DAILY SHOW
12月31日
金曜オープン！

デイリーショー

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

丸ごと豚の
ロースト！

みんなで楽しむワイキキの夜®

バーチャルツアー：RockAHulaHawaii.com/jp/virtualtour

ワイキキ最大のハワイアンショー®は、
ショーの内容を一新！ アーティスト、
フラ、
ファイヤーナイフダンサーと
本格的ミュージシャンによるミュージックとダンスの感動のパフォーマンスを750席プレミアシアターで。
グルメダイニングも。
ロイヤルハワイアンセンター内Ｂ館４階で、金曜日を除く毎晩開演。

希望
小売価格

スケジュール
(全てPM)

メニュー＆含まれるもの

大人 $189.00
子供 $113.00

・４コースディナーはプライベートテーブルで
メインロブスター、天然サーモン
5：35 グリーンルーム®
& テンダーロインビーフ、
コナブレンド
レセプションと
コーヒー、紅茶
バックステージツアー
・特別室グリーンルーム®レセプション
6：05～7：40 ディナー
・“舞台に立てる”舞台裏見学
7：40～8：50 ショータイム！
8：50～9：00 ミート＆ グリート® ・ スーパープレミアムドリンク２杯
・スターとの記念写真（お２人に１枚）
・ショーの後のミート ＆ グリート®

大人 $151.00
子供 $91.00

5：45 VIPレセプション
6：05～7：40 ディナー
7：40～8：50 ショータイム！
8：50～9：00 ミート＆ グリート®

・４コースディナーはプライベートテーブルで
・ メインロブスター、天然サーモン &
テンダーロインビーフ、
コナブレンド
コーヒー、紅茶
・ VIPウェルカムレセプション
・ スーパープレミアムドリンク２杯
・ ショーの後のミート ＆ グリート®

5:45 ルアウ ウェルカム
6：00～7：20 ディナー
7:20 シアターに移動
7：40～8：50 ショータイム！
8：50～9：00 ミート＆ グリート®

・ルアウビュッフェディナー
その場で切り分ける丸ごと豚のロースト、
ローストビーフ、
ロミロミサーモンから
デザートステーション他。
コナブレンド
コーヒー、紅茶
・オリジナル エ コモ マイタイ®１杯
・劇場席のプレミア席
・ショーの後のミート ＆ グリート®

大人 $113.00
子供 $68.00

プレミアカクテル®
ショー

大人 $89.00
子供 $53.00

7：15 カクテルタイム
7：40～8：50 ショータイム！
8：50～9：00 ミート＆ グリート®

・スーパープレミアムドリンク１杯
・劇場席のプレミア席
・ショーの後のミート ＆ グリート®

ロッキン
ショー®

大人 $69.00
子供 $41.00

7：40～8：50 ショータイム！
8：50～9：00 ミート＆ グリート®

・ショー
・ショーの後のミート ＆ グリート®

大人 $69.00

6:45〜7:30 ディナー
7:30 シアターに移動
7：40～8：50 ショータイム！
8：50～9：00 ミート＆ グリート®

・テリチキンボウルディナー
・ショー
・ショーの後のミート ＆ グリート®

夏の
子供無料！*

スチューデント グループ
ディナー ＆ ショー

$15.00

ケーキ、
ワイン
＆ シャンペン

$30.00から

新登場
ビデオ上映
可能！

グリーンルーム®
ディナー ＆ ショー

内

容

究極のショー体験は特別なイブニングに！ 特別室グリーン
ルーム®のレセプションから、
本場ショーの舞台裏見学ツアー、
VIPエリアステージ正面のプライベートテーブルで楽しむ
スーパープレミアムドリンク、豪華なメインロブスター、
天然サーモン & テンダーロインビーフのディナーへ。
ワイキキ最大キャストで贈る新作の“ロック・ア・フラ®︎”と、
スターとの記念写真付きでまさに究極のショー体験！
ショーの後の楽しいミート ＆ グリート® もお見逃しなく。
キッズプログラム付き。

$45.00

“ハワイアンナイト”はグルメのルアウビュッフェと
ワイキキ最大キャストで贈る新作の“ロック・ア・フラ®”。
その場で切り分ける丸ごと豚のローストとローストビーフ、
ウェルカムマイタイを、
ハワイアンミュージックとフラダンスと
一緒に。750席のシアタープレミア席で興奮と感動を呼ぶ
ショーを楽しんだ後、人気のミート ＆ グリート® でキャスト
メンバーと写真を撮ろう。
キッズプログラム付き。

RH3

ハワイアンカクテルショーとファイヤーナイフダンスで
楽しいワイキキの夜を！お洒落なバーでオリジナルカクテル
と劇場席のプレミア席でワイキキ最大の新作の“ロック・ア・
フラ®”を楽しんだ後、
人気のミート＆ グリート®でキャスト
メンバーに会おう。

ワイキキ最大の新作の“ロック・ア・フラ®”とファイヤーナイフ
ダンスをお見逃しなく！ “ロック・ア・フラ®”ショーの後、
人気のミート ＆ グリート® でキャストメンバーに会おう。

ワイキキの真ん中の楽しいディナーとショーを、
学生グループに
最適なお得プライスで！ ワイキキ最大の新作の“ロック・ア・
フラ®”とショーの後のミート ＆ グリート®︎は最高の思い出に。
最少学生30名様より。

楽しいワイキキの夜に最適！ スターとの記念写真（お２人に１枚）、
キングのスカーフ
（お１人に１枚）
２名様より。
（グリーンルーム®/ステージサイドVIP® に組み合わせて）

ディナーが特別な日に変身！ スターとの記念写真（お１人に１枚）、
ロッキンケーキ、ボトルスパークリングワイン
（お２人に１本）。
２名様より。
（グリーンルーム®/ステージサイドVIP® に組み合わせて）
誕生日、記念日、
ウエディングに。
価格は裏面に。

ワイキキのプライベートレセプションパーティーは特別な日に。
専用グリーンルーム®でご自分達のビデオ上映にグリーン“シャンペン”、
ケーキカットのレセプションと、
プライベートで舞台裏見学のバックステージツアー(5:15～6:05PM)。
ステージサイドVIP®エリアの最高の
プライベートテーブルでの４コースのディナーと新作の“ロック・ア・フラ®︎”をお楽しみください。
スターとの記念写真（お１人に１枚）、ボトルスパークリングワイン
（お２人に１本）付き。
10名～50名様。

1) 子供は３歳以上11歳以下。
２歳以下の子供は無料。
2) 上記はお１人様価格で、税金が含まれています。
価格、内容、出演アーティストは予告なしに変更される
場合もございます。
3) ショータイム7:40PM。
休館日：金曜日、7/4のインディペンデンスデイと12/10～12/12の点検日。
4) 往復送迎（お１人様価格）
： ワイキキ$15.00。ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。詳細は、
Transportation Prices & Operationsをご覧ください。

RH1

RH2

プライベートレセプション：ウエディングや記念日に。
価格はお１人様。

$234.00

REF.
コード

VIP待遇は、
ウェルカムレセプションからステージサイドの
ディナー、ボリュームたっぷりのメインロブスター、
天然サーモン & テンダーロインビーフとワイキキ最大
キャストで贈る新作の“ロック・ア・フラ®”！ 迫力つたわる
ステージサイドプライベートテーブルでスーパープレミアム
ドリンクと華麗なショーを楽しんだ後、興奮包まれるミート
＆ グリート® でキャストメンバーに会ってサインを
もらってみよう。キッズプログラム付き。

エンハンスメント: 特別な日を演出！予約時にディナーパッケージ追加プランで。
価格はお1人様。
詳細は裏面に。

ザ キングズ
アップグレード
ザ キングズ
レセプション

大人気！

ロック・ア・フラ®

ルアウ
ビュッフェ ＆ ショー

新登場！

2021 RH-DS

RH4

RH5

RH6

RHDS’
RHDS’
RHDS’

RH7

5）スペシャルリクエストは24時間前までに： 又は代替えアントレ
（魚、
チキン、
ビーガン）。
外からの食べ物、
飲み物お持込ご遠慮ください。
6) ハワイ州飲酒法で飲酒は21歳からとなっております。
アルコール類のご注文の際、
写真付き身分証明書を
ご提示いただく場合がございますのでご了承ください。
7) “夏の子供無料ルアウ”(7/1～9/30）
： 料金お支払いの大人１人につき、
お子様（３～11歳）
１人無料。
アップグレードはお尋ねください。
キッズプログラムはディナーパッケージに含まれています。

ロック・ア・フラ®社 ★ ロイヤルハワイアンセンターＢ館４階
日本からのダイヤル（有料）001-1-808-983-7879（日本語ライン）★ FAX 001-1-808-983-7780
RockAHulaHawaii.com ★ StarsofParadise.com

OAHU

8.20.21

DAILY ENHANCEMENT
エンハンスメントで特別な日を演出!
ロック・ア・フラ®は１年中フェスティブ！

希望
小売価格

デイリーエンハンスメント

REF.
コード

カハラ/コオリナ
専用車のみ

＄39.00
お１人様

専用送迎のみ。30名様より。専用デラックスゴールドのアップグレードは、
さらに
追加$4で、$39→$43。
詳細は、SP-TS'（トランスポーテーション）を参照。
ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。

ザ キングズ アップグレード
（グリーンルーム®/ステージサイドVIP®
のみ）

＄15.00
お１人様

楽しいワイキキの夜に最適！ スターとの記念写真（お２人に１枚）、
キングのスカーフ
（お１人に１枚）。
２名様より。

N/A

ザ キングズ レセプション
（グリーンルーム®/ステージサイドVIP®
のみ）

＄45.00
お１人様

ディナーが特別な日に変身！スターとの記念写真（お１人に１枚）、
ロッキンケーキ、ボトルスパークリングワイン
（お２人に１本）。
２名様より。

N/A

ロッキンケーキ
記念用ケーキサーバー付き
（グリーンルーム®/ステージサイドVIP®/
ルアウのみ）
ウエディングケーキ
記念用ケーキナイフ＆サーバー付き
（グリーンルーム®/ステージサイドVIP®
のみ）

$40.00

６インチ丸型（２～８名様）

$85.00

1/2シート
（13～48名様）

$65.00
$140.00

10インチ丸型（９～12名様）

フルシート
（49～96名様）

誕生日、記念日などのフィナーレに！
フレンチスポンジケーキにライトホイップクリーム
フロスティング
（キャンドルは使えません）。

N/A

ウエディングを演出！ フレンチスポンジケーキに
ライトホイップクリームフロスティングと生花の
デコレーション。

N/A

$110.00

１段（２～12名様）

$210.00

２段（13～20名様）

ワイクリフ ブリュットNV

$30.00

ストロベリー風味。
キリッとして余韻のある後味のスパークリングワイン。

モエ アンペリアル シャンペン

$105.00

ペア、
アップル、
シトラスを含んだエレガントで安らげる立ち上がりの香り。

ドン・ペリニョン シャンペン

$350.00

最上級の逸品！

ラ・テールシャルドネ

$30.00

リンゴ、
スイカズラとバニラの風味のなかに、微かに感じるスモークの味わい。

キム クロフォード ソービニオン ブラン

$55.00

オーボン クリマ シャルドネ

$65.00

ストーンセラーズ
カベルネ ソービニオン

$30.00

カルペ ディエム
カベルネ ソービニオン

$85.00

オーパスワン オーヴァチャー

記念写真
全てのパッケージに
グループ写真＊
（グリーンルーム®/ステージサイドVIP®/
ルアウのみ）

SP-TS'

フルーティーな甘さと酸味を持ちながらも後味はすっきりと、
また力強い味わいの
余韻を残すワイン。
オーク、
シトラス、
アプリコット、
アップル、
レモンなどの香りが混じりあう滑らかで
クリーミーなワイン。
口当たりの良い飲み口の、
カカオとバニラの香りと豊かなカラントとナツメグの
風味を持つワイン。

特選ワインリストをご参照ください

往復送迎
アップグレード
ケーキ

イメージ

＄20.00
お１人様

シャンペン ＆
スパークリング
ワイン
白ワイン
赤ワイン

専用送迎のみ。30名様より。専用デラックスゴールドのアップグレードは、
さらに
追加$4で、$20→$24。
詳細は、SP-TS'（トランスポーテーション）を参照。
ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。

スターと写真を！

ワイキキ
専用車のみ

限定品！

写真

内容

2021 RH-DS’

フルーティーでエレガントな熟成の若い時期からおいしいワイン。

$225.00

待望のボルドーブレンドが登場。
フルボディー、
ダークチェリーとチョコレート、
そしてエスプレッソの豊かな風味にしなやかな口当たりが特徴。

＄25.00
写真１枚

マジカルな一瞬を撮ろう®︎！ ショーのスターとの記念写真（グリーンルーム®パッケージ
には含まれています）

N/A

＄25.00
写真１枚

マジカルな一瞬を撮ろう®︎！ グループのサイズにより時間と撮影場所を決定します。
写真最少20枚購入
（100名様につき）が条件となります。

N/A

1) 価格には税金が含まれています。
価格と内容は、変更される場合もございます。
2) 上記のアレンジは、
24時間前までに。
ディナー前の24時間以内のキャンセル、
または当日お見えにならなかった
場合には100%のキャンセル料となります。
グループ写真又は、
グループ10名以上のポリシーは、
お尋ねください。

3) プレミアカクテル®、
ロッキンショー®パッケージ：往復送迎、写真のみとなります。
4) ご自分のケーキを持参した時のケーキ持ち込み料は、
ケーキ１個につき$30.00、食器類の用意と記念用
ケーキサーバー１個付き。

ロック・ア・フラ®社 ★ ロイヤルハワイアンセンターＢ館４階
日本からのダイヤル（有料）001-1-808-983-7879（日本語ライン）★ FAX 001-1-808-983-7780
RockAHulaHawaii.com ★ StarsofParadise.com

OAHU
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