
2023/3/27現在

施設名 電話番号 HP URL

001 国際佐渡観光ホテル　八幡館 佐渡市 八幡2043番地 0259-57-2141 www.yahatakan.com

002 湖畔の宿吉田家 佐渡市 両津夷261-1 0259-27-2151 http://yosidaya.com

003 小木温泉旅館かもめ荘 佐渡市 小木町11-7 0259-86-2064 http://sado-kamomesou.com

004 いさりびの宿 道遊 佐渡市 相川鹿伏333-1 0259-74-3381 https://douyuu.com/

005 夕日と湖の宿　あおきや 佐渡市 原黒685番地 0259-27-4145 https://www.sado-aokiya.com

006 ホテルニュー桂 佐渡市 原黒696-1 0259-27-3151 http://sado-katsura.jp/

007 ゆたかや旅館 佐渡市 両津夷新４７ 0529-27-2242 -

008 佐渡リゾートホテル吾妻 佐渡市 相川大浦548-1 0259-74-0001 https://hotel-azuma.jp/

009 たびのホテル佐渡 佐渡市 千種113番12 0259-58-8020 https://sado.tabino-hotel.jp/

010 伝統と風格の宿　ホテル万長 佐渡市 相川下戸町58番地 0259-74-3221 https://www.hotel-mancho

011 Ryokan 浦島 佐渡市 窪田978-3 0259-57-3751 http://www.urasima.com

012 ゲストハウスじんく 佐渡市 両津湊195-3 0259-58-7386 https://www.zink-sado.com/

013 ホテル志い屋 佐渡市 加茂歌代4916-7 0259-27-2127 https://www.hotel-shiiya.com/

014 ＳＡＤＯ二ツ亀ビューホテル 佐渡市 鷲崎1116-2 0259-26-2311 http://www.sfht.co.jp/

015 ふれあいハウス潮津の里 佐渡市 背合38番地 0259-55-3311 -

016 佐渡温泉　御宿おぎの湯 佐渡市 小木町1494-6 0259-86-1555 https://oginoyu.com/

017 ご縁の宿伊藤屋 佐渡市 真野新町278番地 0259-55-2019 https://itouyaryokan.com/

018 SEASIDEHOUSE　ｉｎしまふうみ 佐渡市 大小923-5 0259-51-1515 https://www.primosado.jp/seaside-house/

019 カラふる 佐渡市 松ヶ崎1006 03-3527-2678 -

020 御宿　花の木 佐渡市 宿根木78-1 0259-86-2331 http://www.sado-hananoki.com/

021 みなみ旅館 佐渡市 住吉215-1 0259-27-5621 http://www.sado373.com

022 朱鷺伝説と露天風呂の宿　きらく 佐渡市 原黒658 0259-27-6101 http://sado-kiraku.com/

023 佐渡ベルメールユースホステル 佐渡市 姫津36969-4 0259-75-2011 http://sado.bellemer.jp/

024 民宿たきもと 佐渡市 相川大浦１４２９－３ 0259-74-3103 -

025 サンライズ城が浜 佐渡市 三川2915番地 0259-87-3215 -

026 宿屋ふくろう 佐渡市 中興1106-13 0259-58-7073 -

027 民宿　桃華園 佐渡市 金井新保乙1636-1 0259-63-2221 -

028 民宿　敷島荘 佐渡市 稲鯨1354 0259-76-2640 http://www.sado-shikishima.com/

029 ホテルおぎ 佐渡市 1935-11 0259-11-4155 https://hotelogi-sado.com/

030 民宿七浦荘 佐渡市 橘1586-3 0259-76-2735 https://www.nanaurasou.com/

031 国民宿舎　海府荘 佐渡市 関428-1 0259-78-2311 https://Kaifusou.com

032 ペンション永倉 佐渡市 真野699-5 0259-55-2930 -

033 尖閣荘 佐渡市 姫津1431-2 0259-75-2226 https://senkakusou.com/

034 佐渡シーサイドヴィラ 佐渡市 小木町44 0259-86-3609 -

035 民宿　一福 佐渡市 橘39-1 0259-76-2052 -

036 Stay＆Work佐渡 佐渡市 東大通822-1 0259-52-6200 https://www.primosado.jp/stay-work/

037 民宿かわぐち 佐渡市 関957-2 0259-78-2737 -

038 ゲストハウス華屋 佐渡市 小木町845-2 090-5579-4664 https://peraichi.com/landing_pages/view/ghhanaya?_ga=2.102564353.1224464621.1625290196-849246316.1618882882

039 ホステルたつみや 佐渡市 中原606-4 0259-58-7373 https://hostel-tatsumiya.com

040 佐和田温泉旅館入海 佐渡市 窪田782-1 0259-52-3521 http://www.iriumi.com/

041 guesthouseUZU佐渡 佐渡市 貝塚802-1 0259-58-7045 https://uzusado.jp/

042 Guest House サードプレイス 佐渡市 市野沢839-1 090-3699-2500 -

043 Guest Villa on the 美一 佐渡市 河原田諏訪町207-76 0259-58-7077 https://bi-ichi.com/

044 HOSTEL perch 佐渡市 河原田諏訪町4番地 090-7702-4539 https://www.s-perch.com/

045 いとしげなお宿こいちゃ 佐渡市 小木町231番地 0259-67-7928 -

046 長浜荘 佐渡市 大須1021-1 0259-55-2511 -

047 お宿隠家 佐渡市 椎泊67-1 0259-67-7726 https://sado-kakureya.com/

048 いせや新館 佐渡市 中原476－1 0259-57-3089 https://iseya-shinkan.com

049 ホテル天の川荘 佐渡市 両津夷182-4 0259-27-3215 -
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050 いろり宿　長蔵　CHO-ZO 佐渡市 山田58-1 0259-58-8028 -

051 Andante 葡萄農家の宿 佐渡市 大倉谷672-3 090-6023-3728 -

052 ホテルめおと 佐渡市 高瀬1267-5 0259-76-2511 http://meoto.net/

053 ドンデン高原ロッジ自然リゾート 佐渡市 椿697 0259-23-2161 https://donden-sanso.jp/

054 ホテルファミリーオ佐渡相川 佐渡市 小川1267-1 0259-75-1020 -

055 ホテル大佐渡 佐渡市 相川鹿伏288--2 0259-74-3300 https://hotel-oosado.jp

056 民宿高山 佐渡市 宿根木322番地 0259-86-3573 -
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