アクティヴィティー
アレンテージョ
Cartaxo
Quinta do Gaio de Baixo - Soc. Turismo no espaço Rural, Lda
住所： Quinta do Gaio de Baixo 2070-213 Cartaxo
： +351 243 770 943 ファックス： +351 243 770 349
Eメール: quintagaio@mail.telepac.pt; psantoslima@quintagaio.com
ウェブサイト： http://www.quintagaio.com
その他の情報:
登録番号：51/2006;
アクティビティー:
フィッシング; ウォーキング; バードウォッチングと植物観賞 ;
サイクリング; オフロード; レンタルボート; カヌー; カヤック;
ゴーカート; オリエンテーリング; 射撃; バードウォッチング; 乗馬;
クライミング; ペイントボール; オフロードバイク;
アブセーリングとエアリアル; 気球; 地質学観察; キャニオニング; 狩猟;
ハンググライダー; バイクレンタル; レンタル自転車;
支払い:
トラベラーズチェック利用可;

ポルトと北部地方
Porto
No Tecto do Mundo ‒ Animação Turística e Eventos Culturais,
Lda
住所： Casa da Companhia - Rua das Flores, 69 - 1º / SL 54050-265
Porto
： +351 220 968 100/1 ファックス： +351 220 968 102
Eメール: info@ntdm.pt ウェブサイト： http://www.ntdm.pt
その他の情報:
登録番号：68/2006;
アクティビティー:
ボート; フィッシング; ウォーキング; バードウォッチングと植物観賞 ;
サイクリング; オフロード; レンタルボート; オリエンテーリング;
バードウォッチング; 乗馬; クライミング; 登山; 洞穴探検;
キャニオニング; パラセーリング; ハンググライダー; ハイドロスピード;
バイクレンタル; レンタル自転車;
支払い:
クレジットカード利用可; トラベラーズチェック利用可;

ポルトガル中部地方
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Gouveia
Vivaventura - Desportos de Natureza, Ldª.
住所： Parque Aventura Sr.ª dos Verdes, Estrada 232 , Apartado 182
6290 - Gouveia
： +351 238 488 041 ファックス： +351 238 488 041
Eメール: info@vivaventura.com ウェブサイト：
http://www.vivaventura.com
その他の情報:
登録番号：4/2003;
アクティビティー:
ウォーキング; バードウォッチングと植物観賞 ; サイクリング;
オフロード; カヌー; セーリング; オリエンテーリング; 射撃;
ウインドサーフィン; スキー; スノーボード; 乗馬; クライミング;
ペイントボール; オフロードバイク; アブセーリングとエアリアル; 登山;
狩猟; ハンググライダー; バイクレンタル; レンタル自転車;
支払い:
トラベラーズチェック利用可;

Nazaré
Adventure By You
住所： Rua Mouzinho de Albuquerque 6A - 1ª Andar 2450-255 Nazaré
： +351 262 562 107 ファックス： +351 262 562 109
Eメール: geral@adventurebyyou.pt ウェブサイト：
http://www.adventurebyyou.pt
その他の情報:
登録番号：72/2009;
アクティビティー:
ボート; ダイビング; フィッシング; ウォーキング; パラグライダー;
バードウォッチングと植物観賞 ; ホエールウォッチング; ボディーボード;
サーフィン; サイクリング; オフロード; レンタルボート; カヤック;
ゴーカート; セーリング; オリエンテーリング; 射撃; ウインドサーフィン;
カイトサーフィン; バードウォッチング; スノーボード; 乗馬;
クライミング; ペイントボール; アブセーリングとエアリアル; 気球;
水上スキー; パラシュート; 地質学観察; 登山; 洞穴探検;
レンタルジェットスキー; ハンググライダー; バイクレンタル;
レンタル自転車;
支払い:
クレジットカード利用可;
我々は、標準化された休暇のすべての受動を残して、個々の経験を高め
、個人の視野を広げる観光活動を含むしようとして観光やレジャーで特
別な経験を開発した。
企業イベント、テーマ、キッズ、音楽、スポーツ

Penela
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Go Outdoor
住所： Mini Habitat de Penela Rua do Brasil, 1 3230-255 Penela
： +351 239 561 392
Eメール: info@go-outdoor.pt ウェブサイト： http://www.go-outdoor.pt
その他の情報:
登録番号：47/2007;
アクティビティー:
フィッシング; ウォーキング; バードウォッチングと植物観賞 ;
サイクリング; オフロード; カヌー; カヤック; オリエンテーリング; 射撃;
バードウォッチング; クライミング; アブセーリングとエアリアル;
地質学観察; 登山; 洞穴探検; ハンググライダー; バイクレンタル;
レンタル自転車;
支払い:
トラベラーズチェック利用可;

リスボンとその周辺地方
Sintra
Go2Cintra®
住所： Rua Veiga da Cunha, 282710-627
： +351 917 855 428
Eメール: geral@go2cintra.com ウェブサイト： http://go2cintra.com
その他の情報:
登録番号： 39/2014
アクティビティー:
ウォーキング; パラグライダー; バードウォッチングと植物観賞 ;
ボディーボード; サーフィン; サイクリング; オフロード;
ウインドサーフィン; カイトサーフィン; スノーボード; クライミング;
アブセーリングとエアリアル; パラシュート; 地質学観察; 登山;
ハンググライダー; バイクレンタル; レンタル自転車;
、電動自転車を使用して： Go2Cintraエコツアーシントラ-Cascaisの自然
公園を探索する、新たな生態とユニークな方法に焦点を当て。 E-バイク
ツアーは、エコロジーとacessibilityの原則に基づいています。彼らと、誰
もが、サイクル月の丘ができるようになります。シントラの自然と文化
遺産を通じ、素晴らしいサイクリングの旅で私たちと一緒に搭乗。
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