
2017年2月11日
9：00〜16：30

高知県立歴史民俗資料館

開催期間

受付・終了場所

受付時間

お問合せ

2017年3月26日土 日

俺
の
城
下
で

遊
び
つ
く
せ
！

一般社団法人南国市観光協会
主催 ／長宗我部フェス実行委員会、一般社団法人南国市観光協会　協力／株式会社カプコン　共催／南国市
後援／高知県、高知新聞社、朝日新聞高知総局、読売新聞高知支局、毎日新聞高知支局、NHK高知放送局、RKC高知放送、KUTVテレビ高知、
　　　KSSさんさんテレビ、KCB高知ケーブルテレビ、エフエム高知、四国ツーリズム創造機構、（公財）高知県文化財団、高知県立歴史民俗資料館

高知県南国市岡豊町八幡1099-1

TEL088-855-3985（平日 8：30～17：15）

イラスト：「戦国BASARA」長曾我部元親
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

参加者全員に
オリジナル手ぬぐいを
進ぜよう！

［参加費 200円］

城下町で飲食や体験を
利用してスタンプを
3つ集めよう

戦国時代から安土桃山時代にかけての土佐国の戦国大名。土佐の国人
から戦国大名に成長し、阿波・讃岐の三好氏、伊予の西園寺氏・河野氏ら
と戦い四国に勢力を広げる。しかし、その後織田信長の手が差し迫り、信
長の後継となった豊臣秀吉に敗れ土佐一国に減知となった。

長宗我部元親とは

元親の居城跡・岡豊城跡を中心としたリアルラリー

ラリー

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
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参加店舗や施設を利用してスタンプを３つ集めよう！

高知県立歴史民俗資料館受付にて200円を支払い、スタンプシートを
受け取ろう！

城下町では期間中特別な長宗我部メニューを用意して
いるお店もあるぞ！飲食店は1人につき１オーダー、観
光施設は入館または体験の利用で押印。詳細はＨＰや
スタンプシートで確認だ！
※スタンプはお一人様１施設につき１つまで
※予約が必要な店もあるので、気になるお店は事前に
予約をすすめるぞ！

スタンプシートを受け取ろう！

南国市内の観光施設や飲食店の利用、指令のクリアで
スタンプを３つ集めよう！

1

高知県立歴史民俗資料館または道の駅南国風良里のイ
ンフォメーションカウンターにてスタンプカードと引
き換えにオリジナル手ぬぐいがもらえるぞ！
【受付終了時間】 9：00～17：00（歴史民俗館は16：30）
※引き換えは2017年3月26日まで

スタンプシートと引き替えに
オリジナル手ぬぐいをもらおう！3

2

2017年2月11日（土）〜2017年3月26日（日）
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長宗我部パフェ
西島園芸団地（南国市廿枝600）
    9：00～17：00     なし
    088-863-3167     あり
「grande」偉大なという意味から商品化した「グラ
ンデパフェ」を和風にアレンジして恰好よくパフェが
できました
入場料：無料　パフェ：650円

土佐の7つの食材を統一した 長宗我部丼
カフェレスト風良里（南国市左右山102-1道の駅南国風良里2階）
    平日8：00～16：00、土日・祝日8：00～17：00
    火曜日     088-880-8112     あり
四方竹、土佐あか牛、土佐ジロー卵、蒟蒻、葱、ニン
ニク葉、金時人参、全て高知産！　元親が土佐七雄を
統一した歴史に由来した丼。＜限定20食＞
長宗我部丼：1,250円

飲食

 

飲食

長宗我部飲み比べセット～季節の土佐酒～
サカノミサキ（南国市大埇甲1626トラキヤビル1階）
    ランチ11：30～14：00　ディナー17：30～24：00
    ランチ 火・木・日・祝、 ディナー 火
    088-856-5211     あり
元親はお酒の禁止事項を分国法で定めましたが、自
身は大のお酒好きでした。絶品の鮮魚と共に厳選さ
れたお酒をお楽しみ下さい
チャージ（夜のみ）：540円、飲み比べセット：950円

元親くんセット
パスタはっとりくん（南国市岡豊町笠ノ川11-1）
    11時～15時半、17時～21時半
    木曜日     088-862-0573     あり
お好きなパスタ・デザート＋ドリンクのついたお得な
３点セット！ 自家製麺のパスタ専門店。「ユズのカル
ボナーラ」が一押しです。
元親くんセット：1,490円

飲食 飲食

もとちかくんクッキー ［テイクアウト］　
パン工房 フォンティーヌ
（南国市後免町144-2 サンシャインカルディア内）
    9時～21時45分     なし
    088-864-1987     あり　
長宗我部元親のカブト姿を再現した、もとちかくん
の手作りクッキー！ お子様のおやつに、お土産にど
うぞ。
もとちかくんクッキー：250円

元親からの指令
～岡豊城の出城へGO!
長宗我部氏の居城・岡豊城の出城の役割であった
とされた城。美しく維持された空堀は必見！ 受付で
手渡されたスタンプシートの暗号を解読せよ！
指令ポイントにてご自身も一緒に撮影しよう！
参加費：無料

長宗我部元親ラリー最中アイス ［テイクアウト］
久保田食品（道の駅南国風良里内）
南国市左右山102-1
    9時～18時     火曜日 
    088-862-2302     あり
四国４県をイメージし、４種類のアイス（四万十栗・
桜もち・抹茶・パンプキン）の上に統一の象徴として
ソフトを巻いた最中アイス
長宗我部元親ラリー最中アイス：432円

飲食 飲食

一般社団法人 南国市観光協会
〒783-8501 高知県南国市大埇甲2301
E-mail:webinfo@nankoku-kankou.jp
URL http://www.nankoku-kankou.jp 

Tel:088-855-3985
（平日のみ8：30～17：15）

お問い
合わせ

長宗我部ラリー6
公式ホームページ
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高知駅

高知県立
歴史民俗資料館

受付はこちら！ 終了受付は
こちらでもできるぞ！

長宗我部元親ラリー6の手順 ［参加費200円］

JR高知駅へのアクセス
・新大阪駅から約3時間20分
　新幹線「のぞみ」岡山駅乗換→特急「南風」 
・岡山駅から約2時間30分　特急「南風」 
・高松駅から約2時間20分　特急「しまんと」 

JR高知駅へのアクセス

歴史民俗資料館までの所要時間
車で 高知市中心部から …… 20分
 ＪＲごめん駅から……… 15分
 高知龍馬空港から …… 25分
 南国ＩＣから…………… 10分
バスで 高知駅から …………… 40分

高知県立歴史民俗資料館
〒783-0044 高知県南国市
岡豊町八幡1099-1
TEL：088-862-2211
（無料駐車場50台あり）

●ラリー参加中の事故や怪我、器物破損等で発生した損害・賠償
については参加者個人の責任となります ●写真はイメージです 
●売切れやご予約でいっぱいの場合があります ●税込価格表示です

指令

吹きガラス体験
刻印オプション長宗我部家家紋「ナナツカタバミ」
小さなガラス工房透千（とーち）（南国市十市3062）
    10：00～17：00     金曜日（祝日除く）・不定休あり
    070-5680-9307     3台
通常の吹きガラス体験で制作したグラスにオプションで
特別に刻印！ 工房主がサンドブラストにより希望の場所
に刻印します。 ※刻印をしなくてもスタンプがもらえます
吹きガラス体験：3,300円～　家紋刻印+1,200円

体験

要電話予約
HPからも可

元親のふるさとで乗馬体験!
南国ホースパーク（南国市東埼97）
    9～11時（10時まで）、14～18時（16時まで）
    不定休     088-864-6556     あり
優しいオーナーの丁寧なレクチャーでゆったり優雅
な乗馬体験。馬上からの景色は格別です！ （1周・道
具レンタル代込）
参加費：500円

地元ガイドによる岡豊山ガイド&散策
南国市観光案内人の会（予約は１週間前まで）
    予約は平日のみ 088-855-3985（南国市観光協会）
    なし     あり（歴民館駐車場利用）
長宗我部元親の居城跡・岡豊山の見どころを地元
ガイドがご案内。歩くからこそ見える歴史や元親も
眺めた景色をお楽しみください。
参加費：1～6名：1,500円、7～15名：2,000円

体験

体験

要電話予約

要電話予約

座禅または写経体験
永源寺（南国市比江209-1）
    特に定めなし  ※住職の予定による
    なし     088-862-0165     あり
気軽に体験してほしいとの住職の思いから、どなた
も無料で参加が可能です。平安時代から続く文化を
静かな環境で味わいましょう
参加費：無料

体験

要電話予約

長宗我部展示室
高知県立歴史民俗資料館 （南国市岡豊町八幡1099-1）
    9時～17時（最終入館16時半）      あり
    なし※臨時休館あり      088-862-2211      
戦国武将、長宗我部氏の居城跡（国史跡岡豊城跡）
に立地。同氏の興亡を物語る資料や城跡の出土遺
物を展示するなど見所が豊富。
入館料：大人（１８歳以上）510円、高校生以下無料

コーナー展示「長宗我部氏の城跡と出土品」
高知県立埋蔵文化財センター
（南国市篠原1437-1）
    8:30～17:00     2/19（日）、25（土）、26（日）
    088-864-0671     あり
土佐統一、四国制覇戦に至るまで長宗我部氏の拠
点となった岡豊城を紹介します。本物の出土品から
土佐の猛者達の息吹を感じよう!
入館料：無料

体験 体験
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