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※表紙写真はすべて宇治田原の四季コンテスト受賞作品です。
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  History of
Japanese tea

　今、日本中で主に飲まれているお茶は「緑
茶」です。その緑茶を作ったのは江戸時代、宇
治田原町に住んでいた永谷宗円です。お茶が
日本に伝わったのは九世紀頃といわれてい
ます。当時お茶は文字通り「茶色」でした。そ
の後「茶」は日本の歴史からしばらく隠れて
過ごしていましたが、１１９１年、栄西が抹
茶の喫茶法を中国宋から持ちかえってきま
す。禅寺で抹茶喫茶の習慣が始まり、禅寺の
広がりと共に日本全国に抹茶喫茶の習慣が
広まりますが、これは貴族や武家、僧侶と
いった当時身分の高い人々の喫茶法であり、
通常一般庶民が日常口にするお茶は

赤黒く、味も粗末な煎じ茶でした。この文字
どおり「赤黒い」煎じ茶を、緑色「当時の山吹
色」の煎茶に変えた人物。それが宇治田原郷
湯屋谷の茶農、永谷宗円その人です。
　江戸時代、高級な緑色の抹茶栽培は宇治の
特定の茶師にしか許されていませんでした。
宗円は法に触れずに優れたお茶をつくって、
近在の農家を豊かにしようと考えたので
しょう。抹茶の製法を煎じ茶に取り入れるこ
とによって、茶色のお茶を美しい緑色に変え
ただけでなく、香りも味も圧倒的に優れた高
品質の煎茶をつくり出したのです。
　これが「青製煎茶」、即ち今に伝わる煎茶の
始まりです。ときに元文３年（１７３８

年）、８代将軍吉宗の治世でした。吉宗の時代
は国産を奨励して、各地で産業の発達を見ま
したが、初夏に芽吹く新芽のみを丁寧に摘み
取り、蒸して改良した焙炉（ほいろ）の上で熱
を加えながら、手で探み上げるという製法
を、約１５年にわたって思考錯誤の研究を積
み重ね、現在の煎茶の発明に成功しました。
当時、好景気に沸く江戸の町にこの青製煎茶
を持ちこみ、日本橋山本家にて販売、爆発的
な人気を博します。宗円はこの製法を独り占
めにせず、惜しむことなく湯屋谷の人々に、
伝授しました。そこから、宇治村、信楽と広が
り他の藩にも製法が伝わって行き、日本全国
でこの製法によってお茶が作られることと
なりました。

日本緑茶発祥の歴史

緑茶の郷をたずねる

42

http://www.ichinosho.jp

住 宇治田原町
郷之口北堂山 23

0774-88-2707

休 火曜
営 10:00 ～18:00

自家焙煎の焙茶が香る店内で
気軽にご試飲を。
石臼挽き抹茶ソフトクリームもおすすめ。

壱之庄43

FaceBook あり

住 宇治田原町
郷之口田中3-9

0774-88-2040

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

辛口・マイルド、ご自分のお好みのお茶
お届けします。
お茶の淹れ方講座出前します。

宇治茶師 かねまた谷口郁男 31

住 宇治田原町
郷之口本町29

0774-88-2007

休 日曜、祝日
営 9:00 ～18:00

創業以来二百余年、ＡＮＡ（全日空）の
機内サービス担当五十年。
信頼と品質の三春園。

内田三春園 38

0774-88-4060

休 日曜、祝日
住 宇治田原町
郷之口本町110-2

営 9:00 ～17:00

ほうじ茶を専門にしております。

馬場弘商店 17

住 宇治田原町
郷之口中林74

0774-99-8008

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

味の情報誌、月刊「茶の間」のお茶屋さん。
京都より選りすぐりの商品をお届けします。

㈱宇治田原製茶場

03

http://www.kyo-ujicha.com

0774-88-2126
宇治田原茶本来の美味しさを求めて
創りあげられた美味しい宇治茶を
お届け致します。

住 宇治田原町
郷之口本町54-1

休 日曜
営 9:00 ～17:00

㈱宇治田原茶直売所 09

http://www.uji.co.jp

0774-88-2278
天下一品のお茶をお届け致します。
通販等もお伺いしますので、
お気軽にお申し付けください。

住 宇治田原町
郷之口本町18

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

㈱天下一品宇治茶直売所 06

http://www.ryuhoen.co.jp

0774-88-2038

流芳園

創業天明年間。玉露・煎茶・雁が音・
抹茶・玄米茶・ほうじ茶等を販売、
日本茶専門店。

住 宇治田原町
郷之口本町97

休 不日曜、祝日定休
営 9:00 ～18:00

20

http://www.uji-yanoen.com/

住 宇治田原町
南並木3

0774-88-4188

休 土曜、日曜、祝日
営 8:30 ～17:30

天保７年（１８３６年）創業。
原料荒茶から最終パッケージングまで
一貫して製造しています。

㈱矢野園

19

住 宇治田原町
南東道祖神22

0774-88-2522

休 日曜、祝日
営 8:30 ～17:30

美味しいお茶をご賞味くださいませ。

㈱谷口清風園 26

住 宇治田原町
南中屋39

0774-88-2020

休 日曜、祝日
営 8:00 ～17:00

かりがねが有名な老舗です。
緑茶専門の通販も致しております。

龍雲園 45

住 宇治田原町
南中屋41

0774-88-2054

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:30

「何といってもお茶は宇治」と云われた
本来の味と香を大切にしている
お茶屋です。

㈲脇守園茶舗 10 まるなか製茶

0774-88-2523

住 宇治田原町
南岡之薮152-1

緑茶専門店です。

休 日曜、祝日
営 8:30 ～17:00

18

住 宇治田原町
南亥子60

0774-88-2417

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

「茅葺き屋根の縁側で、ほっと一服」
自分好みのお茶を見つけに気軽に
お越し下さい。

㈲丸伍製茶 25

住 宇治田原町
郷之口川東4

0774-88-2025

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

当店のお茶は通販で全国のお客様に
楽しんでいただいております。

㈱林泉園本店 38

住 宇治田原町
郷之口川東3

0774-88-2017

休 日曜、祝日
営 9:30 ～18:30

オーダーメイド宇治茶の店。
茶のソムリエがあなた好みのブレンドを
提供します。

田丸屋茶業㈱ 24

住 宇治田原町
荒木中出4

0774-88-2029

休 不定休
営 9:00 ～17:00

全国発送して
おります。

双松園本店 05

http://taisyouen.ocnk.net/

大正園茶舗

0774-88-2012
一煎のお茶で至福を味わいましょう！
昔かわらぬ香りと味わい、
品質本位の大正園のお茶。

宇治田原町
立川西垣内7-2

休 日曜、祝日
営 9:00～17:00

●1 ●2 ●3 ●4

●16 ●17 ●18 ●19
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住 宇治田原町
南薬師前43

0774-88-2121

休 不定休
営 9:00 ～17:00

お一人様お一人様に合わせて
ブレンドします。
ご自分だけのオリジナルティーをどうぞ！

お茶の中井●6 ●7 ●8 ●9 ●10

36

住 宇治田原町
南岡ノ薮134-2

0774-88-2513

休 土曜、日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

ほうじ茶を主体とした
通販・製造卸をしています。

吉野園茶舗●11 ●12 ●13 ●14

●5

●20

●15

34

http://www.kobataen.com

住 宇治田原町
荒木立川32

0774-88-2115

休 日曜、祝日
（一部土曜日）

営 9:00 ～17:00

「ホッ」とするひとときに
一杯の古畑園のお茶をどうぞ！

㈱古畑園 23

住 宇治田原町
立川高橋17

0774-88-3369

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

おいしい一杯で健康と幸せを
お届けします。

ながたえん 16

shokokai.or.jp/26/ujitawarakirokuentyaho/index.htm

住 宇治田原町
立川平岡36

0774-88-3117

休 日曜、祝日、
お盆、正月

営 9:00 ～17:00

（取扱い商品）宇治茶・日本緑茶・
各種ギフト詰合せ・各種ティーバック・
やわらか抹茶あめ等

喜緑園茶舗 11

住 宇治田原町
岩山沼尻32

0774-88-2324

休 不定休
営 9:00 ～18:00

地元のお客様にも喜んでいただける
お茶です。町以外は通販にて、ご家庭や
会社へお届け！

松田宇治園 12

http://www.kiyosen.com

住 宇治田原町
岩山西出8

0774-88-4507

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

宇治茶を素材にした抹茶菓子を開発、
販売しています。

茶匠 きよ泉●21 ●22 ●23 ●24 ●25

13

http://www.mamichien1717.com

住 宇治田原町
岩山辻出22

0774-88-2334

休 日曜
営 9:00 ～18:00

独自の焙煎方法による香り高い
ほうじ茶で茶工場の焙煎香を
ご家庭に届けます。

まみち園 西川製茶場 07 ○幸谷口園製茶場

住 宇治田原町
立川北垣内12

0774-88-2416

休 不定休
営 10:00 ～18:00

製造・直売しています。
お茶でも飲みに気軽にお立ち寄り下さい。

32

http://www.kouroen.co.jp

住 宇治田原町
立川段橋46

0774-88-2035

休 土曜、日曜、祝日
営 9:00 ～17:30

まごころ込めた産地のお茶を
全国へお届けしています。
（海外発送可）

㈱光露園 41

住 宇治田原町
立川段橋13

0774-88-2308

休 無し

宇治田原町にしかない味と香りに
こだわりました。
私たちの真心も一緒に味わってください。

久五郎茶園 33

http://www//uji-cha.net

住 宇治田原町
立川川久保13

0774-88-2356

休 不定休
営 9:00 ～17:00

宇治茶通の方、
これから宇治茶を飲んでみようという方
是非お立ち寄りください。

㈱清泉園本店●26 ●27 ●28 ●29 ●30

02

http://www.kitani-s.com

お茶の郷 木谷山

0774-88-2218
よそでは味わえない抹茶ソフト

住 宇治田原町
岩山休場8

休 水曜
営 10:00 ～17:00

14

http://www.ochalatier.com/

住 宇治田原町
岩山長山83-1

0774-88-2351

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:30

ピュアな宇治茶からブレンド宇治茶まで
日本茶の専門店です。
お茶選びお任せください。

浅田香保園製茶場 04

http://www.uji-cha.com

㈱尚美園製茶場

0774-88-2203
まぁいちどおこしやす。
美味しいお茶と楽しいお話で…
いきぬき茶屋においでやす。

住 宇治田原町
湯屋谷工業団地内

休 日曜、祝日
営 9:00 ～18:00

27

住 宇治田原町
岩山善生谷26

0774-88-2353

休 年中無休（正月除く）
営 9:00 ～18:00

国道３０７号線工業団地前より２００ｍ
信楽寄に看板が立っております。
是非お立寄り下さい。

浅田香園 15

http://tsusenen.jp

住 宇治田原町
湯屋谷長通45

0774-88-3939

休 年末年始

営 9:00 ～18:00
日・祝
10:00 ～18:00

濃厚なバニラに茶葉を練り込み、
仕上げに粉末をトッピングした
香り高いソフトクリーム。

髙田通泉園●31 ●32 ●33 ●34 ●35

28

0774-88-2227

住 宇治田原町
湯屋谷北石詰14

休 不定休
営 9:00 ～18:00

自家生産で味と香りの宇治田原茶を
お届けします。
是非ともお立ち寄りください。

安井園製茶工場 22

0774-88-4550

住 宇治田原町
湯屋谷添り12-3

休 日曜、祝日
営 8:00 ～17:30

卸売りと有機栽培の
自園を経営して
おります。

永谷茶業㈱ 40

住 宇治田原町
湯屋谷中谷18

0774-88-2224

休 日曜
営 9:00 ～17:00

宗円の里、湯屋谷、景勝地大滝への道沿いに
あります。縁側でいっしょにお茶で楽しい時を
過ごしましょう。気軽にお立寄り下さい。

谷村福松園本店 08

http://www.asadaen.com

0774-88-2223
永谷宗円生家の道筋に所在する当園は
裏山の茶園より春には新茶の香りに
つつまれます。

住 宇治田原町
湯屋谷西塩谷9

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

浅田園本店 21

http://tyauen.co.jp/

住 宇治田原町
湯屋谷東塩谷16

0774-99-8566

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

自然環境が育む自園製の有機栽培茶！
お茶受けに旨い！
昔ながらの手づくりかきもち

㈲浅田茶塢園●36 ●37 ●38 ●39 ●40

44

http://www.nishide.com

住 宇治田原町
禅定寺東奥谷59

0774-88-2200

休 不定休
営 9:00 ～17:00

老舗の宇治茶専門店です。
宇治茶はもちろん、抹茶菓子や茶そば等も
取扱っております。

西出製茶場 29

http://www.nishide-kyokushoen.co.jp/

0774-88-2231
明治三十三年創業の宇治茶産地問屋です。
製造卸売販売を行っております。

住 宇治田原町
禅定寺案内70

休 日曜、祝日
営 8:30～17:30

㈱西出旭松園 37

住 宇治田原町
奥山田宮垣内127-1

0774-88-3574

休 不定休
営 9:00 ～18:00

茶畑から生産製造販売「農家の心」を
大切にしております。

小山園製茶場 01

http://www.harimaen.co.jp

0774-88-3183
有機ＪＡＳ認定の安心・安全で
身体に優しいお茶つくりに
日々努めております。

住 宇治田原町
奥山田川上152-1

休 日曜、祝日
営 9:00 ～17:00

㈱播磨園製茶 30

住 宇治田原町
岳谷33

0774-88-3203

休 土曜、日曜
営 8:30 ～17:30

私達は多くの方に、美味しいお茶を飲んで
いただくために社員一同がんばってます。

㈱上辻園●41 ●42 ●43 ●44 ●45


