
Royal Hawaiian
Theater

BY 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

RoyalHawaiianLounge.com  ★  StarsofParadise.com

NIGHTLY MUSIC LOUNGE

カクテル ＆ ミュージック
RoyalHawaiianLounge.com/jp

ミュージックラウンジ  
スタイリッシュながらもフレンドリーな雰囲気あふれる居心地の良いラウンジで、プロミュージシャンたちの 

ライブ演奏に合わせて一緒に歌ったり、生演奏の音色に酔いしれる大人の時間。便利なワイキキの中心でご堪能ください。
金曜除く毎晩8:30PM～12:30AM催行。ロイヤルハワイアンセンターB館４階。 

ナイトリー
ミュージックラウンジ

希望
小売価格 スケジュール メニュー / 含まれるもの 内容 REF. 

コード

カクテル
ミュージックラウンジ 大人 $30.00 8:30PM～

12:30AM

 • スーパープレミアムドリンク１杯
 • プレミアムドライスナック
 • プロフェッショナルミュージシャンたちの          

   ライブ演奏

ワイキキの中心でのディナー後のエンターテイメントに最適。
プレミアムドリンクを傾けながら、プロのミュージシャンたちの
ライブ演奏をご堪能、または一緒に歌える貴重な体験をお楽しみ
ください。全てはスタイリッシュなラウンジにて開催されます。

ML1

プレミアカクテル
ミュージックラウンジ 大人 $49.00 8:30PM～

 12:30AM

 • スーパープレミアムドリンク２杯
 • プレミアムドライスナック
 • ププ プラッター ライト（２名様に１つ）
 • プロフェッショナルミュージシャンたちの
ライブ演奏

 • VIP席

特別な夜をワイキキの中心で！ 忘れられない思い出の夜の
ためのVIP席、プレミアムドリンク２杯、プレミアムドライスナック、
ププ プラッターライトが付いたパッケージは、ディナーの後の 
ワイキキナイトライフにパーフェクトフィット。

ML2

プライベートパーティー:  グループでのアフターディナーイベントに最適なロケーション

プライベートパーティー
カクテル ＠ ミュージックラウンジ

２時間30分
大人 $35.00

8:30PM～
11:00PMの間の

2時間30分

 • スーパープレミアムドリンク１杯
 • プレミアムドライスナック
 • プロフェッショナルミュージシャンたちの          

   ライブ演奏
 • 8:30PM～11:00PMの間の       

   ラウンジのプライベート利用

ディナー後にワイキキの中心で集うホスピタリティラウンジに 
最適！ デザートカクテルラウンジやおもてなしの場を始め、 
エンターテイメントの会場としてのご利用など、無限の可能性が 
皆様を待っています！ 最少100名様～最大200名様。ラウンジのみ。

ML3

プライベートパーティー
プレミアカクテル 

＠ ミュージックラウンジ
２時間30分

大人 $54.00
8:30PM～

11:00PMの間の
2時間30分

 • スーパープレミアムドリンク２杯
 • プレミアムドライスナック
 • ププ プラッター ライト（２名様に１つ）
 • プロフェッショナルミュージシャンたちの
ライブ演奏

 • 8:30PM～11:00PMの間の       
   ラウンジと屋外カバナ２つの 
   プライベート利用

ワイキキの中心で開催するプレミアプライベートパーティー！ 
デザートカクテルラウンジやおもてなしの場を始め、 
エンターテイメントの会場としてのご利用など、無限の可能性が 
皆様を待っています！ 最少100名様～最大600名様。ラウンジと 
屋外カバナ２つのみ。

ML4

1) 大人（21歳以上）のみ。
2) 上記はお１人様価格で、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。
3) 金曜除く毎晩。 休館日： 2022年12/9～12/11の点検日、2022年12/31大晦日、2023年7/4のインディペンデン

スデイ。

4) 送迎サービスはありません。ロイヤルハワイアンセンターB館４階のロイヤルハワイアンシアターVIPエントランス
にてチェックインしてください。

5) ハワイ州の法律で、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 
ご提示いただきます。また、既に泥酔されているお客様にアルコールの提供は出来ませんのでご了承ください。

ワイキキの最新
アトラクション！

新登場！

 9/1/22 ‒ 3/31/23  RH-ML

OAHU
7.7.22

一緒に歌おう！
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Royal Hawaiian
Theater

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）���-�-8�8-983-7879（日本語ライン）  ★  FAX ���-�-8�8-983-778�

RockAHulaHawaii.com  ★  StarsofParadise.com

ロイヤルハワイアンシアター施設プロファイル　
ワイキキで唯一の75�席プレミアシアターはロック・ア・フラ®、フラバーガー®、 
ミュージックラウンジ®の会場です。®
・ 場所： ロイヤルハワイアンセンターB館４階
・ 収容人数： 75�人
・ スペース： 館内 �,9�5㎡、屋外 9�8㎡
・ シアター / ステージ使用： 技術仕様に関しては、施設概要付属をお尋ねください。
・ ローディング： 荷物/積み下ろしなどはロイヤルハワイアンセンターの許可が
 必要。荷物用エレベーター �.52m（幅）×2.44m（高）×2.�3m（奥）。

注）下記の最大人数は、商品のカテゴリーにより変更になる場合もあります。

THEATER PROFILE

バーチャルツアー： RockAHulaHawaii.com/jp/virtualtourVT 下記のロケーションを参照。

シンボルマーク

階段

立入り禁止
エリアエスカレーター

エレベーター

フラット
スクリーンＴＶTV

化粧室

車椅子
使用可能

カクテル
エリア

バー

エア
コンディション Grand Piano

シアター

グリーンルーム®

ミュージックラウンジ

NEW!

           屋外ハワイアンパビリオン（２）

フラバーガーランチ* 500 席

ワイキキルアウ ＆ ビュッフェ 500 席

*�,���名様の場合、4:��PM前の3～5時間
の間に時間をずらしての到着が可能。

ロック・ア・フラ®ショー

シアター 750 席

グリーンルーム® 30 席

ミュージックラウンジ

ラウンジ 200 席

屋外ハワイアンパビリオン(2) 500 席

NEW!

ロイヤルハワイアンシアター

 9/1/22 ‒ 3/31/23  RH-TP

屋外ハワイアンパビリオン

OAHU
7.�.22

新設屋外 
ハワイアンパビリオン

2022年冬オープン


