
このマークのメニューは
　　　　　できます！Take Out

※写真はイメージです。　Image is for illustration purposes.

ドリンク
＋ ¥150

ランチBIGサラダ
＋ ¥180

お料理と一緒に
セットメニューは

いかが？

・コーヒー (HOT or COLD)
  COFFEE

・紅茶 (HOT or COLD)
   TEA

・烏龍茶 (HOT or COLD)
  OOLONG TEA

・オレンジ
  ORANGE

・マンゴー
  MANGO

・グレープフルーツ
   GRAPEFRUIT

・ジンジャーエール
   GINGER ALE

※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。　 Charcoal-grilled meat is served uncut to maintain its deliciousness and temperature.

drink

lunch salad big size desserts small size

tea selection

menuset ドリンク&
BIGサラダ
＋ ¥250

drink & salad

本日のスープ
＋ ¥180

soup de jules

プティスイーツ
＋ ¥250

※スイーツの内容はスタッフにお尋ねください

※スープの内容は
　スタッフまで
　お尋ねください。

・苺のルイボスティー(HOT)
  STRAWBERRY ROOIBOS TEA

・カシスフルーツティー (HOT)
  CASSIS FRUIT TEA

・スイートハニージンジャーティー(HOT)
  SUITE HONEY GINGER TEA

soft 
and creamy !

Hea
lt

hy
!

自家製ハンバーグ・フィッシュフライ
生パスタ・チキンライス・フルーツ
ゆで卵マヨネーズ・プチトマト＆プロセスチーズ

※キッズメニューは小学生以下限定です。  
Kids menu is limited to elementary school students and younger.

キッズプレート
（オレンジドリンク or 
        アップルドリンク付き）

kids plate

¥680（税込 ¥748）

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。

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。

魚貝とオマールビスクの生パスタ

Fresh pasta with shellfish 
and lobster bisque

¥1,280（税込 ¥1,408）

（税込 ¥165）

（税込 ¥198）

（税込 ¥198）

（税込 ¥275）

（税込 ¥275）

ポットでご提供します。

B I S T R O  
R U B A N

Recommend

パル
ミジャーノ・レッジャーノ

削りたて !

Recom
mend

Original

Past
a

POIN
T!

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！

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々
な食感が楽しめます。複数名様での
シェアもおすすめです。

シェフのおすすめビストロサラダ
人参のドレッシング and オニオンドレッシング

chef recommended 
bistro salad 
(carrot and onion dressing)

¥1,280（税込 ¥1,408）
パン

weekday lunch menu

¥1,080（税込 ¥1,188）
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メニューです。

¥1,280（税込 ¥1,408）
パン or ライス

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

●黄金比ハンバーグ煮込み
●粗びきソーセージ ●ベーコングリル

3 kinds of meat combo plate 
tomato & homemade demiglace sauce

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　

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。

fresh pasta with minced meat and parmigiano reggiano

¥1,180（税込 ¥1,298）

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。

サーロイン・ローストビーフ 
ステーキ
自家製メンドテールバター
シャリアピンソース

roast beef lightly pan

パン or ライス

160g

¥1,980（税込 ¥2,178）

おもち
ゃ

付き！

Special

牛ホホ肉のクラシック・
ビーフシチュー

Classic stew with beef cheek 

¥1,380（税込 ¥1,518）
パン or ライス

150g

スマホでメニューは
こちらから！



※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.

ドリンク

・コーヒー (HOT or COLD)
  COFFEE

・紅茶 (HOT or COLD)
   TEA

・烏龍茶 (HOT or COLD)
  OOLONG TEA

・オレンジ
  ORANGE

・マンゴー
  MANGO

・グレープフルーツ
   GRAPEFRUIT

・ジンジャーエール
   GINGER ALE

BISTRO RUBAN

本日のシャーベット バニラアイスクリーム
today's sorbet vanilla ice cream

お料理と一緒に
ドリンクはいかが？

set DRINK

tea selection
ポットでご提供します。

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。

Drink

苺とバナナの
フレンチタルト
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。

STRAWBERRY AND BANANA FRENCH TART
¥680
（税込 ¥748）

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

ほわほわ生チーズケーキ

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。

CRÈME D ANGE CHEESE CAKE

スパークリングワイン

or ノンアルコール・

スパークリングワイン

魚貝とオマール海老ビスクの

生パスタ

サーロイン・ローストビーフ

ステーキ200ｇ

鶏胸肉とベーコンの

シーザーサラダ

食後のコーヒー

or 紅茶

BISTRO RUBAN’S SPECIAL SET

1名様 
¥1,800（税込 ¥1,980）

スペシャルセット（2名様～）

クラシック・ガトーショコラ

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。

Classic chocolate gateaux

¥280
（税込 ¥308）

¥280
（税込 ¥308）

¥580（税込 ¥638）

¥580（税込 ¥638）

熱 ク々リームブリュレのパイ包み

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。

Crème brulee in a hot pie crust

 ¥780（税込 ¥858）

＋ ¥150
（税込 ¥165）

2名様～

写真は2名様用です。

2名様分の内容

● スパークリングワイン or
   ノンアルコール・スパークリングワイン
● 鶏胸肉とベーコンのシーザーサラダ
●魚貝とオマール海老ビスクの生パスタ
● サーロイン・ローストビーフ
   ステーキ200g  和風オニオンソース
● 食後のコーヒー or 紅茶
※当メニューは2名様から注文いただけます。

数量
限定special set

スペシャル
セットご注

文の方限定
！

スペシャルセ
ットをご注文

の場合、

以下のスイー
ツメニューを

￥200（税込
￥220）引きで

ご利用いただ
けます。 ※ア

イスクリーム、
シャーベットを

除く

Special
Sweets

sweets menu

HOT!

・苺のルイボスティー(HOT)
  STRAWBERRY ROOIBOS TEA

・カシスフルーツティー (HOT)
  CASSIS FRUIT TEA

・スイートハニー
  ジンジャーティー(HOT)
  SUITE HONEY GINGER TEA

Seasonal


