
ふるさと佐渡応援券加盟店一覧　　　　　　　　　　　　　　　平成31年3月1日現在

佐渡地産地消(サドメシラン加盟店) 地域 電話番号 PR

佐渡特選市場 新穂 ２２－２９２５
地場産の新鮮な農産品、農産・水産加工品、お土産品など多数ご用意しています。
※特典　一回のご利用で応援券5枚ご使用毎に、佐渡特選市場でご利用いただける
商品券(券面500円)を一枚プレゼントいたします。

めおと岩ドライブイン 相川 ７６－２５１１ 佐渡のブリを米粉で揚げた「ブリカツ丼」をご用意しております。

レストラン＆バー　こさど 真野 ５５－４００４ 佐渡で育った貴重な黒毛和牛「佐渡牛」をサーロインステーキで提供しております。

ホテル ニュー桂 両津 ２７－３１５１
旅の楽しみ、それはやはり味わい。 今、水揚げされたばかりの四季折々の海の幸を
腕によりをかけて皆さまのお膳にお運びします。 日本海の味覚を心ゆくまでご堪能ください。

ホテル 志い屋 両津 ２７－２１２７ 佐渡ならではの新鮮な海の幸をお楽しみいただけます。

飲食店・レストラン・仕出し 地域 電話番号 PR

さいとうCafé 新穂 ２２－３０００
斎藤農園で採れた果樹をふんだんに使用したフレッシュジュースや、越後姫削りなど店内のご飲食に
ご利用いただけます。　12月初旬から2月中旬まで冬期休業

佐渡海鮮市場おさかなの館かもこ 両津 ２３－４１００ ※2018/12/31をもちまして閉店いたしました。

割烹　中庄 相川 ７４－３１３４
新鮮で安くて旨いをモットーに日々、励んでおります。 季節感を大事にし、鮮度にこだわり、
手間をかけて、心をこめたお料理をご堪能下さい。 海鮮丼が一押しです。　日曜定休

カレーショップさわやか 新穂 ２２－３４５０
授産施設「さわやか」が運営するカレーショップ。丁寧に作ったコクのあるカレーやコーヒーなどを
ご用意いたしております。

めおと岩ドライブイン 相川 ７６－２５１１
夫婦岩を観ながらお食事や名物”佐渡の塩ソフトクリーム”をお試しください
12月頃から3月中旬ころまで、お食事はご予約のみの対応となります。ご利用前にお問合せください。

レストラン・バー　こさど 真野 ５５－２０１９
先代のオリジナルである「佐渡産あわびのステーキ」や「ハンバーグ」、「チキンのもろみ焼き」など
オリジナリティあふれる 洋食を提供しております。

衣料品・靴・クリーニング 地域 電話番号 PR

クリーニング　ムサシ 畑野 ６６－２１１４ 丁寧に真心を込めて仕上げます。

本間衣料品・介護品店 新穂 ２２－４３３３ 衣料品から介護用品まで幅広く取り扱っています。

家具・資材・ＤＩＹ・寝具・インテリア 地域 電話番号 PR

ホームセンタームサシ佐和田店 佐和田 ５７－３６８１ 各種商品を幅広く取り扱っています。

酒蔵 地域 電話番号 PR

尾畑酒造 真野 ５５－３１７１
真野鶴では酒造りに欠かせないといわれる「米」「水」「人」に「佐渡の風土」を加え、四つの宝の和を
もって醸す、 「四宝和醸」という言葉を作ってモットーとしています。

陶器・絵画・美術 地域 電話番号 PR

伊藤赤水 相川 ７４－２１２７ 人間国宝伊藤赤水、赤水窯の商品購入にご利用ください。

工務店・電気店・電気製品 地域 電話番号 PR

（有）中川喜十郎商店　設備部 真野 ５５－３１８８ 設備工事から器具の貸し出しまで幅広く取り扱っています。

（株）松田設備工業所 新穂 ２２－３１４５ 水道から家屋の点検、修繕などお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

時計・眼鏡・カメラ・写真 地域 電話番号 PR

ホームセンタームサシ佐和田店 佐和田 ５７－３６８１ 各種時計から電池交換まで各種取り揃えています。

スポーツ用品・釣具 地域 電話番号 PR

マルマン 真野 ５５－２１７４ 当店から歩いて3分程度で海に到着します。

（有）山田屋 佐和田 ５２－６５１３ 釣り具から餌まで釣りのことならお任せ下さい。食品も取り扱っています。

小売・コンビニ・スーパー 地域 電話番号 PR

マルマン 真野 ５５－２１７４ 家具、衣料、雑貨、夫婦岩の塩など各種取り揃えています

（株）肉のエンドウ 新穂 ２２－２０１０ 新穂青木にある食料品及び食肉の販売をしています

早助屋 佐和田 ５２－６５７７ いごねりの老舗の当店でのお買い物にご利用ください

（株）かもこ観光センター 両津 ２３－４１００ ※2018/12/31をもちまして閉店いたしました。

さわやか(授産施設) 新穂 ２２－３４５０ 姉さんかぶり、乾燥糸コンニャク、佐渡ガエルやトキのマスコット、チリトリなど

相川岩百合(授産施設) 相川 ７４－００１７ 昆布パウダー、おしゃぶり昆布、鮑のマグネット、パンなどご用意しております

医薬品・化粧品 地域 電話番号 PR

（株）グリーンライフ 佐和田 ５７－４３１１ 介護用品・介護おむつを始め介護用品ならお任せください。

後藤薬局 新穂 ２２－２１１５ 朱鷺の住む新穂で、皆様に信頼され相談にも気軽に応じられるお店を目指しています。



理容・美容 地域 電話番号 PR

本間理容所 新穂 ２２－２１３５ 新穂商店街にある理容所です

宿泊・レジャー・観光施設 地域 電話番号 PR

潮津の里 真野 ５５－３３１１

小高い丘にあり金北山や真野湾が一望できる大自然のパノラマ。スタッフは気さくで親しみが持てる
家庭的な宿です。
※宿泊、お土産物、お食事などで10枚まとめてご利用いただいた際に、当社社長がセレクトしたお土産を
プレゼントいたします。

相川温泉めおとの湯ホテルめおと 相川 ７６－２５１１
いにしえの伝説が残る名勝「夫婦岩」を目前にした絶好のロケーション。雄大な大自然を満喫
しながら、新鮮な海の幸をお楽しみください。

ご縁の宿　伊藤屋旅館 真野 ５５－２０１９
江戸時代、金を運ぶ中継地として栄えた新町街道。 板前の造る佐渡の海鮮会席と佐渡海洋深層水
風呂でゆっくりくつろぎながら、佐渡を満喫していただきたい。そんな想いのこもった旅館です。

Gest Villa on the　美一 佐和田 ５８－７０７７ 美しき島の風土に寄り添いつつ、唯一なる食・遊・眠を求めて。

Gest House　サードプレイス 佐和田 ５７－２５００ 佐渡の亜空間で ＲＥＬＡＸ　ＲＥＦＲＥＳＨ　ＲＥＣＨＡＲＧＥ サードプレイスへようこそ

音楽と陶芸の宿　花の木 小木 ８６－２３３１
島の南部、その昔　廻船業で栄えた小木町宿根木にあります。 海と山に囲まれた自然が満喫できる
この場所に魅せられ、１９９６年より夫婦で田舎風宿をはじめました。

ホテル青木 両津 ２７－４１４５ 全客室より加茂湖、大佐渡山脈を眺望でき、佐渡屈指のロケーションです。

ホテル吾妻 相川 ７４－０００１
今年で創業八十八年。佐渡北部山系中最も西に位置することから「夕陽にいちばん近い宿」として
親しまれています。

ホテル ニュー桂 両津 ２７－３１５１
日本百景のひとつに数えられる加茂湖のほとりに位置し、東側には佐渡の表玄関・両津港を
眺められる絶好のロケーション。

ホテル 志い屋 両津 ２７－２１２７
傷ついた朱鷺が湯浴みにきていたのを順徳天皇が発見したという伝説が残る朱鷺の傷湯とも呼ば
れる佐渡最古の湯「天領の湯」。佐渡情緒が漂う和風のおもてなし

OM映像プロダクション㈱ 畑野 ６６－３２９６ Tenyのカメラマンとして佐渡全島の映像をアーカイブ。応援券で視聴できます。

タクシー・レンタカー 地域 電話番号 PR

佐渡観光タクシー　相川支店 相川 ７４－３２２８ 相川観光はお任せください。近くの送迎のもご利用もお気軽にお申しつけください

佐渡観光タクシー　両津・畑野
両津
畑野

２３－４１１６ 近くの送迎のもご利用もお気軽にお申しつけください

文具・雑貨・ＣＤ／ＤＶＤ・音楽 地域 電話番号 PR

燃料・ガス 地域 電話番号 PR

㈲中川喜十郎商店 真野 ５５－３１８８ ガソリン・灯油などの燃料のご用命をお待ちしております

佐渡瓦斯㈱ 両津 ２７－３６３１ ガス器具でお困りの方は、ご一報ください。

㈲猪股石油店 畑野 ６６－２０６４ 畑野地区でのガソリン・灯油などの燃料は当店で。

㈲江口　石油 金井 ６３－２６０４ ガソリン・灯油などのご用命をお待ちしています。

㈲中央石油 金井 ６３－２３３６ ガソリン・灯油などのご用命をお待ちしています。

（株）伊藤商会 新穂 ２２－３１５１ 南線新保青木にある旧新穂地区唯一のガソリンスタンドです。

（株）サドプロ 佐和田 ５７－２６７１ ガソリン・灯油など燃料を取り扱っています。

ヘンミ石油株式会社 長石 ５５－２４２６ ガソリン・灯油など燃料を取り扱っています。

自転車・バイク・自動車、農機具整備、部品販売地域 電話番号 PR

日本物流株式会社 新穂 ６７－７０７９ 農機具、部品、修理など幅広く取り扱っています

㈲中川喜十郎商店 真野 ５５－３１８８ 車両の整備もお受けしております

交通機関 地域 電話番号 PR

佐渡汽船 両津
０２５－２４５－
１２３４ 新潟～両津航路、直江津～小木航路、寺泊～赤泊航路の乗船券にご利用いただけます。

学習塾・カルチャースクール 地域 電話番号 PR

修繕・交換 地域 電話番号 PR

ペット・餌・飼料 地域 電話番号 PR

ホームセンタームサシ佐和田店 佐和田 ５７-３６８１ ペット用品、餌、トリマーなど取り揃えています

その他 地域 電話番号 PR

OM映像プロダクション㈱ 畑野 ６６－３２９６ 家屋、田畑の状況を撮影しお送りします。Tenyのカメラマンとして活動していますので安心してお任せください。

チーム佐渡島 新穂
０２５－２９０
－７１２１

お墓参り代行、お墓のお掃除代行、空き家の草刈など承ります。
お困りごとがございましたらご相談ください。

島外加盟店舗 地域 電話番号 PR



この度は、佐渡市返礼品の中から「ふるさと佐渡応援券」をお選びいただき誠にありがとうございます。

ふるさと佐渡応援券をお送りした時点の加盟店一覧になります。変更になっている場合もございますので、ご使用の際には事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。

なお、最新の情報は、http://www.sadotokusen.jp/sado_ouen/　をご覧ください。複合施設の場合には、分類別に店舗名が重複している場合がございますのでご了承ください。

島外から島内の加盟店にご連絡の際は、市外局番０２５９が必要になります。


