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上林春松本店 
工場ショールーム

本社工場ではお茶の加工
や袋詰が行われ、抹茶を
碾く「碾き茶室」の見学も
可能（要予約）。ショールー
ムでは上林春松銘茶の各
種商品を販売しています。

1 4 上林春松本店 直営小売店
黒と紫を基調とした落ち着
いた店内で、ご自宅用から
ギフト用まで様 な々場面で
ご利用いただける商品を
取り揃えております。店内に
は呈茶席を設けており、壺
庭を眺めながら、オリジナ
ルのお抹茶をお楽しみい
ただけます。

住所／宇治市宇治妙楽38番地
●TEL／ 0774-22-2509　
●営業時間 9：00～日暮れ
●定休日／なし

2 茶壺ポスト
JR宇治駅前に設置さ
れている郵便ポスト。

7
1948年に創業の組紐の専
門店。工芸品としての完成
度を保ちながら様 な々ニー
ズに応えられる和装小物
やアクセサリーなどが人気
です。

住所／京都府宇治市宇治妙楽146
●TEL／ 0774-23-5510　
●営業時間／10:00～17:00
●定休日／なし （お盆と正月など
特別休暇をいただく場合あり）

昇苑くみひも
宇治本店 8

足利義満がお茶の普及の
ため宇治の郷に開かせたと
いわれる七ヶ所の名茶園
「宇治七茗園」の一つで唯
一現存する茶園です。

住所／京都府宇治市
宇治善法
●TEL／
0774-22-3141
（宇治市商工観光課）

宇治七茗園
（奥の山）

住所／京都府宇治市宇治蓮華116
●TEL／0774-21-2861　
●拝観時間／8：30～17：30
（受付は17：15まで）
●拝観料（庭園＋平等院ミュージアム
鳳翔館）／大人600円、中高生500
円、小学生300円

6
「橋姫」は橋の守り神で、瀬
織津比咩を祭神とする神
社。現在、境内には水の神
である住吉神社が並んで
祀られています。また、源氏
物語「宇治十帖」ゆかりの
古跡でもあります。

住所／京都府宇治市宇治蓮華46
●TEL／0774-21-2017　
●拝観時間／境内自由
●拝観料／境内無料

せ

お り つ ひ め

橋姫神社5
日本三古橋のひとつで、
「古今和歌集」や「源氏物
語」にも登場します。豊臣
秀吉が茶会を開いたとき、
宇治橋三の間から汲み出
した水を茶の湯に使ったと
も伝わっており、毎年10月
に開催される「宇治茶まつ
り」の「名水汲み上げの儀」
はこの場所で行われてい
ます。

※現在の橋は1996年に架け替えられた
ものです

宇治橋

11
「日本茶インストラクター」が
美味しいお茶の淹れ方を説
明してくれるなど、宇治茶を
「淹れて」「飲んで」「食べて」
楽しむ体験型施設。

住所／宇治市宇治又振17-1
●TEL／ 0774-23-0888　
●開館時間／11：00～17：00
●休館日／水曜日・年末年始

匠の館

12
宇治神社は、平安時代創
建と伝えられており、古くは
離宮八幡宮と称し、祭神
は応神天皇の皇子莵道稚
郎子とされています。三間
社流造りの本殿は鎌倉時
代に建立されたもので、他
にも木造狛犬や白色尉面
など貴重な文化財が伝
わっています。

住所／京都府宇治市宇治山田1
●TEL／0774-21-3041　
●拝観時間／境内自由
●拝観料／境内無料

うじ の わ き

いらつこ

宇治神社

14
道元禅師を開祖とし、
1649年に淀城主・永井尚
政によって宇治七茗園の
一つ「朝日茶園」の跡に再
興された曹洞宗のお寺。
毎年10月第一日曜日に宇
治川一帯で開かれる「宇
治茶まつり」では、お茶の
発展に尽くした3人の茶祖
を供養する「茶壺口切りの
儀」と、境内の「茶筅塚」
で古くなった茶筅の供養が
行われています。参道は琴
坂と呼はれ、紅葉の名所と
なっています。

住所／京都府宇治市宇治山田27-1
●TEL／0774-21-2040　
●拝観時間／9：00～17：00
●拝観料／境内無料、
本堂拝観：大人300円

仏徳山 興聖寺

祭神は、木花開耶姫命で、
縁結び・安産などの神様と
して信仰されています。毎
年6月5日に行われる「県ま
つり」は、10万人を超える
人出で賑わい、祭りのクラ
イマックスとなる「梵天渡
御」は5日の深夜、周囲の
明かりが消された中で行
われるため、別名「暗夜の
奇祭」とも呼ばれています。

住所／宇治市宇治蓮華72
●TEL／0774-21-3014　
●拝観時間／境内自由　
●拝観料／境内無料

9 縣神社
こ の は な さ く や ひ め

3 宇治・上林記念館
上林春松家と御茶壷道中
に関するものを中心に、宇
治茶にまつわる数多くの歴
史資料を公開。戦国大名
や将軍からの書状や記録
は上林家の歴史とともに、
宇治茶が重んじられてい
たことも伺え、敷地の入口
には現在に残る唯一の「宇
治茶師の長屋門」を構え、
歴史を今に伝えています。

住所／宇治市宇治妙楽38
●TEL／ 0774-22-2513　
●開館時間／10：00～16：00
●休館日／金曜日・8月13日～16日・
12月30日～1月5日　
●見学料／200円

宇治製茶記念碑

U J I AREA

世界遺産の一つで、「阿弥
陀堂＝鳳凰堂」とその屋根
に配置される鳳凰像が貨
幣の意匠に使われてもいる
宇治を代表する寺院の一
つです。門前に「宇治製茶
記念碑」が建てられてお
り、この碑は1879年に開か
れた第一回製茶共進会で
製茶法「宇治製法」が特別
賞を授けた記念に1888年

に建立された
記念碑です。碑
の前では毎年
10月1日に「製
茶記念式典」と
「茗魂祭」が行
われています。

10 平等院
世界遺産

13
1000年以上前の木造建
築の残る神社で世界遺産
に認定されています。境内
には室町時代に「宇治七
名水」とかぞえられ、ただ
ひとつ採水地が残る「桐原
水」の湧き水※があり、毎年
6月1日にこの水でお茶を
点てる「献茶祭」が行われ
ています。

住所／京都府宇治市宇治山田59
●TEL／0774-21-4634
●拝観時間／9：00～16：30
（季節により変更あり）
●拝観料／境内無料

宇治上神社

宇治七名水（桐原水）
※現在は飲料水としては利用できません

世界遺産

宇治ガイド
MAP
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