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Private
Dinner & Show

デイリーショー：プライベート グリーンルーム® ディナー ＆ ショー

新登場！
４月１日より

希望小売価格： お1人様$189.00（最少10名～最大30名様）

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。

ショー

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。

メニュー＆お飲物

メニュー：４コースディナーはプライベートテーブルまたはカクテルスタイルディナーで。
（72時間前までにお申し出ください）メニューは裏面をご参照ください。
テーブルサービス：メインロブスター、本日の魚 ＆ テンダーロインビーフの４コースディナー。含まれるもの：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＊、
ハワイで人気のマカダミアナッツ、
ハワイアンポテトチップストリオ。ノーベスコシア産地直送
メインロブスター ＆ ビーツカルパッチョ サラダ＊ ハワイ産野菜のサラダ、
フェンネル、
ゴートチーズ、
シャンペン チャイブ ヴィネグレット。本日の魚 & テンダーロイン
ビーフ 季節のフレッシュベジタブルのソテーと黒トリュフ入りマッシュポテト添え。パイナップルジェラート デライト イル ジェラート®製、
マカダミアナッツブリトル、
トーストココナッツマカロン。
焼き立てのブリオッシュ、
ラトゥール ベイクハウス®製、
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、
紅茶。
代替えアントレ：ビーガンセレクションは＊の印がついています。魚、
チキンまたはビーガンのお食事は24時間前までに。

お飲物：スーパープレミアムドリンク２杯（特別室グリーンルーム®でのグリーン“シャンペン”とスーパープレミアムドリンクチケット１枚）
追加のスーパープレミアムドリンクや、
スペシャルセレクションのボトルヴィンテージワインやシャンペンもお求めいただけます。

含まれるもの

グリーンルーム®レセプション：パーソナルエスコートでお連れするバックステージのグリーンルーム®でのレセプションとアペタイザー。
最高のセンターテーブル：ステージサイドVIPエリアの中央に。
ワイキキ最大のハワイアンショー®をお楽しみいただけます。
バックステージツアーと記念バックステージパス®：“舞台に立てる”舞台裏見学ができるのは、
ハワイでここだけ！
ディナースタイル：ステージサイドVIPエリアでのテーブルサービ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。
ミート ＆ グリート®：ロック・ア・フラ®オリジナル！キャストメンバーに会って写真を撮ったり、
サインをもらえるチャンス。

5:15～5:45PM
5:45～6:00PM

スケジュール

VIPアクセス、
グリーンルーム®でのレセプション

バックステージツアー

6:00～7:40PM

ステージサイドVIPエリアでのディナーまたはグリーンルーム®でのカクテルスタイルディナー

8:50～9:00PM

人気で興奮つつまれるミート＆グリート®

7:40～8:50PM

新作の“ロック･ア・フラ®”ワイキキ最大のハワイアンショー!

追加の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。

エンハンスメント：特別な日には“ザ キングズ レセプション”からボトルのワインまで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。

チェックイン：5:15PM前迄にチケットカウンターで行ってください。
上のスケジュールをご覧ください。休館日：毎週金曜、7/4のインディペンデンスデイ、
点検日の12/9 ～12/11。
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/jp、
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。
予約数には限りがありますので、早めのご予約をお勧めします。
返金不可のデポジットが必要です。
コンファメーション時に10％のデポジット、15日前までに40％、72時間前までに50%の残りのお支払いとなります。
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

1.20.22

5:15～5:45PM
			
5:45～6:00PM
6:00～7:40PM
7:40～8:50PM
8:50～9:00PM

VIPアクセス
グリーンルーム®でのレセプション
バックステージツアー
ディナー
“ロック・ア・フラ®”ショータイム！
人気で興奮つつまれるミート & グリート®

スーパープレミアムドリンク２杯
（グリーンルーム®でのグリーン
“シャンペン”とスーパープレミアム
ドリンクチケット１枚）が含まれます。

Private

2022
RH4’

Dinner & Show

プライベート グリーンルーム® ディナー ＆ ショー
（最少10名～最大30名様）

テーブルサービスまたはカクテルスタイルディナーチョイス
72時間前までにお申し出ください

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ディナー

カクテルスタイルディナー
プライベートグリーンルーム®

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＊
ハワイで人気のマカダミアナッツ
ハワイアンポテトチップストリオ

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＊
ハワイで人気のマカダミアナッツ
ハワイアンポテトチップストリオ

ビーツカルパッチョサラダ＊
ハワイ産野菜のサラダ、
フェンネル、
ゴートチーズ
シャンペン チャイブ ヴィネグレット

ノーベスコシア産地直送メインロブスター ＆
ビーツカルパッチョ サラダ＊
ハワイ産野菜のサラダ、
フェンネル、
ゴートチーズ、
シャンペン チャイブ ヴィネグレット

ノーベスコシア産地直送メインロブスター デュオ
プロシュートバジルで巻いたロブスターテイルをレモンソースで
ロブスター、
トマト、
アボカド、ベーコンのミニバーガー

本日の魚 & テンダーロインビーフ
季節のフレッシュベジタブルのソテーと
黒トリュフ入りマッシュポテト添え

本日の魚
ふりかけライスケーキ
レモンブールブランソース

パイナップルジェラート デライト
イル ジェラート®製
マカダミアナッツブリトル、
トーストココナッツマカロン

牛ヒレ肉と黒トリュフ入りマッシュポテト

パイナップルジェラート デライト
イル ジェラート®製
マカダミアナッツブリトル、
トーストココナッツマカロン

焼き立てのブリオッシュ、
ラトゥール ベイクハウス®製、
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、
紅茶

焼き立てのブリオッシュ、
ラトゥール ベイクハウス®製、
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、
紅茶

代替えアントレは24時間前までにお申し出ください

代替えアントレは24時間前までにお申し出ください

グリルド ローズマリー オリーブオイルチキン

グリルド ローズマリー オリーブオイルチキン

本日の魚 レモンブールブランソース

本日の魚 レモンブールブランソース

ビーツカルパッチョサラダ
（ゴートチーズ抜き）
＊

ビーツカルパッチョサラダ
（ゴートチーズ抜き）
＊

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＊

ビーガンセレクションは＊の印がついています

ビーガンセレクションは＊の印がついています

ハワイアンレインボーシャーベット フレッシュベリー＊

エンハンスメント

ハワイアンレインボーシャーベット フレッシュベリー＊

特別な日を演出

フラダンサーによるオーキッドのレイ
お１人様$15.00
20名様より

記念写真
１枚 $25.00

ロッキンケーキ
$40.00～
６インチ丸型からフルシートサイズ

ボトル
$30.00～。
シャンペン、
スパークリングワイン、白＆赤ワイン

OAHU
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