宿泊施設
ポルトガル中部地方
Viseu
Casa da Sé

Casa de São Marcos

トゥリズモ・デ・アビタサォン

トゥリズモ・デ・アビタサォン

住所： R.Augusta Cruz, Nº12 3500-088 Viseu Portugal

住所： Rua Capitão Leitão, 34 3510-643 Farminhão

： +351 232 468 032 ファックス： +351 232 468 032
Eメール: info@casadase.net ウェブサイト：
http://www.casadase.net;http://www.facebook.com/casadase
特色とサービス:
インターネット接続; 禁煙エリア; セントラルヒーティング; バー;
テレビ/ビデオ鑑賞室; セントラルエアコン;
客室設備:
インターネット接続可; 室内暖房; 室内テレビ; 室内ミニバー; 室内電話;
支払い:
クレジットカード利用可; 表示価格: $$$ (60€ - 90€);
アクセス:
バス;
時刻表:
朝食時間: 8h-10h; ルームサービスご利用時間: 12h-00h00;
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;

Casa dos Gomes
田園地帯観光 / アグロ・トゥリズモ
住所： São João de Lourosa - 3500-899 Viseu
： +351 232 461 341 ファックス： +351 232 461 341
Eメール: info@casadosgomes.com ウェブサイト：
http://www.casadosgomes.com
その他の情報:
登録番号：1361;
特色とサービス:
娯楽室; プール; ベッド数: 14; 部屋数: 7; トイレ付きダブルルーム: 7;
本館ルーム: 7; レストラン;

特色とサービス:
部屋数: 9;

Douro Cister Hotel
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Quinta da Abadia VelhaVale de Varosa - Salzedas3610-175
Ucanha
： +351 254 671 110
Eメール: geral@dourocisterhotel.pt ウェブサイト：
http://www.dourocisterhotel.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; ベッド数: 71; 部屋数: 31;
インターネット接続; セントラルエアコン; プール; アパート数: 5; サウナ;
ジム; 室内プール; 美容院; 喫煙エリア; ベビーケア設備; 表示価格: $$$
(60€ - 90€); ランドリーサービス; スパ; 庭園;
アクセス:
屋外駐車場; 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;

Hotel Bela Vista

Hotel Avenida

宿泊施設 / ホテル / **

宿泊施設 / ホテル / **

住所： Rua Alexandre Herculano, 510 3510-035 Viseu

住所： Av. Alberto Sampaio,1 3510 - 030 Viseu
： +351 232 423 432 ファックス： +351 232 435 643
Eメール: geral@hotelavenida.com.pt ウェブサイト：
http://www.hotelavenida.com.pt
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: 61;
部屋数: 29; 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 Durão

： +351 232 990 220 ファックス： +351 232 990 229
Eメール: casadesaomarcos@sapo.pt

： +351 232 422 026 ファックス： +351 232 428 472
Eメール: geral@geoarea.pt
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: 64;
部屋数: 43;
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;
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 Grão Vasco
宿泊施設 / ホテル / ****
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宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Avenida da Bélgica, 203-A 3510-159 Viseu

住所： Rua Gaspar Barreiros 3510-032 Viseu
： +351 232 423 511 ファックス： +351 232 426 444

： +351 232 410 460 ファックス： +351 232 410 466
Eメール: info@hoteldurao.com ウェブサイト：
http://www.hoteldurao.com
特色とサービス:
ベッド数: 60; 部屋数: 30;

Hotel José Alberto
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Rua Cândido dos Reis, 42 3510-057 Viseu
： +351 232 440 440 ファックス： +351 232 440 442
Eメール: geral@hotelvis.pt ウェブサイト： http://www.hotelvis.pt
特色とサービス:
ベッド数: 61; 部屋数: 30; スイートルーム数: 2;

Eメール: geral@hotelgraovasco.pt ウェブサイト：
http://www.hotelgraovasco.pt
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; 娯楽室; ベッド数:
222; 部屋数: 107; スイートルーム数: 4; セントラルエアコン; プール;
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;
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 Onix
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Estrada Nacional 16 - Alto do Caçador - 3500-761 Viseu

Hotel Palácio dos Melos

： 232479243 ファックス： 232478744

宿泊施設 / ホテル / ****

Eメール: hotelonix@hotelonix.pt ウェブサイト： http://www.hotelonix.pt

住所： Rua Chão Mestre, nº 4 3500-103 Viseu
： +351 232 439 290 ファックス： +351 232 439 291
Eメール: palaciodosmelos@montebelohotels.com ウェブサイト：
http://www.hotelpalaciodosmelos.pt
その他の情報:
登録番号：386
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; テレビ/ビデオ鑑賞室;
ベッド数: 54; 部屋数: 26; 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; 表示価格: $$$ (60€ - 90€);
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; 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: 07:30 - 10:00;

Hotel Rubi
宿泊施設 / ホテル / *
住所： Via Caçador - EN 16 3510-761 Viseu
： +351 232 479 511 ファックス： +351 232 478 087
Eメール: hotelrubi@hotelrubi.pt ウェブサイト： http://www.hotelrubi.pt
特色とサービス:
ベッド数: 30; 部屋数: 17;

Montebelo Viseu Congress Hotel
宿泊施設 / ホテル / *****
住所： Urbanização Quinta do Bosque 3510-020 Viseu
： +351 232 420 000 ファックス： +351 232 415 400
Eメール: montebeloviseu@montebelohotels.com ウェブサイト：
http://www.montebelohotels.com
その他の情報:

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: 144; 部屋数: 72; スイートルーム数 : 1; 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; トラベラーズチェック利用可;

Hotel Principe Perfeito
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Bairro da Misericórdia - CabanõesSão João de Lourosa3500-322
VISEU
： +351 232 469 200 ファックス： +351 232 469 210
Eメール: hotelprincipeperfeito@montebelohotels.com ウェブサイト：
http://www.hotelprincipeperfeito.pt
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: 86;
部屋数: 43; スイートルーム数: 5; 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; テニスコート; ジム; 室内プール;
スカッシュ; ミニゴルフ; 表示価格: $$$ (60€ - 90€);
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; 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: 7:30 - 10:00; ルームサービスご利用時間: 12:30 - 15:00 / 19:30 22:30;

Hotel Rural Quinta Villa Meã
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登録番号：382
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: 326; 部屋数: 172;
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; プール; ショップ; サウナ; ジム; 室内プール;
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; 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: 07h00 - 10h00; ルームサービスご利用時間: 24 h;

田園地帯観光 / ルラル・ホテル

Pousada de Viseu

Eメール: viseu@movijovem.pt ウェブサイト：
http://www.pousadasjuventude.pt

住所： Povolide 3500-592 Viseu
： +351 232 930 030 ファックス： +351 232 931 081
Eメール: villamea@mail.telepac.pt ウェブサイト：
http://www.villamea.com
特色とサービス:
プール; ベッド数: 39; 部屋数: 21; テレビ/ビデオ鑑賞室;
客室設備:
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;

Pousada de Juventude de Viseu
ユースホステル
住所： Rua Aristides Sousa Mendes Portal do Fontelo 3500-033 Viseu
： +351 232 435 445 ファックス： +351 232 435 445

宿泊施設 / ポザーダ
住所： Rua do Hospital 3500-161 Viseu
： +351 232 457 320 ファックス： +351 232 421 128
Eメール: recepcao.viseu@pousadas.pt ウェブサイト：
http://www.pousadas.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: 168; 部屋数: 64; スイートルーム数: 20; インターネット接続;
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€); 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; 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;
時刻表:
朝食時間: 07h30 - 10h30 / 08h00 - 11h00;

Póvoa Dão
トゥリズモ・デ・アビタサォン
住所： Póvoa Dão 3500-546 Silgueiros
： +351 232 958 557 ファックス： +351 232 957 322
Eメール: povoadao@grupo-catarino.pt; allegro@grupo-catarino.pt
ウェブサイト： http://www.povoadao.com
特色とサービス:
インターネット接続; バー; レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室;
テニスコート; プール; アパート数: 3 T1; 4 T2; 1 T3 ; セントラルエアコン;
アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内暖房; 室内エアコン; 室内テレビ; 室内ミニバー;
支払い:
クレジットカード利用可;
時刻表:
朝食時間: 08h30 - 11h00;

Quinta de Arroteia
田園地帯観光
住所： Rio de Loba 3500-761 Viseu

特色とサービス:
ユースホステルカード; 会議室; ベッド数: 64; ダブルルーム: 8;
共同ルーム: 11;
支払い:
クレジットカード利用可;

Pátio do Avô
田園地帯観光 / カーザス・デ・カンポ
住所： Avenida de São Pedro, nº 58 - Routar
Torredeita
： +351 968 747 401 - 232 998 274

3510-839

Eメール: patiodoavo@familybubble.pt ウェブサイト：
http://www.familybubble.pt
特色とサービス:
ベッド数: 12; 部屋数: 6; トイレ付きダブルルーム: 2; 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; トイレなしダブルルーム:
4; インターネット接続; アパート数: 2; 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; バイクOK;
客室設備:
室内暖房; ヘアドライヤー完備; インターネット接続可;
時刻表:
朝食時間: 08:00 - 10:00; ルームサービスご利用時間: 11:00 - 15:00;
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; 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: 一部;

Quinta BEMBOA
田園地帯観光 / アグロ・トゥリズモ
住所： Lugar da Silveira, Aricera5110-051 Armamar, Viseu
： +351 96 969 62 03; +351 96 749 72 59; +351 254 858 245
Eメール: quintabemboa1@gmail.com ウェブサイト：
http://quintabemboa.com/
特色とサービス:
プール; ベッド数: 10; 部屋数: 5; 一戸建て数 : 1; セントラルエアコン;
セントラルヒーティング; スイートルーム数: 5; インターネット接続;
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： +3541 232 478 450 ファックス： +351 232 474 606
Eメール: info@quintadarroteia.com ウェブサイト：
http://www.quintadarroteia.com
その他の情報:
登録番号：1128;
特色とサービス:
部屋数: 6;

Quinta São Domingos

庭園;
客室設備:
室内テレビ; インターネット接続可; 室内エアコン;
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:
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, プール;

田園地帯観光 / カーザス・デ・カンポ

Quinta de Baixo

住所： Rua da Capela, N.º 6, Guimarães3505-350 Viseu

トゥリズモ・デ・アビタサォン
住所： Marzovelos - 3510-041 Viseu

： +351 232 92 41 54

： 232 421 035 ファックス： 232 421 739

Eメール: 47tomhart@gmail.com ウェブサイト：
http://www.quintasaodomingos.com
時刻表:
8:00 am - 8:00 pm;
その他の情報:
最低宿泊日数3泊
特色とサービス:
プール; ベッド数: 12; 部屋数: 6; トイレ付きダブルルーム: 6; 本館ルーム:
3; 別館ルーム: 3; 一戸建て数: 2 T1; 2 T2; インターネット接続; 喫煙OK;
庭園;
客室設備:
室内テレビ; ヘアドライヤー完備; インターネット接続可; 室内金庫;
支払い:
表示価格: $$$ (60€ - 90€); "オールインクルーシブ"料金;
バリアフリー案内:
バリアフリーのエリア／サービス: プール;
実際のポルトガルを訪問

Viseu Garden Hotel
宿泊施設 / ホテル / ***
住所： Vermum - Campo 3510-469 Viseu
： +351 232 430 050 ファックス： +351 232 430 059

Eメール: info@quintadebaixo.com ウェブサイト：
http://www.quintadebaixo.com
特色とサービス:
娯楽室; ベッド数: 10; 部屋数: 5; トイレ付きダブルルーム: 3; 本館ルーム:
5; プール; トイレなしダブルルーム: 2;

Solares de Portugal - Quinta de São Caetano
トゥリズモ・デ・アビタサォン
住所： Rua Poça das Feiticeiras, 38 3500-639 Viseu
： +351 232 423 984; +351 258 93 17 50 ファックス： +351 232
423 984; +351 258 93 13 20
Eメール: saocaetano@solaresdeportugal.pt; info@center.pt
ウェブサイト： http://www.center.pt;http://www.solaresdeportugal.pt/PT/s
olar.php?casaid=75
その他の情報:
登録番号：1217;
アクセス:
屋外駐車場;
特色とサービス:
娯楽室; 部屋数: 6; プール;

Eメール: geral@viseugardenhotel.com ウェブサイト：
http://www.viseugardenhotel.com
特色とサービス:
セントラルヒーティング; バー; ペット可; ベッド数: 120; 部屋数: 60;
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€);
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; 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: 7:00-10:00;
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