宿泊施設
ポルトガル中部地方
Covilhã
Casa Campo Cortes de Baixo

Casa da Figueira Grande

田園地帯観光 / カーザス・デ・カンポ

田園地帯観光

住所： Rua Direita, 6215-122 Cortes de Baixo Covilhã

住所： Quinta Nova - Srª do Carmo - Apartado 57 6201-906 Teixoso Covilhã
： +351 275 920 120 ファックス： +351 275 920 129

： +351 931103217
Eメール: reservas@casacortesdebaixo.pt ウェブサイト：
http://www.casacortesdebaixo.pt/casa
特色とサービス:
ベッド数: 4; 部屋数 : 1; 本館ルーム : 1; テレビ/ビデオ鑑賞室;
セントラルヒーティング; インターネット接続;
トイレ付きシングルルーム : 1;
客室設備:
室内暖房; 室内テレビ; インターネット接続可; 室内電話;
支払い:
表示価格: $ (0€ - 30€);

Covilhã Parque Hotel
宿泊施設 / ホテル / **
住所： Avenida Frei Heitor Pinto - Bloco A 6200-506 Covilhã
： +351 275 329 320 ファックス： +351 275 329 328
Eメール: geral@naturaimbhotels.com ウェブサイト：
http://www.covilhaparquehotel.com.pt
その他の情報:
登録番号：661;
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;
テレビ/ビデオ鑑賞室; 娯楽室; ベッド数: 226; 部屋数: 131;
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;
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;
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;
支払い:
クレジットカード利用可;

Hotel Santa Eufémia
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Av. da Universidade 6200-507 Covilhã
： +351 275 310 210 ファックス： +351 275 310 210
Eメール: hotel.st.eufemia@viveaserra.com ウェブサイト：
http://www.viveaserra.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; 娯楽室;
ベッド数: 133; 部屋数: 79; スイートルーム数: 2; インターネット接続;
セントラルエアコン; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
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; ヘアドライヤー完備; 室内暖房;
喫煙室;

Eメール: info-reservas@casa-figueira-grande.com ウェブサイト：
http://www.casa-figueira-grande.com
特色とサービス:
テニスコート; 娯楽室; プール; ベッド数: 14; 部屋数: 6;
トイレ付きダブルルーム: 5; 本館ルーム: 6; 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 : 1; インターネット接続;
禁煙エリア; 喫煙エリア; ペット可; バー;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅;
客室設備:
室内暖房;
時刻表:
朝食時間: 08h30 - 10h30; ルームサービスご利用時間: 09h00 - 22h00;
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; 表示価格: $$$
(60€ - 90€);

H2otel Congress & Medical Spa
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Avenida das Termas 6215-604 Unhais da Serra
： +351 275 970 020 ファックス： +351 275 970 029
Eメール: H2otel@naturaimbhotels.com ウェブサイト：
http://www.h2otel.com.pt
その他の情報:
登録番号：637
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; 娯楽室; ベッド数: 188; 部屋数: 73;
スイートルーム数: 17; 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; 室内プール; 美容院;
ジャグジー; 表示価格: $$$$ (>90€); スパ;
アクセス:
屋外駐車場; 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: 08H00 ÀS 10H30; ルームサービスご利用時間: 08H00 ÀS
24H00;

Hotel Solneve
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Visconde da Coriscada, 126 6200-077 Covilhã
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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;

Hotel TRYP Dona Maria
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Alameda Pêro da Covilhã6200-507 Covilhã
： +351 275 310 000 ファックス： +351 275 310 009
Eメール: df.tdm@meliaportugal.com ウェブサイト：
http://www.trypdonamaria.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; 娯楽室; ベッド数: 174;
部屋数: 81; スイートルーム数: 6; 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; 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: 08h00 - 10h00; ルームサービスご利用時間: 08h00 - 24h00;

Luna Hotel Serra da Estrela
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Penhas da Saude - Cortes do Meio 6200-000 Covilhã
： +351 275 310 300 ファックス： +351 275 310 309
Eメール: hse@turistrela.pt ウェブサイト： http://www.turistrela.pt
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; 娯楽室; ペット可; ベッド数: 144; 部屋数: 77;
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; ショップ; テニスコート; サウナ; ジム;
ジャグジー; ミニゴルフ;
アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内電話; 室内金庫; 室内テレビ;
支払い:
クレジットカード利用可;

Pousada de Juventude da Serra da Estrela

： +351 275 323 001 ファックス： +351 275 314 773
Eメール: reservas@solneve.pt ウェブサイト： http://www.solneve.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; 娯楽室;
ペット可; ベッド数: 82; 部屋数: 40; スイートルーム数: 4;
インターネット接続; サウナ; ジム; ジャグジー; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
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;
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: 08h00-10h30; ルームサービスご利用時間: 08h00-23h00;

Lam Hotel dos Carqueijais
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Lugar Varanda dos Carqueijais - Serra da Estrela 6200-000
Covilhã
： +351 275 319 120 ファックス： +351 275 319 124
Eメール: reservas@turistrela.pt ウェブサイト： http://www.turistrela.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; 娯楽室;
ベッド数: 100; 部屋数: 49; スイートルーム数 : 1; プール; ショップ;
テニスコート;
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; 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;
支払い:
クレジットカード利用可;

Pena D'Água Boutique Hotel & Villas
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rua São Francisco Álvares, 256200-104 Covilhã
： +351 275 334 168
Eメール: manager@penadaguaboutiquehotel.pt ウェブサイト：
http://www.penadaguaboutiquehotel.pt
特色とサービス:
ベッド数: 52; 部屋数: 17; スイートルーム数: 10;

Puralã Wool Valley Hotel & Spa

ユースホステル
住所： Estrada Nacional 339Penhas da Saúde6200-073 Covilhã
： +351 275 335 375 / 961 112 200

宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Rua Alameda Pêro da Covilhã6201-909 Covilhã
： +351 275 330 400 ファックス： +351 275 330 440

Eメール: geral@pjserradaestrela.pt ウェブサイト：
http://www.pousadasjuventude.pt
特色とサービス:
ユースホステルカード; 食堂; 会議室; バー; ベッド数: 163; ダブルルーム:
25; 共同ルーム: 12; キッチン; 公衆電話; 朝食;
アクセス:
屋外駐車場;

Eメール: geral@naturaimbhotels.com ウェブサイト：
http://www.puralahotel.com.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;
テレビ/ビデオ鑑賞室; 娯楽室; ペット可; ベッド数: 200; 部屋数: 90;
スイートルーム数: 10; セントラルエアコン; サウナ; ジム; ジャグジー;
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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; バリアフリーのエリア／サービス: ベッドルーム;

Quinta da Vargem Turismo Rural
田園地帯観光 / アグロ・トゥリズモ
住所： Quinta da Vargem Unhais da Serra 6215-556 Covilhã

スカッシュ; スパ;
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; 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;
支払い:
クレジットカード利用可;

： +351 917 265 860
Eメール: quintadavargem.garrett@gmail.com ウェブサイト：
http://www.quintadavargem.com

Quinta do Circo

その他の情報:
登録番号：4616
チェックイン14Hの後に - 12時前にチェックしてください。事前にご予約
の24時間を受け入れた。彼らは要求前夜に食事を提供しています。
特色とサービス:
テニスコート; 娯楽室; プール; ベッド数: 16; 部屋数: 8;
テレビ/ビデオ鑑賞室; セントラルエアコン; インターネット接続;
禁煙エリア; ペット可;
アクセス:
屋外駐車場; ガレージ;
客室設備:
室内暖房; ヘアドライヤー完備;
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;
時刻表:
朝食時間: 9:00 - 10:30 ;

住所： Quinta do Circo, Bouça 6215-121 Cortes do Meio / Covilhã

エストレラ山脈を望むハウス。現在、訪問者のための非常に快適な魅力
のセットを結集エストレラ山脈、降雪に恵まれ、数ポルトガル地域の一
つ、の自然公園の周辺にあります。 Unhaisダセラは、谷間に位置し、清
潔できれいな水で川のビーチがありますされています。コビリャンの街
はA23は15キロ（Tortosendoに向かって出口番号30）でアクセスし、18
キロで、ポルト国際空港へは275キロです。家には、屋外プールのほか、
テニスコートに風景とアクセスの美しい景色を眺めることができます。
各客室には慎重に快適な木の床、ワークデスク、専用バスルームで飾ら
れています。全ての客室からは庭園を見渡すことができ、いくつかは、
プールエリアの景色を持っています。プロパティは、木々に囲まれてお
り、大規模な緑豊かな庭園を有しています。滞在中はさわやか朝食を楽
しんだり、共用ラウンジで社交することができます。地元料理を楽しむ
ために、ゲストが中心Unhaisダセラ、4キロに移動し、多くのレストラン
を訪れることができます。 4.5キロホテルH2Oは、スパと（5月から11月
オープン）スパがあるである、あります。私たちは、リラックスできる
マッサージのために、あるいは治療のために予約を行うことができます
。

Sport Hotel Gym + Spa
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Av. Frei Heitor Pinto, Bloco A6200-000 Covilhã
： +351 275 329 320 ファックス： +351 275 329 328
Eメール: geral@naturaimbhotels.com ウェブサイト：
http://www.naturaimbhotels.com
特色とサービス:
ベッド数: 190; 部屋数: 97; スイートルーム数: 6;

田園地帯観光 / アグロ・トゥリズモ
： +351 919 990 379
Eメール: casadocirco@gmail.com ウェブサイト：
http://www.quintadocirco.pt
その他の情報:
登録番号： 4322
行き方：
あなたは10メートル台の前に記号Bouçaを見るとTortosendoに向けてCov
ilhãの南、コルテスに出かけTortosendo過ごした後Unhaisダセラ、
9キロに向けて先頭に出口A23は、メイオ/
Bouçaを行う急激な上昇があります。それが右の経路をたどって" V"を見
つけたときに上昇、上に移動して。未舗装の道路に入り、常に+まっすぐ
に従う - あなたが緑のゲートと碑文「プレジャーサーカス農村の家」を見
つけるまで500メートル Rural"
特色とサービス:
娯楽室; プール; ベッド数: 8; 部屋数: 6; 本館ルーム: 3;
テレビ/ビデオ鑑賞室; 一戸建て数: 1 T3; 1T2; 1 T1;
トイレなしシングルルーム: 6; セントラルエアコン;
セントラルヒーティング; ペット可; 喫煙室;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅;
客室設備:
室内暖房;
バリアフリー案内:
身体障害者用設備;
支払い:
表示価格: $$ (30€ - 60€);
フィフス·サーカスに位置羊飼いのふもとリベイラDASコルテス/ Penhas
健康とバルコニーの谷に800メートルの高度でエストレラ（自然公園の保
護領域）の南斜面に。
名称「キンタサーカス""のパス牧師/カナダスプロパティに囲まれ、
「キンタCERCOを行う」に由来する。言語の利便性ではなく、 ""包囲""
の""サーカス""を使用する人々を導き、長期的に木曜日のサーカスと呼ば
れていた場合には、人気のある言語の伝統と使用のための尊重のうち、
そのままになります。
自然の夏はプール、冬はその水の音、雪、倍amiúdas 、第五に、周囲の
植生、村の家々を通して銅白、刻まれた棚田の丘、今日第5の下部にある
河川、働いていた、羊飼いのバルコニーと、私たちの前に立つエストレ
ラ山脈の壮大さは、カナダズ（パス牧師）がまだマークされ、村はベビ
ーベッドに変身、夜にライトアップされ、このサイトのユニークな場所
にする。
住宅反対丘の上の羊の放牧の鐘の鈴、鳥のさえずりは木曜日に、朝目覚
めた音である。
ここでは、自然と平和と調和の忘れられない瞬間を楽しみ、比類のない
美しさの風景遺産を満たすことができます。
カーサ·ダ· Levada 、ハウスとライムツリーハウスフィゲイラ：
「第5サーカス」 3家庭農村ツーリズムを持っています。
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これは、
500メートルBouçaする/コルテス村メイオを行うが追加配置されている。
家は高地コヴィーを通じてPenhas健康/タワー国道から離れた20キロです
。 SVUsとPenhas健康（ 8キロ）に直接アクセスできます。
村とエストレラ山脈を見渡すファームは、アグロフォレストリーの作物
や庭園の2ヘクタールを持っています。トイレ/更衣室、屋外で卓球台、お
よび様々な道具、農具や工芸品で、独自のプール（ 10mx5m ） 。

活動/何ができるか：
- 釣り
- 狩猟
- 牧師は/群れと羊飼い（マッチする活動）に従うビーイング
- （ ...ヴィンテージワイン、ブランデー、収穫、メッシュ、オリーブの収
穫、種まきポテトを作る） 、季節農業活動に参加
- パンや伝統的なケーキ作りに参加。
- 地域の動植物の発見を残して、羊飼いのカナダス/パスとシエラの空き領
域を通って自由に歩く。
- 村の団体が、伝統的なお祝いに通電活動/イベントに参加。
- 第五の徒歩圏内に、興味やレジャーの歴史的な場所をご覧ください。
- 練習スキーや冬の
- 遊ぶボードゲーム（テニス、チェッカー、チェス... ）
- 読み取り（家は小さなライブラリを持っている）
- 何/練習怠惰を行います。レスト/リラクゼーション、日常生活を圧縮。
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