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【コース 11】 e バイクで海へ茶畑へ 「御前崎つゆひかりカフェ」めぐり

「御前崎つゆひかりカフェ 2022」（４月 23 日～５月 15日）

御前崎茶業振興協議会主催の恒例イベント。16 軒の参加店では、ひとり 200 円でつゆひかりのお茶と各店おすす

めのお菓子を味わえる（うち２軒は浜松市のため電動自転車での訪問は難しい）。

３店舗でスタンプを３つ集めると、もれなく「つゆひかり商品 10％割引チケット」がもらえる。さらにアンケートに答える

と、抽選で「御前崎つゆひかり宝の茶箱」が３名様に、御前崎つゆひかりの茶筒缶が 15名様に当たる。

「レンタサイクル・E-bike」 http://www.omaezaki.gr.jp/contents/detail.html?s=1050

御前崎市観光協会にて貸し出し。電話で予約可能。空いていれば当日でも借りられる。乗り捨て不可。

※つゆひかりカフェ開催期間中、レンタサイクルご利用の方に、御前崎市内で使えるつゆひかりカフェ参加券（200 円

相当）を 3枚プレゼント。

貸出料金：４時間まで（13 時までに受付） E バイク 2,000 円 E-バイク以外 1,000 円

７時間まで（10 時までに受付） E-バイク 3,000 円 E-バイク以外 1,500 円

注意事項：※電動アシスト付き自転車は車高が高いため、身長 150cm 台の方は現地試乗でレンタル可否の判断を。

※小型のマウンテンバイク（電動アシスト無し）の貸し出しあり。

※御前崎は風が強く、電動アシスト無しの自転車をレンタルする場合は近場での利用がおすすめ。

※レンタル時に顔写真付きの身分証明書（免許証・マイナンバーカード・学生証）を確認。顔写真がない場

合、その場で写真を撮影する。

【御前崎市観光協会】

住 所：静岡県御前崎市港 6099-1（御前崎なぶら市場隣り）

電話番号：0548-63-2001

営業時間：8時 30分～17時

定 休 日：火曜日・年末年始

地域 西部（御前崎市）

コース概要

毎年開催されるお茶の人気イベント「御前崎つゆひかりカフェ」を、電動アシスト付き自転

車をレンタルして、御前崎の海や茶畑の風景とともに楽しむコース。

※当コースは一日かけてつゆひかりカフェと御前崎を堪能したい方、健脚の方向けのコー

ス。滞在時間や脚力に合わせて、海エリア、まちなかエリア、茶園エリアなど切り分けても

十分に楽しめる。また、同じエリアに他にも参加店があるので、「新茶フェアパートナー店

一覧」を見て、お好きなお店を回ってほしい。開催期間が長いため、ぜひ、再訪を。

※参加店パンフレットは観光協会、参加各店、市役所農林水産課で入手できる。

対象 お茶マニア・お茶ビギナー

ポイント

海辺や茶畑など変化に富んだコース景観を楽しめる。

参加店それぞれに違うお菓子を楽しめる。

お茶屋さんだけでなく、いろいろな業種が参加。



コース詳細

START 御前崎市観光協会 電動アシスト付き自転車 E-bike をレンタル。

▼

▼

▼

【岬のつゆひかりカフェ八潮まで】自転車：10 分（２km）

自家用車：５分

海岸沿いの道「サンロード」（県道 357 号）を進み、岬の広場

に駐輪。徒歩で階段をのぼり、御前埼灯台および八潮へ向か

う（徒歩３分）。

おすすめルート

御前埼灯台

岬のつゆひかりカフェ八潮 ○海
つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋猫型フィナンシェ or 生プリン

御前埼灯台前「岬の宿 八潮」の喫茶コーナー「八潮珈琲」は焙煎したてのコーヒー

豆 10種からセレクトできるお店。可愛いスイーツはつゆひかりとの相性も Good！

全国でもめずらしい登れる灯台！デッキからの眺めは絶景。

▼

▼

▼

【おっくる&Pt.Courage まで】自転車：42 分（11km）

自家用車： 16 分

おっくる&Pt.Courage（プティ・クラージュ） ○街
つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋選べるおせんべい

ショッピングセンター内のギフトと雑貨のお店。その一角にあるカフェなので、気軽に立ち寄れる。「海」「山」「街」

「バイク」など自家焙煎コーヒーのネーミングが楽しい。つゆひかりに合わせるお菓子が甘くないのも個性的。

▼

▼

▼

【茶と食 時どき茶まで】自転車：５分（１km）

自家用車：３分

茶と食 時どき茶 ○街
つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋ほうじ茶入り「感謝」どら焼き

名前のとおりお茶屋さんがめざした「日本茶と食の融合」。お茶と食材が“出逢った”カフェメニューが提供され

る。2021 年 12月にオープンのお店。店内のお茶商品は全て試飲が可能。

▼

▼

▼

【山カフェまで】自転車：39 分（7.6km）

自家用車：12 分



山カフェ（牧之原製茶） ○茶
つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋つゆひかりマフィン

御前崎市の最北端に位置するカフェ。サイクリングでは頑張りどころ。つゆひかりの粉末をふんだんに練り込んだ

マフィンは、毎年カフェで大好評。

▼

▼

▼

【天空茶園 ～Sky Tea Room～まで】自転車：５分（1.2km）

自家用車：４分

天空茶園 ～Sky Tea Room～（やまま満寿多園） ○茶
つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋つゆひかりようかん・つゆひか

りクッキー・つゆひかり茶あめ

2019 年の全国茶品評会で農林水産大臣賞を受賞したほか、数々の受賞

歴のある茶商の店舗。広い茶畑に囲まれた立地で、状況がよければ店前の茶

畑でつゆひかりのお茶摘み体験ができる。

※写真は春のイメージ

▼

▼

▼

【イタリアンジェラート・マーレまで】自転車 52 分（13.5km）

自家用車：18 分

イタリアンジェラート・マーレ ○海
つゆひかりカフェ提供メニュー：「つゆひかり」を使った「煎茶のジェラート」とつゆ

ひかり冷茶

「御前崎海鮮なぶら市場」内にあるお店。地元食材を使ったジェラートが並

び、なかでも「しらすジェラート」は開店当初からの人気。もちろんお茶のジェラ

ードも定番。

▼

▼

▼

【御前崎市観光案内所まで】自転車１分

自家用車：1分

GOAL 御前崎市観光協会 レンタサイクルの返却



各店情報

茶園エリアの参加店

地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売

つゆひかりカフェでの店名 山カフェ （つゆひかりカフェパンフレット No.1）

運営店名 牧之原製茶（株）

住所 御前崎市上朝比奈 3151-3

定休日 ５月 15 日はお休み

営業時間 9:00～11:30 13:00～16:00

電話 0537-87-2010

ホームページ https://makinoharaseicha.jp

内容

マフィンのしっとりした食感、絶妙な甘さが相性抜群！！

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋つゆひかりマフィン

御前崎市の最北端に位置するカフェ。毎年大好評のマフィンは、つゆひかりの粉末

をたっぷりと練り込んだ逸品です。新茶の季節に今年のつゆひかりと一緒にどうぞ！

駐車場 あり

画像データ

＜つゆひかりマフィン＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売

つゆひかりカフェでの店名 天空茶園 ～Sky Tea Room～ （つゆひかりカフェパンフレット No.2）

運営店名 （株）やまま満寿多園

住所 御前崎市上朝比奈 1687

定休日 ４月 24 日、５月８日、15日はお休み

営業時間 9:30～11:30 13:30～16:00

電話 0537-87-2056

ホームページ https://masudaen.com

内容

お茶の味の濃いようかんと、サクサクでクリーミーなクッキーは絶品

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋つゆひかりようかん・つゆひかりクッキ

ー・つゆひかり茶あめ

御前崎市の山方面、山の上、広大な茶園の中にある店舗です。美しい新芽の茶園で

新緑の風を感じ、つゆひかりをご賞味ください。店舗前の茶畑でつゆひかりの茶摘み

体験ができます（茶園の状況によります）。

駐車場 あり

画像データ

＜つゆひかりようかん、つゆひかりクッキー＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売

つゆひかりカフェでの店名 カフェ『大茶園』 （つゆひかりカフェパンフレット No.3）

運営店名 （有）マルタケ製茶

住所 御前崎市上朝比奈 300-3

定休日 -

営業時間 10:00～11:30 14:00～16:00 ※土日は電話での予約になります

電話 0537-87-2047

ホームページ https://www.marutake.co.jp

内容

米粉使用で小麦アレルギーの方でも美味しくいただけます

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶または冷茶＋選べるダックワーズ 緑

茶・ほうじ茶

朝比奈原の 360 度見渡す限りお茶畑に囲まれたカフェで、風景や工場からの茶

葉の香りもお楽しみいただけます。5 月は、天ぷら用の茶葉の生茶摘み体験も（体験

ご希望の方は電話で）。

駐車場 あり

画像データ

＜選べるダックワーズ 緑茶・ほうじ茶＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売

つゆひかりカフェでの店名 カフェやまあり （つゆひかりカフェパンフレット No.4）

運営店名 （株）山亜里製茶

住所 御前崎市新野 2689-1

定休日 ４月 24 日、５月１日～３日、６日、９日、10 日、15 日はお休み

営業時間 10:00～11:30

電話 0537-86-3221

ホームページ https://yamaari.com

内容

merikenko のつゆひかりミニマドレーヌと温茶

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋つゆひかりミニマドレーヌ

さわやかな新緑の季節。深呼吸してゆたかで美味しいお茶の時間を“新野”でお楽し

みください。お天気がよければ、外のお席もご用意します。

駐車場 あり

画像データ

＜つゆひかりミニマドレーヌ＞



まちなかエリアの参加店

地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：宿泊施設

つゆひかりカフェでの店名 合亀カフェ （つゆひかりカフェパンフレット No.5）

運営店名 割烹 合亀

住所 御前崎市合戸 335

定休日 不定休（日曜日は予約のみ）

営業時間 11:30～14:00、17:30～22:00

電話 0537-86-3022

ホームページ http://www.go-kame.com

内容

人気の自家製とろーりプリンとつゆひかりが期間限定でコラボ♪

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋つゆひかりの自家製とろーりプリン

創業より 150 年以上の歴史を刻む、割烹旅館合亀です。御前崎の美味しい食材

を使った料理と美味しいつゆひかりをご用意してお待ちしております。

駐車場 あり

画像データ

＜つゆひかりの自家製とろーりプリン＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売

つゆひかりカフェでの店名 まるよ茶屋 （つゆひかりカフェパンフレット No.6）

運営店名 まるよ茶屋

住所 御前崎市門屋 1950-2

定休日 水曜日定休（GW期間中の 5/4（水）は営業します）

営業時間 10:00～17:00（L.O16:30） ※土日祝のご予約受付はできません

電話 0120-04-6089

ホームページ https://maruyo-chaya.com

内容

葛川屋まっくんの「つゆひかり饅頭」とつゆひかり温茶

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋つゆひかり饅頭

おむすびランチやテイクアウト、かわいい雑貨にお菓子。まるよ茶屋ではお茶を通じ

てたくさんのメッセージを発信しています。芝庭で子どもたちが遊べて、ママも安心して

ランチができます。

駐車場 あり

備考 SHOP/9:00～18:00 Cafe・呈茶/10:00～17:00（L.O16:30）

画像データ

＜つゆひかり饅頭＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：公園

つゆひかりカフェでの店名 木育広場 -もくいくひろば- （つゆひかりカフェパンフレット No.7）

運営店名 （株）ユキトシ

住所 御前崎市池新田 3843-11

定休日 水曜・日曜休み 5/3～5 はお休み

営業時間 10:00～16:00

電話 0537-86-9051

ホームページ https://www.reform-yukitoshi.co.jp

内容

鹿児島産「紅はるか」を壺の中で 90分じっくり焼き上げた焼芋です

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶または冷茶＋冷やしつぼ焼芋

樹齢三百年の赤松無垢フローリングを敷き詰めた、天然木ショールームです。ツリ

ーハウス、すべり台、ボールプールで遊びながら、木の香りやぬくもりをお楽しみいただ

けます（無料で利用可能）。

※月火木金土は木育広場のご利用＋カフェに人数制限あり

駐車場 あり

画像データ

＜冷やしつぼ焼芋＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

つゆひかりカフェでの店名 カフェ ながしま （つゆひかりカフェパンフレット No.8）

運営店名 （有）ながしま茶園

住所 御前崎市池新田 2494-5

定休日 日曜日定休日 4/26、5/2、5/10 はお休み

営業時間 10:00～12:00 13:30～15:00

電話 0537-86-2525

ホームページ https://nagashima-saen.com

内容

まろやかなつゆひかりとバター味のラスクとのマリアージュをお楽しみ下さい

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶とつゆひかりラスク

つゆひかり新茶と当店オリジナル洋菓子「つゆひかりラスク」とのマリアージュをお楽し

みください。店内が狭い為、1 組ずつのご案内とさせていただきます。

駐車場 あり

画像データ

＜つゆひかりラスク＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

つゆひかりカフェでの店名 茶と食 時どき茶 （つゆひかりカフェパンフレット No.9）

運営店名 茶と食 時どき茶

住所 御前崎市池新田 5493-1

定休日 水・木曜日

営業時間 11:00～20:30（場合により 19:30）

電話 0537-54-0805

ホームページ https://www.chappaya.com

内容

当店のほうじ茶が生地に練り込まれた風味の良いどら焼きです

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋ほうじ茶入り『感謝』どら焼き

日本茶が好き、食べるのも好き。好きを融合して 2021 年 12 月にお店を OPEN。

店内の茶商品はその場で全て試飲ができます。「茶と食」をテーマにしたカフェメニ

ューも、仕切りのある半個室でお楽しみいただけます。

駐車場 あり

画像データ

＜ほうじ茶入り『感謝』どら焼き＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：子供用品

つゆひかりカフェでの店名
ベビー・キッズ用品専門店 Four leaf（フォーリーフ） （つゆひかりカフェパンフレット

No.10）

運営店名 Four leaf（本社：（株）オミプランテック）

住所 御前崎市池新田 5200-1（御前崎市門屋 374-1）

定休日 火曜日定休日（4/29～5/1、5/3～5/5、5/7、5/9～11 はお休み）

営業時間 10:00～16:00

電話 0537-28-7405（0537-29-8132）

ホームページ https://www.fourly.jp

内容

おいしい亀饅頭と一口おせんべいのセットをご用意してお待ちしております

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋亀饅頭と一口おせんべい

デイリーからお出かけまで揃うベビー・キッズ用品専門店です。誕生日のお祝い、

出産祝いなどギフト用品も取り揃えております。また、お子様が楽しめるキッズスペー

ス、大人がくつろげるカフェコーナーもあります。

駐車場 あり

画像データ

＜亀饅頭と一口おせんべい＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

つゆひかりカフェでの店名 おっくる&Pt.Courage （つゆひかりカフェパンフレット No.11）

運営店名 おっくる&Pt.Courage

住所 御前崎市池新田 5832-1 イオンタウン浜岡内

定休日 水曜日定休

営業時間 10:00～16:00

電話 0537-86-8015

ホームページ
http://shaddy.jp/

Instagram： okkuru_pt_courage

内容

5種類から選べるおせんべいとつゆひかり

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋選べるおせんべい

自家焙煎珈琲を販売、提供するカフェが店内にあるギフトと雑貨のお店です。キッ

ズスペースもありお買い物しながらくつろいでいただけます。母の日商品を多数取り揃

えていますのでぜひご来店ください。

駐車場 あり（イオンタウン浜岡）

画像データ

＜選べるおせんべい＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

つゆひかりカフェでの店名 なごみ茶屋 （つゆひかりカフェパンフレット No.12）

運営店名 砂丘魚政なごみ

住所 御前崎市池新田 9122-1

定休日 ４月 27 日～29 日、５月 11日～13日に営業します

営業時間 13:30～15:00 ※ランチタイム終了後のオープンとなります

電話 0537-85-2418

ホームページ
https://nagomi-hamaokasakyu.com/

Instagram nagomi_hamaokasakyu

内容

手作りあげたてのつゆひかりドーナッツとお茶を一緒に

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋あげたてつゆひかりドーナッツ

浜岡砂丘の目の前で、Cafe、BBQ、Camp 場、レンタルスペースなどをしています。

遠州夢咲牛を使用した「夢咲バーガー」が当店の人気商品です。

駐車場 あり（浜岡砂丘の市営駐車場）

画像データ

＜あげたてつゆひかりドーナッツ＞



海エリア（岬）の参加店

地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

つゆひかりカフェでの店名 イタリアンジェラート・マーレ （つゆひかりカフェパンフレット No.13）

運営店名 イタリアンジェラート・マーレ

住所 御前崎市港 6099-7

定休日 火曜定休（GW中は営業します） ５月 11 日（水）はお休み

営業時間 9:00～17:00

電話 0548-63-5963

ホームページ https://nabula.jp/restaurant

内容

御前崎の素材を使った手作りジェラートのお店です

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり冷茶+つゆひかりのジェラート

「つゆひかり」を使った「煎茶のジェラート」と、つゆひかり冷茶をお楽しみいただけま

す。混雑時にはお待ちいただく場合があります。

※GW中は混雑時によってお待ちいただく場合があります

駐車場 あり

画像データ

＜つゆひかりのジェラート＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

つゆひかりカフェでの店名 岬のつゆひかりカフェ八潮 （つゆひかりカフェパンフレット No.14）

運営店名 八潮珈琲

住所 御前崎市御前崎 1578

定休日 4/23、30、5/3～5/5、5/7 はお休み

営業時間 10:00～14:00

電話 0548-63-4282

ホームページ http://yashiom.jp

内容

いつもは珈琲＆生プリン。お茶との相性もきっと Good！

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶＋猫型フィナンシェ or 生プリン

灯台と海をのぞむ絶景カフェ。猫店長チャチャも待っています。周辺散歩でリフレッ

シュできます！御前崎ステッカーや猫、灯台、バイクのカトラリーレストなどオリジナル

商品も賑やかです！

駐車場 あり

画像データ

＜猫型フィナンシェ or 生プリン＞



浜松エリアの参加店

地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

つゆひかりカフェでの店名 杜のふう・信じるカフェ （つゆひかりカフェパンフレット No.15）

運営店名 杜のふう

住所 浜松市北区三ヶ日町津々崎 367-1

定休日
木曜定休日

つゆひかりカフェのご利用は 1日 3組限定、要予約

営業時間 15:00～16:30

電話 053-524-1077

ホームページ https://morinofuu.com

内容

浜松三ヶ日町の古民家風和風フレンチレストラン

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかりローズグリーンティー+つゆひかりデザートプ

レート

静かに流れる時の中で、お箸でいただく浜松市三ヶ日町の和風フレンチレストランで

す。つゆひかりローズグリーンティーとつゆひかりデザートプレートをお楽しみください。

駐車場 あり

備考 お店は 11:00～14:30／17:30～21:00

画像データ

＜つゆひかりデザートプレート＞



つゆひかりカフェ 2022 カレンダー

つゆひかりカフェ開催期間中は、通常の各店定休日とは異なる場合があります。

以下のカレンダーで参加店の最新スケジュールをご確認ください。

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=20spi00k8hnbmtdq9g21v0apdo%40group.calendar.

google.com&ctz=Asia%2FTokyo

地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売・飲食店

つゆひかりカフェでの店名 浜松の茶ッ葉屋 （つゆひかりカフェパンフレット No.16）

運営店名 店舗：茶ッ葉屋 茶工場：薗田製茶

住所 浜松市東区西塚町 313-4

定休日 火曜日・第 2水曜日定休日

営業時間 10:00～20:30（LO.19:30）

電話 053-411-7795

ホームページ https://www.chappaya.com

内容

当店のほうじ茶が生地に練り込まれた風味の良いどら焼きです

つゆひかりカフェ提供メニュー：つゆひかり温茶または冷茶＋ほうじ茶入り『感謝』どら

焼き

飲食をご希望のお客様は、茶葉販売の 1 階でお申し付けください。垣間見える茶

工場の階段を登り、2 階の「お茶屋の隠れ家」までご案内をさせていただきます。1 階

では気になる日本茶商品を全て試飲ができます。お気軽にお申し付けください。

駐車場 あり

画像データ

＜ほうじ茶入り『感謝』どら焼き＞

※茶と食 時どき茶（パンフレット No.9）と兼用



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。


