
グリーンルーム®
ディナー ＆ ショー
グリーンルーム®

ディナー ＆ ショー

ステージサイドVIP®
ディナー ＆ ショー

ルアウ®
ビュッフェ ＆ ショー

ルアウ®
ビュッフェ ＆ ショー

プレミアカクテル®
ショー

プレミアカクテル®
ショー

ハワイアンディナー ショー

ショー： 8:00PM、休館日： 金曜日。ロイヤルハワイアンシアター、ロイヤルハワイアンセンター内 B館4階

チェックイン： 6:00PM
究極のショー体験

チェックイン： 6:15PM
VIP待遇

チェックイン： 6:30PM
ハワイアンナイト

チェックイン： 7:30PM
ワイキキで楽しい夜を

アロハ溢れる
魅惑のハワイの夜を

エコモマイタイ®1杯
＆ フレッシュパイナップル

人気のハワイアンカクテルを
お洒落なバーで

ギャラリーメモラビリア 
ギャラリーオールドハワイでご鑑賞

ドリンクも置ける席でハワイの
ミュージック ＆ ダンスを堪能

ローストビーフ付きの
ルアウビュッフェディナー

フラレッスンや
リクエストソングを

息を呑む迫力の
ファイヤーナイフダンス

楽しい夜の幕開けは
お出迎えのフラから

エコモマイタイ®とププを
お洒落なVIPラウンジで

グリーン“シャンペン”を
楽屋エリアにある特別室で

ロック・ア・フラ®だけの体験
スターとの記念写真（お2人に1枚）

ステージサイドVIPエリアで
スーパープレミアムドリンク1杯

VIPエリアステージ正面
スーパープレミアムドリンク1杯

天然サーモン & 
テンダーロインビーフディナー

天然サーモン & 
テンダーロインビーフディナー

迫力伝わるステージサイドで
感動のショー体験

ミュージックとダンスでお贈りする
“ハワイアンジャーニー”

ロック・ア・フラ®オリジナル
キャストとの楽しい時間

インスタグラムやスカイプを！

キャストに会って
写真を撮ろう

ショーの後も興奮と楽しさ満載
ワイキキの夜

家族に嬉しいビュッフェディナー
大人1人にお子様（3～11歳）無料

お子様に人気のトレジャーハント®
“輝く宝”のおまけをもらおう。

サインをもらったり、
お子様もエンジョイ！

オアフのトップミュージシャンによる
迫力のパフォーマンス

ロッキンショー®

チェックイン： 7:30PM
見逃せないハワイアンショー

1年中
キッズプログラムは

ディナーパッケージに

夏の子供
無料ルアウ
7/1～9/30

ウェルカムフラ

ハワイアン グリーティング

スーパープレミアムドリンク1杯 ミュージックに関する展示品 劇場席エリアのプレミア席

丸ごと豚のロースト、ハワイアンエンターテイメント 劇場席エリアのプレミア席

ウェルカムフラ VIPウェルカムレセプション

グリーンルーム®レセプション 舞台裏見学

プライベート席

最高のプライベート席 4コースメインロブスター、

4コースメインロブスター、 ワイキキ最大のショー

ワイキキ最大のショー ミート ＆ グリート®

ミート ＆ グリート®

ミート ＆ グリート®

ミート ＆ グリート®ミート ＆ グリート® ハワイのミュージック

“ロック・ア・フラ®”- みんなで楽しむワイキキの夜®
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当日電話予約
4:00PMまで  ディナー 　　　 
7:00PMまで  ショー

years

of Aloha!

9



お祝いハワイの思い出 ワイン通

代替えアントレ

2017

楽しいお土産ショップ送迎

丸ごと豚のロースト
＆ ローストビーフ

ルアウビュッフェディナー

4コースメインロブスター、
天然サーモン

& テンダーロインビーフディナー

4コースメインロブスター、
天然サーモン

& テンダーロインビーフディナー

グリルド スパイス 豆腐ステーキ
＆ ポートベローマッシュルーム

スパニッシュライス添え

グリルド スパイス 豆腐ステーキ
＆ ポートベローマッシュルーム

スパニッシュライス添え

ラバーフロー

ロック・ア・フラ®でグルメのダイニング

グリーンルーム®レセプション
生ハムとマウイゴールド®フレッシュパイナップル、

お花仕立てのフレッシュフルーツ
エンダイブのポハゼリー入りビッグアイランド ゴートチーズのせ

ロミロミサーモンカップ
✦

ノーベスコシア産 メインロブスター、レインボーサラダ添え
若摘みの現地産野菜、椰子の若芽

イエロービーツ、完熟トマト、キュウリ
自家製リリコイの“シャンパン”ドレッシング 

レモン、わさびカクテルソース
✦

天然アラスカンサーモン & テンダーロインビーフ
季節の野菜

黒トリフ入りのマッシュポテト添え
✦

パイナップル デライト
イル ジェラート®製

マカダミアナッツクランブル、トーストココナッツ

焼き立てのブリオッシュとバター
煎れたてのハワイアンパラダイスコーヒー®特注コナブレンドコーヒー、

または紅茶付き。

VIPウェルカムレセプション
ハワイアンポテトチップストリオ

生ハムとマウイゴールド®フレッシュパイナップル、
お花仕立てのフレッシュフルーツ
ハワイで人気のマカダミアナッツ

✦

 ノーベスコシア産 メインロブスター、レインボーサラダ添え
若摘みの現地産野菜、椰子の若芽

イエロービーツ、完熟トマト、キュウリ
自家製リリコイの“シャンパン”ドレッシング 

レモン、わさびカクテルソース
✦

天然アラスカンサーモン & テンダーロインビーフ
季節の野菜

黒トリフ入りのマッシュポテト添え
✦

パイナップル デライト
イル ジェラート®製

マカダミアナッツクランブル、トーストココナッツ

焼き立てのブリオッシュとバター
煎れたてのハワイアンパラダイスコーヒー®特注コナブレンドコーヒー、

または紅茶付き。

レインボーサラダ レインボーサラダ

グリルドチキン
または

グリルドチキン
または

ビーガンサラダ ビーガンサラダ

テーブルで
丸ごとマウイゴールド®フレッシュパイナップル＊はファミリースタイルで

✦

カービングステーション
その場で切り分ける丸ごとローカル豚ロースト

USDAチョイストップラウンドグレードローストビーフ
ハワイ産天然黒塩添え

✦

 ルアウで人気
フリフリチキン

白身魚のソテー、マカダミアナッツ
ウアラスウィートポテト、ココナッツ＊

ベジタリアンのフライドライス＊
✦

アイランド風サラダバー
ハワイ産グリーンとグレープトマト＊

自家製パパイヤシードとリリコイドレッシング
アイランドスタイルマカロニサラダ

ロミロミサーモン、リム入り豆腐ポケ＊、
焼き立てのタロロール

バター
✦

ハワイのデザートサンプラー
季節のフルーツプラッター＊

チョコレート ドバージュ ケーキ、
ココナッツハウピア

レインボーシャーベット＊、イル ジェラート®製

煎れたてのハワイアンパラダイスコーヒー®特注コナブレンドコーヒー、または紅茶付き。

ビーガンセレクションの＊の印がついています。
ビーガンガーデンパティのグリル

プレミアシアター
ギャラリーメモラビリア ＆ バー

ワイキキ唯一の750席、マルチメディアシアター、ロック・ア・フラ®会場の
ミュージックに関する展示品やメモラビリア鑑賞がお楽しみ頂けます。

エンハンスメント： 特別な日を演出！

ドン・ペリニョン
$325 ボトルにつき

記念写真
$25 1枚につき　

代替えアントレ

代替えアントレ

新作のショー

“ハワイアンジャーニー”

代替えアントレ、送迎、  、エンハンスメント
のリクエストは、24時間前までにご予約を。
＊印は、プレミアカクテル、ロッキンショー
にも可。送迎に関して、ホテルによっては
使用料がかかる場合もございます。

キングのスカーフ
$10

ワイキキ $15 お1人様
コオリナ $34 お1人様

オーパス・ワン・オーヴァーチャー
$205 ボトルにつき

光るMJグローブ
$20

お誕生日

ロッキンケーキ
$40から　

ウエディング

ウエディングケーキ
$110から　

レセプション

ザ・キングズ・レセプション
$45 お1人様　

楽しい夜

ザ・キングズ・アップグレード
$15 お1人様　

エコモマイタイ®
キングのオール

シュックアップマティーニ

マイケルの
スリラーチラー ブルーハワイライチマティーニ

ビーガン / グルテンフリー ビーガン / グルテンフリー

新しい
メニュー

プレミアシアター

ザ・バー
大人気のスーパープレミアムのハワイアンカクテルが勢ぞろい！ 

は、ノーアルコールも出来ますのでお子様もエンジョイ！
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