
 
 News Release 

↑ 焼き立てお肉・サラダの食べ放題＋ソフトクリーム

＋冷製ローストビーフとトマトフォンデュ鍋＋プレミアム

ドリンク飲み放題（60種類） ※写真は 3人前 

 

↑  左から 「フルーツソニック（ベリー・パイン・キ

ウイ）」、「サンジェルマン」 

※16階屋上ビアガーデンの詳細は次ページに掲載しています。 

  2016 年 4 月 13 日 

報道関係各位 

株式会社 東武百貨店 

 

8階では短時間のちょい飲み、16階では“トマトフォンデュ鍋”‟プレミオドリンク＆メニュー“を導入し女子会需要も 

8階と 16階、2つの「屋上ビアガーデン」開設 

東武百貨店 池袋本店 

 
東武百貨店 池袋本店では 4月 22日（金）から 10月 2日（日）まで、16階に屋上ビアガーデン『カーニバルキャンプ＆

ビア』、さらに 5 月 6 日（金）より 8 階屋上スカイデッキ広場に『ガーデン・ビアテラス』を開設します。多様化する需要に対
応するため、2005年以来 11年ぶりに 2カ所の屋上でビアガーデンをスタートさせます。16階屋上では、新たにお客様の
好みに合わせて選べる「ビーフステーキ（牛脂注入加工肉使用）と MIX ミート、ごろごろ野菜盛り合せ」と「冷製ローストビ
ーフとトマトフォンデュ鍋」の 2 種類のフリードリンク（120 分/33 種類）付コースをご用意し、さらにプラス 1,080 円で、ゆっ
たりとした特別席で 60 種類のフリードリンクと焼き立てのお肉・サラダが食べ放題になるプレミオコースも導入します。 
催事場に隣接する 8階屋上では、昨年同様バーベキューが楽しめます。17:00からは、短時間で楽しめるフリードリンクコ
ース（飲み放題コース/1時間から 3 コース）をご用意します。 
本年 2 月 26 日（金）にグランドオープンしたダイニングシティ 「スパイス」では、14 階に女性が気軽に飲める「Bar＆

Dining」ゾーンを新設し、30～40 代の女性のお客様にお越しいただいております。当店は、駅上のデパレス同様デパオク
でも会社帰りや買い物ついでに気軽に立ち寄ることができるよう、バリエーション豊富なプランをご用意することで、夏の
風物詩となったビアガーデンを盛り上げます。 

 

16階屋上ビアガーデン『カーニバルキャンプ＆ビア』  8階屋上スカイデッキ広場『ガーデン・ビアテラス』 

店名 カーニバルキャンプ＆ビア ガーデン・ビアテラス 

場所 16階屋上 8階屋上 スカイデッキ広場 内 

期間 2016年 4月 22日(金)～10月 2日(日) 

＜163日間＞ 

※8月 17日（水）全館休業日 

 

2016年 5月 6日(金)～10月 2日(日)  

＜137日間＞ 

※8月 17日（水）全館休業日 

※「ガーデン・ビアテラス」休業日…8月 18日（木）～23日

（火）・9月 1日（木）～6日（火） 
 

1. 16階屋上ビアガーデン『カーニバルキャンプ＆ビア』：4月 22日（金）スタート 

特徴 

 2種類のフリードリンク付スタンダードコースをご用意 
都心にいながらキャンプ気分が味わえる「アミーゴコース[ビーフステーキ（牛脂注入加工肉使用）と MIX ミート、ごろ
ごろ野菜盛り合せ]」と女性をターゲットにした「フェスティバルコース[冷製ローストビーフとトマトフォンデュ鍋]」の 2種
類のフリードリンク付コースをご用意しました。 

 ゆったりとした特別席利用のプレミオコースの導入 
フェスティバルコースの内容に追加料金1,080円で焼きたてのお肉・サラダが食べ放題になるプレミオコースを導入し
ました。プレミオドリンクは、スタンダード飲み放題メニュー33種に輸入ビールや南米のカクテルなど27種類が追加さ
れ、計 60種類のドリンクメニューをお楽しみいただけます。さらに、追加料金 1杯 324円で「フルーツソニック」などス
ペシャルドリンクをご注文いただけます。 

 
16階  プレミオコース                                     スペシャルドリンク 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 News Release 

↑ ビーフステーキ（牛脂注入加工肉使用）と MIX ミート、 

ごろごろ野菜の盛り合わせ ※写真は 3人前 

↑  冷製ローストビーフとトマトフォンデュ鍋 

※写真は 3人前 

 

■16階屋上ビアガーデン『カーニバルキャンプ＆ビア』の概要 

店 名： カーニバルキャンプ＆ビア 

場 所： 東武百貨店 池袋本店 16階屋上   

電 話： （直通番号）03-6912-5955 ＜受付時間：11：00～20：00＞ 

（代表番号）03-3981-2211 

＜受付時間：10：00～21：00 ※日・祝は 20：00まで＞ 

期 間： 2016年 4月 22日(金)～10月 2日(日) ＜163日間＞ 
※8月 17日（水）全館休業日 
※屋外での営業の為、荒天時は休業いたします。（15：00までに決定） 

営 業 時 間： （平日）17：00～23：00 /（土・日・祝日）16：00～23：00 
※ラストオーダーはセットメニューが 20：30、アラカルトメニューが 22：00までとなります。 
※状況により営業時間を変更させていただく場合もあります。 

席 数： 500席<レギュラー席 380席・プレミオ席 120席＞ 

予 約： 電話またはインターネットで受付 ※予約は 4名様以上 

メ ニ ュ ー： （価格は税込） 

 スタンダードコース  

お一人様 4,320円 ※4歳以上小学生以下は 2,160円  

アミーゴコース「ビーフステーキ（牛脂注入加工肉使用）と MIX ミート、ごろごろ野菜盛り合せ」または、フェスティバルコ

ース「冷製ローストビーフとトマトフォンデュ鍋」＋飲み放題スタンダードドリンクメニュー（33種）付 ＜2時間制＞  

 アミーゴコース「ビーフステーキ（牛脂注入加工肉使用）と MIX ミート、ごろごろ野菜盛り合せ」 
ビーフステーキ（牛脂注入加工肉使用）やベーコン、ソーセージ、ごろごろ野菜などをバーベキュースタイルでお召し上がりいただきま
す。ラテンアメリカでおなじみのトルティーヤチップスやチリビーンズ、アボカドなどを使用したデリカテッセンが付きます。 

 フェスティバルコース「冷製ローストビーフとトマトフォンデュ鍋」 
彩り野菜の入った特製のトマトソースにチーズをトッピングしたフォンデュ鍋をお召し上がりいただいた後、〆にはヌードルをお楽しみ
いただきます。また、ラテンアメリカでおなじみのトルティーヤチップスやチリビーンズ、アボカドなどを使用したデリカテッセンと特製の
2種類のソースで召し上がるローストビーフが付きます。 

✧ 飲み放題スタンダードドリンクメニュー（33種） 
生ビール（アサヒスーパードライ、黒生ビール、ハーフ＆ハーフ）／シャンディガフ、ビアスプリッツア／ワイン（赤・白）／ワインカクテル
各種／ハイボール各種／サワー各種／ソフトドリンク各種   
          

プレミオコース 

お一人様 5,400円 ※4歳以上小学生以下は 2,500円   

「冷製ローストビーフとトマトフォンデュ鍋」＋「焼き立てお肉・サラダの食べ放題+ソフトクリーム付」＋プレミオドリンク飲

み放題（60種類） ＜2時間制＞ 
フェスティバルコースの内容に追加料金 1,080円で焼きたてのお肉・サラダの食べ放題と飲み放題スタンダードドリンクメニューに輸入ビー

ルや南米のカクテルなど 27種が追加され、計 60種類のドリンクメニューをお楽しみいただけます。 

✧ 「冷製ローストビーフとトマトフォンデュ鍋」 
フェスティバルコースと共通メニュー。彩り野菜の入った特製のトマトソースにチーズをトッピングしたフォンデュ鍋をお召し上がりいた
だいた後、〆にはヌードルをお楽しみいただきます。また、ラテンアメリカでおなじみのトルティーヤチップスやチリビーンズ、アボカド
などを使用したデリカテッセンと特製の 2種類のソースで召し上がるローストビーフが付きます。 

 「焼き立てお肉・サラダの食べ放題」（フェスティバルコースに追加となるメニュー） 
焼きたてのステーキ（牛脂注入加工肉使用）やサラダなどが食べ放題でデザートにはソフトクリームが付きます。 

 飲み放題プレミアムドリンクメニュー（60種） 
スタンダードドリンクメニュー（33種）に加え、輸入ビール/すいかビール他ビールカクテル 5種/ワインカクテル各種/スパークリングワ
イン/カクテル各種/日本酒/ノンアルコールカクテルなど 27種類が追加でお楽しみいただけます。 

フェスティバルコース                               アミーゴコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 16階屋上 ドリンクカウンター（イメージ） 
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↑ ＢＢＱセット（デリカテッセン付）※写真は 3人前 ↑ ＢＢＱ（調理イメージ） 

 

2. 8階屋上スカイデッキ広場 『ガーデン・ビアテラス』：5月 6日（金）スタート 

特徴 

 短時間で楽しめるフリードリンク（飲み放題）コース ＜3 コース 提供時間：17：00～20：00＞ 

フリードリンクコース(飲み放題コース)が 1時間、1.5時間、2時間の中からお選びいただけます。営業時間が 20：00

までなので帰りが遅くなる心配もありません。また、10：00～17：00は単品のフード・ドリンクをお楽しみいただけま

す。 

 昨年好評のバーベキューメニュー 

卓上コンロと鉄板を使用し、青空の下、手ぶらでキャンプ気分をお楽しみいただけます。 

 

■8階屋上スカイデッキ広場「ガーデン・ビアテラス」の概要 

店 名： ガーデン・ビアテラス 

場 所： 東武百貨店 池袋本店 8階屋上 スカイデッキ広場 内   

電 話： 直通番号：03-3985-3244（受付時間：10：00～20：00） 

代表番号：03-3981-2211 

（受付時間：10：00～21：00 ※日・祝は 20：00まで） 

期 間： 2016年 5月 6日(金)～10月 2日(日) ＜137日間＞ 

※8月 17日（水）全館休業日 

※「ガーデン・ビアテラス」休業日…8月 18日（木）～23日（火）・9月 1日（木）～6日（火） 

〈軽食コーナーは通常営業〉 

※屋外での営業の為、荒天時は休業いたします。 

営 業 時 間： 10：00～20：00  

※昼営業：10：00～17：00 

※夜営業：フリードリンク（飲み放題）タイム：17：00～20：00 

※ラストオーダーは、ＢＢＱセット＆フリードリンクコースが 19：00、アラカルトメニューが 19：30までとなります。 

※10：00～17：00の昼営業の時間帯はＢＢＱセット（単品）でのご提供となります。フリードリンク（飲み放題）はご用意しておりません。 

席 数： 180席  

〈メニュ－展開の一例〉 （価格は税込） 

✧ＢＢＱセット（デリカテッセン付） 

（牛肉、豚肉、ベーコン、ソーセージ、トルティーヤ、野菜各種） 1人前 2,500円（ご注文は 2名様より） 

✧ＢＢＱセット（デリカテッセン付）＆フリードリンクコース＜17：00～20：00＞ 

1時間 3,300円／1.5時間 3,600円／2時間 4,000円 

✧単品メニュー各種…香り枝豆 450円/皮付きフライドポテト 400円/フライドチキンとポテト 520円 

ビアソーセージ 600円 など 

✧フリードリンク（飲み放題）メニュー…生ビール/ハイボール/サワー各種/ワイン/ソフトドリンク など全 28種類 

株式会社 東武百貨店 〒171-8512豊島区西池袋 1-1-25 

 報道関係者様お問い合わせ・・・広報部 広報課 直通℡：03-5951-5210 （斎藤・村井・宮下・小山） 

 お客様お問い合わせ・・・東武百貨店 池袋本店 代表℡：03-3981-2211 

↑8階屋上 スカイデッキ広場 


