
土佐・龍馬であい博
開幕前の誘客プラン

県外でのキャラバン活動の開始県外でのキャラバン活動の開始県外でのキャラバン活動の開始県外でのキャラバン活動の開始
・・・・プロの旅行会社に加え、県外のエンドユーザーもターゲットに、先月末の名古屋
「にっぽんど真ん中祭り」と東京「スーパーよさこい」を皮切りに、誘客のためのキ
ャラバン活動がスタート
・・・・今後、来年２月までの間に、ラッピングバスも使いながら、関東、関西、中国、四国、

九州圏でキャラバン活動を展開 資料１資料１資料１資料１

広報活動ツールの拡充広報活動ツールの拡充広報活動ツールの拡充広報活動ツールの拡充
・《７月３１日》
漫画「お～い！竜馬」がであい博のオフィシャルサポーターに決定
10月末から新装版が刊行開始予定 「帯広告」準備中

・《８月４日》
ＪＲ高知駅コンコースにであい博のカウントダウンボードを設置

・《８月２８日》

資料２資料２資料２資料２

資料３資料３資料３資料３

本気で実行本気で実行！！産業振興計画産業振興計画

であい博をＰＲするラッピングバスが完成
高知～新宿「ブルーメッツ号」（２日で一往復）、高知～大阪「よさこい号」（１日一往
復）

資料４資料４資料４資料４

であい博プレイベント等の開催であい博プレイベント等の開催であい博プレイベント等の開催であい博プレイベント等の開催

パビリオンのチケット販売パビリオンのチケット販売パビリオンのチケット販売パビリオンのチケット販売
・開幕に向け、４つのパビリオンを準備中
・８月中旬からメイン会場とサテライト会場の入場券販売を開始
→ 県庁・安芸市役所・土佐清水市観光協会・梼原町商工会で販売
→ ９月１日から(株)ＪＴＢの全国の各店舗で販売

→ ９月７日からローソンの全国の各店舗で販売 資料６資料６資料６資料６

○以上のように、
県では土佐・龍馬であい博の準備に全力投球中

○ぜひ、県内の民間の皆様方には、
幕末維新・土佐や、であい博のイメージキャラクターとロゴ
などを反映させた、新商品の開発を期待

資料５資料５資料５資料５



○　　　　　　　　　ＰＲキャラバン日程案○　　　　　　　　　ＰＲキャラバン日程案○　　　　　　　　　ＰＲキャラバン日程案○　　　　　　　　　ＰＲキャラバン日程案

8月8月8月8月 9月9月9月9月 10月10月10月10月 11月11月11月11月 12月12月12月12月 1月1月1月1月 2月2月2月2月
1日～3日1日～3日1日～3日1日～3日 上旬予定上旬予定上旬予定上旬予定 上旬予定上旬予定上旬予定上旬予定
【長崎・福岡】【長崎・福岡】【長崎・福岡】【長崎・福岡】 【岡山・広島】【岡山・広島】【岡山・広島】【岡山・広島】 【四国地方】【四国地方】【四国地方】【四国地方】
◎高知⇔長崎直行チャーター便利 ○エージェント商談会（岡山・広島） ○エージェント訪問
○長崎県、長崎市への表敬訪問 ○マスコミ訪問 ○マスコミ訪問
○マスコミ訪問 ○街宣 ○街宣
○長崎新聞社記者招へい 　　・観光パンフレット配布 　　・観光パンフレット配布
○街宣 　　・ノベルティーグッズ配布 　　・ノベルティーグッズ配布
　　・観光パンフレット配布 ○イメージキャラクター着ぐるみ派遣 ○イメージキャラクター着ぐるみ派遣
　　・ノベルティーグッズ配布 ○ラッピングバス運行 ○ラッピングバス運行
○ミス高知派遣
○イメージキャラクター着ぐるみ派遣 12日～13日12日～13日12日～13日12日～13日 上旬予定上旬予定上旬予定上旬予定 上旬予定上旬予定上旬予定上旬予定
○ラッピングバス運行 【岡山・広島】【岡山・広島】【岡山・広島】【岡山・広島】 【大阪・神戸・滋賀】【大阪・神戸・滋賀】【大阪・神戸・滋賀】【大阪・神戸・滋賀】 【首都圏】【首都圏】【首都圏】【首都圏】

主催：高知市 ○エージェント商談会（大阪） ○エージェント訪問
○マスコミ訪問 ○マスコミ訪問 ○マスコミ訪問

上旬
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○マスコミ訪問 ○マスコミ訪問 ○マスコミ訪問
○街宣 ○街宣 ○街宣
　　・観光パンフレット配布 　　・観光パンフレット配布 　　・観光パンフレット配布
　　・ノベルティーグッズ配布 　　・ノベルティーグッズ配布 　　・ノベルティーグッズ配布
○イメージキャラクター着ぐるみ派遣 ○イメージキャラクター着ぐるみ派遣 ○イメージキャラクター着ぐるみ派遣
○ラッピングバス運行 ○ラッピングバス運行

14日～15日14日～15日14日～15日14日～15日
【墓前祭（霊山護国神社）（京都）】【墓前祭（霊山護国神社）（京都）】【墓前祭（霊山護国神社）（京都）】【墓前祭（霊山護国神社）（京都）】
【龍馬よさこい（JR京都駅）】【龍馬よさこい（JR京都駅）】【龍馬よさこい（JR京都駅）】【龍馬よさこい（JR京都駅）】
○よさこいチーム派遣
○ラッピングバス運行 14日14日14日14日

18日～20日18日～20日18日～20日18日～20日 中旬予定中旬予定中旬予定中旬予定
中旬 高知・龍馬ろまん社中内覧会の開高知・龍馬ろまん社中内覧会の開高知・龍馬ろまん社中内覧会の開高知・龍馬ろまん社中内覧会の開

催催催催

《キャラバンの進め方》

●エージェントに対しては

商品造成のお礼と更なる商品販売に向けた要請を行う

●マスコミ訪問＋街宣により

記事やニュースでの露出を狙う

《役割分担》

●土佐・龍馬であい博推進協議会事務局：表敬訪問

マスコミ訪問

街宣

●高知県観光コンベンション協会：エージェント商談会

エージェント訪問
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18日～20日18日～20日18日～20日18日～20日 中旬予定中旬予定中旬予定中旬予定
【東京】【東京】【東京】【東京】 ◎大分・熊本・北九州◎大分・熊本・北九州◎大分・熊本・北九州◎大分・熊本・北九州
○エージェント商談会 ○エージェント商談会（北九州）
○マスコミ訪問 ○マスコミ訪問
○街宣 ○街宣
　　・観光パンフレット配布 　　・観光パンフレット配布
　　・ノベルティーグッズ配布 　　・ノベルティーグッズ配布
○イメージキャラクター着ぐるみ派遣 ○イメージキャラクター着ぐるみ派遣

○ラッピングバス運行
28日～30日28日～30日28日～30日28日～30日 下旬予定下旬予定下旬予定下旬予定

【中国地方】【中国地方】【中国地方】【中国地方】
○エージェント訪問

○高知県知事賞提供 ○マスコミ訪問
○会場内ブース出展 ○街宣
　　・坂本龍馬パネル紹介 　　・観光パンフレット配布
　　・映像による観光情報提供 　　・ノベルティーグッズ配布
　　・観光パンフレット配布 業務の状況を見ながら各県日帰り1業務の状況を見ながら各県日帰り1業務の状況を見ながら各県日帰り1業務の状況を見ながら各県日帰り1 ○イメージキャラクター着ぐるみ派遣
　　・ノベルティーグッズ配布 【香川、愛媛、徳島】【香川、愛媛、徳島】【香川、愛媛、徳島】【香川、愛媛、徳島】 ○ラッピングバス運行
○よさこいチーム派遣支援 ○エージェント訪問
○イメージキャラクター着ぐるみ派遣 ○マスコミ訪問

【第11回にっぽんど真ん中祭り（名【第11回にっぽんど真ん中祭り（名【第11回にっぽんど真ん中祭り（名【第11回にっぽんど真ん中祭り（名
古屋）】古屋）】古屋）】古屋）】

催催催催

《キャラバンの進め方》

●エージェントに対しては

商品造成のお礼と更なる商品販売に向けた要請を行う

●マスコミ訪問＋街宣により

記事やニュースでの露出を狙う

《役割分担》

●土佐・龍馬であい博推進協議会事務局：表敬訪問

マスコミ訪問

街宣

●高知県観光コンベンション協会：エージェント商談会

エージェント訪問
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○イメージキャラクター着ぐるみ派遣 ○マスコミ訪問
(ジョン万次郎） ○街宣

　　・観光パンフレット配布
28日～30日28日～30日28日～30日28日～30日 　　・ノベルティーグッズ配布
【スーパーよさこい2009（東京）】【スーパーよさこい2009（東京）】【スーパーよさこい2009（東京）】【スーパーよさこい2009（東京）】 31日～11/1日31日～11/1日31日～11/1日31日～11/1日 ○イメージキャラクター着ぐるみ派遣
○ＮＨＫ、ＴＢＳへの表敬訪問 【ドリーム夜さ来い（東京）】【ドリーム夜さ来い（東京）】【ドリーム夜さ来い（東京）】【ドリーム夜さ来い（東京）】 ○ラッピングバス運行
○会場内ブース出展 ○会場内ブース出展 下旬予定下旬予定下旬予定下旬予定
　　・坂本龍馬パネル紹介 　　・坂本龍馬パネル紹介 【関西地方】【関西地方】【関西地方】【関西地方】
　　・映像による観光情報提供 　　・映像による観光情報提供 ○エージェント訪問
　　・龍馬クイズ実施 　　・観光パンフレット配布 ○マスコミ訪問
　　・観光パンフレット配布 　　・ノベルティーグッズ配布 ○街宣
　　・ノベルティーグッズ配布 ○街宣 　　・観光パンフレット配布
○よさこいチーム派遣支援 　　・観光パンフレット配布 　　・ノベルティーグッズ配布
○イメージキャラクター着ぐるみ派遣 　　・ノベルティーグッズ配布 ○イメージキャラクター着ぐるみ派遣

(坂本龍馬、岩崎弥太郎) ○イメージキャラクター着ぐるみ派遣 ○ラッピングバス運行

下旬

《キャラバンの進め方》

●エージェントに対しては

商品造成のお礼と更なる商品販売に向けた要請を行う

●マスコミ訪問＋街宣により

記事やニュースでの露出を狙う

《役割分担》

●土佐・龍馬であい博推進協議会事務局：表敬訪問

マスコミ訪問

街宣

●高知県観光コンベンション協会：エージェント商談会

エージェント訪問
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「お～い！竜馬」『土佐・龍馬であい博』ＰＲパネル 

 

 

 

                   

○C 武田鉄矢・小山ゆう／小学館 

1,680mm 

1,340mm 

450mm 

高知龍馬空港２Ｆロビーに設置 

*総重量：約 13kg 

資料２資料２資料２資料２    



 

JR 高知駅のコンコースに設置しています 
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土佐電気鉄道株式会社 土佐・龍馬であい博ラッピングバス 

土佐・龍馬であい博推進協議会土佐・龍馬であい博推進協議会土佐・龍馬であい博推進協議会土佐・龍馬であい博推進協議会    

土佐電気鉄道株式会社土佐電気鉄道株式会社土佐電気鉄道株式会社土佐電気鉄道株式会社    

高知県交通株式会社 土佐・龍馬であい博ラッピングバス 

資料４ 

土佐・龍馬であい博推進協議会土佐・龍馬であい博推進協議会土佐・龍馬であい博推進協議会土佐・龍馬であい博推進協議会    

高知県交通高知県交通高知県交通高知県交通株式会社株式会社株式会社株式会社    



③

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

高知県立
坂本龍馬記念館

安芸市立
歴史民俗資料館

土佐山内家宝物資料館

香南市立
やなせたかし記念館

安芸市立書道美術館

平成22年度平成21年度

「土佐・龍馬であい博」　文化施設企画展　　幕末維新の土佐　『志の時代展』

「維新の群像」展

11/13 1/25

「龍馬のルーツ」展 －”龍馬的発想”の原点はー

1/12 3/31

「弥太郎の夢」展

12/5 1/31

「お～い竜馬！」展

12/16 2/15

「岩崎弥太郎と書道の里 安芸」展

12/2 3/31

高知市立
龍馬の生まれたまち記念館

龍馬歴史館

高知県立文学館

中岡慎太郎館

絵金蔵

佐川町立青山文庫

※その他、県内の文化施設で、龍馬やゆかりの人物・幕末などをテーマにした特別企画展を開催します。

「維新の群像」展

11/13 1/25

「龍馬のルーツ」展 －”龍馬的発想”の原点はー

1/12 3/31

「弥太郎の夢」展

12/5 1/31

「お～い竜馬！」展

12/16 2/15

「岩崎弥太郎と書道の里 安芸」展

12/2 3/31

「おりょう物語」展

1/9 2/7

「ミニ龍馬伝コーナー」展

1/1 ～23年1月

「龍馬を描いた文学者たち」展

2/1 3/21

「幕末『志士』の群像」展

4/29 6/28

「絵金白描展」

7/13 7/19

「時代の拍子木 －坂本龍馬とその周辺の人びとⅠ－」展

10/10 6/27





土佐・龍馬であい博 主要プレイベント等

〈県〉
○土佐・志士めぐり ⇒ ①

〈日程〉8月1日(土)～11月30日(月)
県内にある坂本龍馬や幕末維新の志士などの“ゆかりの地”や“関連施設”44箇
所を巡るイベント

○「幕末ゆめ道場」幕末維新の土佐～博物館学芸員巡回講座～ ⇒ ②
〈日程〉 8月29日(土)～22年3月27日(土)（全11回）
〈会場〉高知市、安芸市、土佐清水市、梼原町など県内９市町村
本県が育んだ幕末の偉人たちの活躍などを通じて、ふるさとの歴史や文化を学
び、郷土を愛する心を育むきっかけとする県民向け講座を開催

○幕末維新の土佐「志の時代展」 ⇒ ③
〈日程〉 10月～23年1月
県内の文化施設で企画展を開催

○土佐・龍馬ゆめ燈篭

資料５資料５資料５資料５ その１その１その１その１

○土佐・龍馬ゆめ燈篭
〈日程・場所等（予定）〉 12月5日(土)～13日(日) 高知城

12月11日(金)～12日(土) 安芸市
12月19日(土)～20日(日) 土佐清水市
12月26日(土) 梼原町
キャンドルの点灯時間は17：00～21：00

であい博の開幕を控えた12月をキャンドルアップ月間とし、県内各地でキャンド
ルイベントを実施

○第21回全国龍馬ファンの集い 南国大会
〈日程〉10月24日(土)～25日(日)
全国の龍馬ファンが一堂に集い、龍馬を軸として交流の輪を広げる
24日は大河ドラマ「龍馬伝」の脚本家福田靖氏による記念講演、25日には龍馬
ゆかりの地を巡るウォーキングなどを行う



資料５資料５資料５資料５ その２その２その２その２土佐・龍馬であい博 主要プレイベント等

〈高知市〉
○龍馬の生まれたまち歩き

〈日程〉10月スタート
龍馬の生まれたまち記念館を出発し、高知市内にある龍馬ゆかりの地を観光ガイ
ドと一緒に歩く

○桂浜観月の夕べ～龍馬と愛でる月の宴～
〈日程〉10月2日(金)～4日(日)、11月1日(日)～3日(火・祝)
灯篭・かがり火・照明などによる観月にふさわしい雰囲気づくりの中、桂浜の特設ス
テージで「和」をコンセプトとしたステージ演奏を行う

○龍馬に大接近
〈日程〉10月17日(土)～12月6日(日) 9：00～16：00

（10月29日(木)～11月3日(火・祝)は21：00まで夜間延長）
坂本龍馬像横の特設展望台から、龍馬と同じ目線で太平洋を一望できる

〈梼原町〉
○「龍馬脱藩の道」ウォーキング

〈日程〉11月1日(日)
ガイド付きで龍馬脱藩の道とその周辺をウォーキングする

〈土佐清水市〉
○土佐清水・ジョン万次郎くろしお社中１００日前イベント

〈日程〉9月20日(日)（ライトアップは 9月19日(土)～21日(月・祝)）
〈場所〉土佐清水市養老「海の駅あしずり」
昼は地元女性部による「ランチバイキング」、夜は「名物屋台村」や野外ステージでの
イベントを行う
また、イルミネーションやキャンドルアートで海の駅をライトアップする

〈安芸市〉
○ 「龍馬ゆかりの地めぐり―幕末・維新、古（いにしえ）ウォーキング―

〈日程〉10月24日(土)・25日(日)
〈場所〉芸西村、香南市、安芸市
維新志士顕彰碑など龍馬ゆかりの地を歩きながら、幕末維新に思いを馳せるウォー
キングイベント



「土佐・龍馬であい博」プレ・イベント 

幕末ゆめ道場「幕末維新の土佐」～博物館学芸員巡回講座～ 

【お知らせ】 

   来年 1月から「土佐・龍馬であい博」を開催します。 

これにあわせて、本県が育んだ幕末の偉人たちの活躍や、維新時に果たした役割などを、

県民の皆さんに知っていただくとともに、ふるさとの歴史や文化を学び郷土を愛する心を育

むきっかけと、県民が誇りを持って元気な高知の未来を築いていく機運づくりのために、「こ

うちミュージアムネットワーク」と協力して、県民向け講座の「幕末ゆめ道場」（全 11回）

を実施いたします。 

    

    

【開催予定】 

開催予定日 開 催 地 演  題 

平成２１年 ８月２９日（土） 高知市 「幕末土佐と龍馬」など 

平成２１年１０月１７日（土） 北川村 「中岡慎太郎と野根山二十三士について」など 

平成２１年１０月３１日（土） 高知市 「龍馬の生まれ育った上町」など 

平成２１年１１月２１日（土） 高知市 「龍馬の愛した土佐」など 

平成２１年１２月 ５日（土） 佐川町 「田中光顕伝」など 

平成２１年１２月１２日（土） 安芸市 「弥太郎の夢とゆかりの人たち」など 

平成２２年 １月２３日（土） 南国市 「龍馬と慎太郎が描く国家像」 

平成２２年 １月３０日（土） 四万十市 「龍馬を見抜いていた男・樋口真吉」など 

平成２２年 ２月１３日（土） 土佐清水市 「同じ夢で結ばれた 龍馬と万次郎」など 

平成２２年 ３月１３日（土） 梼原町 「龍馬脱藩」など 

平成２２年 ３月２７日（土） 宿毛市 「宿毛の群像」など 

    

    

            

 

土佐・龍馬であい博推進協議会 

こうちミュージアムネットワーク 

共催 

② 




