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＜Press Release＞                                         2017年4月25日 

「ルミネエスト新宿」「ルミネ新宿」「ルミネ池袋」「ルミネ横浜」「ルミネ大宮」 

ルミネのビアガーデン in 2017 
 

白砂のビーチへ、おしゃれでモダンな東京へ、南国ハワイへ 

都会の夜空の下で楽しむ、つかの間のリゾート空間。 
 

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、「ルミネエスト新宿」、「ルミネ新宿」、「ルミネ池袋」、
「ルミネ横浜」、「ルミネ大宮」の 5 館は、ビアガーデンを期間限定でオープ
ンします。それぞれの館ごとに異なるコンセプトで、忙しい日常から離れ、
開放感あふれるひと時をお過ごしいただける空間を演出いたします。都会
の空の下、お洒落なリゾートビアガーデンをお楽しみください。 
 
【ルミネエスト新宿】 
「TOKYO SKY RESORT WILD BEACH SHINJUKU（トウキョウ スカイリゾート ワイルド ビーチ シンジュク）」 
新宿に 15 トンもの白砂を敷きつめたビーチカフェが登場！ 
フォトジェニックでオシャレな「フレンチバーベキュー」、ウッドデッキでの「グランピング」も。 

 
【ルミネ新宿】 
「Roof Top 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）」 
人気の「東京小空」が、「トーキョーモダン」をコンセプトに、“新しい和のビアガーデン”の装いで今年も登場！ 

 
【ルミネ池袋】 
「THE ROOFTOP BBQ BEER GARDEN（ザ ルーフトップ バーベキュー ビアガーデン）」 
“Surf & Turf”をコンセプトに、サーフタウンを思わせるスローな空間で魚介＆グリル料理が楽しめるBBQビアガーデンが登場！ 

 
【ルミネ横浜】 
「BBQ-TOPIA YOKOHAMA MIDTOWN（バーベキュートピア ヨコハマミッドタウン）」 
横浜の街を見下ろす絶好のロケーションで人気の屋上 BBQ テラスが今年も登場！ 

 
【ルミネ大宮】 
「Lanai Hawaiian Natural Dishes（ラナイ・ハワイアンナチュラルディッシィズ）」 
南国のリゾート感たっぷりの開放的なビアガーデンが登場！ 
 

 
 
TOKYO SKY RESORT WILD BEACH SHINJUKU（トウキョウ スカイリゾート ワイルド ビーチ シンジュク） 

 
ルミネエスト新宿には、白砂にピンクが映える”ビーチカフェ”、今年のトレ
ンド、会話を楽しむ優雅な“フレンチバーベキュー”、ゆったり楽しめるラグ
ジュアリーな”グランピング”を取り揃えた「TOKYO SKY RESORT 
WILD BEACH SHINJUKU（トウキョウ スカイリゾート ワイルド ビ
ーチ シンジュク）」が登場します。 
会場は「ビーチカフェエリア」、「グランピングテラスエリア」、「バーベキュ
ーガーデンエリア」の３つのエリアで構成され、それぞれのリゾート空間
をお楽しみいただけます。 
 

〔営業期間〕2017年 4月 29日（土・祝）～9月 30日（土） 
〔時間〕平日 11:00～23:00／土日祝 11:00～22:30 
※定休日：ルミネエスト新宿の休館日 ※雨天中止 ※全席禁煙 
〔場所〕ルミネエスト新宿 屋上 ルミネガーデン 9 
〔席数〕450席 
〔メニュー内容〕フレンチバーベキュー（※エリアにより価格が異なります） 
※お席 2時間制、BBQセット飲み放題付き 
〔予約はコチラ〕http://wildbeach.jp/shinjuku TEL 070-3884-7290（11:00～21:00） 

ルミネエスト新宿 
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3 つのエリアで様々なプランをご用意しております。（詳しくはコチラ→→ http://wildbeach.jp/） 

【白砂にピンクが映える「ビーチカフェエリア」】 
15 トンもの白砂を敷き詰めた真っ白なビーチに、「ロイヤルピンク」のパラソル、
ビーチベッド、ソファが並びます。ヴァカンス感あふれる空間には、インスタジェニッ
クなアートウォールも設置いたします。 
 
Beach Barbecue 税込 4,900円～ 
ビーチサイドでゆったりとワインやカクテルと会話を楽しむ最新ピクニック型の

フレンチバーベキュープラン。 
※バーベキュープランのほか、アラカルトを楽しみたい方には、 
税込 1,000円からのチケット制もございます。 

 
【「バーベキューガーデンエリア」】 
わいわい気軽に、軽めに楽しむバーベキューテラス。 
 

Wild Barbecue 3,900円～ 
アペタイザーとオリジナルシーズニングで味付けされたステーキ等を、 
リーズナブルで気軽に楽しめるバーベキュープラン。 

 
【ラグジュアリーな「グランピングテラスエリア」】 
リゾートのようにゆったりと新宿の空を楽しめるグランピング空間。 
ウッドデッキのテラスに、ソファやパラソル、ランタンを設置し、ラグジュアリーな空
間を演出します。オプションでグランピングテントのご用意もございます！ 
 

Luxury Barbecue 6,900円～ 
25m2以上の占有区画にガーデンソファとパラソルを設置した、 
優雅に寛げるプライベートバーベキュープラン 

Glamping Barbecue 12,500円～ 
気の合う仲間と、リゾートのようにゆったりと新宿の空を楽しむためのグラン
ピング空間。1 区画、25m2 以上のウッドデッキテラス空間をソファやラン
タン、パラソルで演出。優雅にラグジュアリーに BBQ をお楽しみください。 
※大型グランピングコットンテント、プレミアム飲み放題付き 

 
 
  
Roof Top 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） 

 
ルミネ新宿には、毎年好評のオシャレなビアガーデン「Roof Top 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）」が今年も登場！2017 年は、
「トーキョーモダン」をテーマに、メニューも空間も、装い新たにリニューアル。様々なシー
ンの“集い”にピッタリ！東京小空らしく、オシャレでモダンなビアガーデンを演出します。 

和そうざいをアレンジした”トーキョーおばんざい”をはじめ、東京小空らしくアレンジした”ちら
し寿司”や”焼きおにぎり”のほか、和リキュールと寒天サワーや、和サングリアなど 50 種類
のドリンクを提供します。ビアガーデンでもしっかりと食べたい方向けに、「サーロインステーキ
プラン」も登場。「日本（トーキョー）」をテーマにしたお洒落でモダンな「和」のビアガーデ
ンをお楽しみください。 

 
〔営業期間〕2017年4月29日（土・祝）～10月9日（月・祝）※一部休業期間あり 
〔時間〕平日 17:00～23:00／土日祝 16:00～23:00 
※定休日：ルミネ新宿の休館日 ※雨天中止 ※全席禁煙 

〔場所〕ルミネ新宿 ルミネ 1 9F 
〔席数〕208席 
〔メニュー内容〕お席120分、食べ放題＋スイーツビュッフェ、飲み放題90分 税込4,500円 
※オプション サーロインステーキプラン 税込 5,500 円 
※4月 29日（土・祝）～5月 7日（日）はGW特別メニューとなり、営業時間が異
なります。 

※GW営業についてはこちら→→ http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/topics/topics_details.php?article_no=3317 

〔予約はコチラ〕https://rsv.ebica.jp/ebica2/webrsv/rsv_vacants/?cltid=e014001301&shop=2100 
TEL 050-3187-3235 

ルミネ新宿 
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THE ROOFTOP BBQ BEER GARDEN（ザ ルーフトップ バーベキュー ビアガーデン） 

 

ルミネ池袋には、“Surf & Turf” をコンセプトに、魚介&ステーキの
グリル料理を BBQ スタイルで楽しめる「THE ROOFTOP BBQ 
BEER GARDEN（ザ ルーフトップ バーベキュー ビアガーデン）」
がオープン。 
 

海と陸の恵みを同時に味わえるコースとして、魚介は有頭 BBQ シュリ
ンプwithケイジャンソースやホタテ貝のハーフシェルwithジンジャーバタ
ー醤油、またステーキはホワイト BBQ チキンや国産牛肩ロースのビーフ
ステーキなどが揃い、コースの最後にセルフメイドのプルドポークバーガー
をご用意。空間は NY が誇るサーフタウン「モントーク」をイメージし、ペ
ールトーンで統一されたインテリアなど、サーフタウンを思わせるスローな
空間でルーフトップビアガーデンが楽しめます。 

 
〔営業期間〕2017年 5月 26日（金）～10月 1日（日） 
〔時間〕16:00～22:30（7～8月 12:00～22:30） 
※最終入店 20:30 
※定休日：ルミネ池袋の休館日 ※雨天中止 ※全席禁煙 

〔場所〕ルミネ池袋 8F・9F イケレスガーデン ※受付：8F イケレスガーデン 
〔席数〕約 350席 
〔メニュー内容〕 
お席 120分、飲み放題 90分 税込 3,500円～（5、6月）／4,000円（7～10月） 
〔予約はコチラ〕web https://www.tablecheck.com/shops/2017-the-rooftop/reserve（5/9～） 

TEL 050-3159-7159（5/26～） 
 
 
  
BBQ-TOPIA YOKOHAMA MIDTOWN（バーベキュートピア ヨコハマミッドタウン） 

 
ルミネ横浜には、横浜の街を見下ろす絶好のロケーションで人気の屋上
BBQテラス、「BBQ-TOPIA YOKOHAMA MIDTOWN（バーベキュ
ートピア ヨコハマミッドタウン）」が今年も期間限定 OPEN！ 
内容充実で好評の BBQ セットのほか、土日祝のみのランチメニューも。 
 
〔営業期間〕2017年 4月 27日（木）～9月 30日（土） 
〔時間〕平日 16:00～22:30／土日祝 11:00～22:30 
※定休日：ルミネ横浜の休館日 ※雨天中止 ※全席禁煙 

〔場所〕ルミネ横浜 9F 
〔席数〕110席 
〔メニュー内容〕 
●ベーシックプラン 税込 4,200円（セルフバー90分＋バーベキューセット） 

＊オープン記念！5月末までウェルカムプライス 税込 3,600円！ 
・ポップコーン（おかわり自由！） 
・生ハムとパストラミ＆バーニャカウダボード 
・BBQ ボックス（ビーフ、ポーク、ソーセージ、農園焼き野菜盛り合わせ） 
・アジアン塩焼きそば 
・マシュマロの BBQ（スモア） 

●プレミアムプラン 税込 5,000円 
（セルフバー90分＋バーベキューセット＋スパークリングワイン飲み放題） 
●レイトプラン 税込 1,500円 
（※21:00以降のご来店 セルフバーL.O まで） 
※フードは単品メニューより別途ご注文 

●ランチメニュー 税込 1,380円～ 
土日祝日の 11:00～14:00 は、サンドイッチ＆デリの BOX、BBQ が
楽しめるランチセットもご用意。 

〔予約はコチラ〕https://www.tablecheck.com/shops/bbq-topia/reserve 

ルミネ池袋 
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Lanai Hawaiian Natural Dishes（ラナイ・ハワイアンナチュラルディッシィズ） 

 
ルミネ大宮では、南国ハワイのリゾート感あふれる「Lanai Hawaiian 
Natural Dishes（ラナイ・ハワイアンナチュラルディッシィズ）」が登場し
ます。心地よい風が吹き抜ける開放的な広々としたテラス席で、ハワイア
ンフードがバカンス気分を盛り上げます。 

 
〔営業期間〕2017年 4月 25日（火）～9月下旬 
〔時間〕11:00～22:00／ビアガーデン 16:00～22:00 
※予約最終受付 20:00 
※定休日：ルミネ大宮の休館日 ※雨天の営業はショップまでお問合せください。 ※全席禁煙 

〔場所〕ルミネ大宮 ルミネ 2 4F レストランフロア 
〔席数〕150席 
〔メニュー内容〕Hawaiian BBQ コース 飲み放題付き 税込 4,000円 
※お席 2時間制 
・PUPUS Sampler（ププサンプラー）おつまみ 5種盛り 
（豆腐と海草のスパイシーポキ、ヤムウンセン（タイ風春雨サラダ）、ロミロミサーモン、モチコフライドチキン、エダマメ） 

・ハワイアンチョップサラダ 
・フライドポテト 
・BBQ コンボ 
（テリヤキチキン、スパイシーBBQ スペアリブ、コリアン BBQ ビーフ） 

〔予約はコチラ〕http://zetton.co.jp/ TEL 048-658-0575 
 

 
 

ルミネ大宮 

 

【一般のお客さまからのお問合せ先表記】 
ルミネエスト新宿 Tel.03-5269-1111（代表） 
ルミネ新宿 Tel. 03-3348-5211（代表） 
ルミネ池袋 Tel. 03-5954-1111（代表） 
ルミネ横浜 Tel. 045-453-3511（代表） 
ルミネ大宮 Tel. 048-645-1411(代表) 

http://zetton.co.jp/

