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【コース 14】 遠州三山と門前のお茶めぐりコース

コース詳細

START 東名高速 掛川 IC

▼

▼

▼

【法多山尊永寺まで】 自家用車： 15 分（10km）

法多山 尊永寺

神亀2年（725年）聖武天皇の勅命により行基が開山した名刹。ご本尊の正観世音菩薩は厄除開運のご利益に

霊験あらたかとされ、厄除観音とも呼ばれている。仁王門（国指定重要文化財）をくぐり、境内を歩けば、初夏は新

緑、夏はあじさいやホタル、秋は紅葉、春は桜と四季折々の自然が迎えてくれる。

本堂でご本尊に参拝したあとは、江戸時代より伝わる法多山名物の厄除だんごで一服休憩してみては。季節に合

わせた期間限定デザインの御朱印帳や、たくさんの柄から選べるお守りも、参拝のよい記念になる。

門前ごりやくカフェ（法多山）

法多山ごりやくカフェは、法多山尊永寺もんぜんどおりにあるカフェ。法多山住職監修のオリジナルブレンドコーヒー

「JUNO-BLEND」をマドレーヌや季節の焼き菓子と共に楽しめる。新茶時期には新作スイーツ「新茶のパウンドケーキ」

が登場。この時期だけの爽やかな香りと味を体験してほしい。

できること

①新茶のパウンドケーキが食べられる。

▼

▼

▼

【遠州中央農業協同組合 香りの丘茶ピアまで】

自家用車： 7分（４km）

遠州中央農業協同組合 香りの丘茶ピア

「香りの丘 茶ピア」はお茶処”静岡”の歴史に培われた、お茶とその文化を見て、知って、体験できる、本格的茶

処体験施設です。茶室、直売所、農場、手揉み体験ができる研修所、展望台などがある。新茶の時期には茶摘み

体験を行う。

できること

①新茶の手摘みを体験できる。

②磐田、袋井、森、春野、天竜、産地別に仕上げ新茶を購入できる。

地域 西部（袋井市）

コース概要 遠州の古刹をめぐり、心穏やかに 1日を過ごすコース。途中の休憩にはお茶のスイーツを。

対象 お茶ビギナー

ポイント

・茶ピアでお茶摘みを体験できる。

・花の美しさにも癒される。法多山では藤、可睡斎ではぼたんが見頃。茶ピアの茶畑の新芽も

輝く美しさ。

・5 月 5日は油山寺の栄西禅師立像前にて献茶式が行われ、見学できる。



▼

▼

▼

【可睡斎まで】自家用車：17 分（8.1km）

可睡斎

応永８年（1401 年）に如仲天誾禅師が開山した 600年の歴史を刻む名刹。徳川家康との故事により「可睡斎」と

称され、秋葉の火伏として信仰を集める秋葉総本殿三尺坊大権現を祀る禅道場。精進料理を頂いたり、写経や坐

禅の体験もできる。体験には予約が必要な場合もあるので事前にお問い合わせを。

時間があれば、寺院内の拝観（有料）をするのがおすすめ。ご本尊様である聖観世音菩薩が祀られている本堂、

国の有形登録文化財となっている瑞龍閣、昭和 12 年に完成した日本一と謳われる大東司（トイレ）など、多くの見ど

ころがある。

4月中旬～5月初旬にはぼたん苑（有料）も開苑。3,000 坪の敷地内に約 150種 2,000 株の色とりどりのぼたん

が咲き誇る様子を一目見ようと、毎年たくさんの人で賑わう。

じぇらーとげんき

1993年に静岡茶をもっと普及させる目的で、禅寺の門前に小さなお茶のアンテナショップをオープン。お茶の楽し

み方の一つとして、こだわりの抹茶ジェラートを研鑽し、徐々に地元の四季折々の恵み（マスクメロン・紅ほっぺ苺・い

ちじく・栗・とうもろこし 等々）を取り入れたジェラートを販売し、評判になる。

できること

①遠州地域産の煎茶（新茶）、天竜 山の抹茶、炭火ほうじ茶、紅茶を使ったジェラートが味わえる。

▼

▼

▼

【油山寺まで】 自家用車：５分（３km）

目の霊山 油山寺（めのれいざん ゆさんじ）

目の霊山 油山寺は、大宝元年（701 年）行基開山の真言宗のお寺。境内の豊かな自然の中に、掛川城から移

築された山門、源頼朝が建立した三重塔など、国から重要文化財の指定を受けた歴史的建築物が点在、1,000 本

を超えるモミジの新緑は一見の価値がある。眼病平癒のお寺として信仰され、参拝客が後をたたない。

お茶好きさんならぜひ足を運びたいのが、高さ10m・国内最大級の栄西禅師像。中国から日本にお茶を伝えた栄

西禅師の功績を称え、茶業の繁栄を祈り、5月と 11月には献茶式が執り行われる。次回は令和4年5月5日の 9

時 30分から開催され、一般の方も見学できる。 ※詳しくは油山寺までお問い合わせを。

▼

▼

▼

【東名高速 袋井 IC まで】 自家用車：12 分（5.4km）

GOAL 東名高速 袋井 IC



各店情報

地域：西部 新茶フェア：エントリー外 種別：寺院

施設・店舗名 厄除観音 法多山 尊永寺

住所 〒437-0032 静岡県袋井市豊沢 2777

定休日 無休

拝観料 無料

営業時間
開門時間：8時 30分～16時 30分

※だんご茶屋は 8時～16 時 30分(お土産販売は～17時)

電話 0538-43-3601

ホームページ https://www.hattasan.or.jp/

内容

神亀 2年（725 年）聖武天皇の勅命により行基が開山した名刹。

ご本尊の正観世音菩薩は厄除開運のご利益に霊験あらたかとされ、厄除観音とも呼ば

れている。仁王門（国指定重要文化財）をくぐり、境内を歩けば、初夏は新緑、夏はあじさい

やホタル、秋は紅葉、春は桜と四季折々の自然が迎えてくれる。

本堂でご本尊に参拝したあとは、江戸時代より伝わる法多山名物の厄除だんごで一服

休憩してみては。季節に合わせた期間限定デザインの御朱印帳や、たくさんの柄から選べ

るお守りも、参拝のよい記念になるはず。

備考 駐車場： なし（近隣の有料駐車場をご利用ください）

画像データ
＜山門＞ ＜境内＞

＜厄除だんご＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

施設・店舗名 門前ごりやくカフェ（法多山）

住所 〒437-0032 静岡県袋井市豊沢 2696-1（法多山もんぜんどおり内）

定休日 火・水・木曜日

営業時間 金・土・日・月曜日・祝日 10:00～16:00

電話 0538-24-7666

ホームページ https://www.hattasan.or.jp/monzen-cafe/index.html

内容

○新茶のパウンドケーキ

法多山ごりやくカフェは、法多山尊永寺もんぜんどおりにあるカフェ。法多山住職監修のオ

リジナルブレンドコーヒー「JUNO-BLEND」をマドレーヌや季節の焼き菓子と共に楽しめる。

新茶時期には新作スイーツ「新茶のパウンドケーキ」が登場。この時期だけの爽やかな香り

と味を体験してほしい。 ※お席の予約は不可。

駐車場 なし（近隣の有料駐車場をご利用ください。）

画像データ

＜外観＞



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 遠州中央農業協同組合 香りの丘茶ピア

住所 〒437-8691 静岡県袋井市岡崎 7157-1

定休日
茶ピア直売所 火曜日

茶室「茶遊庵」 月～金曜日（休止中）

営業時間
茶ピア直売所 9：00〜16：30

お茶摘み体験（40 分間）10：00、11：00、14：00、15：00

電話 0538-44-1900

ホームページ https://jaenchu.ja-shizuoka.or.jp

内容

○5産地の新茶販売

・管内 5産地（磐田、袋井、森、春野、天竜）のお茶を産地別に仕上げ販売。

○新茶手摘み体験

ゴールデンウィーク期間中に施設内茶園で開催。（実施日詳細は予約時に確認）

受付時間：（1）10:00／（2）11:00／（3）14:00／（4）15:00

所要時間：40 分

料 金：1,000 円（税込）

予 約：電話での予約が必要

申 込 み：0538-44-1900

《注意事項等》

・体験人数に制限あり。

・雨天中止の場合もあり。

・新型コロナ感染拡大防止のため、今年は茶娘衣装の貸出は行わない。

・詳細については、下記へお問い合わせを。

お問い合わせ・お申し込み

電 話：0538-44-1900

ファックス：0538-44-1910

メ ー ル：CHAPIA@enchu.ja-shizuoka.or.jp

駐車場 あり

備考 お抹茶のお茶席体験はコロナ禍のため休止している。

画像データ

＜新茶手摘み体験 1（イメージ）＞ ＜新茶摘み体験 2（イメージ）＞



地域：西部 新茶フェア：エントリー外 種別：寺院

施設・店舗名 秋葉総本殿 可睡斎（かすいさい）

住所 〒437-0061 静岡県袋井市久能 2915-1

お休み 無休

拝観料 境内無料、寺院内の拝観：５００円

開門時間 8:00～17:00

電話 0538-42-2121

ホームページ https://www.kasuisai.or.jp/

内容

○ぼたん苑（4月中旬～5月初旬）

入苑料：大人 500 円（小学生以下無料）

開苑時間：8:00～17:00

駐車場 あり

画像データ

＜本堂＞ ＜大東司＞



地域：西部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

施設・店舗名 じぇらーと げんき

住所
〒437-0061 静岡県袋井市久能 2952-1

禅寺・可睡斎（かすいさい）門前

定休日
水・木曜日

※５月４、５日は祝日のため営業し、５月６日が休み

駐車場 あり（店舗東隣に 10 台）

営業時間 10：00～17：00

電話 0538-43-7766

ホームページ https://www.genki-jp.com/

内容

○お茶のジェラート各種販売

遠州地域産の煎茶（新茶）がおすすめ。ほかにも天竜 山の抹茶、炭火ほうじ茶、紅

茶を使ったジェラートがある。選りすぐった食材を使用し、ひとつひとつ職人が手作りして

いる。価格は 430 円～。

○お茶の焼菓子販売

社会福祉法人 明和会「メイちゃんのパン工房」の焼き菓子も店頭販売。ジェラート同

様、遠州の煎茶（新茶）、天竜 山の抹茶、炭火ほうじ茶、紅茶を使用したお菓子。

駐車場 あり

画像データ

＜外観＞ ＜ジェラート集合＞



地域：西部 新茶フェア：エントリー外 種別：寺院

施設・店舗名 目の霊山 油山寺（めのれいざん ゆさんじ）

住所 〒437-0011 静岡県袋井市村松 1

お休み 無休

拝観料 境内拝観は無料。方丈、宝生殿、書院の拝観は大人１名 300 円（中学生以下は無料）

開門時間 8:00～17:00

電話 0538-42-3633

ホームページ https://yusanji.jp/

内容
拝観料：境内拝観は無料。方丈、宝生殿、書院の拝観は大人１名 300 円（中学生以下

は無料）

駐車場 あり（無料 200 台）

画像データ

＜山門＞ ＜三重塔＞ ＜栄西禅師像＞



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。


