
【コース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



【コース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

〇シェアサイクルで周るのがおすすめ！

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。

地域 中部（静岡市）

コース概要
茶どころ日本一静岡の発展に大きく貢献した清水港からのお茶の輸出。

富士山を望む景勝地、日本平からはじまる、静岡茶の歴史にふれるコース

対象 お茶マニア

ポイント

日本平でお茶とスイーツを楽しめる。

静岡のお茶輸出の歴史ゆかりの人、モノ、コトを知る。

景勝地 日本平からの富士山と清水港の絶景が楽しめる（お天気により）。

＜パルクル＞



コース詳細

START JR 静岡駅

▼

▼

▼

【門前の恵み たいらぎまで】 バス：45 分+徒歩：0 分（13km）

ちゃっきりぶし民謡碑と日本平ロープウェイ駅売店「門前の恵み たいらぎ」

日本平ロープウェイの日本平駅からスロープを登ったところに「ちゃっきりぶし民謡碑」がある。ちゃっきりぶしは、か

つて茶町から清水港へお茶を運んでいた静岡鉄道（当時、静岡電気鉄道）が、昭和２年（1927 年）に開園した狐ケ

崎遊園のPRソングとして、北原白秋に作詞を依頼して制作された曲。静岡の地名やお茶刈りの様子が盛り込まれた

歌詞は 30番まである。

日本平ロープウェイ駅売店「門前の恵み たいらぎ」は、静岡の特産・名産が並ぶお土産物店。お食事処も併設。店

内にちゃっきりぶしについて紹介するコーナーがあり、30 番までの歌詞や静岡鉄道が保管する貴重な資料などの掲

示がある。

できること

①ちゃっきりぶし誕生の経緯や歌詞など、ちゃっきりぶしを詳しく知ることができる。

②新茶やお茶を使ったお菓子を購入できる。

③話題の「蛇口みかんジュース」が飲める（有料）。

▼

▼

▼

【日本平夢テラスまで】 徒歩：１分

日本平夢テラス

富士山の絶景が人気の施設。１階には日本平の成り立ちや文化の展示、２階には地元のお茶を楽しめるラウン

ジ、３階の展望施設からは富士山、駿河湾、南アルプスのパノラマビューが楽しめる（お天気による）。

できること

①２階「茶房夢テラス」では日本平の茶畑でとれたお茶が飲める（有料）。

②新茶フェア限定メニューとして、新茶を使った煎茶のシフォンケーキ、煎茶のスコーンが食べられる。

▼

▼

▼

【日本平月日星まで】徒歩：１分



日本平月日星

日本平山頂にあるお土産販売店。１階には気軽に食べられるアイスクリームや生地に粉末緑茶を練り込んだ「お

茶たい焼き」のテイクアウトコーナーがあり、観光客でにぎわっている。2階はレストラン。店名の「月日星（つきひぼ

し）」は静岡県の県鳥・サンコウチョウの鳴き声から。

できること

①人気の「お茶たい焼き」に新茶の葉を入れた「新茶たい焼き」が期間限定で購入できる。

②レストランでも期間限定でかき揚げ茶そばにサービスで新茶のてんぷらをつけてもらえる。

▼

▼

▼

【日本平お茶会館まで】 徒歩：１分

日本平お茶会館

富士山が見える茶畑で、お茶摘み体験ができる観光施設。摘んだお茶っ葉はお持ち帰りできる。

できること

①お茶摘み体験とお茶の購入ができる。

▼

▼

▼

【フェルケール博物館まで】 タクシー：11 分（7.6km）

フェルケール博物館

清水港の歴史や役割を伝える「港の博物館」。清水港から初めてアメリカに向けてお茶を運んだ「神奈川丸」の模

型や、お茶輸出の際に茶箱に貼った美しいラベル「蘭字」も紹介している。また、清水港へお茶を運んだ静岡鉄道に

関わる展示もある。

別館「缶詰記念館」も忘れずに見学を。昭和５年（1930 年）に日本初のツナ缶を製造した清水食品（株）の創立

当時の本社社屋を移築。缶詰の歴史やツナ缶製造の道具、ラベルなど、缶詰王国静岡の礎を知ることができる展

示内容。

できること

①お茶の輸出に関わる「神奈川丸」模型や「蘭字」の紹介が見られる。

②缶詰製造機があり、中身を持ち込めばオリジナル缶詰を作れる（有料／※真空にはなりません）。

▼

▼

▼

【海野孝三郎君頌功碑まで】 徒歩：５分



海野孝三郎君頌功碑

静岡茶業界の悲願、清水港からのお茶直輸出実現に奔走し、清水港を日本一の

茶輸出港へと発展させた人物、海野孝三郎を称える碑。静岡県茶業組合連合会議

所（現在の静岡県茶業会議所）の副頭取として県内の茶業振興に尽力した。

できること

①海野孝三郎の功績と、清水からのお茶輸出について知ることができる。

▼

▼

▼

【四季菜 Gelato&Caféきらりまで】

タクシー：10 分（3.7km）

静岡市シェアサイクル「パルクル」：20 分

最寄りパルクル

ステーション

・清水マリンビル

・エスパルスドリ

ームプラザ

四季菜Gelato&Caféきらり

JA しみずのアンテナショップきらりがジェラートカフェとしてリニューアル。お茶をはじめミカン、イチゴ、トマト、枝豆、

葉生姜など清水の農産物を使ったジェラートが大人気、イートインスペースで清水のお茶といっしょに楽しめる。旬の

野菜やフルーツの販売と情報発信も引き続き行う。

できること

①４月 29日から５月８日までは移転リニューアルオープン 1周年記念でジェラートシングル半額！本気のかき氷

（いちごスペシャル）先取り提供。

②５月１日から５日まで開催する新茶フェスタでは、新茶試飲販売のほか、静岡茶市場で 40年以上連続最高値

（機械揉み）の両河内茶業会「高嶺の香（はな）」をカフェメニューとしていただける。

▼

▼

▼

【静鉄狐ヶ崎駅まで】 徒歩：15 分（1.1 ㎞）

静岡市シェアサイクル「パルクル」：６分

最寄りパルクル

ステーション

・清水マリンビル

・エスパルスドリ

ームプラザ

GOAL 静鉄狐ヶ崎駅 ※イオン清水店は狐ヶ崎ヤングランド（元狐ヶ崎遊園）の場所

最寄りパルクル

ステーション

・イオン清水店



各店情報

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 日本平ロープウェイ駅 売店 門前の恵みたいらぎ

住所 〒424-0886 静岡県静岡市清水区草薙 597-8

定休日 なし

営業時間 売店 9:30～17:00 テイクアウト 9:30～16:00

電話 054-334-2828

ホームページ https://shizutetsu-retailing.com/

内容

静岡の特産・名産が並ぶお土産物店。お食事処も併設。

期間中、新茶の販売を行う。「蛇口みかんジュース」が人気（200 円）。

店内にちゃっきりぶしについて紹介するコーナーがあり、30 番までの歌詞や静岡鉄道が保

管する貴重な資料などの掲示がある。

駐車場 あり

画像データ
＜ちゃっきりぶし民謡碑＞ ＜たいらぎ外観＞

＜蛇口みかんジュース＞



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 日本平夢テラス

住所 〒424-0886 静岡市清水区草薙 600-1

定休日 第 2火曜日（休日の場合は翌平日が休館）、年末休み 12月 26日～31日

営業時間 9:00～17:00、土曜日のみ 9:00～21:00

電話 054-340-1172

ホームページ https://www.nihondaira-yume-terrace.jp/

内容

・２階「茶房夢テラス」では日本平の茶畑でとれたお茶が飲める（有料）。

・5/1～5/15 新茶フェア限定メニューとして、新茶を使った煎茶のシフォンケーキ、煎茶の

スコーンが食べられる。

駐車場 あり

画像データ

＜夢テラス眺望＞ ＜夢テラス館内＞



地域：中部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

施設・店舗名 日本平月日星（にほんだいら つきひぼし）

住所 〒424-0926 静岡県静岡市清水区村松 4047-1

定休日 無休（臨時休業有り）

営業時間 10：00～16：00

電話 0120-34-1485

ホームページ http://nihondairashimizuya.jp

内容

・春のお茶まつりウィーク期間中、好評「お茶たい焼き」の生地に練り込むお茶に、新茶を使

用する「新茶たい焼き」を期間限定で販売。

・レストランの「かき揚げ茶そば」に、やわらかいお茶の新芽のてんぷらをサービスで付けて販

売（予約可）。

画像データ

＜月日星外観＞

＜新茶たいやき＞



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 日本平お茶会館

住所 〒424-0926 静岡県静岡市清水区村松 4046-1

定休日 なし

営業時間
お茶摘み体験 9：00～14：30 受付終了

店舗 9:00～15:30

電話 054-334-1391

ホームページ http://ocha-kaikan.jp

内容

○お茶摘み体験

世界お茶まつり期間は予約なしで体験可能。

お店から袋を受け取り、お茶摘み。摘んだ茶葉は持ち帰れる。

店舗では新茶の販売。

駐車場 あり

画像データ

＜お茶摘み１＞ ＜お茶摘み２＞



地域：中部 エントリー外 種別：文化施設

施設・店舗名 フェルケール博物館

住所 静岡市清水区港町 2－8－11

定休日 月曜（但し祝祭日・振替休日の場合は開館）

営業時間 9：30～16：30

電話 054-352-8060

ホームページ https://www.suzuyo.co.jp/suzuyo/verkehr/index.html

内容

・お茶の輸出に関わる「神奈川丸」模型や「蘭字」の紹介が見られる。

・缶詰製造機があり、中身を持ち込めばオリジナル缶詰を作れる（有料／※真空にはならな

い）。

【入館料】

大人 400 円・中高生 300円・小学生 200 円

団体割引（20 名以上）20％引

※土曜日と「こどもの日」・「海の日」は小・中学生無料

※障がい者手帳等をご持参の方は無料、その付添の方 1名半額

【交通】

JR 清水駅または静鉄新清水駅より、静鉄バス三保車庫前行き「波止場フェルケール博物

館」下車

駐車場 あり

画像データ

＜フェルケール館内・神奈川丸＞ ＜フェルケール・蘭字＞



地域：中部 新茶フェア：パートナー店 種別：飲食店

施設・店舗名 四季菜Gelato＆Caféきらり

住所 〒424-0052 静岡県静岡市清水区北脇 250-1

定休日 火曜日（祝日の場合は営業）

営業時間 10：00～17：00 ※イベント開催時間は 10:00～16:30

電話 0120-322-064（代表）

ホームページ https://ja-shimizu-kirari.com

内容

・4月29日～5月8日の移転リニューアルオープン１周年イベント期間中は、ジェラートシン

グルを半額で販売。本気のかき氷（いちごスペシャル）先取り提供も。

・5 月 1 日～5日の新茶フェスタでは、新茶の試飲販売や、両河内茶業会がつくる「高嶺の

香（はな）」の喫茶提供、地元洋菓子店すずとらの限定ケーキ提供などを予定。

画像データ

＜ジェラート＞ ＜きらり外観＞

＜高嶺の香＞



プラスしてもっと楽しむ寄り道スポット

・日本平ホテル（新茶フェア：パートナー店）

「お茶カクテル DAMONDE(ダモンデ)」は、お茶を使ったムースカクテル。アッパーラウンジで夜間のみ提供されるメニュ

ー。（個人のお客様向け）

提供場所：アッパーラウンジ

提供時間： 17:00～24:00［L.O 23:30］

春のお茶まつりウィーク期間中にも上記時間帯に提供。

時間が合えば静岡駅、東静岡駅との送迎シャトルバスの利用も可能。

お茶カクテル DAMONDE アッパーラウンジからの夜景



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。


