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【コース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

コース詳細

START JR 沼津駅

▼

▼

▼

【江原素六先生記念公園まで】 バス：15 分＋徒歩：１分（４km）

駿河台・愛鷹運動公園線 あしたか運動公園行き（リコー通り・江原公園・駿河台 経由） 「沼津

駅北口」バス停→「高砂町北」バス停

自家用車：13 分

江原素六先生記念公園

沼津の教育や茶業の発展に大きく貢献した江原素六を顕彰する公園。広い

茶畑を背景に素六の銅像がそびえ立つ。高台にあり、沼津市街の眺望もいい。

※公園内に駐車場あり

▼

▼

▼

【沼津市明治史料館まで】 バス：3 分+徒歩：7 分（2.1km）

駿河台・愛鷹運動公園線 沼津駅南口行き（駿河台・江原公園・沼津駅北口 経由）「高砂町

北」バス停→「久保」バス停

自家用車：３分 徒歩：18 分

沼津市明治史料館

郷土の偉人江原素六と静岡徳川藩の藩校沼津兵学校についての展示を中心に、沼津の近代化の歩みを紹介

する博物館。今年は、江原素六生誕180周年・没後 100周年にあたり、記念特別展「素六が翔ぶ 江原素六の生

涯と功績」を開催中（５月 29日まで）。

愛鷹山払い下げやお茶の海外輸出など、素六が尽力した沼津の茶業発展に関わる資料等も展示される。

できること

①徳川慶喜直筆の「積信社」（素六が立ち上げた茶輸出の会社）扁額が観られる。

②江原素六のデスマスクなど、ここならではの貴重な史料が観覧できる。

▼

▼

▼

【和カフェ六花まで】 バス：３分+徒歩：５分（1.1km）

沼津駅南口（江原公園 経由）行き 「明治史料館」バス停→「寿町」バス停

自家用車：5分 徒歩：14 分

地域 東部（沼津市）

コース概要
渋沢栄一と同時代に沼津の教育・政治の分野で活躍した江原素六。

沼津の茶業発展に大きく寄与した素六ゆかりの地をめぐり、その功績を知るコース。

対象 お茶マニア

ポイント
・今年は江原素六の生誕180周年、没後100周年。明治史料館の特別展がみどころ。

・ＪＡふじ伊豆 緑茶館ぬまづでは「沼津茶 プレミアム素六」を購入できる。



和カフェ 六花

1936 年創立の老舗「大田呉服店」が、着物や祝い事だけでなく、食を通しても日本の伝統文化を伝えていきたい

と始めた和カフェ。品種や茶種も多彩なお茶やお茶を使った甘味、数量限定のランチなどメニューも豊富。

また、「体験型カフェ」として茶道体験なども行っている。

できること

①ランチの食材に新茶を使用。新芽天ぷらがいただける。

②ドリンクメニューとしても新茶が登場。

③茶道体験ができる。

▼

▼

▼

【ＪＡふじ伊豆 緑茶館ぬまづまで】 バス：33 分（4.2km）

沼津駅南口行き 「寿町」バス停→「沼津駅南口」バス停…徒歩 1

分…江梨行き 「沼津駅」バス停→「馬場」バス停

自家用車：15 分

寄り道スポット

・愛昌園

・静香園

ＪＡふじ伊豆 緑茶館ぬまづ

ＪＡふじ伊豆が運営する販売店。沼津産のお茶や地場産品を販売している。沼津茶の礎を築いた江原素六の名

を冠した「沼津茶 プレミアム素六」を５月２日より販売予定。

「プレミアム素六」は4月中に採れる若い芽の中から、成分分析により一定の基準をクリアした茶葉のみを使用した

高級茶。

できること

①「沼津茶 プレミアム素六」を購入できる。

▼

▼

▼

【JR 沼津駅まで】 バス：33 分（2.5km）

沼津駅行き 「馬場」バス停→「沼津駅」バス停

自家用車：10 分

寄り道スポット

・ノリさんのカキ氷

・沼津みなと新鮮館内マ

ルニ茶業

GOAL JR 沼津駅



各店情報

地域：東部 新茶フェア：エントリー外 種別：資料館

施設・店舗名 沼津市明治史料館

住所 〒410-0051 沼津市西熊堂 372-1

定休日

月曜日（祝日の場合は開館）、祝日の翌日（土曜日・日曜日を除く）

年末年始（12 月 29日～1月 3日）、毎月最終平日（職員出勤）

※世界お茶まつり期間中のお休みは 5月 2、6、9 日

営業時間 9：00～16：30

電話 055-923-3335

ホームページ https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/shisetsu/meiji/index.htm

内容

郷土の偉人江原素六と静岡徳川藩の藩校沼津兵学校についての展示を中心に、沼津

の近代化の歩みを紹介する博物館。

○江原素六生誕 180周年・没後 100 周年記念特別展

「素六が翔ぶ 江原素六の生涯と功績」

開催日程：２月 11日（金）～５月 29 日（日）

会 場：明治史料館３階展示室

みどころ

・素六が立ち上げた茶輸出の会社「積信社」の扁額（徳川慶喜直筆）。

・江原素六のデスマスクなど。

【観覧料】

大人 200 円 小人 100 円（市内の小・中学生は無料） ※特別企画展含む

駐車場 あり

画像データ

＜明治史料館外観＞ ＜展示風景＞



画像データ

＜企画展チラシ表＞ ＜企画展チラシ裏＞



地域：東部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

施設・店舗名 和カフェ 六花（りっか）

住所 〒410-0043 静岡県沼津市柳町 3-51

定休日 火曜日

営業時間 11：30～15：00

電話 055-922-6086

ホームページ https://rikka-ota.com

内容

・新茶をランチメニュー（新茶の新芽天ぷら）の食材として使用。

・新茶をドリンクメニューとして提供。

・茶道体験（約 45 分）

※できれば 1週間前までに予約。予約無しの場合、予約優先でご案内する。

駐車場 あり

画像データ

＜新茶の新芽天ぷら（イメージ）＞ ＜茶道体験＞



地域：東部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売店

施設・店舗名 ＪＡふじ伊豆 緑茶館ぬまづ

住所 沼津市下香貫字上障子 415-1

定休日
土・日・祝日（5月の土曜日は営業します）

※GW中 ５月１日～６日は営業します。

営業時間 9:00～16:00

電話 055-932-7879

ホームページ https://www.ja-fujiizu.or.jp/

内容

沼津茶、特産品を使用した加工品などを販売する店舗。

沼津茶「素六」を５月２日から販売。

なかでも「プレミアム素六」はぬまづ茶の４月中に採れる若い芽の中から、成分分析により一

定の基準をクリアした茶葉のみを使用した高級茶です。

駐車場 あり

画像データ

＜沼津茶プレミアム素六＞ ＜ＪＡふじ伊豆 緑茶館ぬまづ外観＞



プラスしてもっと楽しむ 寄り道スポット

・愛昌園茶舗（新茶フェア：パートナー店）

オリジナルの大福「濃い茶大福 あしたか・ほうじ」を販売。

1個￥180（税込）1日限定各 30個。※どうしても入手したい場合は、電話での予約がおすすめ。

愛昌園の隠れた人気商品でお茶の味が濃厚なオリジナルの生クリーム大福。

自園栽培の茶葉をまるごと微粉末にし、お餅部分とあんこの中の生クリームに使用している（外側から、お餅、あんこ、

お茶生クリームの 3重構造）。

住 所：〒410－0303 静岡県沼津市西椎路 894

定 休 日：不定休 ※5/1～15 は休みなく営業

駐 車 場：あり

営業時間：9:00～18:00

電 話：055-966-3055

ホームページ：aishoen.jp

＜濃い茶大福 あしたか・ほうじ＞



・株式会社 静香園（お茶の静香園）（新茶フェア：パートナー店）

「深蒸し茶」の専門店で、「水出し茶」としても飲めるお茶を各種取り揃えている。また「お茶屋さんがつくった入浴茶」

も販売。無添加、お茶の葉だけで作った入浴剤で、見た目は大きなお茶パック。お湯に浸して軽く揉んで使用する。中

身はお茶だけなので、お子さんがうっかり飲んでも安心。自然志向の方に好評。ちょっと贅沢な癒しグッズとしてプレゼ

ントにもおすすめ。自然なお茶の香り。

新茶販売。店頭の「囲炉裏」での新茶試飲サービスがある（コロナの状況により中止の場合有り）。

住 所：〒410-0311 静岡県沼津市原町中 1-10-8

定 休 日：日曜日・祭日（都合により変更有り）

※４月 29 日から５月４日までは休みなし。５月５日は休み。そのあとは日曜日・祭日が休み。

営業時間：8：30～17：30（都合により変更有り）

駐 車 場：あり

電 話： 055-966-6600

ホームページ： https://www.seikoen.net/

＜外観＞ ＜囲炉裏＞

＜入浴茶パッケージ＞ ＜入浴茶使用例＞



・ノリさんのカキ氷（新茶フェア：パートナー店）

・沼津産の抹茶を使った濃厚な抹茶ソースと藤枝産のほうじ茶のジュレをトッピングしたカキ氷を販売。

・独自の製法で、持ち帰りに適したカキ氷、「アイスノリペチーノ」を販売している。常温で 1時間程度 OK。

・アンティークのカキ氷機で、抹茶のカキ氷を作る体験ができる（体験料 1000 円。要予約。予約は電話で

090-3953-3848、オーナー・秋山さんまで）。

住 所：静岡県沼津市大門町 17

定 休 日：不定休。イベント出店などで店舗営業がお休みの場合もあるので、

電話、facebook などで確認のうえ来店を。

営業時間：12：00～19：00

駐 車 場：あり

電 話： 090-3953-3848（秋山）

ホームページ： https://www.facebook.com/norippechino

＜アンティークカキ氷機体験＞

https://www.facebook.com/norippechino


・沼津みなと新鮮館内 マルニ茶業（新茶フェア：パートナー店）

マルニ茶業ブランド名 愛鷹茶は４月下旬より６月中旬までの間、新茶に入れ替わり販売中。愛鷹茶（粉茶）を抹茶

と共に練り込んだソフトクリームも人気の一品。

住 所：〒410-0845 静岡県沼津市千本港町 128-1

定 休 日：第 2・第 4火曜日

営業時間：9：00～16：00（季節により変動有り）

駐 車 場：あり

電 話： 055-943-7676

ホームページ： https://www.ashitakacha.co.jp/

＜店内＞ ＜新茶＞

＜抹茶ソフトクリーム＞



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。


