
※写真はイメージです。　Image is for illustration purposes.
※アレルギー対応は致しかねます。　We’re sorry but cannot accommodate persons with allergies.

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。

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。

自家製スモークサーモン、自家製ハム、季節のフルーツ、鶏胸肉、キヌア、ナッツ、アボカドなど
具材が豊富なサラダは様 な々食感が楽しめます。複数名様でのシェアもおすすめです。

人参のドレッシング and  オニオンドレッシング

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。

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。

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!

¥1,080（税込¥1,188）

¥1,530（税込¥1,683）

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

¥880（税込¥968）
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。

¥1,180（税込¥1,298）
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（税込¥1,078）
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。

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。

Recommended
肉ボナーラ

トリュフ＆チーズ
フレンチフライ

Tru�e and Cheese 
French Fries

¥880
（税込¥968）

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。

魚介
のカルパッチョ

パルミジャーノ・レッジャーノ
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。お好みの料理に削りたてのチーズを
トッピングしては如何でしょうか。

Best Price!!

¥1,880
（税込¥2,068）

¥300
（税込¥330）

（税込¥330）

¥840（税込¥924）

Al l ¥500
（税込¥550）

海老とチーズ2種のスティック春巻
Two kinds of sticks of shrimp and cheese spring rolls

とろけるチーズ、海老・タケノコ・枝豆を春巻に包んでカリっと揚げました。
特製カレー塩と一緒にお召し上がりください。

チーズが
おすすめ

チーズが
おすすめ

チーズが
おすすめ

チーズが
おすすめ

チーズが
おすすめ

チーズが
おすすめ

チーズが
おすすめ

シェフの
おすすめ
ビストロサラダ
Chef recommended bistro salad (carrot and onion dressing)

Extra-size!Share OK!



Volcano
!

数量
限定

※写真はイメージです。　Image is for illustration purposes.
※アレルギー対応は致しかねます。　We’re sorry but cannot accommodate persons with allergies.
※お肉の美味しさ、温度を保つためカットなしで提供します。　Meat is served uncut to maintain its deliciousness and temperature.

ミート３種のコンボプレート 
トマト＆自家製デミグラスソース
3 kinds of meat combo plate 
tomato & homemade demiglace sauce

●黄金比ハンバーグ煮込み 
●粗びきソーセージグリル 
●ベーコングリル

150g

B I S T R O  R U B A N

パンorライス
Serve of bread or rice

¥200
（税込¥220）

このマークのメニューは
　　　　　できます！Take Out

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。

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

魚貝とオマールビスクの生パスタ
Fresh pasta with shellfish and lobster bisque

具たくさんの魚貝とオマールの旨味が凝縮した
濃厚なビスクソース。もちもちの生パスタと
モッツァレラチーズがよく絡むこの
時期うれしい逸品です。

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

削りたての「パルミジャーノ・レジャーノ」とオリジナルのミートソース。
もちもちの生フィットチーネを召し上がれ。

パル
ミジャーノ・レッジャーノ

削り
たて !

Hot!

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。

Pasta 
        

Point!
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

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。

¥1,580（税込¥1,738）

¥1,480（税込¥1,628）

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。お好みの料理に削りたてのチーズを
トッピングしては如何でしょうか。

チーズが
おすすめ

¥300
（税込¥330）

¥580（税込¥638） ¥780（税込¥858）

¥680（税込¥748）

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

¥1,380
（税込¥1,518）

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。

¥580（税込¥638）

本日のシャーベット
Today's sorbet

食後のお口直しに如何でしょうか。

バニラアイスクリーム
Vanilla ice cream

¥280（税込¥308）

¥280（税込¥308）

まるでチーズが火山みたいに噴き出すほどの大迫力！自家製のビスク
ソースと生パスタ、モッツァレラチーズが絡み合ってマグマの様に熱々で
どこまでも伸びる名物メニュー。

のび～る熱 チ々ーズの
ボルケーノ・シーフード生パスタ
Plenty of cheese and seafood gratin pasta

¥1,880（税込¥2,068）1～2名様サイズ

Recommend

Special

Seasonal

牛ホホ肉の
クラシック・ビーフシチュー
Classic stew with beef cheek 

100g

ビストロリュバンのスペシャリテ。
柔らかく煮込んだ牛ホホ肉と、濃厚で芳醇な深みのある

ソースがベストマッチです。

¥1,980（税込¥2,178）

160g

サーロイン・
ローストビーフ ステーキ
Classic stew with beef cheek 

厳選したサーロインをローストビーフにして更に香ば
しくステーキに仕上げた逸品。
ソースは相性の良いさっぱりした和風オニオンソースと
ハーブ＆レモンの自家製バター。

¥1,980（税込¥2,178）

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（税込¥1,408）

HOT!


