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1
掛川市伊達方
922の3 ㈱梅の園 掛川茶　世界農業遺産

ひとくち飲むとクセになる、濃い緑
色の渋みと旨みのバランスが取れ
たお茶。最後まで口の中に広がる
コク深い味わいが特徴。

1,296円／100ｇ http://www.umenoen.com

2
掛川市千羽
1266 掛川市農業協同組合 掛川東山茶ききょう

品質の良いお茶作りにこだわり、
伝統的な茶栽培方法による茶園
から摘まれた茶葉を、渋みが少な
く甘味とこくのあるお茶に仕上げま
した。

1,080円／100ｇ http://www.ja-kakegawa

3 掛川市掛川70 ㈱かねも 天下一

旨みとコクのある濃厚な味の深蒸
し茶。その中にさわやかな苦味も
あり、お茶らしくバランスの良い味
です。

1,296円／100ｇ http://www.kanemo.co.jp

4
掛川市下垂木
2083（実店舗
なし）

㈱木村園
べにふうき茶
ペカンナッツショコラ缶

バターの木といわれるペカンナッ
ツに世界農業遺産認定べにふう
き茶のカテキンの苦味とチョコが
溶け合う至福の口溶けナッツ。

1,198円／90g
(45ｇ×2缶)

http://www.rakuten.co.jp/kimur
aen/

5
掛川市上内田
350 佐々木製茶株式会社 深蒸し掛川茶

掛川市子隣・岩井寺周辺で丹精
込めて育てた茶畑で摘み取った
深蒸し茶。深蒸し茶特有の濃厚な
味わいをお楽しみ下さい。

1,080円／100ｇ http://sasaki-seitya.com/

6
掛川市東山
315 田中　克典

深むし茶100ｇ入
（初摘み）

名の通り一番茶初期の茶で当園
最高級茶。若芽独特のみる香(甘
い香)と贅沢な甘みと味わい深い
コクを備えたお茶。

1,296円／100g tanakanouen.jp

7 掛川市上垂木 ㈱中村香緑園
茶草場農法のお茶
深蒸しぐり茶

三葉認定：掛川産100％の深蒸し
ぐり茶。通常の煎茶と違い茶葉を
形づくる工程が省かれている為、
渋みが少なくさわやかな味わい。

1,080円／100ｇ www.kouryokuen.co.jp

8 掛川市東山 富士東製茶農業協同組合 まんだいら

粟ヶ岳山麓で百年以上続く茶草
場農法により育てた茶葉で作り、
味香りともにバランスの良いお茶
に仕上げました。

990円／100ｇ http://www.awantake.com

9
掛川市山崎
6146 本谷製茶農業協同組合 本谷の掛川深むし茶

荒茶仕立ての深むし茶です。味わ
い深い、コクのある風味豊かな緑
茶です。

1,000円／200g ―

10
掛川市大池
2735-1 丸堀製茶㈱ 完熟茶草場の秋

掛川市東山地区の茶草場農法で
栽培された深蒸茶を使用し、濃厚
な味わいのお茶です。
(この商品は10月限定の商品と
なっております)

1,000円／80ｇ akiha.co.jp

11
掛川市大野
707番地の1 三重大製茶㈱ 深蒸し掛川茶Ｗ

新茶に摘み取られた香味・水色の
揃った茶葉を吟味し、当社自慢の
火入れで湯気から伝わる焙煎香
とまろやかな甘味を楽しめる逸品
です。

864円／100ｇ watanabe@miedai.jp

12
掛川市日坂
121 ㈱山英

茶草場農法・深蒸し掛
川茶

世界農業遺産認定「静岡の茶草
場農法」を代々伝統的に実践し、
手間ひまかけて濃厚な旨みを追
求しました。

1,080円／100ｇ http://www.yamaei.net/

13 掛川市入山瀬
農事組合法人 山喜製茶
組合

農林水産大臣賞受賞茶
園のお茶「やぶきた」

丹精込めて育てた茶園に春が来
て、１番最初に芽吹いた新芽から
作りました。黄緑色・若芽の香りが
立ち、コクのある深蒸し茶です。

1,188円／50ｇ yamakiseitya.jp

14
掛川市東山
1983-1 (農)山東茶業組合 和の心

掛川市東山地区で伝統的に行わ
れている「静岡の茶草場農法」で
生産されたお茶です。2017年、
三つの品評会で農林水産大臣章
受賞。

1,000円／100g http://yamatoh.jp

15 菊川市倉沢58 岩沢園
乳酸菌発酵茶
「せねっか茶」

無農薬ヤブキタ茶葉（茶草場農
法）を、日本人になじみ深い漬物
の乳酸菌で発酵させた新しいお
茶です。紅茶のような香りと烏龍
茶のようなスッキリとした味わいの
お茶です。

1,000円／120g
(60ｇ×2袋)

http://iwasawa-en.com/

16
菊川市半済
1100

遠州夢咲農業協同組合茶
業部

茶草ば育ち　三つ葉

世界農業遺産｢静岡の茶草場農
法｣実践者により生産された茶葉
を使用しています。旨みと渋みの
ある深蒸し茶本来のまろやかな味
が特徴です。

1,296円／100g
http://jayumesaki.ja-
shizuoka.or.jp/about/facility_te
ashop/

17
菊川市倉沢
1102 丸五倉沢園

幻のぜっとわんZ1
紅茶ティーバッグ

Z1は栽培の困難さから消えた幻
の品種。その特徴的な香りは紅茶
にするとフルーティーでダージリン
に似た本格紅茶になります。

1000円／80g
（2g×20個×2袋）

http://www.kurasawaen.com/
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世界農業遺産「静岡の茶草場農法」で生産された茶商品リスト



18
島田市番生寺
666の1

大井川農業協同組合
金谷工場

静岡の茶草場農法茶
深蒸し茶

茶草場農法とはササやススキな
どの草を刈り、茶の木の根に敷き
詰め有機物として投入し栽培する
自然農法です。静岡県の金谷地
域では古くから行われている栽培
方法ですが、農業と自然環境が
同じ方向を向いて両立していてよ
り、安心安全が担保されたお茶で
す。

1,080円／100ｇ ―

19
島田市千葉
129 坂田正夫 千葉山茶

天空の茶園で育った千葉山茶。
昔からやっている茶草場農法。千
葉山付近は茶に適した土地、そこ
から収穫されるお茶です。

1,000円／100ｇ
(50g×2袋)

―

20
島田市道悦
1-1-9 カネイ一言製茶 はぐくみ茶

２月末
取得予定

日本茶AWARDなど数々の受賞歴
を持つ島田市切山地区の篤農家
カネトウ三浦園のお茶を使用して
います。八十八夜頃に摘採された
茶の葉を使用し、まろやかで後味
に残る程よい渋みが特徴です。

1,200円／100g http://hitokoto.shop-pro.jp

21
牧之原市布引
原257 ㈱荒畑園

世界農業遺産静岡の茶
草場農法実践者が作っ
たお茶　望金印

実践者として牧之原市より第一号
に認定。牧之原市のブランド茶と
して、味の品格と鮮緑色の色合い
を重んじた高級かぶせ茶。

972円／100g http://www.arahataen.com

22
牧之原市静波
2555 (有)池田園 青雫（あおしずく）

上品で濃厚。旨み・渋みなど全て
にバランスの取れた味わいです。

1,080円／100ｇ http://www.ikedaen.net

23
牧之原市新庄
2090-3 ㈱小栗農園 有機緑茶牧之原50ｇ

静岡牧之原台地で茶の木の本来
持っている自然の力を生かして栽
培された深蒸し茶です。世界農業
遺産　茶草場農法の認定茶園で
栽培された茶葉を使用していま
す。

864円／50ｇ
http://www.tea-
farm.com/corporation/

24
牧之原市蛭ヶ
谷367 長谷川製茶 静岡農家直送深むし茶

農家直送の深蒸し茶でブレンドし
ていないので安心して飲んでもら
えます。３煎目まで美味しく飲める
のが特徴です。

1,000円／100ｇ http://hasegawa-seitya.com/

25
御殿場市御殿
場80

㈲荒井友吉商店
（荒井園）

静岡の茶草場農法
牧之原ぐり茶

牧之原の良質で肉厚な葉を深蒸
ぐり茶製法で製茶。まろやかでコク
のあるお茶に仕上がりました。

1,080円／70ｇ http://www.araien.co.jp

26
沼津市大諏訪
555 ㈱静岡茶通亭

静岡の茶草場農法
深むし掛川茶

自然環境が保持される伝統的な
農業が認められ、静岡の茶草場
農法は、世界農業遺産に認定さ
れました。多様性豊かな自然を守
りながら高品質なお茶が作られる
大地の恵みをご堪能ください。

1,000円／100ｇ http://www.cha2tei.com

27 焼津市上新田 山一園製茶㈱ 掛川・山東の深蒸し茶

掛川・山東茶業組合茶園だけの
深蒸し茶です。茶草場農法を実
践。荒茶三大品評会で大臣賞受
賞の偉業達成です。

1,080円／100ｇ https://www.yamaichien.com

28
藤枝市岡部町
岡部1186 岡部茶㈲

世界農業遺産
茶草場農法茶

茶草場農法で育てられた茶葉を
深蒸しにしてとろっとした濃い味に
仕上げました。３煎目でもおいしく
頂けますので経済的です。

864円／100g www.okabecha.net

29 藤枝市 マツバ製茶㈱ お茶道中　掛川

このお茶は掛川を代表する深蒸し
茶。色濃く味わい深い中にもすっき
りとした後味で食後にぴったりのお
茶です。

1,080円／100ｇ ―

県
外

30
東京都台東区
浅草1-1-17 増田園総本店 煎茶スティック

茶草場農法の煎茶スティック１回
分が15本分入っています。ギフト
用にパッケージされていますので、
そのままプレゼントとして渡してもＯ
Ｋです。

1,080円／30ｇ
(1ｇ×15本×2袋)

https://www.facebook.com/増
田園総本店-Masudaen-Green-
tea-shop-
251841074861508/
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※生物多様性保全貢献度…世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会は、茶草場農法でお茶を生産している茶農家
　　　　　　　　　　　　　　　　　　を農法実践者として、３つのランクに分けて認定しています。

茶草場管理面積/茶園経営面積の割合
認定区分 認定表示

5％未満 なし

5～25％未満

25～50％未満

50％以上


