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Sous-vide
Rapide pour préparer
Apéro
Hors-d'œuvre
Salade
Entrée chaude
Pain
Glucides
Dessert

SUMMER AUTUMN
2019.06

Dessert
黒糖タピオカミルクティーシュー
ビッグウェーブにはのらないと !!
シューアイス仕立てのタピオカミルクシュー !!

500

バスク風チーズケーキ
バスク風チーズケーキとブリュレの
いいとこ合わせたＢＡＮのバスチー !!

500

低温調理したＢＡＮプリン
低温調理で仕上げたＢＡＮオリジナルの
なめらかプリン

400

Pain・Glucides
お食事の〆や、空腹時のアルコールを避けたい時に

こだわりのお食事はいかがですか？
BAN! 特製のカレーは店頭でも購入可能です。

パ ンと 炭水化物

ガーリックトースト

390

1 赤ワイン香るフレンチ焼き牛丼

700

2 3

1 2 3

4 5 6

赤ワインで炊いた米を使った
フレンチ焼き牛丼 !!

香草バターで焼き上げた
ガーリックトーストもフランス風

THE BAN カレー

800

和牛筋がとろとろに溶けるまでじっくり
煮込んだカレーにスジ唐揚げトッピング !!

アーリオオオイヨペペロンチーノ

880

にんにくたっぷり使って疲労回復・滋養強壮
効果抜群のペペロンチーノ !!

KIDS専用
チーズ焼き牛丼  BAN プリン付

500
小学生以下に限ります

はいさい！タコライス！

700

タコライスが食べたくて作ったら
メニュー化 ! 全米も泣くレベル !!

※当メニューの表示価格は税別です。



300g / 2,500

150g / 1,500ハーフサイズ

3名様～おすすめ

100gから50g単位で量り売り可能です。お肉各種

低温調理 × ビストロ料理ＢＡＮ！は肉料理専門の
本格ビストロです。
和牛は東京芝浦市場の黒毛和牛専門問屋のミヤ

ミート様等から、部位ごとに最高品質なものを厳

選して仕入れ、その他、牛タン、豚、鴨、仔羊、

ジビエなども拘りの食材を使用。また、お肉は低

温調理を取り入れる事により、余分な肉汁の蒸発

を防ぎ、肉に対してもストレスを与える事なく、

シンプルながらスペシャルな一皿に仕上げます。

鮮度を重視した食材が織り成す深い味わいは、様々

な年代のお客様にご満足頂けるものとなっており

ます。「お酒が原価で飲める肉専門本格ビストロ」

としてドリンクはもちろん、お料理にもこだわる

「原価ビストロ BAN！」

低温調理で仕上げた 極上肉盛合わせ
当店人気 No.1!! BAN! 特製の肉盛り!! BAN! エントリーメニュー

クリーミーで、とても滑らかな口当たり。肉料理にはポテト。
付け合わせの定番だが、実は互いの栄養素が体への吸収を助けあい、
効率的に栄養を摂種できる絶妙な組み合わせ。

バベットステーキ(牛ハラミのステーキ)

バベット (bavette)とはフランス語でハラミの事！
ワインにぴったりなフランス人が大好きなステーキ。
ビストロ定番のバベットステーキを
低温調理で仕上げたＢＡＮスタイルで！

2,500

3,500

選べる肉盛り３種 200g

欲張り肉盛り３種 300g

+ マッシュポテト

+マッシュポテト

+マッシュポテト

ご注文頂いてから火入れをしている為、
30～60 分程お時間を頂いています。

100gから50g単位で量り売り可能です。

※部位はスタッフが厳然し、ご提供致します。

ランプ きめ細かく、うっすらとサシが入り
上品な味わいのお肉 !!

イチボ サシが細かく厚切りでも柔らかく、
赤身としての旨みも！

使用部位黒毛和牛の
極上ローストビーフ

低温調理肉のために練り上げた
マッシュポテト

100g / 2,100   1g / 21
当店の人気メニュー。低温調理で調理したこだわりの和牛は

しっとりと柔らかい。部位はイチボとランプを使用している為、

細かくサシが入っており口の中でとろける。今までのロースト

ビーフに対する概念を覆す逸品。

ローストビーフ / ローストポーク / ローストダック
牛タンのトリミングステーキ / ラムチョップ

お好みのお肉を 3 種お選びください。

4,500贅沢 !!５種 500g

300マッシュポテト追加

100g / 2,100
1g / 21

黒毛和牛の
極上ローストビーフ

100g / 1,000
1g / 10

那須高原豚の
しっとりローストポーク

100g / 900
1g / 9

マグレ鴨のロースト
100g / 1,100
1g / 11

牛タンの
トリミングステーキ

1 本 /480

かぶりつき
ラムチョップ

特製ジンギスカンタレ  or  塩

※当メニューの表示価格は税別です。



和牛のカルパッチョ
冷製に仕上げたセルバチコと
リコッタチーズの和牛カルパッチョ !!

1,200

シャルキュトリー盛り合わせ
まずは定番！生ハム・パテなどの盛り合わせ !!

1,200

田舎風パテ
ビストロではお馴染みのフランスの家庭料理 !

650

レバーパテとブルーベリージャム
レバーの塩気とジャムの甘味が
あまじょっぱのワインが進むレバーパテ !!

500

アンチョビポテトサラダ
アンチョビ味のポテサラを菜園風で !!

460

サラミ
イタリアのマントヴァの美味しいサラミを
きゅうりと定番の組み合わせ !!

550

削りたて生ハム
削りたての口どけと香りを楽しんでください !!

650

生ハムメロン
生ハムと言えばメロン ! メロンといえば
生ハムと言うくらいの王道の組み合わせ !!

650

カモンベール
カマンベールチーズと味噌と
鴨を合わせたなめろう仕立て !!

650

ＢＡＮ！サラダグルマン
いろんな惣菜とモリモリ野菜の美食家サラダ !!

ハーフサイズ 600 / 900

Fake meatのライスサラダ
ケールライスとフェイクミートを使った
美意識高めの次世代型ライスサラダ !!

800

フライドポテト　
カラッとサクッとポテトフリット !!

550

カマンベールポテト
揚げたてポテトにカマンベールパウダーを
フリフリ !! チーズ感がたまらん !!

600

パクチーポテト
根強いファンの声にお応えして
復活させたので責任もってお願いします！

600

骨付きソーセージのアメリカンドッグ
ありそでなかった好きなやつの組み合わせ !!

1本 350

すこぶる辛いスコヴィルチキン
辛いもの好き必食 !! 激辛チキンフリット !!
※見た目ほど辛くはありません。

1枚 390

フライドラム
ラム好き必食 !! フライドチキンならぬ
サクサクジューシーフライドラム !!

1枚 390

玉子焼きッシュ
キッシュの生地で作った玉子焼きに
たっぷりチーズをふってめしあがれ !!

500

スジのから揚げ 山形「だし」の
ラヴィゴットソース
牛筋の唐揚げにエストラゴンを効かせた
山形名産「だし」を使った
ラヴィゴットソース !!

500

マッシュルームのオーブン焼き
生ハムのソースをかけたマッシュルームの
オーブン焼き !!

550

アンチョビキャベツ
食べ始めたらとまらないド定番の
アンチョビキャベツ !!

500

ラム餃子　
北アフリカのアリッサという唐辛子ペースト
入りの大根おろしでピリリと召し上がれ !!

590

マグロハラモと南仏野菜のアヒージョ
脂ノリノリのマグロのハラミをレモンと
一緒にさっぱりアヒージョ !!

バゲット +200円 750

前 菜 ・ サラダ
前菜は定番のパテや、低温調理和牛を使ったカルパッチョなど BAN! ならではのものも。
お惣菜と一緒に盛られたサラダはボリューム満点。ハーフサイズもございます。 温 菜

サーモンとサワークリームのガレットピザ
サワークリームとサーモンのそば粉の
クレープを使った薄焼きピザ !!

900

バラエティー豊かなラインナップ。
ガレットはみんなでシェアしやすいピザ形でご提供致します。

和牛のカルパッチョ サーモンとサワークリームのガレットピザ

すこぶる辛いスコヴィルチキン

アンチョビキャベツ玉子焼きッシュ

カマンベールポテト

フライドラム

ラム餃子シャルキュトリー盛り合わせＢＡＮ！サラダグルマンアンチョビポテトサラダ

Fake meatのライスサラダ

カモンベール

※当メニューの表示価格は税別です。



PRICE

All 300

ApéroApéro 軽く。楽しく。ディナーに移る前に一杯。
ワインやスパークリングに合うメニュー多数ご用意。
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砂肝のコンフィ
コリコリ砂肝のエキゾッチク
なオイル漬け

牛タンとレンズ豆の
マリネサラダ

柔らかく煮たレンズ豆をドレッシングで
マリネしたサラダ仕立て !!

8.トリュフ枝豆
ホクホク枝豆にトリュフの香りを
トッピングした枝豆！

450

5. 半熟煮卵のウフマヨネーズ
ビストロの定番ウフマヨを半熟煮卵と
カラシマヨネーズで !!

220

3. チーズ 4種盛り合せ
全部盛合わせにしてくれとの要望多数
だったのでお応えした４種のフランスチーズ
盛り合わせ !! 1,000

9.スパイシーケイジャンチップス
コラーゲンたっぷり！糖質ゼロ！
サクサクスパイシー豚皮揚げ！

300

4. マンゴーバター
スパークリングに合う!!レーズンバターならぬ
ドライマンゴーを練りこんだバター !!!

390

フォアグラの為に焼かれたブリオッシュと
そのブリオッシュの為に作ったフォアグラバター
フォアグラのお供といえばブリオッシュ！
ブリオッシュのお供といえばフォアグラ!!

650

1. 焼きとうもろこしのマドレーヌ
焼きとうもろこし入りの塩マドレーヌに
焼きとうもろこしを添えて !!

500

6.よだれひつじ
中華のよだれ鶏をラムでアレンジ !!
山椒ダレが痺美味い !!

650

7. 牛タンとアボカドのハワイアンポッキムチ
ハワイのポキをキムチ風味で仕上げた
ユッケスタイルのポッキムチ !!

よだれひつじ

650

牛タンとアボカドのハワイアンポッキムチ トリュフ枝豆 スパイシーケイジャンチップス

クイックメニュー
ご注文頂いてすぐにご提供できるメニュー。

乾杯時のお供にぴったり。

小ぶりなジャーにてご提供

させて頂きます。

野菜のピクルス
肉の脂をさっぱりさせてくれる
ごろごろ野菜のピクルス

にんじんのクミンマリネ
細切りにしたにんじんをクミン
でマリネしたキャロットラペ !!

まめアジの
　エスカベッシュ

まめあじと根菜のさっぱり
したマリネ

ラタトゥイユ
パプリカやナスなどをトマト
で煮込んだフランスの
家庭料理の代表 !!

ピリ辛セミドライトマト
唐辛子オイルに漬け込んだピリッ
と美味いセミドライトマト

トマトと水タコと
枝豆のタブレ

タコと枝豆とトマト風味の
クスクスサラダ !!

2

3

5

4

1

2.

6 7 8 9

※当メニューの表示価格は税別です。


