
お飲み物

※ワインの料金は、年代によって変わる場合があります。
※その他の銘柄も豊富にご用意しております。 詳しくは、ボトルメニューをご覧ください。
※表示価格には消費税は含まれておりません。

*Prices for wine may vary depending on age.
*A variety of  other alcoholic beverages are also available. See the bottle menu for details.
*Prices are exclusive of  consumption tax.

ビール Beer

サッポロクラシック生ビール（北海道限定） 
Sapporo Classic draft beer (Hokkaido only) 

・・・・・・・・・・・・・・・小ジョッキ Small: ¥700  中ジョッキ medium:  ¥900

サッポロクラシック中びん
Sapporo Classic (medium bottle)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,000

キリン一番搾り中びん
Kirin Ichibanshibori (medium bottle)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,000

サッポロプレミアムアルコールフリー（ノンアルコール）
Sapporo Premium Alcohol Free・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥600
ビール好きにうれしい、キレ・香り・飲みごたえ・後味を実現しました。
Non-alcoholic beer with a sharp, deep flavor and a refreshing aftertaste

キリン零ICHI（ノンアルコール）
Kirin Zero ICHI・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥600
ビールらしい苦味と麦の香りが生きた、爽快感のある味わい。
Non-alcoholic beer with a refreshing bitterness and a barley aroma

ウイスキー Whisky

竹鶴 Taketsuru

・・・・・・・・・・・シングル Single:  ¥1,000  ハイボール highball ¥1,000

竹鶴（１７年）Taketsuru (17 years)

・・・・・・・・・・シングル Single: ¥2,500  ハイボール highball ¥2,500

北海道ワイン Hokkaido wine

富良野ミュラートゥルガウ（白） Furano Müller-Thurgau (white)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・（グラス）glass:¥850  （ボトル）Bottle: ¥6,000

三笠 山崎シャルドネィ（白） Mikasa Yamazaki Chardonnay (white)

・・・・・・・・・・・・・・（グラス）glass:¥1,700  （ボトル）Bottle: ¥12,000

余市 ツヴァイゲルトレーベ（赤） Yoichi Zweigeltrebe (red)

・・・・・・・・・・・・・・・・（グラス）glass:¥1,200  （ボトル）Bottle: ¥8,500

三笠 山崎メルロ（赤） Mikasa Yamazaki Merlot (red)

・・・・・・・・・・・・・・（グラス）glass:¥2,000  （ボトル）Bottle: ¥13,000

富良野 多田農園メルロ（赤） 期間限定  
Merlot wine (red) from Furano Tada Farm  

・・・・・・・・・・・・・・（グラス）glass:¥2,000  （ボトル）Bottle: ¥13,000

フランスワイン French wine

モエ エ シャンドン ブリュット アンペリアル（シャンパーニュ）
Moët & Chandon Brut Imperial (champagne)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ボトル）Bott le: ¥18,000

ムルソー（白）Meursault (white)・・・・・・・・（ボトル）Bottle: ¥26,000

レゼルヴ・ド・ラ・コンテス（赤）Reserve de la Comtesse (red)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（ボトル）Bottle: ¥23,000

日本酒 Sake

男山 北海道限定 特別本醸造
Otokoyama (a special Honjozo sake exclusive to Hokkaido) （720ml）¥6,000

国稀 特別純米 増毛  Kunimare Tokubetsu Junmai (Mashike)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（グラス）glass:¥1,200

焼酎 Shochu

富乃宝山 芋  Tomi no Hozan (sweet potato)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（グラス）glass:¥900 （ボトル）Bottle: ¥9,000

吉四六 麦  Kicchomu (barley)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（グラス）glass:¥900 （ボトル）Bottle: ¥8,000

サワー各種 （レモン・カシス・グレープフルーツ・ウーロン茶）
Sour cocktails (lemon, cassis, grapefruit, oolong tea)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各 700円

〈プレミアム焼酎ショット売り〉
Premium shochu

森 伊蔵 芋・鹿児島（グラス 45ml）
Mori Izo (sweet potato, Kagoshima; glass: 45 ml)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,800
芋の最高傑作、幻の焼酎。
A masterpiece of  sweet potato shochu

魔王 芋・鹿児島（グラス 45ml）
Mao (sweet potato, Kagoshima; glass: 45 ml)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,400
極上の一滴、プレミアム芋焼酎。
Exquisitely f lavored premium sweet potato shochu



ホテルニドムオリジナルブレンドコーヒー
Hotel Nidom blended coffee・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

ダージリンティー
Darjeeling tea・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

アイスコーヒー
Iced coffee・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥550

アイスティー
Iced tea・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

ホテルニドムオリジナル野菜ジュース
Hotel Nidom vegetable juice・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥700

オレンジジュース
Orange juice・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

トマトジュース（平取町 ニシパの恋人）
Tomato juice (Biratori, Nishipa no Koibito)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥600

北海道牛乳
Hokkaido milk・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

ウーロン茶
Oolong tea・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

コーラ
Cola・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

ジンジャーエール
Ginger ale・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥500

コーラフロート
Cola float・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥800

コーヒーフロート
Coffee float ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥800

※ワインの料金は、年代によって変わる場合があります。
※その他の銘柄も豊富にご用意しております。 詳しくは、ボトルメニューをご覧ください。
※表示価格には消費税は含まれておりません。

*Prices for wine may vary depending on age.
*A variety of  other alcoholic beverages are also available. See the bottle menu for details.
*Prices are exclusive of  consumption tax.

お飲み物

ハスカップ・スカッシュ（ノンアルコール）
Haskap squash (non-alcoholic)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥700
苫小牧名産のハスカップのカクテルです。
Cocktail  made with haskap (a Tomakomai specialty)

ハスカップ・サワー（焼酎ベース）
Haskap sour cocktail (shochu-based) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥800

夕張メロン・スカッシュ（ノンアルコール）
Yubari melon squash (non-alcoholic) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥800
夕張メロンを使ったノンアルコールカクテルです。
Non-alcoholic cocktail made with Yubari melon

夕張メロン・フィズ（ブランデーベース）
Yubari melon fizz (brandy-based)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・¥1,200

ニドムＣＣオリジナルドリンク   Nidom CC original drinks

ソフトドリンク  Soft drinks




