
＜Press Release＞                                           2014年 5月 26日 

人気ファッションブランドが提案する本格的な BBQ スタイルや、 

ライブも楽しめる女の子のためのガーデンビアテラスなど  
ルミネ 3館でビアガーデン開催！ 

 

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新井良亮）が運営する「ルミネ池袋」、「ルミネ

エスト新宿」、「ルミネ大宮」の 3 館では、各館の個性溢れる、オシャレで開放的なビアガーデンを期間限定

で実施いたします。 
 
 ルミネ池袋では昨年の反響を受け、今年も、人気ファッションブランド「JOURNAL STANDARD」が提案す

るバーベキュービアガーデン「THE ROOFTOP（ザ ルーフトップ）」をオープン。米国のアウトドアブランド

「Coleman」のグリルを使って焼く本格的なバーベキューや、氷の入ったバケットにボトルビールやワイン、オ

リジナルモヒートなどのドリンクを入れて提供するリゾートスタイルのドリンクプラン等、ビーチサイドキャンプ

のような心地よい空間でお楽しみ頂けます。 

ルミネエスト新宿では、毎年人気の「BBQ＆BEER TERRACE 130day’s（バーベキュー アンド ビアテラ

ス イチサンマルデイズ）」が登場。バーベキューをメインに、今年はタパス料理や、ミルクジャムドーナッツ、

ふわふわかき氷といったスイーツ、フレッシュフルーツを使用した 7 種類のフルーツモヒートなど、女性に嬉

しいメニューも新たに加わりました。また、女性アーティストが出演するライブイベントも開催いたします。 

ルミネ大宮では、ハワイアンレストラン「Lanai Hawaiian Natural Dishes」にて、南国の雰囲気漂う「Lanai 

Hawaiian Natural Dishes Hawaiian ビアガーデン（ラナイ ハワイアンナチュラルディッシュズ ハワイアン ビ

アガーデン）」を実施。気持ちの良い空の下でバーベキューをお楽しみいただけます。 
 
ルミネは今後も、ご来店いただいたお客さまに、大切な方達と楽しいひとときを過ごしていただけるよう、

季節にあわせた様々な企画を実施してまいります。 

 

 

 

ルミネ池袋 「THE ROOFTOP」 
 
ルミネ池袋 8Ｆでもおなじみの、人気のバーガーカフェ「 J.S. 

BURGERS CAFE」が運営するバーベキュービアガーデン。肉や魚

介、野菜などを、米国のアウトドアブランド「Coleman」の機材でグリ

ルし、お好みの焼き加減でお召し上がりいただけます。また、お客

さま自身でハンバーガーとパテ、お好みの具材を焼いて、オリジナ

ルのハンバーガーもお作りいただけます。 

アメリカは西海岸のリゾート地を思わせる空間で、心地よい音楽と

空気を感じながら、自由に、気の赴くままに楽しめるバーベキュー

ビアガーデンです。 

※雨天・強風の場合は営業が中止になることがございます。 

※1グループ 120分制 
 
【営業日時】 

2014年 5月 29日（木）～10月中旬  

平日 16：00～23：00/土日祝 12：00～23：00（L.O/22：00） 
 
【場所】 

ルミネ池袋 8Ｆイケレスガーデン（中庭フリースペース） 
 
【席数】 

72席 
 
 
 

各館のビアガーデン概要 



【メニュー内容】※金額は全て税込です。 

＜フードメニュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※セットメニューには、プラス 1,000円でビーフステーキが付けられます。 

※他、アラカルトメニューもご用意しています。 
 
＜ドリンクメニュー＞ 

■PARTY BUCKET 

ボトルビールやワイン、オリジナルモヒートなど 4～5 名様分（目安）のドリン

クを、氷の入ったバケットに入れてご提供。リゾートスタイルでお楽しみ頂け

ます。ボトルの本数等によって 5,000 円、7,000 円、10,000 円の 3 コースを

ご用意しています。 

◇メニュー例（10,000円） 

スパークリングワイン 2本、ワイン（赤／白）2本、クラフトビール 4本、トロピカルモヒート 2種 
 
■BOTTOMLESS CUP（飲み放題プラン：90分制） 

STANDARD(1,500円）、EXTRA(2,000円)の 2つのプランをご用意しています。 

＜STANDARD＞生ビール（ハイネケン、ハートランド）、カクテル（ジン、ウォッカベース、マリブ、アペロール、

ラム、ディタ）、ソフトドリンク 

＜EXTRAのみ＞ワイン（赤、白）、トロピカルモヒート 

※他、単品メニューもご用意しています。 
 
【「THE ROOFTOP」ご予約電話番号（直通）/ご予約 URL】 

TEL: 03-5956-3373（2014年 5月 29日～） 

※5/28 までのお問い合わせ TEL : 03-5928-3677（J.S. BURGERS CAFE ルミネ池袋店） 

http://journal-cafe.jp/news-info/2014/05/the-rooftop-1.html（前日の 24:00までオンラインで予約可能） 

 

ルミネエスト新宿 「BBQ＆BEER TERRACE 130day’s」 
 
オープンエアのオシャレな空間で BBQ が楽しめる、毎年大人気の

「BBQ＆BEER TERRACE 130day’s」を今年も開催。メインの BBQ

の他、今年はタパス料理も新登場。また、ミルクジャムドーナッツや

ふわふわかき氷などのスイーツ、フレッシュフルーツを使用した 7 種

類のフルーツモヒートも加わり、より女性に嬉しいラインナップでご

提供いたします。また、可愛い女子アーティストが出演するライブイ

ベント「Girls live Station」もさらにパワーアップして開催予定です。 

※雨天の場合は営業を中止させていただきます。 
 
【営業日時】 

オープン中～2014年 9月 30日（火） 

平日 16：00～23：00/土曜日 12：00～23：00/日曜日 12：00～22：00 

※7月、8月の土日祝日は 15：00～23：00 
 
【場所】 

ルミネエスト新宿屋上 ルミネガーデン 9 
 
【席数】 

520席 

■SKYHIGH SET：3,500 円 

・グリル野菜のバーニャカウダ 

・ロメインのシーザーサラダ 

・海老のアヒージョ 

・ムール貝のビール蒸し 

・グリルドハーブチキン 

・オリジナルハンバーガー 

・デザート 

 

■ROOFTOP SET：3,000 円 

・グリル野菜のバーニャカウダ 

・タコとマッシュルームのアヒージョ 

・ムール貝のビール蒸し 

・グリルドハーブチキン 

・オリジナルハンバーガー 

・デザート 

 

■SWING-BY SET：2,500 円 

・グリル野菜のバーニャカウダ 

・タコとマッシュルームのアヒージョ 

・グリルドハーブチキン 

・オリジナルハンバーガー 

・デザート 

http://journal-cafe.jp/news-info/2014/05/the-rooftop-1.html


【メニュー内容】※金額は全て税込です。 

牛肉、豚肉、鶏肉、骨つきフランク・フライドチキンの BBQセット、タパス、サラダ、ドリンクコース 

・ADULT：4,000円（2時間制、ラストオーダーは制限時間の 30分前） 

・KIDS：1,800円 ※未就学児は無料。但し同伴。 

※アラカルトメニューは別料金にてご提供いたします。 
 
【開催イベント】 

女子アーティストが登場するライブイベント「Girls live Station 2014」を、「BBQ＆BEER TERRACE 130day’s」

会場にて開催いたします。詳細につきましては、イベント内容決定し次第、HP（http://salt-group.jp/）にて

順次発表いたします。 
 
 
【「BBQ＆BEER TERRACE 130day’s」ご予約電話番号（直通）】 

TEL: 03-6273-2262（受付時間 13：00～23：00） 

 

ルミネ大宮 「Lanai Hawaiian Natural Dishes Hawaiian ビアガーデン」 
 
ルミネ大宮のハワイアンレストラン「Lanai Hawaiian Natural Dishes」では、

南国のリゾート感たっぷりの、開放的なビアガーデンを開催。「Lanai」

はハワイ語で「テラス」の意味。気持ちよい風が通り抜ける広々としたテ

ラス席で、ボリューミーな BBQグリルをお楽しみいただけます。 

※雨天の場合は、ビアガーデンの営業が中止になることがございま

す。 
 
【営業日時】  

オープン中～2014年 9月下旬（予定） 

16：00～22：00（L.O./21：30） 
 
【場所】 

ルミネ大宮 ルミネ 2 4Ｆ 「Lanai Hawaiian Natural Dishes」テラス 
 
【席数】 

店内 80席、テラス 80席 
 
【メニュー内容】※金額は全て税込です。 

＜フードメニュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
＜ドリンクメニュー＞ 

■飲み放題セット(1,900円：90分制) 

生ビール、ワイン、ハイボール、酎ハイ、カクテル、ソフトドリンクなどが飲み放題のプラン。 

※他、単品メニューもご用意しています。 
 
【開催イベント】 

不定期で「タヒチアン・ダンスショー」を開催いたします。 
 
【「Lanai Hawaiian Natural Dishes Hawaiian ビアガーデン」ご予約電話番号（直通）】 

TEL: 048-658-0575 

 

 

■スペシャルハワイアン BBQ セット  

お 1 人様（2 名様より）2,500 円  

・選べる 3 種の BBQ グリル 

（チキン、ポーク、ビーフから 1 種） 

・前菜 4 種盛り合わせ 

・フライドポテト 

・コブサラダ 

・フルーツアイス 

 

※他、「選べる 3種の BBQグリル」と「おつまみ 3品」がセット
になった『ハワイアン BBQ セット（2,000 円）』や、アラカルトメ
ニューなどもご用意しています。 

 


