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【コース８】 日本三大玉露産地・岡部で和の風情を味わうコース

コース詳細

START 新東名高速 藤枝岡部 IC／東名高速 焼津 IC

▼

▼

▼

【朝比奈玉露専門店 como まで】

自家用車：8 分／12 分（３km/4.5km）

朝比奈玉露専門店 como

「朝比奈の本物の玉露を味わってほしい」という思いから、地元の茶商・株式会社薮崎園が 2018 年１月にオー

プンしたお店。春のお茶まつりウィーク期間中は、「お好きな玉露 1種＋お菓子」メニューが 500 円（税込）で提供

される。スタッフに淹れ方を教えてもらい、自分で淹れてみるスタイル。玉露は、朝比奈の玉露名人「匠シリーズ」や

品種シリーズなど合わせて 14種類の中から選べる。

期間限定のスイーツメニューは、地元で採れた苺を使ったパフェなどを予定。

できること

①「お好きな玉露 1種＋お菓子」500 円（税込）で楽しめる。玉露は 14種類から選べる。

▼

▼

▼

【岡部宿大旅籠柏屋まで】自家用車：４分（1.7km）

岡部宿大旅籠柏屋

旧東海道岡部宿にある江戸時代の旅籠（旅館）だった建物。国の登録有形文化財に指定されており、内部は江

戸時代の旅の様子がわかる資料館として見学できる。旅館としての間取りや構造の工夫、食事や寝具、旅人の携

行品などの展示も興味深い。

できること

①併設する「展示研修棟」にて、日本手揉み保存会「茶匠」で無形文化財に認定されている尾村甫さんの手揉み

道具が展示されていて、見学できる。

▼

▼

▼

【玉露の里まで】 自家用車：7分（5.2km）

地域 中部（藤枝市岡部町）

コース概要
日本三大玉露産地のひとつ藤枝市岡部町で地元の玉露をしっかりと味わう。江戸時代の旅

が偲ばれる施設の見学、峠を越えた丸子宿での伝統工芸体験。和を意識するコース。

対象 お茶マニア・お茶ビギナー

ポイント

・玉露の里、朝比奈玉露専門店 como で玉露をしっかり味わえる。

・大旅籠柏屋では日本茶手揉み保存会「茶匠」、尾村甫さんの手揉み道具が見られる。

・匠宿で自作する「お茶を楽しむための工芸品」で、お茶ライフを豊かに。



玉露の里

玉露三大産地のひとつ藤枝市・朝比奈地区にある、地元の玉露や抹茶を気軽に味わえる施設。四季折々美し

いお庭を望む茶室「瓢月亭（ひょうげつてい）」や玉露品種の見本園、長屋門の売店などがある。併設の食事処・

物産館「茶の華亭」では、玉露や地元素材を取り入れた料理や地元産のお茶や農産物をはじめ、茶菓子や茶器

などのおみやげが並ぶ。

できること

①茶室「瓢月亭」で地元朝比奈の玉露、抹茶を、茶道体験として味わえる。

②お茶を使用した茶そばや濃厚な玉露ソフトクリームが味わえる。

③手揉み保存会による、お茶手揉み実演を見学できる。

▼

▼

▼

【駿府の工房 匠宿まで】 自家用車：17 分（12km）

駿府の工房 匠宿

今川・徳川の時代より受け継がれてきた静岡の伝統工芸を気軽に体験できる施設。世界お茶まつり春期間中

は、「お茶を楽しむための工芸品づくり」として、「茶染め」、「駿河竹千筋細工」、「陶芸」、「木工」の 4 つの体験が

用意されている。また、期間限定出店の新茶販売も行われる。

できること

①「茶染め」、「駿河竹千筋細工」、「陶芸」、「木工」の 4 つの体験プログラムで、「お茶を楽しむための工芸品づく

り」ができる。

▼

▼

▼

【駿府の工房 匠宿から】

自家用車：15 分／17分（9.6km/6.7km）

GOAL 新東名高速 新静岡スマート IC／東名高速 静岡 IC



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 朝比奈玉露専門店 como

住所 〒421-1131 静岡県藤枝市岡部町内谷 964-36

定休日 なし （元旦のみ休み）

営業時間 9：00～17：00

電話 054-667-2288

ホームページ http://yabuzaki.co.jp

内容

○「お好きな玉露 1種＋お菓子」500 円（税込）

スタッフに淹れ方を教えてもらい、自分で淹れてみるスタイル。玉露は、朝比奈の玉露名

人「匠シリーズ」や品種シリーズなど合わせて 14 種類の中から選べる。

○期間限定のスイーツ販売

地元で採れた苺を使ったパフェなどを予定。店内で飲食、テイクアウト、どちらも可。

画像データ

＜お茶淹れ＞



地域：中部 新茶フェア：エントリー外 種別：資料館

施設・店舗名 岡部宿大旅籠柏屋

住所 〒421-1121 藤枝市岡部町岡部 817

定休日 月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

営業時間
岡部宿大旅籠柏屋 9：00～17：00（入館は 16：30 まで）

物産館「かしばや」 9:00～17:00

電話
岡部宿大旅籠柏屋 054-667-0018

物産館「かしばや」 054-667-5211

ホームページ
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/sports_bunka/kaidobunka/gyomu/1/144591

8000182.html

内容

旧東海道岡部宿にある江戸時代の旅籠（旅館）だった建物。国の登録有形文化財

に指定されており、内部は江戸時代の旅の様子がわかる資料館として見学できる。旅

館としての間取りや構造の工夫、食事や寝具、旅人の携行品などの展示も興味深い。

春のお茶まつりウィーク期間中は併設する「展示研修棟」にて、日本手揉み保存会「茶

匠」で無形文化財に認定されている尾村甫さんの手揉み道具が展示されている。

敷地内には、地場特産品、民芸品などのお土産を販売する物産館「かしばや」、蔵を

使ったレストラン「蔵 cafe＆dining coconomi（ココノミ）」、ギャラリーがある。

隣地は岡部宿の本陣（大名などの旅館）跡が「内野本陣史跡広場」として整備されてい

る。

【入館料】

大人 300 円(中学生以下は無料）

玉露の里との共通券…700円

※障害者手帳をお持ちの方及び介助者の方は無料。

※ギャラリー、物産館へ行くために施設を通過する場合は、入館料はかからない。

画像データ

＜柏屋外観＞ ＜尾村さん手揉み道具展示＞



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 玉露の里

住所 静岡県藤枝市岡部町新舟 1214-3

定休日 なし 年末年始（12 月 28日～1月 2日）のみ休み

営業時間

茶の華亭物産館 9：00～17:00

茶の華亭食事処 11:00～15:00 （LO は 14:30）

茶室「瓢月亭」 9:30～17:00（入館受付は 16:30 まで）

電話 054-668-0019

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

内容

玉露三大産地のひとつ藤枝市・朝比奈地区にある、地元の玉露や抹茶を気軽に

味わえる施設。四季折々美しいお庭を望む茶室「瓢月亭（ひょうげつてい）」や玉露品

種の見本園、長屋門の売店などがある。

併設の食事処・物産館「茶の華亭」では、玉露や地元素材を取り入れた料理や地

元産のお茶や農産物をはじめ、茶菓子や茶器などのおみやげが並ぶ。

○茶室「瓢月亭」での地元朝比奈産の玉露、抹茶体験

入館料：510 円（玉露または抹茶、茶菓子付）

玉露・抹茶Ｗ券 820円（どちらも飲める）

玉露の里・大旅籠柏屋共通券 700 円

○お茶手揉み実演の見学

コロナ禍のため、今年は手揉み体験はできないが、地元の茶手もみ保存会が実演す

る様子を見ることが出来る。会場は長屋門前。

GW 中に開催、日程未定。詳しくは玉露の里（054-668-0019）までお問い合わせ

を。

○「茶の華亭」

・お茶を使用した料理、スイーツの提供。天ざるそば、玉露しるこ（温）、玉露ソフトな

ど。

・新茶の販売。

【入場料】

玉露の里入場料：なし ※茶室のみ有料。

駐車場 あり

画像データ

＜外観＞ ＜天ざるそば＞



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 駿府の工房 匠宿

住所 〒421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子 3240-1

定休日 月曜日

営業時間 10:00～19:00

電話 054-256-1521

ホームページ https://takumishuku.jp

内容

○お茶を楽しむための工芸品づくり

■茶染め（期間中常時体験可能 ※予約推奨）

茶葉精製時に出る廃棄茶葉を利用した染めは、深い茶の色合いを生み出し、染めの技

法（抜染）によって素敵なコントラストが表現できる。

体験内容：手ぬぐい（手描き抜染）

体 験 料：1,500 円

所要時間：60 分

※1週間後の出来上がりとなるため引き取り又は郵送（送料別途 200円）が必要。

■駿河竹千筋細工（期間中常時体験可能 ※予約推奨）

静岡が誇る伝統工芸は、丸く研ぎだした籤（ひご）を組み合して製品に仕上げる。柔らか

い籤の質感は手にやさしいぬくもりを与えてくれる。

体験内容：コースターづくり（1 枚）

体 験 料：1,500 円

所要時間：30 分

※追加 1枚あたり 1,000 円

※竹ひご色付けオプション 1色 100 円（10 本まで）

■陶芸（期間中常時体験可能 ※予約推奨）

小さなお子様からご年配の方まで一緒に楽しめるのが絵付け体験。成型された素焼きの

ゆのみに釉薬で絵を描き、自分だけの器を完成させよう。

体験内容：ゆのみづくり（絵付け）

体 験 料：1,200 円

所要時間：45 分

※出来上がりまで 2 ヶ月間かかるので来店引き取り又は配送（配送手数料 300 円、着

払い配送）。



■木工（日にち・人数限定、要予約）

お茶を楽しむ席を引き立てるお茶菓子も華やかに飾ろう。さくらやカエデでつくる特製の

菓子きりと菓子皿づくりを楽しもう。

体験内容：菓子きりと菓子皿づくり（木製プレートと楊子づくり）

開催日時：5/14（土）、15（日）の 2日間。時間は予約時に調整のこと

体 験 料：3,500 円

所要時間：90 分

定員：2日間で 20名。 ※同時刻の体験 8名以内

予約：必要（TEL.054-256-1521）

○新茶販売

期間限定のお茶屋出店。

４月 29日～５月８日は細茎茶の販売、５月９日～6月末は新茶の詰め放題。

【入館料】

なし

駐車場 あり

画像データ

体験のイメージ写真、施設内

＜茶染め＞ ＜駿河竹千筋細工＞

＜陶芸＞ ＜木工＞



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。


