山里風景を眺めながら香り高い茶を
おちゃのさと きたにやま

香り高い茶葉は、スイーツだけでなくフードメニューにも
大活躍。茶そばはもちろん、コロッケや豆腐など、ユニーク
メニューも注目

真手打ちそば処 ながの

しんてうちそばどころ ながの

t0774-88-2218
宇治田原で6代続く木谷製茶場内
にあるカフェで、和風の内装が印象
的。厳選高級茶葉の香りを生かした
手作りメニューが自慢で、店内では o天気のいい日はテラス席
オリジナルの茶葉や菓子も販売。 も気持ちいい

宇治市

t0774-21-2836
主人が毎朝手打ちするコシのある蕎麦が自慢。茶そばが人気ナンバー1。
K宇治市蓮華25k
京 阪 宇 治 駅から徒
歩3分J10時30分
〜14時
（そばがなくな
り次第閉店）i火曜
※不定休ありpなし

和束茶カフェ
t0774-78-4180

宇治市

t0774-21-2816
注文してから揚げられるあつあつのコロッケが人気の精肉店。

和束産100％の和束茶が150種類
以上揃う茶の直売所で、茶摘み体験な
ども受け付けている。中央に茶釜が設
けられた畳の席では、お茶農家の方が o茶席は直売所の一角に
作るオリジナルスイーツが楽しめる。 設けられている
K相楽郡和束町白栖大狭間35kJR加茂駅から奈良交通バス和束町小
杉行きで18分、和束山の家前下車、徒歩5分J10〜17時i無休p20台 o煎茶・ほうじ茶・抹茶の3つの味が楽しめる茶団子300円

K宇治市宇治壱番
14-2kJR宇治駅か
ら徒歩3分J9時30
分〜19時i不定休
pなし

且座喫茶で頂くこだわりのスイーツ

京都 互福庵

きょうと ごふくあん

抹茶コロッケ
120円

mogmog Bakery

城陽市

宇治市

K宇治市宇治妙楽
26-1kJR宇治駅か
ら徒歩5分J6〜18
時i月曜、第2火曜
pなし

o互福あんみつ750円。みつは、抹茶みつまたは黒みつから選べる

t0774-22-7800
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宇治市

K宇治市宇治山田
10k京阪宇治駅か
ら徒 歩 8 分 J 1 0 〜
17時i月曜（祝日の
場合は翌日）
p8台

宇治市

涼しげな竹の器で提供される生茶
ゼリイ720円はぷるぷるの食感

長岡京市

MAIKO茶ブティック

京田辺市

t0774-68-2472

憧れ

手もみ茶づくり
1組1万2600円

チャチャ王国の
おうじちゃま

伝統的な宇治製法の茶づく
りを体験できる。茶葉が乾燥
するまでの待ち時間には、茶
の淹れ方もレクチャー
（※1
組1〜5名で同時に２組まで
体験可能）J10時、14時
の1日2回開催（1回約2時
間30分）
、
要予約

専門家が丁寧に教える茶の淹れ方

宇治茶道場 匠の館

宇治市

うじちゃどうじょう たくみのやかた

t0774-23-0888
京都府茶業会議所が手がける施設で、抹茶とお菓子のセッ
ト600円などが味わえる喫茶のほか、
お茶の淹れ方教室などを開催。

日本茶のインストラクターが玉露・煎茶・
抹茶の3種類の淹れ方や味わい方をわ
かりやすく教えてくれる J11時〜12
時30分、13時30分〜15時の1日2回開催（要予約）

認定店

福寿園宇治茶菓子工房

ふくじゅえんうじちゃかしこうぼう

宇治茶♥大使
抹茶ーずもおすすめ！

お茶の淹れ方教室 1500円

宇治市

t0774-28-6810

無類の抹茶好きアイドル・Berryz工房の熊井
友理奈と℃-uteの鈴木愛理が宇治商工会議
所公認の大使に就任！HPでは二人が選んだ
「抹茶デザート研究室」
ランキングも公開。

「宇治茶カフェ」認定店とは、おいしい宇治茶のメニューが揃い、
宇治茶の歴史、文化、淹れ方等の説明ができる喫茶店。この看板が目印。

お茶のかんばやし

宇治市

おちゃのかんばやし

t0774-22-2514
江戸時代、幕府御用
の茶師を務めた茶匠・
上林によるカフェ。

K長岡京市長岡1-218k阪急長岡天神
駅から徒歩2分J10
〜18時i月曜、5月を
除く第1日曜pなし

K宇治市宇治蓮華
35k京阪宇治駅から
徒歩6分J10〜17時
i不定休pなし

K宇治市宇治妙楽
43kJR宇治駅から徒
歩5分J9〜18時i
無休p3台

o宇治茶銘菓・宇治のみどりが付いた玉露840円

茶舗 赤門茶屋

宇治市

t0774-21-2058

JA京都やましろ 宇治茶の郷

じぇいえーきょうとやましろ うじちゃのさと

t0774-88-2629

宇治市

福寿園CHA研究センター

ふくじゅえんちゃけんきゅうせんたー

t0774-23-3955
宇治茶の老舗によるカフェで、宇
治茶そば577円などが揃う。
K宇治市莵道荒槙19-3k京阪宇
治駅から徒歩5分J10時〜18時
30分
（18時LO）
i無休p23台
抹茶ゼリーや白玉などが入る宇治抹
茶パフェ630円

oお抹茶
（お菓子付き）
630円〜のほか、
玉露や煎茶も揃う

宇治
田原町

伊藤久右衛門
本店・茶房

いとうきゅうえもんほんてん・さぼう

福寿園の菓子製造所を併
設し、オリジナルの宇治
茶銘菓が楽しめる。

ちゃほ あかもんちゃや

ざん
まい

宇治茶で有名な宇治や良質な玉露の産地・京田辺な
ど、山城は古くから知られる茶どころ。伝統ある茶づ
くりが体験できる施設から、絶品お茶スイーツが楽
しめるカフェまで、
「お茶スポット」が盛りだくさん。

宇治商工会議所公認のキャ
ラクター。茶筅をモチーフに
した冠をかぶり、茶道をたし
なむ。茶の魅力を伝えるべ
く、
日々外交に奮闘中。

本格茶から抹茶ソーダ
480円などメニュー
が豊富。

o米粉を使った抹茶のシフォンケーキは300円

まいこてぃーぶてぃっく

日本屈指の茶どころで

山城の
茶を世界に
広めるのだ！

石臼で抹茶づくり 1人1050円

t075-951-6798

K宇治市宇治壱番10kJR宇治
駅から徒歩すぐJ10時〜17時30
分（カフェは11〜17時LO、季節に
より変動あり）i無休p15台

t0774-39-8991

(持ち帰り350円）

茶亭 楓庵

ちゃてい ふうあん

150年以上続く老舗茶商のカフェ
で、食事や季節のスイーツが揃う。

なめらかさにこだわった豆腐のほか、おからやひろうすも販売。

抹 茶の風 味が 豊かな
豆腐。黒みつときな粉を
かけて楽しもう

寛政2年（1790）創業の茶舗・福寿園が手がける工房で、手も
み茶づくりや抹茶づくりが体験できる。茶を使った甘味・料理が
堪能できる茶寮や、オリジナルのみやげが揃う売店も併設。

石臼で挽くと、
芳醇な茶葉の香りが広がる。
できあがった抹茶は、
お菓子とと
もにその場でいただける
（※1名〜参加可能）J10時〜16時30分
（最終
受付16時、
1回30分）
、
できるだけ予約

K城陽市寺田東ノ口17-191k近鉄寺田駅から徒歩10分J8
〜21時
（20時30分LO、
土曜は9〜18時）
i日曜、祝日pなし

中村藤𠮷本店

ほうじ茶とカスタードのク
リームをほうじ茶生地が
ふんわり包む

抹茶豆腐
200円

t0774-20-1100

こちらも注目
なかむらとうきちほんてん

ほうじ茶クリー
ムパン 189円

K宇治市宇治妙楽
49kJR宇治駅から
徒歩10分J9時〜
18時30分i不定
休pなし

宇治市

K宇治市宇治又振17-1k京阪宇治駅から徒歩
3分J11〜17時（16時30分LO）i水曜p10台

t0774-24-1267

とうしょうや だいちゅう まついのとうふ

福寿園宇治茶工房

グルメ＆体験でお茶を身
近に

t0774-55-7333

遠方からわざわざ買いに来る人も多いという名ベーカリー。

豆匠屋 大忠 まついの豆腐

伝統の茶づくりメニューが充実
ふくじゅえんうじちゃこうぼう

もりた園のお茶をそれぞれの品々に
応じて選び抜き、最良の抹茶をふん
だんに使ったおいしい料理・甘味がい
ただける喫茶店。白玉あんみつ380 o店内は座席数も多く予約
円など持ち帰り可能な商品もある。 可能な8名用個室もある

さまざまな抹茶をフレン
ドし、試行錯誤して生ま
れた逸品

もぐもぐ べーかりー

K綴喜郡宇治田原町岩山休場8k近鉄新田辺駅から京阪宇治交通バス緑
苑坂線62系統で32分、長山口下車、徒歩2分J10〜17時i水曜p20台

和束町

わづかちゃかふぇ

国産そば粉の麺にふん
だんに練り込まれた宇
治抹茶の香りが秀逸

肉のはりよし

o抹茶パフェ500円はゼリー、
カステラ、抹茶白玉と抹茶尽くし

レトロな茶席＆スイーツでほっこり

茶そば
900円

にくのはりよし

宇治
田原町

お茶スイーツははずせない！

お茶の郷 木谷山

絶品

まだまだ
ある！

木津川市

t0774-73-1200

中尾園茶舗 茶房 竹の子

なかおえんちゃほ さぼう たけのこ

和束町

t0774-78-3630

玉露の本場で楽しむ上質
茶葉と贅沢なお茶の時間
を過ごせるカフェ。

老舗茶舗で育った店主が
手がける店。茶団子セッ
ト700円〜などが揃う。

併設のJA農産物直売
所とともに地元の人に
愛される喫茶スペース。

茶文化などの研究を行う
施設。見学可能な展示ス
ペースもある（要予約）。

宇 治 和 束 茶 の 新 茶を
使ったスイーツやフー
ドメニューが揃う。

K京田辺市田辺中央5-1-7滝山ﾋﾞ
ﾙ1階kJR京田辺駅から徒歩すぐ
J10〜19時(11〜2月は〜18時)
i火曜pコインパーキング（2000円
以上飲食または購入で1時間無料）

K宇治市宇治蓮華
21k京阪宇治駅から
徒歩8分J10〜17時
i木曜、水曜不定休
pなし

K綴喜郡宇治田原町郷之口
中林12k京阪宇治駅から京阪
宇治交通バス立場線180系統
で21分、郷之口下車、徒歩すぐ
J9時30分〜16時30分i無休
p30台

K木津川市相楽台3-1-3k近
鉄山田川駅から徒歩７分J10
〜12時（10時30分受付終了）、
13時30分〜16時（14時受付終
了）i土・日曜、祝日p要連絡

K相楽郡和束町園大塚
3kJR加茂駅から奈良交通
バス和束町小杉行きで２３分、
東和束下車、徒歩すぐJ8時
30分〜17時i無休p20台

o玉露のロールケーキセット750円
（単品400円）

oこだわりの宇治茶や茶器、
茶香炉などの販売も行う

oお抹茶と宇治抹茶ロールはセットで500円

o館内見学後、
茶が楽しめる宇治茶体験コース1575円

o茶を淹れるところから自分で楽しむ宇治煎茶セット400円
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