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＜Press Release＞                                         2018 年 7 月 4 日 

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 

ルミネのオシャレ駅上
エ キ ウ エ

ビアガーデン好評営業中！ 
 

オシャレ、美味しい、ゆったり、楽しい、全部そろうルミネのビアガーデン 

 
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、ルミネ新宿/ルミネ

池袋/ルミネ⽴川/ルミネ横浜/ルミネ大宮等の 6 館にて、それぞれ趣向を凝らしたビアガーデンを営業中です。駅
のすぐ上の屋上という好アクセスに加え、ルミネならではのオシャレな空間、満席になっても窮屈さを感じることもなく
ゆったり寛ぐのに充分なスペース、美味しい料理など、“ビアガーデンに欲しい要素”をたくさん詰め込みました。 

日常から都会の空へと解き放たれる、リゾートを思わせるほの暗い非日常空間で、心地よいひとときをお楽しみ
いただけます。  

� ルミネビアガーデン特設サイト → https://goo.gl/Gq3jtn  
 
ルミネ新宿＞星降る夜空の“焼⾁ビアガーデン”「LAND Meat Center」 
予約殺到！2018 年⼈気集中！ルミネの超オシャレ“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の屋上にあるエリア最大級のビアガ
ーデン「LAND Meat Center」が大人気です！！ 
「シック・ボヘミアン」をテーマに、ティピやグリーンやお花でコーディネートされた空間
で、夜には、ランプの灯りがオシャレさを加えます。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る、これまでにないビアガーデンで人気を集めていま
す！ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
【予約の取りやすさ】 とにかく⼈気！平日の夜でも予約がオススメです！ 

 ⾦曜、⼟曜は予約で満席になることも！ 
【オススメのシーン】 おしゃれ⼥⼦会、男⼥の友だちと、サークル仲間と、仕事仲間の打ち上げ etc 
【基本情報】 

〔営業期間〕営業中〜2018 年 10 月 8 日（月・祝） 
〔時間〕16:00〜23:00 最終入場 21:00 

※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 
〔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〜 
〔予約はコチラ〕 www.landmeatcenter.com  

TEL 03-5989-0302（14:00〜21:00） 
 

オシャレ！ステキ！！ 
 
芝生やグリーンが心地よい開放的な空
間を、ランプやラグ、クッションなど、ひと
つひとつこだわりのアイテムが彩るオシャ
レなインテリアが⼥性に大人気！ 

 

特別メニューも！ 
 
焼肉の定番コース、人気部位だけを集めた肉を存分に
楽しむコース、魚介も肉も楽しめる贅沢コース、気軽な
おつまみ＆飲み放題コースのほか、全国から選りすぐりの
食材を五感で楽しむ「五感を駆使して厳選食材を味わ
うFoodCampコース(税抜10,000円)」もご用意！ 

 

いろんなシーンで 
 
シーンや人数ごとに使い分
けできる３つのエリアで、 
何度でも通いたくなる！ 
 
「プレミアムゾーン」・・・・・・ 
ティピを寛ぎのリビングルーム
として利用し、ウッドデッキで
焼肉を楽しめる 
 
「テーブル席」・・・・・・・・・・ 
大人数でワイワイできる 
 
「スタンディングバー」・・・・ 
仕事帰りに“ちょっと一杯”
寄りたい 
 

オシャレ！ 焼⾁ ウッドデッキ テント ⼥⼦会 
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ルミネ池袋＞IN THE GREEN 〜BEER GARDEN&BBQ〜 
 キッズも OK！テーマの異なる２フロアが多様なシーンに応える！バースデー利⽤も！ 

 
 

ルミネ池袋では、“Summer Green” をコンセプトに、２フロアで展開！ 
緑に囲まれ、芝生で寛ぐ全 270 席のビアガーデンと BBQ で、大人はもちろ
ん、子どもも楽しめる、広々としたゆったり空間。少人数でも、大勢でも楽しめ
る空間で、バースデープレートも人気です。 
 

＜8F ビアガーデンエリア（アラカルト）＞ 
「Green Power & Healty」をテーマに、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、パイナップルやメロン、スイカなど旬のフルーツなど
を提供します。野菜たっぷりメニューや、味わいの飲み比べも楽
しい 4 種類のクラフトビールなどをご用意。  

＜9F BBQ ガーデン＞ 
シーン別の３つのエリアで展開。 
“桑名産の天然ハマグリ”や“BBQ バナナ”など追加メニューも注目大！  
「ターフエリア」・・・・芝生の上でピクニック気分を楽しめる 
「キッズエリア」・・・・お子さまが思いっきり遊べるエリア 
「リゾートエリア」・・・ソファやハンモックのあるリゾート気分で寛げるエリア 

 
【予約の取りやすさ】 11:30 オープンの９F の BBQ エリアは、混雑する

夜に比べ、夕方までの早めの時間帯が狙いめ！ 
【オススメのシーン】 ママ会、男⼥の友だちと、おしゃれ⼥子会、サークル仲間と、仕事仲間の打ち上げ etc 
【基本情報】 
〔営業期間〕営業中〜2018 年 9 月 30 日（日） 
〔時間〕 8F：ビアガーデンエリア：平日 16:00〜22:30 ⼟日祝 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 
〔メニュー内容〕 

8F ビアガーデン：アラカルト 
9F BBQ：生ビールを含むフリードリンク全 40 種類付き 2 時間制 

LIGHT プラン 4,000 円、MEAT プラン 4,500 円、MEAT&SEAFOOD プラン 5,000 円、キッズプラン 2,000 円  
※価格はすべて税込 

〔予約はコチラ〕  http://www.ikebukuro-bbq.tokyo（予約受付中） 
TEL 03-3980-0233（11:30〜22:30） 

 
ルミネ⽴川＞BBQPIT（バーベキューピット） 

 ⼿ぶらで⾏って、下で買って上に上がる、新スタイルのビアガーデン！ 
 
 
 
ビアガーデン＆BBQ の今年注目の新スタイル！ 
ルミネ⽴川の食品フロアで新鮮な食材を調達→エレベーターで屋上へ 
準備不要！片付け不要！ゴミ処理不要！で本格 BBQ ができます。 
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人気！ 
 

 
 
 
 
 
 
 

キッズ OK 昼も営業 誕生日会 ヘルシーメニュー 

注目の新スタイル＆飲み放題がお得で⼈気！ 
 
ご来店当日、対象ショップで食材を購入したレシートを提示すると、 
約 80 種類の飲み物を楽しめる「飲み放題プラン」が 500 円 OFF に！ 
（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） 
手ぶらで⾏って、地下１階でお買い物して、お得に飲み放題！ 

大⼈気！ 
旬のフルーツがそのま
まジュースになった「ホ
ールフルーツジュー
ス」や、⾒た目もかわ
いい「カスタムジュレ
ドリンク」が大人気！ 

芝生 

昼も営業 新スタイル！ 持込 OK ⼿ぶらで BBQ 
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【予約の取りやすさ】 席に空きがあれば当日ご案内も可能ですが、平日、週末ともに人気なので予約がオススメ。 
【オススメのシーン】 仕事仲間の打ち上げ、家族で、男⼥の友だちと、おしゃれ⼥子会、サークル仲間と、 etc 
【基本情報】 
〔営業期間〕営業中〜2018 年 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〕１サイト８名さままで  
〔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 

〔予約はコチラ〕 https://www.herofield.com/bbq/tachikawa/  
TEL：050-3134-5450（11:00〜20:00） 

 
 
 
ルミネ横浜＞BBQ-TOPIA YOKOHAMA MIDTOWN 
横浜の夜景を一望できる、定番オシャレビアガーデン！ 

 
 
 
ルミネ横浜の屋上庭園の、横浜の夜景を一望できる「BBQ-TOPIA 
YOKOHAMA MIDTOWN（バーベキュートピア ヨコハマミッドタウ
ン）」は、仕事帰りに手ぶらで⾏って、準備いらずで、気軽に手間なく、
都会派の BBQ を楽しめるスタイルが今年も大人気です！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【予約の取りやすさ】 平日夜が比較的すいているので狙いめですが、7、8 月は混雑が予想されるため、予約がオ

ススメ。 
【オススメのシーン】 仕事仲間の打ち上げ、おしゃれ⼥⼦会、家族で、男⼥の友だちと、サークル仲間と、 etc 
【基本情報】 
〔営業期間〕営業中〜2018 年 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 
〔メニュー内容〕 
ベーシックプラン 税込 4,500 円、ドリンクプレミアムプラン 税込 5,000 円、 
フードプレミアムプラン 税込 5,000 円、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） 
 
 
 
 
 
 

オシャレ！ステキ！！ 
 
ウッド仕様のゆったりと寛げるエリア
は、⼥性にとくに人気！ 
ふっくらクッションと、コットンパラソル
がリゾート気分を盛り上げます。 
 

夜景 定番⼈気 日祝は昼も営業 ゆったり 

CHANDON 登場！ 
 
オシャレに彩りを添える、
“シャンドンサマーボトル”
の特設ブースが登場！ 
1 ショットから注文可能
で、乾杯の１杯としても
人気！ 
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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 

⼥⼦会、会社の打ち上げ、サークル仲間、どんなシーンでもマッチするハワイアンリゾート 
 
 
 
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」のテラス席に登場した、期間限定のビアガーデン。 
ウッドデッキの開放的なテラスにあるファブリックのソファー席がリゾート感
を盛り上げてくれます。 
夏季限定「ハワイアン BBQ コース〜ビアガーデンプラン〜」（税込
4,300 円）が⼈気！ 
 

【予約の取りやすさ】 ⽉〜⽊曜日が比較的すいているので狙いめ！⾦〜日曜日は予約がオススメ。 
ランチは⽉〜⾦曜日が狙いめですが、週末・祝日は予約がオススメ。 

【オススメのシーン】 おしゃれ⼥⼦会、盛り上がり⼥⼦会、歓送迎会、大人数、家族で、男⼥の友だちと、仕事仲
間の打ち上げ、サークル仲間と、 etc 

【基本情報】 
〔営業期間〕営業中〜2018 年 9 月下旬 
〔時間〕11:00〜22:00（L.O フード 21:15 ドリンク 21:30） 
※定休日：ルミネ大宮 ルミネ 2 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） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 【一般のお客さまからのお問合せ先表記】 
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) 

 

昼も営業 ハワイアンリゾート ゆったり ウッドデッキ 


