宿泊施設
ポルトガル中部地方
Luso
Grande Hotel de Luso

Hotel Alegre

宿泊施設 / ホテル / ****

宿泊施設 / ホテル / ***

住所： Rua Dr. Cid de Oliveira, 86 3050-210 Luso

住所： Rua Emídio Navarro nº 2 3050-244 Luso

： +351 231 937 937 ファックス： +351 231 937 930
Eメール: reservas@hoteluso.com ウェブサイト：
http://www.hoteluso.com;http://www.facebook.com/HoteldeLuso
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: 261; 部屋数: 117;
スイートルーム数: 3; 禁煙エリア; セントラルエアコン; プール;
室内プール; スカッシュ; 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; 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: 08h00-10h30;

： +351 231 930 256 ファックス： +351 231 930 556
Eメール: geral@alegrehotels.com ウェブサイト： http://www.alegrehotel
s.com;http://www.youtube.com/watch;http://www.youtube.com/HotelAlegr
e
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: 36; 部屋数: 18; インターネット接続; プール;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅;
客室設備:
室内電話; 室内テレビ;
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 Eden
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Emídio Navarro 3050-224 Luso- Mealhada
： +351 231 930 191 ファックス： +351 231 930 193
Eメール: geral@hoteleden.pt ウェブサイト： http://www.hoteleden.pt

Hotel Central
宿泊施設 / ホテル / **
住所： Rua Emidio Navarro, 20 3050-244 Luso
： +351 231 939 254 ファックス： +351 231 939 042
Eメール: geral@hotelcentral-luso.com ウェブサイト：
http://www.hotelcentral-luso.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;
ペット可; ベッド数: 30; 部屋数: 15; 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: $$ (30€ - 60€);
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;
アクセス:
バス; 鉄道駅; ガレージ;
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: 08h00-10h00;

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: 83; 部屋数: 57; 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; プール; ショップ;
テニスコート; ジム; 室内プール; 美容院; ミニゴルフ;
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;
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;

Vila Aurora
トゥリズモ・デ・アビタサォン
住所： Rua Barbosa Collen, nº 6 3050-243 Luso
： +351 231 930 150 ファックス： +351 231 930 150
Eメール: vilaaurora@vilaaurora.com ウェブサイト：
http://www.vilaaurora.com

Solares de Portugal - Vila Duparchy
トゥリズモ・デ・アビタサォン
住所： Luso 3050-235 Luso
： +351 231 930 790; +351 258 93 17 50 ファックス： +351 231
930 307; +351 258 93 13 20
Eメール: info@center.pt ;duparchy@solaresdeportugal.pt;
principe.santos@clix.pt ウェブサイト：
http://www.solaresdeportugal.pt/EN/solar.php

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; テレビ/ビデオ鑑賞室;
ベッド数: 13; 部屋数: 6; トイレ付きダブルルーム: 6; 本館ルーム: 6;
テニスコート; プール; 喫煙室; セントラルエアコン; ペット可;
ジャグジー; スカッシュ;
アクセス:
屋外駐車場; バス; 鉄道駅;
客室設備:
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アクセス:
屋外駐車場;
特色とサービス:
テレビ/ビデオ鑑賞室; ベッド数: 9; 部屋数: 6; プール;

ヘアドライヤー完備; 室内暖房; 室内エアコン; 室内テレビ; 室内電話;
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: $$
(30€ - 60€);
時刻表:
朝食時間: 08h30-11h00; ルームサービスご利用時間: 08h00-24h00;
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