
熱々オニオングラタン
Onion gratin baked in the oven

この文章はダミーです。文字の大きさ、量、字間、行間等を確認するために入れて
います。この文章はダミーです。

※価格はすべて税別表示です。 ※写真はイメージです。　The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.
※アレルギー対応は致しかねます。　We’re sorry but cannot accommodate persons with allergies.

Al l  ¥500

このマークのメニューは
　　　　　できます！Take Out

自家製スモークサーモン
Ruban’s house-smoked salmon

上質な旨味の秘密は、低温冷蔵で３６時間ゆっくりと燻製する
特別な技法から生まれます。ビストロリュバン自慢の逸品です。

ポテトフライ
French fries

誰もがご存知、お酒のおつまみの定番。素材本来の味をお楽しみください。

TAKEOUT OK!

シェフおすすめのビストロサラダ
Chef recommended bistro salad (carrot or onion dressing)
自慢のスモークサーモン、自家製ハム、季節のフルーツ、ナッツ、アボカド、トマトなど豊富で季節
感のあるサラダはさまざまな食感を楽しめます。複数名様でお楽しみいただけます。

¥1,530

人参のドレッシング or オニオンのドレッシング

ホームメイド・ポテトサラダ
Homemade potato salad

軽いマスタードを効かせた大人のポテトサラダ。粗め
にカットしたジャガイモにマヨネーズ、コンビーフ、
ベーコンなど一体感が特徴です。

薄切りメルバトースト
Ruban’s own crispy melba toast

しっかりとカリカリに焼き上げた食感の良い薄切りの
バケット。色 な々料理を乗せてご利用ください。

お好みの品３種をお選び下さい。 ¥840
クィックタパス３種盛合せ
Quick 3-assortment tapas

いろいろキノコのマリネ
Marinated mixed mushrooms

食物繊維たっぷりで低カロリー、さまざまなキノコの
相乗効果で美味しいマリネに仕上げました。

ホームメイド・ポテトサラダ
Homemade potato salad

軽いマスタードを効かせた大人のポテトサラダ。粗め
マヨネーズ、コンビーフ、

ベーコンなど一体感が特徴です。

いろいろキノコの

お好みの品３種をお選び下さい。

クィックタパス
Quick 3-assortment tapas

Marinated mixed mushrooms

食物繊維たっぷりで低カロリー、さまざまなキノコの
相乗効果で美味しいマリネに仕上げました。

AlAlA l ¥500

ホームメイド・ポテトサラダ

軽いマスタードを効かせた大人のポテトサラダ。粗め
マヨネーズ、コンビーフ、

お好みの品３種をお選び下さい。

クィックタパス
Quick 3-assortment tapas

いろいろキノコ
Marinated mixed mushrooms

食物繊維たっぷりで低カロリー、さまざまなキノコの
相乗効果で美味しいマリネに仕上げました。

アンチョビキャベツの
ロースト
Roasted anchovy cabbage with bacon
キャベツの甘みとアンチョビとベーコンの塩気がお
酒のおつまみにぴったりな冷菜です。

ニンジンのラぺ
Carottes râpées

千切りにしたニンジンのサラダ。
適度な歯ごたえとハーブの余韻が
印象的です。

Al l  ¥300

GOOD
PRICE!

TAKEOUT OK!

¥1,080 200g

フレッシュなレタスにチーズの風味が濃厚な自家製シーザードレッシングと、とろ～り半熟卵が
ベストマッチ。シャキシャキ食感が楽しいサラダです。

半熟卵とベーコンのグリーンサラダ　
濃厚シーザードレッシング
Lettuce, bacon & soft-boiled egg served
with a house-made caesar salad dressing

TAKEOUT OK!

¥880
たことイカのチーズフリット
Octopus and squid cheese frit

旨味の詰まった魚介をほんのりチーズの香る衣でサクサクのフリットに。

TAKEOUT OK!

¥1,180
肉ボナーラ ローストビーフのカルパッチョ 
チーズと半熟卵
Roast beef carpaccio cheese and soft-boiled egg

柔らかな肉質で脂分の少ない赤身肉をカルボナーラのように濃厚なチーズと半熟卵で
絡めた逸品。

¥980
魚介のカルパッチョの盛合わせ
Seafood carpaccio

魚介の旨味と甘みを引き出したカルパッチョ。軽やかな口当たりのオリーブオイルを
ベースとしたドレッシング。

自家製ロースハム
Ruban’s house-smoked ham

上質な豚の肩ロースを低温で火入れした後に燻製した手間をかけた自信作。
やわらかな肉質と口どけの良い脂が印象的です。

TAKEOUT OK!

贅沢オードヴルの2段盛合わせ　
Two-tiered assortment of luxury hors d'oeuvres

当店自慢の2種類の前菜料理がセットになったお得な逸品。 ¥1,880

Recommended
肉ボナーラ

贅沢オードヴルの2段盛合わせ　
Two-tiered assortment of luxury hors d'oeuvres

当店自慢の2種類の前菜料理がセットになったお得な逸品。 ¥1,880

TAKEOUT OK!

Recommended
肉ボナーラ肉ボ ラ

感のあるサラダはさまざまな食感を楽しめます。複数名様でお楽しみいただけます。

人参のドレッシング or オニオンのドレッシング

1,180

柔らかな肉質で脂分の少ない赤身肉をカルボナーラのように濃厚なチーズと半熟卵で

誰もがご存知、お酒のおつまみの定番。素材本来の味をお楽しみください。 上質な豚の肩ロースを低温で火入れした後に燻製した手間をかけた自信作。
やわらかな肉質と口どけの良い脂が印象的です。

シェフおすすめのビストロサラダ
Chef recommended bistro salad (carrot or onion dressing)
自慢のスモークサーモン、自家製ハム、季節のフルーツ、ナッツ、アボカド、トマトなど豊富で季節

¥1,530
1,180

柔らかな肉質で脂分の少ない赤身肉をカルボナーラのように濃厚なチーズと半熟卵で

TAKEOUT OK!

トリュフ＆チーズ
フレンチフライ

Tru�e and Cheese 
French Fries

¥880

素敵なマッチング！
カリっとホクホクなポテトと
贅沢なトリュフの香りが
病みつきになります。

Hot
!

魚介の
Seafood carpaccio

魚介の旨味と甘みを引き出したカルパッチョ。軽やかな口当たりのオリーブオイルを
ベースとしたドレッシング。

1,880

魚介
のカルパッチョ

パルミジャーノ・レジャーノ
削りたてチーズ
Parmigiano Reggiano

18か月以上熟成させた旨味が詰まった
イタリアのチーズの王様。お好みの料理に
追加で如何でしょうか。

※価格はすべて税別表示です。 ※写真はイメージです。　The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.※価格はすべて税別表示です。 ※写真はイメージです。　The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.※価格はすべて税別表示です。 ※写真はイメージです。　The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.

パルミジャーノ・レジャーノ
削りたてチーズ
Parmigiano Reggiano

18か月以上熟成させた旨味が詰まった
イタリアのチーズの王様。お好みの料理に
追加で如何でしょうか。

¥300

チーズが
おすすめ

Toppig！
削りたて

チーズが
おすすめ

Toppig！
削りたてチーズが

おすすめ

Toppig！
削りたて

チーズが
おすすめ

Toppig！
削りたて

チーズが
おすすめ

Toppig！
削りたて

チーズが
おすすめ

削りたて
Toppig！

チーズが
おすすめ

Toppig！
削りたて

Best Price!!



¥1,980

 サーロイン・ローストビーフ ステーキ
      Roast beef lightly pan

¥1,980

丸ごとローストチキン
Slow-roasted whole chicken

大きく豪快な丸鶏を低温で余分な油を落と
しながら時間をかけて丹念に焼くことで外
はパリッと中はジューシーに。
2～3名様サイズです。

21：30
迄のご注文

ご注文から
約30分

160g

¥280チョコレートアイスクリーム
Chocolate ice cream

食後のお口直しに如何でしょうか。

¥280バニラアイスクリーム
Vanilla ice cream※価格はすべて税別表示です。 ※写真はイメージです。　The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.

※アレルギー対応は致しかねます。　We’re sorry but cannot accommodate persons with allergies.

¥1,980

牛ホホ肉のビーフシチュー
Classic stew with beef cheek 

ビストロリュバンのスペシャリテの一品。
やわらかく煮込んだ牛ホホ肉と、濃厚で奥
行きのあるソースがベストマッチです。

鉄板煮込みハンバーグコンボ 自家製デミグラスソース
Stewed Hamburger Combo with House made Demi-glace Sauce

ハンバーグ・ベーコン・ソーセージ・季節野菜の嬉しいコンボ。じっくり時間を
かけて仕上げの自家製デミグラスソースがうまみを引き立てます。

¥1,580
150g

お誕生日もRUBANで ！
バースデーケーキ付きコースの
ご予約承ります！
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日お誕生日もももももももももRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANでRUBANで！
バースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースのバースデーケーキ付きコースの
ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！ご予約承ります！
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！

¥1,980
フォアグラと牛フィレのロッシーニ トリュフのソース
Foie gras (40g) & beef fillet (80g) with a tru�e sauce

フォアグラとヒレ肉をたっぷりと濃厚なソースと共に…西洋料理の代表格。
豊潤な赤ワインとの相性抜群な当店の人気メニューです。

1,580 フォアグラとヒレ肉をたっぷりと濃厚なソースと共に…西洋料理の代表格。
豊潤な赤ワインとの相性抜群な当店の人気メニューです。

自家製デミグラスソース

1,580
150g

¥1,980
フォアグラと牛フィレのロッシーニ トリュフのソース
Foie gras (40g) & beef fillet (80g) with a tru�e sauce

フォアグラとヒレ肉をたっぷりと濃厚なソースと共に…西洋料理の代表格。
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パンorライス
Serve of bread or rice

TAKEOUT OK!

Juic
y

このマークのメニューは
　　　　　できます！Take Out

TAKEOUT OK!

TAKEOUT OK!

パルミジャーノ・レジャーノ
削りたてチーズ
Parmigiano Reggiano

18か月以上熟成させた旨味が詰まった
イタリアのチーズの王様。お好みの料理に
追加で如何でしょうか。

パルミジャーノ・レジャーノ
削りたてチーズ
Parmigiano Reggiano

18か月以上熟成させた旨味が詰まった
イタリアのチーズの王様。お好みの料理に
追加で如何でしょうか。

¥300

¥580
ほわほわ生チーズケーキ
Crème d ange cheese cake

フランスのアンジュ地方のチーズケーキ。
口の中に入れた瞬間からチーズのコクが広がります。

¥580
ほわほわ生チーズケーキ
Crème d ange cheese cakeCrème d ange cheese cake

フランスのアンジュ地方のチーズケーキ。フランスのアンジュ地方のチーズケーキ。

¥680
苺とバナナの
フレンチタルト
Strawberry and banana french tart

まるでスイーツのモン・サン・ミッシェル。サクサクな
タルトやパインのキャラメリゼ、メレンゲビスケットな
ど複数層に重なる味、香りが楽しめます。

ホイップクリーム

パブロバ
パイナップル
キャラメル
バナナ

クリーム
ダマンド

21
迄のご注文

ご注文から
約

1,980

ビーフシチュービーフシチュービーフシチュービーフシチュービーフシチュービーフシチュービーフシチュー
Classic stew with beef cheek 

ビストロリュバンのスペシャリテの一品。品。
と、濃厚で奥

行きのあるソースがベストマッチです。

TAKEOUT OK!

厳選したサーロインのローストビーフの片面のみを香ばしく
ステーキに仕上げた逸品。上質な赤味肉と赤ワインのペアリングを

お楽しみください。

Pasta Point!

贅沢生トリュフと
チーズの生カルボナーラ
Luxury fresh tru�es and cheese with fresh pasta‘ Carbonara’

黒トリュフの芳醇な香りと、モチモチっとした
フィットチーネの食感が病みつきになる逸品。¥1,880

TAKEOUT OK!

¥1,880

まるでチーズが火山みたいに噴き出すほどの大迫力！自家製のミート
ソースと生パスタ、チーズが絡み合ってマグマの様に熱 で々どこまでも伸びる。

数量
限定

ゴロゴロひき肉とパルミジャーノ・
レッジャーノの生パスタ　
Fresh pasta with minced meat and parmigiano reggiano

香味野菜と肉の旨味が詰まった粗挽き肉と削りたての「ラスパ
ドゥーラチーズ」が合いまったオリジナルのボロネーゼパスタです。

¥1,380

TAKEOUT OK!
,880

まるでチーズが火山みたいに噴き出すほどの大迫力！自家製のミート
ソースと生パスタ、チーズが絡み合ってマグマの様に熱 で々どこまでも伸びる。

ゴロゴロひき肉
レッジャーノレッジャーノレッジャーノレッジャーノレッジャーノ
Fresh pasta with minced meat and

香味野菜と肉の旨味が詰まった粗挽き肉と削りたての「ラスパ
ドゥーラチーズ」が合いまったオリジナルのボロネーゼパスタです。

まるでチーズが火山みたいに噴き出すほどの大迫力！自家製のミート
ソースと生パスタ、チーズが絡み合ってマグマの様に熱 で々どこまでも伸びる。

数量
限定

のび～る熱 チ々ーズの
ボルケーノ・パスタ（1～2名様サイズ）
Plenty of cheese and minced meat gratin pasta

¥1,280
とろとろ卵のオムライス 自家製ストロガノフ ソース
House made hashed beef rice with omelette

半熟のとろとろ卵に濃厚な自家製ストロガノフソース。世代を問わずビストロリュバンの
人気の逸品です。

¥1,280
とろとろ卵のオムライス 自家製ストロガノフ ソース
House made hashed beef rice with omelette

TAKEOUT OK!

¥1,380

シーフード リゾット
Seafood risotto

魚貝の旨味が詰まったトマトスープと
風味豊かなチーズのリゾット。パル

ミジャーノ・レジャーノ

削り
たて !

Volcano
!

チーズが
おすすめ

Toppig！
削りたて

Hot!

¥680
熱 ク々リームブリュレのパイ包み
Crème brulee in a hot pie crust

香ばしく焼き上げたパイ生地の中に熱 で々濃厚なブリュレとフルーツを
閉じ込めました。

Hot!

小麦粉に卵、塩、水を
練りこんだ生地を熱を加えずに
作られる生パスタ。
モチッとコシがあり弾力のある
食感が特徴です！

Hot!!
Very

¥580
クラシック・ガトーショコラ
Classic chocolate gateaux

古典技法を忠実に守ったチョコレートの伝統洋菓子。
深入りコーヒーとの相性は抜群です。

680
パイ包み

¥580
クラシック・ガトーショコラ
Classic chocolate gateaux
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