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＜Press Release＞                                        2018 年 4 月 23 日 

ルミネエスト新宿/ルミネ新宿/ルミネ池袋/ルミネ立川/ルミネ横浜/ルミネ大宮 

駅の上で夏を楽しむルミネの屋上ビアガーデン 
 

夜空の下の白砂のビーチへ、アイランドリゾートへ 

都会の夜空の下で楽しむ、つかの間のリゾート空間。ほか 
 

株式会社ルミネ（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：森本雄
司）が運営する、ルミネエスト新宿/ルミネ新宿/ルミネ池袋/ルミネ⽴川/ルミ
ネ横浜/ルミネ大宮の6 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。  

� ルミネビアガーデン特設サイト→ https://goo.gl/Gq3jtn  
【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今年も登場！ 
フォトスポット以外にも、思わず写真を撮りたくなるパフェやドリンクも！  

【ルミネ新宿】 
「新宿ビアガーデン LAND Meat Center（シンジュクビアガーデン ランドミートセンター）」 

質や鮮度にこだわった⾁と、おつまみに最適な種類豊富なアラカルトの”星降る夜空の焼⾁ビアガーデン”が登場！  
【ルミネ池袋】 
「IN THE GREEN 〜BEER GARDEN&BBQ〜（インザグリーン ビアガーデン＆バーベキュー）」 
“Summer Green” をコンセプトに、緑に囲まれ、芝生で寛ぐ全 270 席のビアガーデンと BBQ が登場！  

【ルミネ⽴川】 
「BBQPIT（バーベキューピット）」 
食品フロアで新鮮な食材を調達して屋上で BBQ！お仕事終わりでも手軽に BBQ を楽しめる新スタイルが登場！  
【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）」 

横浜の夜景を一望できるビアガーデン＆手ぶら BBQ！  
【ルミネ大宮】 
「アロハテーブル グリル＆ダイナー 夏季限定ビアガーデン」 

ハワイアン・カフェ&ダイニング「アロハテーブル グリル＆ダイナー」のテラス席に、期間限定のビアガーデンが登場！ 
 
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） 

 
昨年⼈気沸騰で、TV、web、雑誌などに多数ご紹介いただいた 
ビ ア ガ ー デ ン 「 TOKYO SKY RESORT WILD BEACH 
SHINJUKU」は、今年はなんと3月1日から営業開始しています！ 
新宿の空の下、ルーフトップに広がる 15 トンの白砂を敷き詰めたホワ
イトビーチと、ミレニアルピンクの非日常空間をお楽しみいただけます。  
〔営業期間〕営業中 ※営業期間未定 
〔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 
〔予約〕TEL 070-3884-7290（11:00〜21:00） 
〔メニュー内容〕 
★メニューの詳細はコチラ→ http://wildbeach.jp/shinjuku 
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【カフェ】 エントランスフィー込み、飲み放題 90 分 
◇ソフトドリンクフリープラン・・・・・・・・・・・・・・（Men1,400 円、Lady1,000 円） 
◇オールドリンクプラン・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Men1,900 円、Lady1,500 円） 
◇ブランチ ソフトドリンク付きフリープラン・・・（Men1,900 円、Lady1,500 円） 
  スモークベーコンのカルボナーラ or シーズニングバーベキューロコモコのいずれかひとつ 
◇ダイナー：シーズニングステーキ（ママーズガーリックライス、フライドポテト付き） 

ソフトドリンクフリー付き・・・・・・・・・・・・・・（Men2,400 円、Lady1,900 円） 
  オールドリンクフリー付き・・・・・・・・・・・・・・（Men2,900 円、Lady2,300 円） 

  
◇デザート ソフトドリンクフリー付プラン・・・・・（Men1,900 円、Lady1,500 円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※テーブルチャージ：カウンター席 無料、パラソルソファ席 別途1,000円（お 1⼈様/2h） 

パーゴラベッド席 別途 2,000 円（お 1 ⼈様/2h） 
 

【バーベキュー（ウッドデッキ）】お席 2 時間制、BBQ セット飲み放題付き 
ビーチバーベキュー（5,500 円〜）、 
ワイルドバーベキュー（5,000 円〜） 
※ご利⽤エリア（ビーチサイド／ウッドデッキ）により価格が異なります。 
※⼥⼦会プランあり。 

※価格はすべて税込です 
 
ルミネ新宿 
新宿ビアガーデン LAND Meat Center〜星降る夜空の”焼肉ビアガーデン”〜 

 
JR 新宿駅から徒歩 1 分、駅直結のルミネ新宿に、このエリア最大級のビアガーデン
「新宿ビアガーデン LAND Meat Center」が登場！ 
質や鮮度にこだわった⾁、おつまみに最適な種類豊富なアラカルトをご⽤意しました。 
新宿の空の下、喧騒とは少し離れた緑あふれる開放的なルーフトップ。 
「シック・ボヘミアン」をテーマに、ティピ（インディアンテント）やラグでコーディネートされ
た空間で、カクテルやビールを片手にアウトドアスタイルの焼⾁をお楽しみいただけます。 

〔営業期間〕2018 年4月26日（木）〜10月8日（月・祝） 
〔時間〕平日 16:00〜23:00 ※定休日：ルミネ新宿 ルミネ 1 の休館日  
※雨天中止 ※全席禁煙 
〔場所〕ルミネ新宿 ルミネ 1 屋上 エルテラス 
〔席数〕約 260 席 
〔メニュー内容〕お席120分、焼⾁コース各種、飲み放題90分 税抜4,800円〜 

※4 月 26 日（木）〜5 月 31 日（木）はオープン記念コースあり。 
2時間飲み放題付 OPEN 記念プラン4/26〜5/31限定☆スタンダードYAKINIKU コース 8品 税抜4,200円 ほか 

〔予約はコチラ〕www.landmeatcenter.com TEL 03-5989-0320（14:00〜21:00） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

マンゴヤンモヒート 3,500 円 
ピンキーシトラスティ 3,000 円 

←いずれかひとつお選びいただけます。 
（左）アサイーパフェ 
（右）ワイルドビーチスモアパフェ 
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ルミネ池袋  
 IN THE GREEN 〜BEER GARDEN&BBQ〜（インザグリーン ビアガーデン＆バーベキュー） 

 
ルミネ池袋では、“Summer Green” をコンセプトに、緑に
囲まれ、芝生で寛ぐ全 270 席のビアガーデンと BBQ を実施
いたします。 
8F ビアガーデンエリアでは、ビールの他にも、フルーツマルシェと
して、フレッシュフルーツを使⽤したスムージーやフレッシュジュ
ースなどを提供します。 
9F では、芝生のある「ターフエリア」、お⼦さまが思いっきり遊

べる「キッズエリア」、ゆったりとしたソファやハンモックで寛げる「リゾートエリア」の３つの
エリアで BBQ をお楽しみいただけます。（※リゾートエリアは時間によりチャージあり） 
 
〔営業期間〕2018 年 4 月 28 日（土）〜9 月 30 日（日） 
〔時間〕 8F：ビアガーデンエリア：11:30〜22:30（L.O22:00） 
 9F：BBQ エリア：11:30〜22:00（最終受付 20:00） 
※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 270 席 
〔メニュー内容〕 

8F ビアガーデン：アラカルト 
ハイネケン 生ビール 600 円〜／クラフトビール（タップマルシェ）650 円〜／グラススパークリングワイン 600 円〜 ほか 
海⽼とアボカドのセビーチェ 650 円／グッドモーニングバーガー900 円／ローストビーフ丼 600 円 ほか 

９F BBQ：（4 名さま以上、3 日前までに要予約）生ビールを含むフリードリンク全 40 種類付き 2 時間制 
MEAT プラン 4,000 円 

プレッツェル、トルティーヤチップス、スモーク枝⾖、ピクルス、野菜セット（⽟ねぎ、コーン、パプリカ⾚・⻩、エリンギ）、 
お⾁セット（牛ロース、牛ハラミ、骨つきカルビ、豚肩ロース、牛バラ⾁、フランクフルト）、焼きおにぎり 

MEAT&SEAFOOD プラン 4,500 円：MEAT プラン＋⿂介セット（海⽼、ホタテ、ヤリイカ） 
キッズプラン 2,500 円：チキン、ソーセージ、ベーコン、アメリカンドッグ、フレンチトースト、野菜 3 種類 

〔予約はコチラ〕http://www.ikebukuro-bbq.tokyo（予約受付中） 
TEL 03-3980-0233（11:30〜22:30）※4/28 以降（4/27 までは 03-5954-8155） 

※価格はすべて税込です 
 
ルミネ⽴川  

 BBQPIT（バーベキューピット） 
 
スマートカジュアル BBQ＆ビアガーデンスペース「BBQPIT」がルミネ⽴川の屋上に登場！ルミネ⽴川の⾷品フロ
アで新鮮な⾷材を調達して、そのままエレベーターで屋上にお持ちいただき、BBQ をお楽しみいただけます。 
平日の仕事終わりでも手軽に BBQ を楽しめる新スタイルです。 
 
〔営業期間〕2018 年 4 月 27 日（⾦）〜11 月 4 日(日) 
〔時間〕 11:00〜22:00（最終受付 20:00） 
※定休日：ルミネ⽴川の休館日、8 月 20 日（月） 
※雨天中止 ※全席禁煙 

〔場所〕ルミネ⽴川 屋上 
〔席数〕１サイト８名さままで 全 56 席 
〔メニュー内容〕 

１サイト税抜 3,000 円／時間 ＊8 名まで利⽤できるバーベキュー⽤具一式付き、ドリンク持込可 
アルコール飲み放題：税抜 1,500 円／1 時間 2,000 円／2 時間 2,500 円／3 時間 
ソフトドリンク飲み放題：税抜 500 円／1 時間 800 円／2 時間 1,000 円／3 時間 
⼦ども料⾦：⼩学生半額、⼩学生未満無料 
フード：持込制 
＊ご来店当日のルミネ⽴川対象ショップのレシートの提⽰でアルコール飲み放題 500 円 OFF！ 
 （対象ショップ：ニュー・クイック、精⾁あづま、⿂⼒、九州屋、ザ・ガーデン自由が丘、⿂武、成城石井） 

〔予約はコチラ〕 https://www.herofield.com/bbq/tachikawa/  
TEL：050-3134-5450（11:00〜20:00） 
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BBQ-TOPIA YOKOHAMA MIDTOWN（バーベキュートピア ヨコハマミッドタウン） 

 
ルミネ横浜の屋上庭園には、横浜の夜景を一望できるビアガーデン＆
手ぶら BBQ「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！ 
気軽に手間なく楽しめる、都会派の BBQ をお楽しみいただけます。 
 
〔営業期間〕2018 年 4 月 27 日（⾦）〜9 月 30 日（日） 
〔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 

〔場所〕ルミネ横浜 9F 屋上 
〔席数〕164 席 
〔メニュー内容〕 
●ベーシックプラン 税込 4,500 円（セルフバー90分＋バーベキューセット） 
＊オープン記念！5 月末まで平日限定ウェルカムプライス 税込 3,500 円！ 
＊土日祝日は、11:00〜17:00 までにご来店のお客さまは税込 3,500 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） 

●ドリンクプレミアムプラン 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） 
●フードプレミアムプラン 税込 5,000 円 
アンガスビーフ、シーフード付きのプレミアム BBQ セット 

●ドリンク＆フードプレミアムプラン 税込 6,000 円 
〔予約はコチラ〕080-3549-1779（平日 14:00〜20:00／土日祝 11:00〜20:00） 
 

 
  

アロハテーブル グリル＆ダイナー 夏季限定ビアガーデン 
 
JR 大宮駅直結のルミネ大宮 ルミネ 2 の 4F にあるハワイアン・カフェ&
ダイニング「アロハテーブル グリル＆ダイナー」のテラス席に、期間限定の
ビアガーデンが登場！ 
星空の下、南国の⾹り漂う空間で、冷たいビールや BBQ をお楽しみく
ださい。ハワイアン BBQ セットは、US ハラミグリル、スパイシージャークチ
キン、あらびきソーセージと 3 種の BBQ コンボでビールとの相性抜群！ 
 
〔営業期間〕2018 年 4 月 26 日（木）〜9 月下旬 
〔時間〕11:00〜22:00 
※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 アロハテーブル グリル＆ダイナー 
〔席数〕テラス 90 席、店内 80 席 
〔メニュー内容〕Hawaiian BBQ セット 飲み放題付き  
ランチ（11:00〜16:00）税込 3,800 円／ディナー（16:00〜22:00）税込 4,300 円 ※お席 2 時間制 

〔予約はコチラ〕http://omiya.alohatable.com/ TEL 048-658-0575（11:00〜22:00） 
 
 

 

ルミネ横浜 

 

【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）    ルミネ⽴川 Tel. 042-527-1411（代表） 
ルミネ横浜 Tel. 045-453-3511（代表）    ルミネ大宮 Tel. 048-645-1411(代表)  

ルミネ大宮 

 


