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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



【コース 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

コース詳細

（1 日目）

START 東名高速道路 掛川 IC

▼

▼

▼

【東山いっぷく処まで】 自家用車：25 分（12km）

※東名菊川 I.C.より約 20分

※新東名島田金谷 I.C.より約 20分

東山いっぷく処

茶農家を中心とする地元住民の会社「茶文字の里 東山」が運営する売店。お茶やお茶を使ったお菓子、地場

の野菜や加工品、手作り品などを販売する。粟ヶ岳の登り口にあり、登山者など来訪者の休憩やお土産購入、周

辺の情報収集の拠点となっている。

世界農業遺産「茶草場農法」実践農家から、伝統のお茶づくりについて話を聞きながら、お茶摘みとビューポイン

ト、粟ヶ岳山頂の茶草場テラスをめぐる体験セットも予約で提供している。

できること

①茶草場農法の新茶を試飲しながら購入できる。

②名物 茶文字まんじゅうやお茶羊羹、抹茶のかき氷などが味わえる。

③「茶摘み＋茶文字ビューポイント・茶草場テラスめぐり＋茶草場農法説明」セットを体験できる（要予約）

▼

▼

▼

【茶文字ビューポイント③まで】 自家用車：３分（1.2km）

地域 西部（掛川市）

コース概要

茶どころ掛川を満喫する 1泊 2日コース。

1 日目は山腹の「茶」文字が目を引く粟ヶ岳へ。麓の東山地区は世界農業遺産「静岡の茶草

場農法」の実践地。自然と共生した伝統農法のお茶づくりを楽しく知る 1 日。お泊りは茶の里

ならではの食と体験の宿へ。

2日目はお茶の楽しみ方を提案する茶商めぐり。美味しい淹れ方やお茶スイーツで、お茶に気

軽にふれる 1日。

対象 お茶ビギナー

ポイント

・粟ヶ岳の「茶文字」と茶畑の景観は茶どころ掛川の象徴。

・掛川深蒸し茶の代名詞、東山のお茶を味わえる。

・お茶摘み体験しながら世界農業遺産「静岡の茶草場農法」を学べる。

・美味しい掛川茶とお茶スイーツ三昧。



茶文字ビューポイント③

粟ヶ岳山腹にある大きな「茶」の文字（植林）を、きれいに眺められるビューポイント。

道沿いに 3 つのポイントがある。

世界農業遺産「静岡の茶草場農法」について説明看板がある。

できること

①茶文字の粟ヶ岳と茶畑の美しい風景を眺めることができる。

②「静岡の茶草場農法」について知ることができる。

▼

▼

▼

【粟ヶ岳世界農業遺産茶草場テラスまで】

自家用車：15 分（5.4km）

※茶文字ビューポイント③から

粟ヶ岳世界農業遺産 茶草場テラス

2019 年、粟ヶ岳山頂にオープンした施設で愛称は「かっぽしテラス」。“かっぽし”とは、茶草場から刈り取ったス

スキなどを干すために束ねたもので、茶草場テラスの建物もかっぽしの形を模している。見どころはテラスからの眺

望。山麓の広大な茶畑はもちろん、天気がよければ富士山、伊豆半島、駿河湾や南アルプスなどが一望できる。

この景色を眺めるように建物下に栄西禅師が鎮座する。

できること

①美しい景色を見ることができる。

②併設カフェでは地元食材を使った人気の「かっぽしランチ」（数量限定）が味わえる。

③抹茶かき氷、お茶ソフトクリームも好評。

▼

▼

▼

【旅ノ舎まで】 自家用車：18 分（8.4km）

体験型古民家宿 旅ノ舎

元お茶農家の古民家を改装し、2018 年にオープンした農家民宿。茶の里ならではの体験を楽しめるお宿となっ

ており、年間通じてお茶に関係する体験をご案内する。特に 4月下旬から 5月初旬の新茶シーズンには、新茶の

手摘みの他、綺麗に整備された茶畑周辺に自生する蕨やふき、ヨモギなどの山菜摘みを体験し、摘んだ茶葉や山

菜は天ぷらや和え物などとして夕食時にお料理提供と、お茶づくしの 1日を過ごすことができる。

できること

①お茶摘み体験をメインに茶の里ならではの体験ができる。

②夕食にはお茶っ葉を使ったお料理も体験。



(2 日目)

体験型古民家宿 旅ノ舎

▼

▼

▼

【茶の庭まで】 自家用車：16 分（11km）

茶の庭

お茶とスイーツのショップ＆カフェ。店舗は目の前に広がる茶畑の四季を眺めながら、おいしいお茶を味わえるゆ

とりと癒しの空間。お天気の良い日は、テラス席で小さな茶畑を吹き抜けてくる風を感じながらお茶するのも心地い

い。おすすめのお茶「玉露うららか」は掛川産の深蒸し玉露。希少品種つゆひかりの茶葉を使い、一日かけて甘み

や旨みを抽出するため、数量限定で提供する。

できること

① 茶やオリジナルスイーツが購入できる。

② テラス・カフェスペースでお茶とスイーツが楽しめる。テイクアウトも実施。

▼

▼

▼

【日本茶きみくら本店まで】 自家用車：４分（２km）

日本茶きみくら本店

静岡県内に３店舗を構える日本茶専門店。本店は 1階が売店で、お茶、茶道具、お菓子などたくさんの商品が

並ぶ。２階の茶寮では日本庭園を眺めながら、ランチやお茶と抹茶スイーツが楽しめる。

できること

①新茶やお茶スイーツなどが購入できる。

②茶寮では「きみくら」の名を冠した数種のお茶やお茶を使った食事、スイーツなどが楽しめる。

▼

▼

▼

【掛川花鳥園まで】 自家用車：５分（2.1km）

掛川花鳥園

ハシビロコウの「ふたば」が人気！花と鳥とのふれあいが楽しめるテーマパーク。園内「フードカフェ・ハナハナ」は

鳥たちをモチーフにした可愛いメニューが人気。「掛川茶アートラテ」は、掛川産深蒸し茶とミルクの濃厚な味わい、

なかに抹茶ゼリーが入っている。

できること

①人気の「ふたば」をはじめたくさんの鳥とお花に癒される。

②「フードカフェ・ハナハナ」で鳥をモチーフにした「掛川茶アートラテ」やお茶ソフトクリームを味わえる。

③園内売店で、掛川産のお茶やお茶を使用したお菓子の土産物などを購入できる。



▼

▼

▼

【茶の蔵かねもまで】 自家用車：５分（２km）

茶の蔵かねも

1872 年（明治 5年）創業のお茶屋。日本で初めて窒素充填缶詰茶を商品化。現在では有機栽培茶の販売に

力をいれている。店頭にはお茶の時間をより楽しむための良質な急須が並ぶ。

2019 年、お茶の美味しい淹れ方を学びながら喫茶を楽しめる茶室「清庵」をオープンした。

できること

①「清庵」で淹れ方を学びつつ、煎茶又は玉露を楽しめる（お菓子付き・有料／要予約）。

②自社有機無農薬農園の煎茶微粉末を使用したお菓子が購入できる。無農薬濃厚玉露チョコレート「みどりの恋

人」、和三盆糖干菓子「茶の花」、クッキー「ル・ヴェール緑」など。

③お茶を楽しむための急須をアドバイスとともに購入できる。常滑焼急須、万古焼急須など。

▼

▼

▼

【東名掛川 IC までの交通】 自家用車：５分（１km）

GOAL 東名高速道路 掛川 IC



各店情報

地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：観光施設

施設・店舗名 東山いっぷく処

住所 〒436-0001 静岡県掛川市東山 1169

定休日 水曜日（祝日の場合は翌日）

営業時間 9：00～16：00

電話 0537-27-2266

ホームページ http://www.higashiyamacha.jp/

内容

《体験》

〇「茶摘み＋茶文字ビューポイント・茶草場テラスめぐり＋茶草場農法説明」セット

料金：おひとり 2000 円。

予約：２日前までに電話にて予約。※茶の芽伸びの状況等で体験できない場合もある。

《販売》

・東山の新茶。

・「茶文字まんじゅう」

生地に東山茶を使い、「茶」の焼き印。こしあんとつぶあんがある。

・「緑茶ようかん」にも東山のお茶を使用。

・抹茶のかき氷も人気。

駐車場 あり

画像データ

＜いっぷく処の呈茶＞ ＜東山茶と茶文字まんじゅう＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：観光施設

施設・店舗名 粟ヶ岳世界農業遺産茶草場テラス

住所 〒436-0001 静岡県掛川市東山 1051

定休日
月曜定休 ※雨天の場合お休み。

※「パノラマテラス」、「グラステラス」、「スカイテラス」、トイレは常時ご利用可。

営業時間 10：00～16：00

電話 0537-27-0845

ホームページ higashiyamacha.jp

内容

《カフェ》

○「かっぽしランチ」

地元食材を使ったランチメニュー。かっぽしテラスの形（コップをふせたような円柱形）をかたど

ったご飯がポイント。

○抹茶のかき氷とお茶ソフトクリーム

○テラスからの眺望

粟ヶ岳山腹に広がる茶畑の風景。天気がよければ富士山、南アルプス、駿河湾、伊豆半島ま

で見渡せる。

駐車場 あり ふもと普通車約 30 台、山頂普通車約 50 台

備考

※注 山頂までの道路は道幅が狭く、すれ違いが困難なため、粟ヶ岳ふもとから山頂まで約１

時間のハイキング登頂にご協力ください。

※ゴールデンウィークは山頂までの車の通行規制を実施。一方通行となるため、現地での指示

に従ってください。

画像データ

＜かっぽしテラス＞ ＜テラスからの眺望＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：宿泊施設

施設・店舗名 体験型古民家宿 旅ノ舎

住所 〒436-0009 静岡県掛川市大野 1708

定休日 なし

営業時間
チェックイン：15:00～18:00 の間 チェックアウト：10:00

※体験については、滞在中に希望を聞いてご案内する。

電話 0537-54-1464

ホームページ http://www.tabinoya-oldjapanese.com

内容

○お茶摘み体験付き宿泊

宿泊形態：1 泊 2食付き＋体験（農家民宿）

宿泊料金：1 泊夕朝食付 14,800 円～（体験付/送迎付）

体験期間：当地お茶シーズンに応じて。今年の 1番茶は 5月 20日頃までを予定。

※お茶摘みができない場合は手揉みや淹れ方体験、茶団子づくり等別の

お茶に関係する体験をご案内する。

駐車場 あり

画像データ

＜お茶摘み体験＞ ＜茶畑＞

＜茶の里ランチ＞



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 佐々木製茶（株）茶の庭

住所 〒436-0012 静岡県掛川市上内田 389-1

定休日 水曜日 ※５月４日は営業します。

営業時間 10：00～18：00

電話 0537-28-7077

ホームページ https//chanoniwa.com

内容

《カフェ》

・店舗は目の前に広がる茶畑の四季を眺めながら、おいしいお茶を味わえるゆとりと癒しの

空間。店内席とテラス席がある。

・「玉露うららか」は掛川産の深蒸し玉露。希少品種つゆひかりの茶葉を使い、一日かけて

甘みや旨みを抽出するため、数量限定で提供する。

・オリジナルスイーツとドリンクメニューもテラス・カフェスペースで楽しめる。テイクアウトも実

施している。

《販売》

・新茶やカフェのテイクアウトメニューでお茶ドリンクやオリジナルスイーツが購入できる。

画像データ ＜テラス席＞ ＜外観＞

＜玉露うららか＞



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 日本茶きみくら本店

住所 〒436-0016 静岡県掛川市板沢 510-5

定休日 火曜日 ※5月 3日は営業します。

営業時間 10:00～18:00（茶寮 LO17:30）

電話 0537-24-6008

ホームページ https://kimikura.jp/honten/

内容

静岡県内に３店舗を構える日本茶専門店。静岡県産を中心に全国各地のお茶を扱う。

《カフェ》

本店２階「茶寮」では、日本庭園を眺めながら、ランチやお茶、抹茶スイーツが楽しめる。

《販売》

本店１階売店には、お茶、茶道具、お菓子などたくさんの商品が並ぶ。

駐車場 あり

画像データ
＜外観＞ ＜店内＞

＜抹茶づくし＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：観光施設

施設・店舗名 掛川花鳥園

住所 〒436-0024 静岡県掛川市南西郷 1517

定休日
第 2・第 4木曜日（祝日及び繁忙期を除く）

※世界お茶まつり期間中は 5月 12 日（木）のみお休み。

営業時間
9：00～16：30 （最終入園 16：00）

GW は HP で確認

電話 0537-62-6363

ホームページ https://k-hana-tori.com

内容

《カフェ》

・掛川茶と掛川花鳥園の鳥のコラボレーション。掛川産深蒸し茶とミルクの濃厚な味わい

で、抹茶ゼリーが入っている「掛川茶アートラテ」450 円を提供する。提供場所はフードカフ

ェ「ハナハナ」。

・園内では、掛川市内のお茶を販売。また、お茶ソフトクリームやお茶を使用したお菓子の土

産物等も販売。

・掛川花鳥園では、一年を通して鳥のふれあいイベントを実施。１日３回開催されるバードシ

ョー（観覧無料）、1日３回開催される鳥を腕に乗せる「乗せてみよう」体験（300円）、各エリ

アでの鳥のエサやりふれあい体験（100 円～）がある。屋内開催がメインの為、天候気候に

関係なく楽しめる。園内に咲き誇る花々も見どころ。

画像データ

＜施設内＞ ＜もふもふラテアート（掛川茶）＞



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 茶の蔵かねも

住所 〒436-0079 静岡県掛川市掛川 70

定休日
日・月曜日

※5月中は無休

営業時間
9：00〜18：00 （季節により 17：00 閉店あり）

茶室「清庵」10：00～18：00

電話 0537-22-3145

ホームページ https://www.kanemo.co.jp

内容

《体験》

・茶室「清庵」で、煎茶、又は玉露の淹れ方体験ができる（要予約）。喫茶料金が必要。

茶菓子の種類により 715～935 円（税込）。ただし、４月 26 日～５月 31 日はクッキー

（715 円税込）のみとなる。

《販売》

・自社有機無農薬農園の煎茶微粉末を使用したお菓子が購入できる。無農薬濃厚玉露

チョコレート「みどりの恋人」、和三盆糖干菓子「茶の花」、クッキー「ル・ヴェール緑」な

ど。

・お茶を楽しむための急須をアドバイスとともに購入できる。常滑焼急須、万古焼急須な

ど。

駐車場 あり

画像データ

＜外観＞ ＜お茶淹れ＞



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。


