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【コース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

コース詳細

START JR 静岡駅

▼

▼

▼

【日本銀行静岡支店まで】 徒歩 20 分（1.3 ㎞）

自転車：10 分 公共交通：バス５分

※「静岡駅前」バス停→「中町」バス停（５分）丸子線 丸子行き、

安部線 中部免許センター行き等多数の路線利用可能

最寄りサイクルステーション

・静岡駅北口駅前広場

日本銀行静岡支店前の「茶町周辺エリア観光 MAP」案内板

所在地：静岡県静岡市葵区金座町 26－1

静岡市が設置した観光マップ看板。「呉服町1丁目」の交差点に面する歩道に、日本銀

行静岡支店をバックにして立っている。

▼

▼

▼

【茶町の碑まで】 徒歩：２分

自転車：１分

茶町 町名碑

−所在地：静岡市葵区茶町１丁目２５ １ 静岡市自転車等保管所前

徳川家康が整備した駿府の町割り「駿府九十六ヶ町」。そのひとつ「茶町」には多くの茶

業者が集まっていた。今も茶町の名が残り、周辺エリアを含める茶町界隈には100軒以上

のお茶屋がある。この町名碑は市民に、地域の歴史に関心を持ってもらおうと静岡市が設

置したもの。観光で訪れた人のフォトスポットにもなっている。

できること

①「茶町通り」だけでも４つの町名碑がある。探してみよう。

▼

▼

▼

【茶町のお茶の木まで】 徒歩：２分

自転車：１分

地域 中部（静岡市）

コース概要
江戸時代より今も茶業者が軒を連ねる「茶町界隈」を歩き、活気ある新茶シーズンの雰囲気

を楽しむ。あちらこちらのお店で新茶を試飲したり、購入したりできる。

対象 お茶マニア

ポイント

・この時期、店構えがなくても事務所の前や駐車場の脇などに新茶を並べる問屋さんが多

い。いろいろなお茶に出会える。

・静岡茶市場の限定新茶も購入できる。

・街の中に漂うお茶の香りも感じてほしい。



茶町のお茶の木

茶町通りのお茶屋の前にお茶の木が植えられていることがある。茶商さんたちが山

の茶畑までいかなくても、お茶の新芽の様子が観察できるからともいわれている。

できること

①茶町通りにも数ヶ所、茶の木が見られる。これも探してみて。

▼

▼

▼

【茶町 KINZABURO まで】 徒歩：１分

自転車：１分

寄り道スポット

イチカワパッケージ

（茶袋屋さん）

茶町 KINZABURO

製茶問屋前田金三郎商店が経営するお茶とお菓子の販売店。自社製のお菓子を買って２階のカフェスペースへ

行くと、10 種類以上のお茶をセルフサービスで飲むことができる（無料）。おすすめのお菓子は静岡県産地別の抹茶

を使用した看板商品「茶っふる」。店主・前田冨佐男さんは「TV チャンピオン お茶通選手権」優勝などの経歴を持

つお茶の達人。

できること

①「世界お茶まつり新茶フェア」ホームページを見てご来店の方は、1,000 円以上お買い上げで新茶の一煎パックが

もらえる。

②茶町散策に便利な「茶のまちマップ」も入手できる。

▼

▼

▼

【静岡茶市場まで】 徒歩：５分

自転車：３分

静岡茶市場

静岡県産だけでなく、日本全国からお茶が集まり取引が行われる、日本で最初にできた歴史ある茶市場。全国で

も珍しく相対で取引を行っている。茶畑の畝を模した屋根の建物は、静岡市市民景観大賞を受賞している。一般公

開されていない施設だが、期間中、事務所でオリジナル新茶を販売する。

できること

①静岡茶市場オリジナル新茶が購入できる。

②新茶購入の際、敷地内の外通路から建物内（拝見場）をのぞくことも可能（取引時間は不可）。

▼

▼

▼

【マルヒデ岩崎製茶まで】 徒歩：４分

自転車：２分



マルヒデ岩崎製茶

小売にも力を入れている製茶問屋。店舗前で開催するお茶と食のミニマルシェ「マルヒデ百貨店」は毎回大人気。

４月 29 日から５月８日までは新茶まつりとして、前日に摘み取った新茶を 1本税込 1,000 円で販売。

お店の場所は、しずてつストア末広店が目印。マルヒデ岩崎製茶は駐車場から道路を挟んで向かい側にある。

できること

①マルヒデ百貨店の新茶まつりに参加。

②とれたて新茶はもちろん、乾物、パン、おにぎり、ベーグル、和菓子、焼き菓子、練り物、ベーコン、漬物など、静岡

のおいしい食べもの屋さんの商品をまとめて購入できる（販売商品は日によって変わる）。

▼

▼

▼

【JR 静岡駅までの交通】 徒歩：30 分（2.3 ㎞）

自転車：12 分 公共交通：バス 15分

※「静岡厚生病院」バス停まで徒歩 2分→井の宮線・静

岡駅・新静岡伝馬町行き乗車→「静岡駅前」バス停下

車（13 分）

最寄りサイクルステーション

・静岡駅北口駅前広場

GOAL JR 静岡駅



各店情報

地域：中部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売店

施設・店舗名 茶町 KINZABURO

住所 〒420-0018 静岡市葵区土太夫町２７

定休日 水曜日

営業時間
平日 9：30～18：00

日曜日・祝日 10：00～17：00

電話 054-252-2476

ホームページ http://kinzaburo.com

内容
・世界お茶まつり 2022「新茶フェア」で訪れた場合に限り、1,000 円以上お買い上げで新茶

一煎パック進呈。

駐車場 あり

画像データ
＜茶っふる＞

＜店舗外観＞

＜２階お茶ポットコーナー＞ ＜前田冨佐男さん＞



地域：中部 新茶フェア：エントリー外 種別：茶販売店

施設・店舗名 株式会社静岡茶市場

住所 静岡市葵区北番町 94 番地

定休日
春のお茶まつりウィーク中は休みなしで営業

※５月９日以降は臨時休業の可能性あり。電話でお問い合わせを。

営業時間
（本件対応可能時間）10:00～15:00

※日によって 15:00 以前に営業終了の可能性あり。電話でお問い合わせを。

電話 054-271-4316

ホームページ https://chaichiba.co.jp/

内容

・静岡茶市場オリジナルの新茶を販売。（詳細未定）玄関入って左手の事務所へ声をかけ

て購入する。

・敷地内建物脇の外通路から窓越しに内部（拝見場）を見ることができる（取引終了後）。

《注意事項》

・新茶購入、外通路からの見学ともに 10 時～15時。早朝の取引は見学不可。

・建物内に入っての見学はできない。

・トラックの出入りが多いため、駐車場を歩く際は注意のこと。

・内部を写真撮影することは NG、建物外観の撮影は OK。

・駐車場はなし。社屋前の駐車場は業務使用のため、一般の駐車不可。近隣のコインパー

キングをご利用のこと。

予約 不要

駐車場 なし

画像データ
＜静岡茶市場外観＞ ＜ロビー左手、事務所入り口と内野社長＞

＜玄関を壁沿いに右に進み、窓越しに見学＞



地域：中部 新茶フェア：パートナー店 種別：茶販売店

施設・店舗名 マルヒデ岩崎製茶

住所 〒420-0005 静岡県静岡市葵区北番町 40-21

定休日
水・日曜日・祝日

※新茶まつりウィーク中は休みなしで営業。

営業時間

平日 9：30～17：00 土 10：00～15：00

マルヒデ百貨店のイベントは 10 時～17 時（お店の開店は 9時だが、イベントは準備がある

ため 10時から）。

電話 054-271-1010

ホームページ https://maruhideiwazaki.wixsite.com/site

内容

・マルヒデ百貨店の新茶まつり。新茶はもちろん、乾物、パン、おにぎり、ベーグル、和菓子、

焼き菓子、練り物、ベーコン、漬物など、静岡のおいしい食べもの屋さんの出張販売を行う。

・イベント出店者の情報などはマルヒデ岩崎製茶の Instagram にいち早く掲載されるので要

チェック（URL：https://www.instagram.com/maruhideiwazaki/）。

駐車場 なし。近隣に有料コインパーキング多数あり。（提携駐車場、駐車券サービスなどは無い）

画像データ

＜マルヒデ新茶まつりの様子＞

https://www.instagram.com/maruhideiwazaki/


プラスしてもっと楽しむ 寄り道スポット

・イチカワパッケージ（エントリー外）

お茶屋や茶生産者向けに「茶袋」を販売するパッケージ専門店。1枚から購入可能なため、お茶をおすそわけする

際の小袋を買いに来る消費者も歓迎。かわいい茶娘のオリジナルキャラクターがあしらわれたシールなど、お茶好きさ

んなら欲しくなるグッズが隠れているお店。

所 在 地：静岡県静岡市葵区錦町 5

電話番号：054-255-2568

営業時間：8：30～17:00 土曜・日曜・祝日休み（春のお茶まつりウィーク期間中は休みなしで営業）

予 約：不要

駐 車 場：あり（店舗裏）

静岡市シェアサイクル「PULCLE パルクル」 https://pulcle.jp/

静岡市内 160 ヶ所以上のポート（サイクルステーション）があり、いつでも、どこのポートでも自転車の貸出・返却ができ

る静岡市の新しいシェアサイクルシステム。借りられるのは、すべて電動アシスト付き自転車。登り坂の多いオクシズ方

面へもサイクリングを楽しめる。

スマートフォン用アプリから予約、支払い、貸出、返却の操作が可能。15分 70円、12 時間まで 1,000 円。

予約・借りる際にはバッテリー充電状況を要チェック。

＜パルクル＞



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。


