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小木港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

佐渡天然ブリカツ丼  
  

ブリは佐渡産の天然ブリ、お米はトキ認証米、衣は認証米の米粉、タレも特性あごだし醤油を使うなど、徹底的に「佐渡産」

にこだわったご当地グルメ。 

専用の「大漁旗をつける」など、ご当地グルメとしてのルールが決まっており、小木港の参加店などで提供しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0604 新潟県佐渡市小木町 1950-7  

アクセス 散策：港より徒歩 5 分（250m） 

季節 通年 

関連リンク 

佐渡天然ブリカツ丼 
http://www.burikatsu.com 
さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/sado/souvenir/ 
 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス：s-kanko@city.sado.niigata.jp ｜ 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ ｜ 

  

寿司  
  

佐渡では年間を通していろいろな魚が獲れます。中でも、夏のマグロと冬の寒ブリは脂がのっていて絶品。佐渡近海で獲れ

る豊富なネタで彩られる寿司は、見た目も味も絶品です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0604 新潟県佐渡市小木町 66-1  

アクセス 散策：港より徒歩 10 分（400m） 

季節 通年 

関連リンク 
さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/meal/wasyoku/ 
 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス：s-kanko@city.sado.niigata.jp ｜ 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ ｜ 

  

そば  
  

島内で栽培された無農薬の玄そばを丸ごと使った佐渡のそばは、色も風味も濃く、そば本来の香りを楽しむことができます。

茹で上がったそばを冷水でしめて丼に盛り、上からあごだしつゆをかけて食べる「丼そば」です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0604 新潟県佐渡市小木町 643-1  

アクセス 散策：港より徒歩 10 分（950m） 

季節 通年 

関連リンク 
さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/meal/wasyoku/ 
 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス：s-kanko@city.sado.niigata.jp ｜ 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ ｜ 
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小木港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

朱鷺と暮らす郷トキ認証米  
  

農薬や化学肥料の使用を減らし、生き物を育む農法で栽培されたお米。しっかりとした食感と噛みしめるほど口の中に広が

る甘みが自慢です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0604 新潟県佐渡市小木町 1950-7  

アクセス 散策：港より徒歩 5 分（250m） 

季節 通年               

関連リンク 
さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/sado/souvenir/ 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス：s-kanko@city.sado.niigata.jp ｜ 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ ｜ 

  

佐渡の地酒  
  

佐渡の地酒は「うまい米」と「水」から生まれる日本酒で、淡麗辛口のスッキリした飲み心地が特徴。江戸時代には 200

もの蔵元があったという記録があり、かつて「Sado island」は「Sake island」でもあった。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0604 新潟県佐渡市小木町 1950-7  

アクセス 散策：港より徒歩 5 分（250m） 

季節 通年 

関連リンク 
さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/sado/souvenir/ 
 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス：s-kanko@city.sado.niigata.jp ｜ 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ ｜ 

  

無名異焼  
  

無名異とは酸化鉄を含む赤土で、佐渡金山採掘の際に出土し、その土を陶土に利用して焼かれました。製品は非常に硬く、

叩くと金属のような澄んだ音がし、使い込むほど光沢が増していきます。2003 年には、製作者の伊藤赤水氏が国指定重要

無形文化財保持者（人間国宝）に認定されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-1501 新潟県佐渡市下相川 808-3  

アクセス 周遊（個人）：港より車で 60 分（40 ㎞） 

季節 通年 

関連リンク 
さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/sado/tradition/ 
 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス：s-kanko@city.sado.niigata.jp ｜ 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ ｜ 
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小木港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

宿根木  
  

かつて日本海海運の花形「北前船」の寄港地として栄えた港町小木からほど近い宿根木は、船乗りや船大工の住んだ村とし

て独特の雰囲気を感じることができます。一歩足を踏み入れると、石畳の細い小径沿いに家々がびっしりと建てられており、

舟板や舟釘を使った外壁は、千石船を造っていた船大工の技術を偲ばせています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0612 新潟県佐渡市宿根木  

アクセス 
ツアー:港より車で 10 分(5km) 
 
個人:港よりバス(宿根木線)「宿根木」下車 

季節 通年 

関連リンク 
さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/spot/detail0121/ 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス：s-kanko@city.sado.niigata.jp ｜ 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ ｜ 

  
 

佐渡太鼓体験交流館  
  

太鼓芸能集団「鼓童」のスタッフが直接指導してくれる体験施設。樹齢約 600 年の巨木を使った大太鼓を実際に叩くことが

できます。身体と心に響く迫力満点の重低音を体感できます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0611 新潟県佐渡市小木金田新田 150-3  

アクセス 
ツアー:港より車で 15 分(6km) 
 
個人:港よりバス(宿根木線)「太鼓体験交流館」下車 

季節 通年 

関連リンク 

さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/spot/detail0047/ 
佐渡太鼓体験交流館 
http://www.sadotaiken.jp 
 
 お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス：s-kanko@city.sado.niigata.jp ｜ 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ ｜ 

  
 

佐渡金山  
  

江戸時代から 1989 年の操業休止までの約 400 年間、国内最大の金山として 78 トンの金を産出しました。江戸時代、徳川

幕府の管理下で、採掘から小判製造に至る一連の作業が行われ、明治期以降は西洋から最新技術が導入され、日本の近代化

に大きく貢献しました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-1501 新潟県佐渡市下相川 1305  

アクセス 

ツアー:港より車で 60 分(37km) 

個人:港よりバス(小木線)「佐和田ﾊﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ」下車、(本線-

相川行き)に乗換「きらりうむ佐渡」下車、(七浦海岸線)に

乗換「佐渡金山前」下車 

季節 通年 

関連リンク 

さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/spot/detail0098/ 
史跡 佐渡金山 
http://www.sado-kinzan.com 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス：s-kanko@city.sado.niigata.jp ｜ 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ ｜ 
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小木港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

たらい舟乗船体験  
  

ワカメ・サザエ・アワビなど実際の漁に使われている、小木ならどこでも見られるシンボル的な「たらい舟」。意外と難し

いたらい舟の操縦も体験できます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0604 新潟県佐渡市小木町 1935  

アクセス 散策：港より徒歩 10 分 (600m） 

季節 通年 

関連リンク 

さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/spot/detail0045/ 
https://www.visitsado.com/spot/detail0039/ 
https://www.visitsado.com/spot/detail0866/ 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス：s-kanko@city.sado.niigata.jp ｜ 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ ｜ 

 

トキの森公園・トキふれあいプラザ・トキのテラス  
  

国際保護鳥「トキ」の日本最後の生息地であり、現在は人工繁殖の成功により約 400 羽が野生に復帰している佐渡。トキの

森公園内の「トキ資料展示館」には、保護増殖、野生復帰などの資料を多数展示。「トキふれあいプラザ」は、ケージ内で

飼育されているトキを間近に観ることができます。「トキのテラス」の展望デッキからは、野生下のトキとトキが暮らす田

園風景を一望できます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0101 新潟県佐渡市新穂長畝 383-2  

アクセス 

周遊（ツアー）：港より車で 60 分 (35km） 

周遊（個人）：港よりバス(小木線)「真野新町」下車、(南線
-両津方面行き)に乗換「トキの森公園」下車 

季節 通年 

関連リンク 
さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/spot/detail0015/ 
https://www.visitsado.com/spot/detail0909/ 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス: s-kanko@city.sado.niigata.jp 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ 

 

そば打ち体験  
  

佐渡の手打ちそばは色が濃く、特に秋の新そばは香りも高く、トビウオからとるアゴ出し汁との相性も抜群で、とにかく自

分で打ったそばはまた格別です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0316 新潟県佐渡市背合 38  

アクセス 

周遊（ツアー）：港より車で 30 分（20 ㎞） 

周遊（個人）：港よりバス(小木線)「背合」下車 

徒歩 5 分(300m) 

季節 通年 

関連リンク 
さど観光ナビ 
https://www.visitsado.com/spot/detail0007/ 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス: s-kanko@city.sado.niigata.jp 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ 
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小木港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

太鼓芸能集団「鼓童」特別公演 
   

太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の可能性を見出し、現代への再創造を試みる集団「鼓童」。打ち手により叩き出

される響きは、聴く人の身体に強く働きかけます。これまでに 49 カ国で 6,000 回を越える公演を行い、世界の主要な国際

芸術祭にも多数参加しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒952-0611 新潟県佐渡市小木金田新田 150-3  

アクセス 

周遊（ツアー）：港より 15 分（6 ㎞） 

周遊（個人）：港よりバス(宿根木線)「太鼓体験交流館」下
車 

季節 通年 

関連リンク 
鼓童 
http://www.kodo.or.jp/ 
 

お問合せ【佐渡市観光振興課】 

電話番号: 0259-67-7944 l メールアドレス: s-kanko@city.sado.niigata.jp 

ホームページ: https://www.city.sado.niigata.jp/ 
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