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遠州森町で茶縁結び！お茶屋めぐりと小國神社お参りコース



【コース 13】 遠州森町で茶縁結び！お茶屋めぐりと小國神社お参りコース

コース詳細

START 新東名高速道路 森掛川 IC

▼

▼

▼

【おさだ苑まで】 自家用車：５分（２km）

おさだ苑

昭和 23 年の創業以来、地元森町や浜松天竜区のお茶を中心に扱う茶商。地元の自園茶生産者のお茶を全国

茶審査技術優勝の茶師がブレンドし、仕上げたお茶が自慢。この時期は「八十八夜新茶」がおすすめ。

自社オリジナルのお茶｢山吹撫子｣は、天竜・春野産の有機栽培茶を使用し、日本伝統の酒造りの発酵技術を活

用しながら、清潔な専用自社工房で徹底管理してつくられる「微生物制御発酵法」による黒麹発酵茶。すっきりとし

た自然な甘い香りが特徴。

「八十八夜新茶」とお茶菓子のペアリングが愉しめる(コロナの状況による)。

できること

①お買い物で「山吹撫子」のペットボトルがもらえる。

②「森の抹茶野乃」をふんだんに使ったジェラートが食べられる。

▼

▼

▼

【いしだ茶屋まで】 自家用車：１分（隣接）

いしだ茶屋

昭和 21 年創業以来、地元森町のお茶を中心に使い、お茶本来のおいしさを伝えられるような旨みと甘みのある

お茶づくりを行っている。

「どこにでもあるそうでないお茶」がモットー。喫茶飲食スペースがあり、「元祖森の茶ソフトクリーム」をはじめとしたこ

だわりの和スイーツを提供している。

4/29 より新茶まつりを開催。お得な限定新茶の販売や、お買い上げ内容に応じたプレゼントを用意している。

地域 西部（周智郡森町）

コース概要
小さなエリアにいくつものお茶屋が集まる茶産地である遠州森町。

お茶屋めぐりで好みのお茶と出会い、縁結びの社「小國神社」へお礼参りするコース。

対象 お茶マニア

ポイント

・お得な新茶イベントをきっかけにいろいろなお茶屋に巡り会える。

・お茶屋それぞれの自慢のお茶スイーツの食べ比べも魅力。

・遠州国一宮「小國神社」にある鎮守の森の新緑も美しい。



できること

①限定新茶 100g700 円（税込）を 10個購入した方に１個プレゼント。（なくなり次第終了）

②5/3～5 の 3日間は、ミニサイズの新茶ソフトクリームが 100 円。

▼

▼

▼

【太田茶店まで】自家用車：５分（3.5km）

太田茶店

太田茶店といえばお店の前にある巨大な赤い急須！写真を撮って SNS に紹介してくれた方にオリジナル『静岡一

番茶漬け』を１パックプレゼント。

※『静岡一番茶漬け』は、一番摘みのお茶を粉末緑茶に加工し、お茶の滋養成分や豊かな風味を大切にしながら

仕上げたこだわりのお茶漬け。

春のお茶まつりウィーク期間中に、「新茶祭り」として第一弾・第二弾と２回のイベントを予定。

できること

①どの新茶も無料で試飲可能なので、お好みをスタッフに相談し、味見して選ぶことができる。

②まずはお店前の巨大な赤い急須を撮影。

ＳＮＳ投稿してお店スタッフに見せればオリジナル『静岡一番 茶漬け』1 パックがもらえる。

③新茶祭り期間中、お得に新茶を購入できる。

▼

▼

▼

【ことまち横丁まで】自家用車：２分（800m）

小國ことまち横丁 森の茶本舗 ヤマチョウ本店

創業 100余年の老舗茶問屋「ヤマチョウ鈴木長十商店」が小國神社の鳥居横で展開する観光施設「小國ことま

ち横丁」。「森の茶本舗 ヤマチョウ本店」は、横丁の基幹のお茶販売店。お茶スイーツやわらび餅、かりんとうの専門

店なども並び、小國神社の参拝客のお休み処になっている。

毎年人気の新茶「八十八夜新茶」は５月２日から販売開始。

○おすすめ抹茶のスイーツ

「茶師厳選の静岡抹茶使用ことまちわらび餅」、「夢小径の抹茶パフェ」、「お濃茶ソフト」

できること

①小國神社参拝の前後に立ち寄って休憩できる。

②横丁をそぞろ歩いてお好きなスイーツを堪能する。



▼

▼

▼

【小國神社まで】徒歩：１分

小國神社

縁結びのお社として知られる、創建から 1400 余年の歴史ある神社。ご神域は「癒しの斎庭（ゆにわ）」とも言わ

れ、杉や檜の大樹に囲まれ、清々しい空気に包まれている。四季折々の自然も見どころ。青もみじの新緑、紅葉の

季節と、毎年６月開園する「一宮花菖蒲園」に各地から多数の参拝者が訪れる。

また、小國神社では毎年 4月に献茶祭が行われている。ご神前で煎茶をたて、お供えする献茶祭は全国的にも

珍しい祭儀。祭儀の後は、「小國神社献茶会」加盟のお茶屋さんで「神饌茶(しんせんちゃ)」も販売される。

▼

▼

▼

【遠州森町スマート IC まで】 自家用車：７分（3.2km）

GOAL 新東名高速道 遠州森町スマート IC



各店情報

地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売店

施設・店舗名 おさだ苑本店

住所 〒437-0215 静岡県周智郡森町森 1522-1

定休日 無休

営業時間 9：00～18：00

電話 0120-87-1188

ホームページ https://www.osadaen-honten.com/

内容

〇八十八夜新茶とお茶菓子のペアリング(コロナの状況による)。

〇母の日セットの販売(北海道・沖縄以外は送料無料)。

〇「世界お茶まつりのホームページを見た」と伝え、1,000 円以上お買い上げの方に「山

吹撫子」ペットボトル 1本プレゼント。

※｢山吹撫子｣は、天竜・春野産の有機栽培茶を使用し、日本伝統の酒造りの発酵技

術を活用しながら、清潔な専用自社工房で徹底管理してつくられる「微生物制御発

酵法」による黒麹発酵茶。すっきりとした自然な甘い香りが特徴。

2019 年日本茶 AWARD 審査員奨励賞、2016 年 FOODEX 美食女子グランプリ金

賞、2015 年世界緑茶コンテスト金賞など受賞歴多数。

〇イートインスペースでは、「森の抹茶野乃」をふんだんに使った野乃ジェラートの販売。

駐車場 あり

予約 不要

画像データ

＜店舗外観＞ ＜山吹撫子ペットボトル＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売店

施設・店舗名 いしだ茶屋 森町本店

住所 〒437-0215 静岡県周智郡森町森 1525-1

定休日 なし（元日のみ休）

営業時間 9：00～17：30

電話 0538-85-2446

ホームページ https://www.ishida-chaya.jp/

内容

〇５月３、４、５日はミニ新茶ソフトクリームを 100 円で提供。

〇４月 29日より、お得な限定新茶を販売。

100g/700 円（税込）を 10個購入で 1個プレゼント（なくなり次第終了）。

〇購入金額に応じてプレゼントを用意。

〇スピードくじの実施。

駐車場 あり

予約 不要

画像データ

＜店舗外観＞ ＜新茶パッケージ＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売店

施設・店舗名 有限会社 太田茶店

住所 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 3822

定休日 無休

営業時間 9：00～16：00

電話 0538-84-2020

ホームページ https://lp.otachaten.com

内容

・期間限定新茶の販売、無料試飲、増量サービス、急須特価セールの実施。

・柏もちの販売（売り切れ次第終了）。

・新茶購入でオリジナル「静岡一番茶漬け」を１パックプレゼント。

・店前の巨大な赤い急須を撮影。ＳＮＳ投稿してお店スタッフに見せればオリジナル『静

岡一番 茶漬け』１パックがもらえる。

「新茶祭り」として第一弾・第二弾と期間中に 2回のイベントを予定。

○新茶祭り 第一弾（５月２日～５日）

・100g/648 円の摘みたて新茶を１㎏購入する毎に同茶を 100g プレゼント。

・新茶を 5,000 円以上購入で、10g 新茶プレゼント（摘みたて新茶対象外）。

・新茶 30,000 円以上購入で、ちゃーみる急須プレゼント（摘みたて新茶対象外）。

○新茶祭り 第二弾（５月 13 日～15 日）

・100g/432 円のあじわい新茶を対象に１㎏購入する毎に 100g プレゼント。

・お茶飯ランチ 550 円（11：00～13：30 ラストオーダー）を数量限定で提供。

駐車場 あり

予約 不要

画像データ

＜太田茶店外観＞ ＜一番茶漬け＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売店

施設・店舗名 小國ことまち横丁 森の茶本舗 ヤマチョウ本店

住所 静岡県周智郡森町一宮 3956-1

定休日 無休

営業時間 小國ことまち横丁営業時間 9:30～16:30（森の茶本舗は 9:00～17:30）

TEL 0538-89-7010

HP http://www.kotomachi.com/yamachou.html

内容

○５月２日より毎年人気おすすめの新茶「八十八夜新茶」を販売

○おすすめ抹茶のスイーツ

・「茶師厳選の静岡抹茶使用ことまちわらび餅」 （静岡抹茶を贅沢にまぶしたわらび餅）

・「夢小径の抹茶パフェ」 （静岡抹茶を贅沢に使ったお茶屋のパフェ）

・「お濃茶ソフト」 （濃厚な抹茶のソフトクリーム）

駐車場 あり

予約 不要

画像データ

＜森の茶本舗外観＞ ＜八十八夜新茶＞

＜抹茶パフェ＞ ＜わらび餅＞



西部 新茶フェア：エントリー外 種別：神社

施設・店舗名 小國神社

住所 〒437-0226 周智郡森町一宮 3956-1

定休日 なし

営業時間 拝観自由

TEL 0538-89-7302

HP http://www.okunijinja.or.jp/

内容

縁結びのお社として知られる、創建から 1400 余年の歴史ある神社。

ご神域は「癒しの斎庭（ゆにわ）」とも言われ、杉や檜の大樹に囲まれ、清々しい空気

に包まれている。四季折々の自然も見どころ。青もみじの新緑、紅葉の季節と、毎年6月

に開園する「一宮花菖蒲園」に各地から多数の参拝者が訪れる。

また、小國神社では毎年 4 月に献茶祭が行われている。ご神前で煎茶をたて、お供

えする献茶祭は全国的にも珍しい祭儀。祭儀の後は、「小國神社献茶会」加盟のお茶屋

さんで「神饌茶(しんせんちゃ)」も販売される。

駐車場 あり

予約 不要

画像データ

＜小國神社拝殿＞ ＜青もみじ＞

＜献茶祭＞



モデルコース一覧

①大河ドラマの舞台“ぶしのくに静岡県”の伊豆の国をめぐるコース（東部：伊豆の国市）

②沼津茶の礎を築いた郷土の偉人・江原素六を知るコース（東部：沼津市）

③大迫力の富士山とお茶を楽しむコース（東部：富士市・富士宮市）

④徳川家康が愛した静岡茶をめぐるコース（中部・静岡市）

⑤お茶の香ただよう茶問屋街、茶町界隈ぶらり散歩コース（中部・静岡市）

⑥ちゃっきりぶしと清水港から海を越えた静岡茶コース（中部：静岡市）

⑦新しくなったとんがり屋根と新茶香る藤枝茶町コース（中部：藤枝市）

⑧日本三大玉露産地・岡部で和の風情を味わうコース（中部：藤枝市）

⑨出発進行！川根路をお茶で旅するコース（中部：島田市・川根本町）

⑩牧之原台地で「茶の都しずおか」を見る、知る、味わうコース（中部：島田市・牧之原市・菊川市）

⑪e バイクで海へ茶畑へ「御前崎つゆひかりカフェ」めぐり（西部：御前崎市）

⑫お茶摘み・絶景・茶スイーツ！掛川茶まるごと楽しむ２日間コース（西部：掛川市）

⑬遠州森町で茶縁結び！お茶屋めぐりと小國神社お参りコース（西部：周智郡森町）

⑭遠州三山と門前のお茶めぐりコース（西部：袋井市）

⑮天竜・浜松こだわりのお茶めぐりドライブコース（西部：浜松市）

※その他のコースの詳細については世界お茶まつり 2022 公式ホームページにて御確認ください。


