HOTEL SUMMARY - FACT SHEET
Location

連絡案内
Ferienart Resort & Spa

3906 Saas-Fee
Switzerland
電話:

+41 (0) 27 9581900

Fax :

+41 (0) 27 9581905

携帯番号:

+41 (0) 79 5093125

インターネット:

www.ferienart.ch

Eメール:

reservation@ferienart.ch

総部屋数: 83
Price range: 223 - 824 CHF
Meal:
Breakfast for inklusive CHF
Buffet for inklusive CHF
Half-Board inklusive CHF
Closed period:
から 1.5.2007 まで 31.5.2007
から 1 まで 1
チェックイン 14.00

チェックアウト 12.00

ホテルタイプ
-

リゾート
ゴルフリゾート
家族向けホテル
Rural/Agro Tourism
Events

-

エステティック／付属施設
ロッジ
Sports Hotel
Ski Resort

Facilities
Hotel Facilities

Room Facilities

- バー
- 駐車場
- 身障者用設備
- シャトルバス
- インターネット可ロビー
- W-LAN (ワイヤレスイン
ターネット)
- レストラン
- ペット可
- ランドリーサービス
- ルームサービス
- 託児所
- 会議室
- 直通電話
- 直通外線電話
- エレベーター
- 6 Restaurants

-

禁煙
テレビ
電話
ミニバー
インターネットアクセス
金庫
ヘアドライヤー
トイレ／浴室
ビデオ

Leisure Facilities
- ジム-/フィットネス
- エステティック／付属施設 1200m2 (Erlebnispool,
Whirlpool, Thermen, Saunen)
- ジャグジー
- マッサージ
- サウナ 2 verschiedenen Saunen

一般記述
日常の世界から離れた健やかな空間で、心地良いリラク
ゼー ションとリフレッシュができるホテルが「バカンスアー
ト・リゾートと温泉」です。
ホテル位置
-

街中心部 0,2 km
都市部 0,2 km
駅 36 km
電車／バス 0,5 km
高速道路 90 km
郊外
山 - in front of your door, great view!
Nearest big city

Brig 36 km
行き方
車で
Having arrived at Terminal A of the multistorey
covered car park at the village please contact
us by just giving us a call fom one of the many
free of charge telephones. We will then pick
you up with one of our electro-taxis and take
you to our hotel.
公共交通
You will get off at Brig whose station has got
various internatinal connections. From here a
post-bus will take you up to Saas-Fee every
hour. On this journey you will get the most of
an impressive alpine landscape.
特記事項
You are looking for a unique place for your
seminar, your training, your conference, or
your event? Are you favouring the look-andsay-method? Congratulations, with us you
have found the right partner for a very special
occasion. Discover the unexpected!
通用言語
- Deutsch
- Italiano

- English

- Français

- 屋内プール
- 児童遊技場
- 図書館
- ゴルフ Indoor-Golfsimulator
- 水上スポーツ Aqua fit im Erlebnispool
- ウィンタースポーツ
- 運動場 im Sommer mit KunstrasenFussballplatz
- Shops Intersport Ferienart Sport & Fashion
クレジットカード
-

アメリカンエクスプレス
ダイナーズクラブ
Bonuscard
MAESTRO

- ビザ
- ユーロ／マスターカード
- Postcard

FERIENART RESORT & SPA WISHES YOU A NICE STAY
your direct contact to hotels worldwide! www.ghix.com
© copyright by global hotelindex ltd. 2007 - all rights reserved. www.globalhotelindex.com

