「静岡茶屋」認定店舗一覧
店舗名
茶町 KINZABURO

代表者
前田冨佐男

住

所

電話番号

静岡市葵区土太夫町27

054-252-2476

(株)小山園茶舗

成岡敬悟

静岡市葵区呉服町2-8-18

054-272-4612

(株)小島康平商店

小島康平

静岡市葵区錦町19

054-252-1955

山大園 本店

渡辺栄一

富士市中央町2-5-18

0545-52-2540

大井製茶株式会社

大井丈司

掛川市上西郷1749

0537-24-6031

(株)西野商店

西野 真

藤枝市茶町1-2-17

054-641-0041

お茶は美笠園
（㈱美笠園）

芝田 悟

掛川市城西1-15-5

0537-24-0011

岡本義明

掛川市伊達方920-5

0537-27-1166

山下 勉

島田市川根町身成3533

0547-53-2406

泉地則夫

伊豆市柏久保631-7

0558-73-2188

掛茶料理むとう

武藤一夫

掛川市上張830

0537-24-8188

(有)太田茶店

太田英子

周智郡森町一宮3822

0538-84-2020

遠州ふくろい 茶好きの関所
お茶の宝玉園

寺田直樹

袋井市豊沢860

0538-43-2417

楽茶房みのり

高岡圭司

田方郡函南町間宮680

055-979-7210

石田茶業合資会社

石田剛庸

沼津市高島町12-5

055-923-9877

御番所茶屋
(伊豆箱根鉄道株式会社箱根
関所旅物語館)

杉村則秋

神奈川県足柄下郡箱根町箱根6-3

0460-83-6355

渡邉美保子

静岡市清水区鳥坂813

054-345-1210

(有)岡田製茶
岡田明美

藤枝市駅前1丁目13-22

054-625-8008

株式会社宝和園
(株)山関園製茶
いっぷく茶処 やませき
伊豆箱根鉄道
IZU-La 修善寺

Marukaku Café
（㈱マル覚渡邉製茶）
藤枝茶カフェ KAREN
（（有）岡田製茶）
株式会社袋布向春園本店

袋布吉一

大阪市城東区今福西5丁目2-5

06-6932-0821

Tabi Cha fe

安井沙織

牧之原市坂口3336-4
静岡空港ターミナルビル2Ｆ

0548-29-1150

「ことまち夢小径」
森の茶本舗 鈴木長十商店

鈴木三枝子

周智郡森町一宮3956-1

0538-89-7010

Tea time まるは
（松下園）

松下みどり

掛川市満水592

0537-22-6528

(株)高柳製茶

高柳智子

牧之原市勝田2310-4

0548-27-2325

おさだ苑本店

長田京子

周智郡森町森1522-1

0538-85-1500

「静岡茶屋」認定店舗一覧
店舗名

代表者

住

所

電話番号

お茶のあさひ園

日野雅春

宮城県石巻市旭町10-8

0225-22-2887

（株）かねも

角替恵子

掛川市掛川70

0537-22-3145

静岡県東京観光案内所

高梨直実

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館B１

03-3213-4831

長峰製茶 新橋店

多々良文恵

東京都港区新橋5-28-7
新橋安達ビル1Ｆ

03-5777-0655

カネイ一言製茶（株） ひとこと

一言伊佐夫

島田市道悦1-1-9

0120-377887

玉露の里

山本剛生

藤枝市岡部町新船1214-3

054-668-0019

茶の芽
（㈱森田製茶）

森田純平

静岡市葵区大原1827

054-270-1313

榛原郡川根本町元藤川17

0547-57-2674

がんばる農家の川根直売所
山香荘茶園

石山貴美夫

蓬莱橋 897.4茶屋

岡村暁子

島田市南2

0547-32-9700

(有)お茶のあおしま

青島光俊

島田市井口1206

0547-38-4649

(有)村松商店

村松正浩

浜松市西区西山町2365

053-485-8526

お茶農家 かつやま製茶

勝山壽夫

静岡市水見色1290

054-279-0024

西野園

西野和弘

東京都三鷹市井の頭2-7-23

0422-48-0278

秋山勝英

富士市今宮512

0545-21-5595

茶菓きみくら
（丸山製茶株式会社）

丸山勝久

掛川市板沢510-3

0537-24-6000

カネ十農園 表参道
（カネジュウ農園株式会社）

加藤大地

東京都渋谷区神宮前4丁目1-22

03-6812-9637

GREEN∞CAFE
（有限会社グリーンエイト）

北條広樹

清水区和田島349-4

054-395-2203

和CAFE茶楽
（茶楽（有）山梨商店）

山梨陽子

清水区興津本町158-1

054-369-5491

ルモンドふじがや
（ルモンド有限会社）

白鳥智香子

静岡市葵区昭和町6-1

054-251-0066

久 富士 秋山園

茶文字の里 東山いっぷく処
（㈱茶文字の里 東山）

田中鉄男

掛川市東山1173-2

0537-27-2266

ＳＯＡＮ

野崎恭成

東京都江戸川区西小松川町7-24

03-5879-2135

荒井園

荒井誠

御殿場市御殿場80

0550-84-1621

お抹茶こんどう

近藤雄介

静岡市駿河区津島町5-9

054-282-4222

叶茶屋(成茶加納㈱）

加納昌彦

静岡市葵区錦町9

054-252-2783

「静岡茶屋」認定店舗一覧
店舗名

代表者

住

所

電話番号

佐野製茶所

佐野智信

富士市岩本816-3

0545-64-2288

神楽坂銘茶 楽山

齋藤昭人

東京都新宿区神楽坂4-3

03-3260-3401

てっちゃんの茶工房

鈴木鉄司

牧之原市西萩間1160

0548-27-2500
0545-52-8234

(株)窪田茶店

窪田 寛之

富士市吉原2-9-1

茶箱

岡部 宇洋

東京都品川区南品川2-11-5

大間縁側お茶カフェ

中村 敏明

静岡市葵区大間294

054-291-2770

かっぽしテラス
（茶草場テラス）

田辺 秀晶

掛川市東山1051-1

0537-27-0845

東京都足立区千住元町30-3

03-5284-7145

日本茶の家 小堀商店
ＣＯＭＯ（藪崎園）

小堀 久美子

ティムチャック淳子 藤枝市岡部町内谷964-36

（080-5103-2733）

054-667-4444

HARUICHI STYLE

森重 達也

浜松市東区上新屋町129-1

053-411-5678

お茶の間 のおと
サングラムグリーンティーカ
フェ
（(株)丸松製茶場）
グランドホテル浜松

宮崎 洋子

浜松市東区半田山5-25-1

053-443-8750

菊川市堀之内1-1

0537-36-1201

前田 幸範

浜松市中区東伊場1-3-1

053-452-2114

渥美 佳大

浜松市浜北区根堅2450-1

053-583-0090

静岡市葵区神明町96-1

0120-17-1046

静岡県立森林公園 森の家
レストランまつぼっくり

(株)白形傳四郎商店

渡邉 明日風

大塚 喜美江

