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2016 年 4 月 22 日

「ルミネ池袋」「ルミネエスト新宿」「ルミネ大宮」「ルミネ新宿」

ルミネのビアガーデン in 2016
NY やハワイ、世界の“フェスタ”など国際色豊かなテーマが満載
ルミネに世界各国のビールやドリンク、フードなどが登場
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」、「ルミネ新宿」の 4 館は、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、NY のトレンドを散りばめた BBQ フロアと、フ
ードスタンドが並ぶコミュニティフロアの 2 つのフロアからなる新
感覚の BBQ 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）」を
展開します。BBQ フロアでは、NY で昔から愛されている定番の
フードカルチャーを散りばめたメニューを取り揃えています。さら
に全てのコースに、自分でバンズを焼き上げてサンドする、セル
フメイドバーガーをご用意します。
ル ミ ネ エ ス ト 新 宿 で は 、 “ La FESTA （ ＝ 「 祭 り 」 「 休 日 」
＜提供メニュー（イメージ）＞
「PARTY」）”をテーマにした、カラフルでエネルギッシュな世界
観のビアガーデン「La FESTA BEER GARDEN（ラ フェスタ ビアガーデン）」を屋上で開催します。世界
の「祭り」「休日」「PARTY」を表現した空間にて、ボリュームたっぷりでバラエティに富んだ BBQ セットとトロ
ピカルなオリジナルドリンクをお楽しみいただけます。
ルミネ大宮では、南国のリゾート感たっぷりの開放的な空間で BBQ やビール、ハワイアンカクテルなどを
楽しめる「ハワイアン・ビアガーデン」を開催します。気持ちよい風が通り抜ける広々としたテラス席で、カジ
ュアルに BBQ をお楽しみいただけます。
ルミネ新宿では、夏気分を先取りで満喫できる“天空の海の家” 「SAKIDORI Sky Beach（サキドリ スカ
イ ビーチ）」が登場します。毎年好評の「Roof Top Beer Garden 東京小空」がこの期間に限定メニューやビ
ールをご用意して、プレオープン。クラフトビールやシーフードを堪能しながら、夕方からは“夏に見たくなる
シネマ”を無料でご覧いただけます。

各館のビアガーデン概要

ルミネ池袋 「THE ROOFTOP BBQ BEER GARDEN」
NY スタイルのバーベキューを楽しめる「THE ROOFTOP BBQ
BEER GARDEN（ザ ルーフトップ バーベキュー ビアガーデ
ン）」と、フードスタンドが立ち並ぶ「THE ROOFTOP FLEA（ザ
ルーフトップ フリー）」の 2 つのエリアからなるバーベキュービア
ガーデン「THE ROOFTOP BBQ BEER GARDEN」がオープ
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）
@9F

＜提供メニュー（イメージ）＞
“FARM to GRILL”をコンセプトに、顔が見える農家から仕入れ
た安心でこだわりの素材をふんだんに使った、ROOFTOP BBQ。スモーク料理やケイジャンチキン、チキン
オーバーライスをイメージしたディップソースなど、NY で昔から愛される定番のフードカルチャーを散りばめ
たメニューを取り揃えています。さらに全てのコースに、自分でバンズを焼き上げてサンドする、セルフメイドバ

ーガーをご用意します。
【営業日時】
2016 年 4 月 26 日（火）～9 月 30 日（金）
平日 17：00～23：00 / 土日祝 12：00～23：00
（最終入店/ 21：00、L.O/ 22：30）
※定休日：ルミネ池袋の休館日
【場所】
ルミネ池袋 9F イケレスガーデン
※受付：8F イケレスガーデン
【席数】
260 席
【メニュー内容】※金額は全て税込です。
＜フードメニュー＞※全コース飲み放題付き
■スタンダード：￥4,500
・スモーキースパイスポップコーン
・ファームリーフサラダ
・グリル野菜
・ケイジャンチキングリル
・セルフメイドバーガー
・ホームメイドソーセージ
・アメリカンポーク など

＜提供メニュー（イメージ）＞

■プレミアム：￥5,000
・スモーキースパイスポップコーン
・ファームリーフサラダ
・グリル野菜
・ケイジャンチキングリル
・セルフメイドバーガー
・ホームメイドソーセージ
・アメリカンビーフ
・チリビーンズ
・アイスキャンディー など
※4 月 26 日（火）～6 月 30 日（木）、9 月 1 日（木）～9 月 30 日（金）の期間は、上記コース料金が￥500 割
引。また上記期間中は、ライトコース￥3,500 も追加されます
＜飲み放題ドリンクメニュー＞
生ビール、スタンダードカクテル、ソフトドリンクなど
【「THE ROOFTOP BBQ BEER GARDEN」電話番号/ご予約 URL】
TEL: 050-3159-7159（受付中、24 時間予約可能）
URL: http://the-rooftop.jp/（受付中）

■THE ROOFTOP FLEA（ザ ルーフトップ フリー）＠8F
フードスタンドが立ち並ぶ、コミュニティフロアです。人気フードショップによるスペシャリティマーケットが登
場します。
【出店パートナー】
・「GOOD MEALS SHOP（グッド ミールズ ショップ）」：
ハンドメイドと自然素材にこだわったお食事やお酒、アイスキャンディーなどを提供するレストラン。

・「AND THE FRIET（アンド ザ フリット）」：
季節ごとに厳選したお芋からお好みの品種とカットを選び、多彩なトッピングやディップとの組み合わせを
楽しめるフレンチフライ専門店。
【営業日時】
2016 年 5 月下旬～9 月 30 日（金）
平日 17：00～23：00 / 土日祝 12：00～23：00（L.O/ 22：30）
※定休日：ルミネ池袋の休館日
【場所】
ルミネ池袋 8F イケレスガーデン
【「THE ROOFTOP FLEA」電話番号】
TEL: 050-3159-7159（受付中）

ルミネエスト新宿「La FESTA BEER GARDEN」
ルミネエスト新宿では、 “La FESTA（＝「祭り」「休日」「PARTY」）”をテーマに、カラフルでエネルギッシュな
世界観で元気になれる「La FESTA BEER GARDEN（ラ フェスタ ビアガーデン）」を屋上で開催します。世
界の「祭り」「休日」「PARTY」を表現した空間にて、ボリュームたっぷりでバラエティに富んだ BBQ セットとト
ロピカルなオリジナルドリンクなどをご用意します。
【営業日時】
◇屋上ビアガーデン◇
2016 年 4 月 28 日（木）～9 月 30 日（金）
平日 16：00～23：00 / 土日祝 15：00～23：00
（L.O/フード：22：00、ドリンク：22：30）
◇屋上ランチ営業◇
2016 年 5 月・6 月・9 月の土日祝、7 月・8 月全日営業
営業時間 12：00～16：00
（最終入店/ 15：00、L.O/ 15：00）
※定休日：ルミネエスト新宿の休館日
※雨天中止
【場所】
ルミネエスト新宿 屋上 ルミネガーデン 9
【席数】
533 席
※全席禁煙

＜提供メニュー（イメージ）＞

【メニュー内容】
ラフェスタ BBQ セット ￥3,750（税抜）
（お席 2 時間制、BBQ セット飲み放題付、L.O/ 90 分）
・疲労回復効果のポークと太陽をいっぱいに浴びた夏トマトとハーブの BBQ
・〆に色とりどりの野菜のペペロンチーノ
・枝豆・フレンチフライ・タコス＆アボカドディップ
・フライドチキン食べ放題～5 種類のテイストで～
・デザート
キャラメルアップルトフィー、チョコバナナポップス、カスタードワッフルアイスサンド
コットンキャンディ（綿あめ）、シェーブアイス＆コンデスミルク
・飲み放題メニュー
トロピカルアップルサイダー、フルーツスパークリングパンチ、トロピカルフルーツモヒート、トロピカルキャン
ディーカクテル、トロピカルフルーツスカッシュ、フルーツジュレカクテルビール、果実酒、ワイン、ウィスキー、

焼酎など
※ ランチ時はアラカルトで提供
【「La FESTA BEER GARDEN」ご予約電話番号】
TEL: 03-6273-2262（受付中、受付時間：13：00～22：00）
URL: http://lafesta-beergarden.com/（受付中、予約希望日の前日の 24：00 までオンラインで予約可能）

ルミネ大宮「ハワイアン・ビアガーデン」
ルミネ大宮のハワイアンレストラン「ラナイ ハワイアン ナチュラル ディッシュイズ」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。気持ちよい風が通り抜ける広々としたテラス席で、カジュアルに
BBQ をお楽しみいただけます。
【営業日時】
2016 年 4 月 21 日（木）～未定
16：00～22：00（L.O/ 21：30）
※荒天の場合は営業を中止させていただく場合がございます
【場所】
ルミネ大宮 ルミネ 2 4F「ラナイ ハワイアン ナチュラル ディッシュイズ」テラス
【席数】
店内 80 席、テラス約 120 席
【メニュー内容】※金額は全て税込です
＜フードメニュー＞
ハワイアン BBQ セット お 1 人様：￥2,400（2 名様より受付）

＜ポスタービジュアル＞

＜ドリンクメニュー＞
120 分飲み放題 お 1 人様：￥1,500（2 名様より受付、L.O/終了 30 分前）
（生ビール、グラスワイン、ハイボール、酎ハイ & 梅酒、カクテル、ソフトドリンク）
【「ハワイアン・ビアガーデン」ご予約電話番号】
TEL: 048-658-0575（受付中）

ルミネ新宿「SAKIDORI Sky Beach」
誰よりも早く夏気分を満喫できる“天空の海の家”「SAKIDORI Sky Beach（サキドリ スカイ ビーチ）」が登場
します。毎年好評の「Roof Top Beer Garden 東京小空」もこの期間に限定メニューやビールをご用意して、
プレオープン。夏を想起させるドリンクやフードのほか、夏気分を味わえるフォトスポットや無料で映画を楽
しめるシネマイベント、ブックディレクター幅允孝さんセレクトによる夏を感じさせる本が詰まった本棚、各種
ワークショップなど、夏を“先取り”できる魅力あふれるコンテンツが満載です。
【営業日時】
2016 年 4 月 29 日（金・祝）～5 月 8 日（日）
12：00～22：00（L.O/21：30）
※イベント内容により終了時間が前後することがあります
※荒天の場合は営業を中止させていただく場合がございます
※イベントの混雑状況によっては、入場制限をする場合がございます
【場所】
ルミネ新宿 ルミネ 1 屋上
<「SAKIDORI Sky Beach」イメージ＞
※海はシートで再現しております

