
お茶に関する産業・文化・学術の総合イベント

World O-CHA(Tea)Festival 2019,Shizuoka,Japan

10：00～16：00 ※7日は11：00～開場

学び
プログラム

体験と の

静岡で、世界のお茶と文化を
愉しむ4日間

産業・文化・学術セミナー

市川園　静岡トヨタ自動車　大和証券　静岡銀行　清水銀行　スルガ銀行　はごろもフーズ　富士ゼロックス　アサヒビール　近藤リース

お茶や茶産業に新しい魅力を提案したり、
緑茶の持つ機能性・効用をわかりやすく解説するセミナーなどの開催。

熟成を愉しむ
評茶師が伝授する後熟の魅力

日時

料金

11月9日（土） セミナー13：00～14：30
先生を囲む茶話会15：00～15：45
903会議室　

セミナー3,000円 先生を囲む茶会1,000円

主催

申込

お茶ガイド、日本黒茶協会

宝迫 tea@shinowazuri.com

会場 林聖泰講師

アメリカの日本茶カフェの歴史
～明治・大正時代の海外広告戦略

日時

会場 料金

11月9日（土）15：00～16：00
902議室　 2,000円

主催

申込

吉野 亜湖
yoshinoako@gmail.com

熟成を愉しむ 中国黒茶の今　　

日時

料金

11月10日（日） セミナー13：00～14：30
先生を囲む茶話会15：00～15：45

903会議室　
セミナー3,000円 先生を囲む茶会1,000円

主催
申込

お茶ガイド、日本黒茶協会
宝迫 tea@shinowazuri.com

会場 王亜雷講師

ホテル・レストランでの和紅茶の
特徴を活かすサービスの仕方

日時

会場 料金

11月10日（日）10：15～11：45
904会議室　 1,000円

主催

申込

静岡紅茶株式会社
白鳥 info@shizuoka-tea.jp

日時

会場 料金

11月10日（日）12：30～14：00
904会議室　 1,000円

主催

申込

静岡紅茶株式会社
白鳥 info@shizuoka-tea.jp

集まれ！Tea Lover
世界に認められる、日本の紅茶の美味しさを求めて

紅茶産業の活性化は、
サプライチェーンで創り出せ！

日時

会場 料金904会議室　 1,000円
主催

申込

静岡紅茶株式会社
白鳥 info@shizuoka-tea.jp

11月10日（日）14：30～16：00

「荒茶」と「湯のみ」の間 
      －茶業者の存在意義－　　

日時

料金

11月10日（日） 10：15～12：15

903会議室　
3,000円 

主催

申込

お茶ガイド、日本黒茶協会
宝迫 tea@shinowazuri.com

会場 小島康平講師

茶の粉砕の歴史

日時

料金

11月9日（土）11：00～12：00
902会議室　 1,500円

主催

申込

沢村 信一
沢村 awaji@gem.bekkoame.ne.jp

会場

高級評茶師の視点から
国産の紅茶と烏龍茶を楽しむ

日時

会場 料金

11月8日（金）14：00～15：30
905会議室　 3,500円

主催

申込

中国茶インストラクター協会
佐藤 accs7zhe@i.softbank.jp

第７回世界お茶まつり実行委員会主催セミナー
旅の友 汽車土瓶の世界

日時

会場 901会議室　

11月9日（土）15：20～16：00　
11月10日（日）11：00～11：40　

申込 第７回世界お茶まつり実行委員会
054-202-1488

講師 畑中 英二
料金 無料

日本茶のビンテージを知る

日時

会場 料金

11月9日（土）
①10：30～11：30②13：30～14：30　
901会議室　 3,000円

主催

申込

石部 健太朗
石部 shizuoka@nishikien.com

シングルオリジンの日本茶
海外セミナーの反応

日時

会場 料金

11月7日（木）15：00～16：00
905会議室　 5,000円

主催

申込

ブレケル･オスカル
info@brekell.com

急須の謎解き100分間

日時

会場 料金910会議室　 2,000円
主催

申込

静岡大学「茶の世界」チーム
石部 shizuokanishikien@gmail.com

11月10日（日）10：15～11：55
（受付10：00～10：15）　

英国の紅茶文化と最新情報
新たに注目される日本茶のイメージとは

日時

会場 料金904会議室　 1,500円
主催

申込

ティーアカデミージャパン スチュワード麻子

info@teaacademyjapan.com

11月9日（土）
①10：30～11：30②13：30～14：30　

Single Estate Sencha
and the future of Japanese tea

日時

会場 料金

11月8日（金）11：30～12：30
904会議室　 5,000円

主催

申込 info@brekell.com
Per Oscar Brekell

晩茶・番茶を味わう茶会

日時

料金

11月8日（金）・９日（土） 11：00～11：50

903会議室　

1,000円

主催

申込

お茶ガイド、日本黒茶協会

宝迫 tea@shinowazuri.com

会場

無限に広がる茶の世界

日時

会場 料金

11月7日（木）①13：00～14：00 ②14：00～15：00
11月8日（金）①10：30～11：30 ②11：30～12：30
　　　　　  ③13：00～14：00 ④14：00～15：00

906会議室　 5,000円
主催

申込

青蛾茶房 鈴木朋博 茶壷天堂 井上菜津子

鈴木 lingmu0@gmail.com
井上 natch551@gmail.com

熟成を愉しむ
究極の熟成茶、プーアル茶とは

日時

料金

11月8日（金） セミナー13：00～14：30 
先生を囲む茶話会15：00～15：45

903会議室　

セミナー3,000円  先生を囲む茶会1,000円

主催

申込

お茶ガイド、日本黒茶協会

宝迫 tea@shinowazuri.com

会場 坂田完三講師

茶師の古文書を読む　
－上林三入家文書 番外編－

日時

会場 料金

11月8日（金）12：30～13：30
901会議室　 1,500円

主催

申込

沢村 信一
沢村 awaji@gem.bekkoame.ne.jp

中国茶の力で美と健康

日時

会場 料金

11月7日（木）12：00～13：30　
11月8日（金）10：30～12：00
905会議室　 1,000円

主催

申込

日中雅交流会
鄭 燕(テイ エン)
xdxhjh781220@gmail.com

熟成を愉しむ
晩茶の未来を考える

日時

料金

11月７日（木）セミナー13：00～1４：30
先生を囲む茶話会15：00～15：45
903会議室　

セミナー3,000円  先生を囲む茶話会1,000円　
主催

申込

お茶ガイド、日本黒茶協会

宝迫 tea@shinowazuri.com

会場 松下智講師

茶の品種から考える
「これまで と これから の日本茶」

日時

料金

11月7日（木）15：00～16：00
11月8日（金）10：30～11：30
11月10日（日）10：30～11：30

会場

2,300円 主催 品種茶専門店 心向樹

7日・10日は90２会議室 ８日は90１会議室

川口 hinshucha@shinkoju.com申込

「日本茶カフェ」対象セミナー

日時

料金

11月７日（木）～１０日（日）13：00～1４：00

902会議室　 2,000円
主催

申込

株式会社製茶問屋 山梨商店
山梨 yamacha@quartz.ocn.ne.jp

会場

入賞作品展示入賞作品展示

交流ホール６F

会議室9F

大ホール南ホワイエ1F

古くから人々に親しまれてきたお茶を、
700年の歴史を持つ笑いの伝統芸能、
狂言で紹介。

中ホール「大地」1F
11月10日（日）14：00～15：30

当日券（2,000円）販売！
7～9日：1F総合受付
10日：中ホール「大地」

狂言の世界に見る茶の伝統 有料 世界の路上茶屋体験 有料

有料

屋外南側通路

海外７か国（ベトナム、モ
ロッコ、マレーシア、ミャン
マー、ウズベキスタン、バン
グラデシュ、イラン）の路上
茶屋を再現し、実際に茶器
に触れながら、お茶の愉し
み方や茶文化を学ぶ体験。

中ホール「大地」1F11月7日（木）13：00～15：45 入場料2,000円
三部構成で遠州流茶道の綺麗さびの世界を紹介。

コンペティションで選ばれた、行ってみたい、日本茶を飲んでみたいと思える喫茶スタイルや空間の仮設店舗での再現、喫茶営業。

コンセプトは「静岡茶×花カフェ」です。静岡と言えば静岡茶が有名です
が、それ以外にもたくさんの魅力があります。そこで、生産日本一である
ガーベラや県内の観光地の写真を中心に、“静岡の魅力を再発見して、
静岡のことがもっと好きになる場所”を作りました。また、誰でも手軽に
静岡茶を楽しむことができる提供とお土産は全てティーバッグにしまし
た。可愛いグッズもあるので、店内ではぜひ写真を撮ってください♪

「静岡茶×花カフェ」 杉本知音

「茶恋茶”－cafe（チャレンヂャーカフェ）」 タナベデザイン・ラボ
茶恋茶”－cafe（チャレンヂャーカフェ）若い女性をターゲットに静岡茶
の特色を活かした新しいスタイルのカフェを提案します。茶箱と茶筒
をモチーフにしたファザードは富士山桧と杉材で構成し、エントランス
は茶筒をイメージした円形の吹抜けとしました。
また、客席は対面型のカウンターバー方式を採用しサイホン式やド
リップ式の抽出方法で茶葉をリザーブ・ブレンドします。世界へ向けて
茶恋茶”－モデルとして提案いたします。

「若草色の時間～青春は戻ってくるらしい…～」
SEISHO Tean’s Challenge By 静岡商業
日本茶は「本来の自分を取り戻す気持ちのいい時間とともにあるも
の」と考え、高校の机や椅子を使用し、青春を思い出す「若草色の時
間」を可愛いデザインの茶碗で愉しんでいただく高校生による喫茶。

日本茶喫茶スタイルコンペティション
６F 交流ホール

日時

会場 901会議室　

11月7日（木）13：00～14：30　
11月10日（日）13：00～14：30　　

第７回世界お茶まつり実行委員会主催セミナー
喫茶以外の魅力再発見～茶の木人形～

申込 第７回世界お茶まつり実行委員会
054-202-1488

講師 田中 正流
料金 500円

大ホール エントランスホール

ステージ

静岡商業高校静岡商業高校

1F 大ホール南ホワイエ

台湾茶説明会

日時 11月7日（木）、8日（金）
13：00～14：30　　　

主催 台湾沙坑公司 恵美壽
申込 y-trading@qc.commufa.jp

会場 料金904会議室　 無料

きれい茶美フォーラム
さ　　  び

日時

料金

11月10日（日）13：30～16：00
910会議室　 2,000円

主催

申込

茶学の会
沢村 awaji@gem.bekkoame.ne.jp

織田信長の茶会

会場



大ホール

エントランスホール

ステージ

入口

大ホール

まるのみしずおか

お茶手まり
展示

ロビー
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1F 大ホール南ホワイエ

6F 展示ギャラリー・ロビー

3F 大ホール北ホワイエ・ロビー

世界大茶会
国内外のお茶の愛好家などが、各国・地域（日本、中国、台湾、インド、スリランカ、タイ、ペルー、イギリス、
シンガポール、ブラジル）の喫茶習慣、お茶の楽しみ方を披露。

F F F 
大ホール南
ホワイエ

大ホール北
ホワイエ・ロビー

展示ギャラリー・ロビー

６

茶室展示

５ 漢方薬局が教える、
あなたの体質に合うお茶

開催日時

料 金 団 体

11/9（土）、10（日）

無料 熊猫堂薬局

漢方薬局で日常的に行なわれる体質分類示法に基づき、あなた
に合ったお茶をお勧めし、飲んでいただきながら解説します。楽
しい漢方ワールドのお話を致します。

①11：00～11：40
②12：00～12：40

③14：00～14：40
④15：00～15：40

１9

料 金 団 体500円 日本中国茶普及協会

中国茶藝でじっくり淹れた茶は、茶韻と言われる深い香りの
余韻が魅了する、正に「天空に誘われる」ような時間です。

天空茶会

11/7（木）～10（日） 随時開催
体験時間 約20分

開催日時
開催日時

料金 無料 団体 International Tea Industry Association  

素晴らしい環境と大自然の中で育まれたタイのお茶の魅力とタイティーに隠さ
れた４つの秘密をティーパーティーで紹介。この機会にタイティーに触れて、見
て、肌で実感してください。きっと皆さんの心を和ませることでしょう。

タイ茶の魅力と四つの秘密

①11:30～11:45
②11:45～12:00
③12:00～12:15
④12:15～12:30
⑤14:30～14:45

⑥14:45～15:00
⑦15:00～15:15
⑧15:15～15:30

11/7（木） 11/8（金）～11/10（日）

(TH-JP Alliance)

18

1
TEA PARTY in AUTUMN 2019 「色」

開催日時

樹齢１００年を超える日本茶と、季節の果物や野菜を使った創作菓子、地元
食材を使い、「静岡の色」をクリエイトするTEAPARTYです。

2
高校生による茶会

料 金

団 体

開催日時 11/9（土）、10（日） 随時開催
体験時間 約5～20分
300円
駿河総合高校 茶華道部 静岡農業高校 茶道部
科学技術高校 茶華道部

３
体験、工夫茶席

上質な中国茶･台湾茶をご用意して、9日、10日の2日間、
評茶と体験茶席でわかりやすく解説します。

7
幻の極上セイロンティー

～ゴールデンティップス＆シルバーティップス～

開催日時

団 体料 金 1,000円 スリランカ日本親善クラブ

香り高い幻の紅茶ゴールデンティップスとシルバーティップスにスリランカ産
椰子菓子タラグリを添え、スリランカの風情の中でお楽しみいただけます。

11

団 体

インド茶のテイスティング大会です。❶2016金賞受賞茶『ダックティ』
2019版、❷2019ダージリン英国王室が愛する紅茶をお愉しみください。

世界に誇るインド茶「テイスティング会」

料 金 1,000円 ロチャンティー・ジャパン

11/7（木）
❶12：00～12：45
❷13：00～13：45
❶14：00～14：45
❷15：00～15：45

❶11：00～11：45
❷13：00～13：45
❶14：00～14：45
❷15：00～15：45

11/8（金）～10（日）

17
組み立て式の茶室の中は簡素なつくりながら外とは別世界、不思議と静け
さがあります。その中でひととき、ゆったりとお茶や茶室の魅力を伝えます。

いつでもどこでも

料 金 団 体

11/7（木）

500円 創房萩須茶室組み立て
体験は無料

９日は茶室組み立て体験（随時開催）

①13：00～13：20
②13：30～13：50
③14：00～14：20
④14：30～15：00

11/8（金）、10（日）
①11：00～11：20
②11：30～11：50
③13：00～13：20
④13：30～13：50

⑤14：00～14：20
⑥14：30～14：50

10
平成の売茶翁 気品ある山のお茶

開催日時

料 金 団 体 平成の売茶翁（葉桐清一郎）

『平成の売茶翁席』お茶は香福にして口福で幸福に通ず！百
聞は一見に如かず 百見は一飲に如かず！まずはご体験あれ！

11/7（木）～10（日） 随時開催
体験時間 約25分
随意
（お心次第）

１４ ペルーのお茶
～キャッツクロ―茶を楽しもう！～

料 金 団 体５０0円 Tomi's International

ペルーで飲まれているキャッツクロー茶をご用意しました。キャッツクロー茶はダイ
エットや更年期にも効果があると言われています。ぜひこの機会にお楽しみください！

１2

開催日時

料 金 団 体無料

中国上海の茶道家CHEN Xia氏、CHEN J iao氏の2名が
明王朝、清王朝の茶を紹介するパフォーマンスを披露します。

11/7（木）、8（金） 随時開催
体験時間 約20分

中国明代、清代の茶会

CHEN Xia、CHEN Jiao

１5

開催日時

料 金 団 体2,000円 ティーアカデミージャパン

紅茶の国として知られるイギリスで、実際に飲まれている、一般
的なものから今年人気のアレンジ、イギリスでは人気のある産
地など、３種類の紅茶を紹介。（英国で販売されているティー
バッグのお土産付き）

11/8（金）

イギリスの紅茶 最新事情とテイスティング

①1１：00～11：45
②13：３0～14：15

③15：00～15：45

スチュワード麻子

６
中国銘茶会

中国茶文化普及・愛茶人の交流活動を行っています。今回は浙
江省の風光明媚な茶産地、建徳の有機苞茶（緑茶・黄茶・紅茶）
をご紹介します。

料 金 1,500円

１6

団 体料 金 無料
(friends for drinking tea)

タイのお茶と聞いて何をイメージしますか？タイの人たちが
日々楽しんでいるお茶をいくつかご用意しました。お気軽に
立ち寄り、試してみてください！

日常的に楽しまれる様 な々タイのお茶たち

11/8（金）～10（日） 随時開催
体験時間 約10分

プアンギンチャ　　　

開催日時

料 金 団 体2,500円 Bon coeur(ボン･クール） 料 金 団 体500円 中国茶インストラクター協会

11/8（金）
①10：30～11：00
②11：30～12：00
③13：00～13：30
④14：00～14：30

⑤15：00～15：30
11/7（木）
①11：30～12：00 
②13：00～13：30
③14：00～14：30 
④15：00～15：30

4
藤枝ジュニアお茶大使 呈茶サービス

開催日時

料 金 団 体無料 藤枝市茶振興協議会

お茶に関する知識をもった市内学生が、呈茶サービスを
しながら美味しいお茶の淹れ方を紹介します。

11/9（土）、10（日） 随時開催
体験時間 約10～15分

※12～13時は
　お休み

①11：00～11：50 ②13：00～13：50 ③15：00～15：50
開催日時 11/9（土）、10（日）

団 体 東亜茶文化交流研究会  北京風姿花伝茶文化中心

11/7（木）
①12：00～12：30
②13：30～14：00
③14：30～15：00
④15：30～16：00

11/8（金）、10（日）
①10：00～10：30
②11：00～11：30
③12：00～12：30
④13：30～14：00

⑤14：30～15：00
⑥15：30～16：00

11/９（土）
①12：30～13：00
②13：30～14：00
③14：30～15：00
④15：30～16：00

9
第7回世界お茶まつり実行委員会主催
ブラジルのお茶と文化を知ろう！

ブラジルの茶文化・歴史を体験できます。

※13～14時は
　お休み

料 金 団 体５０0円 静岡県多文化共生課
国際交流員

開催日時 11/7（木）、8（金） 随時開催
体験時間 約20分

8
第7回世界お茶まつり実行委員会主催
シンガポールのお茶と文化を知ろう！

シンガポールの茶文化・歴史を体験できます。

開催日時

料 金 団 体５０0円 静岡県多文化共生課
国際交流員

11/7（木）、8（金） 随時開催
体験時間 約20分

※12～13時は
　お休み

開催日時

１3
日本で一番高価な茶を愉しむ

－ 八重奏は極上手もみ茶のための究極の淹茶法 －

料 金 団 体2,000円 極茶人

日本で一番高価な茶は日本一の手揉み茶・・・
１年間で僅か300ｇしか流通しない希少な茶を、この茶のために
考えた特別な淹れ方でお楽しみいただきます。

開催日時 11/7（木）
①13：30～14：15
②15：00～15：45

①11：00～11：45
②13：00～13：45

③15：00～15：45
11/8（金）～10（日）

開催日時 11/8（金）～10（日）
①10：00～10：30
②10：40～11：10
③11：20～11：50
④12：10～12：40
⑤12：50～13：20

⑥13：30～14：00
⑦14：10～14：40
⑧14：50～15：20
⑨15：30～16：00

11/7（木）
①11：30～12：00
②12：10～12：40
③12：50～13：20
④13：30～14：00
⑤14：10～14：40

⑥14：50～15：20
⑦15：30～16：00

開催日時
①11:00～11:15
②11:15～11:30
③11:30～11:45
④11:45～12:00
⑤14:30～14:45

⑥14:45～15:00
⑦15:00～15:15
⑧15:15～15:30

中華民國嘉義縣政府 嘉義縣文化観光局

台湾阿里山麓の茶都嘉義から持参したお茶を今回の世界お茶まつりのために
特別に作った茶器でご提供します。茶席の設え、茶芸、茶人点前を通じて皆様の
五感を刺激します。台湾嘉義県の茶の香りがもたらす幸せを体感してください。

品一杯來自台湾阿里山「高山茶都・嘉義」
帯來的幸福甘露

料金 1,000円 団体
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開催日時
①11：30～12：00
②13：00～13：30
③14：00～14：30
④15：00～15：30

11/7（木） 11/8（金）～11/10（日）
①10：00～10：30
②11：00～11：30
③13：00～13：30

④14：00～14：30
⑤15：00～15：30

ふじのくに各流茶会

日替わりで静岡県茶道連盟各流派のお茶をお愉しみいただけます。

裏千家

煎茶道 静風流　 皇風煎茶禮式 裏千家 煎茶道
黄檗弘風流

宗徧流 大日本茶道学会 江戸千家

料金 800円（6Fロビーでチケットをお買い求めください。） 開催時間 随時開催
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開催日時 11/9（土）、10（日）
①10：00～10：30
②10：45～11：15
③11：30～12：00

④12：15～12：45
⑤13：00～13：30
⑥13：45～14：15

⑦14：30～15：00
⑧15：15～15：45

静岡市内の高校生によるお茶会を実施します。

場所

本席
（展示ギャラリー）

立礼席
（ロビー）

11/7（木） 11/８（金） 11/９（土） 11/10（日）


