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１．高知県立高知城歴史博物館について 

 

 

高知城の麓― 

新たな文化と交流が 

この博物館から始まります。 

 

  土佐と日本の歴史と文化を未来につなぐ 

土佐藩主山内家伝来の貴重な資料を守り伝えながら、日本文化の魅力を発信します。 

本物に出会う感動、知る喜び 

こどもから大人まで楽しめる、歴史と文化との出会いの場をつくります。 

地域とともに・・・ 

地域の博物館として、歴史と文化を活かした地域づくりに参加します。 

 

高知城歴史博物館は、新しい博物館活動を展開します。 

 

【高知城歴史博物館の使命】 

①  山内家資料の保存・継承 

  山内家資料の分野は「古文書」「美術工芸」「和書漢籍」「古写真」などに及び、

いずれも日本有数の質と量を誇り、学術的、文化的に高い価値を有しています。

このような貴重な山内家資料を、国民・県民共有の文化遺産として、確実に後世

に継承していきます。 

②  近世史研究の拠点としての学術研究の推進 

  山内家資料は一括した形で収集・保管されている全国的にも稀な事例であり、

今後の調査によって新たな歴史的発見につながることが期待されています。山内

家資料や高知の歴史・文化資料の調査研究を積極的に推進し、大学などの研究機

関との連携によって、全国的な学術誌研究の拠点の一つとしての役割を果たしま

す。 

③  展示公開などによる全国発信 

  山内家資料の魅力を伝える常設展示や企画展示・全国巡回展の開催などによっ

て、高知の歴史や文化への理解を深めます。また、学術研究の成果を、研究紀要

や資料目録、展覧会図録の発刊、学術会議の開催などをとおして広く県内外に向

け発信します。 

④  生涯学習や学校教育の活性化 

  講座や講演会などの開催によって調査研究の成果を生涯学習に活かし、山内家

資料を学習教材に活用することなどにより学校教育とも連携を深めます。 

⑤  歴史や文化による地域振興や観光振興への寄与 

  学術研究や文化活動の活性化に努め、県内の文化施設や地域と柔軟に連携し、

地域独自の歴史や文化を活かしたイベントなどの企画に協力することで、まちづ

くりなど地域振興や観光振興に寄与します。 
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【開館時間】 

月曜～土曜 9：00～18：00 

日曜    8：00～18：00 

（ただし、繁忙期に 20時まで開館延長あり。） 

 

②休館日：12月 27日～1月 1日（平成 29年度、30年度は開館することを検討中です。） 

 上記の他、「高知城歴史博物館」（以下「博物館」という。）の燻蒸作業のため 

臨時休館があります。 

 

【観覧料】 

企画展 一般 700円  団体（20名以上） 560円（予定） 

常設展 一般 500円  団体（20名以上） 400円（予定） 

  ※次の観覧者は、観覧料を無料とします。 

①高校生以下 

②身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳及び被爆

者健康手帳の所持者及びその介護または介助するために必要な方（１名） 

③高知県及び高知市長寿手帳の所持者 

※企画展は料金が変わる場合があります 

 

【観覧者数】 

  年間１０万人を想定（３階の展覧会を観覧する人数の想定です） 

 

【その他】 

  博物館に一般向け駐車場はありません。 

  事業者が物品の搬入、搬出に一時的に利用できる駐車場はありますが、事業者及び本

ショップ業務に携わる社員等の駐車はできません。 

 

２．１階ミュージアムショップについて 

 

 

【概要】 

  店舗：３９．４８㎡程度 

 

【位置づけと機能】 

●ミュージアムショップは、博物館における学術・文化活動をグッズという形で深化

させ、広めることを主な目的とする。 

●来館者が展示内容への理解を深め、観覧後も展示の楽しみを持ち帰ることができる

よう、所蔵資料や企画展に関連する図録・パンフレット・グッズ等を提供するほか、

県産品を活用した商品も取り入れ、高知の歴史・文化、あるいは産業等に親しむこ

とのできる商品等を販売する。 

●博物館の使命や事業内容を理解し、博物館と連携した商品の展開、サービスの提供

を行う。 

 

【現在の販売物】 別紙参照。 
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害 籍 一図録(

『箱根旅行絵巻 鯨海酔侯最後の旅』 周司
A4サイズ全]3 5頁

容堂と絵師i荒木寛畝らの箱線旅行

をf怖いた絵巻図録

く内容〉 全4巻 57場面の図版・解説

容堂箸 I函嶺遊記」翻刻

解題

定。li:1000円 送料 350円

大河ドラマ功名が辻特別展

『山内一豊とその妻』
A4サイズ全209頁

平成18年開催の大河ドラマ

功名が辻特別展図録

〈内容〉 第一部 山内一堂とその時代

第二部戦国時代の女性たち

第三部 山内家に伝えられた美と歴史

作品解説 ・釈文付き

付録・山内一輩出|位双六

定{jsj:2200円 送料 :460円

『将軍と大名一徳川幕府と山内家ー』
A4サイズ全100頁

平成12年開催の企画展図録

〈内容〉序章武家の歴史と将軍 ・大名

第一章 江戸時代初期の将軍と大名

第二章 大名の序列

第三章御恩と奉公

定価 :2000円 送料 :300円

書籍 ーパンフレッドー

f藩主の一生』

A5サイズ企32頁

特設展「滞主の一生j パネル集ノ4ンフレット

く内容〉 ①藩主家に生まれて ②成人

@務主の生活 @結婚 @養子縁組

@晩年の藩主 ⑦務主の死

定価 :300円送料 140円

『土佐藩主山内家墓所』

A5サイズ全60頁

〈内容〉 ①土佐務-主ILI内家について

@山内家墓所について

@山内家ゆかりの宗派と寺

定もlIi:300円送料 140円

山
内
容
堂

『山内容堂』
A4サイズ全62頁

平成22~:r.;開催の企画展図録

幕末四賢侯の一人で大政奉還を王l!白した

1 5代務主森堂。 山内家資料を通じてそ

の事跡と人となりを紹介。

〈内容〉 総説

図版編第一章容量士の軌跡

第二章鯨;海酔侠符堂のひととなり

定側 :1000円 送料 :300円

『土佐藩主山内家の至宝国宝と重要文化財 ・

ー古今和歌集高野切本・太万兼光・

宗我部地検帳ー』
A4サイズ全60頁

平成17年開催の企画展図録

〈内容〉 国宝と藍要文化財

山内家の国宝と重製文化財

古今和歌集巻第廿(高野切本)

太刀備前図長船兼光

長宗我部地検帳

定制 :1000円 送料 :300円

『近世大名の誕生

一山内一豊その時代と生涯一』
A4サイズ全95頁

平成 13年開催の企画展図録

〈内容〉序章 十六世紀の日本

第一章 一豊の誕生

第二章秀吉と一豊

第三事: 家康と・畿

付 ~ r一豊の婆」見性院

定価:1500円送料 :300円

『山内一豊と見性院』

A5サイズ金53頁

111内一豊没後400年記念企画展示

パネノレ集ノ号ンフレット

く内容〉 ①山内一豊と見性院

②立身出世と内切JのザJ

@没後の一豊と見性院

定仙i:300円 送料 140円

『築城400年高知城』

A5サイズ全37頁

〈内容〉 ①高知城前史 ②築城

@高知1械のっくり

④廃滅⑤改修など

定側 :300円送料:140円
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一広報誌合冊版ー

土佐山内家 宝物資料館だより

海南千里 合冊版 (第 1......30号)

A4サイ ズ

〈内符〉 土佐~li内家宝物資料館広報誌の第 1 号

(平成 12年 '2000年4月)から第

30号(平成22年 ・201 0年 1丹)

までをまとめた合IH版です。

定例 :4000円、送料 :350円

害籍 一資料集「諸式党」を読む一

資料集 「諸式覚J を読む 1 ~罰軍調
増上寺火の番関係資 料 E ・E ・

A4サイズ全 122頁

〈内符〉土佐11Ftの熊本L関係資料 rf，~'式党 j を輪読する

古文書解説誠l坐 rr諸式覚Jを読む会jによ

る資料集。同会でこれまでj棒読した資料の寺

火の番関係の文書を収録、資料写真と対応す

るように古文書の翻/A1J・注記を掲載していま

す。資料集としてはもちろん、古文書の写具:

と制刻を見比べながら古文若手解説の自宅学習

にも活用できる-Iff~です。
定(illi: 1 300円、送料 :300円
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-2紀一

明治4'J年(1911)、土佐山内家17代豊景(1875一1957)により設けられた「山内家家史編輯所j により、

30余年をかけて編纂された資料集です。一堂以下歴代帯主の事跡を中心に編年体で編まれた資料集で、

戦災により焼失した史料・も多く採録されています。 現在、初期 ・幕末の一部が刊行され ています。

土佐山内家宝物資料館開館 15周年にあたり、広く土佐の幕末を知っていただくため、幕末維新第 1

編より第 15編(1 81111-)を値下げし、各巻 4000円で販売することになりました。但し、 一豊公

紀から豊昌公紀は従来通り 8000円で販売します。/1_¥ 
害籍

111内~\1f lll1 ll

害籍

回 世 紀 鍵

.， 

."‘ 

ー.一
医詔温，__

※送料は当館にお問い合せください。

銀問
口

山内家資料目録 1 古文書の部 朝廷関係文書・豊臣関係文書 ・徳川将軍家発給文書 国掴
〈内容> I朝廷関係文書 叙{壬文書、奉書(!J:.房)、司著書(その他)

日笠原関係文勢 訴状{秀吉・秀次・秀領)、奉若手(女中・家医)

山徳川将軍家発給文書 領知平I1物・問円録、書状(家康 ・秀忠 ・家光)

i~1内 啓{家康 ・ 秀忠 ・ 家光・家綱・綱吉・家宣・*継 ・ 吉宗 ・ 家盛 ・

家1台・家斉 ・家度・家定 ・家茂) 定(Jlli:80 OI.[J 送中~: 300 PJ、A4サイズ

山内家資料目録 4 古文書 の部 江戸幕府発給文書(1 ) 

〈内当事〉 江戸幕府発給文書(大を奉書 ・老中事$)、将軍一覧、土佐.荷主ー覧、山内家系図

山内家資料目録 5 古文書の部 江戸幕府発給文書 (2) 

〈内符〉 江戸幕府発給文f1;(老'1"1.<幹蓄に将軍ー覧、土佐務主一覧、 111内家系図

山内家資料目録 6 古文書の部 江戸幕府発給文書 (3 ) 

く内谷〉 江戸幕府発給文ill'(老中奉書)、将jj!一覧、土佐務ー1，一覧、山内家系閃

定例:各 1500円 送料:各 350円、A4サイズ

山内家資料目録7 写真の部 (1 ) ガラス板写真

く内容〉 ガラス板写真(各資料図版入り)、 n絵、解題 定制ti:800円送料 300円、 A4サイズ

一紀要一

研究紀要 第 1号 〈内符〉 山下堅太郎 f近世llíl矧における公儀i~ì触について一覧文卜一年務府出船姐i曹令を中心にーj

行総たけし『土佐滞の道番所制度に関する一考京J

資料紹介『御道具根居A(上) 定価 :500円 送料 :350円、 A4サイズ

研究紀要 第 2号 〈内総〉渡部淳「土佐中村支持者改易の締相J

資料紹介 W1llli道具娘居 iE(1州 fiOO阿 送料 350円、八 4サイズ

研究紀要 第 3号 〈内等〉総間務子『土佐山内家宝物資料館における展示室・収厳雌のili温度廃境についてJ

渡部淳「寛永l5年「国絵図徴収Jに関する史料をめぐってj

資料紹介『倒1道具恨居jJ(下)解脳 定制:50 OIII 送料 300円、八 4サイズ 2 



書 籍 (紀要(

研究紀要 第4号 く内総〉 総尾隆志「土佐滞山内家における高知新附llliqJ創設意:i1!1こっL、てJ

制 克 紀 誕 I 111 ".野引:)ir土佐滞における幕末維新WIの海|坊j

=-== 

/1，本Slli子 r(影印 ・宙n京11)土佐対i'ffr作能J 定価:500 IfJ 送料:30011:1、八4サイズ

研究紀要 第5号 〈内や fH)1: !lii告平 f地域史料の保存をめぐってJ

研究紀要第6号

片岡剛・間本健.t!II'J!事fl'l稚子 資料紛介 f高知機築械irL!f，kr築城記JJ 

定価:500lLJ 送料:2 1 51'1、八 4サイズ

く内約〉 岡本{定ー自11 r土佐Ili'iにおける呉国船対策について一幕府法令の受符と体制l設備ーJ

I II ~I・栄治平 報告「平成 九年IJUI I内家資料に係る資i斗修復サ~業j

尼牛;自liチ 資料紹介『板谷隆Jli'J.ぷ当~H跡、氏物語三編対』 ・ tti谷佳意広長筆 n原氏物紙面帖JIJ

定価 500門送料 215円、八4サイズ

研究紀要 第7号 〈内容〉縦閑雅子 rW御託文総人記』に凡る土佐f涯の文書管，JIIU

ffI:ff・!lu告平 報告「平成二0年度山内家資料に係る資料修従事業1

定価 500内送料 2I 5円、八4サイス'

研究紀要 第8号 〈内谷> ì度部律「土佐W.i京都滞邸資料の慨~一探索方文書を小心にーJ

fI'l;tt III浩平 報告 I平成ニ・年度111内家資料に係る資料修復事業J

定制:500 Ir) 送料 215円、 ^4サイズ

研究紀要 第9号 〈内和シンポジウム I四国大名の文化と交流j報告 (m津寿夫、飢光、府側正、山崎竜洋、 波fffli京)

側jl:東i告平 報告 f半減二一年度山内家資料に係る資料修復事業J

渡部将「村尚家文書一長宗fJ1告fl.fk関.i!li文書一J

定価 500円送料 300円、八4サイズ

研究紀要 第10号 〈内脅〉侃村威史 l慶長期の禁爽普請をめぐる幕府と大名~特に土佐山内家を事例として~J

資料紹介 Wi毎瀕舟行図~ W海瀕院長』

問チ1:京浩司L 報告 I平成二三年度山内家資料に係る資料修復事業j

定価:90011)、送料:300 JlI、A4サイズ

研究紀要 第11号 く内容〉 千葉何真 「江戸時代における公家の流罪止土佐徳一滋野)1ー実光の配流をめぐってーj

協f.J・威史 f当館所蔵従iJ11将軍家鎖~~I宛行状の史料学的均昔話J

ffMIB雅子 ・尾本自liチ 資料約i介rTfiii鋲舟行図Jr海i鎖Il!fiJ(伊予分)

川)I:T巨i告平報告 Iギ成ニニ ・二四年度山内家資料に係る資料修復事業J

定価 10001ド円i吋)，、 送1料斗 3001ド川Iリl、八4サイズ

研究紀要 第1ロ2号 〈内2待筏半予r)古f貿雪b朕j長t土 f幕末維新期土依詩滞昨におけるf稽審営f捕市鯨当業陸一開附j

渡倒郁~7湾章「雪隠寺所I桜説長宗4状比剣鮒i冗鋭途忌関f係系史料J

古銀l長士 『森家本声高知城下絵図の史料論的検討J

目者附牧子 ・足本師子 rifl肘鎖Jli行図J ri毎瀕t.'.l'iJ(土佐分)

川弁涼:i;占平 報告「平成二五年度111内家資料に係る資料修復事業j

松島制秀 報告「竹林寺所1綾 |国H午陀如来立{象の科学絢'6.J

定価 100・0円、送料:300円、八4サイズ

グッズ~浦戸湾いまむかし一
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浦戸湾いまむかし

江戸後期の油、戸湾から勿i川両)t~の風景とにぎわいをt描いた絵巻物 rillf戸i脊J!lt景:Jをハンディな折本にしました。

おもてl{lIには、儲かれた名所を現1Eの風景と合わせて解説、裏面dには絵巻の全体図を掲載しています。

内符:<ポ>rt甫戸湾jに拙かれたキ.な地点、拙かれた名所の紹介 ・解説

く裏 >絵巻物 ri市戸湾風景」全体図

定仙i:250円送中;1・:82円

サイズ:縦 14.7cmX償 84cm

()'I.折り A6サイズ折りたたみ時償 1O. 5 CIII) 



グッズ
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-元禄年間全国大名一覧

(氏名 ・官位 ・絡式 ・領知Ij高・家紋 ・夫人

などを記載)

送料 :205円

-浦戸湾風景クリアファイル

A4サイズ

定価 :300円

-高野切クリアファイル

A4サイズ

定イ'dfi:300円 送料 :1 20附送料 :1 20円

定価 :500円
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-三柏葉紋御懐紙 (30枚入り)

送料 :9 2円定価 :250円

-坂本龍馬書状(解説 ・翻刻っき額入)

送料 :400円定価 :2000円

-事和年間高知御家中等食図

(活字化版付録っき)

定価 :500円送料 140円

ム，"':' If 

J.!:ポr、.
内 ‘

， 

-特製うちわ(箱根旅行絵巻)

明治4年、山内豊信(容堂)の箱根

旅行の様子を描いた 「箱根旅行絵

巻(荒木寛一 ・寛畝筆)Jより水上

での宴席の場面をうちわに仕立て

ました。

定価 :500円

-高野切折本

古今和歌集高野切本巻第廿の

写真 ・釈火;を裏表に印刷した

折本。内容解説書付。

(縦12cm.械93cm<折りたたみ時8cm>)

定価 :200円送料:140門

-一筆護 (26枚綴り)

送料 :140円定価 350円

送料 :140円

• r古今和歌集巻第廿(高野切本)Jを愛蔵してきた山内家。今に伝わる書蹟や彼らが愛用した硯からは、書に対する想い

が伝わってきます。 土佐硯シリーズは、中世、一条氏に見いだされ、近年再発見された三原村の硯石を素材としています。

粒子が細かく墨の発色に優れた原石を三原村の職人さんが丹蹴込めて仕上げました。

4 

-紙おさえ
定価 :4500円

-土佐硯(天然硯)

定価:18000円

盟国

-土佐硯(円形)

定価:13000円

盟国

-土佐硯(楕円形)

定価 :15000円

由国



となかいぢょうこくはりはい

一馴鹿彫刻破璃杯(ギ々マン杯)グッス -
-山内容堂遺愛のグラスをモデルに、ガラス職人がひとつひとつ手吹き ・手彫りで仕上げたガラスの杯です。

幕閣との舌戦で乾いた容堂の喉を潤した酒杯。酒をなみなみと湛えた当時の姿に思いをはせながら、日々の乾

きを潤す憩いのひとときをお楽しみいただければ幸いです。

、

-ゴブレット

定価 :46，494円

サイズ:タテ 14.2センチ×ヨコ 9.3センチ

. ~、

-‘ 
※全面に模様が入っています-実物タイプ

定価 :63，504円

サイズ;タテ 13. 5センチ× ヨコ 9センチ

. 3種とも丸三葉柚紋入りの木箱に入れて、お届けします。

-ギヤマン杯は受注生産ですので、お渡しは注文をいただいて

から約 3週間ほどかかります。また、すべて手作りのため、

色の濃度などが多少異なる場合ありますので、ご了承くださ

送料:着払い
-ビアグラス

定価:28，350円

サイズ:タテ10センチ×ヨコ 6.4センチ

し、。

(弁会はがきーグッズ

送料 :82円 (4枚まで)定価:1枚 50円

r1 
必

4・光沢のある紙を使った絵はがきです。全5種類<コー ト紙>

-雛道具E変わり兜

固.
-萩筆洗形茶碗 ・

小編遠州茶働

-容堂愛用ギヤマン杯-狂言面 ・狐

全 20種類 ・ややムラのある紙の風合いを生かした絵はがきです。

定価・ 1枚50円、 20枚セッ ト900円 送料:8 2円 (4枚まで) 2 0枚セットは205円

*雛セッ ト (有職雛 ・雛道具①② ・貝桶の4枚 1組)には解説の しおりがつきます。

くマッ ト紙>

-ちくさ ・ももくさ文
一
珠

一
数

一

由
U

-
--b 

一
紗

織

一
縫

羽

一
緋

陣
一-

園山内一豊肖像画-有職鍛(ゅうそくぴな)-松皮菱蒔絵手銭箱

5 



スやまびょんグッ

.、圃'.. 
※絵柄は2種類あります.バッグの色合いについては、掲.蘭像と多少異なる

場合がありますので、ご了承ください.

パ「
ーやまびょんトー卜1¥ックー

-やまびょんのイラストが入った山内資料館オリジナルの

トー 卜パックです。厚手のコッ トン製で， '̂Iサイズの

ファイルがすっぽり入る大きさです。

サイズ :タテ 37 CIIIXヨコ 36CIII Xマチ 11 cm 

持ち手47 Csl 

定(illi:各 1550円送料・ 250円

全4種類ーやまびょん絵はがきー

-ややムラのある紙の風合いを生かした絵はがき

です。

定価 :1枚 50円、 4枚セット 200門

送料 :82円 (4枚まで)冨「:Lソ

ーやまびょんマスコットー

~ :'・

-藩主の一生すごろくー

書
《
V
E

曹
画
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凪
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-資料館オリジナル、やまびょんのマスコッ卜。

フカフカの手触りが気持ちいいぬいぐるみです。

長めのストラップがついているので、かぱんにもつけられ

ます。

頭から足までの縦の長さ :約 13 ClII 

-江戸時代のお殿様はど.んなふうに成長したのか、大人になってから

はと。んなくらしをしていたのか、遊びながら学ぶすごろくです二

やまびょんといっしょに、務主の一生をのぞいてみよう !

※組み立て式のサイコロとコマが付いてきます。

送料 120円定価 :500円
送料:1 20円定例:100円

ーストラップ&キーホルダーー全9種類一缶1¥ッジ&マグネットー 全4種類

@ 
⑨ 

-各岡制にストラップとキーホノレグ」の阿タイプがあります。

直筏 2.5cIII、長さ約8cmです。
-各図柄にバッジとマグネットの両タイプがあります。

同:径3.7 cmの大きさです。

6 

5個までは 120円)

定価 1偶150円

送1斗:8 2円 (3閉まで、

定価 :1伺 100円

送料: 82附 (fli'バッジ2個まで、マグネッ ト2個まで)

120附(臼7バッジ6個まで、マグネット 3倒まで)

※上記以外の場合は、電話でご磁総下さい。


	shop-5-1
	shop-5

