アクティヴィティー
QueluzTur ‒ Agência de Viagens e Turismo, Lda.

Quinta da Eira

住所： Rua Direita de Massamá, 100 A 2745-751 Massamá

住所： Rua do Mosteiro, 279 4560-041 Bustelo / Penafiel

： +351 21 430 08 60 ファックス： +351 21 437 12 66
Eメール: geral@queluztur.pt ウェブサイト： http://www.queluztur.pt
その他の情報:
登録番号： 808/1996;
アクティビティー:
ボート; ダイビング; 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; カヌー;
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; 気球; 地質学観察; ラフティング; 登山;
洞穴探検; キャニオニング; 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;

： +351 255 713 149
Eメール: geral@quintadaeira.com ウェブサイト：
http://www.quintadaeira.com
その他の情報:
登録番号：159/2012;
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;
バードウォッチングと植物観賞 ; ボディーボード; サイクリング;
レンタルボート; カヌー; カヤック; オリエンテーリング; 射撃; 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; 水上スキー;
地質学観察; ラフティング; 登山; 洞穴探検; キャニオニング;
レンタルジェットスキー; 狩猟; ハイドロスピード; バイクレンタル;
レンタル自転車;
ポルト、Busteloから35キロに位置 - ペナフィエル、キンタ·ダ·エイラは別
のためのプログラムを遂行するために必要なすべての設備を所有してい
るサマーキャンプに適した約12エーカー、修学旅行、会社の日々、とフ
ァームです公共。
国の散歩、様々な動物との接触、友人の昼食、レースバギー、ペイント
ボールのゲーム、または目まい降下スライドは、多くの中で、ですが、
提案のいくつかは作った。
すべてが素晴らしく、興奮である設計されており、機能的な空間。

アソーレス諸島
Ilha de Santa Maria
Santaventura
住所： Rua Dr. Luis Bettencourt, 40 9580-529 Vila do Porto - Santa
Maria
： +351 296 883 299 / 96 23 11 865 ファックス： +351 296 883 299
Eメール: santaventura@oniduo.pt
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;
サイクリング; オフロード; レンタルボート; カヌー; ゴーカート; 射撃;
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;
バイクレンタル; レンタル自転車;

Ilha de São Miguel
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Cresaçor - Cooperativa Regional de Economia Solidária
住所： Rua D. Maria José Borges, 137 R/C 9500 - 466 Fajã Baixo - São
Miguel / Açores
： +351 296 281 554 / 919 538 214
Eメール: turismoinclusivo@cresacor.pt ウェブサイト：
http://www.azoresforall.com
その他の情報:
登録番号：8/2005;
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; オリエンテーリング; バードウォッチング;
地質学観察; 登山; バイクレンタル; レンタル自転車;

Ilha do Pico
A Abegoaria - Animação e Aventura
住所： Caminho do Poço Diogo Vieira, Prainha 9940-032 São Roque do
Pico ‒ Açores
： +351 292 642 834 / 917 815 902 ファックス： +351 292 642
834
Eメール: info@a-abegoaria.com ウェブサイト： http://aventura.aabegoaria.com
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;
バードウォッチングと植物観賞 ; ホエールウォッチング; サイクリング;
レンタルボート; カヌー; カヤック; 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; ペイントボール;
オフロードバイク; 地質学観察; 登山; 洞穴探検; 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;

アルガルヴェ
Albufeira
Nauticdrive

Zebra Safari Tours

住所： Praia da Rocha Baixinha, Olhos de Água 8200 Albufeira

住所： Urb. Setobra Lote 11-1º dtº C 8200-416 Albufeira

： +351 968 767 638

： +351 289 502 601

Eメール: nauticdrive@gmail.com ウェブサイト： https://www.nauticdrivealgarve.com

Eメール: info@zebrasafaritours.com ウェブサイト：
http://www.zebrasafari1994.com

アクティビティー:
アクティビティー:
ボート; サーフィン; レンタルボート; カヌー; カヤック; 水上スキー;
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;
パラセーリング; パドルサーフ; ウェイクボード; バイクレンタル;
バードウォッチングと植物観賞 ; ホエールウォッチング; サーフィン;
支払い:
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;
クレジットカード利用可;
ゴーカート; セーリング; カイトサーフィン; バードウォッチング; 乗馬;
バリアフリー案内:
ペイントボール; オフロードバイク; 水上スキー; パラシュート; 登山;
Виды спорта и активного отдыха, доступные
для инвалидов;
レンタルジェットスキー;
パラセーリング; パドルサーフ; トレッキング;
利用可能な支援プロダクト／サービス: 視覚障害, 聴覚障害, 精神障害;
バイクレンタル; レンタル自転車;
支援スキル: 視覚障害, 聴覚障害, 精神障害;
支払い:
トラベラーズチェック利用可;
バリアフリー案内:
支援スキル: 視覚障害, 運動障害, 精神障害;
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Alcoutim
Fun River - Animação Turística, Lda.
住所： Rua do Municipio s/n (junto ao cais ) 8970 -066 Alcoutim
： +351 926 682 605 ファックス： 351 265 708 582
Eメール: jose.cavaco@riverwater-sgps.com ウェブサイト：
http://www.fun-river.com
その他の情報:
登録番号：131/2010;
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 ;
ホエールウォッチング; 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; バードウォッチング; ペイントボール;
オフロードバイク; 地質学観察; 狩猟; バイクレンタル; レンタル自転車;

Loulé
XPTO Marketing e Serviços. Lda.
住所： Largo de São Francisco Galerias de São Francisco, Nº 18 - Loja
U 8100-692 Loulé
： +351 289 417 092 ファックス： +351 289 417 078
Eメール: xpto@xptomarketing.pt ウェブサイト：
http://www.xptomarketing.pt
その他の情報:
登録番号： 62/2007;
アクティビティー:
ボート; 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 ; 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; 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; 水上スキー; 地質学観察; 洞穴探検;
レンタルジェットスキー; パラセーリング; 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;

Monte Gordo
Riosul - Viagens e Turismo, Ldª.
住所： Rua Tristão Vaz Teixeira, 15-C

8900-470 Monte Gordo

： +351 281 510 200 ファックス： +351 281 510 209
Eメール: comercial@riosultravel.com ウェブサイト：
http://www.riosultravel.com
その他の情報:
旅行業認可番号：511/1986;
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; ゴーカート; オリエンテーリング;
射撃; 乗馬; ペイントボール; アブセーリングとエアリアル; 気球;
パラシュート; 洞穴探検; バイクレンタル; レンタル自転車;
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Olhão
Casa Modesta
住所： Quatrim do Sul8700-128 Olhão
： +351 289 701 096
Eメール: info@casamodesta.pt ウェブサイト：
http://www.casamodesta.pt
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 ;
ホエールウォッチング; サイクリング; レンタルボート; カヌー; カヤック;
セーリング; 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;
乗馬; バイクレンタル; レンタル自転車;

Portimão
Outdoor-Tours.com, Lda.
住所： Sítio das Boiças, EN125 8500-132 Mexilhoeira Grande
： +351 282 969 520 / 916 736 226
Eメール: info@outdoor-tours.com ウェブサイト： http://www.outdoortours.com
その他の情報:
登録番号：61/2007;
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; カヌー; カヤック;
オリエンテーリング; 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; バイクレンタル;
レンタル自転車;

Vila Real de Santo António
Flamingo - Zonazul, Lda.
住所： Sitio do Alto - Manta Rota 8900-054 -Vila Nova de Cacela
： +351 281 951 831 / 919 668 355 / 967 878 737 ファックス：
+351 281 951 831
Eメール: flamingo.tours@hotmail.com ウェブサイト： http://zonazulalgarve.com/
その他の情報:
登録番号：333/2011;
アクティビティー:
ボート; ウォーキング; オフロード; カヌー; 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;

アレンテージョ
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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;

Castro Verde
Fuga Perfeita
住所： Calçada de São Pedro, 14 2710-507 Sintra
： +351 219 240 603 - 968 694 146 - 969 361 277 ファックス：
+351 219 240 611
Eメール: info@fugaperfeita.com; sofia.fonseca@fugaperfeita.com
ウェブサイト： http://www.fugaperfeita.com
その他の情報:
Fuga Perfeita Rua da Estalagem, 12 7780-020 Casével (CASTRO
VERDE) Telm: 351 968 694 146 登録番号：48/2004;
アクティビティー:
ボート; 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 ;
サーフィン; サイクリング; オフロード; カヌー; 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; 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; 地質学観察; ラフティング; 登山; 洞穴探検;
キャニオニング; バイクレンタル; レンタル自転車;

Estremoz
Paladares e Aventuras Lda
住所： Rua Francisco Manuel Cardoso, 23 7100-026 Estremoz
： +351 912 322 911 ファックス： +351 268 891 040
Eメール: geral@paladareseaventuras.com ウェブサイト：
http://www.paladareseaventuras.com
その他の情報:
登録番号：84/2009;
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 ;
ホエールウォッチング; サイクリング; オフロード; 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; ラフティング; 登山;
洞穴探検; キャニオニング; 狩猟; 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;
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Moura
break! Momentos Fantásticos
住所： Rua da República, 4A. 7860-244 Moura
： +351 965 560 613 ファックス： +351 285 252 513
Eメール: actividades@momentosfantasticos.com ウェブサイト： http://w
ww.momentosfantasticos.com;http://www.facebook.com/MomentosFantas
ticos
その他の情報:
登録番号：20/2009;
アクティビティー:
ボート; 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; 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; 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; 気球;
水上スキー; 地質学観察; 洞穴探検; バイクレンタル; レンタル自転車;

Portalegre
Tempo Sem Fim - Atividades Turísticas Lda
住所： Avenida da Estremadura Espanhola, 2 F 7300-051 Portalegre
： +351 245 366 076
Eメール: geral@temposemfim.pt ウェブサイト：
http://www.temposemfim.pt
その他の情報:
登録番号：212/2011;
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; 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;
アブセーリングとエアリアル; 気球; 地質学観察; 洞穴探検; 狩猟;
バイクレンタル; レンタル自転車;

Vila Nova de Milfontes
Ecotrails ‒ Caminhos para Natureza

Maresia

住所： Castelão, Apt. 2311 7630- 436 São Luís / Odemira

住所： Rua dos Aviadores, 34 7645-226 -Vila Nova de Milfontes

： +351 967 155 383

： +351 964 200 944

Eメール: info@ecotrails.info ウェブサイト： http://www.ecotrails.info
その他の情報:
登録番号：84/2011;
アクティビティー:
ボート; ウォーキング; バードウォッチングと植物観賞 ;
ホエールウォッチング; サイクリング; レンタルボート; カヌー; カヤック;
オリエンテーリング; バードウォッチング; 地質学観察; バイクレンタル;
レンタル自転車;

Eメール: maresiamil@hotmail.com ウェブサイト：
http://maresialda.com.sapo.pt
アクティビティー:
ボート; バードウォッチングと植物観賞 ; レンタルボート; カヌー;
バードウォッチング; 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;

SudAventura, Animação Turistica Ldª.
住所： Rua Custódio Bras Pacheco, 38A 7645-254 Vila Nova de
Milfontes
： +351 283 997 231 - 918 127 001 - 916 925 959 ファックス：
+351 283 997 231
Eメール: sudaventura@sudaventura.com ウェブサイト：
http://www.sudaventura.com
その他の情報:
登録番号： 46/2005;
アクティビティー:
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ボート; 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 ; ボディーボード; サーフィン;
サイクリング; オフロード; カヌー; オリエンテーリング; 射撃; 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;
バイクレンタル; レンタル自転車;

ポルトと北部地方
Alfândega da Fé
Mapaventura, Desporto e Animação Turistica Lda
住所： Quinta da Tapada 5350-042 Alfândega da Fé
： +351 919 124 766 / 279 106 823 ファックス： +351 279 106 823
Eメール: vitorbebiano@hotmail.com / info@mapaventura.pt
ウェブサイト： http://www.mapaventura.pt
その他の情報:
登録番号：2/2008;
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; 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; ラフティング; 登山; 狩猟; 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;

Alijó
Ecoevasão, Desporto e Aventura na Natureza, Lda
住所： Lugar das Canadas S/N 5070-201 Carlão - Alijó
： +351 259 658 051 / 962 807 517
Eメール: geral@ecoevasao.pt ウェブサイト： http://www.ecoevasao.pt
その他の情報:
登録番号：91/2009;
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; カヌー;
カヤック; オリエンテーリング; 射撃; 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; ラフティング; 登山;
キャニオニング; バイクレンタル; レンタル自転車;

Arcos de Valdevez
Centro Aventura
住所： Lugar de Casal, lote 3 - Parada 4970-262 Arcos de Valdevez
： +351 258 518 303 ファックス： +351 258 518 303
Eメール: info@centroaventura.pt ウェブサイト：
http://www.centroaventura.pt
その他の情報:
登録番号：68/2007;
アクティビティー:
ウォーキング; サイクリング; レンタルボート; カヌー; カヤック;
オリエンテーリング; 射撃; 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; キャニオニング; バイクレンタル;
レンタル自転車;
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Bragança
A. Montesinho
住所： Rua Coronel Álvaro Cepeda 5300-553 - Gimonde / Bragança
： +351 273 302 510 ファックス： +351 273 302 511
Eメール: geral@amontesinho.pt ウェブサイト：
http://www.amontesinho.pt
その他の情報:
登録番号：2/2006;
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 ;
ホエールウォッチング; サイクリング; オフロード; カヌー;
オリエンテーリング; バードウォッチング; 乗馬; 地質学観察; 登山; 狩猟;
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;

Caminha
Casa na Árvore
住所： Lugar do Marco, Caixa Postal nº 34 4910-035 Arga de Baixo Caminha
： +351 916 052 220 ファックス： +351 22 145 40 36
Eメール: geral@casanaarvore.pt ウェブサイト：
http://www.casanaarvore.pt
その他の情報:
登録番号：351/2011;
アクティビティー:
ダイビング; ウォーキング; 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; カヌー; 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; 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; パラシュート;
ラフティング; 洞穴探検; キャニオニング; 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;

Celorico de Basto
Emotions
住所： Rua Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, Ed. Galeria Nova, 17
4890-377 - Celorico de Basto
： +351 965 231 852
Eメール: geral@emotions.com.pt ウェブサイト：
http://www.emotions.com.pt
その他の情報:
登録番号：697/2015
アクティビティー:
ボート; 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; オリエンテーリング;
バードウォッチング; ペイントボール; アブセーリングとエアリアル;
地質学観察; ラフティング; 登山; 洞穴探検; バイクレンタル;
レンタル自転車;
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Esposende
Dunar - Turismo e Lazer do Norte, Ldª.
住所： Travessa Srª das Neves, 9 - Marinhas 4740-577 Esposende
： +351 253 963 331 - 968 680 025 ファックス： +351 253 963
331
Eメール: dunarlazer@gmail.net ウェブサイト： http://www.dunar.pt
その他の情報:
登録番号：39/2004;
アクティビティー:
ボート; ダイビング; ウォーキング; 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; カヌー; カヤック;
ゴーカート; オリエンテーリング; 射撃; カイトサーフィン; 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; ラフティング; 登山; キャニオニング;
バイクレンタル; レンタル自転車;

Fafe
Rilhadas Turismo
住所： Rua de Cancelo, 444 4820-18 Cepães - Fafe
： +351 253 59 19 16
Eメール: rilhadas@rilhadas.com ウェブサイト： http://www.rilhadas.com
その他の情報:
登録番号：100/2011;
アクティビティー:
フィッシング; ウォーキング; サイクリング; カヌー; カヤック;
ゴーカート; オリエンテーリング; 射撃; 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; 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;

Lamego
Ânima Durius - Atividades Turísticas, Lda
住所： Quinta dos Poços, Valdigem 5100-829 Lamego
： +351 22 243 79 28 ファックス： +351 22 243 79 28
Eメール: geral@animadurius.pt ウェブサイト：
http://www.animadurius.pt
その他の情報:
登録番号：350/2011;
アクティビティー:
ボート; ウォーキング; バードウォッチングと植物観賞 ;
ホエールウォッチング; サイクリング; カヌー; カヤック;
ウインドサーフィン; オフロードバイク; 水上スキー; 登山;
バイクレンタル; レンタル自転車;
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Melgaço
Montes de Laboreiro ‒ Animação Turística, Lda
住所： Lugar de Varziela 4960-061 - Castro Laboreiro
： +351 251 466 041
Eメール: geral@montesdelaboreiro.pt ウェブサイト：
http://www.montesdelaboreiro.pt
その他の情報:
登録番号：52/2008;
アクティビティー:
ダイビング; 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 ; サイクリング; オフロード; カヌー;
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; アブセーリングとエアリアル; ラフティング; 登山;
キャニオニング; 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;
私たちは誰ですか？Montes de Laboreiroは、アクティブな観光の実践に
捧げアドベンチャースポーツの会社です。 我々は、冒険、自然、文化、
セキュリティとプロフェッショナリズムの組み合わせを提供したい。私
たちの主な目標は、お客様のユニークで忘れられない経験を提供するこ
とです。 我々はどこにありますか？我々はtipicidadesと関心のある多数
の点の完全な場所にある。国の唯一の国立公園内に挿入され、カストロL
aboreiroは訪問するMelgaçoの市町村に属しているヴィラです。私達は常
に安全性と環境への配慮で楽しく確実に、彼らのユニークな自然と文化
遺産の宝を示すの名誉を許可します。 我々は何をしていますか？我々は
瞬間で絶頂に達するが、リラックスして楽しいことが活動の範囲を持っ
ています。エコCanyonin、アドレナリンを感じると同時に、ケルトの伝
統を少しずつ知るようになる。彼らは生涯覚えているだろう壮大なサイ
トで、ライブ経験をぶらつく、羊飼いで歩く。素晴らしい乗り全地形で
イベリアオオカミの領域を参照してください。あなたはそれに値するの
で、これらは、あなただけがLaboreiroヒルズが異なるライブ、何か本当
に特別な何かを提供することができます多くの活動の一部です。

Mirandela
Anitudes
住所： Cace - Zona Industrial 5370-200 Mirandela
： +351 914 716 193 ファックス： +351 278 201 408
Eメール: anitudes.lda@mail.pt; anitudes@hotmail.com ウェブサイト：
http://www.terraquenteonline.com
その他の情報:
登録番号：5/2003;
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 ;
ホエールウォッチング; 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; 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; 地質学観察; 登山; 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;
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Moimenta da Beira
Crónicas da Terra - Turismo Natureza e Aventura
住所： Av. 25 de Abril, 40 3620-304 Moimenta da Beira
： +351 254 588 127 ファックス： +351 254 588 127
Eメール: cronicasdaterra@sapo.pt ウェブサイト：
http://www.cronicasdaterra.pt
その他の情報:
登録番号：13/2007;
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; 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; ペイントボール;
アブセーリングとエアリアル; 地質学観察; ラフティング; 登山;
キャニオニング; 狩猟; バイクレンタル; レンタル自転車;

Penafiel
Dourowake - Actividades Náuticas e Ecoturismo
住所： Solar de Sebolido Rua de S. Paulo 43 4575-541 Sebolido / Entreos-Rios
： +351 962 755 823 / 220 131 755
Eメール: castro.m@dourowake.com ウェブサイト：
http://www.dourowake.com
その他の情報:
登録番号：297/2012;
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; カヌー; カヤック;
セーリング; オリエンテーリング; ウインドサーフィン;
バードウォッチング; オフロードバイク; 水上スキー; バイクレンタル;
レンタル自転車;

Ponte da Barca
PlanetaLima - Outdoor Adventure
住所： Rua D. Manuel I, nº47 4980 Ponte da Barca
： +351 96 631 92 63; 96 653 70 20 ; 96 664 88 17
Eメール: geral@planetalima; info@planetalima.com ウェブサイト：
http://www.planetalima.com
その他の情報:
登録番号：55/2008;
アクティビティー:
ウォーキング; 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; 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; ラフティング; キャニオニング;
バイクレンタル; レンタル自転車;
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Porto
Múltipla Escolha
住所： Travessa de Salgueiros, 59 4050-535 Porto
： +351 225 094 460 ファックス： +351 225 094 460
Eメール: geral@multiplaescolha.net ウェブサイト：
http://www.multiplaescolha.net
その他の情報:
登録番号：115/2010;
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 ; ボディーボード;
サーフィン; サイクリング; 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; 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; 地質学観察; ラフティング; 登山;
キャニオニング; バイクレンタル; レンタル自転車;
その最高の状態で屋外で！是非、ポルトガルを感じる！

Santo Tirso
PortoNature
住所： Rua 25 de Abril, 4444825-010 -Agrela Sts / Santo Tirso
： +351 916 985 030
Eメール: info@portonature.pt ウェブサイト： http://www.portonature.pt
アクティビティー:
ボート; ウォーキング; 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; オフロード; カヌー; ゴーカート; バードウォッチング;
オフロードバイク; アブセーリングとエアリアル; パラシュート;
地質学観察; ラフティング; 登山; キャニオニング; バイクレンタル;
支払い:
トラベラーズチェック利用可;
バリアフリー案内:
利用可能な支援プロダクト／サービス: 聴覚障害; 支援スキル: 聴覚障害;

São João da Pesqueira
Dourovou - Marina, Yacht Charter & Bungalows
住所： EN 222-3 / Vale de Figueira / Cais da Ferradosa 5130-543 São
João da Pesqueira
： +351 91 852 18 21 ファックス： +351 22 145 47 04
Eメール: info@douro.biz ウェブサイト： http://www.dourovou.com
その他の情報:
登録番号：168/2011;
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; カヌー; カヤック;
セーリング; ウインドサーフィン; バードウォッチング; クライミング;
オフロードバイク; アブセーリングとエアリアル; 水上スキー; 地質学観察;
登山; キャニオニング; レンタルジェットスキー; 狩猟; ハイドロスピード;
バイクレンタル; レンタル自転車;
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Torre de Moncorvo
Sabor, Douro e Aventura-Entretenimento e Lazer, Lda
住所： Rua Abade Tavares, Cave 2 5160-247 Torre de Moncorvo
： +351 279 258 270 ファックス： +351 279 258 270
Eメール: info@sabordouro.com ウェブサイト：
http://www.sabordouro.com
その他の情報:
登録番号：22/2002;
アクティビティー:
ボート; 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; オリエンテーリング;
射撃; バードウォッチング; スキー; 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; 水上スキー; 地質学観察;
レンタルジェットスキー; 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;
人類のアッパードウロの谷、ポートの領域、および2つの幻想的な目的地
、文化遺産、コア川川渓谷とシエガヴェルデのアルトドウロワイン地域
やサイト先史時代のロックアートの観光の会社。非常にスペインと公園
自然氏の手/ドウロInternacionalの近くにあります。これらの場所で演奏
、土地、水と空気によるガイドツアー。

Vila Nova de Foz Côa
DOUROTOTAL, Lda.
住所： Estação da C.P. do Pocinho5150-502 V.N. Foz Côa
： *351 934058917 / *351 933682625
Eメール: dourototal@hotmail.com ウェブサイト：
http://www.dourototal.com
その他の情報:
旅行業認可番号：106/2009;
アクティビティー:
ボート; ウォーキング; 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; オフロードバイク; 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;

ポルトガル中部地方
Coimbra
Adventure Riders
住所： Rua Liberdade nº 118 r/c esq 3025-006 -Coimbra
： 91 375 16 14
Eメール: adv.riders@hotmail.com ウェブサイト： http://www.adventureriders.com
その他の情報:
登録番号：246/2011;
アクティビティー:
ボート; ダイビング; 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 ; ボディーボード; サーフィン;
サイクリング; 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; スキー; スノーボード;
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; 水上スキー;
地質学観察; ラフティング; 登山; 洞穴探検; キャニオニング;
バイクレンタル; レンタル自転車;
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Covilhã
Turistrela - Turismo da Serra da Estrela, S.A.
住所： Centro Cívico, Edifício CTT, 3º Piso 6200-073 Covilhã
： +351 275 334 933 ファックス： +351 275 325 400
Eメール: info@turistrela.pt ウェブサイト： http://www.turistrela.pt
その他の情報:
登録番号：9/2003;
アクティビティー:
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 ; サイクリング; カヌー;
オリエンテーリング; 射撃; バードウォッチング; スキー; 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;
地質学観察; 登山; 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;

Entroncamento
High Sun Tourism Experiences
住所： Estrada Nacional 3 - Zona Industrial Lt. I 21 2330-210
Entroncamento
： +351 249 820 600
Eメール: info@highsun.pt ウェブサイト： http://www.highsun.pt
アクティビティー:
ダイビング; ウォーキング; 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; カヌー;
カヤック; セーリング; 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; ペイントボール; アブセーリングとエアリアル; 登山;
ウェイクボード; バイクレンタル; レンタル自転車;

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;
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Lourinhã
Experience Sport
住所： Rua dos Oficiais nº 3 2530-840 Vimeiro (Lourinhã)
： 351 261 984 221 / 966 498 909 ファックス： 351 261 984 221
Eメール: geral@experience-sport.com ウェブサイト：
http://www.experience-sport.com
その他の情報:
登録番号：67/2007;
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 ; ボディーボード; サーフィン;
サイクリング; オフロード; カヌー; 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;
スキー; スノーボード; 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; ラフティング; 登山; 洞穴探検;
キャニオニング; バイクレンタル; レンタル自転車;
経験のスポーツは実験で屋外を開発し、活動、ポルトガルの地域の西の
の専門家を、基づいているそのSIZEN HOGO私達冒険する。
性質と人間の封筒間のバランスが、最も重要であるところ。
活動により結末と福利、喜び、時だけ引き起こすと想像される。
私達は忘れられない実験および時に提供するように要求する! ! !

Mortágua
Aventuris
住所： Beco de S. Paulo, nº 6 - Vila Nova 3450-348-Mortágua
： +351 963 542 439
Eメール: geral@aventuris.com.pt ウェブサイト：
http://www.aventuris.com.pt
その他の情報:
登録番号：3/2011;
アクティビティー:
ボート; 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; オリエンテーリング; 射撃;
バードウォッチング; ペイントボール; アブセーリングとエアリアル;
地質学観察; 登山; キャニオニング; バイクレンタル; レンタル自転車;

Óbidos
Promóbidos
住所： Rua General Queirós, 26 / 28 - 3º C/D 2500-211 Caldas da
Rainha
： +351 262 843 579 / 91 820 88 20 ファックス： +351 262 843
771
Eメール: promobidos@promobidos.com; tours@promobidos.com
ウェブサイト： http://www.promobidos.com
その他の情報:
登録番号：73/2002;
アクティビティー:
ボート; ウォーキング; 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; カイトサーフィン;
乗馬; クライミング; ペイントボール; バイクレンタル; レンタル自転車;

2013 ポルトガル観光局 無断転載・転用禁止
info@visitportugal.com

15/20

Penela
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;

Peniche
Escola de Surf de Peniche
住所： Travessa do Salva Vidas, Praia da Gamboa2520 - 534 Peniche
： +351 262 184 593
Eメール: geral@escolasurfpeniche.com ウェブサイト：
http://www.escolasurfpeniche.com
その他の情報:
登録番号： 214/2015
支払い:
クレジットカード利用可;
アクティビティー:
ボディーボード; サーフィン; カヌー; 射撃; ペイントボール;
バイクレンタル; レンタル自転車;
サーフィンのヨーロッパで、ポルトガルでも最高の場所と最も一貫性の
ある場所では、ペニシェサーフスクールは、生徒物理レベルと学生の条
件に応じて教育的なガイドラインでサポートされているこのスポーツの
健全な練習を提供しています。

Sertã
Trilhos do Zezere Organização de Eventos Turisticos Lda
住所： Rua José Tavares nº 33 - 35 6100-561 Pedrogão Pequeno- Sertã
： +351 236 244 956 - 919 675 275 - 969 397 334 ファックス：
+351 236 244 956
Eメール: trilhos̲zezere@netcabo.pt ウェブサイト： http://www.trilhoszezere.com
その他の情報:
登録番号：39/2003;
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; 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; ラフティング; 登山; 洞穴探検;
キャニオニング; レンタルジェットスキー; 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;
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Tondela
Sportnatura, Lda.
住所： Rua Dr. Abel de Lacerda3475-031 Caramulo
： +351 916 440 506 / 916 440 306 / 916 440 477 ファックス：
+351 232 860 200
Eメール: info@sportnatura.pt ウェブサイト： http://www.sportnatura.pt
その他の情報:
登録番号：188/2011;
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; 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; 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; ラフティング; 登山; キャニオニング;
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;

Trancoso
Raia Viva - Cooperativa de Animação Turística da Raia, CRL
住所： Av. 1.º de Dezembro, N.º 10 6420-011 Trancoso
： +351 271 829 040 ファックス： +351 271 829 047
Eメール: geral@raiahistorica.org
その他の情報:
登録番号：52/2006;
アクティビティー:
ボート; 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; セーリング; 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;
アブセーリングとエアリアル; 気球; バイクレンタル; レンタル自転車;

マデイラ諸島
Funchal
MadSea - Bodyboard & More

Terras de Aventura

住所： Avenida da Madalena, 38 - 4º AC9020-329 Funchal / Madeira

住所： Caminho do Amparo, 25 9000-248 Funchal

： +351 966 107 010

： +351 291 776 818 ファックス： +351 291 771 018

Eメール: info@madsea.pt ウェブサイト： http://www.madsea.pt
その他の情報:
登録番号： 294/2015
それは、海や天候条件に依存
アクティビティー:
パラグライダー; 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; カヌー; カヤック; バードウォッチング;
レンタルジェットスキー; バイクレンタル; レンタル自転車;

Eメール: terrasdeaventura@mail.telepac.pt ウェブサイト：
http://www.terrasdeaventura.com
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; サーフィン;
サイクリング; オフロード; レンタルボート; カヌー; 射撃;
ウインドサーフィン; 乗馬; 水上スキー; キャニオニング;
レンタルジェットスキー; パラセーリング; バイクレンタル;
レンタル自転車;
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Ilha da Madeira
EPIC Madeira
住所： Caminho Velho do Covão, Lote 1, Casa B 9325-310 Estreito de
Câmara de Lobos / Madeira
： +351 964 866 700 / 963 096 980 / 961 471 756
Eメール: epicmadeira@gmail.com ウェブサイト：
http://www.epicmadeira.com
その他の情報:
登録番号： 35/2014
マルチ活動とインセンティブグループのためのチームビルディング;
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; サーフィン;
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;
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;
地質学観察; 登山; 洞穴探検; キャニオニング; バイクレンタル;
レンタル自転車;
EPICマデイラ®はこのように改善されたサービスの提供に貢献し、信頼
性の高いレベルの情報を顧客に伝えることができる、など、マデイラ大
学で訓練されたネイチャーガイドの主になる若い会社、、、です。
この会社は地域の新規かつ先駆的な活動を重視を通じて観光客の芸能活
動への明確なアプローチを取って、そのメンバーの実績のある経験を通
して、既存のものを調達することを意図して作成されました。
EPICマデイラの大きな賭けを提示し、イノベーションと並ん®質の高い
サービスや活動の提供を含む。このためには、より高いレベルの経験を
顧客に保証する内部プロトコルを持っています。
セキュリティは、品質に大きな要因を果たしているこのようにEPICマデ
イラ®は細心の注意を払って準備安全性、緊急時や不測の事態のプロトコ
ルを保証します。プロトコルにかかわらず、それ自体が、また、緊急サ
ービスへの厳格な接続があります。
EPICマデイラ®は、市場での顧客最高の素材と設備を提供しています、
そして、彼らは定期的な検査やメンテナンスが適切な機能を確保受ける
。衣類や繊維製品のすべての材料は、それぞれの使用後に抗細菌消毒処
理が施されている。
これらすべての要因に連合軍EPICマデイラのガイドに栄養を与える忘れ
られない愛と愛情がある®は、島のため、それらを訪問すべての人に経験
を提供し、そのあふれんばかりの性質上、によって、特に。

リスボンとその周辺地方
Cascais
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13 Yacht Broker

Guincho Adventours - Animação Turística Lda

住所： Avenida São Miguel, 249 - 1º Andar - Escritorio 67 2775-751
Carcavelos
： +351 215 921 750

住所： Rua da Areia, 1306 - Areia 2750-095 Cascais

Eメール: info@13yachtbroker.pt ウェブサイト：
http://www.13yachtbroker.pt
その他の情報:
登録番号：409/2014;
アクティビティー:
ボート; ホエールウォッチング; レンタルボート; カヌー; セーリング;
ウインドサーフィン; 水上スキー; バイクレンタル; レンタル自転車;

： +351 914471918 ファックス： +351 214869700
Eメール: guinchoadventours@gmail.com ウェブサイト：
http://www.guinchotours.net
その他の情報:
登録番号：78/2008;
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 ; ボディーボード;
サーフィン; サイクリング; オフロード; カヌー; カヤック; ゴーカート;
オリエンテーリング; カイトサーフィン; スキー; 乗馬; クライミング;
オフロードバイク; アブセーリングとエアリアル; 地質学観察; 登山;
バイクレンタル; レンタル自転車;

Lisboa
Argon - Animação Turística Unipessoal Lda

The Best Portugal

住所： Rua Coronel Ferreira Amaral, 5 - 1º Dto 1900-165 Lisboa

住所： Rua Prof. Francisco Gentil, 16 - 5º dto1600-236 Lisboa

： +351 21 812 23 40 ファックス： +351 21 812 23 42

： +351 912 799 561

Eメール: geral@argoneventos.com ウェブサイト：
http://www.argoneventos.com

Eメール: acaetan48@sapo.pt ウェブサイト：
http://www.thebestportugal.com

その他の情報:
登録番号：36/2005;
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 ; 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; カヌー; 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; 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; 水上スキー; 地質学観察;
ラフティング; 登山; レンタルジェットスキー; パラセーリング;
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;

その他の情報:
登録番号：304/2013 ;
アクティビティー:
ボート; ウォーキング; バードウォッチングと植物観賞 ; ボディーボード;
オフロード; カヌー; セーリング; バードウォッチング; 乗馬; 気球;
地質学観察; キャニオニング; バイクレンタル; レンタル自転車;

Urban Sailors
住所： Doca do Bom Sucesso - Av. De Brasília, Belém 1400-038 Lisboa
： +351 915 505 019
Eメール: info.urbansailors@gmail.com ウェブサイト：
http://www.urbansailors.com
その他の情報:
登録番号：428/2015
アクティビティー:
ボート; ダイビング; フィッシング; ボディーボード; サーフィン;
レンタルボート; カヌー; カヤック; セーリング; ウインドサーフィン;
カイトサーフィン; 水上スキー; キャニオニング; レンタルジェットスキー;
パラセーリング; 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;
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Loures
AZ Radical, Lda
住所： Campo Aventura - NATURA PARQUE AZR Parque Municipal do
Cabeço de MontachiqueEstrada de Ribas2670-731 Fanhões
： +351 915 263 767
Eメール: naturaparque@azimuteradical.pt ウェブサイト：
http://azimuteradical.pt
その他の情報:
登録番号：236/2012 ;
アクティビティー:
ボート; ダイビング; ウォーキング; ボディーボード; サーフィン;
サイクリング; カヌー; カヤック; オリエンテーリング; 射撃;
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;
ラフティング; 登山; 洞穴探検; レンタルジェットスキー; バイクレンタル;
レンタル自転車;

Sesimbra
Bolhas Tours

Vertente Natural

住所： Rua Dom Fernando Lote 7 2970-423 Sesimbra

住所： Porto de Abrigo de Sesimbra Loja nº 6 2970 Sesimbra

： +351 910 658 555 / 916 205 429

： +351 210 848 919 - 918 200 723

Eメール: geral@bolhas.pt ウェブサイト： http://www.bolhas.pt
その他の情報:
登録番号：346/2015
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;
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; カヌー;
カヤック; 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; クライミング; ペイントボール;
水上スキー; 地質学観察; キャニオニング; バイクレンタル;

Eメール: info@vertentenatural.com ウェブサイト：
http://www.vertentenatural.com
その他の情報:
登録番号：41/2004;
アクティビティー:
ボート; ダイビング; 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;
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;
キャニオニング; バイクレンタル; レンタル自転車;

Sintra
Greenwalk

Muitaventura

住所： Rua Dr. Almada Guerra, 232710-714 Sintra

住所： rua Marquês de Viana, nº 31, São Pedro 2710-516 Sintra.

： +351 912 717 568 / 912 113 119

： +351 211 931 636 / 967 021 248 / 925 722 239

Eメール: geral@greenwalk.org.pt ウェブサイト：
http://www.greenwalk.org.pt

Eメール: mail@muitaventura.com ウェブサイト：
http://www.muitaventura.com

その他の情報:
登録番号：42/2011;
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 ; ボディーボード;
サーフィン; 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; バードウォッチング; 地質学観察; 登山;
キャニオニング; バイクレンタル; レンタル自転車;

その他の情報:
登録番号：59/2007;
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 ; 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; カヌー; 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;
バードウォッチング; 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; 気球;
水上スキー; パラシュート; 地質学観察; ラフティング; 登山; 洞穴探検;
キャニオニング; バイクレンタル; レンタル自転車;
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