
ロック・ア・フラ®  
750席のロイヤルハワイアンシアターは、ワイキキ最大のルアウとワールドクラス “ロック・ア・フラ®”の会場。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®”。 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。

デイリー
パッケージ

希望
小売価格

スケジュール
(全てPM) 飲み物 / メニュー 含まれるもの 内容 REF.  

コード

グリーン 
ルーム®

ワイキキ 
ルアウ

ビュッフェ ＆ 
ショー

大人 $216.00
子供 $130.00

4:50 グリーンルーム®  
レセプション & シアター 
バックステージツアー
5:15 グリーンルーム®  
ワイキキルアウ着席。
ルアウウェルカム、屋外 
ハワイアンパビリオンにて 
ルアウビュッフェ＆フラ
7:15 ロック・ア・フラ®ショーの
ためシアターに移動
7:40〜8:50 ショータイム
8:50〜9:00 ミート＆グリート®

・ オリジナル エ コモ  
 マイタイ®１杯
• ルアウビュッフェディナー  
 ルアウ丸ごと豚の 
 ロースト、ローストビーフ 
 と下記を含む
 テーブルにて  
 丸ごとフレッシュパイナ 
 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 
 ルアウ丸ごと豚の 
 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 
 テリヤキチキン、本日の 
 魚マカダミアナッツと  
 ジンジャーブールブラン 
 ソース、パッション 
 フルーツウアラスウィート 
 ポテト❋のロースト、 
 フライドヌードル❋ 、 
 ライス❋ 

 アイランド風サラダバー 
 ハワイ産グリーン❋と 
 コンディメント、 
 自家製パパイヤシード 
 リリコイとセサミドレッシ 
 ング *、アイランドスタイル 
 マカロニポテトサラダ 、 
 自家製ロミロミサーモン 、 
 リム入り豆腐ポケ❋

 ハワイの 
 デザートサンプラー
 焼きたてのポイロール、 
 エルビンズベーカリー® 
 製、バター、煎れたての 
 ハワイアンパラダイス 
 コーヒー®特注コナコー 
 ヒーブレンドコーヒー、 
 紅茶

• グリーンルーム® レセプション 
 ププ、写真（お２人に１枚） 
 シアターバックステージツアー
• オーキッドレイ、 
 スパークリングワイン１杯、 
 プレミアムドリンク１杯、 
 屋外ハワイアンパビリオン優先席
• ルアウウェルカム & フラ
• ワイキキで最大のハワイアン 
 ショー®にてグリーンルーム®席
• ミート ＆ グリート®

究極のシアターとルアウの体験！ 
エキサイティングな夜はグリーンルームでスパークリング
ワインの乾杯とププ（軽いおつまみ）と共にレセプション、
そしてバックステージツアーで本物のシアター体験を。
新設屋外ハワイアンパビリオンでのルアウビュッフェは
優先席で。オーキッドレイ、マイタイ、プレミアムドリンク 
１杯、フラと共にお楽しみいただけます。ルアウディナー
後は750席のロイヤルハワイアンシアターで繰り広げ
られるワイキキ最大のショー”ロック・ア・フラ®”の 
グリーンルーム®席で魅了されるご準備を。 
キッズプログラム付き。

RH1

VIP
ワイキキ 

ルアウ
ビュッフェ ＆ 

ショー

大人 $162.00
子供 $98.00 5:15 VIPワイキキルアウ着席 

& ルアウウェルカム 
5:30 オリジナルワイキキ 
ルアウ着席 
屋外ハワイアンパビリオンに
てルアウビュッフェ＆フラ
7:30 ロック・ア・フラ®ショーの
ためシアターに移動
7:40〜8:50 ショータイム
8:50〜9:00 ミート ＆ グリート®

• オーキッドレイ、 
 プレミアムドリンク１杯、 
 屋外ハワイアンパビリオン優先席
• ルアウウェルカム & フラ
• ワイキキで最大のハワイアン 
 ショー®にてVIP席
• ミート ＆ グリート®

VIP待遇で楽しむワイキキルアウビュッフェ& ショー！
楽しい夜を オーキッドレイ、マイタイ、プレミアム 
ドリンク１杯と新設屋外ハワイアンパビリオンの優先席
で始めよう。 ディナー後は750席のロイヤルハワイアン
シアターで繰り広げられるワイキキ最大のショー 
”ロック・ア・フラ®”に、VIP席で魅了されるご準備を。
キッズプログラム付き。

RH2

オリジナル
ワイキキ 

ルアウ
ビュッフェ ＆ 

ショー

大人 $130.00
子供 $78.00

• 屋外ハワイアンパビリオンにて  
 ルアウウェルカム & フラ
• ワイキキで最大のハワイアン 
 ショー®にてプレミア席
• ミート ＆ グリート®

楽しいハワイアンナイトはワイキキルアウビュッフェ 
＆ショーで。丸ごと豚のロースト、ローストビーフ、 
マイタイ、そして癒しのハワイアンミュージックと 
フラレッスンを新設屋外ハワイアンパビリオンで。 
ルアウディナー後は750席のロイヤルハワイアン 
シアターで繰り広げられるワイキキ最大のショー 
”ロック・ア・フラ®”をルアウ席でお楽しみください。
キッズプログラム付き。30名からの学生グループスペ
シャルはお尋ねください。

RH3

ワイキキ 
ルアウ

ビュッフェ
大人 $90.00
子供 $54.00

5:45 ルアウウェルカム、屋外
ハワイアンパビリオンにてル
アウビュッフェ＆フラ
7:30 ルアウ終了

• 屋外ハワイアンパビリオンにて 
 ルアウ ウェルカム & フラ

家族で楽しめるカジュアルビュッフェディナーを 
ワイキキの中心で！丸ごと豚のロースト、ロースト 
ビーフ、マイタイ、癒しのハワイアンミュージックと 
フラレッスンを新設屋外ハワイアンパビリオンで。 
ご家族や小さなお子様のいる方にぴったり。 
キッズプログラム付き。30名からの学生グループ 
スペシャルはお尋ねください。  
ロック・ア・フラ®は含まれていません。

RH4

ロッキン
ショー®

大人 $76.00
子供 $46.00

7:15 シアターロビーの 
ディスプレイ観覧
7:40〜8:50 ショータイム
8:50〜9:00 ミート ＆ グリート®

• お飲み物の購入可
• ワイキキで最大の 
 ハワイアンショー®
• ミート ＆ グリート®

ワイキキ最大のショー ロック・ア・フラ® でファイアー
ナイフダンスをお見逃しなく！ 750席のロイヤルハ
ワイアンシアターで素晴らしいパフォーマンスを楽
しんだあとはキャストメンバーとのミート ＆ グリート®
に参加いただけます。

RH5

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。

レイケーキ $44.00より 誕生日、記念日などのフィナーレに！ ６インチ丸形からフルシートまでお選びいただけます。 記念用ケーキサーバー付き。 キャンドルは使えません。 N/A

新登場！

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

Royal Hawaiian
Theater

マジカルな夜をワイキキの中心で！
新しくなったウェブサイト： RockAHulaHawaii.com/jp

DAILY SHOW

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、2023年12/8〜12/10の点検日、 2023年7/4のインディペンデンスデイ。

4) 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（ヴィーガンガーデンパティのグリル）。 
 *がついているものはヴィーガンセレクションです。外からの食べ物、飲み物お持込ご遠慮ください。 
5) 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。

OAHU
12.28.22

 From 4/1/23  RH-DS

ロック・ア・フラ®
ショー！

新設屋外
ハワイアンパビリオン



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

Royal Hawaiian
Theater

DAILY ENHANCEMENT

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) ロッキンショー®： 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。

デイリーエンハンスメント
ロック・ア・フラ®

希望
小売価格 内容 イメージ REF.

コード

ケ
ー

キ

レイケーキ
記念用ケーキサーバー付き

$44.00 6インチ丸型（2〜8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
$72.00 10インチ丸型（9〜12名様）

$94.00 1/2シート（13〜48名様）

$154.00 フルシート（49〜96名様）

ウエディングケーキ
記念用ケーキナイフ＆サーバー付き

$121.00 1段（2〜12名様） 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
$231.00 2段（13〜20名様）

シ
ャ

ン
ペ

ン
 ＆

ス
パ

ー
ク

リ
ン

グ
ワ

イ
ン

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。

特
選

ワ
イ

ン
リ

ス
ト

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

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 $400.00 最上級の逸品！

白
ワ

イ
ン

ハウス ホワイトワイン $35.00 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 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。

オーボン クリマ シャルドネ $65.00 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。

　
　

赤
ワ

イ
ン

ハウス レッドワイン $35.00 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。

カルペ ディエム 
カベルネ ソービニオン $85.00 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。

　          オーパスワン オーヴァチャー $275.00 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。

写
真

記念写真 
全てのパッケージに

$28.00
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。 N/A

グループ写真* $28.00
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

ロック・ア・フラ®はフェスティブ！
エンハンスメントで特別な日を演出！

グリーンルーム®＆VIPルアウに
レイグリーティング

OAHU
9.8.22

限定品！

 From 4/1/23  RH-DS’


