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　　　 新春メッセージ
� 三重県知事　鈴　木　英　敬　

令和3年の年頭にあたり、
謹んでご挨拶を申し上げます。

茶業会議所の皆様�には、日頃より、伊勢茶
の産地振興と知名度向上にご尽力いただき、
厚く御礼申し上げます。
昨年から、世界中で猛威を振るう新型コロ
ナウイルス感染症が、県民の皆様の生活や経
済活動など各方面に大きな影響を及ぼしてい
ます。茶業界をはじめ県民の皆様には、新型
コロナウイルス感染症の予防・拡大防止対策
にご尽力いただいているところですが、引き
続き、感染防止に留意した対応にご協力いた
だきますようお願いします。
さて、お茶は長い歴史とともに国民生活に
浸透し、豊かで健康的な生活を実現するうえ
で重要な役割を担っています。全国有数の茶
産地である本県でも、「煎茶」、「かぶせ茶」、
「深蒸し煎茶」など、特色のあるお茶が生産さ
れています。
しかし、茶業界においては、新型コロナウ
イルス感染症の拡大が昨年の新茶シーズンに
重なり、生産・販売・流通面において大きな
影響を及ぼしました。私も6月に茶生産者の

現場を訪問し、現場で刈り落としによる生産
調整の状況を目の当たりにするとともに、生
産者や市場関係者の方々から直接お話を伺い、
影響の大きさを実感しました。
加えて、近年、消費者のライフスタイルの

変化等を背景に、リーフ茶の消費は減少傾向
となるなど、茶業界を取り巻く状況はさらに
厳しいものとなっています。
こうした中、県では、昨年度、食の海外展

開に係る連携協定を大手旅行事業者と締結し、
新たな市場の開拓に向けた取組を始めていま
す。また、人口減少に伴い縮小が見込まれる
国内市場に代わるマーケットを開拓し、伊勢
茶をはじめとした三重県産品の販路を切り開
いていく取組を行っています。
国内においても、伊勢茶の魅力やティー

バッグ等により手軽に本格的な伊勢茶を飲む
スタイルの提案など、様々な機会をとらえて
発信してまいります。また、本年開催される
「三重とこわか国体・三重とこわか大会」など
の機会を生かしながら、大会関連行事などを
通じたプロモーションなどにも取り組んでま
いります。
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この他、茶生産のスマート化、改植等、茶
経営の安定に資する事業の推進などをとおし
て、様々な面から産地の振興に取り組んでま
いりますので、今後ともご協力を賜りますよ
うお願いします。

　　　　　会 頭 挨 拶
� 三重県茶業会議所�会頭　鎌　田　隆　郎　

新年あけましておめでと
うございます。

茶業関係者の皆様には新しい年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
また、日頃より私どもの事業運営に対し格
別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
さて、田中会頭の後任として半年が過ぎよ
うとしております。昨年は、天候にも恵まれ、
良い品質の茶が生産できたものの、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止のため人や物の
流通は止まり、新茶のイベントや市場流通界
のキャンペーンも中止となるなど例年とは
違った厳しいスタートとなりました。2番茶、
秋番茶も同様で取引量は減少や茶価も低迷し、
収入が減少したため、後継者不足もあって生
産意欲の減退や茶業からの撤退のお話もお聞
きするところです。
このような状態で国の茶販売促進緊急対策
事業や高収益作物次期作支援交付金は大変あ
りがたい事業でありこれで一息ついた生産者・
茶商工業者の方もみえると思っております。
ただ、コロナの鎮静化は先が見えない状態
であり、ワクチンの手当てが進み経済活動の
制約が薄らいでいくにしてもwithコロナの生
活、新しい生活様式は残っていくように思わ
れ、販売や宣伝について工夫しなければと思っ
ているところであります。

また、今回の状況はコロナによるものでは
ありますが、それだけでなく本県の茶の生産・
流通面についても検討していかなければなら
ない点があるのではとも考えるところです。
茶業会議所ではこのような情勢の中、今後

の事業展開や県が策定予定の振興計画への対
応のため、会議所の業務・事業について役員
の皆様を中心にアンケートを行っております。
その結果を参考に、選択と集中はよく聞く言
葉ですがやはりメリハリのある業務の執行が
可能なように役員の皆様と検討をしていきた
いと考えております。
昨年のような厳しい状況から、一気の回復

は困難だとは思いますが、今後の伊勢茶の取
り組みについて、県、市町のご指導、ご協力
を承り茶業界の発展に取り組みたいと思って
おりますので関係者の皆様におかれましても、
今まで同様ご支援のほどよろしくお願いいた
します。
併せて、イベント等の開催による国内消費

の高まりや、インバウント需要、さらには輸
出の再開などにより伊勢茶の需要拡大につな
げられないかを切に期待しているところであ
ります。
最後になりましたが、本年が県茶業界にと

りましてより良い年になりますとともに、皆
様方の益々のご健勝とご活躍を心よりご祈念
申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。
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● 令和2年度主要行事等の実施状況 ●

　新型コロナウイルス感染防止のため多くの行事が縮小・中止となりました。

（総会・役員会）
　・監　査� � 令和2年5月29日　農業共済会館
　・総　会� � 令和2年7月�2�日　書面決議　会頭・副会頭�三重茶農協
　・第１回役員会� 令和2年9月16日　農業共済会館

（行　事）
　・伊勢神宮新茶奉納� 令和2年4月27日（月）会頭、保存会会長等3名
　・伊勢神宮伊勢茶接待所開設� 神宮司庁より中止連絡
　・高校等お茶の淹れ方教室� � 9月16日役員会で原則中止

（品評会）
　・伊勢茶品評会� � 中止
　・伊勢茶振興大会� 中止
　・関西茶業振興大会（奈良県大会）中止　令和3年奈良県大会開催予定
　・全国茶品評会（鹿児島大会）
　　　普通煎茶4kg　3点、かぶせ茶12点、玉露3点、碾茶1点　出品
　　　審査会（R2.8.25～28）
　　　入札販売会（R2.9.24～25）
　・全国お茶まつり式典� 中止

三重県茶業会議所が入館している会館の名称が、三重県農業共済組合本所
の移転に伴い、令和3年1月4日より変更いたしましたので、茶業会議所の住
所は下記の通りとなります。

変更前：津市桜橋1丁目649番地　農業共済会館内

変更後：津市桜橋1丁目649番地　三重県農業共済組合  桜橋会館内

会 館 の 名 称 変 更会 館 の 名 称 変 更
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平成30年6月の食品衛生法改正により、営業許可業種の見直しや新たに営業届出制度が設けら
れるとともに、原則、全ての食品等事業者に【HACCPに沿った衛生管理】の実施が求められるこ
とになりました。【HACCPに沿った衛生管理】の実施については令和2年6月1日より始まってお
り、1年間の経過措置期間がありますが、令和3年6月1日からは完全施行となります。
以下に法改正にかかり変更等あった主な内容を記載します。

第1　営業許可業種の見直し
従来の営業許可業種32業種に加え、届出業種が新設されました。
　1：許可業種32業種
2：届出業種 　新設 　製茶業もこれに含まれる。
　3：届出不要業種
　　・�食品衛生法上の「営業」でないことから営業許可及び営業届出の対象外となる業種。更な

る加工のため、製造・加工業者へ販売することを前提に生産者が行う農産物の一次加工も
これに含まれる。

　例）蜂蜜の採取、　粗糖の製造、荒茶の生産

注　�市場出荷のみの方の荒茶は更なる加工を行う製造・加工業者への販売となりますので届出業種から
除かれますが、仕上げ等の加工や消費者への直接の販売を行う方は届出業種の対象となります。

第2　営業届出制度
（概　要）
原則、令和3年6月1日の改正食品衛生法の施行に伴い、営業許可の対象となっていない業種を
現に営む営業者は、届出不要業種を除き、令和3年12月1日までに保健所に届出をする必要があり
ます。（新たに営もうとする場合は、事前に届出を行う必要があります。）
届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関す
る情報、食品衛生責任者の氏名等です。許可とは異なり、施設基準や更新の手続はありませんが、
廃業した場合や届出事項が変更となった場合には届出が必要となります。

注　食品衛生責任者の設置について
　�　原則として、許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理に加えて、「食
品衛生責任者」を設置する必要があります。食品衛生責任者は、次のいずれかに該当する者です(令
和3年6月1日から適用）。

　・�都道府県知事等が行う養成講習会（1日6時間程度）等を受講した者
　・�調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者

　・�食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者

第3　HACCPに沿った衛生管理
食品等事業者は規模等により2種類の衛生管理のどちらかの方法を実施する必要があります。
1　HACCPに基づく衛生管理
・衛生管理の概要

コーデックスのHACCP7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等
に応じ、計画を作成し、管理を行う。

・対象事業者
大規模事業者、と畜場［と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者］、食鳥処理場［食鳥処理業

食品衛生法の改正について食品衛生法の改正について
令和3年6月1日完全施行令和3年6月1日完全施行
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者（認定小規模食鳥処理業者を除く。）］
2　HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
・衛生管理の概要

各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。
・対象事業者　　小規模な営業者等

注　小規模営業者等
　�　食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品等の取扱いに従
事する者の数が50人未満である事業場。

　�　なお、50人未満とは、1事業所における各月の一日あたりの平均従事者数＝（1ヶ月の従事者全員
の労働時間合計）÷｛（1ヶ月の歴日数（30�日程度））÷7（日）×5（日）｝÷8（時間）とされてい
ます。

第4　小規模営業者等が実施すること
小規模営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして以下
の1～6の内容を実施していれば、法第50条の2第2項の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に
定められた基準（一般衛生管理の基準とHACCPに沿った衛生管理の基準）に従い、公衆衛生上必
要な措置を定め、これを遵守している」と見なされます。
1　�手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解し、
2　�手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と（必要に応じて）手順書を準備し、
3　その内容を従業員に周知し、
4　�手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録し、
5　手引書で推奨された期間、記録を保存し、
6　�記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す。

注　�全国茶商工業協同組合連合会は、昨年3月に「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手
引書」を作成し、会員に配付しました。また、このPDF版が厚生労働省のHPにも掲載されており
ますのでご利用ください。�

　　�厚生労働省のホームページで「HACCP」と検索すれば概要が確認できます。また、そのページで
「施策紹介」の「食品等事業者団体が作成した業種別手引書」をクリックし「HACCPの考え方を
取り入れた衛生管理のための手引書」をクリックすると上記の全国茶商工業協同組合連合会が作成
した手引書（茶（仕上茶・抹茶）製造）が掲載されています。

第5　営業届出が必要な業務形態等
以下のような業務形態は届出を要します。
1　�荒茶を（市場等から）購入し、仕上げ加工（ティーバッグ・粉末）し消費者等に販売する者
2　�生産者が荒茶加工し又は生産者から荒茶を購入し、そのまま袋詰めして販売する者（荒茶で
販売）

3　�生産し荒茶加工し、他者に仕上げ加工を委託し、自ら袋詰めし販売する者
4　�生産者から荒茶の仕上げ（ティーバッグ・粉末）加工を受託した者
※　�生産し荒茶加工し、他者に仕上げ加工と袋詰めを委託し、販売する者→届出不要
　　�ただし、食品表示法の表示欄に、加工者としての委託先と販売者としての自らの名を表示
する必要があります。

※　�事業所（個々の施設で袋詰め等の加工を実施）が複数の市町村・都道府県に存在する場合、
営業届出は事業所（製造所・加工所）の住所を所管する保健所にそれぞれ提出してくださ
い。（なお、食品衛生責任者も営業届出ごとに必要です）

◎　�上記以外にも、各事業所の営業形態での届出の要・不要など具体的な相談については、事
業所（製造所・加工所）の住所を所管する保健所に問い合わせてください。
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令和になり連続して農事功労者表彰

令和に入り、茶業経営で北勢と中南勢の現・前茶業組合長のお二人が公益社団法人�

大日本農会から「農事功労者表彰�緑白綬有功章」を続けて授与されましたのでお知ら

せします。

（公社）大日本農会は長年にわたり、たゆまざる努力と創意工夫によって、農業にお

ける新しい技術や経営の改善に挑戦され、立派な経営を築かれるとともに、地域のリー

ダーとして、技術の導入・普及、産地の形成、青年農業者の育成等に大きな貢献があっ

た農業者の方々などを表彰しています。

以下事由によりお二人が表彰されました。

　�令和元年度�鈴鹿市　大野　博司�氏
（表彰事由）

　1　�長年にわたり最先端技術を取得・実践し「かぶせ茶」の発展に貢献。大規模製茶

工場を整備し地域の茶業を牽引。6次産業化、GAPの導入でも地域リーダーとし

て貢献。

　2　�地域茶業の構造改革に先導的に取り組み、地域農業の発展・活性化に大きく貢献。

新規就農希望者を積極的に支援するとともに、日本茶ファンづくりのための食育

活動も展開。

　3　令和元年11月21日�三会堂ビル石垣記念ホールで表彰状を授与

　�令和2年度�松阪市　髙橋　　徹�氏
（表彰事由）

　1　�最先端技術の積極的な導入により、地域特産物「深蒸し煎茶」の発展に貢献。�

時代の変化に的確に対応した大規模化、機械導入による省力化、GAP認証取得等

を実践

　2　�地域農業の構造改革に先導的に取り組み、地域挙げての経営の大規模化や作業の

機械化等に大きく貢献。青年農業士、指導農業士として貢献者の育成等に尽力。

　3　表彰式は中止されたが令和2年11月16日に表彰状を授与
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同事業は、175号で紹介いたしました高収益作物次期作支援交付金と同様に新型コロナウイ
ルス感染症の発生により市場価格等の低迷等影響を受けた作物への対応として創設された事業
で『新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受け、茶においては、インバウンドの減少や
輸出の停滞等により、出荷量の減少や価格の下落等といった影響が生じていることから、茶の
緊急的な販売促進を行うことにより、将来のインバウンド需要や輸出の再開等に対応できる生
産・供給体制を維持することを目的とする』とされています。
事業は、5月1日公募、同月22日が申込期限と非常にタイトな中での事業計画（配布数量、配
布先、配布形態等）の検討・申請となり、県内で3組織が応募しました。その後2次公募があ
り結果、県内で8組織が取り組むことになりました。
その中で、三重県茶商工業協同組合は、小学校、中学校、高等学校の児童・生徒・教員等の
皆さんに煎茶、深蒸し煎茶、かぶせ茶それぞれどれか1茶種のリーフとティーバッグを、三重
県旅館ホテル生活衛生同業組合員のお客さまには、かぶせ茶のティーバッグを配布させていた
だきました。
事業はまだ終わっておりませんが、その中での反響等について簡単に述べたいと思います。

・�学校に配ったお茶に対しての反響が大きく、学校に通っている子どもや孫がもらってきたお茶がと

ても美味しかったので購入したいと、このパッケージのお茶をお店で探したがどこにも見当たらな

いので、どこで売っているのかとの問い合わせが多くありました。

・�お茶も美味しかったが、パッケージもいいので、お土産に使いたいとの声もありました。

・�学校にはお茶を8月末から配布し、水出しの淹れ方を紹介した資料を学校に配布したためか、「水出

し」を初めて知った、「初めて味わうお茶で美味しかった」の声も聞かれました。

・�水出しのお茶は、渋みが少ないので子供が飲むようになったとのお話もお聞きしました。

・�リーフよりもティーバッグの方が人気が高く、急須が無くても淹れることが出来、茶殻の始末が楽

な簡便なところが人気なようです。

・�また、市販されているティーバックのお茶に比べて、高級な茶葉が使われているためか、こんな美味し

いティーバックのお茶は今まで飲んだことがないと評判が良く、購入したいとの声が多く聞かれました。

・�購入の問い合わせには、小売りにすると100g�1,000円前後のお茶であること、茶袋に記載されてい

るQRコードから、会議所のホームページの伊勢茶認証店の一覧に接続できることを説明して購入

を進めています。

・�茶の価格を伝えるとそれを高く感じた方よりも、その金額でも購入したそうな方の方が多かったよ

うに思います。

・�県外（東京、愛知、大阪、奈良、鹿児島）からの購入希望があり、伊勢茶認証店のHP一覧から通

信販売が思ったより少ないように感じました。

以上は無料配布の結果であり、商品としての反響ではありませんが、従来より高級なティーバッ
グの需要が感じられます。今、コロナでお弁当などTake�outが増えてきましたので、それと一緒
にティーバッグ緑茶が購入されるなどし、マイカップでティーバッグ緑茶を飲んでもらえるよう
になればと思います。

茶販売促進緊急対策事業について茶販売促進緊急対策事業について
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茶葉の用途が拡大する中で二番茶かぶせ茶は需要が増えていますが、実需者からは成分品質
の安定化が求められています。そこで茶業研究課では二番茶かぶせ茶の全窒素含量の安定化の
ため、全窒素を指標にした二番茶かぶせ茶の最適摘採日を予測する方法を開発しました。この
方法は一番茶摘採後日数を目安にしていた従来の摘採日予測より高い精度で、目標となる二番
茶の全窒素含有量が達成でき、二番茶価格の安定による収益改善につながることを期待して開
発しました。
このシステムを令和2年度は茶業研究課のホームページで、北勢地域のかぶせ茶生産地帯別
の二番茶摘採日予測（全窒素含量4.8%）情報を公開しました（情報提供期間外は運用を停止し
ています）
令和3年度も精度の検証目的のため、6月から7月の間に二番茶摘採日予測（全窒素含量4.8%）
を公開する予定ですのでご活用ください。

　技術のポイント

　●��全窒素含有量の目標値を4.8%とした場合、達成できる積算温度は935℃となりました。
この数値と（国法）農研機構が開発・提供するメッシュ農業気象データを用いて摘採
日を予測できます。

　●��開発にあたり、手法を検証した結果、全窒素含量4.8％を満たすと予測された条件で摘
採したにもかかわらず、4.8%を満たさなかった割合は10.9%でした。

　システム活用の留意点
この予測は、県の施肥基準に従った施肥、かぶせ茶の慣行管理が行われている「やぶきた」成
園で適用できます。また、この予測は全窒素含量を基準にしたもので、収量は予測できません。

� お問い合わせ先：茶業・花植木研究室�茶業研究課　電話�0595-82-3125　

図：ホームページのイメージ

　　全窒素含量を指標とした二番茶かぶせ茶の全窒素含量を指標とした二番茶かぶせ茶の
　　　　　摘採日予測システムを開発しました　　　　　摘採日予測システムを開発しました

� 三重県農業研究所　茶業・花植木研究室　茶業研究課　　
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伊勢茶銘柄販売店（伊勢茶認証店）は、平成23年度に再編成を行いスタートしてから5年ご
とに店舗の更新を実施してきました。今回で3回目の更新となり、更新される店舗は118店舗
（うち30支店）となりましたのでご紹介します。
また、伊勢茶認証店のパンフレットと、茶業会議所のホームページ内の「伊勢茶が買えるお
店」も更新しておりますのでご活用ください。
なお、今回更新されました各店舗には、3月31日までに「伊勢茶認定証」をお送りしていく
予定です。

認　定　店　名 代表者名 〒 住　　　　所 電話番号
FAX

マル信　緑香園 伊藤　哲也 511-0266 いなべ市大安町石榑南2225-2 0594-78-0027
0594-78-0506

岡製茶 岡　　記善 511-0266 いなべ市大安町石榑南916 0594-78-0054
0594-78-0059

小川茶店 小川　光夫 511-0072 桑名市堤原14 0594-22-1308
0594-22-9795

お茶の専門店�茶茂（本店） 伊藤　公一 511-0039 桑名市京町41 0594-22-0600
0594-24-6356

お茶の専門店�茶茂
イオンモール桑名店 伊藤　公一 511-0863 桑名市新西方1-22イオンモール桑名1番街

0594-27-0718

お茶の専門店�アピタ桑名店 伊藤　公一 511-0068 桑名市中央町3-21アピタ桑名専門店街1F
0594-23-6776

㈲中村園 中村　　稔 511-0002 桑名市福島857-5 0594-22-1092
0594-22-1092

かたおか園 片岡　正人 510-1233 三重郡菰野町菰野3357 059-393-2436
059-394-1197

㈲曽根園茶舖 曽根　武夫 510-1233 三重郡菰野町菰野1460-1 059-393-2026

お茶の里　きらら 萩村　重美 510-1232 三重郡菰野町宿野字神明田414-2イオンタウン菰野店内
059-391-2828
059-391-2829

㈲萩村製茶 萩村　重美 512-1105 四日市市水沢町3285番地 059-329-2204
059-329-2460

大塚製茶 大塚　逸雄 510-1233 三重郡菰野町菰野4192 059-393-2268
059-393-2268

マルヨ製茶 矢田　義孝 510-1233 三重郡菰野町菰野5619 059-393-2301
059-393-2301

丸原水沢製茶㈱ 原　　辰徳 512-1105 四日市市水沢町2022-1 059-329-2058
059-329-2418

清水善郎商店 清水　克司 512-1105 四日市市水沢町872 059-329-2169
059-329-2422

製茶問屋㈱まるやす 安田　　伸 512-1105 四日市市水沢町4980番地 059-329-3311
059-329-3334

㈱まるゑい 堤　　淑明 512-1105 四日市市水沢町1085 059-329-3000
059-329-3300

㈱玉賜園 増田　潤治 512-1105 四日市市水沢町4860 059-329-2019
059-329-2535

令和２年度 伊勢茶銘柄販売店

令和３年度伊勢茶銘柄販売店令和３年度伊勢茶銘柄販売店
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認　定　店　名 代表者名 〒 住　　　　所 電話番号
FAX

㈲豊田宗平商店　 豊田　宗浩 512-1105 四日市市水沢町1998 059-329-3181
059-329-2648

㈲田中一男商店 田中　宏典 512-1105 四日市市水沢町4096 059-329-2022
059-329-3261

㈲矢田製茶 矢田　宗久 512-1105 四日市市水沢町4071-1 059-329-2005
059-329-3265

㈲伸栄製茶 倉田　正利 512-1115 四日市市堂ケ山503-1 059-328-1035
059-328-1184

井口製茶㈱ 井口　信吉 510-0034 四日市市滝川町12-9 059-331-5258
059-332-8288

㈱位田茶舖 位田　和也 510-0082 四日市市中部19-1 059-352-2788
059-355-4852

㈱伊藤藤太郎商店 伊藤　貴彦 510-0943 四日市市西日野町3248 059-321-2726
059-322-0327

吉川製茶 吉川　久司 512-0911 四日市市生桑町715 059-331-7858
059-331-6757

中島製茶㈱ 中嶋　　正 510-0882 四日市市追分2-1-11 059-346-4651
059-347-1885

中島製茶㈱北海道営業所 中嶋　　正 060-0008 北海道札幌市中央区北八条西20丁目2-1
011-621-7051
011-621-7056

中島製茶㈱富山営業所柳町小売部 中嶋　　正 930-0016 富山市柳町3丁目5-1 076-433-6666
076-433-6667

中島製茶㈱富山営業所アピア店 中嶋　　正 930-0010 富山市稲荷元町2丁目11-1�アピア店内 076-445-3166
076-445-3166

中島製茶㈱富山営業所アピタ富山東店 中嶋　　正 930-0835 富山市上富居310-1�アピタ富山東店内 076-452-3417
076-452-3417

茶増園茶舖 増田　悦子 512-1105 四日市市水沢町4880-1 059-329-2115
059-329-2115

お茶のやまなか 山中　勝也 510-0884 四日市市泊町3-11 059-345-0939
059-345-3117

お茶のいとう園 伊藤　　博 510-0944 四日市市笹川町1-80 059-321-6666
059-321-6666

お茶の川村園 川村　正道 510-8024 四日市市西富田町249-12フレスポ四日市富田ショッピングセンター内2階
059-363-7000
059-363-7000

安田製茶 安田　長功 512-1105 四日市市水沢町3165 059-329-2010
059-329-2152

伊勢茶流通センター 原　　昭仁 512-1105 四日市市水沢町1940-1 059-329-3088
059-329-3288

手駒銘茶センター 小林　　徹 512-0923 四日市市高角町2589-1 059-325-3100
059-325-3101

かぶせ茶カフェ�㈲マルシゲ清水製茶 清水　聖一 512-1105 四日市市水沢町998 059-329-2611
059-329-3008

マルクメ鎌田製茶 鎌田　俊充 512-1105 四日市市水沢町173 059-329-2002
059-329-2330

㈱まるは茶業 萩村　　健 512-1105 四日市市水沢町3194-3 059-329-2980
059-329-2463

伊藤茶再生加工 伊藤　正記 512-1103 四日市市西山町7748-4 059-328-1235
059-328-1235

丸善製茶園 清水　大善 512-1105 四日市市水沢町1000 059-329-2137
059-329-3321
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認　定　店　名 代表者名 〒 住　　　　所 電話番号
FAX

山重製茶 山口美奈子 512-1105 四日市市水沢町375 059-329-2575
059-390-1738

MARUIKE�TEA�WORKS 池田　汐里 512-1105 四日市市水沢町1022-1 080-6947-7950
059-329-2892

㈱加藤清芳園�本店 加藤　公昭 513-0018 鈴鹿市上田町1130-2 059-378-6686
059-379-3036

加藤清芳園�イオン鈴鹿店 加藤　公昭 513-0834 鈴鹿市庄野羽山4-1-2�イオン鈴鹿1F 059-375-0550
059-375-0550

加藤清芳園�鈴鹿ハンター店 加藤　公昭 513-0806 鈴鹿市算所2-5-1�SCハンター1Ｆ 059-370-4870
059-370-4870

加藤清芳園�白子サンズ店 加藤　公昭 510-0241 鈴鹿市白子町駅前9-20�SCサンズ1F 059-386-4151
059-386-4151

加藤清芳園�亀山エコー店 加藤　公昭 519-0124 亀山市東御幸町222�亀山エコー1F 0595-83-2810
0595-83-2810

加藤清芳園�サンシ河芸店 加藤　公昭 510-0303 津市河芸町東千里46-2スーパーサンシ店内
059-245-3908
059-245-3908

加藤清芳園�津城山店 加藤　公昭 514-1112 津市久居小野辺町1130-7イオンSC津城山1Ｆ
059-256-0338
059-256-0338

加藤清芳園�日永カヨー店 加藤　公昭 510-0885 四日市市日永4-2-41�日永カヨー1F 059-346-8612
059-346-8612

加藤清芳園�イオン四日市尾平店 加藤　公昭 512-0921 四日市市尾平町天王川原1805イオン四日市尾平店1F
059-332-0803
059-332-0803

加藤清芳園�近鉄百貨店 加藤　公昭 510-8585 四日市市諏訪栄町7-34近鉄百貨店四日市店2F
059-354-7981
059-354-7981

㈲佐野庄茗園 佐野　智和 513-0001 鈴鹿市広瀬町540 059-378-1584
059-370-2284

お茶の緑粋園 市川　浩美 519-0323 鈴鹿市伊船町2743 059-371-0419
059-371-0419

㈱椿茶園 市川　　晃 519-0315 鈴鹿市山本町1795-1 059-371-1845
059-371-2344

JA鈴鹿�ファーマーズマーケット
果菜彩�鈴鹿店

代表理事組合長
谷口　俊二 513-0821 鈴鹿市地子町1268 059-381-0831

059-381-0832

JA鈴鹿�ファーマーズマーケット
果菜彩�亀山店

代表理事組合長
谷口　俊二 519-0124 亀山市東御幸町78-4 0595-83-1114

0595-83-3008

JA鈴鹿�ファーマーズマーケット
果菜彩�稲生店

代表理事組合長
谷口　俊二 510-0205 鈴鹿市稲生二丁目17-17 059-380-0831

059-386-8314

みどりのだいち 代表取締役
松山　　覚 513-0001 鈴鹿市広瀬町2722 059-375-3388

059-375-2828

伊勢茶工房㈱ささら 大野　博司 519-0312 鈴鹿市椿一宮町3000 059-371-8288
059-371-8277

伊勢抹茶㈱ 羽田　敏明 519-0314 鈴鹿市長沢町915 059-371-0259
059-371-0262

㈲小阪製茶場 小阪　康弘 519-0168 亀山市太岡寺町1287 0595-82-1552
0595-82-7225

㈲かねき伊藤彦市商店 伊藤　參子 519-1112 亀山市関町中町390 0595-96-0357
0595-96-0959

市川大楽園製茶 市川　泰三 519-0221 亀山市辺法寺町1013-4 0595-85-0321
0595-85-3005

㈲よこや製茶 横谷　　威 515-3201 津市美杉町竹原1051 059-262-3081
059-262-5081
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認　定　店　名 代表者名 〒 住　　　　所 電話番号
FAX

伊勢地製茶　敬樹園 山中　重範 515-3533 津市美杉町石名原2406 059-274-0688
059-274-0835

岡田老松園 岡田　裕之 515-3536 津市美杉町太郎生1055 059-273-0054
059-273-0054

マル教�松林製茶 松林　　聡 515-3312 津市美杉町上多気1511 059-275-0188
059-275-0188

㈱菅尾製茶 菅尾　充孝 515-3201 津市美杉町竹原1684 059-272-0201
059-272-0671

長谷川製茶㈲ 長谷川和也 515-2602 津市白山町二本木588 059-262-0132
059-262-4749

竹尾茶業 竹尾　英之 514-2202 津市芸濃町林1122 059-265-2257
059-265-2835

日置製茶 日置　高司 515-3532 津市美杉町川上314 059-274-0005
059-274-1007

㈱老松園　 杉本　洋太 515-0084 松阪市日野町751 0598-21-0810
0598-21-7200

㈱老松園　津�松菱店 杉本　洋太 514-8580 津市東丸之内4-10　津�松菱１F 059-228-1777
059-228-1777

㈲老平 杉本　玲子 515-0074 松阪市新座町1139 0598-23-2173
0598-21-0832

㈲茶重商店 塚本　泰弘 515-0075 松阪市新町819 0598-21-0701
0598-21-7820

越後屋 中村　武夫 515-0036 松阪市平生町38 0598-21-0971
0598-21-0971

㈲深緑茶房 松倉　大輔 515-1411 松阪市飯南町粥見4209-2 0598-32-5588
0598-32-5586

㈲深緑茶房　津支店 松倉　大輔 514-0009 津市羽所町1191-1�チャム店内 059-228-5572
059-228-5572

広地製茶 廣地　正行 515-1411 松阪市飯南町粥見3027 0598-32-2912
0598-32-2912

㈲茶工房・かはだ 村瀬　成郎 515-1504 松阪市飯高町作滝239-1 0598-46-8100
0598-46-8101

茶来まつさか㈱ 中村　吉勝 515-1411 松阪市飯南町粥見3860-2 0598-32-2201
0598-32-2213

清水製茶 清水　哲夫 515-2405 松阪市嬉野小原町1435-1 0598-35-0110
0598-35-0113

㈲ヤマキ高橋製茶園 髙橋　　徹 515-1412 松阪市飯南町向粥見1037 0598-32-2441
0598-32-2999

出口製茶 出口　正司 515-0031 松阪市大津町570 0598-51-0839
0598-51-0899

㈱川原製茶 川原　　登 519-2211 多気郡多気町丹生4337 0598-49-3036
0598-49-2633

㈱川原製茶　ふれあいの館 川原　　登 519-2211 多気郡多気町丹生4894 0598-49-4005
0598-49-4005

㈱川原製茶　高島屋大阪店 川原　　登 542-0076 大阪市中央区難波5-1-5高島屋�大阪店�地階�銘茶売場
06-6636-5143
06-6636-5143

㈱川原製茶
ジェイアール名古屋タカシマヤ店 川原　　登 450-0002 名古屋市中村区名駅1-1-4ジェイアール名古屋タカシマヤB2F

052-566-8586
052-566-8586

㈱川原製茶　伊勢内宮前店 川原　　登 516-0024 伊勢市宇治今在家町58　岩戸屋店内 0596-28-7667
0596-28-7667
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認　定　店　名 代表者名 〒 住　　　　所 電話番号
FAX

㈱川原製茶　久居店 川原　　登 514-1138 津市戸木町7901-1コスモス久居インター店内
059-254-0231
059-254-0231

㈱川原製茶　松阪店（川原園） 川原　　登 515-0035 松阪市長月町88-30ぎゅーとらラブリー長月店内
0598-26-5528
0598-26-5528

㈱川原製茶　髙島屋横浜店 川原　　登 220-8601 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31高島屋横浜店�B1F
045-594-7013
045-594-7013

㈾丸合製茶工場 小林　康夫 519-2423 多気郡大台町新田258-2 0598-85-0026
0598-85-0212

㈲土谷製茶 土谷　　英 519-2423 多気郡大台町新田229 0598-85-0116
0598-85-1116

松田製茶 松田　典久 519-2424 多気郡大台町栃原231 0598-85-0055
0598-85-0168

宇治園 永井　一誠 516-0026 伊勢市宇治浦田町1-9-17 0596-22-2720
0596-22-2720

宇治園�内宮前店　 永井　一誠 516-0024 伊勢市宇治今在家町47 0596-23-0764
0596-23-0764

伊勢�木下茶園�浦の橋店 木下　直也 516-0041 伊勢市常磐2-2-13 0596-28-3789
0596-24-6747

伊勢�木下茶園�外宮前店 木下　直也 516-0037 伊勢市岩渕1-1-31�豊恩館1F 0596-24-6747
0596-24-6747

濱田茶園 濱田　秀夫 516-0009 伊勢市河崎町2-16-2 0596-28-1222
0596-28-3762

㈲みょうこうえん 荒木　俊明 516-0071 伊勢市一之木2-3-10 0596-28-3963
0596-28-7490

お茶と和スイーツの店　翠 荒木　俊明 516-0025 伊勢市宇治中之切町48 0596-26-0022
0596-28-7490

喜多製茶 喜多　嘉一 516-2118 度会郡度会町田口166 0596-64-0048
0596-64-0765

丸中製茶㈲ 中村　喜彦 516-2103 度会郡度会町棚橋1393-1 0596-62-0630
0596-62-0919

貴の園 中西　　貞 516-2105 度会郡度会町平生1126 0596-62-0777
0596-62-0777

㈲中森製茶 中森　　慰 516-2106 度会郡度会町大久保36-3 0596-62-0373
0596-62-0460

㈲畑中製茶 畑中　勇作 516-2107 度会郡度会町立岡420 0596-62-0663
0596-62-2228

自然茶巧房なかむら 中村　　稔 516-2112 度会郡度会町上久具237-1 0596-62-0393
0596-62-0393

全国農業協同組合連合会　
三重県本部　北勢茶センター

県本部長
中野　慎司 513-1122 鈴鹿市花川町80-1 059-374-0322

059-374-1544

全国農業協同組合連合会　
三重県本部　南勢茶センター

県本部長
中野　慎司 519-2424 多気郡大台町栃原1091 0598-85-0172

0598-85-1091

三重茶農業協同組合 代表理事
豊田　栄之 512-1105 四日市市水沢町2441-3 059-329-3121

059-329-3410

三重茶農業協同組合直売所
茶気茶気

代表理事
豊田　栄之 519-0154 亀山市御幸町174-6 0595-82-0429

0595-82-3738

㈱鈴鹿園　蘇我本店 市川杢エ平 260-0842 千葉県千葉市中央区南町3-17-13 043-263-0664
043-261-7771

㈱鈴鹿園　西千葉店 市川杢エ平 260-0044 千葉県千葉市中央区松波2-8-11 043-287-3331
043-287-1237
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三重県農薬商業協同組合

理 事 長 中　村　剛　明

副 理 事 長 青　木　貴　行

加　藤　眞　八

事　務　所 津市桜橋１丁目649番地

T E L  059－225－7617

F A X  059－225－5341

大事な茶樹を病害虫から守る ! !

副 理 事 長

三 重 県 肥 料 商 業 組 合

理 事 長 加　藤　眞　八

副 理 事 長 九　鬼　十三男

今　谷　　　勝

事　務　所 津市桜橋１丁目649番地

T E L  059－225－5341

F A X  059－225－5341

おいしいお茶に最適の肥料を ! !

副 理 事 長

丹　羽　　　通常 務 理 事
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