
日本酒セルフ けんちゃん 新宿御苑 2019年9月14日
1 喜楽長 特別純米 滋賀渡舟 生原酒 滋賀

2 中島屋 夏 純米吟醸 山口

3 純青 生もと 特別純米 無濾過 山田錦 兵庫

4 喜正 純米吟醸 東京

5 緑川 雪洞貯蔵酒 緑 季節限定 新潟

6 木戸泉 特別純米 BLUISH PURPLE 雄町 原酒 千葉

7 浪乃音 純米吟醸 山田錦 生酒 703 滋賀

8 神開 du No.77 滋賀県産日本晴 滋賀

9 寿喜心 すきごころ 備前雄町 純米吟醸 愛媛

10 極上黒松剣菱 超特選 兵庫

11 山の井 純米大吟醸 福島

12 白岳仙 辛口純米 真紅 福井

13 大那 きもと 特別純米 那須産 美山錦 無濾過生原酒 栃木

14 廣戸川 特別純米 福島

15 愛宕の松 別仕込み 六三号 極 本醸造 宮城

16 星泉 無濾過生原酒 愛知

17 稲花 特別純米「絆」無濾過原酒 17BY 千葉

18 不動 純米 超辛 一度火入れ 無炭素濾過 千葉

19 笑四季 Sensation Black 火入れ 滋賀

20 黒澤 純米うすにごり生酒 生もと 長野

21 江戸開城 純米吟醸 原酒 山田錦 東京芝の酒 東京

22 杉勇 特別純米 辛口+10 原酒 山形

23 町田酒造 鈴傳限定 スペック非公開 群馬

24 王祿 「渓」直汲み 春の渓流 純米吟醸 島根

25 ロ万 ろまん だぢゅー 純米吟醸 二回火入れ 福島

26 寶剣 広島夢酵母 純米 広島

27 御慶事 ごけいじ 純米吟醸 雄町 茨城

28 若波 純米吟醸 寿限無 2013BY 福岡

29 王祿 丈径 直汲み 限定210本 島根

30 西之門 純米吟醸 長野R酵母 長野

31 加茂錦 荷札酒 黄水仙 純米大吟醸 しぼりたて夏酒 新潟

32 鈴政宗 「seed」純米大吟醸 滋賀

33 三春五万石 純米吟醸 原酒 福島

 



34 はなざか 純米吟醸 荒走り うすにごり 岐阜

35 播州一献 純米吟醸 愛山 兵庫

36 にいだしぜんしゅ オーガニック 生もと 木桶仕込み O.K 福島

37 大那 純米吟醸 夏越し純銀 仕込十九號 栃木

38 花巴 山廃 鈴木三河屋別誂 無濾過生原酒 奈良

39 田光 Malic acid 純米吟醸 三重

40 春霞 純米吟醸 田んぼラベル 秋田

41 村祐 夏の生酒 新潟

42 会津宮泉 純米 福島

43 七本槍 生もと 2018 生酒 古式伝承 滋賀

44 不老泉 山廃 純米吟醸 備前雄町 無濾過生原酒 滋賀

45 白老 鈴木三河屋 槽場直汲無濾過生原酒 生しばり 愛知

46 貴 純米吟醸 山田錦 山口

47 宮寒梅 純米吟醸 45 宮城

48 白老 鈴木三河屋 生熟 無濾過生原酒 愛知

49 山和 純米吟醸 美山錦50 宮城

50 山形正宗 秋あがり 純米吟醸 山形

51 鶴齢 純米吟醸 愛山 新潟

52 天の戸 純米大吟醸 夏田冬蔵 星あかり40 秋田

53 篠峯 純米吟醸 雄町 秋色生原酒 奈良

54 大典白菊 夏純吟 別誂 岡山県産山田錦55 岡山

55 黒牛 純米 生酒 無濾過原酒 和歌山

56 南部美人 純米大吟醸 心白 山田錦 岩手

57 龍力 Dragon Episode3 純米 兵庫

58 雪の茅舎 秘伝山廃 純米吟醸 秋田

59 丹波深山ぶどう ぶどうリキュール ブランデーベース 兵庫

60 じゃばら酒 北山村 じゃばら リキュール 別仕立て 和歌山

61 十六代九郎右衛門 スノーウーマン 純米吟醸 活性にごり 長野

62 百楽門 純米大吟醸 中組生原酒 奈良

63 都美人 穏座 山廃純米吟醸 兵庫

64 みむろ杉 Dio Abita 山田錦60 奈良

65 大盃 おおさかずき MACHO マッチョ 純米 山田錦80 群馬

66 宮寒梅 Mr. Summer Time 宮城

67 大正の鶴 特別純米 無濾過原酒 蔵内常温熟成 備前朝日 岡山

 



68 開運 ひやおろし 純米 静岡

69 阿櫻 あざくら ひやおろし 特別純米 朝日 秋田

70 宗玄 ひやおろし 純米 石川

71 よこやま ひやおろし SILVER 純米吟醸 火入 長崎

72 七田 ひやおろし 純米 七割五分磨き 全量雄町 佐賀

73 東一 純米吟醸 山田錦49 佐賀

74 陸奥八仙 ミドリラベル 特別純米 火入れ 青森

75 越前岬 ひやおろし 純米原酒 茜雲 槽しぼり 福井

76 鳳凰美田 ひやおろし 限定品 純米吟醸 山田錦 栃木

77 東洋美人 一歩 ippo 雄町 山口

78 亀泉 CEL-24 純米吟醸 原酒 生酒 高知

79 土田 山廃 純米吟醸 群馬

80 花の香 はなのか 桜花 純米大吟醸 熊本

81 天明 中取り 五号 会津産 夢の香 純米生酒 福島

82 房島屋 兎心（ところ）純米吟醸 無濾過生原酒 岐阜

83 鶴梅 ゆず リキュール 和歌山

84 村祐 秋あがり 夏越えの生酒 本生 新潟

85 田光 純米吟醸 無濾過中取り 生 雄町 三重

86 百春 おりがらみ 無濾過生原酒 1001 純米吟醸 直汲 岐阜

87 金鯱 平成十五醸造年度 火入れ原酒 山廃本醸造 奈良

88 黒龍 吟十八号 生貯蔵酒 福井

89 蒼空 ３０ＢＹ 試験醸造酒 瓶火入れ 純米にごり 京都

90 山崎醸 ひやおろし 純米吟醸 愛知

91 まんさくの花 ひやおろし うまからまんさく 純米 秋田

92 鳩正宗 ひやおろし 純米生詰 青森

93 作 ざく 雅乃智 純米吟醸 岡山雄町 三重

94 くどき上手 純米大吟醸 Jr.のchocolat 山形

95 菊姫 鶴の里 濃醇旨口 吉川町産山田錦 石川

96 而今 特別純米 火入れ 2018 三重

97 ロ万 ろまん 革命君 Revolution 福島

98 獺祭 純米大吟醸45 山口

99 写楽 純米吟醸 福島

100 飛露喜 純米吟醸 福島

黄色の部分は20時から飲み放題に入ります！
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10 P 110 円 鳳凰美田 季節限定 完熟桃 栃木

10 P 180 円 新政 No.6 R-type Essence 中採り 秋田

10 P 170 円 獺祭 純米大吟醸45 スパークリング 山口

10 P 120 円 ヨーグルト酒 超濃厚ジャージー牛 生乳 宮城

20 P 180 円 風の森 純米大吟醸 愛山 50 奈良

20 P 220 円 会津宮泉 貴醸酒 福島

20 P 180 円 黒龍 九頭龍 福井

20 P 180 円 醸し人九平次 純米大吟醸 Le K(ル・カー) rendez-vous 愛知

20 P 180 円 東一 純米大吟醸 佐賀

20 P 210 円 醸し人九平次 純米大吟醸 human 愛知

20 P 170 円 獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分 山口

20 P 170 円 写楽 純米吟醸 播州愛山 29BY 福島

20 P 170 円 飛露喜 純米吟醸 愛山 福島

20 P 170 円 山本 純米吟醸 ツーアウトフルベース 秋田

20 P 170 円 王祿 限定 純米吟醸 山田錦50 生原酒 島根

20 P 250 円 DATE 7 episde5 純米大吟醸 原酒 30% 宮城

20 P 210 円 新政 No.6 S-Type Essence 中取り 秋田

30 P 新政 No.6 A-type 秋田

30 P 260 円 作 ざく 陽山一滴水 山田錦 大吟醸 三重

30 P 210 円 王祿 意宇(おう) 純米大吟 無濾過本生原酒 島根

30 P 250 円 新政 No.6 X-type 秋田

40 P 250 円 飛露喜 純米大吟醸 福島

40 P 360 円 鳳凰美田 別誂 至高 大吟醸 原酒 栃木

50 P 400 円 田酒 純米大吟醸 斗瓶取 2018 青森

50 P 430 円 寫樂 大吟醸 しずく採り 福島

50 P 360 円 獺祭 純米大吟醸　磨き二割三分 山口

60 P 十四代 本丸 山形

60 P 540 円 高砂(而今) 生もと純米大吟醸 200周年記念 三重

60 P 450 円 黒龍 しずく 福井

60 P 480 円 而今 全国鑑評会出品酒 斗瓶取り 2017 三重

100P 十四代 おりがらみ 角新 本生 荒走り 山形

4500 円 而今 純米大吟醸 特上雄町 三重

【けんちゃん会員】募集中！５秒で登録！
お得なクーポン、特別イベント先行予約、特典もりだくさん


