Be マイ バレンタイン
2/14/22（月）・ロイヤルハワイアンセンターB館４階

ハワイ
アーティストと
ファイヤーナイ
フ
ダンス

思い出に残るバレンタインをワイキキで 大人$113.00から

グリーンルーム
専用ダイニングを10〜30名様で

ステージサイドVIP
VIP待遇

ワイキキルアウ ビュッフェ
ハワイアンナイト

４コースディナー
メインロブスター、
本日の魚 & テンダーロインビーフ

４コースディナー
メインロブスター、
本日の魚 & テンダーロインビーフ

ルアウビュッフェディナー
丸ごと豚のローストとローストビーフ付き

グリーンルーム®レセプション、
バックステージツアー

VIPレセプション、
ステージサイド席

劇場席の
プレミア席

スーパープレミアムドリンク２杯

ステージサイドのプライベートテーブルでの４コース
またはグリーンルーム®でのカクテルスタイルディナー
からお選びいただけます。
“ロック・ア・フラ®”ショー

最高のお席、
プライベートテーブル、
スターとの記念写真
女性にバラ１輪

$18900

お１人様

5:15～9:00PM

お申し込みは旅行社
または予約課へ！

808-629-SHOW(7469)・RockAHulaHawaii.com/jp

Copyright © 2022 Rock-A-Hula

スーパープレミアムドリンク２杯
“ロック・ア・フラ®”ショー

プライベート
テーブル
女性にバラ１輪

$15100

大人

5:45～9:00PM

マイタイ１杯とフラのウェルカム
“ロック・ア・フラ®”ショー

女性に
バラ１輪

大人

$11300

5:45～9:00PM

★ 子供（3～11歳）の価格は裏面をご覧ください。
（魚、
チキン、
ビーガン）は24時間前までに。
★ スペシャルリクエスト： や代替えアントレ

価格には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。
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Royal Hawaiian
Theater
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Be My Valentine at Rock-A-Hula®

思い出に残るバレンタインデイは“ロック・ア・フラ®”で
2022年２月14日（月）

バレンタインデイは思い出に残るワイキキの“ロック・ア・フラ®”で華やかな夜を！３つのセレクションからお選びください。全てにグルメディナー、迫力あるワイキキ最大のハワイアンショー®︎、
女性にバラ一輪が含まれます。

ロック・ア・フラ®

750席のロイヤルハワイアンシアターは、
ワイキキのプレミアダイニングも楽しめるエンターテイメントセンター！ アーティスト、
フラ、
ファイヤーナイフダンサーと
本格ミュージシャンによる迫力満点のパフォーマンスで贈るワイキキ最大のハワイアンショー® “ロック・ア・フラ®”にグルメダイニングを組み合わせて、完璧なハワイアンナイトを！
金曜を除く毎晩開演。ロイヤルハワイアンセンターＢ館４階。
  
ホリデーショー

バレンタイン
プライベート
グリーンルーム®
ディナー ＆ ショー

バレンタイン
ステージサイドVIP®
ディナー ＆ ショー

バレンタイン
ワイキキルアウ
ビュッフェ ＆ ショー

希望
小売価格

$189.00

大人
$151.00
子供  
$91.00

大人
$113.00
子供
$68.00

スケジュール
（PM）

メニュー＆含まれるもの

内容

5：15〜5:45
グリーンルーム®レセプション
5：45〜6:00
バックステージツアー
6：00～7：40 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、本日の魚 &  テンダーロイン
ビーフ、
コナブレンドコーヒー、紅茶
またはグリーンルーム®︎でのパーティースタイル		
ディナー
・ 特別室グリーンルーム®レセプション
・ “舞台に立てる”舞台裏見学
・ スーパープレミアムドリンク２杯
・ 女性にバラ１輪
・ スターとの記念写真（お２人に１枚）
・ ワイキキ最大のハワイアンショー®︎
・ ショーの後のミート ＆ グリート®

ワイキキ中心でのプライベートパーティーは最少10名様から！
専用グリーンルーム®でのアペタイザーとグリーン“シャンペン”、
ロイヤルハワイアンシアターの舞台裏見学ができるバックステージ
ツアーをお楽しみください。
ディナーは、
ステージサイドのプライベート
テーブルでの４コース、
またはグリーンルーム®でのカクテルスタイル
ディナーからお選びいただけます。
ディナーの後は、魅力あふれる
ワイキキ最大のハワイアンショー® “ロック・ア・フラ®”を。
10名～30名様。
女性にバラ１輪プレゼント。

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、本日の魚 &  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
・ 女性にバラ１輪
・ ワイキキ最大のハワイアンショー®︎
・ ショーの後のミート ＆ グリート®

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、
本日の魚 & テンダーロイン
ビーフとワイキキ最大キャストの新作の“ロック・ア・フラ®”ショー！
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。
女性にバラ一輪
プレゼント、
キッズプログラム付き。

5:45 ルアウ ウェルカム
6：00～7：30 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®

・ 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
・ 女性にバラ１輪
・ 劇場席のプレミア席
・ ワイキキ最大のハワイアンショー®︎
・ ショーの後のミート ＆ グリート®

ワイキキ中心の屋外カバナでフラと共に楽しむワイキキルアウ
ビュッフェディナー！ルアウウェルカムに始まり、丸ごと豚のローストや
ローストビーフが並ぶ１ランク上のルアウビュッフェの楽しいお食事は、
ご家族連れにもぴったり。
リラックスムードあふれるハワイアン
ミュージックの生演奏や、
誰でも参加できるフラレッスンも用意して
います。
これら全ては屋外カバナにて開催されます。
キッズプログラム
付き。
その後、
750席のロイヤルハワイアンシアターで観るワイキキ最大の
ハワイアンショー®“ロック・ア・フラ®”で完璧なハワイアンナイト！
女性にバラ１輪プレゼント。

ジェネラルインフォメーション

価格：お１人様価格で、税金が含まれています。税金は州税4.712％となります。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。子供は３歳以上11歳以下。
２歳以下の
子供は無料。

エンハンスメント：予約時に追加プラン。
詳細はウェブサイトをご覧ください。
送迎：ご自分でお越しください。

チェックイン：チケットカウンターで行ってください。
上記のスケジュールをご覧ください。
パーキング：ロイヤルハワイアンセンターのディスカウント料金（要バリデーション）。

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。

プレース：2,000万ドルを掛けたロイヤルハワイアンシアターが、週に６晩開演のロック・ア・フラ®ショーのホームシアター。
ここはまた、皆様のお集まりやイベント会場として、
オアフ島で最上の場所。
ワイキキの中心の絶好のロケーションに、最先端の照明、音響、マルチメディア技術を備えた750席のシアター、
オープンエアーの大きなカバナ、美しいバーとダイニングエリアを備えて、
バンケット、
プレゼンテーション、表彰式などに最適な環境をご用意。
バーチャルツアー参照RockAHulaHawaii.com/jp/virtualtour。
ご予約＆キャンセル：電話（フリーコール）
ハワイから1-855-805-SHOW(7469)、808-629-SHOW（7469）。
ウェブサイトはRockAHulaHawaii.com、
ファックスでのお問い合わせは、808-629-7470、
Eメールは、info@rockahulahawaii.com。
ロイヤルハワイアンセンター最上階のBox Officeでお尋ねください。
ショー開始の24時間以内のキャンセルは、全額がキャンセル料としてかかります。
10名様以上のグループの予約キャンセルに関してはお尋ねください。

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
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