
市町 販売店名 販売場所住所 問い合わせ先 HP等URL
出水市 ㈲山床製茶 出水市平和町553 https://www.yamatokoseicha.com/

鹿児島市

①お茶の美老園 
②ゆた美老園

①鹿児島市中山町5-2 
②鹿児島市金生町6-6　よかど鹿児島本店ビル１階

①099-226-3441 
②099-248-8148

http://birouen.com/
https://yutabirouen.official.ec/

①新原製茶 
②嘉左衛門茶舗 
③すすむ屋茶店

①②鹿児島市南栄3-11 
③鹿児島市上之園町27-13

①②050-3204-4629 
③099-251-4141

https://shinbara.co.jp/
https://www.kazaemon-chaho.com/
https://susumuya.com/

三州製茶㈱ 鹿児島市平之町9-39 
鹿児島市南栄3-11 099-222-1584 https://www.sanshu-seicha.com/

sanshuchaya/

池田製茶㈱ 鹿児島市千日町3-11 099-267-8980 https://ikedaseicha.com/
お茶の特香園 鹿児島市呉服町4-21 099-224-2679 http://www.tokkoen.co.jp/

下堂園オンラインストア 鹿児島市卸本町5-18 0120-25-2337 https://www.ocha-no-
shimodozono.jp/

株式会社 三州園 鹿児島市紫原6-46-25 099-257-3646 https://www.tea-sanshuen.co.jp/

ＪＡかごしま茶業㈱
鹿児島市桜ケ丘4-1-13 （桜ヶ丘店） 
鹿児島市与次郎2丁目2295-235（与次郎店） 
鹿児島市西谷山1丁目5（谷山店）

099-269-1721 https://jasabo-satsumaji.jp/

みのる園茶舗 鹿児島市東千石町8-18 099-222-8625 https://minoruenchaho.com/
株式会社 知覧茶園 住所ＨＰ掲載あり 099-239-2200 https://chirancha.jp/store/
㈱お茶の知覧茶屋 鹿児島市新町4-1 099-223-1464 http://chirancha.com/
㈲お茶のかおり園 鹿児島市谷山中央2-4522-1 099-268-2858

鹿屋市 宮下製茶 鹿屋市東原町6204-2 0994-43-5532 http://miyasicha.hatiju-hatiya.com/
西尾製茶 鹿屋市東原町6204番地 0994-43-9719 http://nishio-cha.com

霧島市

空港製茶 霧島市溝辺町麓2695-7 0995-58-2734 https://r.goope.jp/kuukouseicya
今吉製茶㈲ 霧島市溝辺町麓3391 0995-59-2017 https://www.imayoshiseicha.com/
㈲末重製茶 霧島市溝辺町麓563 0995-58-2537 https://www.sueshige-tea.com/
お茶の石峰園 霧島市溝辺町麓5817-2 0995-58-3760
茶楽園 霧島市溝辺町麓298-3 0995-58-2755 https://www.saraen.shop/

霧島誠香苑製茶

霧島市霧島永水3212（霧島誠香苑製茶） 
霧島市田口2583-22（霧島神話の里公園） 
霧島市田口2608-5（霧島神宮） 
霧島市国分府中532-3（コープかごしま国分店） 
霧島市国分新町980（タイヨー新町店） 
霧島市隼人町見次545（タイヨー隼人店） 
霧島市霧島大窪174（ふきのとう） 
霧島市霧島永水3821（ながみず百笑館） 
霧島市霧島田口2703-5（霧島ロイヤルホテル）

0995-54-2417

お茶の松山産業 霧島市溝辺町竹子2433-1 0995-59-2825 https://chakouba.ocnk.net/

今村茶園 霧島市隼人町嘉例川 655-15 0995-43-9162
http://www.imacha.jp/ 
https://store.shopping.yahoo.co.jp/
imacha/

西芳香園製茶 霧島市牧園町万膳1085 0995-76-9350

㈲蔵園製茶 霧島市溝辺町／物産館よこでーろ、竹子の里きらく館 
姶良市／タイヨー西加治木店、JAファーム重富、四季菜 0995-59-2261

香輝園 牧園町特産品販売所（霧島市牧園町三体堂2057-8） 
霧島ふもとの駅（霧島市牧園町宿窪田2125-1）

0995-76-1616 
（自宅TEL） https://ja-jp.facebook.com/koukien/

竹ノ内製茶

霧島市隼人町嘉例川2256-1 
霧島市隼人町嘉例川ふれあい館 
牧園町宿窪田・霧島ふもと駅 
隼人町浜之市之市センター

0995-43-9453

錦江町 いまくま茶園 肝属郡錦江町3306番地18（道の駅にしきの里） 
鹿屋市笠之原町7517-1（どっ菜市場） 0994-22-1308 https://imakuma-tea.com/

埼玉県 銘茶問屋 内田園 埼玉県新座市東北1-3-28 048-472-8304 https://e-ochaya.jp/

薩摩川内市

有限会社中之原製茶
薩摩川内市内プラッセだいわ（宮内店、中郷店、川内
店、向田店、大小路店） 
Aコープ川内店（ACライズ）、Aコープ市比野店 
山の駅おじゃったモール

0996-44-2038

西之原製茶

薩摩川内市内Aコープ直売所（東郷） 
薩摩川内市内プラッセ大和直売所（向田・大小路） 
薩摩川内市内樋脇町道の駅樋脇遊湯館内 
薩摩川内市内入来町おじゃったモールさつま川内館

090-5726-8283 
0996-37-2322

宮園製茶 http://www.miyazonoseicha.com/



さつま町 まえの製茶
薩摩郡さつま町柊野1026-2 
さつま町物産館ちくりん館 
さつま町つるだ農産物販売所自慢館 
さつま町平川生産物直売所ひらかわ屋

0996-59-8018

志布志市
お茶の和香園 志布志市有明町蓬原758 099-475-1023 https://www.wakohen.co.jp/
㈲上室製茶 志布志市有明町伊崎田953-1 099-474-1918 http://chanokura.jp/
㈲柳沢製茶 かつき園 志布志市志布志町志布志2-13-34 099-472-0170 https://katsukien.base.shop/

曽於市

㈱浜田製茶 曽於市末吉町本町1丁目8-3 0986-76-6512 https://www.hamamidori.com/
北山商店 曽於市大隅町中之内9076 099-482-0238

清ざね茶園 0986-76-6760 
080-4362-5344 https://kiyozane.thebase.in/

松山製茶 曽於市財部町南俣486-1 0986-72-2226 https://matsuyamaseicha.com/

末吉製茶工房 曽於市末吉町二之方2331 050-5357-8440
https://
www.sueyoshiseichakobo.co.jp/ 
https://ochawa26gu.base.shop/

西之表市 お茶の種子島松寿園
鹿児島市かご市 
西之表市プラッセだいわ店 
中種子町Aコープ 
南種子町とんみ

0997-23-8477 http://t-shoujuen.jp/

日置市
釡茶房まえづる

日置市伊集院町麦生田527 
鹿児島市（Ａコープ郡山、おいどん市場谷山） 
伊集院町（チェスト完、タイヨー伊集院） 
東市来町（タイヨー、江口蓬莱館）

099-273-2426 https://www.kamasabou.com/

㈲船迫製茶 日置市伊集院町恋之原1643 099-273-6464
枕崎市 瀬戸茶生産組合 KAORU園 枕崎市瀬戸町1番地 0993-76-3719 http://setocha.com/

南九州市

お茶のはまだ 南九州市知覧町郡17385 0993-83-2851 https://chiran-omoiire.com/
有限会社古市製茶 南九州市川部町永田1296-1 0993-56-0286 https://www.furuichiseicha.jp/
小磯製茶 鹿児島市鴨池2丁目26-30　イオン鹿児島鴨池店内 099-258-8832 https://o-cha.ocnk.net/
西垂水茶業㈲ 南九州市知覧町西元12613 0993-85-3962
㈲けやき製茶 0993-84-2630 https://keyaki.raku-uru.jp/
㈲下窪勲製茶 南九州市頴娃町牧之内14776 0993-36-0710 http://shimokubo-seicha.com/
㈱枦川製茶 南九州市知覧町郡12084-2 0993-83-2868 https://chiran-cha.jp/

JAいぶすき茶業センター 南九州市頴娃町上別府1546 
鹿児島ふるさと物産館

0993-39-0251 
0120-3234-88

南さつま農業協同組合 
知覧茶業センター 南九州市知覧町郡17285 0993-83-2422 http://www.chirantea.jp/

折尾正光園
南九州市頴娃町上別府5116-3 
（その他　道の駅いぶすき彩花菜館内、SMILE　
DINING青巧内、お茶街道ゆとり管内）

0993-39-1057 https://orioseikouen.shop-pro.jp/

山下緑茶園 おいどん市場 0993-36-1235 https://r.goope.jp/yamashita-gtf

（有）宮原園 南九州市知覧町郡17258-1 0993-83-3309 https://miyaharaen.jp/ 
https://shop.miyaharaen.jp/

南さつま市 西馬場製茶（お茶の西香園） 南さつま市金峰町尾下2114 道の駅きんぽう木花館 0993-77-2160 http://www5.synapse.ne.jp/seikaen/
index.html

湧水町 神田茶園

霧島市牧園町（ふもとの駅） 
姶良郡湧水町（くりの物産館・栗野駅構内・タイヨー栗
野店・Aコープ吉松店） 
宮崎県えびの市（アタックスえびの店） 
伊佐市（アタックス菱刈店）

090-5026-2583 https://poke-m.com/producers/
128823

鹿児島県外におきまして「かごしま茶」を継続的に販売していただいているお店を
「かごしま茶販売協力店」として指定しております。  
このお店でも「かごしま茶」を購入できます。  

鹿児島県外の販売協力店一覧 
http://www.ocha-kagoshima.jp/shop-info.html 


