
 

 

＜Press Release＞                                           2015年 5月 14日 

人気のハンバーガーカフェが手がけるバーベキュービアガーデンや 
世界各国のアレンジ料理が楽しめるナイトスポットも  

ルミネ池袋・ルミネ新宿・ルミネエスト新宿・ルミネ大宮 
4館でビアガーデンを開催！ 

 

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

新宿」、「ルミネエスト新宿」、「ルミネ大宮」の 4 館で、各館の個性溢れる、オシャレで楽しいビアガーデンを

期間限定でオープンします。 
 

 ルミネ池袋では昨年大好評だった、「J.S. BURGERS CAFE」が手がけるバーベキュービアガーデン

「THE ROOFTOP～BBQ BEER GARDEN～」が今年もオープン。3年目となる今回は｢メキシカンリゾート

バーベキュー｣をテーマに、米国のアウトドアブランド「Coleman」製の本格派グリル機材を使ってお客さま自

身でパティを焼くオリジナルタコスバーガーや、陽気で元気になれるメキシカンフード、ドリンクなどを、アリ

ゾナやテキサスなどアメリカ中西部のリゾートをイメージした空間でお楽しみいただけます。 

ルミネ新宿では、昨年大好評を博した「RoofTop Beer Garden. 東京小空」を今年も開催します。今年は

豪快で豪勢なシュラスコが登場する他、フレンチ・イタリアン・スパニッシュなどをベースに、食の最先端スポ

ット東京らしくボーダレスにアレンジしたフードやドリンクをご用意し、パワフルでアクティブなエネルギーが

渦巻く東京新宿に安らぎと清涼感あふれるひと時を提供します。 

ルミネエスト新宿では、女の子のためのビアガーデン「Girlish Beer Garden Botanical Terrace」を開催。

ボタニカルな空間にスイーツスタンドが並ぶ他、たくさんの野菜と一緒に食べるバーベキューやフルーツい

っぱいのカクテル、アフタヌーンティースタイルのスイーツなど女の子が嬉しいフードやドリンクを多数ご用

意します。また、ファッションショーや仮装パーティーをはじめファッショナブルで楽しいイベントも多数開催

予定です。 

ルミネ大宮では、南国のリゾート感たっぷりの開放的なビアガーデン「Lanai Hawaiian Natural Dishes 

Hawaiian ビアガーデン」をオープンします。暑い夏に嬉しい爽やかな風が心地よいテラスで、ボリューミー

なバーベキューをお楽しみいただけます。 

 

 

 

ルミネ池袋 「THE ROOFTOP～BBQ BEER GARDEN～」 
 
 
人気のハンバーガーカフェ「J.S. BURGERS CAFE（ジェイエスバーガーズ

カフェ）」が手がけるバーベキュービアガーデン「THE ROOFTOP～BBQ 

BEER GARDEN～（ザ ルーフトップ～バーベキュービアガーデン～）」。3

年目となる今年のテーマは｢メキシカンリゾートバーベキュー｣。暑い夏にぴ

ったりな陽気で元気になれるメキシカンフードやビール、カクテルなどが楽し

めます。一押しメニューのオリジナルタコスバーガーは、米国のアウトドアブ

ランド「Coleman（コールマン）」製の本格派グリル機材を使って、お客さまご

自身でパティを焼き、ハンバーガーをお作りいただけるスタイルです。 

※雨天・荒天の場合は営業が中止になることがございます。 

 

【営業日時】 

2015年 5月 29日（金）～2015年 10月 12日（月・祝） 

平日 16：00～23：00/土日祝 12：00～23：00（L.O/22：30） 

※開催期間中無休（ルミネ池袋の休館日を除く）。 

※1グループ 120分制。 
 

【場所】 

ルミネ池袋 8F・9F イケレスガーデン 
 

各館のビアガーデン概要 



 

 

【席数】 

270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＞ 

フリードリンク：1,500円、ドラフトビール、メキシカンカクテル、ソフトドリンク他 
 

【「THE ROOFTOP～BBQ BEER GARDEN～」電話番号/ご予約 URL】 

TEL:03-5956-3373（受付時間：ビアガーデン営業時間内）（2015年 5月 29日～） 

TEL:050-3159-7159（5月 18日より予約直通・24時間予約可能） 

※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） 

URL:http://blog.baycrews.co.jp/js-burgers/?p=10230（前日の 24:00までオンラインで予約可能） 

 

 

ルミネ新宿 「RoofTop Beer Garden. 東京小空」 
 
昨年大好評を博した「RoofTop Beer Garden. 東京小空（ルーフトップビアガーデン

トウキョウコソラ）」がパワーアップして帰ってきます。今年は豪快で豪勢なシュラスコ

が登場する他、フレンチ・イタリアン・スパニッシュなどをベースに、食の最先端スポ

ット東京らしくボーダレスにアレンジしたフードやドリンクをお楽しみいただけます。

また、「産地支援」「地域共生」をテーマに日本のものづくりを発信するルミネのプロ

ジェクト「KOKO LUMINE（ココルミネ）」ともコラボし、食で地域をつなぐ取り組みを

ビアガーデンから発信します。 
 

【営業日時】 

2015年 5月 14日（木）～2015年 9月 30日（水） 

平日 17：00～23：00/土・日・祝日 16：00～23：00 

※受付：21:00 まで。 
 

【場所】 

ルミネ新宿 ルミネ 1 屋上 
 

【席数】 

208席 

【メニュー内容】※金額は全て税込です。 

食べ放題・飲み放題 

・ADULT：4,500円（お席：120分制 フリードリンク：90分制） 

・KIDS（小学生）：2,000円 ※小学生未満無料。但し保護者の同伴が必要です。 

※2時間半パック+500円。※シュラスコプラン+1,000円（メインをチキンからシュラスコに変更）。 

 

 

■FESTA GRANDE!!：3,500円 

・トルティーヤチップス 

・メキシカンサラダ 

・BBQ SPICY GRILL SET 

シュリンプ 

アボカド 

コーン 

ホットチョリソ 

ファヒータ（ビーフ） 
・TACOSバーガー 

・フレッシュマンゴーアイスキャ
ンディー 

■HOLA AMIGOS!!：3,000円 

・トルティーヤチップス 

・メキシカンサラダ 

・BBQ SPICY GRILL SET 

シュリンプ 

アボカド 

ホットチョリソ 

グリルチキン 

・TACOSバーガー 

・フレッシュマンゴーアイスキャ
ンディー 

 

■VAMOS MEXICO!!：2,500円 

・トルティーヤチップス 

・メキシカンサラダ 

・BBQ SPICY GRILL SET 

アボカド 

ホットチョリソ 

グリルチキン 

・TACOSバーガー 

・フレッシュマンゴーアイスキャ
ンディー 

 

TEL:050-3159-7159（5月18日より予約直通・24


 

 

＜フードメニュー＞ 

デリビュッフェ、野菜ビュッフェ、シュラスコ orロティサリーチキン、特製パエリア、フライドポテト＆ナゲット、ス

プリングロール（揚げ春巻）、デザートビュッフェ 

※Option メニューでシャンパン＆セレクトワイン、バースデープレートなどもご用意しています。 

 

＜ドリンクメニュー＞ 

定番の生ビールはもちろん、今話題の女性に嬉しいりんごの発泡酒“ハードシードル”も樽生でお楽しみい

ただけます。ワイン・スパークリングワインに加え、カクテルやノンアルコールも充実しています。 

 

【ランチ営業】～今年度より初開催～ 

青空のもと開放感ある空間でお楽しみいただける東京小空の食べ放題・飲み放題付き“ビアガーデンランチ”。 

彩り豊かなデリカテッセンからジェラートまでが食べ放題、メインはじっくり焼き上げた東京小空自慢のシュラ

スコがお召し上がり頂けます。ドリンクもビールやワイン等その他ソフトドリンクまで数多く取り揃え、他では味

わえないひと時をお楽しみいただけます。 

 

＜ランチ営業日時＞ 

「RoofTop Beer Garden. 東京小空」開催期間中の土日限定で営業 

11：00～15：00 ※受付：13:30 まで ※予約不可 
 

＜ランチメニュー内容＞※金額は全て税込です。 

食べ放題・飲み放題 

・ADULT：2,800円（お席：90分制 フリードリンク：60分制） 

・KIDS（小学生）：1,500円 ※小学生未満無料。但し保護者の同伴が必要です。 
 

■フードメニュー 

スパイス風味の鶏挽き肉と焼き野菜サラダ、ヤリイカと香味野菜のコリアン風マリネ、タコの春雨ヌードルサラ

ダ、ガパオと焼き野菜のスパイシーサラダ、スパニッシュオムレツ～トマトサルサソース～、エビとブロッコリー

のトマトクリームパスタサラダ、メランジェサラダ、ドレッシング（バーニャカウダーソース、味噌オリーブディッ

プ、イタリアントマトドレッシング）、フライドポテト〜3 種のフレーバー〜、イタリアンジェラート、シュラスコ（お

一人様一皿） 
 

■ドリンクメニュー 

ビール、ワイン、スパークリング、樽生ハードシードル、カクテル、ソフトドリンク 

 

【「RoofTop Beer Garden. 東京小空」ご予約電話番号（直通）】 

TEL:03-6279-4415（受付時間 12：00～22：00）（2015年 4月 29日～） 

※ルミネ新宿店ホームページ内「ビアガーデンページ」、ぐるなびからもWEB予約いただけます。 

ルミネ新宿店（http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/topics/topics_details.html?article_no=1983） 

ぐるなび（http://r.gnavi.co.jp/h7vcpv730000/） 

 

 

ルミネエスト新宿 「Girlish Beer Garden Botanical Terrace」 
 
「Girlish Beer Garden Botanical Terrace（ガーリッシュビアガーデンボタニカ

ルテラス」は女の子が喜ぶボタニカルな空間に、女の子が大好きなスイーツ

スタンドを並べた女の子のためのガーリッシュビアガーデン！たくさんの野

菜と一緒に食べるバーベキューやフルーツいっぱいのカクテル、アフタヌ

ーンティースタイルのスイーツなど、女の子が嬉しいフードやドリンクを多数

ご用意します。また、女の子が楽しめること間違いなしのファッショナブルな

イベントも多数開催予定です。 

 

【営業日時】 

2015年 6月 4日（木）～2015年 9月 30日（水）（予定） 

平日 16：00～23：00/土・日・祝日 15：00～23：00（L.O/food 22：00 drink 22:30） 



 

 

【場所】 

ルミネエスト新宿屋上 ルミネガーデン 9 
 

【席数】 

533席 

【メニュー内容】※金額は全て税込です。 

アフタヌーンティーバーベキューセット（お席：120分制、90分飲み放題付） 

・ADULT：4,500円 

・KIDS（小学生）：2,000 円 ※小学生未満無料。但し保護者の同伴が必要

です。 

牛、豚、鶏、新鮮野菜のバーベキュー、彩り包み野菜、フライドチキン＆フラ

イドポテト 

※スイーツスタンドのスイーツはおかわり自由！ 

【開催イベント】 

いつも同じビアガーデンじゃ物足りない！そんなわがままな女の子のために、非日常感を味わっていただ

けるようなイベントを開催予定。 

女の子の大好きな「ファッション」「花」などをテーマに、ロマンチックな空間でビアガーデンを楽しんでいた

だけるような仕掛けをご用意します。 

時期により、それぞれ異なったプログラムで実施！各イベントの詳細につきましては、内容決定し次第、HP

（http://www.salt-inc.co.jp/）にて順次発表します。 

 

【「Girlish Beer Garden Botanical Terrace」ご予約電話番号（直通）】 

TEL:03-6273-2262（受付時間 13：00～23：00） ※予約受付 5月 26日（火）13:00 よりスタート 

 

 

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】 

5月 15日（金）～2015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 130席 
 

【メニュー内容】※金額は全て税込です。 

＜フードメニュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

■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 

・3種の BBQグリル 

（チキン、ポーク、ビーフ） 
・前菜 4種盛り合わせ 

・フライドポテト＆オニオンリング 

・ハワイアンシーザーサラダ 

 

 

※他、「3 種の BBQ グリル」と「おつまみ 2 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。 

 



 

 

＜ドリンクメニュー＞ 

■飲み放題セット(2,000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。 

 

【「Lanai Hawaiian Natural Dishes Hawaiian ビアガーデン」ご予約電話番号（直通）】 

TEL: 048-658-0575 ※お電話がつながりにくい場合がございますので予めご了承ください。 

 

 


