宿泊施設
アソーレス諸島
Angra do Heroísmo
Angra Central Hotel

Azoris Angra Garden

宿泊施設 / ホテル / **

宿泊施設 / ホテル / ***

住所： Alto das Covas 29/31 9700-220 ANGRA DO HEROÍSMOIlha
Terceira
： +351 295 212 095

住所： Praça Velha 9700-201 Angra do Heroísmo

Eメール: angracentralhotel@gamil.com ウェブサイト：
http://www.angracentralhotel.com
特色とサービス:
ベッド数: 42; 部屋数: 21;

： +351 295 206600 ファックス： +351 295 206650
Eメール: centraldereservas@azorishotels.com;
reservas.angra@azorishotels.com ウェブサイト：
http://www.azorishotels.com/home
特色とサービス:
レストラン; 部屋数: 120; サウナ; ジム; 室内プール; ジャグジー;

Casa do Pombal

Hotel do Caracol

田園地帯観光 / カーザス・デ・カンポ
住所： Canada do Pombal, 37 - S. Mateus 9700-585 Angra do Heroísmo
： +351 295 333 154 - 96 853 04 98 ファックス： +351 295 642 270
Eメール: casadopombal@hotmail.com ウェブサイト：
http://www.casadopombal.com
特色とサービス:
部屋数: 4; 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; ペット可;
客室設備:
室内テレビ; 室内電話; 室内金庫; 室内ミニバー;
アクセス:
バス;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備;
支払い:
表示価格: $$$ (60€ - 90€);

Pousada de Juventude de Angra do Heroísmo
ユースホステル
住所： Negrito - São Mateus 9700-554 Angra do Heroísmo - São Mateus
da Calheta
： +351 295 642 095 ファックス： +351 295 642 095
Eメール: pja.angra@oninet.pt ウェブサイト：
http://www.pousadasjuventude.pt

宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Estrada Regional, nº1 Silveira 9700-193 Angra do Heroismo
： +351 295 402 600 ファックス： +351 295 402 610
Eメール: dep.comercial@hoteldocaracol.com ウェブサイト：
http://www.hoteldocaracol.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: 195; 部屋数: 100; 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; ジム; 室内プール; ジャグジー; 喫煙エリア; ベビーケア設備;
スカッシュ; 表示価格: $$$$ (>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; 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: 10h30 - 23h30;

Pousada S. Sebastião

特色とサービス:
ユースホステルカード; 食堂; バー; ベッド数: 71; 共同ルーム: 10;
キッチン; ロッカー; 公衆電話; テレビ/ビデオ鑑賞室; レンタル自転車;
朝食;
アクセス:
屋外駐車場;
バリアフリー案内:
車椅子用通路の設備;

Quinta da Nasce Água (TH)
トゥリズモ・デ・アビタサォン
住所： Lugar da Nasce Água - Vinha Brava 9700-236 Angra do
Heroísmo
： +351 295 628 500/3 ファックス： +351 295 628 502

宿泊施設 / ポザーダ
住所： Rua do Castelinho, s/n, 9700-045 Angra do Heroísmo9700 - 045
Angra do Heroísmo
： +351 295 403 560 ファックス： +351 295 218 189
Eメール: reservas.pousadasaosebastiao@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: 58; 部屋数: 29; 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; プール; 喫煙エリア;
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; 喫煙室;
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Eメール: nasceagua@mail.telepac.pt ウェブサイト：
http://www.quintadanasce-agua.com
特色とサービス:
部屋数: 10;

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; ルームサービスご利用時間: 08h00-00h00;

QUINTA DAS MERCÊS (TH)

Quinta de São Carlos

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： Caminho do Meio 38 São Carlos, S Pedro 9700-222 Angra do
Heroísmo
： +351 295 332 298 ファックス： +351 295 331 566
Eメール: scarlosquinta@sapo.pt ウェブサイト：
http://www.quintadesaocarlos.com
特色とサービス:
部屋数: 6;

Terceira Mar Hotel
宿泊施設 / ホテル / ****
住所： Portões de S. Pedro, 1 9700-097 Angra do Heroísmo
： +351 295 402 280 ファックス： +351 295 402 288/9
Eメール: terceiramarhotel@bensaude.pt ウェブサイト：
http://www.bensaude.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: 174; 部屋数: 139;
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; テニスコート; サウナ; ジム; 室内プール; 美容院; ジャグジー;
ベビーケア設備; 表示価格: $$$$ (>90€);
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;
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: 07h30 - 22h00;

住所： Caminho de Baixo S/N - São Mateus 9700-559 Angra do
Heroismo
： 00351 295 642 588 ファックス： 00351 295 642 540
Eメール: reservas@quintadasmerces.com ウェブサイト：
http://www.quintadasmerces.com
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;
レストラン; テレビ/ビデオ鑑賞室; 娯楽室; 部屋数: 9; スイートルーム数 :
1; プール; 喫煙エリア; サウナ; ジム; ミニゴルフ;
客室設備:
室内暖房;
支払い:
クレジットカード利用可;
アクセス:
バス;

Quinta do Rossio
田園地帯観光
住所： Lugar do Rossio, nº 20 Altares 9700-301 Angra do Heroismo
： +351 295 908 325; 96 236 11 39
Eメール: info@quintadorossio.com ウェブサイト：
http://www.quintadorossio.com
特色とサービス:
部屋数: 3; 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; ペット可;
客室設備:
ヘアドライヤー完備;
支払い:
表示価格: $$ (30€ - 60€);
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