
 
店舗名 店舗住所

観光する
天領盃酒造 佐渡市加茂歌代458

トキの森公園 佐渡市新穂長畝383番地2

佐渡歴史伝説館 佐渡市真野655

尾畑酒造 佐渡市真野新町449

佐渡西三川ゴールドパーク 佐渡市西三川835番地の1

宿根木・はんぎり 佐渡市小木町512-1

矢島体験交流館 佐渡市小木365-1

小木ダイビングセンター 佐渡市琴浦225-2

たたこう館 佐渡市小木金田新田150-3

交流センター 白雲台 佐渡市中興乙3534-158

史跡佐渡金山 佐渡市下相川1305

きらりうむ佐渡 佐渡市相川三町目浜町18番地1

めおと岩ドライブイン 佐渡市高瀬1267-5

尖閣湾揚島遊園 佐渡市北狄1561

食べる
割烹ふじはら 佐渡市春日105

銀太郎 佐渡市両津夷186-3

真夜 佐渡市両津夷189

スナックF 佐渡市両津夷184

クラブ 縁 佐渡市両津夷205-4

C音(しおん) 佐渡市夷205-2

りんか亭 佐渡市夷261-154

HEAVEN'S KITCHEN 佐渡市両津夷98-79

maSanicoffee 佐渡市両津湊353-1

おにCafe 佐渡市両津湊110

幸之助 佐渡市両津夷187-1

スナック うさぎ 佐渡市両津夷261-270

牡蠣料理あきつ丸 佐渡市秋津976番地1

アートサロン和 佐渡市立野333

デビンコへんじんもっこ 佐渡市新穂青木749-3

扇寿司 佐渡市畑野甲538

居酒屋 天狗 佐渡市畑野甲720-7

レストラン＆バー こさど 佐渡市真野新町275-2

ごしま 佐渡市真野新町172-4

佐渡クリーン認証認証事業者一覧
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店舗名 店舗住所

しまふうみ 佐渡市大小105-4

和食 旬 佐渡市羽茂飯岡170-1番地

かっさい 佐渡市小木町1977番地

七右衛門 佐渡市小木町643-1

魚晴 佐渡市小木町415-1

和風スナック 胡蝶 佐渡市小木町396

きっちん さくら 佐渡市小木町2058

割烹 稲よし 佐渡市小木町383-1

喜八屋ゴローカフェ 佐渡市小木町56-1

丸亀屋 佐渡市小木町173-10

栄寿司 佐渡市小木町66-1

中華 や志満 佐渡市小木町848-1

スナック京 佐渡市小木町2010-1

与三郎 佐渡市小木町371

六花 佐渡市小木町94-1

宿根木 あなぐち亭 佐渡市宿根木402

赤泊観光センター 佐渡市赤泊2206-3

椿屋 佐渡市貝塚111番地1

SHIMAYA CAFE 佐渡市千種141-7

麺や龍美 佐渡市千種83-1

クレアーレ 佐渡市中興甲1106-1

ときわ館 佐渡市泉104

しまふうみ タリーズコーヒー店 佐渡市市野沢82

つぼ八佐渡佐和田店 佐渡市上長木301

Coffee & Tea 22 佐渡市東大通821-1

廻転寿司 弁慶 佐渡本店 佐渡市東大通833

Hearts 佐渡市河原田本町411-3

Lavjan 佐渡市河原田諏訪町208-16

喰いもんや あんとん 佐渡市中原687-8

牛角佐渡店 佐渡市窪田6-2

そば処 與左ェ門 佐渡市相川新五郎町11

京町茶屋 佐渡市相川八百屋町5

古民家空間 京町亭 佐渡市相川八百屋町13

磯の家 佐渡市相川江戸沢町16

カフェ・ド・カトレア 佐渡市相川羽田町67-1

竹屋 佐渡市相川一町目5-3

パーラーつるや 佐渡市相川一町目27

持田家 佐渡市相川一町目5-2
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炙り屋 ちゃらくらげぇ 佐渡市相川一町目13-1

スナック あっぷる 佐渡市相川下戸炭屋浜町6

寿司 初 佐渡市相川下戸町炭屋浜町131-2

泊まる
ドンデン山荘 佐渡市椿697番地

湖畔の宿 吉田家 佐渡市両津夷261番地1

ホテル天の川荘 佐渡市両津夷182-4

お宿 花月 佐渡市両津夷262

まるか旅館 佐渡市両津夷358

ゆたかや旅館 佐渡市両津夷新47

ゲストハウスじんく 佐渡市両津湊195-3

金沢屋旅館 佐渡市両津湊263-2

みなみ旅館 佐渡市住吉215-1

佐渡グリーンホテル きらく 佐渡市原黒658

ホテルニュー桂 佐渡市原黒696-1

夕日と湖の宿 あおきや 佐渡市原黒685番地

両津やまきホテル 佐渡市秋津66

ホテル志い屋 佐渡市加茂歌代4916-7

トキ交流会館 佐渡市新穂潟上1101番地1

GreenVillageパティオハウス 佐渡市新穂瓜生屋750-4

ローゼンキャット 佐渡市新穂舟下102

ロハスの館 こがね荘 佐渡市栗野江1810-2

ペンション永倉 佐渡市真野699-5

ゲストハウス しまのかぜ 佐渡市真野696-24

ふれあいハウス潮津の里 佐渡市背合38番地

静海荘 佐渡市真野新町157

ご縁の宿 伊藤屋 佐渡市真野新町278

SEA SIDE HOUSE in しまふうみ 佐渡市大小923-5

Andante 葡萄農家の宿 佐渡市大倉谷672-3

天澤旅館 佐渡市羽茂大橋1505-2

おぎの湯 佐渡市小木町1494-6

佐渡シーサイドヴィラ 佐渡市小木町44

ホテルおぎ 佐渡市小木町1935-11

お宿宝家 佐渡市小木町280-1

かもめ荘 佐渡市小木町11-7

iro 佐渡市小木町410

旅荘 のと 佐渡市小木町1976-15

民宿 さかや 佐渡市小木町1991
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民宿 又七 佐渡市小木127

末広荘 佐渡市小木124

御宿 花の木 佐渡市宿根木78-1

民宿 岩屋荘 佐渡市宿根木52

清水荘 佐渡市小木強清水85

サンライズ城が浜 佐渡市三川2915番地

ぐるり竹とたらい湯の宿 カラふるカネモ 佐渡市松ヶ崎1006

YOSABEI 佐渡市三瀬川549-1

桃華園 佐渡市金井新保乙1636-1

たびのホテル佐渡 佐渡市千種113-12

宿屋ふくろう 佐渡市中興1106-13

農家民宿 植えた 佐渡市中興乙1464

サードプレイス 佐渡市市野沢839-1

国際佐渡観光ホテル 八幡館 佐渡市八幡2043番地

長蔵 cho-zo 佐渡市山田58-1

中澤屋旅館 佐渡市河原田本町96-1

Guest Villa on the 美一 佐渡市河原田諏訪町207-76

かどや旅館 佐渡市河原田諏訪町198-2

かね長旅館 佐渡市河原田諏訪町205

HOSTEL Perch 佐渡市河原田諏訪町4

いせや新館 佐渡市中原476-1

Ryokan 浦島 佐渡市窪田978-3

入海 佐渡市窪田782

ホテルみやこ 佐渡市相川小六町36

民宿 あさひ荘 佐渡市相川江戸沢町23-2

ホテル 万長 佐渡市相川下戸町58番地

いさりびの宿 道遊 佐渡市相川鹿伏333番地1

ホテル大佐渡 佐渡市相川鹿伏288番地2

敷島荘 佐渡市稲鯨1354

民宿 七浦荘 佐渡市橘1586の3

ホテルめおと 佐渡市高瀬1267-5

民宿 たきもと 佐渡市相川大浦1429-3

佐渡リゾートホテル吾妻 佐渡市相川大蔵548-1

佐渡ベルメールユースホステル 佐渡市姫津369-4

尖閣荘 佐渡市姫津1431-2

ホテルファミリーオ佐渡相川 佐渡市小川1267-1

国民宿舎 海府荘 佐渡市関428-1

民宿かわぐち 佐渡市関597-2
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中嶋屋旅館 佐渡市真更川154

福助屋旅館 佐渡市願275

大野亀ロッジ 佐渡市願260

ますや荘 佐渡市願292

SADO二ッ亀ビューホテル 佐渡市鷲崎1116の2

Lake Front House Aozora 佐渡市吾潟129-1

買い物
エビス商事 佐渡市両津湊353-1

佐渡汽船商事 佐渡市両津湊353番地

Okameパン 佐渡市新穂長畝1233の1

ローソン佐渡畑野店 佐渡市栗野江1452-1

小松屋商店 佐渡市畑野甲434甲3

真野観光センター 佐渡市真野448

マーカスのパン屋 佐渡市羽茂本郷634-2

ローソン佐渡羽茂店 佐渡市羽茂本郷186-1

Ａコープ羽茂店 佐渡市羽茂本郷504-3

小木家 佐渡市小木町1950-7

髙野屋酒店 佐渡市小木町639-1

久治郎屋 佐渡市小木町84

かわしま屋 佐渡市小木町646

スーパーたんぽぽ 佐渡市小木町2048番地

日野尾商店 佐渡市小木町92-1

弥吉丸 佐渡市赤泊669-5

タイム24 内田商店 佐渡市千種99-6

Mobility World 佐渡市東大通821-1

佐渡の柿餅本舗 佐渡市八幡町54

プチドール 佐渡市河原田諏訪町182-8

玉堂窯元 佐渡市窪田122-1

佐渡セントラルタウン 佐渡市窪田6-2

マルイ佐渡店 佐渡市窪田6-2

コメリ佐和田店 佐渡市窪田6-2

ゲオ佐渡店 佐渡市窪田6-2

喜右衛門 佐渡市窪田6-2

エキスパートハギハラ 佐渡市窪田6-2

おしゃれハウスナガオカ 佐渡市窪田6-2

As-meエステール 佐渡市窪田6-2

すずのき佐渡店 佐渡市窪田6-2

ふくや 佐渡市窪田6-2
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まり 佐渡市窪田6-2

パークドライ 佐渡市窪田6-2

アクアセントラルタウン店 佐渡市窪田6-2

しまや バイパス店 佐渡市沢根五十里989-1

池田菓子舗 佐渡市沢根篭町35

京町ちゃらくら商店 佐渡市相川下京町19

北沢窯 佐渡市相川北沢町3-1

交通
佐渡汽船観光 佐渡市両津湊353

おけさ観光タクシー 佐渡市千種79-3

新潟交通佐渡 佐渡市河原田諏訪町80

その他
佐渡観光案内所 佐渡市両津湊353

JA-SS 両津セルフ給油所 佐渡市原黒300-1

新穂潟上温泉 佐渡市新穂潟上1111

葬祭センター・JAレインボーホール(新穂) 佐渡市新穂大野1865-2

JAレインボーホールまの 佐渡市真野新町456

南佐渡観光案内所 佐渡市小木町1935-26

JA-SS 金井セルフ給油所 佐渡市千種甲78-2

ひまわりクリーニング佐和田店 佐渡市東大通818-1

JA-SS 佐和田セルフ給油所 佐渡市東大通1213-1

相川観光案内所 佐渡市相川三町目浜町18きらりうむ佐渡内

※2020/6/25時点の情報です。(郵便番号順) (一社)佐渡観光交流機構
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