
※画像はイメージです。

キッズプレート
（オレンジドリンク付き）

ミートボール・三日月オムレツ・エビフライ・フレンチポテ
ト・季節のパスタ・ミックスサラダ・プチデザート

¥680

kids plate

Ki dS

おも
ちゃ
付き！

キッズプレート
（オレンジドリンク付き）

ミートボール・三日月オムレツ・エビフライ・フレンチポテ
ト・季節のパスタ・ミックスサラダ・プチデザート

kids plate

おも
ちゃゃ

キッズプレート
（オレンジドリンク付き）

ミートボール・三日月オムレツ・エビフライ・フレンチポテ

kids plate

おも

¥1,280
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。

シェフおすすめのビストロサラダ
人参のドレッシング or オニオンのドレッシング

chef recommended bistro salad (carrot or onion dressing)
TAKEOUT OK!

とろとろ卵のオムライス 自家製ストロガノフソース ¥1,080
house made hashed beef rice with omelette
とろとろ卵のオムライス自家製ストロガノフソース自家製ストロガノフソース自家製ストロガノフソース ¥1,080

house madehouse made hashed beef rice with omelettehashed beef rice with omelette

soft and creamy !

※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.

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.

drink

lunch salad big size
desserts small size

tea selection

menuset 

※画像はイメージです。

ランチ
BIGサラダ

・グレープフルーツ
   GRAPEFRUIT

・ジンジャーエール

lunch salad big size
desserts small size

ドリンク&
BIGサラダ
＋¥280

drink & salad

本日のあったか
スープ
＋¥180

soup de jules

¥680

KKKiiiiiiKiKKiK dSSSSSSS

厳選したサーロイン・ローストビーフの片面だけを香ばしくステーキに仕上げた逸品。

¥1,980サーロイン・ローストビーフステーキ
roast beef lightly pan

TAKEOUT OK!

パン or ライス

TAKEOUT OK!

20食
限定

ランチタ
イム

Special

脂が少なく、しっかり肉の味を感じられるローストビーフがライスの上に山盛りに。
生姜の効いた自家製和風ソースであっさりと。

ビーフライス
¥100
旨だし半熟卵

original roast beef bowl
¥1,280

TAKEOUT OK!

160gパン

TAKEOUT OK!

Origina
l

Healthy!

このマークのメニューは
　　　　　できます！Take Out

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
　スタッフにお尋ねください

・森苺のルイボスティー (HOT)
  Strawberry Rooibos

・スウィートアプリコットティー (HOT)
  Sweet Apricot Tea

・ブルーエルダーフラワー＆
バタフライ・ピーティー
(HOT)
  Blue Elder Flower & 
   Butterfly Pea Tea

※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.

ブルーエルダーフラワー＆
バタフライ・ピーティー

Blue Elder Flower & 
   Butterfly Pea Tea   Butterfly Pea Tea

ライムを
搾ると
紫色に！

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。

　　　　　できます！Take O　　　　　Take O　　　　　u　　　　　u　　　　　t

パル
ミジャーノ・レジャーノ

削り
たて !

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　
香味野菜と肉の旨味が詰まった粗挽き肉と削りたての「パルミジャーノ・
レジャーノ」が合いまったオリジナルのボロネーゼパスタです。

¥1,180

fresh pasta with 
minced meat and parmigiano reggiano

パン or ライス

鉄板煮込みハンバーグコンボ 自家製デミグラスソース
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。

¥1,280
stewed hamburger combo with house made demi-glace sauce

TAKEOUT OK!
再撮影

鉄板煮込みハンバーグコンボ鉄板煮込みハンバーグコンボ鉄板煮込みハンバーグコンボ自家製デミグラスソース
パン orン orン or ライス

鉄板煮込みハンバーグコンボ自家製デミグラスソース自家製デミグラスソース自家製デミグラスソース自家製デミグラスソース自家製デミグラスソース自家製デミグラスソース自家製デミグラスソース ¥1,280
stewed hamburger combo with house made demi-glace sauce

TATAT KEOUT OK!
再撮影

weekday lunch menu
B I S T R O  R U B A N

Recommend

Recommend

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！

Pasta POINT

TAKEOUT OK!



※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.

チョコレートアイスクリーム

バニラアイスクリーム

ドリンク＋¥150

・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

熱々クリームブリュレの
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。

¥680

CRÈME BRULEE IN A HOT PIE CRUST

チョコレートアイスクリームチョコレートアイスクリームチョコレートアイスクリーム

sweets menu
B I S T R O  R U B A N

¥280

¥280

chocolate ice cream

vanilla ice cream

お料理と一緒に
ドリンクはいかが？

set DRINK

・森苺のルイボスティー (HOT)
  Strawberry Rooibos

・スウィートアプリコットティー (HOT)
  Sweet Apricot Tea

・ブルーエルダーフラワー＆
バタフライ・ピーティー(HOT)
  Blue Elder Flower & Butterfly Pea Tea

tea selection
ドリンク＋¥150

 (HOT or COLD)

 (HOT or COLD) (HOT or COLD)

(HOT or COLD)
  OOLONG TEA

・グレープフルーツ
   GRAPEFRUIT   GRAPEFRUIT

お料理と一緒にお料理と一緒に
ドリンクはいかが？ドリンクはいかが？

setDRINK

・森苺のルイボスティー森苺のルイボスティー (HOT)
  Strawberry Rooibos  Strawberry Rooibos

・スウィートアプリコットティースウィートアプリコットティー (HOT)
  Sweet Apricot TeaSweet Apricot Tea

・ブルーエルダーフラワー＆ブルーエルダーフラワー＆
バタフライ・ピーティーバタフライ・ピーティー(HOT)
Blue Elder Flower & Butterfly Pea TeaBlue Elder Flower & Butterfly Pea Tea

tea selectiontea selection

ビターな風味のミルクチョコレートとほのかに
甘いバナナのフレーバー。優しい香りと余韻が
印象的です。

ホットチョコバナナ
見た目も可愛くお洒落なノンアルコールカクテルを
フローズンに仕上げました。

ヴァージンベリー
ダイキリ

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。

The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.The price of all dishes on the menu are tax-exclusive.

HOTHOTHOT

Hot

specialdrink
見た目にも可愛らしい、スイーツ仕立てのドリンクです!

Drink

Virgin Berry Daiquiri

Hot Chocolate Banana

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

Seasonal

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

 menu
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

¥580

Recom
mend

見た目も可愛くお洒落なノンアルコールカクテルを
フローズンに仕上げました。

ヴァージンベリー
ダイキリ

HOTHOTHOTHOTHOTHOTHOTHOTHOTHOTHOTHOTHOT

ホットチョコバナナ

・ジンジャーエール
   GINGER ALE

ホットチョコバナナ
Hot Chocolate Banana

ヴァージンベリー
Virgin Berry Daiquiri
ヴァージンベリー
Virgin Berry Daiquiri

COLDCOLDCOLD

・紅茶 (HOT or COLD)・紅茶 (HOT or COLD)・紅茶 (HOT or COLD) (HOT or COLD)
   TEA

・烏龍茶 ・烏龍茶 (HOT or COLD)
  OOLONG TEA

・オレンジ
  ORANGE

・マンゴー・マンゴー
MANGO

Virgin Berry DaiquiriVirgin Berry Daiquiri

¥630
¥780

ほんのり甘く爽やかな酸味のバランスが良く爽快感
のある味に仕上げました。温まりたいときに是非。

ホットレモネード
Hot Lemonade

¥650

¥720

冬においしいホットチョコレート。スイーツ感覚に
飲めるちょっぴり大人なドリンクに仕上げました。

ホットチョコレート
Hot Chocolate

¥630

ほのかに香る白ワイン林檎を優しく閉じ込めたホットカク
テル。1口飲んだ瞬間に広がる優しい味わいを是非。

カクテルアップルティー
Cocktail Apple Tea

drink
見た目にも可愛らしい、スイーツ仕立てのドリンクです!見た目にも可愛らしい、スイーツ仕立てのドリンクです!

HOTHOT

¥720
ほのかに香る白ワイン林檎を優しく閉じ込めたホットカク
テル。1口飲んだ瞬間に広がる優しい味わいを是非。

HOTHOT

ほのかに香る白ワイン林檎を優しく閉じ込めたホットカク

HOTHOTHOTHOTHOTHOTHOTHOT

ライムを搾ると紫色に！

・コーヒー (HOT or COLD)
  COFFEE

 (HOT or COLD) (HOT or COLD)

  Blue Elder Flower & Butterfly Pea TeaBlue Elder Flower & Butterfly Pea Tea

・紅茶 (HOT or COLD)・紅茶 (HOT or COLD)・紅茶 (HOT or COLD)

ライムを搾ると紫色に！ライムを搾ると紫色に！

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。

¥580
Classic chocolate gateaux

Seasonal

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。

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

いちごシロップ

ミックスベ
リー

バナナチップ チョコソース

シナモン＆ホイップ

アップルティー

リンゴチップ

自家製

レモネード

ドライ
フランボワーズ＆

ホイップ

マシュマロ


	01_RUBAN_WeekdayLunch_A3menu_omote_food_20AW_1111
	02_RUBAN_WeekdayLunch_A3menu_ura_sweets_20AW_1111



