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高知港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

鰹のタタキ  
  

新鮮な一本釣りの鰹を４節におろし、火で表面を焦がし、軽く中に火の熱が通るくらいに焼き上げる。その後冷水で絞めて

切って、醤油、ゆず酢など好みのたれを絡ませ、たっぷりのニンニクやねぎなどの薬味をかけて食べる高知の味。最近では、

「塩たたき」も好評です。 

  
 

 

所在地・開催地 高知県内 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
鰹のタタキ（よさこいネット） 
http://www.attaka.or.jp/kanko/dtl.php?ID=1495 

お問合せ【（公財）高知県観光コンベンション協会】 

電話番号:088-823-1434 

ホームページ:http://www.attaka.or.jp/ 

 

アイスクリン  
  

高知オリジナルの冷たいデザート。あっさりとした甘さと独特のシャリシャリ食感で、季節を問わず親しまれている。定番

は、ほんのり優しいバナナ味で、高知県内の観光地などでビーチパラソルを立てて販売をしている。 

  
 

 

所在地・開催地 高知県内 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
アイスクリン（よさこいネット） 
http://www.attaka.or.jp/kanko/dtl.php?ID=1507 

お問合せ【（公財）高知県観光コンベンション協会】 

電話番号:088-823-1434 

ホームページ:http://www.attaka.or.jp/ 

 

土佐の地酒  
  

高知県には現在 18 ヵ所の蔵元があり、それぞれが個性豊かな地酒をつくっています。全国の日本酒の中でも、淡麗辛口と

いう大きな特徴があります。おいしいお酒を酌み交わし、いつでもどこでも誰とでも語り合う。これが高知スタイルです。 

  
 

 

所在地・開催地 高知県内 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【（公財）高知県観光コンベンション協会】 

電話番号:088-823-1434 

ホームページ:http://www.attaka.or.jp/ 
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高知市中心商店街  
  

アーケード街を中心に 8 つの商店街で構成される高知県最大の繁華街です。大丸デパートを中心にファッション、グルメ、

カフェ、民芸品など約 500 店舗が東西約 1 ㎞に渡って連なり、周辺には高知城など史跡も多く、散策には最高のロケーシ

ョンです。また高知は食のまちとして全国的に有名で、特に「鰹のタタキ」は絶品。 

  
 

 

所在地・開催地 〒780-0841 高知県高知市帯屋町周辺  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30分(10km) 

個人:港より車で 30分(10km) 

季節 通年 

関連リンク 
高知の中心商店街 よさこいタウン 
http://yosakoi-town.net/ 
 

お問合せ【株式会社高知市中心街再開発協議会】 

電話番号:088-824-8830 

ホームページ:http://yosakoi-town.net/ 

 

日曜市  
  

高知城の追手門からはりまや町の電車通りにかけて約１km にわたり毎日曜日に開催される３００年以上の歴史を持つ街路

市。約４３０の店が並び、野菜・果物・花・植木・日用雑貨など盛りだくさんの品物が販売されている。 

  
 

 

所在地・開催地 高知市追手筋  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 25分(9km) 

個人:港より車で 25分(9km) 

季節 通年毎週日曜日（1月 1日-2日、8月 10日-12日は休み） 

関連リンク 
日曜市 
https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kanko/nichiyouichi.html 

お問合せ【高知市産業政策課街路市係】 

電話番号:088-823-9456 l メールアドレス:kc-150600@city.kochi.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/40/ 

 

高知城  
  

天守閣、追手門など１５棟の建造物が国の重要文化財に指定されている。高知城の象徴である天守閣は、高さ 18.5ｍの３層

６階になっている。古天守を持つ全国 12 城の１つで、全国で唯一完全な形で本丸御殿が残っている。 

  
 

 

所在地・開催地 〒780-0850 高知市丸の内 1-2-1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30分(9.8km) 

個人:港より車で 30分(9.8km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

20台(有料) 

関連リンク 
高知城 
http://kochipark.jp/kochijyo/ 

お問合せ【高知城管理事務所】 

電話番号:088-824-5701 

ホームページ:http://kochipark.jp/kochijyo/ 

 

http://yosakoi-town.net/
https://www.city.kochi.kochi.jp/site/kanko/nichiyouichi.html
mailto:kc-150600@city.kochi.lg.jp
http://www.google.co.jp/maps/@33.56081206974501,133.54138306183822,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.56075312574488,133.53320279254993,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.560958753322616,133.5312930597691,17z
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高知城歴史博物館  
  

2017年3月に高知城の目の前に開館した、土佐藩、高知県の歴史・文化を学べる博物館。国宝や重要文化財を

含め、約6万7千点の歴史資料を収蔵。年間を通してテーマや季節に沿った企画展やイベントを開催しており、来

館のたびに高知の歴史・文化の新しい魅力を体感できる。高知城を目の前にのぞむ展望ロビーは必見 

  
 

 

所在地・開催地 〒780-0842 高知県高知市追手筋 2-7-5  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30分(9.8km) 

個人:港より電車で高知城前徒歩 （9.8km) 

季節 通年 

関連リンク 
高知城歴史博物館 
http://www.kochi-johaku.jp/ 

お問合せ【高知城歴史博物館】 

電話番号: 088-871-1600   l メールアドレス: 

ホームページ: http://www.kochi-johaku.jp/ 

 

桂浜  
  

雄大な太平洋に面した景勝地桂浜は、月の名所としても有名。竜頭岬の先で幕末の志士「坂本龍馬」銅像が太平洋を眺める

姿は壮大です。周辺には、高知県立坂本龍馬記念館や桂浜水族館など観光スポットが多く、高知新港より最も近い観光名所。 

  
 

 

所在地・開催地 高知市浦戸  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 15分(約 5.6km) 

個人:港より車で約 15分(約 5.6km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

15台(有料) 

関連リンク 
桂浜 
https://www.attaka.or.jp/kanko/dtl.php?ID=702 

お問合せ【高知市観光振興課】 

電話番号:088-823-9457  l メールアドレス:kc-150300@city.kochi.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/39/ 

 

高知県立坂本龍馬記念館  
  

高知市の観光名所「桂浜」の高台に建つ資料館。坂本龍馬直筆の手紙をはじめ、坂本龍馬ゆかりの貴重な資料や、ドラマチ

ックな映像などで龍馬の生涯を紹介している。 

  
 

 

所在地・開催地 〒781-0262 高知県高知市浦戸城山 830  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 15分(約 5.6km) 

個人:港より車で約 15分(約 5.6km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

2台(有料) 

関連リンク 
坂本龍馬記念館 
http://www.ryoma-kinenkan.jp/ 

お問合せ【高知県立坂本龍馬記念館】 

電話番号:088-841-0001 

ホームページ:http://www.ryoma-kinenkan.jp/ 

 

https://www.attaka.or.jp/kanko/dtl.php?ID=702
mailto:kc-150300@city.kochi.lg.jp
mailto:http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/39/
http://www.google.co.jp/maps/@33.560447824887426,133.5339544687556,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.49725289064287,133.5748887110824,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.49673454303537,133.57185413991826,17z
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路面電車  
  

日本一長い歴史を誇る高知路面電車。現在、高知駅前から桟橋 5 丁目と、伊野からはりまや橋、後免町まで結ぶ区間を運行。

「とでん」の愛称で親しまれるレトロな電車内で宴会ができる「おきゃく電車」も人気。 

  
 

 

所在地・開催地 高知県高知市  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 25分(8.7km) 

個人:港より車で 25分(8.7km) 

季節 通年 

関連リンク 
路面電車 

https://www.attaka.or.jp/kanko/dtl.php?ID=1811 

 

お問合せ【とさでん交通】 

電話番号:088-833-7122 

ホームページ:http://www.tosaden.co.jp/ 

仁淀川  
  

全長 124km。四国では四万十川、吉野川に次ぐ第 3 の大河。源流は愛媛県石鎚山。2011 年 2012 年に日本国内に流れる 1

級河川で水質ランキング 1 位となり「奇跡の清流」と呼ばれている。仁淀川流域には「安居渓谷」「中津渓谷」などの渓谷

美のほか、「土佐和紙」の紙漉き体験などができる施設が点在する。 

  
 

 

所在地・開催地 高知県吾川郡いの町 他  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 60分(32.7km) 

個人:港より車で 60分(32.7km) 

季節 通年 

関連リンク 
仁淀ブルー観光協議会 
https://niyodoblue.jp/ 
 

お問合せ【いの町観光協会】 

電話番号:088-893-1211 l メールアドレス:kanko@inofan.jp 

ホームページ:http://inofan.jp/index.html 

 

よさこい祭り  
  

南国土佐を代表する真夏の祭典。昭和 29 年に始まった祭りで、8 月 9 日から 12 日の 4 日間、追手筋の本部競演場をはじめ、

高知市内 16か所の演舞場および競演場で踊りが開催される。本部となる追手筋には桟敷席も設けられる。 

  
 

 

所在地・開催地 高知市内 

アクセス  

季節 
夏毎年 8 月 9 日（前夜祭）10 日、11 日（本番 2 日）、12
日（後夜祭・全国大会） 

関連リンク http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb/ 

お問合せ【よさこい祭り振興会】 

電話番号:088-875-1178 

ホームページ:http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb/ 

 

https://www.attaka.or.jp/kanko/dtl.php?ID=1811
https://niyodoblue.jp/
mailto:kanko@inofan.jp
http://www.google.co.jp/maps/@33.566875828628575,133.54367228161638,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.5481632452121,133.42339702117036,17z
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クルーズ歓迎イベント  
  

入港歓迎セレモニーをはじめ、臨時観光案内所や地元の物産販売等を行い、また着ぐるみでのお出迎えなど岸壁のにぎわい

を創出します。また出港時には、本場高知のよさこい鳴子踊りや地元高校生のブラスバンド演奏などでお見送りいたします。 

  
 

 

所在地・開催地 
高知新港 

（高知市仁井田字新港 4705） 

アクセス JR高知駅より車 30分 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【高知県土木部港湾振興課】 

電話番号:088-823-9890 l メールアドレス:175201@ken.pref.kochi.lg.jp 

ホームページ:http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/175201/ 

 

mailto:175201@ken.pref.kochi.lg.jp

