
施設・店舗名 郵便番号 住所 連絡先電話番号 お茶を絡めた企画内容

かふぇゆめ苺 422-8016 静岡県静岡市駿河区西平松４６２－１ 090-7852-7228 苺農家の営むカフェですが、地元の物も扱い、お茶のかき氷や抹茶ラテも提供しています。

T's green（ティーズグリーン） 421-0133 静岡県静岡市駿河区鎌田71-14 054-201-1108
・新茶を使ったかき氷を販売したいと思います。（飲食）
・新茶の販売（物販）

しずおかO-CHAプラザ 422-8067 静岡県静岡市駿河区南町14-1水の森ビル3階 054-654-3700 お茶の淹れ方体験

駿府の工房 匠宿 421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子3240-1 054-256-1521 新茶フェア（仮）

小山園　イトーヨーカ堂静岡店 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-5 イトーヨーカ堂静岡店1階 054-254-2577
新茶ティーバッグプレゼント（数量限定）

JA静岡市　ファーマーズマーケット　南部じまん市 422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金5-4-70 080-9772-4476 管内の新茶の販売

JA静岡市　ファーマーズマーケット　長田じまん市 421-0133 静岡県静岡市駿河区鎌田35-2 080-9772-4476 管内の新茶の販売

おやいづ製茶本店 421-0101 静岡県静岡市駿河区向敷地1198-1 080-3300-3366
・新茶の販売
・新茶を使ったお菓子の販売

漆畑製茶 422-8007 静岡県静岡市駿河区聖一色５２０ 090-8862-5038 製茶工場見学、新茶飲み比べ

四季菜Gelato＆Caf&eacute;きらり 424-0052 静岡県静岡市清水区北脇250-1 0120-322-064
・新茶フェア（5月上旬）を含む、「清水のお茶」の新茶を販売
・飲食スペースでお茶を使ったジェラート・スイーツの販売

長八珈琲店 420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-32 054-659-1076 お茶のシフォンケーキ。抹茶のシャーベット。

マルヒデ岩崎製茶 420-0005 静岡県静岡市葵区北番町40-21 054-271-1010
マルヒデ百貨店の新茶まつり
新茶はもちろん、乾物、パン、おにぎり、ベーグル、和菓子、焼き菓子、練り物、ベーコン、漬物など、静岡のおいしい食べもの屋さん
の出張販売を行います。

静岡お茶屋かのう茶店 420-0937 静岡県静岡市葵区唐瀬3丁目10-17 054-248-5848 新茶の販売

T's green omachi（ティーズグリーン　オマチ） 420-0035 静岡県静岡市葵区七間町16-7 omachiビル１Ｂ 054-272-7610
・新茶を使ったかき氷を販売したいと思います。（飲食）
・新茶の販売（物販）

お抹茶こんどうの食堂 420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-4-5 エンブルコート常磐町1F 090-8130-1274

例:①セットに新茶を提供
②店舗でお出ししているカクテル「お抹茶ショット」をより伝える
③店舗でお出ししている「お茶関連のドリンク」をより伝える
④お茶をセットにした松花堂弁当

駿府城公園　紅葉山庭園　立礼席 420-0855 静岡県静岡市葵区駿府城公園1-1 054-251-0016 新茶の呈茶

叶茶屋・成茶加納株式会社 420-0015 静岡県静岡市葵区錦町９番地 054-252-2783 その日に仕上げたできたての新茶をお飲み頂けます。どんなお茶が出来上がってくるかは当日のお楽しみ。

小山園　呉服町本店 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-8-18 054-254-2577 新茶ティーバッグプレゼント（数量限定）

小山園　静岡パルシェ店 420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町49番地静岡駅ビル　パルシェ食彩館1階 054-254-2577 新茶ティーバッグプレゼント（数量限定）

ホテルアソシア静岡 420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町56 054-254-4148 お茶を使ったデザート・スイーツの販売およびロビーにて緑茶の提供。

JA静岡市　ファーマーズマーケット　北部じまん市 420-0005 静岡県静岡市葵区北番町86 080-9772-4476 管内の新茶の販売

JA静岡市　ファーマーズマーケット　あさはたじまん市 420-0961 静岡県静岡市葵区北1-8-53 080-9772-4476 管内の新茶の販売

JA静岡市　ファーマーズマーケット　しづはたじまん市 421-2108 静岡県静岡市葵区下1458-32 080-9772-4476 管内の新茶の販売

chagama 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠２丁目１０－７ 054-260-4775
・新茶フェアの開催

茶町ＫＩＮＺＡＢＵＲＯ 420-0018 静岡市葵区土太夫町２７ 054-252-2476 1000円以上お買い上げの方に新茶一煎パック進呈

MARUZEN Tea Roastery 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町2-2-5 054-204-1737 新茶・新茶飲料の販売・焙煎温度が選べるティージェラートの提供

ななや静岡店 420-0031 静岡県静岡市葵区呉服町２丁目5-12 054-646-7783 新茶を使ったジェラートの販売

足久保ティーワークス 421-2124 静岡県静岡市葵区足久保口組2082-2 054-296-6700 お茶摘み体験と、茶畑テラスで新茶をいただく

雅正庵千代田本店 420-0803 静岡県静岡市葵区千代田7-1-47 080-3300-3366
・新茶の販売
・新茶を使ったお菓子の販売

小島茶店 420-0015 静岡県静岡市葵区錦町19番地 054-252-1955 八十八夜の茶、本山茶の試飲と販売

しずチカ茶店一茶 420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町49番地の1 054-253-0030 ・喫茶コーナー新茶限定メニュー「高値入札特別新茶」

静岡塾SK株式会社 420-0035 静岡市葵区七間町１４－１－７０２ 090-3838-6844 携帯茶室「宙庵」を設置し、お菓子とお抹茶を提供する。また、その場でお茶関連商品も販売する。

ステーキ＆欧風料理　ルモンドふじがや 420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町6-1 054-251-0066 静岡茶をお料理と一緒に飲んで食べて味わう「ようこそ静岡お茶ランチ・ディナーコース」を期間中ご用意いたします。

(有)藁科銘茶杉山園 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目3-1 054-253-0620
新茶のお味見
いろいろなお茶の飲み比べ体験

協和製茶株式会社　倉庫茶屋 420-0949 静岡県静岡市葵区与一1-12-17 054-253-0368
・新茶及びその他緑茶の販売
・昭和中期の荒茶製造機械類の展示（無料です）

仙寿園 420-0017 静岡県静岡市葵区葵町60 054-255-0970 〈深蒸し煎茶一筋〉・八十八夜ふかむし新茶　５月3日より発売

お茶農家の古民家カフェ・かつやま 421-1313 静岡県静岡市葵区水見色1290 054-279-0024 フェア期間中の土・日はカフェを営業します。お茶摘み体験と工場見学と新茶を飲むことができます。
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施設・店舗名 郵便番号 住所 連絡先電話番号 お茶を絡めた企画内容

ニガクナイコウチャ 420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町49静岡駅ビルパルシェ１F食彩館 090-5780-2174
お水出し新茶の提供
お水出し新茶を使ったアレンジティーの提供
新茶の販売

(株)茶香房静岡 420-0843 静岡県静岡市葵区巴町35 090-4861-3381 新茶販売、いれ方ご案内

お茶の初美園 420-0847 静岡県静岡市葵区西千代田町9-29 054-245-0164 ご来店のお客様に、店頭で新茶とお茶菓子を無料で呈茶致します。

由比記念公園「御幸亭」 421-3103 静岡県静岡市清水区由比297-1 054-375-5166 お抹茶day　御幸亭入館料　大人150円小人50円　お抹茶代250円お菓子付き

（株）静鉄リテイリング　門前の恵み　たいらぎ 424-0886 静岡県静岡市清水区草薙597-8 054-334-2828 新茶の販売。お茶を使ったお菓子の販売。

日本平お茶会館 424-0876 静岡県静岡市清水区村松4046-1 054-334-1391 お茶摘み体験

日本平ホテル(アッパーラウンジ) 424-0875 静岡県静岡市清水区馬走1500-2 054-335-1131
お茶カクテル 名称:DAMONDE(ダモンデ)
お茶リキュール、抹茶パウダー等

日本平夢テラス「茶房　夢テラス」 424-0886 静岡県静岡市清水区草薙600-1 054-340-1172 日本平産の新茶メニューをお楽しみいただきます。

日本平月日星 424-0926 静岡県静岡市清水区村松4047-1 054-334-1485
当店人気のお茶たい焼きに新茶の葉を入れた「新茶たい焼き」を期間限定で販売。レストランではかき揚げ茶そばに新茶のてんぷらを
サービスで付けて販売します。

鮨処やましち 421-3203 静岡県静岡市清水区蒲原 054-388-2339
新茶で&rdquo;茶くらえび&rdquo;　
（新茶葉と春漁の桜えびで静岡の春をお楽しみください！）
茶くらえび・商標登録第6385677号取得済み

雅正庵ベイドリーム清水店 424-0906 静岡県静岡市清水区駒越北町8-1 １Ｆ 080-3300-3366
・新茶の販売
・新茶を使ったお菓子の販売

GREEN&infin;CAFE 424-0403 静岡県静岡市清水区和田島349-4 054-395-2203
お水出しの新茶
お水出しの新茶のアレンジティー
スイーツ各種

清照由苑 424-0401 静岡県静岡市清水区中河内4209 090-3481-1828
工場の出来立て新茶を味わう　一杯５５０円（税込）山の宝石お菓子付き

KADODE OOIGAWA 428-0008 静岡県島田市竹下62 0547-39-4073
KADODE茶フェス（新茶飲み比べ）案
金谷茶まつり保存振興会による茶娘踊り披露（予定）

ASAHARA 427-0111 静岡県島田市阪本3900-1 0547-38-2902
・新茶　茶ッキー（静岡一番茶）の販売します。
・スリッティー購入のお客様に新茶をサービスでお付けします。

株式会社 まるとう農園 428-0039 静岡県島田市金谷猪土居3461-6 090-3151-5319
お茶摘み体験と新茶の天ぷらと濃い〜お茶アイス

ふじのくに茶の都ミュージアム 428-0034 静岡県島田市金谷富士見町3053-2 0547-46-5588

新茶関連のイベントの開催
新茶を使ったスイーツの販売(予定)
県内産の新茶の試飲、販売
新茶を使ったパフェ・スイーツの販売

株式会社お茶のさすき園 427-0111 静岡県島田市阪本938-1 0547-38-2107 新茶の茶葉を使用した各種ｽｲｰﾂ商品を期間中、数量限定で販売します。

朝日園　駅前本店 428-0104 静岡県島田市川根町家山372-1 0547-53-2058
新茶フェアを開催
ご来店のみなさまに、新茶の呈茶を行います。

朝日園　直販店 428-0104 静岡県島田市川根町家山1313-5 0547-53-4058
新茶フェアを開催
ご来店の皆さんに新茶の呈茶を行います

島田市茶業振興協会 427-8501 静岡県島田市中央町１番の１ 0547-36-7409 蓬莱橋8974茶屋及びKADODE OOIGAWA（おおいなび）にて新茶PR（茶娘による呈茶）を予定

MatchaMore 427-0233 静岡県島田市身成1476-2 090-4850-8625 新茶飲み比べ、新茶と和菓子のセット、緑茶と抹茶の飲み比べ

㈱山関園製茶 428-0103 静岡県島田市川根町身成 547532406 不明

深山園 428-0211 静岡県島田市川根町笹間上914 090-5102-6612 自園自製の出来立ての新茶販売

大井川農業協同組合茶加工課金谷工場 428-0011 静岡県島田市番生寺666-1 0547-46-1195 新茶セール開催

株式会社銘茶問屋太田園 428-0033 静岡県島田市金谷二軒家1340-1 0547-46-3041 新茶の販売

焼津冷蔵株式会社　ヤキレイ直売所 425-0031 静岡県焼津市小川新町5-8-2 054-627-0181

お茶関連食品の販売
①緑茶の消臭効果を活用して臭みをなるべく気にならなくしたしめさば
②魚料理(弊社の扱いがしめさば・焼きさば鰻・穴子なので)によく合う濃い目のお茶を製茶屋と共同開発したお茶(強化焙煎深蒸し茶)の販
売

株式会社　高柳製茶・高柳製茶　焼津店 425-0045 静岡県焼津市祢宜島555 0548-27-2324 お客様に、新鮮な新茶を製造直売価格でご提供致します。

雅正庵焼津西小川店 425-0036 静岡県焼津市西小川6丁目5-1 080-3300-3366
・新茶の販売
・新茶を使ったお菓子の販売

玉露の里 421-1115 静岡県藤枝市岡部町新舟1214-3 054-668-0019 お茶を使用した料理の提供

朝比奈玉露専門店 como 421-1131 静岡県藤枝市岡部町内谷964-36 054-667-2288
・GW中の新茶イベント
・期間限定のスイーツ販売
・お好きな玉露1種＋おかしの飲食など

ななや藤枝店 426-0076 静岡県藤枝市内瀬戸141-1 054-646-7783 新茶を使ったジェラートの販売

旧藤枝貿易商館 426-0014 静岡県藤枝市若王子705-2 070-5332-3955 未定

とうめ屋 426-0018 静岡県藤枝市本町２－６－８ 054-641-1248
静岡産新茶と藤枝かおりフィナンシェの販売会

株式会社丸藤一言商店 426-0025 静岡県藤枝市藤枝３－１１－１０ 054-641-0431 ２０２２年産新茶販売

マツバ製茶株式会社 426-0088 藤枝市堀之内1-14-1 054-641-3055 新茶の販売・来社された方には新茶を接茶する(但し、接茶はコロナの状況次第で中止します)

藤栄製茶株式会社 426-0023 静岡県藤枝市茶町1-1-11 054-641-0054 購入希望茶の試飲に対応

- 2 -



施設・店舗名 郵便番号 住所 連絡先電話番号 お茶を絡めた企画内容

(株)蔵田茶農園 426-0131 静岡県藤枝市瀬戸ノ谷10041 054-631-2102 愛情をもって育てたこだわりの新茶を期間中販売します。

株式会社一言 426-0023 静岡県藤枝市茶町2丁目221 054-641-0045 静岡県内の新茶試飲

大井川農業協同組合茶加工課藤枝工場 426-0088 静岡県藤枝市堀之内848 054-643-5511 新茶セール開催

有限会社　ゑび寿亭 426-0041 静岡県藤枝市高柳1丁目19番5号 054-635-3392

玉露三大産地の一つ藤枝市岡部町の碾茶を使用、高級魚であるイトヨリ鯛のすり身にねり込んで独自の製法により鮮やかな抹茶色を保
ち、美しい色合いと芳醇な香りをお楽しみいただける上質なお茶しゅうまいです。4個入（432円）6個入（648円）「名称」茶月夜
（さづきよ）静岡県経営革新承認・商標登録済

グリンピア牧之原 421-0508 静岡県牧之原市西萩間1151 0548-27-2988
・新茶試飲サービス
・新茶を使った「ななや新茶ジェラート」販売

五月園 421-0512 静岡県牧之原市大江679-1 080-1346-6726

牧之原市の手もみ処五月園で・新茶のお茶摘み体験（￥800）※希望により新茶の天ぷら（￥600）・手もみ体験（￥2000）手もみ体
験の茶を乾燥させる間に抹茶づくり体験（￥600）

森木農園 421-0501 静岡県牧之原市東萩間115 090-9907-7069 新茶アイスモナカ

(有)ヤマセン（せんちゃん） 421-0511 牧之原市片浜645-3 0548-22-0461
新茶及び自社で作った紅茶、烏龍茶の試飲　及び緑茶ソフトクリーム
お茶大福

㈱小栗農園 421-0533 静岡県牧之原市新庄 0548-58-0680 新茶雫茶・・ドリッパーで淹れる究極な香りと甘み。雑味が無く、一滴一滴が濃縮され深い旨味と香りを堪能しよう。

株式会社　高柳製茶 421-0406 静岡県牧之原市勝田２３１０－４ 0548-27-2324 お客様に、新鮮な新茶を製造直売価格でご提供致します。

ＪＡハイナンほうせん館 421-0421 静岡県牧之原市細江1986-1 0548-23-9514
・新茶の販売
・新茶の試飲

製茶問屋 澤田行平商店 421-0524 静岡県牧之原市須々木1241-1 0548-52-0046 新茶フェアを開催

相良物産(株)茶業部 421-0523 静岡県牧之原市波津102 0548-52-4188
お茶くず餅の試食・販売　
新茶の試飲

株式会社澤本園 428-0416 静岡県榛原郡川根本町田代261 0547-59-2136 新茶の販売

株式会社　坂本園 428-0415 静岡県榛原郡川根本町上岸110 0547-59-2155
川根新茶と川根茶羊羹の試飲試食販売。お茶摘み体験。
奥大井観光案内等。

大井川農業協同組合茶加工課川根工場 428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾1289-1 0547-56-1142 新茶セール開催

フォーレなかかわね茶茗館 428-0312 静岡県榛原郡川根本町水川71-1 0547-56-2100 川根茶のおいしい淹れ方を、一煎から三煎まで体験いただきます。

駿河の国 燦々処 420-8560 静岡県静岡市葵区御幸町10番地の2 054-245-6105 新茶販売に関連した企画　検討中

お茶ガイド（会場：Space) 420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町10-13 090-8024-9931
キーモンとダージリンを堪能する春の宴
・百花繚乱キーモン時間
・冠前絶後ダージリン時間

NO'AGE concentre 420-0839 静岡市葵区鷹匠2-5-12 1F 054-253-6615 クリエイティブなティー・カクテルや鉄板で焼き上げるお料理とのティーカクテル・ペアリングをご提供させて頂きます。
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