ベルギービール飲み比べ

ガソリンスタンド

異国ではじめての給油は何かと不安なものです。
ヨーロッパでは、ほとんどがセルフサービスです
ので、以下のポイントを押さえておきましょう。

住

事前に以下の３点を知っておきましょう！
①燃料の種類 ②給油口の位置 ③給油口のカバーの開け方
【燃料の種類】
ヨーロッパでは一般的に３種類に分かれます。
Diesel

ディーゼル

・ 番号（95,98 など）で分かれ
ている場合が多いので覚え
ておくと便利です。
・ 給油の油種を間違えると故
障の原因となります。

大きく３つに分かれます。

【端末機の操作の仕方】

給油機の番号

燃料のリッター数と
金額が表示されます。

※操作方法は機種によって異なります。

（フランス語）

Bonjour, je voudrais pour 20euros du Euro95 au pompe número 3, s'il vous plaît.
ジュブドレ

ポー

バンユーロドゥ ユーロキャトルバンキャンズ オ ポンプ

ヌメロ

トア

シルヴプレ

（オランダ語）

Dag, pomp nummer 3 voor 20 euros 95. Alf u blef.
ダー

ポンプ

ヌメー

甘み

ドリー フォー トウェント ユーロ ヴェイフ エン ネヒュトゥヒュ . アシュブリフ

※ガソリンスタンドで駐車中、目を離した隙に車内のバッグ等を盗まれる事故が多々ありますので、くれぐれもご注意ください。

INGELMUNSTER

TRIPEL
甘み

コク

苦み

甘み

コク

外国産のチェリーグミの匂い。酸っ
ぱさも感じる。フルーツビールの中
ではクセのあるビールで、さわやか
なチェリーコークを飲んでいるみた
い。

苦み

コク

フルーツジュースのような甘い良い
匂い。アルコール感が強く、ツーン
とホップの苦みがする。アルコール
度数が 11％と非常に高く、チビチビ
と味わいながら飲みたいビール！
掲載元 URL：http://www.vanhonsebrouck.be
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[ 福島 名産 ]

ライスバーム

私の出身地である福島市の土産物として、
米粉を使ったバームクー
ヘン、バウムラボ樹楽里 ( きらり ) のライスバームが最近密かに
人気です。

■お取寄せに関するお問い合わせ
サカイヨーロッパ Email : belgium@transeuro.jp

こんにちは。給油機 3 番で、レギュラー（Euro95）を 20 ユーロ分お願いします。
ボンジュール

ROUGE

自然樹 玄米
税込 1,296 円（送料別途）
焙煎玄米を使用した
無添加バウム。
©KIRARI All Rights Reserved

小麦では味わえない、米粉独特の風味とモチモチした食感が評判
のスイーツです。(^̲^)
商品に関する詳細は http://b-kirari.jp/shop/ をご覧下さい。

給油機付近にあるカード端末機にカードを差込む。
▼
ENTER PUMP NUMBER and PRESS <OK>
ENTREZ No DE POMPE et APPUYEZ<OK>
KIES POMPNUMMER en DRUK<OK>
自分の給油機番号を入力し <OK>
▼
ENTER PIN：暗証番号を入力後カードを受け取る
▼
給油開始（希望の給油量と料金になったらストップ）
▼
給油後、カード端末機に給油機番号を入力し <OK>
▼
レシートを受け取る
●満タンになると自動でストップします。

DONKER

苦み

①ポンプ付近にある端末機で操作し、カー
ドで支払う
②給油後に、敷地内の売店で『給油機の
番号』を伝え、カードまたは現金で支
払う
③駐車後に、まず敷地内の売店へ出向き
『給油機の番号』
『給油する量』を伝え、
カードまたは現金で支払い後、給油機
を始動してもらう

(euros)95
レギュラー
(superplus)98 ハイオク

ベルギーの西側に位置するインゲルムンステルにあるバンホンスブルック醸造所で
作られているビール。フランス語で KASTEEL はお城を意味し、もともとお城で作
られていたことが名前の由来になっています。

バナナのような甘い匂い。キャラメ
ルの味を感じ少し苦みもあるが、黒
砂糖を口の中に転がしているかのよ
うな甘さが印象的。甘さが際立って
おり、アルコールを全く感じない。

【支払い方法】

― KASTEEL 編

引越しサービス
〜市内輸送〜

日本帰国にあたって、家の中を見回
してみると、持って帰らないものが沢山…。友人・知人の
方から、家具や家電を『譲ってほしい』などと言われる事
は多いかと思います。小さな物なら自分達で運ぶのも簡単
ですが、冷蔵庫や洗濯機、本棚など大きな家具や白物家電
になると、そうはいきません。
サカイヨーロッパでは、引越し作業当日に市内輸送品も船
便や航空便と分けて搬出し、当日作業終了後、同一市内に
お住まいのご友人・ご知人のお宅にお届けさせて頂きます。
【引越しに関するお問い合わせ】 サカイヨーロッパ
TEL +32-2-733-2101 Email : belgium@transeuro.jp

ライスバウムショコラ S
税込 1,296 円（送料別途）
米粉とチョコレートを練
り込んだバウム。
©KIRARI All Rights Reserved

滞在中のトラブル

連絡先

【ベルギー】
警察……☎ 101
救急・消防……☎ 100
■在ベルギー日本国大使館領事部
Square de Meeûs / De Meeussquare 5-6,
1000 BRUXELLES
☎ +32 (0)2 513 2340
開館日（祝日等を除く）
月〜金 9 : 15 〜 12 : 00/13 : 30 〜 16 : 00
【オランダ】
警察・救急・消防……………… ☎ 112
■在オランダ日本大使館
Tobias Asserlaan 2 2517KC Den Haag
☎ +31(0)70 3469544
開館日（祝日等を除く）月〜金曜 9 : 00 〜 17 : 00
【ルクセンブルク】
警察……☎ 113
救急……☎ 112
■在ルクセンブルク日本大使館
62, Avenue de la Faïencerie, L-1510
☎ +352 464151 1
開館日（祝日等を除く）
月〜金曜 9 : 00 〜 12 : 30/14 : 00 〜 17 : 30

