CHARCOAL GRILL

群馬県産 赤城牛 イチボの炭火焼

150g

リピート率No.1！当店人気の炭火焼き。
厳選されたイチボを是非一度ご賞味ください。

(4,158yen)

※

厳選しておりますので数に限りがございます。

群馬県産 赤城牛 サーロインの炭火焼

霜降りのバランスが良く、舌の上でとろけるような味わい。
肉質はやわらかく旨味、香りともに上質で豊かです。

マグロカマの炭火焼

3,780yen

５００ｇあるマグロのカマを炭火で豪快に焼き上げました。
醤油麹とレモンを使用したソースとの相性は抜群です。

180g

3,780yen
(4,150yen)

1,280yen

(1,408yen)

群馬県産 赤城牛 ランプの炭火焼

150g

サーロインに続く腰からお尻にかけての赤身で、
旨味がありやわらかな部位です。

群馬県産 上州牛 フィレの炭火焼

3,480yen

(3,828yen)

150g

5,980yen

きめが細かくとてもやわらかい、サーロインと並ぶ牛肉の最高部位。
備長炭でじっくり時間をかけて焼くことで、旨みを閉じ込め香り高く仕上げました。

氷室豚と赤城牛のハンバーグ （数量限定）

群馬県産の氷室豚と赤城牛のみを使用した、当店オリジナルハンバーグ。
お肉の旨みと甘みを閉じ込めて、炭火でじっくり焼き上げました。

(6,587yen)

2,072yen

(2,280yen)

CHARCOAL GRILL

群馬県産 氷室豚 肩ロースの炭火焼
上質な豚だけを厳選し、０℃以下の氷室で鮮度を保ち
じっくりと熟成した豚は、甘くやわらかい肉質で、
他の豚とは一線を画す美味しさです。
150g

1,880yen

(2,068yen)

漬け込みワイン鶏 もも肉の炭火焼

炭火焼ハンバーグ

［オニオンソース］ たっぷりのワインに一晩漬け込み、皮面はパリッと
中はふっくら焼き上げました。
［ハーブソース］ ガーリックオイルでマリネし焼き上げた鶏と、

［デミグラスソース］
［トマトソース］

バジルをふんだんに使用したソースとの相性は抜群です。

各 1,180yen

肉汁を閉じ込めながら、香ばしく焼き上げたハンバーグは、
炭火焼ならではの味わいです。
自家製のハンバーグにチェダーチーズを乗せて焼き上げ、
トマトソースで仕上げました。
200g

(1,298yen)

(1,738yen)

+380yen
(418yen)

ライス（十六穀米） 単品

250yen

/ パン 単品

250yen

各 1,580yen

/ スープ

単品

150yen

/ サラダ 単品

150yen

SALAD

新鮮野菜へのこだわり
THREE

SENT

ではこだわりの新鮮野菜を厳選してご提供しております。
群馬県産の野菜を中心に種類豊富に仕入れた
みずみずしく新鮮な野菜を、季節ごとに厳選。
また新鮮な野菜を新鮮なまま、シャキシャキに保つための工夫として、
葉野菜を一枚ずつ丁寧に、冷水に浸しています。
地元の農家さんが手塩にかけた新鮮な野菜のおいしさを
ぜひTHREE SENTのサラダでご堪能くださいませ。

こだわり野菜のグリーンサラダ
シーザーサラダ
～自家製スモークベーコンと
ツミキの生食パンのロースト～

赤城牛のローストビーフ
～タリアータサラダ仕立て～

ホワイトアスパラのグリル
自家製ピクルス

580

(640)

S / 530

(583)

L / 890

(980)

1,180

(1,298)

880

(968)

390

(429)

ROAST BEEF

THREESENTこだわり

赤城牛ランプ肉のローストビーフ
群馬県産赤城牛のランプ肉を贅沢に使用。
麹でマリネし、丸一日以上熟成させ、２時間かけて極低温でローストしました。
POINT

驚くほど柔らかく、しっとりとした食感。
赤身の旨みがしっかり感じることができ、程よく脂の乗ったランプ肉に加え、
他の和牛などにはない”旨み”の強い赤城牛を使用したお料理をご堪能ください。

赤城牛炙り寿司（４貫）1,280yen
(1,408yen)

赤城牛ランプ肉のローストビーフ丼
2,480yen

(2,728yen)

赤城牛のローストビーフ
タリアータサラダ仕立て

1,180yen

(1,298yen)

A LA CARTE

燻製ポテ ト サラダ

自家製ピ ク ルス

前菜５種 盛 り

チーズの 盛 り合わせ

マッシュ ポ テトのチェダーチーズ焼き

ホワイト ア スパラの炭火焼

小エビと ア ボカドトマトのアヒージョ

４種オリ ー ブのハーブマリネ

RECOMMEND

前菜５種盛り
自家製ピクルス
チーズの盛り合わせ
チーズ単品

［ レッドチェダー / コンテ / ブルーチーズ / カマンベール ］

八丁味噌漬けチーズ
自家製燻製の３種盛り
燻製ポテトサラダ
馬の生レバ刺し
４種オリーブのハーブマリネ
ガーリッ ク ハーブフライドポテト
ガーリッ ク ハーブフライドポテトに使用

森の香「ムゲンソルト」
群馬県渋川市、赤城山の西麓で自然栽培により、
ハーブや根菜類を生産する農家さんです。
森の香さんのハーブとモンゴル国秘境で採れた岩塩でブレンド
された、香り高き「ムゲンソルト」。無添加でエネルギッシュ
な旨みは、幅広く料理にご使用いただけます。気になる方はぜ
ひ、お声がけください。

赤ワインとハーブで漬けた
熟成ラムチョップの炭火焼
ホワイトアスパラの炭火焼
天使の海老の炭火焼
ハニーゴルゴンゾーラトースト
ガーリックハーブフライドポテト
小エビとアボカドトマトのアヒージョ
たまねぎの丸ごとロースト
マッシュポテトのチェダーチーズ焼き

880

(968)

390

(429)

1,380

(1,518)

各 480

(528)

390

(429)

680

(748)

420

(462)

1,380

(1,518)

450

(495)

680

(748)

880

(968)

380

(418)

580

(638)

620

(682)

880

(968)

520

(572)

580

(638)

PASTA

ALL

1,280yen

(1,408yen)

自家製燻製ベーコンのクリームボンゴレ
ベーコンとアサリの旨味をベースに
隠し味に生クリームを使った
少しクリーミーなTHREE SENTオリジナルボンゴレです。

イタリアンプロシュートとルッコラのトマトパスタ

駿河産釜揚げしらすの和風パスタ

タプナードの旨味の効いたトマトソースに
プロシュートとパルミジャーノチーズが凝縮された
味わい深いトマトパスタです。

駿河産のしらすとプチプチ食感のとびっこと
磯の香りを感じさせる岩のりの和風ベースのパスタです。

パスタセット

+250yen
(275yen)

パスタメニューにつけることができます。

S

S

E
E
T
W
DUTCHBABY

レモン＆ローズマリー 780(858)
( はちみつ漬けレモン / アイス /
カスタードクリーム / ローズマリー )

チョコ＆バナナ 880(968)
( バナナ / アイス /
カスタードクリーム / 生チョコ )

シナモンシュガー＆バター
580(638)
( メープルシロップ / ミルク / シュガー
ローストナッツ / シナモン / バター)

OTHER

オレンジベイクドチーズタルト
オレンジの風味が程よく香る
至福のベイクドチーズタルトです。

レアチーズタルト

なめらかでコクのあるレアチーズタルト。
人気の定番デザートです。

タルト

ショコラタルト

甘さとほろ苦さのバランスが絶妙。
ナッツやベリーとの相性が抜群です。

and
more...
シフォンケーキ

462 (508)

ツミキのカスタードクリームとの相性抜群。
「本日のシフォン」、スタッフまで
お気軽にお尋ねください。

今月限定スイーツ

スリーセントが月毎に考案する
旬の果物や食材を使用した限定スイーツ！
スタッフまでお尋ねください。

※こちらのスイーツの金額は月ごとに異なります。

TAKE
OUT

ALL

￥462

(508)

抹茶の濃厚生チョコタルト
濃厚ホワイト生チョコと抹茶を
混ぜ合わせ、口当たりなめらかな
タルトに仕上げました。

テイク
アウト
できます‼

ダッチベイビー以外のスイーツはテイクアウト可能です。

