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高知県でＭＩＣＥをお勧めする理由

高知市開催の場合、高知県立県民文化ホールや高知市文化プラザかるぽーと等の主要会場が市内の中心部に所在
しており、各主要交通機関からのアクセスが便利です。市内の中心の東西南北に路面電車が走っているため、市
内も公共交通機関で移動が可能です。

牧野植物園での夜間貸切利用や観光列車の貸切運行、芝居小屋「弁天座」、高知城や桂浜でのレセプションなど、
高知ならではのユニークベニューがあります。

ゆずの名産地である馬路村のゆず加工工場、室戸岬沖で取水した海洋深層水の飲料の工場、日々工法革命に取り
組んでいる世界的企業の技研製作所等、様々な産業視察先をご紹介いたします。

幕末に活躍した志士を多く輩出し、自然豊かな観光資源に囲まれている高知県。仁淀ブルーで知られる奇跡の清
流・仁淀川、日本最後の清流・四万十川、断崖絶壁の足摺岬、地球の鼓動を感じる室戸ジオパーク等、県内各地
に残る手付かずの大自然を、会議後の視察・観光でぜひ体感してください。

大会・学会、展示会・見本市、スポーツ大会、企業研修等、規模や条件に応じた様々な助成金を準備しておりま
す。またレセプションでは、今や世界的に広がったよさこい祭りの発祥の地・高知での「よさこい鳴子踊り」や
地酒の提供等、高知らしいおもてなしで記憶に残るコンベンションのサポートをいたします。 2

１．コンパクトな大会運営を実現

２．ユニークベニュー

３．オンリーワンの産業視察

４．充実のアフターＭＩＣＥ

５．サポート体制

高知でMICEをお薦めする理由

【 食 】高知県は食の宝庫（カツオのたたきをはじめ海・川・山の自然の恵み豊かです。）
【歴史】高知県は幕末が熱い（坂本龍馬や板垣退助など幕末から明治にかけて沢山の偉人を輩出。)
【自然】高知県は自然豊か (最後の清流・四万十川、仁淀ブルーなど手つかずの自然がいっぱい。)



「高知県立県民文化ホール」と「高知市文化プラザかるぽーと」の主要
会場や宿泊施設、繁華街などが半径約1kmのコンパクトな範囲に集約さ
れているので大会のコンパクトな運営が可能です。
市内での移動手段として、路面電車が東西南北、縦横のメインストリー
トに沿って通っているため、市内間のアクセスは公共交通機関による移
動が可能になっています。
高知龍馬空港から市内までは空港連絡バスで約20分と、空港からのアク
セスも良好です。

高知市内 中心地
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2
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①高知県立県民文化ホール

オレンジホール(大ホール)
とグリーンホール(小ホー
ル)があり、オレンジホー
ルは1507席という高知県
下最大の多目的ホール

②高知市文化プラザ
かるぽーと

(改修中令和５年リニューアル
オープン予定)

演劇、コンサート、オ
ペラから日本舞踊、歌
舞伎まで和･洋を問わず、
さまざまなプログラム
に対応できる1,085席の
多機能ホール

大会のコンパクトな運営を実現
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施設名 住所 電話番号 収容人員
地図
番号

１ 高知県立県民文化ホール 〒780-0870 高知市本町4-3-30 088-824-5321 オレンジホール（1,507席）シアター,グリーンホール（500席）シアター

２ 高知市文化プラザ かるぽーと 〒780-8529 高知市九反田2-1 088-883-5011
大ホール（1,085席）シアター,小ホール（200席）シアター,その他会議室／全7室・計758人
（令和5年リニューアルオープン）

３ 高知県立県民体育館 〒781-8010 高知市桟橋通2-1-53 088-831-1166 主競技場（4,644人）,その他会議室／全2室･計70人

４ 高知県立春野総合運動公園 〒781-0311 高知市春野町芳原2485 088-841-3105 大アリーナ6,630人（1階 4,800人）移動席,（2階 1,830人）固定席

５ 高知ぢばさんセンター 〒781-5101 高知市布師田3992-2 088-846-0311 大ホール（1階約3,700人･2階約1,300人）,その他会議室／全7室・計217人

６ 高知大学 朝倉キャンパス 〒780-8520 高知市曙町2-5-1 088-844-8463 講義室／全47室

７ 高知大学 岡豊キャンパス 〒783-0870 南国市岡豊町小蓮 088-880-2268 講義室／全6室

８ 高知大学 物部キャンパス 〒783-8502 南国物部乙200 088-864-5114 講義室／全9室

９ 高知工科大学 〒782-8502 香美市土佐山田町宮ノ口185 0887-53-1111 講堂（多目的ホール）シアター600人,その他会議室／全3室・計707人

10 三翠園 〒780-0862 高知市鷹匠町1-3-35 088-822-0131 富士（スクール440人）,その他会議室／全4室･計572人

11 ザ クラウンパレス新阪急高知 〒780-8561 高知市本町4-2-50 088-873-1111 花の間（スクール600人）,その他会議室／全4室･計430人

12 城西館 〒780-0901 高知市上町2-5-34 088-875-0111 日輪の間（スクール260人）,その他会議室／全2室･計230人

13 ホテル日航高知旭ロイヤル 〒781-0832 高知市九反田9-15 088-885-5111 ゴールデンパシフィック（スクール450人）,その他会議室／全1室･計60人

14 高知サンライズホテル 〒780-0870 高知市本町2-2-31 088-822-1281 向陽AB（スクール100人）,その他会議室／全3室･計126人

15 セリーズ 〒781-8101 高知市高須砂地155 088-866-7000 レインボー（スクール270人）,その他会議室／全4室･計318人

16 土佐御苑 〒780-0052 高知市大川筋1-4-8 088-822-4491 飛蝶（スクール230人）,その他会議室／全2室･計190人

17 高知商工会館 〒780-0870 高知市本町1-6-24 088-875-1171 光の間（スクール252人）,その他会議室／全2室･計255人

18 高知共済会館
COMMUNITY SQUARE

〒780-0870 高知市本町5-3-20 088-823-3211 桜（スクール150人）,その他会議室／全3室･計102人

６
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番号 施設名 住所 電話番号 収容人員
地図
番号

19 高知会館 〒780-0870 高知市本町5-6-42 088-823-7123 白鳳（スクール246人）,その他会議室／全4室･計240人

20 高知城ホール 〒780-0850 高知市丸ノ内2-1-10 088-822-2035 多目的ホール（スクール234人）,その他会議室／全3室･計219人

21 高知県立美術館 〒781-8123 高知市高須353-2 088-866-8000 美術館ホール（シアター366人）,その他会議室／全4室･計572人

22 オーテピア 〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 088-823-4946 ホール（スクール120人）,その他会議室／全2室･計162人

23 高知県立高知城歴史博物館 〒780-0842 高知市追手筋2-7-5 088-871-1600 ホール（スクール90人）,その他会議室／全2室（実習室30人・和室）

24 オリエントホテル高知 〒780-0861 高知市升形5-37 088-822-6565 松竹の間（スクール84人）,その他会議室／全2室･計69人

25 高知プリンスホテル 〒780-0816 高知市南宝永町4-2 088-883-2323 ダイヤモンドホール（スクール200人）,その他会議室／全2室･計220人

26 高知パレスホテル 〒780-0843 高知市廿代町1-18 088-825-2010 バンケットホール「ミューズ」（スクール70人）

27 サウスブリーズホテル 〒780-0825 高知市農人町5-29 088-885-5050 アニエス（スクール150人）

28 ラ・ヴィータ 〒780-8690 高知市本町3-3-1 088-871-1111 ラ・ヴィータホール（スクール150人）

29 高知県立ふくし交流プラザ 〒780-8567 高知市朝倉戊375-1 088-844-9234 多目的ホール（スクール200人）,その他会議室／全6室･計369人

30 高知市立自由民権記念館 〒781-8010 高知市桟橋通4-14-3 088-831-3336 民権ホール（シアター132人）,その他会議室／全1室･計54人

31 高知県立牧野植物園 〒781-8125 高知市五台山4200-6 088-882-2601 映像ホール（スクール50人）,その他会議室／全1室･計50人

32 ちより街テラス 〒780-0806 高知市知寄町2-1-37 088-883-5444 ちよテラホール（スクール156人）,その他会議室／全５室･計128人

33 高知市春野文化ホール ピアステージ 〒781-0304 高知市春野町西分340 088-894-6767 大ホール（シアター456人）,その他会議室／全2室･計120人

34 ホテルSP -haruno- 〒781-0311 高知市春野町芳原2485 088-842-0011 桂浜（スクール116人）,その他会議室／全2室･計89人

35 天然温泉 はるのの湯 〒781-0304 高知市春野町西分3546 088-894-5400 和洋室宴会場（60人）,その他会議室／全1室･計20人

36 サザンシティホテル (アンジェブラン) 〒783-0007 南国市明見933 088-863-0888 クリスタルホール（70人）,その他会議室／全1室･計40人

37 南国市商工会館 〒783-0004 南国市大埇甲1623-5 088-864-3073 講習会等研修室（スクール80人）
７
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コンベンション施設一覧(中部エリア)

番号 施設名 住所 電話番号 収容人員
地図
番号

38 土佐市複合文化施設つなーで 〒781-1102 土佐市高岡町乙3451-1 088-852-2111
ブルーホール（632人）,その他会議室／全10室･大会議室（スクール162人)/多目的
室7室・和室2室

39 香美市中央公民館 〒782-0034 香美市土佐山田町宝町2-1-27 0887-53-2214 １階大ホール（400人）

40 奥物部ふれあいプラザ 〒781-4401 香美市物部村大栃878-3 0887-5848-24 多目的ホール（スクール210人）,その他会議室／全2室60人

41 香南市 天然色劇場 〒781-5241 香南市吉川町吉原1843-1 0887-50-3013 天然色劇場（野外3500人）,その他会議室／リハーサル室120人

42 のいちふれあいセンター 〒781-5232 香南市野市町西野534-1 0887-56-1088 サンホール（シアター521人）,その他会議室／全7･室207人

43 夜須公民館 〒781-5601 香南市夜須町坪井219 0887-54-2121 マリンホール（シアター610人）,その他会議室／全4室･計165人

44 リゾートホテル 海辺の果樹園 〒781-5622 香南市夜須町手結山506-1 0887-55-4111 ホール（スクール190人）

45 大豊町総合ふれあいセンター 〒789-0250 長岡郡大豊町黒石345-7 0887-73-0811 多目的ホール（スクール300人）,その他会議室／全1室･計30人

46 本山町プラチナセンター 〒781-3601 長岡郡本山町本山569-1 0887-76-2084 文化ホール（407人）,その他会議室／全4室･計265人

47 亀の井ホテル高知 〒781-2128 吾川郡いの町波川1569 088-892-1580 大会議室（スクール100人）,その他会議室／全1室･円卓会議室22人

48 土佐和紙工芸村 くらうど 〒781-2136 吾川郡いの町鹿敷1226 088-892-1001 バンケットルーム（スクール90人）,その他会議室／全1室･計20人

49 いの町役場
本川プラチナ交流センター

〒781-2601 吾川郡いの町長沢123-8 088-869-2331 大ホール（スクール200人）,その他会議室／全2室･計40人

50 日高村社会福祉センター 〒781-2151 高岡郡日高村沖名5 0889-24-5310 大ホール（スクール200人）,その他会議室／全5室･計160人

51 佐川町立桜座 〒789-1201 高岡郡佐川町甲346-1 0889-22-7878 大ホール（シアター400人）,その他会議室／全1室･計15人

52 佐川町総合文化センター 〒789-1201 高岡郡佐川町甲356-2 0889-22-1110 大研修室（スクール100人）,その他会議室／全5室･計84人

53 池川コミュニティセンター 〒781-1606 吾川郡仁淀川町土居甲916-3 0889-34-2111 池川コミュニティセンター大ホール（スクール60人）

54 仁淀川町観光センター 〒781-1802 吾川郡仁淀川町高瀬3869 0889-32-2771 ホール（スクール50人）,その他会議室／全1室･計30人

55 越知町民会館 〒781-1301 高岡郡越知町越知甲2562 0889-26-3400 大ホール（スクール200人）,その他会議室／全6室･計218人
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番号 施設名 住所 電話番号 収容人員
地図
番号

56 須崎市立市民文化会館 〒785-0003 須崎市新町2-7-15 0889-43-2911 大ホール964人（1階608人・2階356人）,その他会議室／全6室･計32人

57 酒蔵ホール 葉山の蔵 〒785-0202 高岡郡津野町姫野々604-6 0889-55-2389 酒蔵ホール（600人）,その他会議室／全4室･計140人

58 地域活力センターゆすは
ら・夢・未来館

〒785-0610 高岡郡梼原町梼原1426番地2 0889-65-1250 大ホール（300人）、会議室（30人）、和室10人×3室

59 窪川四万十会館 〒786-0011 高岡郡四万十町香月が丘8-102 0880-22-4777 ホール（シアター503人）,その他会議室／全1室･計60人

60 四万十町コンベンションホール
きらら大正

〒786-0301 高岡郡四万十町大正200-1 0880-27-1050 多目的ホール（シアター500人）,その他会議室／全2室･計65人

61 新ロイヤルホテル四万十 〒787-0029 四万十市中村小姓町26 0880-35-1000 四万十（スクール450人）,その他会議室／全5室･計200人

62 中村プリンスホテル 〒787-0034 四万十市中村弥生町4-1 0880-35-5551 高砂（スクール200人）,その他会議室／全2室･計69人

63 四万十市中央公民館 〒787-0012 四万十市右山五月町8-22 令和6年4月オープン

64 四万十市立文化センター 〒787-0002 四万十市桜町2-1 0880-35-4887 大ホール（シアター776人）,その他会議室／全5室･計210人

65 中村商工会館 〒787-0029 四万十市中村小姓町46 0880-34-4333 大会議室（スクール100人）,その他会議室／全4室･計74人

66 足摺国際ホテル 〒787-0315 土佐清水市足摺岬662 0880-88-0201 藤（スクール100人）

67 土佐清水市社会福祉セン
ター

〒787-0323 土佐清水市寿町11-9 0880-82-3500 大会議室（スクール60人）,その他会議室／全2室･計42人

68 土佐清水市立市民会館 〒787-0323 土佐清水市寿町11-1 0880-82-3300 くろしおホール（シアター864人）,その他会議室／全1室･計50人

69 秋沢ホテル 〒788-0003 宿毛市幸町6-43 0880-63-2129 富士の間（シアター600人）,その他会議室／全1室･計40人

70 宿毛市立中央公民館 〒788-0012 宿毛市中央2-7-14 0880-63-2618 多目的ホール（シアター347人）,その他会議室／全5室･計155人

71 宿毛市総合社会福祉セン
ター

〒788-0012 宿毛市高砂4-56 0880-65-7665 大ホール（シアター848人）,その他会議室／全2室･計132人

72 黒潮町総合センター 〒789-1720 幡多郡黒潮町佐賀1080-1 0880-55-3371 大ホール（スクール300人）,その他会議室／全3室･計80人

９

コンベンション施設一覧(西部エリア)
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県内のホール・会議室・レセプション会
場等をひとまとめにした「高知県コンベン
ションガイド」を発行しております。
ご要望がございましたら高知県観光コ
ンベンション協会までご連絡ください！

ロイヤルホテル土佐

番号 施設名 住所 電話番号 収容人員
地図
番号

73 高知県立幡多青少年の家 〒789-1901 幡多郡黒潮町上川口1166 0880-44-1001 大研修室（スクール150人）,その他会議室／全3室･計112人

74 ロイヤルホテル土佐 〒781-5703 安芸郡芸西村西分甲2995 0887-33-4511 ロイヤルホール（スクール400人）,その他会議室／全3室･計140人

75 ホテルＴＡＭＡＩ 〒784-0001 安芸市矢ノ丸1-6 0887-35-2111 金扇の間（スクール200人）,その他会議室／全1室･計30人

76 安芸市民会館 〒784-0001 安芸市矢ノ丸3-12-28 0887-35-3822 大ホール（シアター641人）,その他会議室／全5室･計170人

77 安芸商工会館 〒784-0004 安芸市本町3-11-5 0887-34-1311 大会議室（スクール100人）,その他会議室／全2室･計40人

78 奈半利町町民会館 〒781-6402 安芸郡奈半利町乙1297-1 0887-38-8188 ホール（スクール200人）,その他会議室／全2室（スクール10人・和室12畳）

79 田野町ふれあいセンター 〒781-6410 安芸郡田野町1456-42 0887-38-2511 イベントホール（スクール180人）,その他会議室／全5室･計157人

80 芸西村村民会館 〒781-5792 安芸郡芸西村和食甲1262 0887-33-2111 大ホール（スクール200人）,その他会議室／全2室･計25人

81 ホテル明星 〒781-7101 室戸市室戸岬町3883 0887-22-3232 大ホール・大広間・中の間（150人）

82 国立室戸青少年自然の家 〒781-7108 室戸市元乙1721 0887-23-2318 第１研修室（スクール90人）,その他会議室／全2室･計78人

83 室戸市保健福祉センターやすらぎ 〒781-7109 室戸市領家87 0887-22-3100 夢ひろば（シアター530人）,その他会議室／全4室･計212人
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ユニークベニュー・アフターMICE(産業視察・観光)
「高知県立牧野植物園」

■ユニークベニュー（レセプション利用）

テーマ別ガイドツアーでは、様々なテーマに応じて専門職員がご案内します。
（※詳しくはMICE産業視察P17をご覧下さい。）

■ユニークベニュー（会議利用）

■アフターMICE（視察・観光）

高知県出身の植物分類学者牧野富太郎博士の業績を顕彰する植物園。ホールや会議室がある牧野富太郎
記念館は建築家内藤廣が設計。木のぬくもりに包まれた空間でお過ごしいただけます。会議の合間には、
四季折々3,000種類以上の植物が彩る園内の散策や、高精細な映像で植物の世界に迫る展示館シアターを
お楽しみください。

施設名 ：高知県立牧野植物園
住所 ：〒781-8125 高知県高知市五台山4200-6
アクセス：JR高知駅から車で約20分、はりまや橋から車で約20分、高知龍馬空港から車で約25分

観光周遊バス（MY遊バス）利用の場合はJR高知駅から約30分
開園時間：9:00～17:00
休園日 ：年末年始12/27～1/1、その他メンテナンス休園日があるためご注意ください（6/27、9/26、

11/28、2023/1/30）※2022年4月時点
駐車場 ：2022年度は工事の為、駐車台数が大幅減となります。観光周遊バス「MY遊バス」や送迎バス

などをご利用下さい。
入園料 ：730円（夜間貸切時は17:00以降は500円）

会場名 広さ 会議（ｼｱﾀｰ） 会議（ｽｸｰﾙ） 備考

牧野富太郎記念館本館映像ホール 214㎡ 100名 50名 50人*

牧野富太郎記念館本館アトリエ実習室 79㎡ 50名 25人*

牧野富太郎記念館本館和室「結網庵」 15畳 8名 4人*

会場名 広さ 着席 立食 備考

カフェアルブル 169㎡ 70名 ～120名

レセプション利用可能時間：18:00～21:00
問い合せ先：レストランアルブル（TEL：088-882-0410）詳細はお問い合わせを
※レセプション利用のご予約は半年前までにお願いします。
※レセプション費用とは別に牧野植物園の入園料が必要です。

夜間貸切開園で、普段とは違う夜の植物園（南園）の見学が可能。
園内ガイドによるご案内も可能です。

映像ホール アトリエ実習室

和室「結網庵」

＊コロナ対応の人数

※30名以上～受付。別途手数料必要。詳細はお問合せ下さい。
・貸切は南園のみとなります。
・園内のイベントなど都合により受付できない場合があります。
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■連続テレビ小説「らんまん」
令和5年春に放映決定。

牧野富太郎博士が、2023年度前期連続
テレビ小説『らんまん』のモデルに決定しました。日本の植物学の父 牧野富太
郎、天才植物学者の物語です。主演・神木隆之介さん タイトルの『らんまん』
は春爛漫らんまんの「らんまん」、そして天真爛漫の「らんまん」です。

※南園に新研究棟を整備。２０２３年春にオープンする予定。「キッズ・ラボ」
や「見学スペース」のほか、南園が一望できるレストランやショップも新設する。



歌舞伎、落語など伝統芸能をはじめ、音楽、舞踊など様々なジャンルの公演を芝居小屋の雰囲気の
中で楽しむことができます。回り舞台、セリ、すっぽん、観客席には升席もあり本格的な作りに
なっています。また座席は升席と板張り空間との衣替えが可能なつくりを備えてるためホールとし
て利用可能です。

ユニークベニュー
「弁天座」

(弁天座運営委員会）

内容 大会や会議・研修を開催するホールとして貸切利用

住所 高知県香南市赤岡町７９５番地

利用可能日 火～日曜日 ※月曜日、年末年始は休館

使用条件
最大集客数 280名（１階：200名 2階：80名)
申込受付：使用日の1年前(先着順)    受付時間：平日９：００～１７：００
利用時間：９：００～２２：００ 申込方法：電話にてご相談下さい。

利用料金

問い合わせ先 弁天座運営委員会 TEL：0887-57-3060

※舞台装置のセリや回り舞台などの体験もできます。

ユニークベニュー
「志国土佐時代の夜明けのものがたり」

（四国旅客鉄道株式会社（JR四国））

ダイナミックな自然を感じる龍馬脱藩の道をなぞる志国土佐の旅
「志国土佐時代の夜明けのものがたり」は高知県の高知～窪川間を走る二両編成の観光列車です。特
に日本が大きく動いた幕末に活躍した志士たちと彼らを支えた女性たちを中心とした「歴史」、そし
て雄大で美しい「自然」、食材の良さが生きる「食」を土佐流のおもてなしとともに多面的にお楽し
みいただける、そんなものがたり列車となります。

内容 観光列車「志国土佐時代の夜明けのものがたり」の貸切運行

運行区間 JR土讃線 高知駅～土佐久礼駅～窪川駅

運行便

■立志の抄（下り）往路
高知駅（発）→土佐久礼駅（着）→窪川駅（着）

12:04頃 14:13頃 14:40頃
■開花の抄（上り）復路
窪川駅（発）→土佐久礼駅（発）→高知駅（着）

15:13頃 15:46頃 17:53頃
※開花の抄ご利用時の土佐久礼駅乗降についてはご相談ください。
※ダイヤ改正等により時刻が変更となる場合があります。

利用可能日 下記問い合わせ先にお問い合わせください。

使用条件

原則往復利用（片道往復の場合でも往復分の貸切価格が必要）
食事代金が別途必要。実際乗車人員分（添乗員省略可）の食事を必ず申込み。
ただし、同一旅客が往復で利用する場合は、往路または復路の食事を省略可。
食事は定期列車と同一。

利用料金
貸切価格230,000円（税込）＋食事代別途必要
申し込み後の予約取消は乗車日の1か月前まで。
乗車日まで1か月以内で取消された場合は、保証金の取消料が発生。

食事内容

立志の抄、開花の抄のいずれの内容も1食@5,000円
■立志の抄（下り）・・・土佐の食材を使った創作料理～皿鉢（さわち）風～
■開花の抄（上り）・・・高知家満喫“土佐流おもてなし”コース
※季節にあわせて食事内容変更となる場合があります。
※食事内容についてはホームページをご覧ください。
（https://www.jr-shikoku.co.jp/yoakenomonogatari/）

※持ち込み不可。（お茶やお水のみ可）

利用人数 1号車Kurofune 28席、2号車Sorafune 19席、計47席

問い合わせ先 JR四国 営業部ものがたり列車推進室（TEL：087-825-1612）

ト キ

12



アレンジ利用
ひろめ市場（クーポン券）

ひろめ市場は飲食店や土産物店、雑貨屋など約60店舗が密集する屋台
村。観光客にも人気のスポットで、地元の人も多く利用している高知
らしい施設です。ひろめ市場の全店舗で利用可能なグルメクーポンを
事前にご用意することができます。MICEご参加者に配布いただくこ
とで、フリーの時間にお食事・お買い物を楽しんでいただく機会の
きっかけをご提供できます。

内容 ひろめ市場 クーポンの発行

料金 1枚500円。
事前買取制のチケットを購入可能。
発注の下限は無いが、事前支払いによる手配で余ったものに対する払い戻し対
応は不可。

利用条件 ひろめ市場内の全店舗で利用可能。
現金との引き換えは不可。お釣りは出ない。
利用の有効期限日を発注時に指定可能。期限日の設定は会期中のみ、会期中の
前後の日程も含む、数か月の幅を持たせるなどの柔軟な対応が可能。（有効期
限・利用団体名を印字した上でお渡し）

※コロナ禍の為、詳細は必ず事務局とご相談下さい。

休業日 元日、ほか清掃日などにより全館休館の場合有り。
また、各店舗により営業時間・定休日等は異なります。

申込期限 利用日の１か月前まで。

問合せ先 （有）ひろめカンパニー TEL：088-822-5287

令和●年度第●回●●大会in高知

令和●年●月●日～●月●日

ユニークベニュー「高知城」

ユニークベニュー「桂浜」

レセプションを城内で開催する
には、利用許可を取る必要があ
ります。

桂浜でのご宴会の利用実績があります。詳
しくは高知県観光コンベンション協会まで
ご相談ください。

■問合せ先
高知県歴史文化財課
電話：０８８－８２３－９１１２

13

○土・日曜日は利用不可ですが、
平日でもイベント等により高知城

を利用できない場合があります。

■桂浜公園が生まれ変わります。

2022年11月のプレオープンに向け商業施設
改装中。
〈2023年3月グランドオープン予定〉
大型商業施設「桂浜海のテラス」が新しく
オープン。高知の一大都市公園として大きく
生まれ変わります。
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①高知城天守閣
関ヶ原の合戦の後、山内
一豊が土佐の領主として
慶長6年(1601)入国し、
大高坂山にその居城とし
て築城しました。その後
享保12年(1727)大火で
ほとんど焼失しましたが
25年後に再建され現在
に至る全国でも数少ない
古城の一つです。

⑤よさこい情報館
昭和29年高知発祥の
「よさこい祭り」の歴
史や魅力を紹介する施
設。外観は、よさこい
の多様性と祭りのにぎ
やかさを表現。館内で
は正調よさこい鳴子踊
りを体験できるコー
ナーもあります。

②龍馬の生まれた
まち記念館

龍馬が生まれ育った高
知市上町に開館。龍馬
が土佐藩を脱藩するま
での少年、青年時代の
エピソードを映像や音
声で紹介。また、観光
ガイドボランティアに
よる記念館内の案内も
できます。

⑥自由民権記念館
自由民権運動の高ま
りの中で生まれた心
をいつまでも伝えて
いこうと、高知市制
100周年を記念して
開館しました。近代
日本の歴史に貢献し
た土佐の自由民権運
動の博物館です。

③ひろめ市場
高知市の中心に位置し
高知城から徒歩2分、
日曜市にも隣接した観
光施設。様々な個性・
特長を持つ60以上の店
舗が集まり、市場とい
うより大いににぎわう
「屋台村」といった雰
囲気です。

⑦坂本龍馬記念館
平成3(1991)年桂浜公
園内に開館した近代日
本への道を拓いた坂本
龍馬の歴史的業績を
先々に伝える博物館。
龍馬の手紙など貴重な
資料で龍馬の生涯と偉
業を紹介する新館と本
館の２館体制です。

④高知城歴史博物館
国宝や重要文化財を含
む約6万7千点に及ぶ、
土佐藩主山内家伝来の
貴重な資料を中心に、
土佐藩・高知県ゆかり
の歴史資料の数々を収
蔵・展示する本格的な
博物館です。季節ごと
に企画展や催し物も開
催いたします。

⑧月の名所・桂浜
雄大な太平洋を望み、
月の名所として有名。
裏山の浦戸城趾は戦国
の昔、長宗我部元親の
居城として四国統一の
中心となったところで
す。桂浜公園は高知の
一大都市公園として令
和5年3月に生まれ変わ
ります。

アフターMICE(観光地) 中部エリア(高知市内)
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①佐川町立青山文庫
幕末維新の生き証人で
ある、佐川町出身の元
宮内大臣田中光顕（み
つあき）が収集した志
士たちの書状や画など
の遺墨コレクションを
中心に、主に近世・近
代の歴史資料を収蔵し
ています。

⑤西島園芸団地
西島園芸団地では、一
年中メロン・スイカを
お召し上がりいただけ
ます。色とりどりに咲
き乱れる花々・爽やか
に通る風と熱帯花木で、
楽園ムードにひたりな
がら、常夏の西島園芸
団地をお楽しみ下さい。

②にこ淵
仁淀ブルーの名付け親
である写真家・高橋宣
之氏に、この青こそが
仁淀ブルーと言わしめ
た秘境の絶景。底の岩
が見えるほどの透明度
がある滝壺の水が、光
の加減でグリーンやブ
ルーに変化します。

⑥創造広場
アクトランド

園内にはアート・カル
チャー・テクノロジー
を題材とした8つの
ミュージアムがあり、
メインの“龍馬歴史館”
は蝋人形で坂本龍馬の
生誕から終焉までの歴
史的名場面をリアルに
再現されています。

③土佐酒造・桂月館
銘酒桂月の名前の由来
となった文人、大町桂
月は土佐の生んだ山河
跋渉の紀行作家。その
桂月を偲んで造られた
資料館は酒蔵わきにあ
り、大正時代に建てら
れた土佐独特の水切り
の美しい土蔵造りです。

⑦龍河洞
国指定天然記念物・史
跡の石灰石の鍾乳洞。
１億７５００万年の年
月を経て石灰岩を浸食
し創り上げられた神秘
の洞穴は全長約４kmに
及びます。約１kmが公
開されており、探検気
分で楽しめます。

④日本一の大杉
日本一の大杉として名
高い「杉の大スギ」は、
推定樹齢3000年の巨
木です。この大杉は、
南大杉、北大杉と呼ば
れる二株の杉からなっ
ており、別名、夫婦杉
とも呼ばれ、国の特別
天然記念物です。

⑧絵金蔵
江戸時代の絵師金蔵、
略して絵金(えきん)。
土佐藩家老の御用の絵
師から追放され、野に
下った絵金は赤岡の町
に定住し、絵を描きま
した。町内に残された
23点の芝居絵屏風を収
蔵、保存しています。

アフターMICE(観光地) 中部エリア(仁淀川・嶺北・物部川)
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①岩崎彌太郎生家 「岩崎彌太郎生家」は
三菱グループの創始者･
岩崎彌太郎および二代
目総帥･ 岩崎弥之助 、
三代目総帥･ 岩崎久弥
の生誕地。少年期の岩
崎彌太郎によって作庭
されたという小さな石
庭が残ります。

⑤中岡慎太郎館 1階では、中岡慎太郎
の人生を年代ごとに時
系列で展開。慎太郎の
生涯を、映像とパネル
を中心にドラマチック
に再現。2階は慎太郎
と交流のあった幕末の
志士たちの資料を中心
に展示しています。

②伊尾木洞
この洞窟は周辺が海
だった頃、波の浸食に
より出来た天然の海食
洞で、高さは約５ｍ、
幅は約３ｍで全長は約
４０ｍほどです。その
奥は渓谷に続いていて
普段は足を浸すくらい
の水が流れ出ています。

⑥室戸ドルフィンセンター
室戸岬の近くにある「室
戸ドルフィンセンター」
はイルカと触れ合える施
設です。センターには、
3 頭のバンドウイルカと
2 頭の小型のハナゴンド
ウが飼育されており、
触ったり、一緒に泳げる
体験プログラムがありま
す。

③田野町天日塩
製塩体験

ここでは、太陽熱と風力
の自然エネルギーだけで
塩を作っています。日本
でも数少ない完全天日塩
の塩づくりを、間近で見
たり体験することができ
ます。ぜひご家族やお友
だちと、天日塩づくりに
チャレンジしてみません
か。

⑦室戸ジオパーク
センター

室戸の大地の成り立ちを
はじめ、そこで育まれた
人々の暮らしや歴史、文
化など、室戸世界ジオ
パークの魅力を紹介しま
す。大型のスクリーンを
備え、臨場感のある映像
で海底や海中調査の旅に
出かけるシアターを楽し
ます。

④北川村「モネの庭」
マルモッタン

世界で唯一「モネの
庭」と名乗ることを許
されたこの場所こそ、
北川村「モネの庭」マ
ルモッタン。2020年に
は、開園20周年を記念
して「ボルディゲラの
庭」がリニューアル
オープンしました。

⑧むろと廃校水族館
室戸市の小学校を改修
し、当時のまま活かし
て、50種類1000匹以
上の魚を飼育・展示し
ている水族館。屋外
プールと校舎内に水槽
が設置され、ブリやサ
バ、カメなどがゆった
りと泳いでいます。

アフターMICE(観光地) 東部エリア(安芸・室戸)
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①梼原と隈研吾建築
世界で一番、隈研吾建
築にふれられる町 “ゆす
はら”には、図書館やま
ちの駅など、隈研吾さ
んの建築が世界で最も
多く集まっています。
隈さんが“原点”と話す、
木造建築の芝居小屋ゆ
すはら座もあります。

⑤足摺海洋館
SATOUMI

足摺海洋館SATOUMI
は四国最南端に位置す
る水族館で2020年7月
18日にリニューアル
オープンいたしました。
竜串湾(たつくしわん)の
生き物をメインとして
約350種15,000点を飼
育・展示しています。

②久礼大正町市場
久礼大正町市場はカツ
オの一本釣りで知られ
る中土佐町久礼の中心
部にある商店街。約
40mの細長いアーケー
ドには約20の店がとこ
ろ狭しと軒を連ね、朝
どれ、昼どれの新鮮な
魚介を販売しています。

⑥ジョン万次郎資料館
ジョン万次郎の波乱万丈
の生涯を４つの展示室で
再現し、時系列で学ぶこ
とができます。アメリカ
での生活を紹介している
展示室には、トリック
アートの海にプロジェク
ションのクジラが出現す
る、写真撮影コーナーも
あります！

③海洋堂ホビー館 四万十 世界的なフィギュアメー
カーとして知られる海洋
堂の歴史が詰まったフィ
ギュアとコレクションを
約7000点展示しており、
様々なフィギュアを楽し
むことができます。2022
年4月21日に装いを新たに
リニューアルオープンしま
した。

⑦第38番札所 金剛福寺 四国最南端にある四国霊
場第３８番札所。嵯峨天
皇の勅願によって、弘法
大師が三面千手観音を本
尊として弘仁１４年(823
年)にできたものです。境
内には多宝塔、十三石塔、
逆修の塔など多くの文化
財があります。

④四万十川観光
遊覧船

四万十川の風景を楽し
み風情あるひとときを
味わうことができます。
定時に運行する船や貸
し切り船お食事つき屋
形船などがあります。
日本最後の清流･四万十
川でゆったりのんびり
自然をご満喫できます。

⑧足摺岬
足摺宇和海国立公園に
ある、四国最南端の岬。
展望台からの視界は２
７０度。行き交う巨大
な船や、彼方にのぞむ
水平線がアーチ状に見
え、地球が丸いことを
実感できます。

アフターMICE(観光地) 西部エリア(奥四万十・幡多)
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●半日コース（3時間）

①
高知市内＝＝＝高知城歴史博物館＝＝＝とさでん交通(株)桟橋車庫見学＝＝＝自由民権記念館＝＝＝高知駅＝＝＝高知空港

8:40 9:00～9:50 10:05～10:35 10:40～11:20           11:30              12:10

■高知市内モデルコース（半日・１日コース）

●１日コース（6時間）

①

高知市内＝＝＝牧野植物園ガイドツアー＝＝＝桂浜・坂本龍馬記念館＝＝＝かつお船・カツオのタタキ体験【昼食】＝＝高知空港＝＝高知駅

8:40 9:00～10:00 10:20～12:30 12:40～14:00 14:30                 15:10

●半日コース（4時間）

①
高知市内＝＝＝＝高知城天守閣＝＝＝＝技研製作所＝＝＝＝高知空港＝＝＝＝高知駅

8:40 9:00～10:00 10:20～12:10 12:40                       13:30             

●半日コース（4時間）

①
高知市内＝＝＝＝下知水再生センター＝＝＝＝龍馬のうまれたまち記念館＝＝＝＝よさこい情報交流流館＝＝＝＝高知駅＝＝＝＝高知空港

8:40 9:00～10:30 10:50～11:30 11:40～12:20           12:30                    13:10

●１日コース（7時間）

①
高知市内＝＝スペースファクトリーなんこく＝＝＝絵金蔵＝＝＝龍河洞＝＝＝道の駅南国風良里(昼食)＝＝＝夜須浄化センター＝＝高知空港＝＝高知駅

8:30 9:00～9:40 10:00～10:50 11:10～12:10 12:30～13:30           14:00～14:50         15:10            15:50    

■物部川地域（１日コース）

●１日コース（6時間）

①
高知市内＝＝＝土佐節工場見学＝＝＝木毛工場＝＝＝佐川町立青山文庫・旧浜口邸＝＝＝大正軒(昼食)＝＝＝高知空港＝＝＝高知駅

8:30 9:10～9:40 10:10～11:00 11:30～12:20           12:30～13:30          14:30 15:10

■仁淀川地域（１日コース）

●半日コース（6.5時間）

①
高知市内＝＝日本一の大杉・美空ひばり歌碑＝＝＝早明浦ダム見学＝＝＝さめうら荘ﾚｲｸｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ(昼食)＝＝＝土佐酒造・桂月館＝＝高知空港＝＝高知駅

8:30 9:20～10:00 10:40～11:30 11:40～12:50           12:50～13:30       15:00 15:40

■嶺北地域（１日コース）
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■安芸・室戸地域（２日間コース）

●２日間コース（A）

①
高知市内＝＝＝馬路村農協ゆずの森加工場見学＝＝＝北川村「モネの庭」(昼食)＝＝＝中岡慎太郎館＝＝＝伊尾木洞＝＝安芸市内(泊)

8:30 10:30～11:30 12:00～14:00 14:10～15:00 15:30～16:10    16:30

②
安芸市内＝＝＝しらす漁見学体験＝＝＝岩崎彌太郎生家＝＝＝土居廊中・野良時計・廊中ふるさと館(昼食)＝＝＝高知空港＝＝＝高知駅

8:00 8:20～11:00 11:20～11:50 12:00～13:30                                 14:20                  15:00

●２日間コース

①
高知市内＝＝＝田野町天日塩製塩体験＝＝＝キラメッセ室戸・鯨館(昼食)＝＝＝室戸海洋深層水飲料製造工場＝＝＝むろと廃校水族館＝＝室戸(泊)

8:30 10:00～11:40 12:10～14:00 14:20～15:00                               15:10～15:50       16:10

②
室戸＝＝＝室戸ジオパークセンター・・・・・室戸市佐喜浜町都呂地区津波避難シェルター＝＝＝＝料亭花月(昼食)＝＝＝＝室戸ドルフィンセンター＝＝高知空港＝＝＝高知駅

8:50 9:00～12:00 12:10～13:00 13:10～14：10 15:50              16:30

●２日間コース

①
高知市内＝＝＝馬路村農協ゆずの森加工場見学＝＝＝北川村「モネの庭」(昼食)＝＝＝中岡慎太郎館＝＝＝伊尾木洞＝＝安芸市内(泊)

8:30 10:30～11:30 12:00～14:00 14:10～15:00 15:30～16:10    16:20

■奥四万十地域（１日間コース）
●１日間コース（7.5時間）

①
高知市内＝＝中土佐町津波避難タワー＝＝＝久礼大正町市場＝＝＝道の駅あぐり窪川(昼食)＝＝＝海洋堂ホビー館四万十＝＝＝高知空港＝＝＝高知駅

8:10 9:10～9:50 10:10～11:00 11:20～12:20                             13:10～14:00               15:40 16:20

●１日間コース（8時間）

①
ホテル＝＝＝＝＝＝黒潮町防災視察＝＝＝＝＝＝四万十川観光遊覧船(船内昼食】＝＝＝＝＝＝高知空港＝＝＝＝＝＝高知駅

8:00 9:50～10:50 12:30～13:30 16:00                              16:40

●２日間コース

①

高知市内＝＝＝＝宗田節納屋見学＝＝＝＝＝足摺黒潮市場(昼食)＝＝＝＝＝足摺海上遊覧船＝＝＝＝＝第38番札所・金剛福寺・・・・・・

7:30 11:00～12:00 12:10～13:00 13:40～14:40                14:50～15:20 

・・・・足摺岬灯台・ジョン万次郎銅像＝＝＝＝あしずり温泉郷(泊)

15:30～16:10 16:30

②
あしずり温泉郷＝＝＝＝ジョン万次郎資料館＝＝＝＝足摺海洋館「SATOUMI」＝＝＝＝黒潮一番館(昼食)＝＝＝＝高知空港＝＝＝＝高知駅

8:30 9:00～9:50 10:10～11:10 12:40～13:40 15:30 16:10

■幡多地域（２日間コース）
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■観光ボランティア等の派遣

26

■パンフレット等を提供 以下のパンフレット等を中心に提供します。

リョーマの休日
（キャンペーン･観光情報）

高知県コンベンションガイド
（コンベンション施設情報）

ランチマップ
（飲食店情報）

観光ガイドマップ
（高知県の地図）

ビニールバッグ
（無料）

コングレスバッグ
（手提げ紙袋）

（有料）

観光案内 観光ガイド

業務内容

会場内に観光案内所を設置
し観光地を紹介します。
①観光パンフレットの配布
②高知県の観光案内等
③交通・道路案内

大会期間中や終了後に県内
を観光される方には、専属
でガイドをします。

派遣人数 ２名から
１名から(グループの場合は
複数名の派遣も可)

派遣時間(原則)
９：００~１６：００の間

(土・日・祝日も同様)
９：００~１６：００の間

(土・日・祝日も同様)

派遣団体
NPO法人土佐観光ボランティア協会
高知ＳＧＧ善意通訳クラブ

大会のスムーズな運営のために、観光ボラン
ティア(NPO法人土佐観光ボランティア協会又は
高知SGG善意通訳クラブの所属者)の派遣を行っ
ています。

コンベンション支援【観光ボランティア等の派遣・パンフレット提供支援】



＜空路（直行便）＞
東京（羽田） →高知・・・約1時間30分
東京（成田） →高知・・・約1時間45分
名古屋（小牧）→高知・・・約1時間
大阪（伊丹） →高知・・・約45分
神戸 →高知・・・約45分
福岡 →高知・・・約50分

＜JR＞
東京 →岡山→高知・・・約6時間10分
名古屋→岡山→高知・・・約4時間30分
新大阪→岡山→高知・・・約3時間40分
博多 →岡山→高知・・・約4時間40分
岡山 →高知・・・・・・約2時間35分

＜高速バス＞
東京→高知・・・・約11時間35分
名古屋→高知・・・約9時間10分
京都→高知・・・・約5時間10分
大阪→高知・・・・約4時間50分
神戸→高知・・・・約4時間
岡山→高知・・・・約2時間30分
広島→高知・・・・約4時間10分
福岡→高知・・・・約10時間
高松→高知・・・・約2時間10分
徳島→高知・・・・約2時間40分
松山→高知・・・・約2時間40分

公益財団法人高知県観光コンベンション協会
〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1-2-20

高知県庁本庁舎5階
TEL：088-823-1434 ／ FAX：088-873-6181

コンベンション支援に関する要綱・申請書などは
高知県観光コンベンション協会公式WEBサイト「こう
ち旅ネット」の「団体向け」ページの「MICE・大会・
学会等」ページに掲載されております。

URL：https://kochi-tabi.jp（こうち旅ネット）

高松

徳島

松山

高知龍馬空港
JR高知駅

広島

岡山

福岡空港

神戸空港

名古屋空港
伊丹空港

羽田空港

成田空港

東京（羽田） ：全日空（ANA）、日本航空（JAL）
東京（成田） ：ジェットスター・ジャパン（JJP）
名古屋（小牧）：フジドリームエアラインズ（FDA）
大阪（伊丹） ：全日空（ANA）
神戸 ：フジドリームエアラインズ（FDA）
福岡 ：日本航空（JAL）

奈半利

後免

甲浦

鳴門

多度津

窪川

宿毛

川之江JCT

坂出JCT

高知県愛媛県

徳島県

香川県

広島県
岡山県

高知県への交通アクセス情報

＜高知県内鉄道アクセス＞
高知駅－後免駅 ：JR土讃線特急約7分
後免駅－安芸駅 ：とさくろしお鉄道快速約30分
安芸駅－奈半利駅：とさくろしお鉄道普通約20分
高知駅－須崎駅 ：JR土讃線特急約45分
高知駅－窪川駅 ：JR土讃線特急約70分
高知駅－中村駅 ：JR土讃線特急約120分
高知駅－宿毛駅 ：JR土讃線特急約135分

中村

須崎

安芸
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