
令和 4 年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 会員一覧 

令和 4 年 5 月 2 日現在 

正会員 

小木家 尾畑酒造株式会社 

株式会社ゴールデン佐渡 株式会社近藤組 

株式会社佐渡中央印刷所 株式会社第一印刷所 

株式会社西三川ゴールドパーク 湖畔の宿 吉田家 

佐渡汽船株式会社 佐渡市 

佐渡スキューバダイビング協会 佐渡地区農山漁村体験推進協議会 

佐渡農業協同組合 佐渡ハイヤー協会 

佐渡八十八ヶ所霊場会 SADO 二ツ亀ビューホテル 

佐渡歴史伝説館株式会社 佐渡連合商工会 

佐渡リゾートホテル吾妻 ジェイアール東日本企画新潟支店 

チャレンジド立野 朱鷺伝説と露天風呂の宿 きらく 

新潟交通佐渡株式会社 新潟・佐渡観光推進機構 

ホテル大佐渡 ホテル志い屋 

ホテルニュー桂 ホテルファミリーオ佐渡相川 

ホテル万長 めおと岩観光 

真野湾観光旅館組合 有限会社尖閣湾揚島観光 

夕日と湖の宿あおきや 力屋観光汽船株式会社 

支部会員 

相川地区 

相川町商工会 相川窯業組合 

相川料飲店組合 遠市 

株式会社ゴールデン佐渡 株式会社近藤組 

佐渡相川ふれあいガイド 佐渡・外海府ユースホステル 

佐渡ベルメールユースホステル 佐渡リゾートホテル吾妻 

しおさい 敷島荘 

すだれ荘 尖閣荘 

たきもと 七浦荘 

ホテル大佐渡 ホテルファミリーオ佐渡相川 

ホテル万長 めおと岩観光 

姫津大橋管理運営委員会 有限会社 尖閣湾揚島観光 



相川地区 

旅館道遊  

 

 

中央地区 

朝井隆夫 池田菓子舗 

いせや新館 牛尾神社 

打木正美 運上納 

江口税務会計事務所 遠藤建設 

大阪屋東大通店 大谷工業 

おけさ観光タクシー 大日靈神社 

尾畑酒造株式会社 おはな 

割烹ながい 加藤酒造店 

金井商工会 金井旅館組合 

かね長旅館 株式会社第一印刷所 

河原田本町商店街協同組合 カントリー新田 

玉堂窯元 国分寺 

小佐渡イトウ コマツ佐渡 

小松屋 近藤呉服店 

魚道場 長浜荘 佐々木ひとみ 

佐々木芳博 佐藤工務店 

佐渡漁業協同組合真野支所 佐渡漁業協同組合稲鯨支所佐和田出張所 

佐渡ホンダ販売 佐和田金融団 

佐和田商工会 佐和田鮮魚センターかすけ 

佐和田旅館組合 JA 佐渡佐和田支店 

JA 佐渡新穂支店 JA 佐渡真野支店 

しごと屋 実相寺 

しまや菓子舗 真楽寺 

新交企画佐渡支局 新洋舎 

炭火焼 登貴 静海荘 

清水寺 セイデンテクノ 

大願寺 大光寺 

大膳神社 智光坊 

知本雅伸 中央石油 

中央タクシー 長谷寺 

長三郎 長蔵 

トキのもり 内藤タクシー 



中央地区 

内藤電誠工業 中川喜十郎商店 

中川富士夫 仲次商事 

新潟交通佐渡株式会社 西三川給油所 

畑野料飲食店組合 花善 

早助屋 日吉神社 

ふれあいハウス潮津の里 フレッシュマツヤ真野店 

ペンション永倉 弁天シーサイド 

逸見酒造 ヘンミ石油 

HOSTEL Perch 松本順一 

真野観光センター 真野宮 

真野商工会 真野湾観光旅館組合 

宮嶋紀子 妙宣寺 

ムラタ興業佐和田出張所 山田屋 

YOSABEI 旅館喜代勢 

ロハスの館こがね荘  

  

南佐渡地区 

天沢旅館 andfujiizaki 株式会社 

居酒屋 一心 和泉商店 

一般財団法人赤泊振興公社 上野初男 

魚晴 越後屋 

大井屋旅館 大阪屋商店 

大崎そばの会 大沢正興 

岡部写真館 小木観光株式会社 小木家 

小木さざ波会 小木特産品開発センター 

おぎの湯 小木物産工業株式会社 

小木ふれあいガイドの会 小木町商工会 

小木町料理飲食店組合 御宿 花の木 

金田金物店 金田クリーニング店 

株式会社ウェルファー 住吉スタンド 株式会社斉藤電気商会 

かわしまや 菊池石材店 

北前船邸宅 宿根木 あなぐち亭 北村薬品 

紀伊国屋 木下産業株式会社 

久治郎屋 共栄建設工業株式会社 

クズノデンキ 公益財団法人鼓童文化財団 

公開民家 清九郎 合資会社河野呉服店 



南佐渡地区 

  

合資会社日野尾商店 小岡和昭 

ござや商店 こすぎや 

後藤ブロイラー 駒形木材有限会社 

こますや 佐藤保険事務所 

佐渡化工機 佐渡汽船株式会社 

佐渡漁業協同組合小木支所 佐渡食産株式会社 

佐渡セーリングクラブ 佐渡農業協同組合小木支店 

佐渡フライングクラブ 茶房やました 

四軒屋商店 宿根木・はんぎり 

昭諷会 信栄バス 

スナック小佐渡 砂山クリーニング店 

そば工房番所 髙津屋庄平 

タジマヤ商会 玉野酒店 

テクニカルノート 朱鷺めきチンドン倶楽部 

中川スタジオ 中務商店 

中野建設工業株式会社 中村精肉店 

nano 新潟交通佐渡株式会社 

日本郵便株式会社 小木郵便局 パナ・コスモス オキミヤ 

花田祐司 羽茂農業協同組合 

飯店優遊 フィッシングサド 

文弥人形 大和座 ホテルおぎ 

本間建設株式会社 前佐渡運送株式会社 

丸栄産業株式会社 丸佐書店 

マルハフーヅ株式会社 丸輪電機商会 

南佐渡海洋公園管理組合 小木ダイビングセンター 三益 

民宿あさてい 民宿東 

民宿 いろりの宿 孫四郎 民宿岩屋荘 

民宿見行崎 民宿清水荘 

民宿末広荘 民宿高山 

民宿又七 筵 cacaoclub 

村勘商店 ムラタ興業株式会社 

弥吉丸カニ直売所 矢島観光管理組合 

安平保彦 八幡屋不動産 

山田やまびこ会 大和屋 

有限会社赤泊農林漁業観光 有限会社伊藤商店 



南佐渡地区 

有限会社榎谷甚五兵衛商店 有限会社小木工務店 

有限会社金子屋商店 有限会社かもめ荘 

有限会社菊池ボーリング 有限会社クリエイトはもち 

有限会社高津商会 有限会社高椿 

有限会社髙野屋 有限会社千代富屋 

有限会社ナカガワ塗装店 有限会社日本海運輸 

有限会社春川商会 有限会社平成測量 

有限会社北雪販売 有限会社松田 

有限会社マリオカンパニー 有限会社ユアーズ・カネコ 

有限会社結工房 有限会社ワタナベ測量設計 

よしかわ屋 力屋観光汽船株式会社 

旅館 お宿 宝家 旅館やまと 

旅荘のと 若林源衛 

度津神社 渡辺金物店 

四月朔日 晴  

  

両津地区 

ヱビス観光タクシー株式会社 海府観光協会 

株式会社アイランド 株式会社パークドライ 

株式会社両津ニュードライ 気軽にレンタカー 

佐渡潜水株式会社 椎崎観光協会 

天領盃酒造株式会社 ドンデン高原ロッジ 

新潟交通佐渡株式会社 はまなす会 

福助屋旅館 港タクシー 

両津温泉株式会社 両津観光旅館組合 

両津しぐれ会 両津商工会 

両津南埠頭ビルシータウン商店会 両津民踊研究会 

両津料飲店組合 両津旅館組合 

 


