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Charcoal

炭焼あれこれ

炭焼

毎朝届く新鮮な豚モツと備長炭
炭焼きワイン酒場サンテの名物といえば【炭焼き串トン】！
店内に入ると大きな焼き台を囲むカウンターが皆様をお出
迎えします。その日の朝入荷した新鮮な豚を部位別に丁寧
に串打していきます。
備長炭の遠赤外線の効果で旨味を閉じ込めて表面はこんが
り、中はジューシーに焼き上げます！香ばしさも豚の美味
しさを引き立てる調味料です。
さあ、今夜は串トンとワインで乾杯しませんか？

豚足のカリカリ焼き 650
Grilled pork leg crispy

マサラチキン 1,280
Chicken masala

ラムグリル 680Lamd grill

スパイシースペアリブ 1,250
Spicy spareribs

炭焼きロッシーニ 1,680
Charcoal-grilled Rossini

Setouchi pork shoulder loin grill

1,32
0

ゼラチン質に富んだ肩ロースを使い、
低温調理で旨味を引き出しました。
仕上げは自慢の炭火でふっくらジューシー！

食通で有名なイタリア人作曲家「ロッシーニ」の名の料理。
フォアグラ・牛肉・トリュフをふんだんに使った贅沢ステーキ。
炭火で焼くのでさらに香り高く仕上げました。
高品質なアメリカンビーフ。

串トン
豚タン 200
Pork tongue

ベーコン串 180
Bacon

シロ 180
Pork offal

つくね 280
meatball

豚ハラミ 180
Pork round diaphragm

豚レバー 170
Pork Liver

広島県
産

瀬戸内
豚の肩

ロース
炭焼

豚ハツ 180
Pork heart 

写真はイメージです。税抜価格を記載しております。



サンテのおすすめ！

Charcoal炭焼

RECOMMENDED

炭焼ソーセージ盛り 1,280
Chaecoal-grilled sausage

GRILLED SEASONAL VEGETABLES

赤ワインモツ煮込み 520
Offal stewed in redwine 

生ハム・サラミ・オリーブの盛り合わせ
S サイズ　　　980

M サイズ　　1,650

Assorted cheese

Bread platter

Garlic Bread

生ハム・サラミ・チーズの盛り合わせ

チーズの盛り合わせ

パン盛

S サイズ　　1,500

M サイズ　　2,250

S サイズ　　　780

M サイズ　　1,620

Assorted prosiutto and salami and chhese

ガーリックシュリンプ 780
Garlic Shrimp

焼きおにぎり 250

420

ガーリックパン 380

Grilled ricebolls

前菜の盛り合わせ 1,480
Appetizer platter

数種類のモツをじっくり時間をかけて
煮込みました。赤ワインのソースが
美味しいのでバゲットにつけてどうぞ！

新鮮な海老を殻ごと炭焼きに！殻もそのままどうぞ！
濃厚なガーリックバターソースはレモンとパセリを効かせてさっぱりと！

迷ったらこれ！おすすめの前菜盛り合わせです。

炭火でパリッと！溢れる肉汁！

色
と
り
ど
り
！

季
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菜
の
グ
リ
ル

　  More 
Vegetable!!
炭火で味を引き立てる
日本には春夏秋冬があり、その
季節ごとに旬の野菜があります。
炭火で旨味を閉じ込めて焼き上げた
　野菜を特製バーニャソースで！
　　　　野菜ってうまいな！

特製バーニャカウダソース

880‐

Bagna Cauda

シュラスコ 980
Churrasco

‐牛カルビと野菜の串焼‐

GARL
IC S

HRIM
P

グツグツ！

写真はイメージです。税抜価格を記載しております。



Appetizer 前菜

生マッシュルームとチーズのサラダ

1,140

980

MUSHROOM
and CHEESESALAD

彩り野菜がたっぷり！畑のサラダ 720
Vavious vegetables salad

牛タンカルパッチョ 980
Beef tongue carpaccio

Steamed mussele from Hiroshima with white wine

青菜のアンチョビガーリックソテー 980
Anchovy garlic  sauteed green vegetables

茹でタン 680
Boilled tongue

ヤリイカの熱々アヒージョ 880
Squid Ajillo

サンテのポテトサラダ 380
Sante Potato salad

チェリートマトと
瀬戸内レモンのピクルス 420
Pickles of cherrytomatoes and
SETOUCHI LEMON

肉惣菜がたっぷり！お肉屋さんのサラダ 920
Charcuterie salad

新鮮な生のマッシュルームは、なんとも言えない美味しさ！
たっぷりパルミジャーノをかけた味わい深いサラダです。

ハムやパテなどの肉惣菜のシャルキュトリーサラダ！赤ワインと！

旨味のかたまり「牛タン」低温調理で
じっくり火を通しました。
しっとりやわらか仕上げ。

バゲット付！たっぷりオイルを染み込ませてご一緒に！
追加パン 420 円

その日入荷した新鮮な魚介で
カルパッチョにします。

揚げたて！スパイシーナッツ 460
Spicy Nuts
リピーター多し！ビール、ハイボールが無限に呑めます！
熱々揚げたてのナッツに秘伝のスパイスをふりふり！

たれに漬け込んだ豚レバーを竜田揚げ風に！ビールがススム！

レバから 380
Deep-fried Liver

カマンベールのフリット 540
Camembert cheese frit

無花果シェリー酒漬とクリームチーズ
480Fig Sherry picked and cream cheese

オリーブマリネ 380
Olive marinade

レバーコンフィ 380
Liver confit

濃厚！フォンダン・ショコラ 560
Fondant chocolat

季節のアイス 380
Seasonal icecream

クレーム・ブリュレ 560
Creme brelee

選べるフレーバーの
フライドポテト【プレーン or アンチョビ】

480

French fries with selectable flavers!Plain or Anchovy
トリュフフレーバー +200 円

おつまみキーマ 540
Keema curry

赤や黄色のミニトマトを林檎酢や白ワインビネガー
と瀬戸内レモンと漬け込みました！
 瑞々しく、甘酸っぱいさっぱりピクルス！

サラダ
Salad

お酒のおとも
Snack

デザート
Dessret

本日の鮮魚のカルパッチョ 980
Todays fresh fish carpaccio

広
島
ム
ー
ル
貝

は
ま
ぐ
り

白
ワ
イ
ン
蒸
し

広島名物は牡蠣だけじゃない！
自然豊かで穏やかな瀬戸内が育てたムール貝は、鮮やか
なオレンジ色で身はプリッと肉厚です。白ワインで蒸し
て旨味を閉じ込めました！

PICKLES!

写真はイメージです。税抜価格を記載しております。



1. プロドライ

どっしり

重め！

フレッシュ

果実味

甘み

キレあり！
辛口

2. ソシアーレ

8. J・マイヤー

7. ランブルスコ
3. オー・マラン

10. モンテス

4. パナメラ

9. テッレ・エ・ボルギ

5. J ・マイヤー

6.ヴィッラ・ヨランダ

11. ミラマン

12. サンコム

老舗ワイナリー！
スパイス感！

赤スパ！
生ハムやチーズと！

しっかり樽香！

こってり！

発泡の甘口！
ハートのラベル！

軽やか！
エレガント！

南イタリアの
コスパ最強の白！

ちょい甘！
女性におすすめ！

滑らかな渋み！
赤い果実

優しい赤！ キリッと辛口！　　　グリーンの香り

樽生なのでフレッシュ！
どんなシーンにも！

ビターな風味
濃厚なオーク樽の香り

����� はワインショップ併設！

お気に入りの 1 本を見つけませんか？

お持ち帰りもできます。



は ‐ 持ち込みワイン OK なお店です！
ワインをもっと自由にお好きなスタイルで楽しめるお店！お客様のお気に入りのワインを持ち込んでください！（抜栓料 1,000 円）

入口にあるワインショップにてご自分でお好きなワインも選ぶもよし、このおすすめメニューから選ぶもよし！スタッフに丸投げもよし！

3オー・マラン

原産地：フランス
ぶどう品種：コロンバール
　　　　　　ソーヴィニヨン

グラス　 500 ‐
ボトル 3,000‐

キリッと辛口！
レモングラスやグリーンの
　香り！さわやかー！

1

原産地：北イタリア
ぶどう品種：グレラトレッビアーノ

グラス   550‐
カラフェ2,500‐

プロドライ

樽生の

どんなシーンにも
おすすめ！

白泡！

原産地：ドイツ
ぶどう品種：ピノ・ノワール

8 J・マイヤー

グラス　  550‐
ボトル　3,400‐

軽やか
エレガント

ルビー色が美しい！

原産地：イタリア
ぶどう品種：バルベーラ
　　　　　　ダスティ

9テッレ・エ・ボルギ

グラス     450‐
ボトル　2,800‐

やさしい赤！
チャーミングな印象。
ちょい冷えがおいしい！

原産地：チリ
ぶどう品種：カベルネ
　　　　　　メルロー

10モンテス

グラス　  500‐
ボトル　3,000‐

滑らかな渋み
赤い果実と
ソフトなスパイス感！

原産地：チリ
ぶどう品種：ジンファンデル

11ミラマン

グラス　  700‐

ボトル　4,800‐

パワープッシュ
ビターな風味と
果実味のバランス良し

原産地：フランス
ぶどう品種：シラー

12サンコム

グラス　  700‐
ボトル　5,300‐

スパイス感
渋味・熟した果実味！

原産地:イタリア
ぶどう品種:ランブルスコ

グラス 600‐
カラフェ4,200‐

7ランブルスコ

辛口の
生ハムや
チーズに合う！

赤泡！

2ソシアーレ

原産地：イタリア
ぶどう品種：トレッビアーノ
　　　　　　 ダブルッツオ

グラス    450 ‐
ボトル  2,800‐

コスパ最強！
柑橘とトロピカルフルーツの
　　  辛口！

グラス     550‐
ボトル 3,400‐

5 J・マイヤー

原産地：ドイツ
ぶどう品種：ゲヴェルツ
　　　　　　トラミネール

ちょい甘
女性におすすめ！
花束と紅茶の香り。

グラス     550‐
ボトル 3,600‐

6ヴィッラ・ヨランダ

原産地：イタリア
ぶどう品種：モスカート

発泡の甘口
とろりと飲みやすい！
しゅわしゅわ…

グラス    700 ‐
ボトル 5,000‐

4パナメラ

原産地：アメリカ
ぶどう品種：シャルドネ

こってり！
樽香もしっかり！
　　飲みごたえあり！

イラストはイメージです。税抜価格です。
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