
【コース３】

大迫力の富士山とお茶を楽しむコース



【コース３】 大迫力の富士山とお茶を楽しむコース

コース詳細

START 東名高速 富士 IC

▼

▼

▼

【佐野製茶所まで】 自家用車：10 分（5.6km）

佐野製茶所

富士山の眺望で有名な岩本山公園にほど近い場所に茶工場がある茶生産者。富士山を望み、自社の茶畑に囲

まれた工場に併設したサロンでは、カフェメニューの提供と自社商品などの販売を行っている。

できること

①富士山と茶畑を眺めるサロンでお茶が飲める。おすすめは最高級煎茶「寒冷紗」。

②ほうろくとアルコールランプを使った抹茶玄米茶づくりなど体験型カフェメニューが楽しい。

③社長自らがパッケージをデザインしたお茶オリジナル商品を購入できる。

▼

▼

▼

【大淵笹場まで】 自家用車：18 分（9.3km）

大淵笹場

電線の入らない茶園越しの富士山撮影ポイントとして、企業のコマーシャルやポスターなどにも使われ、国内外か

ら観光客が訪れる場所。静岡らしい、静岡にしかない絶景を見ることができる。

できること

①静岡ならではの「富士山と茶畑」の絶景を堪能できる。

▼

▼

▼

【あさぎりお茶工房 富士園まで】

自家用車：36 分（31km）

寄り道スポット

・富士山本宮浅間大社

・静岡県富士山世界遺産センター

・荻野製茶

地域 東部（富士市、富士宮市）

コース概要
静岡県が誇る日本一、お茶と富士山を同時に体感できる。

茶畑と富士山の景色を楽しみ、富士山の土と水で育ったお茶を味わう、ザ・静岡コース。

対象 お茶ビギナー

ポイント

・茶畑と富士山の絶景に出会える。

・富士山麓の自然環境で育まれたお茶を味わえる。

・富士山世界遺産センター、富士浅間大社にも立ち寄って「世界文化遺産・富士山」の魅力に

触れてみて。



あさぎりお茶工房 富士園

あさぎりフードパーク内にある。富士山の南麓にある茶畑で、減農薬・有機質肥料主体で栽培する茶生産者。自社

工場にて丁寧につくりあげたお茶を販売している。あさぎりお茶工房には仕上げ茶工場がある。

できること

①新茶時期ならではのお茶てんぷら（５月１日～５日）を味わえる。

②お茶の仕上げ工場見学、マイブレンドティー体験（要予約）ができる。

③店舗からは間近に富士山を見ることができる。

▼

▼

▼

【新東名高速新富士 IC／東名高速富士 IC まで】

自家用車：40 分／40分（28km/30km）

GOAL 新東名高速新富士 IC／東名高速富士 IC



各店情報

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 佐野製茶所

住所 〒416-0901 静岡県富士市岩本 816-3

定休日 月曜日・第２火曜日（祝日の場合は翌日）

駐車場 あり

営業時間
平日 9:00～17:00

日曜日・祝日 10:00～17:00

電話 0545-64-2288

ホームページ https://sanoseichajyo.com/

内容

《サロン（カフェ）の喫茶メニュー》

・最高級茶葉を低温抽出した煎茶が楽しめるカフェメニュー「寒冷紗（かんれいしゃ）」の

提供。一煎目はスタッフに入れてもらい、二煎目からは自分で淹れて味わう。

・通常メニューで人気の、アルコールランプであぶって香りも楽しむ「抹茶玄米茶」など。

・新茶を全国から選んだお菓子とともに提供。

《販売》

・店頭での新茶販売では、最高級煎茶の水出し専用ティーバッグの販売。

・パッケージも社長自らデザイン、お茶オリジナル商品の販売。

・その他、お茶関連雑貨などを販売。

駐車場 あり

画像データ

＜店内＞ ＜寒冷紗＞



地域：東部 新茶フェア：エントリー外

施設・店舗名 大淵笹場

住所 〒417-0801 富士市大淵 1516 番地付近

定休日 なし

駐車場

富士市 大淵まちづくりセンターホームページ「大淵笹場（富士山と茶畑の絶景スポット）に

ついて」に駐車場の位置などが詳しく案内されているので確認。

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c0504/rn2ola000000dvpa.html

営業時間 －

電話 0545-64-3776（一般社団法人富士山観光交流ビューロー）

ホームページ

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c0504/rn2ola000000dvpa.html

（富士市 大淵まちづくりセンターホームページ「大淵笹場（富士山と茶畑の絶景スポット）

について」）

内容 お茶畑越しに富士山が見える絶景スポット。電線などが入らずに撮影できる。

備考 ※５月３日開催予定の「おおぶちお茶まつり」はコロナの影響で中止。

画像データ

＜緑の茶園＞（写真提供（一社）富士山観光交流ビューロー）

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c0504/rn2ola000000dvpa.html


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 あさぎりお茶工房 富士園（あさぎりフードパーク内）

住所
株式会社富士園

〒418-0101 静岡県富士宮市根原 449-17（あさぎりフードパーク内）

定休日 木曜日（祝祭日は営業） ※５月 12 日休

営業時間 平日：9:30～16:30 土日祝：9:00～17:00

電話 株式会社富士園 0544-52-0988

ホームページ

お茶の里静岡 富士園 shizuokafujien.com

富士園 EC サイト fujienochanet.com

あさぎりフードパーク HP 内 https://asagiri-foodpark.com/fujien.html

内容

《店舗》

・新茶のてんぷら+抹茶塩を味わえる（５月１日～５日）。400 円（予定）

※雨天の場合はお茶が摘めないため中止。

・新茶の試飲販売（５月１日～15日）。

・陶器のカップでお茶のテイクアウトができる。

（ゴールデンウィーク中はテイクアウトメニューが限定される場合あり）

《体験》

・「お茶工房」にある仕上げ茶工場見学。（ゴールデンウィーク期間中は製造休止するが、デモ

ンストレーションとして機械を動かす）

駐車場 有

画像データ

＜富士園 お茶のてんぷら＋抹茶塩＞



プラスしてもっと楽しむ 寄り道スポット

地域：中部 新茶フェア：パートナー店 種別：観光施設

施設・店舗名 由比本陣公園内 御幸亭

住所 421-3103 静岡県静岡市清水区由比 297-1

定休日 毎週月曜日 （月曜日が祝日の場合は翌平日）、年末年始

営業時間 午前 9：00～午後 5：00（入館は午後 4：30 まで）

電話 054-375-5166

ホームページ yuihonjin.sakura.ne.jp

内容

〇御幸亭のお抹茶 DAY

由比本陣公園内にある和風建築・御幸亭でお抹茶を楽しめるイベント。御幸亭は、明治

天皇がご小休された離れ座敷を復元した記念館で、茶室「結仁斎」、庭園「松榧園」、小

堀遠州作といわれる庭などを見ることができる。

開催日：5月 3日 10：00～15：30

※お菓子がなくなり次第終了

料金：お抹茶代 250 円（お菓子付き）

※別途、御幸亭入館料 大人 150 円小人 50円が必要。

〇入館時には煎茶のサービスが受けられる。

駐車場 あり

備考

入館料(煎茶サービス付き）

大人 150 円

小・中学生 50円

画像データ



・荻野製茶（新茶フェア：パートナー店）

カフェでお茶を淹れる体験をしながら、緑茶のシフォンケーキや和菓子が食べられる。

用意された茶器から、好きな急須と湯呑みをえらんでスタート。淹れるお茶も３種類から選べる。

体験の価格は、和菓子セット 700 円、シフォンケーキセット 800 円。

住 所：〒417-0801 静岡県富士市大淵 8616

定 休 日 ：月・火・金・日曜日

駐 車 場 ：有

営 業 時 間：10:00～15:00

電 話：090-5616-1984（矢部様直通） ※お茶淹れ体験で来店の際は電話予約がおすすめ。

ホームページ：https://oginoseicha.com

＜お茶体験＞ ＜選べる茶器＞ ＜店内＞

・静岡県富士山世界遺産センター（新茶フェア：エントリー外）

2013年に「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」として世界文化遺産に登録された富士山について、楽しみながら学

べる観光施設。富士山の保全活動や調査研究の拠点施設でもある。

常設展示では、富士登山を疑似体験できるエリアも。

カフェでは、抹茶味噌ソースのホットドッグや、抹茶やほうじ茶の“富士山ソフト”が食べられる。

住 所：〒418-0067 静岡県富士宮市宮町 5-12

休 館 日：毎月第 3火曜日、施設点検日（第 3火曜日が祝日の場合は翌日が休館）

駐 車 場：無（隣接の富士宮市神田川観光駐車場への案内が HP にあり ※有料）

開 館 時 間：9：00～17：00 7，8 月は 9：00～18：00（最終入館は閉館の 30分前）

観 覧 料：一般：300 円 団体（有料観覧者 20 名以上）：200 円 15 歳未満、70 歳以上、学生、障がい者等は

無料（要証明）

※カフェのみの利用は無料

電 話：0544-21-3776

ホームページ：https://mtfuji-whc.jp/

＜外観＞ ＜展望ホールからの富士山＞

https://mtfuji-whc.jp/


・富士山本宮浅間大社（エントリー外）

全国に約1,300 ある浅間神社の総本宮で、富士山をご神体としている。紀元前27年に、第 11代垂仁天皇が、富

士山の噴火を鎮めるために祭祀を行ったことが始まり。主祭神は水徳の神、木花之佐久夜毘売命（このはなのさくやひ

めのみこと）で、浅間大神（あさまのおおかみ）とも呼ばれる。富士山南麓に鎮座する本宮と、富士山 8合目以上を境

内にもつ奥宮からなる。

５月４日～６日は「流鏑馬祭」を開催（本年の開催については富士山本宮浅間大社にお問い合わせください）。

住 所：〒418-0067 静岡県富士宮市宮町 1-1（本宮）

定 休 日：なし

駐 車 場：有

開 門 時 間：5：00～20：00

電 話：0544-27-2002

ホームページ：http://fuji-hongu.or.jp/sengen/index.html

＜本殿拝殿＞ ＜湧玉池＞



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。


