
お料理と一緒に
セットメニューは
いかが？

※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.

Classic Stew wi� B�f Ch�k 

B I S T R O  R U B A N

Weekday Lunch

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

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。

¥1,680（税込¥1,848）

¥1,480（税込¥1,628）

牛ホホ肉の
クラシック・ビーフシチュー

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、モチモチの生パスタと
モッツァレラチーズがよく絡みます。

トマトとビスクのシーフード生パスタ
Fresh Pasta in Tomato and Seafood Bisque

¥1,680（税込¥1,848）

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・
レッジャーノの
ボロネーゼ生パスタ

Fresh Pasta in Ground Minced 
Meat Bolognese

¥1,280（税込¥1,408）

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 B�f Lightly Pan

160g¥2,300（税込¥2,530）

脂が少なくしっかりお肉の味が感じられる
赤身肉。生姜の効いた自家製和風ソースで
召し上がれ。

ローストビーフ・ライス
Roast B�f Rice

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 !

¥1,180（税込¥1,298）

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、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 or オニオンドレッシング）

Chef Special Bistro Salad

パ

ルミ
ジャー

ノ・レッジャーノ

削りたて !

¥1,300（税込¥1,430）
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

キッズプレート
Kids Plate ( comes wi� toys)

¥700（税込¥770）

※写真はイメージです。 Images are i�ustration purposes.　※アレルギー対応は致しかねます。 We’re s�ry but cannot accommodate persons wi� a�ergies.　※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-gri�ed meat is served uncut to maintain its deliciousness and temperature.

本日のスープ ランチメニューご注文の場合、
裏面のスイーツ¥200引き

Soup de Jules

¥300（税込¥330）¥250（税込¥275）

¥180
（税込¥198）

Drink
平日限定ランチドリンクセットSet

Menu

ほとんどの商品がテイクアウト可能です。
スタッフにお声がけください。

パン or ライス（平日大盛り無料）

平日大盛り　¥200（税込¥220）

ドリンク付き（オレンジ or アップル）

平日ライス大盛り無料

パン or ライス（平日大盛り無料）

平日大盛り　¥200（税込¥220）

パン

おもちゃ付き！

コーヒー （Iced or Hot）
Coff�
紅茶 （Iced or Hot）
Tea
烏龍茶 （Iced or Hot）
Oolong Tea
オレンジ100%ジュース
Orange 100% Juice

グレープフルーツ100%ジュース
Grapefruit 100％ Juice
マンゴージュース
Mango Juice
ジンジャーエール
Ginger Ale
コカ・コーラゼロ
Coke Zero

ランチBIGサラダ
Lunch Salad Big Size

（下記よりお選びください）

※スープの内容はスタッフまでお尋ねください。 ※スイーツメニューは裏面をご覧ください。

ドリンクは他にも色々
取り揃えております。
詳しくはドリンクメニューを
ご覧ください。

パン or ライス（平日大盛り無料）



★

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

Sw�ts

抹茶ティラミス
程よい甘さのくちどけ柔らかなマスカルポーネ。
濃厚で渋い抹茶のボンボンティラミス。

¥680（税込¥748）

¥580（税込¥638）

本日のシャーベット
Today's S�bet

¥280（税込¥308）

バニラアイスクリーム
Vani�a Ice Cream

¥280（税込¥308）

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 Ch�se Cake
¥600（税込¥660）

コーヒー （Iced or Hot）
Coff�

紅茶 （Iced or Hot）
Tea

烏龍茶 （Iced or Hot）
Oolong Tea

オレンジ100%ジュース
Orange 100% Juice

グレープフルーツ100%ジュース
Grapefruit 100％ Juice

マンゴージュース
Mango Juice

ジンジャーエール
Ginger Ale

コカ・コーラゼロ
Coke Zero

¥180（税込¥198）

Set Drinks

Matcha (Gr�n Tea) Tiramisu

マンゴー・タルト

肉厚なマンゴーとサクサクな
タルト生地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
重なる味や香りが楽しめます。

¥780（税込¥858）

※写真はイメージです。 Images are i�ustration purposes.　※アレルギー対応は致しかねます。 We’re s�ry but cannot accommodate persons wi� a�ergies.　※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-gri�ed meat is served uncut to maintain its deliciousness and temperature.

メッセージ入り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。

Mango Tart

ドリンクは他にも
色々取り揃えております。
詳しくはドリンクメニューを
ご覧ください。

BISTRO RUBAN
Bistro Ruban’s Special Set

スペシャルセット（2名様～）
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
★トマトとビスクのシーフード生パスタ
★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

★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

★食後のコーヒー
or 紅茶

¥2,300（税込¥2,530）1名様

お誕生日や記念日もRUBANで！

お料理と一緒にドリンクはいかが？

★トマトとビスクの
　シーフード生パスタ

★サーロイン・ローストビーフステーキ200ｇ

※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

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のシャリアピンソース。

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、
モチモチの生パスタとモッツァレラチーズがよく絡みます。
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