宿泊施設
ポルトガル中部地方
Fátima
Casa O Casal

Casa São Nuno Hotel

田園地帯観光

宿泊施設 / ホテル / ***

住所： Estrada Coelho Prazeres - Casal Farto 2495 - 352 FÁTIMA

住所： Av. Beato Nuno, 271 - Apartado 4 2495-414 Fátima

： 249521562 ファックス： 249521780

： +351 249 530 230 ファックス： +351 249 530 238

Eメール: ocasal@iol.pt ウェブサイト： http://www.ocasal.com
特色とサービス:
ベッド数: 10; 部屋数: 5; トイレ付きダブルルーム: 5; 本館ルーム: 5;

Católica Hotel
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua de Santa Isabel 2495 - 424 Fátima
： +351 249 539 750 ファックス： + 351 249 539 755
Eメール: catolica̲hotel@sapo.pt ウェブサイト：
http://www.catolicahotel.com
特色とサービス:
両替; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 89; 部屋数: 45;
スイートルーム数: 4; セントラルエアコン; ショップ;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ;
アクセス:
バス;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;

Dom Gonçalo Hotel & Spa
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rua Jacinta Marto, 100 2495 - 450 Fátima
： +351 249 539 330 ファックス： +351 249 539 335
Eメール: mail@hoteldg.com ウェブサイト： http://www.hoteldg.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; 両替; ベビーシッター; バー; レストラン;
テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 142; 部屋数: 67; スイートルーム数: 4;
インターネット接続; セントラルエアコン; プール; ショップ; サウナ;
ジム; 室内プール; ジャグジー; 表示価格: $$$ (60€ - 90€); スパ;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; ガレージ;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内ミニバー; 室内暖房; 喫煙室;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
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;
時刻表:
朝食時間: 07h30 - 10h00; ルームサービスご利用時間: 08h00 23h30;

Essence inn Marianos

Eメール: csn@casasaonuno.com ウェブサイト：
http://www.casasaonuno.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; 両替; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室;
娯楽室; ベッド数: 259; 部屋数: 134; スイートルーム数: 4;
セントラルエアコン; ショップ; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; ガレージ;
客室設備:
室内エアコン; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備; インターネット接続可;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 08h00 - 10h00;

Consolata Hotel
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Francisco Marto, 52 2495-448 Fátima
： +351 249 539 400 ファックス： +351 249 539 429
Eメール: hotelpax@consolata.pt ウェブサイト：
http://www.hotelpax.com
その他の情報:
登録番号：3240
特色とサービス:
両替; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 160; 部屋数: 79;
スイートルーム数 : 1; セントラルエアコン; ショップ; ジム;
アクセス:
屋外駐車場; バス;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;

Domus Pacis Fátima Hotel
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua de São Vicente de Paulo, 32 2495-438 Fátima
： +351 249 539 800 ファックス： +351 249 539 840
Eメール: geral@domuspacis.com ウェブサイト：
http://www.domuspacisfatimahotel.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; 両替; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室;
ベッド数: 179; 部屋数: 102; スイートルーム数: 2; インターネット接続;
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宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rua de São Paulo, nº 22495-435 Fátima
： +351 249 531 572 ファックス： +351 249 533 257
Eメール: promicmarianos@gmail.com ウェブサイト：
https://www.emarianos.com/
特色とサービス:
ベッド数: 172; 部屋数: 86; スイートルーム数: 3; アパート数: 2;

Hotel Alecrim

セントラルエアコン; ショップ; 表示価格: $$$ (60€ - 90€);
アクセス:
屋外駐車場; バス;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内暖房;
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;
時刻表:
朝食時間: 08h00-10h00;

Hotel 13 de Outubro

宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Francisco Marto, 82/842495 - 448 Fátima
： +351 249 539 450 ファックス： +351 249 539 455
Eメール: geral@hotelalecrim.com ウェブサイト：
http://www.hotelalecrim.com
特色とサービス:
両替; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 87; 部屋数: 53;
セントラルエアコン; ショップ;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ;
アクセス:
バス;

Hotel Anjo de Portugal

宿泊施設 / ホテル / **
住所： Rua Francisco Marto, 71 2495 - 448 Fátima
： +351 249 531 815 ファックス： +351 249 531 231
Eメール: info@hotel13outubro.com ウェブサイト：
http://www.hotel13outubro.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 100; 部屋数:
51;
客室設備:
室内電話; 室内テレビ;
アクセス:
バス;

Hotel Aleluia

宿泊施設 / ホテル / ****

宿泊施設 / ホテル / ***

住所： Rua Anjo de Portugal, 24 2495-415 Fatima
： +351 249 530 240 ファックス： +351 249 530 249
Eメール: reservas@hotelanjodeportugal.pt; geral@hotelanjodeportugal.pt
ウェブサイト： http://www.hotelanjodeportugal.pt
アクセス:
屋外駐車場; バス; ガレージ;
特色とサービス:
レストラン; ベッド数: 90; 部屋数: 45; インターネット接続;
セントラルエアコン; 表示価格: $$$ (60€ - 90€);
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内ミニバー; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 08h00 - 10h00;

Hotel Cinquentenário & Conference Center
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rua Francisco Marto, 175 2495-448 Fátima

住所： Avenida D. José A. C. Silva, nº 120;2495-402 Fátima
： (+351) 249531540 ファックス： (+351) 249534324
Eメール: info@hotelaleluia.pt ウェブサイト： http://www.hotelaleluia.pt
特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室;
ベッド数: 100; 部屋数: 49; スイートルーム数 : 1; インターネット接続;
禁煙エリア; セントラルエアコン; ショップ; 喫煙エリア; 表示価格: $$
(30€ - 60€); 同性愛者許容;
アクセス:
屋外駐車場; バス; ガレージ; バイクOK;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内暖房;
支払い:
クレジットカード利用可; "オールインクルーシブ"料金;
時刻表:
朝食時間: 8h - 10h;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者専用駐車スペース;
入口へのバリアフリー経路: 全部; バリアフリー入口: 全部;
バリアフリーのエリア／サービス: ベッドルーム, 会議室, レストラン,
バー; 支援スキル: 視覚障害, 聴覚障害, 運動障害, 精神障害;

： +351 249 530 400 ファックス： +351 249 532 992
Eメール: hotel@hotelcinquentenario.com ウェブサイト：
http://www.hotelcinquentenario.com
その他の情報:
登録番号：143
特色とサービス:
セントラルヒーティング; 両替; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数:
391; 部屋数: 190; スイートルーム数: 12; セントラルエアコン; ショップ;
アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; 室内ミニバー;

Hotel Casa das Irmãs Dominicanas
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Francisco Marto, 50 2495 - 448 Fátima
： +351 249 533 317 ファックス： +351 249 532 688
Eメール: geral@hotel-dominicanas-fatima.com ウェブサイト：
http://www.hotel-dominicanas-fatima.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室; 娯楽室;
ベッド数: 240; 部屋数: 119; スイートルーム数: 3; インターネット接続;
禁煙エリア; セントラルエアコン; 表示価格: $$$ (60€ - 90€);
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バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;

アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 08h00-10h00;

Hotel Cova da Iria
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Av. Beato Nuno, 4242495-401 Fátima
： +351 249 530 490 ファックス： +351 249 530 499
Eメール: covadairia̲hotel@sapo.pt ウェブサイト：
http://www.covadairia.com

Hotel Coração de Fátima
宿泊施設 / ホテル / ***

特色とサービス:
ベッド数: 56; 部屋数: 28;

住所： Rua Cónego Formigão 2495 - 417 Fátima
： +351 249 531 433 ファックス： +351 249 531 157
Eメール: hcf@fatima-hotels.com ウェブサイト： http://www.fatimahotels.com

Hotel de Fátima
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rua João Paulo II, 241 2495-451 Fátima
： +351 249 530 760 ファックス： +351 249 530 769
Eメール: reservations@ hotelfatima.com ウェブサイト：
http://www.hotelfatima.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; 両替; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数:
246; 部屋数: 117; スイートルーム数: 9; インターネット接続; 禁煙エリア;
セントラルエアコン; ショップ; 表示価格: $$$ (60€ - 90€);
アクセス:
屋外駐車場; バス; ガレージ;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内ミニバー; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
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;
時刻表:
朝食時間: 07h30-10h00; ルームサービスご利用時間: 08h00-24h00;

Hotel Genesis
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua de Santo António, n.º 412495-430 Fátima
： +351 249532550
Eメール: info@hotelgenesis.com ウェブサイト：
http://www.hotelgenesis.com
特色とサービス:
バー; レストラン; ベッド数: 46; 部屋数: 28;

Hotel Lux Fátima

特色とサービス:
セントラルヒーティング; 両替; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 80;
部屋数: 45; スイートルーム数: 2; ショップ;
アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備;

Hotel Cruz Alta
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Cónego Formigão,10 2496-908 Fátima
： +351 249 531 481 ファックス： +351 249 532 160
Eメール: hca@fatima-hotels.com ウェブサイト： http://www.fatimahotels.com
その他の情報:
登録番号：1314;
特色とサービス:
セントラルヒーティング; 両替; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 90;
部屋数: 43; インターネット接続; セントラルエアコン; 喫煙エリア;
表示価格: $$$ (60€ - 90€);
アクセス:
屋外駐車場; バス; ガレージ;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
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;
時刻表:
朝食時間: 07h30-11h30;

宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Av. D. José Alves Correia da Silva, Lt 2 Urb. das Azinheiras
2495-402 Fátima
： +351 249 530 690

Hotel Estrela de Fátima

Eメール: lux.fatima@luxhotels.pt ウェブサイト：
https://fatima.luxhotels.pt

住所： Rua Cónego Manuel Formigão, 40 2495-417 Fátima

宿泊施設 / ホテル / ****
： +351 249 531 150 ファックス： +351 249 532 160

特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室; 部屋数:
66; スイートルーム数 : 1; インターネット接続; セントラルエアコン;
プール; ショップ; サウナ; ジム; ジャグジー; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
喫煙OK; ランドリーサービス; スパ;

Eメール: hef@fatima-hotels.com ウェブサイト：
https://estreladefatima.fatima-hotels.com
特色とサービス:
両替; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 132; 部屋数: 66;
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アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; ガレージ; 送迎サービス; バイクOK;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内ミニバー; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
身体障害者専用駐車スペース; 入口へのバリアフリー経路: 全部;
バリアフリー入口: 全部; 特別なお手伝いが必要な方の受付エリア;
建物内のバリアフリー通路: 全部; バリアフリーのエリア／サービス:
ベッドルーム, レストラン, バー, ジム;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 08h00 - 10h00; ルームサービスご利用時間: 10h00 - 24h00;

インターネット接続; 禁煙エリア; セントラルエアコン; ショップ;
表示価格: $$$ (60€ - 90€);
アクセス:
屋外駐車場; バス; ガレージ;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内ミニバー; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 07h30 - 10h00; ルームサービスご利用時間: 08h00 - 24h00;

Hotel Lagoa dos Pastorinhos
宿泊施設 / ホテル / **

Hotel Mateus

住所： R. Francisco Marto, 12495-448 FátimaOurém

宿泊施設 / ホテル / *

： +351 249 532 359 ファックス： +351 249 531 292

住所： Av.João XXIII, Nº 512495-403 FátimaOurém
： +351 912 345 495 ファックス： +351 249 531 650
Eメール: hotelmateus@gmail.com

Eメール: geral@lagoa-hotel.com ウェブサイト： http://www.lagoahotel.com
特色とサービス:
ベッド数: 33; 部屋数: 14; スイートルーム数: 3;

特色とサービス:
ベッド数: 44; 部屋数: 22;

Hotel Lux Fátima Park

Hotel Recinto

宿泊施設 / アパートホテル / ****

宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Santa Ana, 1472495-425 Fátima
： +351 249 530 610 ファックス： +351 249 530 619

住所： Avenida D. José Alves Correia da Silva, Lt.2 - Urbanização das
Azinheiras2495-402 FÁTIMA
： +351 249 530 690

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

Eメール: reservas@luxhotels.pt ウェブサイト：
https://fatimapark.luxhotels.pt/

特色とサービス:
ベッド数: 50; 部屋数: 29; プール;

特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室;
インターネット接続; セントラルエアコン; プール; ショップ; アパート数:
121; サウナ; ジム; ジャグジー; 表示価格: $$ (30€ - 60€); 喫煙OK;
ランドリーサービス; スパ;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; ガレージ; 送迎サービス; バイクOK;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内ミニバー; 室内暖房;
支払い:
クレジットカード利用可;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者専用駐車スペース;
入口へのバリアフリー経路: 全部; バリアフリー入口: 全部;
特別なお手伝いが必要な方の受付エリア; 建物内のバリアフリー通路:
全部; バリアフリーのエリア／サービス: ベッドルーム, 会議室,
レストラン, バー, ジム;

Hotel Rosa Mística
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Francisco Marto, nº 692495-450 Fátima
： +351 249 533 799 ファックス： +351 249 533 799
Eメール: info@hotelrosamistica.com ウェブサイト：
http://www.hotelrosamistica.com
特色とサービス:
ベッド数: 54; 部屋数: 28;

Hotel Santa Maria
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rua de Santo António, 792495-430 Fátima
： +351 249 530 110 ファックス： +351 249 530 119
Eメール: info@hotelstmaria.com ウェブサイト：
http://www.hotelstmaria.com

Hotel Padre Pio
宿泊施設 / ホテル / **
住所： Rua S. Vicente de Paulo n.º 382495-438 Fátima

その他の情報:
登録番号：1196;
アクセス:
屋外駐車場; バス; ガレージ; 送迎サービス; バイクOK;
特色とサービス:
バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室; ペット可; ベッド数: 334; 部屋数:
164; スイートルーム数: 9; インターネット接続; 禁煙エリア;
セントラルエアコン; ショップ; 喫煙エリア; 表示価格: $$$$ (>90€);

： +351 249530260
Eメール: holyfatima@gmail.com ウェブサイト：
http://www.hotelpadrepio.com.pt
特色とサービス:
バー; ベッド数: 39; 部屋数: 18;

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

4/8

同性愛者許容; ランドリーサービス; 庭園;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内ミニバー;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備; 身体障害者専用駐車スペース;
入口へのバリアフリー経路: 全部; バリアフリー入口: 全部;
特別なお手伝いが必要な方の受付エリア; 建物内のバリアフリー通路:
全部; バリアフリーのエリア／サービス: ベッドルーム, 会議室,
レストラン, バー, 中庭; 支援スキル: 視覚障害, 運動障害, 精神障害;
利用可能な支援プロダクト／サービス: 視覚障害, 聴覚障害, 運動障害,
精神障害;
支払い:
クレジットカード利用可;

Hotel Regina

宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Cónego Dr. Manuel Formigão, 12 2495 - 417 Fátima
： +351 249 532 303 ファックス： +351 249 532 663
Eメール: contact@hotelregina-fatima.com
特色とサービス:
両替; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; 娯楽室; ベッド数: 190; 部屋数: 87;
スイートルーム数 : 1; 禁煙エリア; セントラルエアコン; ショップ;
アクセス:
屋外駐車場; バス;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備;

Hotel Santo António de Fátima
宿泊施設 / ホテル / ***

Hotel Santa Cecilia

住所： Rua São José, n.º 10 2495-434 Fátima
： +351 249 533 637 ファックス： +351 249 533 634
Eメール: geral@hotelsantoantonio.com ウェブサイト：
http://www.hotelsantoantonio.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室;
ベッド数: 63; 部屋数: 33; スイートルーム数: 3; インターネット接続;
禁煙エリア; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; ガレージ;
客室設備:
室内電話; 室内テレビ; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 08h00 - 10h00; ルームサービスご利用時間: 24 h;

宿泊施設 / ホテル / **
住所： Rua Francisco Marto, 2 2495 - 448 Fátima
： +351 249 531 549 ファックス： +351 249 532 171
Eメール: hotelcecilia@hotmail.com
特色とサービス:
両替; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 111; 部屋数: 63;
セントラルエアコン; ショップ;
アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内電話; 室内テレビ;

Hotel Santo Amaro
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Francisco Marto, 59 2495 - 448 Fátima
： +351 249 530 170 ファックス： +351 249 532 904
Eメール: info@hotelsantoamaro.com ウェブサイト：
http://www.hotelsantoamaro.com

Hotel Serra D'Aire
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Francisco Marto nº 832495-448 Fátima

アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内エアコン; 室内金庫; ヘアドライヤー完備; インターネット接続可;

特色とサービス:
セントラルヒーティング; 両替; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数:
282; 部屋数: 142; ショップ; アパート数: 1 T1;
アクセス:
屋外駐車場; バス;
客室設備:
室内電話; 室内テレビ;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備;

Hotel São Paulo

Hotel Santo Condestável

： +351 249 530 170 ファックス： +351 249 530 178
Eメール: info@hotelserradaire.com ウェブサイト：
http://www.hotelserradaire.com/EN/hotel.html

宿泊施設 / ホテル

宿泊施設 / ホテル / ***

住所： Rua de São Paulo, 10 2495 - 435 Fátima

住所： Avenida Beato Nuno, n.º 48 | Cova Iria2495-401 Fátima

： +351 249 531 572 ファックス： +351 249 533 257
Eメール: promicmarianos@gmail.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 102;
部屋数: 58;
アクセス:
屋外駐車場; バス;
客室設備:
室内電話;

： +351 249 532 437 ファックス： +351 249 534 074
Eメール: h.sto.condestavel@sapo.pt ウェブサイト：
http://www.hotelsantocondestavel.pt
特色とサービス:
ベッド数: 116; 部屋数: 63;

Hotel São José
宿泊施設 / ホテル / ****
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バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備;

住所： Av. D. José Alves Correia da Silva, 1402495-402 Fátima
： +351 249 530 120 ファックス： +351 249 530 129
Eメール: info@hotelsaojose.com ウェブサイト：
https://www.hotelsaojose.com

Hotel Três Pastorinhos
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua João Paulo II 2495 - 451 Fátima
： +351 249 539 900 ファックス： +351 249 539 950
Eメール: geral@hotel3pastorinhos.pt ウェブサイト：
http://www.hotel3pastorinhos.pt
アクセス:
屋外駐車場; バス;
特色とサービス:
バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 243; 部屋数: 117;
スイートルーム数: 6; セントラルエアコン; ショップ;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備;

Luz Houses e Luz Charming Houses, Boutiquehotel
田園地帯観光 / カーザス・デ・カンポ
住所： Rua Principal, nº 782495-650 Fátima
： +351 249 532 275

特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室; 娯楽室;
ペット可; ベッド数: 137; 部屋数: 76; スイートルーム数: 4;
インターネット接続; 禁煙エリア; セントラルエアコン; ショップ; サウナ;
ジム; 喫煙エリア; 表示価格: $$$ (60€ - 90€); 同性愛者許容;
ランドリーサービス; 庭園;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 送迎サービス; バイクOK;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内ミニバー; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 車椅子用通路の設備; 身体障害者専用駐車スペース;
入口へのバリアフリー経路: 全部; バリアフリー入口: 全部;
特別なお手伝いが必要な方の受付エリア; 建物内のバリアフリー通路:
全部; バリアフリーのエリア／サービス: ベッドルーム, 会議室,
レストラン, バー, 中庭, ジム; 支援スキル: 視覚障害, 運動障害, 精神障害;
利用可能な支援プロダクト／サービス: 視覚障害, 聴覚障害, 運動障害,
精神障害;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 07:30 - 10:00; ルームサービスご利用時間: 08:00 - 22:30;

Eメール: info@luzhouses.pt ウェブサイト： http://www.luzhouses.pt
時刻表:
09:00 - 24:00; 朝食時間: 09:00 - 11:00; ルームサービスご利用時間: 13:00
- 15:00 ; 19:30 - 21:30;
特色とサービス:
娯楽室; プール; ベッド数: 30; 部屋数: 9; トイレ付きダブルルーム: 9;
本館ルーム : 1; 別館ルーム: 14; テレビ/ビデオ鑑賞室;
セントラルヒーティング; スイートルーム数: 6; インターネット接続;
禁煙エリア; ベビーシッター; バー; 喫煙OK; ランドリーサービス; スパ;
庭園;
客室設備:
室内暖房; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備; インターネット接続可;
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内ミニバー;
アクセス:
バス; 送迎サービス; バイクOK;
支払い:
クレジットカード利用可; 表示価格: $$$$ (>90€);
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 入口へのバリアフリー経路: 全部;
バリアフリー入口: 全部; 特別なお手伝いが必要な方の受付エリア;
建物内のバリアフリー通路: 全部; バリアフリーのエリア／サービス:
ベッドルーム, 会議室, レストラン, バー; 支援スキル: 運動障害;
利用可能な支援プロダクト／サービス: 運動障害;

Ribeiro Hotel
宿泊施設 / ホテル / **
住所： Rua Francisco Marto nº 28 2495-448 Fatima
： +351 249531112 ファックス： +351 249533335
Eメール: reservas@ribeirohotel.com ウェブサイト：
http://www.ribeirohotel.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; レストラン; ベッド数: 92; 部屋数: 48;
インターネット接続; 禁煙エリア; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
アクセス:
屋外駐車場; バス;
客室設備:

Hotel Travel
宿泊施設 / ホテル / **
住所： Av. Beato Nuno 2832495-401 FátimaPortugal
： +351 249 530 350 ファックス： +351 249 530 350
Eメール: travel@fatima-hotels.com ウェブサイト： https://travel.fatimahotels.com/en/
特色とサービス:
ベッド数: 88; 部屋数: 48;

Imperhotel
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua de São João de Deus, 92495-401 Fátima
： +351 249 539 720 ファックス： +351 249 539 729
Eメール: imperhotel@fatima-hotels.com ウェブサイト：
https://imperhotel.fatima-hotels.com/pt/
その他の情報:
2018年4月に全面改装済み
アクセス:
屋外駐車場; バス; 送迎サービス; バイクOK;
特色とサービス:
バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 88; 部屋数: 44;
インターネット接続; 禁煙エリア; セントラルエアコン; 表示価格: $$$
(60€ - 90€); 同性愛者許容; 喫煙OK; ランドリーサービス; 庭園;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内暖房;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 07:30-10:00; ルームサービスご利用時間: 07:30-10:00;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者専用駐車スペース;
入口へのバリアフリー経路: 全部; バリアフリー入口: 全部;
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室内電話; 室内テレビ; インターネット接続可; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 8h00-10h00;

特別なお手伝いが必要な方の受付エリア; 建物内のバリアフリー通路:
全部; バリアフリーのエリア／サービス: ベッドルーム, レストラン, バー;
支援スキル: 視覚障害, 運動障害, 精神障害;
利用可能な支援プロダクト／サービス: 聴覚障害, 運動障害, 精神障害;

Pensão Restaurante Floresta
宿泊施設 / ホテル / **
住所： Estrada da Batalha - Rotunda Norte 2495 - 405 Fátima

Sdivine Fátima Hotel

： +351 249 531 466 ファックス： +351 249 533 138

宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rotunda dos Peregrinos, 1012495-412 FátimaOurém
： +351 249 532 163 ファックス： +351 249 531 798
Eメール: info@sdivinefatimahotel.pt ウェブサイト：
http://www.sdivinefatimahotel.pt
特色とサービス:
ベッド数: 239; 部屋数: 108; スイートルーム数: 8;

Eメール: prfloresta@hotmail.com ウェブサイト：
http://www.florestafatima.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 62;
部屋数: 31; セントラルエアコン;
アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内電話;

Villafatima Hotel
宿泊施設 / ホテル / **

Santa Mafalda Hotel

住所： Rua Francisco Marto 62/642495-448 Fátima
： +351 249 539 010 ファックス： +351 249 539 018
Eメール: mail@villafatima.pt ウェブサイト： http://www.villafatima.pt/
特色とサービス:
ベッド数: 83; 部屋数: 35;

住所： Rua Jacinta Marto, 181 2495-450 Fátima
： +351 249 530 560 ファックス： +351 249 530 569
Eメール: mail@santamafaldahotel.com ウェブサイト：
http://www.santamafaldahotel.com

Áurea Fátima Hotel Congress & Spa
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Avenida D. José Alves Correia da Silva, n.º 2792495-402 Fátima
： +351 249531750
Eメール: ha@fatima-hotels.com ウェブサイト： http://www.fatimahotels.com
特色とサービス:
ベッド数: 204; 部屋数: 105; スイートルーム数: 3;

宿泊施設 / ホテル / ***

特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 52;
部屋数: 28; インターネット接続; 禁煙エリア; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
室内ミニバー; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 08h00 - 10h00; ルームサービスご利用時間: 24 h;

Steyler Fátima Hotel Congress & Spa
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Praça Paulo VI, Ap. 2 2496-908 Fátima
： +351 249 533 043/53/73 ファックス： +351 249 532 263
Eメール: info@steylerfatimahotel.com ウェブサイト：
http://www.steylerfatimahotel.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室;
ベッド数: 407; 部屋数: 170; スイートルーム数: 28; インターネット接続;
禁煙エリア; セントラルエアコン; ショップ; アパート数: 6; 表示価格: $$
(30€ - 60€);
アクセス:
屋外駐車場; バス; ガレージ;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内金庫; 室内テレビ; 室内暖房;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
支払い:
クレジットカード利用可;
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時刻表:
朝食時間: 8h00 / 10h00;

Vitoria Hotel
宿泊施設 / ホテル / **
住所： Rua Santa Ana, nº 132495-425 Fátima
： +351 249 531 269 ファックス： +351 249 532 099
Eメール: reservas@vitoria-hotel.com ウェブサイト： http://www.vitoriahotel.com
その他の情報:
登録番号：2882
特色とサービス:
セントラルヒーティング; 両替; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室;
ベッド数: 99; 部屋数: 62; インターネット接続; 禁煙エリア;
セントラルエアコン; 喫煙エリア;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; ガレージ;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備;
インターネット接続可; 室内暖房; 喫煙室;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 身体障害者用設備; 車椅子用通路の設備;
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;
時刻表:
朝食時間: 08h00 - 10h00; ルームサービスご利用時間: 11h00 - 22h00;
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