
Q1.  性別・年代

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代以上

男性 4 1 2 2
女性 6 3 1 3 4 1

１．静岡県内 12

２．静岡県外 15

１．急須がある 19

２．急須がない 4

３．急須以外のポットはある 2

◇お茶が好きだから③

◇日本茶も紅茶もどちらも淹れられるから

　１．はい 20

　２．いいえ 7

（急須で飲んでいる理由）

（飲んでいな理由）

◇昔から飲んでいるから

◇急須で淹れるとやはり一番おいしいから②

◇日常的に急須を使ってお茶を飲んだいるから

◇引っ越してきてまだ買っていない為
◇普段からティーバッグのお茶を飲んでいるので

◇実家にいた時は祖母が淹れてくれていたので飲んでいましたが、引っ越してから飲んでいません。

◇時間と気持ちに余裕があれば急須で緑茶を淹れるので。

◇緑茶は好きで、リーフの方がティーバッグより美味しいと思うから。

◇親戚が茶農家のため、頂いたり買ったお茶を飲むために急須がある

◇健康志向ではないが母が昔から淹れてくれるので、毎食急須で淹れたお茶を飲んでいる。

◇冬になると朝必ずお茶を飲むから

◇２煎、３煎も楽しめるから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お茶アンケート集計結果

Q2.  ご自宅に急須等をお持ちですか？　　急須がない方はその理由もお聞かせ下さい。

（急須がある理由）

　オンラインお茶講座　　　令和２年１１月６日(金)　・１７日（火）　　於：静岡県茶業会館４F

Q3.　普段ご家庭で急須を使ってお茶を飲んでいますか？　　その理由もお聞かせ下さい。

◇毎日お茶を飲む習慣があるから②
◇緑茶やほうじ茶を飲むから

◇ティーバッグや粉のお茶は飲むが、茶葉のお茶は飲まないから。

◇洗う手間を省くため

◇普段お茶は飲まないけど家にある

◇お茶飲む機会が多いから

◇一人暮らしだが使わない大き目の急須がある

◇飲む習慣がないから

◇好きな色や形のものがないから

◇昔静岡に住んでいた時に頂いたので

◇ティバッグやペットボトルのお茶を飲むより経済的に安いから

（急須以外のポットがある理由）

◇熱いお茶が好きだから

（急須のない理由）

◇体が温まる。風邪をひかない。

◇急須でお茶を淹れた時の香りが好きだから

（急須がない理由）

◇急須とかなくてもコンビニでお茶が買えるので

◇比較的ゆっくりとした時間があるため、お茶の時間を楽しんでいる。

◇お茶を淹れたい気持ちはあるけど、面倒くさいからお水か麦茶を飲んでいます。



ａ．毎　日 10

ｂ．週３日以上 7

 ｃ．週１～２日程度 1

 ｄ．ときどき 2

 ｅ．その他

1．起床後 2

2．朝食時 8

3．午前中 7

4．昼食時 7

5．午  後 5

6．夕食時 13

7．夜  間 6

 8．就寝前 3

ａ．家族用 12

ｂ．自分用 18

ｃ．来客用 3

4

ｅ．その他

１．日本茶（急須で淹れる） 18

２．緑茶飲料 7

３．コーヒー 10

４．紅　　茶 12

５．ウーロン茶 4

６．麦　茶 7

７．その他 5

（理由）

◇食事の時は日本茶、朝シャキッとしたい時はコーヒー（日本茶、コーヒー）

◇朝食時は１日のスタートとして、夕食時は１日の締めとして日本茶を飲んでいる。昼はウーロン茶を
　　飲んでいる。（日本茶、ウーロン茶）
◇基本的にお茶が好きなので飲んでいますが、紅茶やコーヒーも好きなので、１日に５杯以上飲んで
　　います。（日本茶、紅茶、コーヒー）

◇水分補給、カフェインを取りたい時（日本茶、紅茶、ウーロン茶）

◇お茶を飲むのが普段、コーヒー、紅茶は気分で飲む（日本茶、コーヒー、紅茶）

◇水をそのまま飲むよりも落ち着き、リラックスできるため（日本茶、緑茶飲料、コーヒー、紅茶）

Q6.  ご家庭でよく飲まれている飲み物を教えて下さい。また、日本茶を飲まれる方は茶種も教えて下さい。

（※複数回答）

Q４.　【問３】で『はい』と答えた方は、急須を使ってお茶を飲む頻度を教えて下さい。

ｄ．外出先飲み茶用

◇殺菌作用があるので、緑茶を飲んでいます。（日本茶）

（その他：ルイボス茶、プアール茶、ゆず茶）

◇麦茶やルイボスはノンカフェインなので、スポーツ時に飲用、コーヒーはリラックス、緑茶は通常時
　の飲み物としている。（日本茶、緑茶飲料、コーヒー、麦茶、ルイボス）

◇気持ちが落ち着くから（日本茶、紅茶）

（誰のために淹れますか）

（※複数回答）

Q5.  【問３】で「はい」と答えた方は、いつ飲んでいますか？また誰の為に淹れますか？

　　　　　　（いつ飲みますか）

（※複数回答）

　　　　　　　　（お茶を飲む頻度）

◇昼は水筒に紅茶、午前はコーヒー、食事には日本茶（紅茶・コーヒー・日本茶）

◇その時々の気分、お菓子などの取り合わせで飲んでいます。（日本茶・コーヒー・紅茶）

◇紅茶が好きで良く飲むから（紅茶）

◇どこでも気軽に持ってお茶が飲めるから（緑茶飲料）

◇食事と合わせやすいから（日本茶・紅茶）　

◇家にいつも作ってあるので（麦茶）
◇単純にお茶が好きだから（日本茶）

◇体調に合わせて飲み分けています（日本茶・紅茶・ウーロン茶・その他）

◇手軽なため（コーヒー・麦茶）



 ａ．煎　茶（深蒸し煎茶） 16

 ｂ．くき茶 3

 ｃ．玄米茶 2

 ｄ．ほうじ茶 6

 ｅ．抹　茶 2

 ｆ．その他 1

（理由）

◇ほうじの香りが好きだから（ほうじ茶）

１．味 21

２．香り 5

３．色 3

４．形状 3

５．価格 7

６．時期 4

７．産地 6

８．その他 2

１．はい 15

２．いいえ 11

ａ．ある 22

ｂ．ない 3

（興味がある理由）

◇水筒に入れるのに便利だから（ほうじ茶）

◇定番として飲んでいる（煎茶）

◇気候風土とお茶の関係が理解できるから

◇大学で学んでいる茶学でもいろいろ学び、今回教材セットも頂いてたくさんのお茶を飲み比べること
　ができました。お茶が好きで茶学についても興味があるので、各産地のお茶についてももっと知りた

◇親戚から買っているので（煎茶）

◇玄米茶の味が好きなため（玄米茶）

◇一般的にスーパーで売られているから（煎茶）

◇静岡茶とひとくくりにしないで、飲むと味や香りがどう違うのか今回の講座で知ることができたので、

                       （日本茶を飲む茶種について）

◇家に他のお茶に比べ量があるから（煎茶）

◇気候や産地で味が違うのは面白い

◇今回１７産地のお茶を飲んでみて、細かい特徴の違いに気付くことができ、もっと静岡茶のことを知り

Q９.  静岡県内に各産地があることを知っていましたか？

Q７.  【問６】で『日本茶』を選んだ方は、良く飲んでいる茶種とその理由を教えて下さい。

Q８.  お茶を評価（または購入）する上で何に一番こだわりますか？
（※複数回答）

◇家族好みの味だから（煎茶）

◇くき茶は価格が安いのと量がたっぷりとある。（くき茶）

◇祖父母が茶農家で家に煎茶があるから

◇それぞれの産地に特徴があるから

Q１０.静岡県内各産地のお茶に興味はありますか？その理由も教えて下さい。

◇お茶の違い（浅蒸し・深蒸し等）があることを知って、もっといろんなお茶を飲んでみたいと思った。

（※複数回答）

◇親戚が１年分深蒸しのお茶を買うので、それをもらって飲んでいる。（煎茶）

◇煎茶は、煎が効くので何杯も飲めるから（煎茶）

◇渋味、深みがあって落ち着く感じがするから（煎茶）

◇飲み慣れていて飲みたくなるお茶だから（煎茶）

◇食事に合うから（脂っこいもの）

　たくなった。

　いと思いました。

◇地域ごとにお茶の特徴がこれほどあるとは知らなかったので、とても興味を持ちました。

◇抹茶は茶道を習っているから（抹茶）

　いつもと違う産地に興味を持つことができた。
◇各産地茶ののぼりをよく見かけますが、今までは味や香りの違いがあるとは知りませんでした。もっ
　と産地のお茶がどこでも気軽に買えるようになればいいなと思いました。各産地茶の特徴を説明する



（興味がない理由）

◇違いがよく分からないから

沼　津 5

富　士 8

清　水 8

本　山 12

岡　部 6

藤　枝 7

島　田 8

金　谷 10

川　根 18

牧之原 15

菊　川 8

御前崎 1

掛　川 16

袋　井 3

森 7

天　竜 5

 浜　松 4

 その他 1

◇静岡に来たばかりの時は、静岡はお茶が有名だが産地は川根と牧之原ぐらいしか知らなかった。
　　静岡に住むことが長くなってからは、他にもたくさんの産地があることがわかったから。ただ、残念

◇今回飲み比べをしてみて、ますます興味が湧きました。各産地の良さを知ることができました。

　でもいいので、数値化（グラフ）などわかりやすいものがあると伝わりやすいのでは？

◇藤枝のお茶農家が減っています。安く買われています。農家さんのやる気もなくなってしまうと思うの
　おいしさはもちろんのこと産地の特徴をしっかりとアピールした方がいいのでは。特徴もなければ高く
　買わないし、作れば売れる時代ではないと思います。皆さん苦労して作っているので産地やお茶の特　　

◇日本で一番大きな産地で、それぞれの気候風土により、どんなお茶を生産してるのか関心がある。

Q１２.  静岡県内各産地茶について、期待（要望）することはありますか？

　資料もないし、情報が少なすぎるのを感じてます。のぼりまであるのに売る気はないのでしょうか？

◇静岡のお茶が美味しいから。静岡と言って思いつくのは県内の人も県外の人もお茶だから。

◇紅茶も好きで良く飲んでいるが、紅茶にも産地によって味が違うので、緑茶も同じように産地の違い

◇茶葉の香りの違いを楽しめる。抽出する過程が目に見える。

　があるので興味がある。

◇地域ごとに特色があるから面白い

◇今回頂いたような飲み比べセットなどがもっと一般のお店でも売られていたらいいと思いました。

◇いろんな産地のお茶の飲み比べをしてみたいから

　特徴を売りにすることで消費者にも評価され、価格にも反映されると思います。

◇もっともっと特徴を出していってほしい

◇昔の様に一家に何世代暮らす時代ではないので量よりも質ということで、各産地のお茶が少量で買

◇山間地のお茶と平地のお茶の違いをもっと知りたいから

◇それぞれのお茶について、味の特徴や年代、飲む場所状況などが手軽に知れるといいと思いました。
　YES/NOチャートでお薦めのお茶がわかるようになるといいのでは、

Q１１.　静岡県内の産地をご存知ですか？知っている産地名に○を付けて下さい。

※（複数回答）                               （知っている静岡県内茶産地名）

◇たくさん産地があることは知っているが、違いを知ることで購入時に自分に合ったお茶を選ぶことが

　える商品を増やした方がいいのでは。生産者などについてもわかるような細かな情報も選択肢として

　はないかと思う。

　できるから。

　　　　　なのは、ほとんどの産地名で流通していないこと。

◇特に産地にこだわらないから

◇産地間（東部、中部、西部や隣の地域）との関係が分断されている気がするので、もう少し協力出来
　たらどうかと思います。お互いの産地の特徴や良いところを共有することで、相乗効果が出せるので

◇それぞれの産地のお茶の特徴が端的にわかりやすく表示されると良いと思います。味・香など大まか



  ａ．思う 19

 ｂ．思わない 4

 ｃ．わからない 4

◇おいしさ味わうことができ、風情も楽しむことができるから

◇料理に合ったお茶やお茶独自の味わい方もあると思うので。

　（通販だと、個人で購入する程度の量では、送料の割合が高くなるし、品質もよくわからないから）

◇リラックスできて、おいしいところ

　さないといわれているから。
◇スポーツ時にも飲めるミネラル入りのものがあるとうれしい。緑茶は基本スポーツ時の飲料として適

Q１４.  急須で飲むお茶の魅力や良さは何であると思いますか？

◇どこのお店のお茶を買えばいいのかわからないので、まずは産地という大まかな区分けでそこのお
　茶の特徴がわかれば好みのお茶の目安とお店を探すことにも繋がるのでは。

◇おいしいのはもちろんのこと、風情があるから

◇急須で飲むお茶は、１種類の茶葉で違った味を楽しめたり、味を自分好みに調節できる事
◇文系でも理系でも楽しめる学問として、子供の頃から触れることが大事だと思います。学校の授業
　よりお茶の勉強の方が楽しいところが魅力だと思います。

（「b.思わない」と答えた方の理由）

Q１３.  静岡県以外の茶産地でご存知の産地名を教えて下さい。（または都道府県名）

（「a.思う」と答えた方の理由）

◇各産地とも後継者不足で苦労されていると思うが、静岡茶を守って行ってほしい。

◇飲む空間も大事だと思うので、場所によってお茶の種類や急須を使う、使わない等工夫が必要だ
　と思いますが、可能性は大いにあると考えます。

◇お菓子やスイーツとのマリアージュがあればいいと思います。

◇お茶を飲むという行為や空間を楽しめること
◇湯のみ出した時のきれいなお茶の色に感動するところや食事の最初に飲むとほっと落ち着き、食後

Q1５.  飲食店等で日本茶のメニューがあったら飲んでみたいと思いますか？その理由も教えて下さい。

　コーヒーのように産地で分けたお茶などを楽しめればいいなと思います。

◇待ち時間が楽しい。手間を掛けたことがわかるから、美味しさが増すと思う

◇お金を払って美味しいお茶が飲めるなら払うと考えているから

◇お茶を淹れる工夫を楽しめるから

◇お店に日本茶があることで、日本らしさが出ると思うから。
◇お茶処静岡でお茶のメニューがないのは不思議と思う。

◇健康にも良く、温かいお茶が店にあると飲みたくなってしまいます。様々な食にも合います。

◇一番大事なことだと考えますが、急須で淹れるとおいしいお茶が飲めることだと思います。

◇ジュース類やコーヒーはたくさんあるけれど、お茶だとウーロン茶か紅茶しかないのでいつも不満
　に思っていました。
◇静岡は、お茶が有名なのに、うなぎパイやさわやか（レストラン）に人気が押されてしまっているの
　で何かが不足しているからだと思います。だから静岡県には日本茶（静岡茶）メニューは必要。

◇待つことでお茶がおいしく淹れられることを知りました。お茶の葉が開いていくのを見るのはとても新
　 鮮でワクワク感がありました。今までは待つのが苦でしたが、おいしく淹れるための意味が理解でき、
　待つことも日本茶の良さであり魅力だと思いました。

◇淹れたての本格的なお茶を飲めるから

◇日本茶に似た飲み物は他にないから

◇会話がはずみます。自分の味に淹れる事ができます。

◇たくさんの茶葉が飲み比べて、楽しむことができ、自分の好みのお茶も見つけることができました。
いろんなお茶を楽しむことができるのは、静岡の良さだと改めて感じました。ありがとうございました。

　と思います。

◇普段の生活に日本茶を取り入れたいと思っているので、外食した時に日本茶があれば注文したく
　なると思います。

◇急須で淹れるお茶は、コスト的に考えて安上がりだと思う。また、自分好みの味に淹れられる。

◇産地の特徴や情報を知りたいので、それが気軽に入手できるようにしてほしい。

　いてあると良いと思う。

　の口もすっきりすること

◇他産地のお茶との比較がされていると非常にわかりやすいので、全産地についてまとめた資料が

◇どの産地のお茶がどの料理やお菓子に合うのか知りたい。パッケージやしおり等にわかりやすく書

　あげればいいと思う。

　 あれば、好みのお茶を見つけやすくなると思う。

◇静岡市内のスーパーでは、静岡の産地では本山、川根、牧之原ぐらいしか手に入らないので、今回
　飲んで気に入った藤枝、御前崎のような産地のお茶もネット通販のようなものを買わなくても入手で
　きるようになると良いと思います。

◇各産地ツアーなどを企画されると、より一層産地にも興味が湧くと思うので、ぜひ検討して頂ければ

◇せっかくの静岡茶の知名度を活かしきれていないと思うので、県内の飲食店には必要だと思う。

宇治（京都）⑤　　鹿児島④　　埼玉②　　八女②　高知　　徳島　

◇２煎、３煎も楽しめたり、最後の一滴がおいしく味わえる点



◇こんなに産地の数があることが知れ、飲めたことは貴重な体験でした。静岡茶の奥深さを感じました。
◇この度は、お茶講座に参加させて頂き、ありがとうございました。オンラインでもお茶について学ぶこ
  とができ、和やかな雰囲気がとても楽しかったです。これからもお茶についてもっといろいろ知ってい

  ました。自分のお気に入りなどを探しながら飲み比べをするのがとても楽しかったです。また、今まで

  をさせて頂きありがとうございました。

◇今回の講座は盛りだくさんで、とてもよかったです。ZOOMでも体験して学べるところが良かったです。

◇今回飲み比べをしてみて、想像していた以上に産地によって味の違いにあることに驚きました。ただ、
　お茶屋さんの店頭を見てみましたが、「静岡茶」として販売されているものが多く残念だと思いましたが、

◇美味しくはないが普通の飲食店では、頼まなくてもお茶が出てくるので。

◇この飲み比べに応募した当初は、静岡県の狭い地域の隣り合った産地で、そんなに違いなどないだ
  ろう、専門家でもないのだから皆同じに思えるのではないかと思っていました。しかし、実際に飲み比

◇おいしいお茶が出てくるといいお店だと思います。ただ、お茶はサービスで出てくるイメージが強く、
　有料だとわざわざオーダーしないかもしれません。

  にも十分に伝えるていくことができると思います。日本茶ファンを増やすには、王道が一番です。

◇今回の講座でたくさんの産地があることを知り、ますます静岡茶の魅力を感じました。どこでも買え
　るようになると良いですね。
◇お茶の葉が蒸れないように、淹れ終わった後に急須のおしりを叩いて茶葉を中央に戻し、急須の

◇急須で飲むお茶かっこいいと思いました。こういう道具を使うことで産地のお茶にもより興味を持つ

◇静岡に日本茶カフェのような日本茶を楽しめる場所がたくさんあったらいいなと思います。

◇普段、急須でお茶を淹れる事がなかったけれど、こうして一人用の急須でじっくり淹れてみると急須の

  ことができました。お店で急須を使ったお茶を飲めれば映えるのでは・・・。

　中の熱気を取り除くことで、２煎目以降もおいしく飲めることを知れたのは、ZOOMセッションで見る

◇５００円くらいで気軽に月替わりで楽しめるような茶会の場所があるといいのですが・・・。
　ることができたおかげです。非常に参考になりました。

◇もっとこうした産地のお茶の飲み比べをするイベントみたいなものが行われてほしいと思いました。
　今回の講座とても楽しかったです。

◇楽しセミナーでした。お茶の事がよくわかりました。ありがとうございました。

  べてみる１７種類（産地）もあるのに皆違い、それぞれとても個性的でどれもが良いなと思いました。
　今回新しく発見した良いなと思える産地のお茶は、今度自分で購入したいと思います。静岡市内のス
  ーパーでは、なかなか各産地、特にあまりメジャーでないところのお茶は、あまり見かけることがない
  ので、もう少し容易に手に入ると良いと思います。

　の急須を頂けたので、これから緑茶を飲む機会を増やしたいと思います。ありがとうございました。

　私たちにもピッタリの飲み物だと思いました。小さい急須がとてもかわいいです。

◇今回のオンライン講座に参加させて頂いて、それぞれの産地のお茶の特徴や良さが少しだけわか

Q1６.　何かご意見・ご質問等がありましたらお聞かせ下さい。

◇このたびは、ありがとうございました。とても楽しかったです。日本茶がこんなに奥深いとは知りませ

　とで、考えが変わりました。これからは生活の中に積極的に急須のお茶を取り入れていきます。
◇一人用急須を頂けたので、いろんな産地のお茶を飲んで自分の好みのお茶を見つたいと思います。

◇急須を持っていませんでしたが、この講座でお茶のファンになりました。お茶の良さや魅力がわかれ

　んでした。

　ば、私たち若い世代ももっとお茶を飲むようになると思います。これからも頑張ってください。

◇今までお茶を飲み物としてしか捉えていなかったので、今日の講座でお茶の楽しみや魅力を知るこ

◇本格的なお茶を楽しむには、急須を使うことが大切であると改めて感じました。

◇今回いろいろな産地のお茶を毎朝楽しむことができた。子どもと一緒にお茶の淹れ方をやってみて
  お茶について子どもと一緒に会話ができたので、お茶に対する子どもの興味が出てきたのは良いこと

◇最近お茶を購入するにあたり、ネット通販を利用しますが、たくさんあり過ぎて選ぶことの大変さを感じ
　ます。直接飲める機会があればいいのですが、ネットだとそうもいきません。今回の講座の資料にもあ
  りましたが、産地茶の特徴がわかりやすく簡潔にまとめられたものがありましたが、お茶を飲まなくても
　ある程度の情報を得ることができるようになれば助かります。

  った気がします。これからも日本茶を多く嗜んでいきたいと思います。各産地の生産者の方々に感謝
  するとともに今後も機会があればこういった講座に参加したいと思います。ありがとうございました。

  だと思う。

◇一人用の急須がもっと気軽に買えるようになると、お茶を楽しもうと思う人が増えると思います。

◇何となくお茶を飲んでいましたが、今日の講座でお茶の基本的なことや良さを知ることができました。
  お茶への興味を持つことができました。リラクゼーション効果もあって美容や健康にも良いお茶は、

  きたいと思いました。今回飲み比べをして、地域によってこんなに味や香りが変わることを知って驚き

  ティーバッグのお茶を飲んでいましたが、急須で淹れるとやはり一段とおいしかったです。貴重な体験

◇講義形式の講座だと思っていましたが、実際に体験できる講座だったので驚きました。また、一人用

◇静岡県だとお茶屋さんでも気軽に試飲できたりするので、有料は難しいのでは。でもあったらいい
　のではとも思います。県外なら十分ありえるかも・・・。

◇料金を払ってコーヒーの様に飲まないから

◇お茶を飲む場所の風情があれば飲むと思う。

　た世代の私には理解は難しい。でもペットボトルのお茶で育ってきた世代には有効かも知れない。

（「c.わからない」と答えた方の理由）

  魅力を感じることができました。今回のように丁寧に淹れるお茶講座を開催していくことで、若い世代

◇とても楽しい講座でした。冊子も充実しており、折々目を通したいと思います。

◇経験則で物事を判断する人が多いので、お茶は無料のものであると当たり前の時代を過ごしてき



　せっかく講座を体験したので、もっと詳しく知りたいと思うようになりました。個人的には、お茶は日本の
　食文化を代表するアイテムだと思っていますので、これからもっと広く飲まれるように願っています。消
　費者として応援していきたいと思います。


