＜Press Release＞

2019 年 4 月 11 日

ルミネの人気ビアガーデンがさらに魅力的に！

10 連休も楽しめる！駅の上のビアガーデン
人気の WILD BEACH はイエローに！カフェ＆レストランの New OPEN も！
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。

イメージ画像
ご支給ください

ルミネビアガーデン特設サイト→ http://www.lumine.ne.jp/beergarden2019/

このほか、ルミネ池袋、ルミネエスト新宿、ルミネ横浜には、注目のカフェ＆レストランが続々OPEN します。
■ルミネのビアガーデン
【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）」
フォトジェニックビアガーデンとして絶大な人気の、白砂を敷きつめたビーチカフェが今年はリニューアル！
「happy yellow beach」をコンセプトに、これまでピンクだったテーマカラーをイエローに、フォトスポットも刷新！！

【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）」
【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）」
【ルミネ⽴川】
「BBQPIT（バーベキューピット）」
昨年に引き続き、「食品フロアで食材調達→屋上で BBQ！」の新定番スタイルが、今年はさらにお得に！
【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）」
【ルミネ大宮】
「アロハテーブル グリル＆ダイナー ハワイアンビアガーデン」

ハワイ No.1 クラフトビール”コナビール”が飲み放題に登場！BBQ コースはお⾁増量！

■NEW OPEN カフェ＆レストラン
【ルミネ池袋】

・ロンファー チャイニーズ パーラー〈４月 25 日（木）OPEN〉＜1 号店＞
・シュマッツ〈4 月 25 日（木）OPEN〉
・こめらく たっぷり野菜とお茶漬けと。〈4 月 5 日（⾦）OPEN〉
・スターバックス〈4 月 25 日（木）OPEN〉

【ルミネエスト新宿】

・カマクラパスタ フレスカ〈4 月 25 日（木）OPEN〉 ＜鎌倉パスタの新業態＞

【ルミネ横浜】

・ボストン オイスター アンド クラブ 4 月 25 日（木）OPEN ＜横浜エリア初出店＞
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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）
新宿のリゾートビアガーデンといえば、もはや定番人気ともいえる
「TOKYO SKY RESORT WILD BEACH SHINJUKU」。
3 年目を迎え、「happy yellow beach」をコンセプトに、これまで
ピンクだったテーマカラーをイエローに一新！
約 500 坪の店内は、ソファやパーゴラベッドで寛げる「ビーチカフェ」、
最高級グリルで楽しむ「バーベキューテラス」、コロナ・バドワイザーと初
のコラボレーションが実現した「コラボビアガーデン」、の 3 つのデザイン
空間が配置されています。
今年は新たに、平日のみ持ち込みシステムが登場するほか、⼥性に
うれしい、7 種類の野菜が楽しめる「ベジタブルロールバーベキュー」も
登場！
〔営業期間〕〜9 月 30 日（月）※雨天中止
〔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
〔場所〕ルミネエスト新宿 屋上 ルミネガーデン 9 ※全席禁煙
〔席数〕318 席
〔予約はコチラ〕TEL 070-3884-7290（11:00〜21:00）／
https://www.tablecheck.com/shops/wildbeach/reserve/
〔メニュー内容〕 ★メニューの詳細はコチラ→ http://wildbeach.jp/shinjuku
【カフェ】 ＊90 分
① フリードリンクプラン（フリードリンク＋テーブルチャージ）税込 1,000〜3,500 円

※アルコール飲料の有無、席の種類により価格が異なります。
② フード＋ドリンクプラン（フード＋フリードリンク＋テーブルチャージ）税込 1,600〜4,300 円
お一人さまにつき１点、指定のフードまたはデ
ザート全６種類の中からお選びいただきます。
＜フード＞
・シュリンプボタニカルカレー
・ハンバーグロコモコボウル
・ビーチカルボナーラスパゲッティ
・グリルドチキンボウル
＜デザート＞
・ピーチスモアパフェ
・チョコレートスモアパフェ
※アルコール飲料の有無、お選びいただくフー
ドの種類、席の種類により価格が異なります。

【バーベキュー】 ＊フリードリンク付き
① ビーチバーベキュープラン
ビーチ席 税込 5,500 円(フリードリンク 90 分／席 120 分)
ビアテラス席 税込 5,500 円(フリードリンク 120 分／席 150 分)
＜メニュー＞
・ポップコーン
・ワカモレ
・トルティーヤチップス
・サルサメヒカーナ
・ベジタブルグリル
・シーズニングビーフ
・ハーブチキン
・スモア（マシュマロ、クラッカー、チョコレートソース）
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②グランピングバーベキュープラン
ウッドデッキソファー席 税込 6,500 円（フリードリンク 120 分／席 150 分）
グランピングテント席 税込 7,500（フリードリンク 120 分／席 150 分）
＜メニュー＞
・ポップコーン
・ビーチタコス
（ワカモレ、サルサメヒカーナ、チリコンカン、サラダ、トルティーヤ）
・ハーブチキン
・シーズニングビーフ
・シュラスコポーク
・スモア（マシュマロ、クラッカー、チョコレートソース）

〔NEW!〕オプション：ベジタブルロールバーベキュー 税込 3,980 円
⼥性に嬉しい野菜がカワイイスタイルで登場！

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」が今年も登場！
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）など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〕4 月26 日（⾦）〜9 月30 日（月）※雨天中止
〔時間〕17:00〜23:00 最終受付 21:00
※シーズン、曜日により営業時間が異なります。
詳しくはコチラ→ www.landmeatcenter.com
※定休日：ルミネ新宿 ルミネ 1 の休館日
〔場所〕ルミネ新宿 ルミネ 1 屋上 エルテラス ※全席禁煙
〔席数〕約 250 席
〔予約はコチラ〕TEL 03-5989-0016（14:00〜21:00）／
www.landmeatcenter.com

〔メニュー内容〕＊お席120 分、フリードリンク 90 分
●A プラン：スタンダード YAKINIKU コース 税抜4,800 円 ／お肉ダブル 税抜5,800 円
●B プラン：スタンダード YAKINIKU＋ポテト唐揚げコース 税抜5,300 円／お肉ダブル 税抜6,300円
●C プラン：YAKINIKU ディナーコース 税抜6,000 円／お肉ダブル 税抜7,000 円
●シャンパンフリーフロー付きグランピングコース：税抜10,000 円
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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、芝生でくつろぐアイランドリゾートのビアガーデン＆BBQ
を実施いたします。
8F ビアガーデンエリアでは、ハイネケンやクラフトビールのほか、”
ふわふわかき氷 ”やフレッシュフルーツジュースなどを提
供 し ます 。
9F では、３つのエリアで BBQ をお楽しみいただけます。
・ターフエリア・・・裸⾜で寛げる開放的な空間。BBQ はもちろん、8F ビアガーデンのお食事
やドリンクの持ち込みも可能で、ピクニック気分でお楽しみいただけます。
・キッズエリア・・・お子さまが安心して遊べる、ファミリー向けのエリア。ご友人家族とご一
緒に BBQ をお楽しみいただけます。
・リゾートエリア・・・ゆったりとしたソファやハンモックで寛げる大人のリラックスエリア。
〔営業期間〕4 月 26 日（⾦）〜9 月 30 日（月） ※雨天中止
〔時間〕 12:00〜22:00（バーベキュー最終受付 20:00）
※8F の飲料、スナックの販売は 21:30 まで
※定休日：ルミネ池袋の休館日
〔場所〕ルミネ池袋 8F・9F ルーフトップ ※全席禁煙
※受付：9F ルーフトップ
〔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）700 円〜／グラススパークリングワイン 600 円〜 ほか
ＭＩＸベリーかき氷 700 円/キャラメルかき氷 700 円/マンゴーかき氷 700 円
９F BBQ ガーデン：（予約なしでも OK！2 名さまから）生ビールを含むフリードリンク全 40 種類付き 2 時間制

★OPEN 前予約特典★ 4 月 25 日（木）までのご予約で全コース下記通常価格より 500 円 OFF！

●MEAT PLAN 税込 4,500 円

とりあえず枝豆、おつまみスナック、野菜４種類セット（キャベツ／エリンギ／玉
ねぎ／かぼちゃ）、お⾁（牛ロース／豚バラ／牛ハラミ／骨付きカルビ／豚肩ロ
ース／あらびきフランク）、包んでトルティーヤ、焼きおにぎり

●MEAT&SEAFOOD PLAN 税込 5,000 円
MEAT PLAN＋シーフード（海⽼／ホタテ／イカ）

●〔NEW！〕 SHANDON PLAN 税込 6,500 円

MEAT＆SEA FOOD PLAN＋シャンドン（スパークリングワイン）

●〔NEW！〕LIGHT PLAN 税込 4,000 円

とりあえず枝豆、野菜４種類セット（キャベツ／エリンギ／玉ねぎ／かぼち
ゃ）、お⾁（牛ロース／豚バラ／牛ハラミ／骨付きカルビ／豚肩ロース／あらびきフランク）
●キッズプラン 2,000 円 ※早期予約割引対象外 ※キッズフリードリンクのみ +500 円
おつまみスナック、お⾁セット、野菜セット、包んでトルティーヤ、焼きおにぎり
※3 歳まで無料、4~8 歳のお子さまは「キッズプラン」または「キッズフリードリンク」よりお選びください

〔予約はコチラ〕TEL 050-3503-2989（12:00〜22:00）／

http://www.ikebukuro-bbq.tokyo（予約受付中）

ルミネ⽴川

BBQPIT（バーベキューピット）
昨年から大注目の持込スタイルのバーベキュー。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今年も登場！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。めんどうな準備やゴミ捨て、片付け
が不要で、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〕4 月 20 日（土）〜11 月 4 日(月・祝)
〔時間〕 11:00〜22:00（最終受付 20:00）
※定休日：ルミネ⽴川の休館日
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〔場所〕ルミネ⽴川 屋上 ※全席禁煙
〔席数〕１サイト８名さままで 全 56 席
〔メニュー内容〕＊フード：持込制
●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
＊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、レシー
ト合計⾦額の 30%をアルコール飲み放題料⾦よりサービス！

（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〕TEL：050-3134-5450（11:00〜20:00）／
https://www.herofield.com/bbq/tachikawa/

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）
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！
生ビールはもちろん、豊富なフリードリンクとともに、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。
★オープン記念ウェルカムプラン★
4 月 27 日（土）〜5 月 6 日（月・祝）
税込 3,500 円フリードリンク付き！
〔営業期間〕4 月 27 日（土）〜9 月 30 日（月）※雨天中止
〔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
〔場所〕ルミネ横浜 9F 屋上
〔席数〕150 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）
・ポップコーン（おかわり自由！）
・生ハムとスモークベーコン盛合せ＆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
セルフバー90 分＋牛ザブトンステーキ、シーフード付きのプレミアム BBQ セット
●ダブルプレミアムプラン 税込 6,000 円
セルフバー90 分＋牛ザブトンステーキ、シーフード付きのプレミアム BBQ セット＋スパークリングワイン飲み放題
●アーリータイムプラン 税込 3,500 円
＊土日祝限定、17:00 までにご来店(5・6 月は 18:00 まで)でベーシックプランを 1,000 円引き
セルフバー90 分＋BBQ セット
●レイトタイムプラン 税込 2,000 円
セルフバー L.O まで＋フリーポップコーン、フードは単品メニューから別途ご注文
〔予約はコチラ〕 https://www.tablecheck.com/ja/shops/bbq-topia/reserve
予約専⽤ TEL 050-3503-8233
〔お問合せ〕 080-3549-1779（平日 14:00〜18:00 時／土日祝 11:00〜18:00）
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ルミネ大宮

アロハテーブル グリル＆ダイナー ハワイアンビアガーデン
JR 大宮駅直結のルミネ大宮 ルミネ 2 の 4F テラス席に、「アロハテー
ブル グリル＆ダイナー ハワイアンビアガーデン」が期間限定で今年も
登場！今年はハワイ No.1 クラフトビール”コナビール”が飲み放題に
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 コースは、厚切りハラミ、スパイシー・ジャークチキ
ン、粗挽ソーセージの強⼒コンボでビールとの相性抜群！
〔営業期間〕2018 年 4 月 23 日（火）〜9 月 29 日（日）
※雨天の場合はショップまでお問合せください。
〔時間〕11:00〜22:00 ※定休日：ルミネ大宮の休館日
〔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 ハワイアンビアガーデン ※全席禁煙
〔席数〕130 席
〔メニュー内容〕●Hawaiian BBQ コース 飲み放題付き ※お席 2 時間制
ランチ（11:00〜16:00）税込 3,900 円／ディナー（16:00〜22:00）税込 4,500 円
〔予約はコチラ〕TEL 048-658-0575（11:00〜22:00）／ http://omiya.alohatable.com/

＜注目のカフェ＆レストランが続々OPEN！＞

【ルミネ池袋】
■ロンファー チャイニーズ パーラー〈４月 25 日（木）OPEN〉＜1 号店＞
世界が注目している New Chinese のムーブメントをコンセプトに、いまま
でにないジャンルとスタイルのチャイニーズパーラーの１号店として、ルミネ池
袋に登場！鮮やかでヘルシーなお料理を洗練された空間でおたのしみいた
だけます。
〔場所〕ルミネ池袋 9F
〔営業時間〕11:00〜22:30（L.O：22:00）
■シュマッツ〈4 月 25 日（木）OPEN〉
野菜をふんだんに使ったタパスから本場の⾁厚ソーセージまで、和カジュアル
のテイストを融合させたモダンドイツ料理。人気のクラフトビールと一緒にお
楽しみいただけるカジュアルビアダイニングです。
〔場所〕ルミネ池袋 9F
〔営業時間〕11:00〜22:30（L.O：22:00）
■こめらく たっぷり野菜とお茶漬けと。
〈4 月 5 日（⾦）OPEN〉
まずはそのまま、次におだしをかけてお茶漬けとして。⼆度おいしいおひつごはん
と、たっぷり野菜のおかずと 2 種のお茶漬け具材が選べるお茶漬けご膳。ニッポ
ンの伝統食お茶漬けを自分流にお楽しみいただけます。
〔場所〕ルミネ池袋 8F
〔営業時間〕11:00〜22:30（L.O：22:00）
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■スターバックス〈4 月 25 日（木）OPEN〉
高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソがベースのバ
ラエティ豊かなドリンクをはじめ、ペストリー、サンドイッチをお楽しみい
ただけます。
〔場所〕ルミネ池袋 9F
〔営業時間〕11:00〜22:30（L.O：22:00）

【ルミネエスト新宿】
■カマクラパスタ フレスカ〈4 月 25 日（木）OPEN〉 ＜鎌倉パスタの新業態＞
従来の「和」を基調とする空間の、デュラムセモリナ粉 100％の
生パスタ専門店“鎌倉パスタ”とは一線を画す、メニューも内装
も「洋」に特化した新業態が登場！ルミネエスト新宿でしか楽
しめないパスタやパン、デザートをオリジナルの器で展開します。
オーブンでじっくり焼き上げたオリジナルテッパンフレンチトースト
も人気！
〔場所〕ルミネエスト新宿 7F
〔営業時間〕平日 11:00〜23:00（L.O：22:00）
土日祝 11:00〜22:30（L.O：21:30）
＜OPEN 記念限定パスタ登場！＞
〔メニュー〕「鎌倉ベーコンとイタリア産ペコリーノチーズのジェノベーゼ デザートパン 3 個付き 税抜 1,190 円」
生パスタがバジルソースとマッチし、フレッシュバジルの⾹りも引き⽴ちます。
〔期間〕4 月 25 日（⽊）〜5 月 31 日（⾦）

【ルミネ横浜】
■ボストン オイスター アンド クラブ 4 月 25 日（木）OPEN ＜横浜エリア初出店＞
日本各地の「新鮮な牡蠣」を中心に、素材を活かした選りすぐりのメニューを季節ご
とにご⽤意しております。アルコールを終日お楽しみいただける店内は、お一人さまで
も、ご友人同⼠でも、様々なシーンでご利⽤いただける空間です。
〔場所〕ルミネ横浜 7F
〔営業時間〕11:00〜22:30（L.O：22:00）

【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)
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