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●期間中、対象宿泊施設にお泊まりの方や対象観光施設にご来場の方で、キャンペーンチラシを持参された方にうれしい特典あり！

高知県外の方は
全ての特典に
チャンスあり！！

特典1
特典2
特典3

対象施設で、宿泊も観光もうれしい特典！
高知市の特産品が、40名様に当たる!!（県外の方のみ対象）
第1回応募者の中からペア宿泊券が10名様に当たる!!（県外の方のみ対象）

このチラシ
持参で

嬉しい特典!
ホームページ：https://www.welcome-kochi.jp 高知市観光協会 検 索

情報交流館

長宗我部
元親

のおすすめ

龍馬の生まれたまち
記念館

主催：公益社団法人高知市観光協会
共催：高知市旅館ホテル協同組合

詳しくは裏面をご覧ください



宿泊施設のスタンプ 観光施設のスタンプ

フリガナ 応募日

年　齢

性　別

月　　日

歳

男　・　女

お 名 前

ご 住 所

お 電 話 （ 　 　 　 ）　 　 　 　 　 ー

〒

応募方法特典2・特典3の （応募条件：高知県外在住者）

第１回応募締切 2021 年8月31日  ㊋ 当日必着
第２回応募締切 2022 年２月28日  ㊊ 当日必着

①キャンペーン期間中、上記の宿泊施設に宿泊し、スタンプを押印してもらう。
②キャンペーン期間中、上記の観光施設に入場し、スタンプを押印してもらう。
③宿泊施設と観光施設のスタンプが押された応募用紙を、郵便はがき（貼り
付け）・FAX・メール（応募用紙画像を添付）のいずれかの方法で下記の
宛先までご応募ください。

※１人につき複数の応募が可能です。 ※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
※各観光施設は、有料入場者にスタンプを押印します。但し、高知よさこい情報交流館は「鳴子づくり
体験」、とさてらすは「とさ屋」で1,000円以上購入の方にスタンプを押印します。

問１　このキャンペーンを何で知りましたか？
□パンフレット（イベント名 /　 　　　　　　　　）　□新聞・雑誌　□テレビ・ラジオ
□友人、知人等からの紹介　□ホームページ　□ＳＮＳ　□その他（　　　　　　　　）

問２　ご旅行期間を教えてください
□１泊２日　□２泊３日　□３泊４日　□その他（　　　　　　　　　）

問３　同行された方を教えてください
□夫婦　□カップル　□家族　□友人　□兄弟・姉妹　□会社関係（商用）　□ひとり

問４　高知市までの交通手段は？
□自家用車　□レンタカー　□高速バス　□ＪＲ　□航空機
□その他（　　　　　　　　　　　）

問5　高知市への訪問回数は？
□初めて　□２～３回　□４～９回　□10回以上

問6　このキャンペーンの内容について
□満足　□不満　　ご意見・ご要望

応募のために記入いただいた個人情報については、商品の抽選・発送に必要
な範囲でのみ利用いたします。

応募先・問い合わせ先 公益社団法人 高知市観光協会

TEL.088-823-4016　FAX.088-823-9275
E-mail : info@welcome-kochi.jp

《郵便はがきに貼り付け／応募用紙》

　　　　第１回応募者の中から10名様に
参画宿泊施設の宿泊券 をプレゼント！

2,000円
相当をプレゼント！高知市の特産品（各20名様）

特典2

特典3 ＼さらに！
⁄

＼さらに！
⁄

〒780-0862 高知県高知市鷹匠町２丁目 5番 7号　高知市役所柳原分館１階

個人情報について

◯高知アネックスホテル
◯高知市国民宿舎桂浜荘
◯高知城下の天然温泉 三翠園
◯松栄第二別館
◯城西館

◯土佐御苑
◯西鉄イン高知はりまや橋
◯ホテル高砂
◯リバーサイドホテル松栄
◯料亭旅館 臨水

宿泊券プレゼント対象施設

　　　高知市内 宿泊施設

観光施設

特典1について

※各宿泊施設は、有料宿泊者（滞在中）1人に対して１つの特典とします。
※高知城下の天然温泉 三翠園は、2021 年 11月まで一部解体工事中です。

観光施設名 電話番号 特典内容
高知よさこい情報交流館 088-880-4351 鳴子づくり体験200円割引
高知市立龍馬の生まれたまち記念館 088-820-1115 オリジナルグッズプレゼント

高知市立自由民権記念館 088-831-3336 常設展示観覧料団体割引適用
(320円→適用後250円)

横山隆一記念まんが館 088-883-5029 団体観覧料を適用
高知県立高知城歴史博物館 088-871-1600 団体料金割引
高知県立文学館 088-822-0231 観覧料割引（団体料金適用）
高知県立美術館 088-866-8000 主催展示観覧料20％割引
高知県立牧野植物園 088-882-2601 オリジナルポストカード(1枚)プレゼント
高知県立坂本龍馬記念館 088-841-0001 小冊子「ほいたら待ちゆうき」をプレゼント
桂浜水族館 088-841-2437 団体入館料①を適用

宿泊施設名 電話番号 特典内容
いの町紙の博物館 088-893-0886 団体入館料(20％割引)を適用
高知県立歴史民俗資料館 088-862-2211 観覧料割引（団体料金適用）

西島園芸団地 088-863-3167 フルーツ券（スイカ・メロン）780円→730円

龍河洞 0887-53-2144 入洞料金割引（大人200円/中・小人100円）
香美市立美術館 0887-53-5110 オリジナルポストカード(1枚)プレゼント
高知県立のいち動物公園 0887-56-3500 オリジナル缶バッジ１個プレゼント
創造広場「アクトランド」 0887-56-1501 オリジナルグッズプレゼント
絵金蔵 0887-57-7117 絵金蔵オリジナル根付プレゼント

高知観光情報発信館 とさてらす 088-879-6400 「とさ屋」で1,000円以上購入の方にミレー小袋をプレゼント

※高知県立歴史民俗資料館は、改修工事の為、2021 年 4月 28 日まで休館予定です。
※最新の開館情報等は、各施設へお問合せください。 ※各観光施設は、有料入館者１人に対して１つの特典とします。

宿泊施設名 電話番号 特典内容
ウェルカムホテル高知 088-823-3555 土佐茶サービス（滞在中１本）
オリエントホテル高知 088-822-6565 ごっくん馬路村１本プレゼント
高知アネックスホテル 088-821-2111 ウェルカムコーヒー１杯サービス
高知会館 088-823-7123 コーヒー券１枚プレゼント
高知共済会館 COMMUNITY SQUARE 088-823-3211 モーニングコーヒーチケットプレゼント
高知さくらホテル 088-882-5021 宿泊中ロビーにてコーヒー飲み放題
高知サンライズホテル 088-822-1281 ミネラルウォーター１本プレゼント
高知市国民宿舎桂浜荘 ０８８-841-2201 ゆずジュース１杯サービス
高知城下の天然温泉 三翠園 088-822-0131 夕食時土佐酒（お銚子）１本サービス
高知パシフィックホテル 088-884-0777 ミネラルウォーター１本プレゼント
高知プリンスホテル 088-883-2323 ゆずサイダー1本付
高知龍馬ホテル 088-882-5557 ロビーにてウェルカムコーヒー飲み放題
コンフォートホテル高知 088-884-2811 ミネラルウォータープレゼント
ザ クラウンパレス新阪急高知 088-873-1111 ミネラルウォーター1本プレゼント
松栄第二別館 088-822-3231 ミネラルウォーター１本プレゼント
城西館 088-875-0111 ミネラルウォーター１本プレゼント
セブンデイズホテル 088-884-7100 ミネラルウォーター1本プレゼント

宿泊施設名 電話番号 特典内容
セブンデイズホテルプラス 088-884-7111 ミネラルウォーター1本プレゼント
ツーリストイン高知 088-820-5151 ペットボトルお茶1本プレゼント（電話予約のみ）
天然温泉 はるのの湯 088-894-5400 ゆずドリンク1本プレゼント
土佐御苑 088-822-4491 オリジナルメモ用紙プレゼント
西鉄イン高知はりまや橋 088-875-5454 ミネラルウォーター１本プレゼント
ビジネスホテル オールウェイズ 088-823-2435 モーニングコーヒーサービス
プチホテル高知 088-826-8156 ミネラルウォーター１本サービス
ホテル高砂 088-822-1288 ごっくん１本プレゼント

ホテルNo.1 高知 088-873-3333 ミネラルウォーター(500ml)１本プレゼント(滞在中1回)

ホテル日航高知旭ロイヤル 088-885-5111 ゆずドリンク１本プレゼント
ホテル港屋 088-883-6000 ミネラルウォーター1本プレゼント
ホテルロスイン高知 088-884-1110 宿泊中、ロビーにてコーヒー飲み放題
リッチモンドホテル高知 088-820-1122 ミネラルウォーター（1人1本）プレゼント
リバーサイドホテル松栄 088-832-3211 ミネラルウォーター１本プレゼント
料亭旅館 臨水 088-822-1166 細切り芋けんぴ１袋プレゼント（電話予約のみ）
龍馬の宿 南水 088-873-2181 モーニングコーヒー券１枚プレゼント

お客様への特典は、旅行会社・ＷＥＢ会社・龍馬パスポート等との併用はありません。
特典が複数の場合は、お客様にお好きな特典をチェックイン又は入場時に１つ選んでいただきます。但し、　龍馬パスポート等のスタンプ押印は可能とします。 

特典1


