
山や川の自然が育てた豊かな恵みと

つくる人の思いが一つになって、

この里でしか味わうことができない

心温まる「ふるさとの味」が生まれます。

あじわう

▼たいやきや

川根 茶を使った抹茶たいやきが
自慢のたいやきやさん

ふたを開けるとふっくら焼けた、たいやきがお茶の香りと
ともに姿を現す

…map�
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鈴木 さん

三世代にわたり川根茶をつくる

江戸時代から、川根は高級茶の産地として全国に知られています。

明治に入り、宇治から手揉み技術が伝わると、ふくよかな香りと味

わいはさらに洗練されて、世界的にも高い評価を受けるようにな

りました。手間ひまがかかっても品質にこだわる川根茶の伝統は、

いまも変わりません。ウチでは、私と父、息子の三世代でお茶づ

くりをしていますが、先人たちが築いてきた川根茶の誇りを大切

に受け継いでいきます。

▼ ▼  あじ わう・川根茶の歴史

明治41 年生まれの鈴木
龍 平さん は、川 根 茶 の
歴史を伝える生き証人。
手 揉 み の時 代 から、90
歳過ぎまでお茶づくり
に携わってきた

【 お茶は、1 年に何度も摘まれている 】
5 月の新茶に６月の中旬頃の二番茶。７月下旬から８月
上旬は三番茶。そして、一番茶の準備として、９月下旬か
ら１０月中旬頃に秋晩茶。 その時期毎にお茶が摘まれ、
1 年を通して味わうことができる

川根町身成3533  tel / 0547-53-4545

【 1・駅前本店 】
川根町家山372-1  tel / 0547-53-2058

【  2・直売店  】
川根町家山4154-2  tel / 0547-53-4058

【  3・茶房 遊  】
川根町身成4693  tel / 0547-53-4488

川根町家山4153  tel / 0547-53-3149

お茶屋さんとの
出会いを求めて

茶舗 朝日園

いっぷく茶処やませき

寿 園

…map�

…map�

お茶の味が違う？

川根茶の日4月21日

茶葉は、お茶農家の育て方によって

それぞれ違います。その茶葉をお茶

屋さんが独自にブレンドし仕上げて

いるので、同じお茶でも味が全く違

います。川根のお茶屋さんをめぐっ

て、自分好みのお茶を見つけてみる

のも楽しみのひとつです。

お茶と言えば八十八夜日ですが、川根茶の
日は、春 分 の日から数 えて七 十 七日目の
ラッキーセブンの日！新茶シーズンを前に
川根茶を多くの人に知ってもらいたい！
そんな思いから作られた記念日です。

濃緑色で滋味豊かな味わいの「深むし茶」（上）と
金色透明で繊細な香りをもつ「浅むし茶」（下）

新茶の茶葉はきれいな萌黄色

中山間地域のため、急な斜面にも茶畑が広がる

 川根の

お茶

…map�

…map�

…map�
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田村 さん

みんなを幸せにする農業をめざす

川根の健康な土ときれいな水で育てたお茶やブルーベリーを知って

もらい、「おいしい !」をきっかけに、農家、売る人、買う人の笑顔

をつなげていく。そんな 「みんながしあわせになる農業」をめざし

て、畑を耕しています。川根は大井川の川霧や昼夜の寒暖差で、う

まみや甘みのある農産物が育つところです。その豊かな大地の力を

活かしながら、新しい魅力をくわえて「The 川根産」を広めていけ

ればと考えています。

▼ ▼  あじ わう・農業の力

川根産の
野菜を買う

川根町家山4164-1
tel / 0547-53-4505

さくら茶屋

川根町笹間渡18-1
tel / 0547-53-2021

村の市　寿園

川根町笹間渡２２０
tel / 0547-53-4340

川根温泉道の駅 （売店）

たむらのうえん

水 はけの良い川 根 の土地 は、
ブル ーベリー栽 培 の好 適 地。
糖 度 が 高 い の で、生 食 で も
ジャムにしても美味しい

川根オススメ野菜！

甘く実るぶどうや干し柿・
きれいな水を利用したワサビも

栽培されています

シイタケ・自然薯

※たむらのうえんの朝市は大井川川越遺跡内の荷縄屋で毎週土曜日9：00 〜 12：00 まで出店中

川根町家山755　tel / 080-1183-3419　fax / 0547-53-2160　E-mail/info@no-en.com

…map�

tel / 080-1183-3419
たむらのうえん

川根町抜里975-1
tel / 0547-53-3232

げんろく農園

川根で収穫体験！

＊お茶摘み・ぶどう狩り＊

詳しい体験内容は下記まで

＊ぶどう狩り＊

川根で栽培された自然薯は11 月から1 月にかけて
村の市や道の駅の店内に並ぶ

農家が 育てる数種 類のぶどうは、みずみずしい
甘い実をたくさんつける

島田宿大井川川越遺跡内の朝市でお客さんに直接販売
「いつもおいしいね」と言われると顔がほころぶ

農家さんのとれたて野菜

直売所に並ぶ野菜は、地元の農家

さんが畑からお店に届けています。

だからとっても新鮮で味が濃い！
旬の野菜のほかにもちょっと見か

けない変わった野菜もちらほら。

地元の人も買いにくるほどの人気

野菜です。

…map�

…map�
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4. さくら茶屋
川根町家山 4164-1

tel / 0547-53-4505
9：00 〜 16：00
火曜定休（祝日営業・翌日休）

…map�

▼ ▼  あじ わう・ごはん＆ Cafe

里の四季を
いただきます!

SLを眺めながら
ゆったり時間

明 治 時 代 初 期 の 古 民 家 で、ゆ ったり、
ゆっくりと地元の旬を楽しむ。縁側の向
こうには大木のある庭。田舎に帰省した
ような、なつかしい気分になれる。畑で
とれた野菜の天ぷらや、みかんゼリーが
美味!

焼きたてのパンやケーキと、川根炭火焼珈琲、
川根育ちの紅茶が人気。店内はオーナーの
こだわりがいっぱい。とても居ごこちの良い
空間になっている。川根温泉笹間渡駅に隣接
しているので、窓から線路が見える。

季節の野菜を使ったサクサクの衣の天
ぷらがおいしい。のぼり旗が立ってい
る時が営業中の目印。

昔はたばこ屋だった地元食堂。季節の食
材を使った定食や豊富なメニューが人気。

ちょっと隠れ家的な雰囲気のあ
るカフェ。手づくりのお茶菓子
を味わうと、あったかい気持ち
になれる。

家山駅から歩いてすぐ。抹茶を茶せんで
ひとつひとつ丁寧にたてている抹茶ラテ
や自家焙煎の炭火焼珈琲が自慢。

川根路 古民家 ひらら1

手打ちそば かわねや2

手作り “ こんにゃく ” でつくる「こんかつ」
は婚活する方にもおすすめ。

さくら茶屋4

cafe ひぐらし5

寿園 いっぷく茶屋6 お茶ぼっこ7

たばこや食堂3

1. 川根路 古民家 ひらら 
川根町身成 2974
tel / 0547-53-2279
11：00 〜16：00
水・木曜定休

…map�
2. 手打ちそば かわねや 

川根町身成 3546-1
tel / 0547-53-2888
11：00〜14：00
木・金曜定休

…map�
3. たばこや食堂

川根町家山 660-2
tel / 0547-53-2103
11：00〜14：00
17：00 〜19：30
月曜定休（土日は要照会）

…map�
5. cafe ひぐらし

川根町笹間渡436-1

tel / 0547-53-2237
10：30〜17：00
第1、第3月曜・日祝定休

…map�

6. 寿園 いっぷく茶屋
川根町家山 4153-7
tel / 0547-53-2801
9：30〜17：00 

（12：30〜13：30 昼休）
不定休、4月〜5月ごろ休業有り

…map�
7. お茶ぼっこ

川根町家山1816-15

tel / 0547-53-2040
10：00〜16：00
水曜定休

…map�

ふるさとごはん あったかCafe
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▼ ▼  あじ わう・お土産

創業以来 10 0 余年。昔ながらの製法を

守り、木桶で熟成した醤油と味噌は、

川根を代表する逸品。

川根に来たらやっぱりお茶！ 上質な

お茶は、さわやかな香りとまろやかな

甘みと渋みでおいしい！

三角のカタチは川根の山々をイメージ

したもの。店舗によって中身がいろい

ろ。川根茶と一緒にどうぞ。

川根に昔から伝わる、お正月やお盆に

欠かせない、おもてなし料理。大豆と

は一味違う、落花生のコクのある味わ

いがおいしい。

風味豊かな川根茶をたっぷり使った

ウグイス色の羊羹。お茶筒のような

可愛いパッケージはお土産に最適。

木炭を使い、七輪で焙煎。香り豊かで

マイルドな味わい、しっかりしたコク、

スッキリした後味が人気。

3. 川根いなり
情報はnetでcheck！

川根いなり 検索

2. マルイエ醤油川根本家
川根町家山796
tel / 0547-53-2212
9：00〜19：00
年中無休・全国発送可

…map� 村の市
さくら茶屋
販売中（P31参照）

4. 落花生の煮物
…map�

…map�
お茶屋さんや
道の駅
販売中（P18参照）

…map�

1. 川根茶 5. たいやきや
川根町家山668-3

tel / 0547-53-2275
10：30〜15：30
木曜定休
水・第3日曜（不定休、要照会）

…map�

6. 加藤菓子舗
川根町身成3530-5

tel / 0547-53-2176
8：00〜18：00
月曜定休
第1月・火曜連休

…map�

7. 菓子処 三浦製菓
川根町家山717-5

tel / 0547-53-2073
8:30〜17:30
水曜定休

…map�

8. 寿園
川根町家山4153
tel / 0547-53-3149
9:00〜17:00
4月〜5月ごろ休業有り

…map�

お茶の葉っぱや
おそばが入ったいなりも

あるよ

川根にきたら
コレ！

大人気の大福
抹茶味もあるよ

お茶の香りが
食欲をそそる

名物のたいやき！

川 根 茶1

マルイエ醤油・味噌2

川根いなり3

浅むし茶は60℃、深むし茶は80℃のお湯を
急須に入れ、1〜2分してから一滴も残さず
に注ぐのが、美味しくいただくポイント。

ちょこっとメモ！  お茶の淹れ方

てづくり
グルメ

飾らない素朴な味わいを
お届け

落花生の煮物4

上質な川根の粉茶を炒って、生地に練り

込んだたいやき。シッポの先まであんこ

がたっぷりで食べ応えあり。

抹茶たいやき5

薄目の柔らかな大福の生地で、生クリー

ムとこしあんを包んだ、上品な味わい。

川根を代表する銘菓。

川根大福6

お茶羊羹7

川根炭火焼珈琲8

お茶によく合います
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