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「二子玉川ライズ」の開放的な空間を活かした夏の風物詩として親しまれているプレミアムビアテラス。
今年は「PREMIUM BEER TERRACE FUN GRILL ＆ TO GO︕」と題し、いよいよ2022年
5月20日（金）にグランドオープンします。

今年は、こんがり焼き上げた塊肉を引き裂いて食べる会場限定メニュー「プルドポーク パーティー」を
目玉として、“シェアして楽しむ”様々なメニューをご用意しています。
この度、グランドオープンに先駆け、公式HPにて、「PREMIUM BEER TERRACE FUN GRILL 
＆ TO GO︕」の今季限定特別メニューラインアップを公開します。
【イベントHP】http://premium-beer-terrace.com/
■今年の目玉「プルドポーク パーティー（会場限定メニュー）」は、ビールにぴったりでワイルドな一品。
フードメニューは、今年も二子玉川ライズの大人気店でスペイン王室御用達の「マヨルカ」プロデュースによる、今季限定のここだけでしか味
わえない特別メニューを提供します。
今年の目玉は、会場限定メニューの「プルドポーク パーティー」。こんがりと焼き上げた塊肉を専用のベアクローでワイルドに引き裂いて食べる、
夏にぴったりの豪快な一品です。引き裂いたプルドポークをトルティーヤに巻いて食べる「プルドポーク パーティー」の他、ターメリックライスの上にの
せて食べる「プルドポーク オーバーライス」や、パンに挟んで食べる「プルドポーク グリルサンド」「プルドポーク グリルサンド チェダーチーズ」、
肉汁溢れるジューシーな輪切り肉の「ポルケッタグリル＆フライドポテト」など、ビールと相性抜群のスペシャルフードを多数ご用意しています。

【期間】 2022年5月20日（金）～10月10日（月・祝）／【場所】二子玉川ライズ中央広場

「PREMIUM BEER TERRACE FUN GRILL ＆ TO GO︕」
5月20日（金）グランドオープンに先駆け、メニューラインアップをご紹介︕

二子玉川ライズの大人気店、スペイン王室御用達「マヨルカ」がプロデュース︕
塊肉を引き裂いて食べる「プルドポーク パーティー」ほか、“シェアして楽しむ”今季限定特別メニューが登場︕

▲専用のベアクローでワイルドに引き裂いて食べるのが
プルドポークの醍醐味︕

▲会場限定メニュー「プルドポーク パーティー」
4～5名様用なので、シェアして楽しめる︕

▲ 「プルドポーク グリルサンド（奥）」と
「プルドポーク グリルサンド チェダーチーズ（手前）」

■ドリンクには、“神泡の”ザ・プレミアム・モルツのほか、
今話題の「ハードセルツァー」が初登場︕
ドリンクは毎年大人気の「“神泡の”ザ・プレミアム・モルツ」をはじめとしたビール類に加え、
アメリカで人気となり、日本でも話題のアルコール入りの炭酸飲料「ハードセルツァー」をプレ
ミアムビアテラスオリジナルでご用意。「フレッシュボタニカル」「クリアレモン」「ガーデンフラ
ワー」の3種はいずれもスッキリとした口当たりで、青空の下で楽しむのに最適なドリンクと
なっています。また、大人向けノンアルコールドリンクも充実しているため、お車でお越しの際
も安心してご利用いただけます。
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ポルケッタグリル
＆フライドポテト

1,450円

プルドポーク
オーバーライス

1,100円

プルドポーク グリルサンド
900円

プルドポーク グリルサンド チェダーチーズ
1,100円

会場内限定︕みんなでシェアして楽しむ「プルドポーク パーティー」

プルドポーク パーティー（4～5名様用）
プルドポーク約300g/トルティーヤ6枚/付け合せ野菜
/BBQソース/チリソース/サワークリーム

3,900円

プルドポーク パーティー ハーフサイズ（2名様用）
プルドポーク約150g/トルティーヤ3枚/付け合せ野菜
/BBQソース/チリソース/サワークリーム

2,100円

追加トルティーヤセット
トルティーヤ3枚/付け合せ野菜
/BBQソース/チリソース/サワークリーム 900円

「PREMIUM BEER TERRACE FUN GRILL ＆ TO GO︕」メニュー一覧

様々な楽しみ方ができる「プルドポーク」メニュー

皮付きフライドポテト
濃厚チェダーチーズソース

580円

フライドチキン
580円

枝豆 ブラックペッパー
＆フルードセル

500円

ごろごろキュウリの
ローズヒップマリネ
※会場内限定 550円

ガーリックシュリンプ
580円

16種類の具沢山コールスロー
※会場内限定 550円

塩キャラメルポップコーン
550円

ビールによく合う多彩なサイドメニュー

※表示価格は全て税込です。



3

ドリンクメニュー
プルドポークによく合う“神泡の”ザ・プレミアム・モルツをはじめ、今話題のハードセルツァーなど、多彩なアルコールドリンクメニュー
を取り揃えています。また、今年は大人向けノンアルコールドリンクも充実させています。

BEER
ビール

NON-ALCOHOL BEER
ノンアルコールビール

・ザ・プレミアム・モルツ
REGULAR 600円／MEGA 900円

・ザ・プレミアム・モルツ 〈香る〉エール
REGULAR 600円／MEGA 900円

・ザ・プレミアム・モルツ 黒
REGULAR 600円／MEGA 900円

・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム
REGULAR 650円／MEGA 950円

・〈糖質ゼロ＊〉パーフェクトサントリービール
REGULAR 600円／MEGA 900円

*食品表示基準による

・オールフリー樽詰 450円
・まるで白ビール 550円
・まるで黒ビール 550円
・まるでIPA 550円

HARD SELTZER
ハードセルツァー

WINE SOUR
ワインサワー

HIGHBALL/WINE
ハイボール/ワイン

・フレッシュボタニカル 600円
・クリアレモン 600円
・ガーデンフラワー 600円

・ワインサワー〈赤〉 600円
・ワインサワー〈白〉 600円

・ジムビームハイボール 600円
・グラスワイン〈白〉 600円
・グラスワイン〈赤〉 600円

NON-ALCOHOL/SOFT DRINK
ノンアルコール/ソフトドリンク

SDGs DRINK

・焦がしキャラメルラテ（画像左） 550円
・ガーデンピーチティー（画像右） 550円
・ペプシコーラ 400円
・烏龍茶 400円
・なっちゃんオレンジ 400円
・なっちゃんりんご 400円

※この商品の売上の一部は、多摩川河川敷にお
ける環境保全活動「かわのまちアクション」に寄付
いたします。

・めぐりめぐるレモネードビア 650円
・めぐりめぐるノンアルコールレモネードビア

550円

※表示価格は全て税込です。
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※新型コロナウイルス感染症拡大の今後の状況により、予告なく開催内容の変更および開催中止となる場合がございます。
また実施に際しては、政府や自治体等の発表を踏まえ、内容の検討および感染予防対策を徹底して行います。

【タイトル】 PREMIUM BEER TERRACE FUN GRILL ＆ TO GO︕
【期間】2022年5月20日（金）～10月10日（月・祝）
【営業時間】平日 17:00～22:00（L.O.21:30） 土日祝 11:00～22:00（L.O.21:30）
※天候不良により、営業中止となる場合がございます。
【場所】二子玉川ライズ 中央広場
【主催】二子玉川ライズ
【アクセス】東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」徒歩3分
【イベントHP】 http://premium-beer-terrace.com/

イベント実施概要

■家族みんなで楽しめる、二子玉川ライズならではのビアテラス
日ごろから多くの家族連れのお客さまでにぎわう二子玉川ライズだから
こそ、ビアテラスも家族みんなで楽しめる空間づくりにこだわりました。
芝生が敷き詰められたエリア内には、お子さまと一緒に楽しめるコンテン
ツも設けています。
プレミアムビアテラス内で販売するフード・ドリンクは一部を除きテイクア
ウト可能。注ぎたてのビールと温かい肉料理を持ち帰り、ご自宅での
パーティーや屋外でのピクニック、仕事の合間のランチなど、思い思いの
場所でお楽しみいただけます。

■完全キャッシュレスでお会計をスマートに
接触機会を減らしリスクを最低限に抑えるため、モバイルオーダーを導入
しお会計は完全キャッシュレス決済に。コロナ禍が続く中でも安心安全
な環境で思う存分楽しんでいただけるよう、今年も感染対策を徹底し
て営業いたします。

▲会場レイアウト ※画像はイメージです。

【二子玉川ライズ 施設概要】

二子玉川ライズ
〒158-0094 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
https://www.rise.sc/
第1期事業 2011年3月、第2期事業 2015年4月
約11.2ha
東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅直結

名 称 ：
所 在 地 ：
公 式 サ イ ト：
開 業 日 ：
総 面 積 ：
ア ク セ ス ：
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