宿泊施設
ポルトと北部地方
Vila Nova de Gaia
Apartamentos Turísticos Céu Azul

Avenida Apartment

アパルタメント・トゥリスティコ / ***

現地の宿泊施設

住所： Av Gago Coutinho, 1223 4405-710 Vila Nova de Gaia

住所： Av. Da República, 855 4º dir4400-201 Vila Nova de Gaia

： +351 22 762 54 00 ファックス： +351 22 762 54 00

： +351 914 892 674

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

Eメール: scrafonso@gmail.com ウェブサイト：
http://www.mpproperty.pt

その他の情報:
登録番号：1317
特色とサービス:
セントラルヒーティング; ベッド数: 26; アパート数: 10;
インターネット接続;
客室設備:
室内電話; 室内テレビ;
アクセス:
バス;
支払い:
クレジットカード利用可; 表示価格: $$$ (60€ - 90€);

時刻表:
Check-in: 17:00 - 23:00; Check-out: 08:00 - 11:00;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; ガレージ; 地下鉄;
客室設備:
室内テレビ; インターネット接続可; 室内暖房;
特色とサービス:
ベッド数: 2; 部屋数: 2; インターネット接続; 同性愛者許容; 喫煙OK;
専用バスルーム付きの部屋; キッチン; 朝食; 食堂; 共同ルーム: 4;
支払い:
クレジットカード利用可; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
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;
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; 支援スキル: 運動障害;

Boeira Garden Hotel
宿泊施設 / ホテル / *****
住所： Rua Teixeira Lopes 1144400-320 Vila Nova de Gaia
： +351 227 668 000
Eメール: info@boeiragardenhotel.pt ウェブサイト：
https://www.quintadaboeira.pt/pt

Casa do Mosteiro

特色とサービス:
バー; レストラン; ベッド数: 248; 部屋数: 119; スイートルーム数: 5; スパ;

住所： Santo António - Grijó - 4415 - 539 GRIJÓ VNG

Golden Tulip Porto Gaia Hotel & SPA
宿泊施設 / ホテル / ****

特色とサービス:
レストラン; ベッド数: 8; 部屋数: 4; トイレ付きダブルルーム: 4;
本館ルーム: 4;

住所： Rua da Bélgica, 86 - Praia de Lavadores4400-044 Vila Nova de
Gaia
： +351 227 727 400

Holiday Inn Porto Gaia

Eメール: info@goldentulipportogaia.com ウェブサイト：
http://www.goldentulipportogaia.com
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; ベッド数: 112; 部屋数: 53; 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; プール; サウナ;
ジム; 室内プール; ジャグジー; 表示価格: $$$ (60€ - 90€); 同性愛者許容;
喫煙OK; ランドリーサービス; スパ; 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; 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;
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, プール, ジム, スパ;
支援スキル: 運動障害, 精神障害;

トゥリズモ・デ・アビタサォン
： 227640008

宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rua Diogo de Macedo, 220 4400-107 Vila Nova de Gaia
： +351 223 747 500 ファックス： +351 223 747 576
Eメール: info@hiportogaia.com ウェブサイト：
http://www.hiportogaia.com
その他の情報:
登録番号：3681;
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: 366; 部屋数: 146; スイートルーム数: 16; インターネット接続;
禁煙エリア; セントラルエアコン; アパート数: 17; サウナ; ジム;
ジャグジー; 喫煙エリア; 表示価格: $$$$ (>90€); スパ;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; ガレージ; 地下鉄;
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:
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Hotel Black Tulip
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Av. Da Republica Nº 2038 4430-195 Vila Nova de Gaia

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 -10h30; ルームサービスご利用時間: 07h30 - 01h00;

： +351 223 748 020 ファックス： +351 223 748 021
Eメール: geral@hotelblacktulip.pt ウェブサイト：
http://www.hotelblacktulip.pt

Hotel Davilina

特色とサービス:
セントラルヒーティング; 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: 184; 部屋数: 90; スイートルーム数: 2;
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;
表示価格: $$$ (60€ - 90€);
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; ガレージ; 地下鉄;
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;

宿泊施設 / ホテル / **
住所： Avenida da República, 15714430-205 V. N. de Gaia
： +351 22 375 25 23 ファックス： +351 22 375 75 71
Eメール: geral@residencialdavilina.com ウェブサイト：
http://www.residencialdavilina.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: 54; 部屋数: 27;
アクセス:
バス; 地下鉄;
支払い:
クレジットカード利用可;

Hotel Ibis Porto Gaia
宿泊施設 / ホテル / **

Hotel Ibis Budget Porto Gaia

住所： Rua Mártir S. Sebastião, 247 4400-499 Vila Nova de Gaia

宿泊施設
住所： Rua Mártir S. Sebastião 390 4400-499 Vila Nova de Gaia
： +351 22 010 00 34 ファックス： +351 22 010 00 39
Eメール: h5106-gm@accor.com ウェブサイト：
http://www.ibisbudget.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; 両替; テレビ/ビデオ鑑賞室; ペット可; ベッド数:
190; 部屋数: 95; 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: $ (0€ - 30€);
アクセス:
屋外駐車場; バス;
客室設備:
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: 06h30-11h00 / 06h30-12h00;

： +351 22 772 82 00 ファックス： +351 22 772 82 01
Eメール: H1274-GM@accor.com ウェブサイト：
http://www.ibishotel.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; ペット可; ベッド数:
216; 部屋数: 108; インターネット接続; 禁煙エリア; セントラルエアコン;
アクセス:
屋外駐車場; バス;
客室設備:
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;
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;

Hotel Novotel Porto Gaia
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Lugar das Chas - Afurada 4400-499 Vila Nova de Gaia

ご滞在のホテル 格安料金で快適にご滞在いただけるイビスバジェットホ
テルへようこそ。3 名様まで（国によって異なります）ご宿泊いただける
、居心地のよいデザインルームを備えた当ホテルで、リーズナブルなご
宿泊をお楽しみください。超大型の軽量シャワー、トイレ、薄型
TV、マルチメディア接続、無線 LAN を完備。すべてのサービスをお手頃
な料金でご提供します。軽食バーは昼夜を問わずいつでもご利用いただ
けます。朝はおいしいビュッフェスタイルのご朝食をお召し上がりいた
だけます。

Hotel Mercure Porto Gaia
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rua Manuel Moreira de Barros, 618 D 4400-346 Vila Nova de
Gaia
： +351 223 740 800 ファックス： +351 223 740 801
Eメール: Paulo.SASSETTI@accor.com ウェブサイト：
http://www.mercure.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;

： +351 22 772 87 00 ファックス： +351 22 772 87 01
Eメール: h1050@accor.com ウェブサイト： http://www.accorhotels.com
/accorhotels/fichehotel/gb/nov/1050/fiche̲hotel.shtml
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; 娯楽室; ペット可;
ベッド数: 186; 部屋数: 93; インターネット接続; 禁煙エリア;
セントラルエアコン; プール; ジム; ミニゴルフ;
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;
アクセス:
バス;
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:
ルームサービスご利用時間: 06h00-24h00;
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ベッド数: 208; 部屋数: 103; 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;
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;
アクセス:
バス;
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:
ルームサービスご利用時間: 06h30-01h00;
バリアフリー案内:
身体障害者用設備;

Motel Paraíso do Braseiro Hotel
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua do Toural, 1214405-707
： +351 227 536 230 ファックス： +351 227 624 196
Eメール: motel@motelparaisodobraseiro.pt ウェブサイト：
http://www.motelotelparaisodobraseiro.pt
特色とサービス:
ベッド数: 108; 部屋数: 47; スイートルーム数: 7;

Near Porto and Beach
現地の宿泊施設

Hotel Solverde SPA & Wellness Center
宿泊施設 / ホテル / *****
住所： Avenida da Liberdade 4410-154 S. Félix Marinha -VNG
： +351 22 733 80 30 ファックス： +351 22 731 32 00
Eメール: reservashotel@solverde.pt ウェブサイト：
http://www.solverde.pt
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; 娯楽室; ベッド数: 348; 部屋数: 166;
スイートルーム数: 8; インターネット接続; 禁煙エリア;
セントラルエアコン; プール; ショップ; テニスコート; サウナ; ジム;
室内プール; スカッシュ; ミニゴルフ; 表示価格: $$$$ (>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; 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: 7h00 - 10h30; ルームサービスご利用時間: 24h;

住所： R. Prof. Joaquim Simões da Hora, 27 2º ctr5505-742 Vila Nova de
Gaia
： +351 914 892 674
Eメール: scrafonso@gmail.com ウェブサイト：
http://www.mpproperty.pt
時刻表:
Check-in: 17:00 - 23:00; Check-out: 08:00 - 11:00;
特色とサービス:
セントラルヒーティング; ベッド数: 3; 部屋数: 2; インターネット接続;
プール; 同性愛者許容; 専用バスルーム付きの部屋; キッチン; 朝食; 食堂;
テラス; 共同ルーム: 4;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; バイクOK;
客室設備:
室内テレビ; 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; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
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;
建物内のバリアフリー通路: 全部; 支援スキル: 運動障害;

Parque de Campismo de Salgueiros
キャンプ場 / 公共の

Motel Tropicana Hotel
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Av. António Coelho Moreira, 1761 - Valadares 4400 - 528 Vila
Nova de Gaia
： +351 22 715 03 80 ファックス： +351 22 715 03 89
Eメール: antoniodiaz@moteltropicana.com ウェブサイト：
http://www.moteltropicana.com
特色とサービス:
バー; ベッド数: 88; 部屋数: 44; スイートルーム数: 2; セントラルエアコン;
サウナ;
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; 鉄道駅;
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： Rua do Campismo, 259/261 a 263 - 4400 - 397 VILA NOVA DE
GAIA
： 227810500 ファックス： 227810500
特色とサービス:
キャラバン設備; テント設備; 砂地; 自然影; 海水浴場; 温水シャワー;
冷水シャワー; シンク; 洗濯だらい; アイロン台; キャンプカード;
スナックバー; レストラン; アイロンあり; 多目的エリア;
バリアフリー案内:
身体障害者用トイレ;

Parque de Campismo Orbitur Madalena
キャンプ場 / 公共の
住所： Rua do Cerro , 608 4405 - 736 Vila Nova de Gaia
： +351 227 122 520 ファックス： +351 227 122 534
Eメール: madalena@orbitur.pt ウェブサイト： http://www.orbitur.pt

Park Hotel Porto Gaia
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua da Bélgica, 3172 4400-049 Vila Nova de Gaia
： +351 220 125 100 ファックス： +351 220 125 199
Eメール: direccao.gaia@parkhotel.pt ウェブサイト：
http://www.parkhotel.pt

その他の情報:
登録番号：3033;
特色とサービス:
キャラバン設備; テント設備; 砂地; 自然影; 海水浴場; 温水シャワー;
冷水シャワー; シンク; 洗濯だらい; アイロン台; テニスコート;
キャンプカード; スナックバー; レストラン; 娯楽室; アイロンあり;

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

3/5

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; ペット可; ベッド数: 224;
部屋数: 112; 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; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅; ガレージ; 地下鉄;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ; 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;
時刻表:
朝食時間: 06h30-12h00;

洗濯機; プール; 多目的エリア; 芝地;
バリアフリー案内:
身体障害者用トイレ;

Parque de Campismo Marisol

The Lodge - Wine & Business Hotel

キャンプ場 / 公共の
住所： Rua Alto das Chaquedas, 82 4400 - 356 Vila Nova de Gaia
： +351 22 713 59 42 ファックス： +351 22 712 63 51
Eメール: leaosara@hotmail.com
その他の情報:
登録番号：3869;
特色とサービス:
キャラバン設備; テント設備; 砂地; 自然影; 海水浴場; 温水シャワー;
冷水シャワー; シンク; 洗濯だらい; アイロン台; キャンプカード;
スナックバー; レストラン; アイロンあり; 洗濯機; レンタルキャラバン;
芝地;
バリアフリー案内:
身体障害者用トイレ;

Rubens Hotels - Royal Village Gaia
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rua Azevedo Magalhães nº1614430-024 Vila Nova de Gaia
： +351 223 710 911
Eメール: geral@rubenshotels.com ウェブサイト：
http://www.rubenshotels.com
特色とサービス:
バー; ベッド数: 114; 部屋数: 71; ショップ;

宿泊施設 / ホテル / *****
住所： Rua Serpa Pinto, 604400-207 Vila Nova de Gaia
： +351 220 449 750
Eメール: assist.admin@thelodge.pt ウェブサイト：
http://www.thelodgehotel.pt
特色とサービス:
ベッド数: 236; 部屋数: 109; スイートルーム数: 5; アパート数: 2;

Pensão Residencial Requinte
宿泊施設 / ホテル / **
住所： Rua do Bairro Japonês, 2 4410-450 Arcozelo-VNG
： +351 22 762 40 76 ファックス： +351 22 762 61 36
Eメール: residencialrequinte@sapo.pt
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: 27; 部屋数: 20; 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; 表示価格: $ (0€ - 30€);
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 室内テレビ; インターネット接続可; 室内暖房;
喫煙室;
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: 7h30 - 10h00;

The House of Sandeman Hostel & Suites
現地の宿泊施設
住所： Largo Miguel Bombarda, 34430-175 Vila Nova de Gaia
： +351 220 997 022
Eメール: reservations@thehouseofsandeman.pt ウェブサイト：
http://thehouseofsandeman.pt/
時刻表:
24h;
特色とサービス:
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セントラルヒーティング; バー; レストラン; ベッド数: 43; 部屋数: 12;
インターネット接続; セントラルエアコン; 専用バスルーム付きの部屋:
12; 朝食; テラス; 共同ルーム: 4;
客室設備:
室内エアコン; 室内金庫; 室内テレビ; 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; 表示価格: $ (0€ - 30€);
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備; 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, 中庭;

The Yeatman Hotel
宿泊施設 / ホテル / *****
住所： Rua do Choupelo 4400-044 Vila Nova de Gaia
： +351 220 133 100 ファックス： +351 220 133 199
Eメール: reservations@theyeatman.com ウェブサイト：
http://www.theyeatman.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;
ペット可; ベッド数: 220; 部屋数: 85; スイートルーム数: 24;
インターネット接続; 禁煙エリア; 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; 美容院; ジャグジー; 喫煙エリア;
ベビーケア設備; 表示価格: $$$$ (>90€); スパ;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅;
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; トラベラーズチェック利用可;
時刻表:
朝食時間: 07h30 - 10h30; ルームサービスご利用時間: 24 h;
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