
船内でのお飲み物は有料です。（ミネラルウォーター1本、ビュッフェレストランでのコーヒー、紅茶、ジュース除く）
お得なオールインクルーシブ・ドリンクパッケージは下記の3つをご用意しております。 2015.3
※お一人様一日あたりの夜のお飲み物のご料金です。この他の情報につきましては、チケット購入の際お尋ねいただくか、www.pullmantur.esをご覧ください。

※5歳未満のお子様は、プレミアムまたはプラスのチケットをお持ちの大人の方が同伴の場合、無料となります。

事前購入 船内購入 事前購入 船内購入 事前購入 船内購入

€30/US＄40 €35/US＄45 €15/US＄20 €18/US＄23 €5*/US＄7* €7*/US＄10*

コーヒー【LAVAZZA COFFEE】 コーヒー【LAVAZZA COFFEE】 コーヒー【LAVAZZA COFFEE】
エスプレッソコーヒー エスプレッソコーヒー エスプレッソコーヒー
ミルク入りエスプレッソ ミルク入りエスプレッソ ミルク入りエスプレッソ
ミルク入りコーヒー ミルク入りコーヒー ミルク入りコーヒー
カフェインレスコーヒー カフェインレスコーヒー カフェインレスコーヒー
カプチーノ カプチーノ カプチーノ
カフェボンボン カフェボンボン カフェボンボン
(甘いコンデンスミルク+エスプレッソ) (甘いコンデンスミルク+エスプレッソ) (甘いコンデンスミルク+エスプレッソ)
チョコレート(ココア) チョコレート(ココア) チョコレート(ココア)
カラヒージョ(コーヒー+ブランデー等の蒸留酒) カラヒージョ(コーヒー+ブランデー等の蒸留酒)

紅茶【MHAI DIVA】 紅茶【MHAI DIVA】 紅茶【MHAI DIVA】
アールグレー アールグレー アールグレー
イングリッシュブレックファスト イングリッシュブレックファスト イングリッシュブレックファスト
ダージリン ダージリン ダージリン
ヴェルデ ヴェルデ ヴェルデ
ミエル(蜂蜜) ミエル(蜂蜜) ミエル(蜂蜜)
レモン レモン レモン
ビルベリー ビルベリー ビルベリー
ミント ミント ミント
ルイボス ルイボス ルイボス
レモングラス レモングラス レモングラス
カモミール カモミール カモミール
シナモン シナモン シナモン

フルーツジュース(グラスでのご提供) フルーツジュース(グラスでのご提供) フルーツジュース(グラスでのご提供)

オレンジ オレンジ オレンジ
ピーチ ピーチ ピーチ
アップル アップル アップル
パイナップル パイナップル パイナップル
トマト トマト トマト
オレンジグアバ オレンジグアバ オレンジグアバ

ワイン(グラスでのご提供) ワイン(グラスでのご提供)

白ワイン(ドン・ルチアーノ) 白ワイン(ドン・ルチアーノ)
赤ワイン(ドン・ルチアーノ) 赤ワイン(ドン・ルチアーノ)
ロゼ(Uxue) ロゼ(Uxue)
スパークリング(ハウメ・セラ) スパークリング(ハウメ・セラ)

ソムリエの厳選ワイン
*D.O 原産地呼称
基準をクリアした高品質ワイン
リオハ(白)
リベラ・デル・ドゥエロ(白)
リオハ(赤)
リベラ・デル・ドゥエロ(赤)
ナバーラ(ロゼ)
スパークリングワイン

生ビール(グラスでのご提供) 生ビール(グラスでのご提供)

Mahou(マオウ)など(250ml) Mahou(マオウ)など(250ml)

缶ビール/瓶ビール 缶ビール/瓶ビール
マオウ(Mahou) マオウ(Mahou)
マオウ(Mahou)ノンアルコール マオウ(Mahou)ノンアルコール
ヴァルシュタイナー
コロナエキストラ
サッポロ
アサヒ
アムステル
ハイネケン
カールスバーグ

ソフトドリンク(330ml缶でのご提供) ソフトドリンク(グラスでのご提供） ソフトドリンク(グラスでのご提供）
ペプシ ペプシ ペプシ
ペプシゼロ ペプシゼロ ペプシゼロ
セブンアップ セブンアップ セブンアップ
KASオレンジ(炭酸飲料) KASオレンジ(炭酸飲料) KASオレンジ(炭酸飲料)
KASレモン(炭酸飲料) KASレモン(炭酸飲料) KASレモン(炭酸飲料)
KASトニック(炭酸飲料) KASトニック(炭酸飲料) KASトニック(炭酸飲料)
Trinaranjus KASトニック(炭酸飲料)
アクエリアス

プレミアム プラス グッピー
最高級銘柄のアルコール飲料を含む

全てのお飲み物を楽しみたいお客様に。

ソフトドリンク、最高級アルコール飲料を含む
ほとんどののお飲み物をお楽しみいただけま

す。

18歳以下のお子様用。アルコール飲料以外の

お飲み物をお楽しみいただけます。



エナジードリンク(缶)
レッドブル

ノンアルコールカクテル ノンアルコールカクテル ノンアルコールカクテル
ドゥルセ・ロサ ドゥルセ・ロサ ドゥルセ・ロサ
バージン・メアリー バージン・メアリー バージン・メアリー
サンフランシスコ サンフランシスコ サンフランシスコ
バンコク・ボンゴ バンコク・ボンゴ バンコク・ボンゴ

アルコール入りカクテル アルコール入りカクテル

クラシック クラシック
キール キール
キール・ロワイヤル キール・ロワイヤル
ブラッディ・メアリー ブラッディ・メアリー
カイピリーニャ カイピリーニャ
マンハッタン マンハッタン
マルガリータ マルガリータ
モヒート モヒート

トロピカル トロピカル
テキーラ・サンライズ テキーラ・サンライズ
コスタ・アスール コスタ・アスール
ダイキリ ダイキリ
フェリス・クルセーロ フェリス・クルセーロ
パライソ パライソ
ピニャコラダ ピニャコラダ

ロングカクテル ロングカクテル
カクテル・バカルディ カクテル・バカルディ
デストルニジャドール デストルニジャドール
ファシネーション ファシネーション
カミカゼ カミカゼ
トム・コリンズ トム・コリンズ
トルネード トルネード

ジン
パーフェクト・ヘンドリクス
トロピカル・タンカレー
ビフィータ24

クラシック&シャンディー クラシック&シャンディー
サングリア サングリア
ティント・デ・ヴェラノ ティント・デ・ヴェラノ
ディアボロ ディアボロ
パナシェ パナシェ
モナコ モナコ
タンゴ タンゴ
ペロケット ペロケット
トマト トマト

食前酒 食前酒
マティーニ・ロッソ マティーニ・ロッソ
マティーニ・ビアンコ マティーニ・ビアンコ
ドライ・マティーニ ドライ・マティーニ
パスティス45 パスティス45
カンパリ・ビター カンパリ・ビター
リカール リカール
ペルノ ペルノ

シェリー & ポートワイン シェリー & ポートワイン
マンサニーリャ・ラ・ギータ マンサニーリャ・ラ・ギータ
ラ･イーナ・フィノ ラ･イーナ・フィノ
ワレズ・ヘリテージ・ルビー・ポート ワレズ・ヘリテージ・ルビー・ポート
ワレズ・ヘリテージ・ホワイト・ポート ワレズ・ヘリテージ・ホワイト・ポート
プレミアム・ポート
ティオ・ぺぺ

ブランデー & コニャック ブランデー & コニャック
ソベラノ ソベラノ
エスプレンディド エスプレンディド
トーレス5年
カルロス・テルセーロ
カルロス・プリメーロ

スコッチウィスキー スコッチウィスキー
バランタイン バランタイン
グランツ グランツ
J & B J & B
デュワーズ デュワーズ 
カティーサーク カティーサーク
ジョニーウォーカーレッド ジョニーウォーカーレッド
ジム・ビーム ジム・ビーム
レゼルバ
シーバスリーガル
ジョニーウォーカーブラック

バーボンウィスキー
ジャックダニエル



シングルモルトウィスキー
グレンフィディック12年

スペインウィスキー スペインウィスキー
DYC8年 DYC8年

ウォッカ ウォッカ
ストリチナヤ ストリチナヤ
エリストフ エリストフ
アブソルート・ブルー アブソルート・ブルー
スミノフ・レッド スミノフ・レッド
アルブ・ド・ヴィゾン アルブ・ド・ヴィゾン
アブソルート・レモン
グレイグース
スミノフ・ゴールド

ラム ラム
バカルディ・シルバー バカルディ・シルバー
キャプテンモルガン・ゴールド キャプテンモルガン・ゴールド
マリブ マリブ
カシャーサ カシャーサ
カシケ カシケ
ブルガル・エクストラ・ヴィエホ
マツサレム・アネホ
バルセロ・インペリアル

ジン ジン
ラリオス(スペイン) ラリオス(スペイン)
ゴードンズ ゴードンズ
ビーフィーター ビーフィーター
タンカレー
ボンベイ・アスール
タンカレー10
ロンドン No.1
ヘンドリックス
ビーフィーター24

テキーラ テキーラ
サウザ・ゴールド サウザ・ゴールド
この他、寄港地により3銘柄のテキーラをご用意しております。 この他、寄港地により3銘柄のテキーラをご用意しております。

クエルボ・ゴールド
この他、寄港地により3銘柄のテキーラをご用意しております。

リキュール リキュール
マリー・ブリザー マリー・ブリザー
リモンチェッロ リモンチェッロ
サンブーカ サンブーカ
アマレット・イタリアーノ アマレット・イタリアーノ
グアパ・ジュリア・レゼルバ グアパ・ジュリア・レゼルバ
グラン・ポミエ(リンゴ) グラン・ポミエ(リンゴ)
グラン・ペーシュ(ピーチ) グラン・ペーシュ(ピーチ)
ベイリーズ ベイリーズ
アマレット・ディ・ サロンノ アマレット・ディ・ サロンノ
フェルネット・ブランカ フェルネット・ブランカ
カルーア カルーア
サンブーカ・ロマーナ サンブーカ・ロマーナ
ティア・マリア(コーヒー) ティア・マリア(コーヒー)
リモンチェッロ・ヴィッラ・マッサ リモンチェッロ・ヴィッラ・マッサ
リコール43 リコール43
リコール・デ・イエ リコール・デ・イエ
オルホ・ルアヴィエ オルホ・ルアヴィエ
(スペインブランデー、ワインを醸造する際の葡萄の絞り残しを蒸留したもの) (スペインブランデー、ワインを醸造する際の葡萄の絞り残しを蒸留したもの)

ポワレ・ウィリアムス(洋ナシ) ポワレ・ウィリアムス(洋ナシ)
オー・ド・ヴィー・ミラベル・ラ・デュセス オー・ド・ヴィー・ミラベル・ラ・デュセス
オー・ド・ヴィー・フランボワーズ・ラ・デュセス オー・ド・ヴィー・フランボワーズ・ラ・デュセス
パチャラン・ソコ パチャラン・ソコ
(すももを使用したスペインナヴァラ州の
伝統的リキュール) (すももを使用したスペインナヴァラ州の
伝統的リキュール)
パチャラン・ベイン パチャラン・ベイン
(リンボクの実から作られるスペインナヴァラ州
の伝統的リキュール)(リンボクの実から作られるスペインナヴァラ州
の伝統的リキュール)
アニス・モノ・ドゥルセ アニス・モノ・ドゥルセ
アニス・マチャキート・セコ
グランマルニエ
コアントロー
ポンチェ・カバジェロ 
フランジェリコ
この他、2銘柄のプレミアムリキュール
をご用意しております。

ミネラルウォーター(ボトル)
ガスあり/なし　1.5L
ガスあり/なし　0.5L

≪パッケージについて≫
18歳未満のお子様はアルコール飲料を含むパッケージをお買い求めいただくことができません。
パッケージをご利用でないお客様は、バーのメニューをご覧いただき、代金と引き換えにてご注文ください。
購入されたドリンクパッケージを他のお客様と共用することはできません。
すべてのお飲み物は一杯ずつのご提供となります。

≪プレミアムドリンクについて≫
旅程により、ご提供できないお飲み物、銘柄がある場合には、代わりのお飲み物、銘柄をご用意いたします。
お飲み物、銘柄の変更につきましては事前にお知らせできませんことをご了承ください。


















