宿泊施設
アレンテージョ
Alcácer do Sal
Aldeamento Turistico Casas da Comporta

Aldeamento Turístico Herdade de Montalvo

アルデアメント・トゥリスティコ / ****

アルデアメント・トゥリスティコ / ****

住所： Comporta 7580-909 Alcácer do Sal

住所： Estrada Nacional 253 - km 14,7 7580-247 Alcácer do Sal

： +351 265 497 211 ファックス： +351 265 497 283

： +351 265 619 441 ファックス： +351 265 619 440

Eメール: geral@casasdacomporta.net ウェブサイト：
http://www.casasdacomporta.net

Eメール: montalvo.tur@sapo.pt ウェブサイト：
http://www.herdademontalvo.com

その他の情報:
登録番号：3765
特色とサービス:
セントラルエアコン; プール; ベッド数: 236; アパート数: 72;
インターネット接続; セントラルヒーティング;
アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内エアコン; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備; 室内暖房; 喫煙室;
支払い:
クレジットカード利用可; 表示価格: $$$$ (>90€);

その他の情報:
登録番号：89;
特色とサービス:
サウナ; テニスコート; バー; ジム; プール; ベッド数: 300; ベビーケア設備;
ベビーシッター; レストラン; 禁煙エリア; 喫煙エリア; 一戸建て数: 102;
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;
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;

Casa das Cegonhas
田園地帯観光 / アグロ・トゥリズモ
住所： Herdade de Porches, Vale de Guizo7580-091 Alcácer do Sal
： +351 935 075 353; +351 917 887 071

Casa do Sossego
現地の宿泊施設

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

住所： 7580-321 Alcácer do Sal

特色とサービス:
プール; ベッド数: 12; スイートルーム数: 6;

Eメール: mrarsenio@gmail.com ウェブサイト：
http://www.homeaway.pt/arrendamento-ferias/p1055058

Casas do Sal
田園地帯観光 / カーザス・デ・カンポ
住所： Herdade da Boavista apartado 124 7580-999 Alcácer do Sal
： +351 93 222 26 21 - 265 612 350 ファックス： +351 265 612 350
Eメール: casasdosal@gmail.com ウェブサイト：
http://www.casasdosal.pt
特色とサービス:
テニスコート; 娯楽室; プール; 部屋数: 8; スイートルーム数: 4;
禁煙エリア; 喫煙エリア; ベビーシッター; バー; 喫煙室;
アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内暖房; 室内テレビ; ヘアドライヤー完備; 室内ミニバー;
時刻表:
朝食時間: 09h00 - 11h00; ルームサービスご利用時間: 10h00 - 12h00;

： +351 962 046 060

アクセス:
屋外駐車場;
客室設備:
室内テレビ;
特色とサービス:
ベッド数: 2; 部屋数 : 1; 同性愛者許容; 専用バスルーム付きの部屋;
キッチン; テラス; 共同ルーム;
支払い:
クレジットカード利用可; 表示価格: $$ (30€ - 60€);
"オールインクルーシブ"料金;
バリアフリー案内:
入口へのバリアフリー経路: 一部; バリアフリー入口: 一部;
建物内のバリアフリー通路: 一部;

Cocoon Eco Design Lodges
キャンプ場 / 公共の
住所： Herdade da Comporta, parcela 1057580-610 Comporta
： +351 92 93 08 371
Eメール: info@cocoonlodges.com ウェブサイト：
https://www.cocoonlodges.com

Hotel Rural da Barrosinha
宿泊施設
住所： Barrosinha - Estrada Nacional nº 5 7580-103 Alcácer do Sal
： +351 265 623 142 ファックス： +351 265 613 797

特色とサービス:
キャラバン設備; テント設備;

Eメール: cabarrosinha@cabarrosinha.pt ウェブサイト：
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Parque de Campismo Municipal de Alcácer do Sal

http://www.cabarrosinha.com
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:
34; 部屋数: 15; スイートルーム数: 2; 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; 鉄道駅;
客室設備:
室内エアコン; 室内電話; 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;

キャンプ場 / 公共の

住所： Olival do Coronel 7580-001 Alcácer do Sal
： +351 265 612 303 ファックス： +351 265 610 079
Eメール: cmalcacer@mail.telepac.pt ウェブサイト： http://www.cmalcacerdosal.pt
特色とサービス:
キャラバン設備; テント設備; 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;
スナックバー; バー; クリーニング; アイロンあり; 洗濯機; スーパー;
プール; レンタルテント; 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;

Pousada Castelo de Alcácer
宿泊施設 / ポザーダ
住所： Castelo de Alcácer 7580-197 Alcácer do Sal
： +351 265 613 070 ファックス： +351 265 613 074

Vale do Gaio Hotel
宿泊施設 / ホテル / ****

Eメール: recepcao.dafonso@pousadas.pt ウェブサイト：
http://www.pousadas.pt

住所： Barragem Trigo de Morais 7595-034 Torrão

特色とサービス:
バー; レストラン; 娯楽室; ベッド数: 70; 部屋数: 32; スイートルーム数: 3;
禁煙エリア; プール; 表示価格: $$$$ (>90€);
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; 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;

Eメール: info@valedogaio.com ウェブサイト：
http://www.valedogaio.com

： +351 265 669 610 ファックス： +351 265 669 545

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: 28; 部屋数: 14;
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; 表示価格: $$$$ (>90€);
アクセス:
屋外駐車場;
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: 08h30 - 11h00; ルームサービスご利用時間: 08h00 - 00h30;
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