリー

フリーエリア

国際地域学部

産学連携事業

ワク
ワク
、ド
キド
キ。ふら

っと「りょうもう」！

花々に囲まれ
しあわせ感じる

館林

大正時代に
タイムスリップ

桐生

粋な着物で散策

足利



広大な敷地には約25万株の芝桜や
バラなど季節ごとに花々を楽しめ
る。また、庭園を見ながらの食事もオ
ススメ。

ザ・トレジャーガーデン館林

0276-55-0750
群馬県館林市堀工町1050
茂林寺前駅から徒歩約15分。
9：00～17：00（入園は16:30まで）
休園日／季節により異なります

館林駅

東武小泉線

東
武
伊
勢
崎
線

城沼市役所

館林女子高学校

地元の新鮮な旬の果物を使ったスイーツの
人気店。ケーキ教室もあり、本格的なケーキ
作りも体験できる。

ル・コントントモン

日清製粉グループ
製粉ミュージアム
製粉の歴史がわかる製粉ミュージア
ム。小麦や小麦粉に関する最新の製
粉技術や知識を学ぶことができる。

お食事処 花やま
群馬県産小麦100%で作られる打
ちたてうどんはのど越し抜群。狸の
器で提供される釜玉うどんが人気。

一から教わる手作り体験で

女子力UP

ロートルメゾン 西の洞
気軽に音楽と食事が楽しめるレ
ストラン。料理はもちろん、地ビー
ルもおすすめ。ライブやパーティ
など貸し切りもOK。

館林
楽しすぎ　!!!

4

2

1

5

館林
tatebayashi

浅草駅から特急りょうもうで約60分

浅草 館林
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茂林寺前駅

0276-70-7737
群馬県館林市東美園町17-22
ミューアイ帯津ビル1F
館林駅より車で約10分。
10：00～19：00（喫茶L.O. 18:00）
定休日／毎週水曜日および第1・3・5火曜日

0276-75-1560
群馬県館林市大手町6-41
館林駅から徒歩から約15分。
11:00～14:30 18:00～22:00
定休日/水曜日、第2火曜日

0276-74-0178
群馬県館林市本町2-3-48
館林駅から徒歩約1分。
平日11：00～15：30
土曜・祝日11：00～15：00
定休日/日曜日、最終土曜日
※シーズンにより定休日が異なります。

新鮮な地元の食材を
ふんだんに使っててヘルシー♪
いっぱい食べちゃった

0276-71-2000
群馬県館林市栄町6-1
館林駅下車西口すぐ。
10：00～16：30（入館は16:00まで）
定休日/月曜日および年末年始など

至 浅草

至 西小泉

至 足利市

ケーキ教室／月3～4回開催
受講料／1回8,000円（要予約）
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茂林寺川

神様おねがい!!

バラのソフトクリーム
　　　　　おいしい〜

異国の雰囲気...

ステキな庭園!!みんなで工場見学!!

分福茶釜

ボリューム満点

サク
サク

この中に... 館林といえばうどん!!

ど～
ん

オシャレな空間 冷えた地ビール最高!!

迷っちゃう〜 完成

見どころいっぱい花のまち！！
人とのふれあいで心も満開

JAZZ♪♪

どれにするー？

ポテッ



足利市駅

東
武
伊
勢
崎
線

市役所

四季折々の花々を楽しめる。中で
も樹齢約140年、日本最大規模
の藤は見事。

あしかが
フラワーパーク

ココ・ファーム・ワイナリー
長い年月大切に育てた葡萄畑を眺めな
がら、自家製ワインと食事が楽しめる。
各種ワインの試飲もできる。

野
州
山
辺
駅

鑁阿寺（ばんなじ）
足利氏の氏寺として12世紀ごろ
建立された。鎌倉時代の武家屋
敷の面影が残る寺域は周囲には
四つの門があり、土塁と堀がめぐ
らされている。

足利織姫神社
産業振興と縁結びの神様として
親しまれている。朱塗りのお宮は
緑に映え景観が美しい。境内か
ら関東平野を一望できる。

渡良瀬橋
夕日を見るなら絶景のポイント。
あの名曲「渡良瀬橋」の舞台。
橋のたもとには歌碑もある。

総合運動場

市民会館

JR足利駅
JR線

渡良瀬川

レトロな町並みに
　　　一目惚れ
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うさぎや
大正から昭和初期の着物に出会
える店。２階には着物をリメイク
してくれる工房があり、大正建築
の部屋で抹茶もいただける。
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史跡 足利学校
国の史跡として指定された日本最古の学校。江戸時代の孔子廟と学校門が
残り、方丈・庫裡・書院などは平成２年に江戸時代中期の姿に復元された。
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足利
Ashikaga

浅草駅から特急りょうもうで約75分

浅草 足利市

ガールズトークに
恋愛は欠かせない
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0284-43-3000（足利市観光協会）
足利市駅から徒歩約15分

オシャレトロな
着物がいっぱい！！
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０284-41-１000
栃木県足利市大門通2380-1
足利市駅からバス（行道線または
富田線）で約３分、通二丁目停留所
から徒歩3分。
10：00～18：30
定休日／月曜日

散策スポット
てんこもり

0284-41-2655
栃木県足利市昌平町2338
足利市駅からバス（行道線または富田線）で約３分、通一丁目停留
所から徒歩約１分。足利駅市から徒歩約15分。
9:00～17:00
休館日／第3月曜日（祝日の場合は翌日）、年末など

0284-91-4939
栃木県足利市迫間町607
足利市駅からバス（富田線）で約30分、
富田郵便局停留所から徒歩約3分。
足利市駅から車で約20分。
9：00～18：00
定休日／通年開園（2月第1水・木曜日と
　　　　12月31日を除く）
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0284-22-0313
栃木県足利市西宮町3889
足利市駅からバス（小俣線または
松田線）で約4分、通四丁目停留所
から徒歩約5分。
足利市駅から徒歩約15分。
拝観自由

0284-41-2627
栃木県足利市家富町2220
足利市駅からバス（行道線または富田線）で約3分、
通一丁目停留所から徒歩約3分。
足利市駅から徒歩約15分。
拝観自由

0284-42-1194
栃木県足利市田島町611
足利市駅から車で約20分。
10：00～18：00（11月第3土・
日曜日の収穫祭の日を除く）
定休日／12月31日～１月２日と
1月第3月曜日から5日間と収穫祭前日

至 館林至 太田

＠織姫神社

私たちの の行方は...恋
恋愛成就祈願

叶いますように...

国宝祝

樹齢500年以上!!

ぶどう畑を見ながら　　 おいしいごはん♪
ワインおいし〜

日本の教育はここから! 子、曰く...

みんな似合ってるね♪
どうしよう迷ちゃう〜!!

ハートのお花が
　　　　　お出迎えハートのお花が
　　　　　お出迎え

キレイなバラにうっとり...

この歌知ってる!!
ロマンチックな夕日

立派な本堂

大銀杏大銀杏



ベーカリ－カフェ レンガ
レンガ造りのノコギリ屋根工場の
跡を利用したこだわりのパン屋。
レトロな店内で食事はもちろん、
コンサートなどの使用もできる。

桐生織物記念館
日本国内にとどまらず、広く世界
で愛された桐生織物。伝統の技
術と歴史を学べるほか、掘り出し
物がみつかるかも。

桐生倶楽部会館
大正８年に建てられ、上流階級
の社交場として利用されていた
スパニッシュ・コロニアル様式の
モダンな建物。現在も使用されて
いる建物内は見学もできる。

京甘味 祇園
まるで京都へ行った気分が味わえ
る甘味処。庭や店内の雰囲気もよ
く、甘味も絶品。パフェも人気！

異国調菜 芭蕉
坂口安吾や棟方志功に愛された
店。昭和初期にタイムスリップし
た様な洋食店の佇まいは本物。

新桐生駅

東武
桐生
線

JR桐生駅

JR線

渡良瀬川

桐生川

図書館

桐生郵便局

桐生ガス
市役所
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桐生
Kiryu

浅草駅から特急りょうもうで約110分

浅草 新桐生
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矢野園
大正５年に建てられたお茶屋の
建物。店内は喫茶になっており、
お茶や甘味が楽しめる。レトロな
看板が印象的。
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0277-45-2925
群馬県桐生市本町2-6-30
新桐生駅からバスで約10分、
有鄰館前停留所から徒歩約1分。
平日9：00～19：00
土・日・祝日9：00～18：00
定休日／月曜日

0277-32-5553
群馬県桐生市東久方町１-１-55
新桐生駅からバスで約11分、
本町１丁目停留所から徒歩約５分。
平日8：00～18：00
土・日・祝日7：00～18：00
無休

0277-43-2266
群馬県桐生市新宿3-13-15
新桐生駅から徒歩約15分。
11：30～18：30（L.O.18:00）
定休日／金曜日・土曜日
※中学生未満のご入席は
遠慮させていただきます。

0277-43-7272
群馬県桐生市永楽町６-６
新桐生駅からバスで約25分、
桐生駅北口停留所から徒歩約10分。
10：00～17：00
定休日／毎月最終週の土・日曜日ほか

上毛電鉄西桐生駅

0277-45-2755
群馬県桐生市仲町2-9-36
新桐生駅から車で約10分。
9：00～16:30
休館日／お問い合わせ下さい。

0277-22-3237
群馬県桐生市本町5-395
新桐生駅から車で約10分。
12：00～20：40
定休日／毎週火曜日、第2水曜日
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至 太田

至 赤城
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有鄰館
江戸から昭和にかけて酒・味噌・醤
油を醸造、保管していたレンガや
土蔵の11棟の蔵。現在は展示やコ
ンサートなどに活用されている。

レンガづくりの
オシャレな蔵がおすすめ！！

0277-46-4144
群馬県桐生市本町2-6-32
新桐生駅からバスで約10分、
有鄰館前停留所から徒歩約1分。
9：00～21：00
定休日／お問い合わせ下さい。
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豊富なお茶の
種類にびっくり！！！

こっち向いて〜
撮るよ〜

パシャ

3,2,1

★
★

洋風な雰囲気がステキ
絶品パフェ趣きのある佇まい...

棟方志功の壁画

築100年以上!!!

伝統を学ぶ。
織物体験もできる

大正時代に

来ちゃったみたい

1番人気のフレンチトースト!!!

屋根のカタチと　　 いっしょ!

地元の人にも大人気
全部食べたい!!!

おいしそ～!!!

ハイ!チーズ

お茶でホッと一息歴史の重みがある建物。

５０年ぶりにひも解かれた
壁画。感動しちゃう...
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