2019 PG-EE

ENTERTAINMENT TO-GO®
ハワイ @ Your Place®

場！
新登

エンターテイメントTo-Go
エンハンスメント

パラダイス TO-GO® エンターテイメント

ロック・ア・フラ® とスターオブホノルル® のプロデューサーが、皆様の所までパラダイスTo-Go® エンターテイメントをお届けします。
プロのエンターテイナーによる魅惑のフラ、ジャズからファイアーナイフダンスまで、ハワイを体験してください！
パラダイスTo-Go® で、皆様のパーティーを簡単にカスタマイズ。 オアフ島と日本で毎日提供可能。

エンチャンティング
パシフィック
エンチャンティング
ジャズ

希望
小売価格

$5,000.00

内

容

ポリネシアの島々からハワイの魅惑の旅に
迫力のファイヤーナイフダンス！
• ハワイアンミュージシャン2人、フラダンサー5人
• ファイヤーナイフダンサー1人、ドラム1人
• フィナーレの“ダンサー＆オーキッド”
オプション： デラックスエンチャンティング
パシフィック $7,500には、ハワイアン
ミュージシャン3人、フラダンサー10人、
ファイヤーナイフダンサー1人、ドラム2人。

ジャズカルテットによるエンチャンティングと洗練
されたロマンティックなハワイの夜。
$4,000.00

$2,500.00

• ジャズミュージシャン3人（キーボード、ベース、
ホーン楽器）
• 女性ジャズボーカリストを加えたジャズ
パフォーマンス

ザ・ジャズ
ザ・ハワイ

基本に含まれるもの:
• ミュージシャン 2時間
• 30分間のフィーチャーパフォーマンス
• 10分間のボーナス“ミート＆グリート®”
プラスサービス:
• パフォーマンスの2時間前： 当社の
プロダクションマネージャー/サウンド
オペレーターによるサウンドチェック
の後、パフォーマンスの間、常駐
します。全てのキャストがリハーサル/
チェックに同席します。
• 完全遂行: キャストメンバーが、
キーボード、ユニフォーム、
コスチューム、サウンドトラック、
などを含む楽器や装備を持ち込みます。

• “エルビス”アーティスト1人 (ワイキキ内
10:00PM～7:00PM、又はお尋ね下さい）

基本に含まれるもの:
• 20分間のパフォーマンス
• 10分間のボーナス“ミート＆グリート®”
(フォトセッションか、視聴者参加型かの
選択)。

オプション１： エルビスのハワイ、フラダンサー
4人： $4,000.00 セット価格 (ワイキキ内
10:00PM～7:00PM）。

$2,500.00

$2,500.00

華やかなフラのパフォーマンス。フラダンサー
によるフラレッスンも。
• ハワイアンミュージシャン2人、フラダンサー
4人。
• フィナーレの“ダンサー＆オーキッド”

REF
コード

2時間のミュージックが付いた、
コンプリートパフォーマンス。

フィーチャーパフォーマンスは、皆様
独自の音楽構成に追加可能です。

ジャズのトリオが、皆様のパーティーに
ロマンティックなひと時をお届けします。
• 各1人： ジャズキーボード奏者、ホーン奏者、
ボーカル。

$1,300.00

プラスサービス

才能あるアーティストによる力強いパフォーマンス
は招待客の皆様に大きな印象を残すでしょう！

オプション2： ベガスからのアーティスト：
$4,000.00 セット価格（プラス、旅行費用。
いつでもどこでもパフォーマンス）。

ザ・ウクレレ

フィーチャーパフォーマンス

ザ・エルビス

コンプリートパフォーマンス

エンタテーメント TO-GO®
@ YOUR PLACE

プラスサービス:
• パフォーマンスの２時間前: 当社の
プロダクションマネージャー/サウンド
オペレーターによるサウンドチェック
の後、パフォーマンスの間、常駐
します。全てのキャストがリハーサル/
チェックに同席します。
• 完全遂行: キャストメンバーが、
キーボード、ユニフォーム、
コスチューム、サウンドトラックなどを
含む楽器や装備を持ち込みます。

最高のウクレレプレイヤーが、皆様に一瞬でハワイ
体験をお届けします。
• 最高の演奏者1人

PG
E1

PG
E2

PG
E3

PG
E4

PG
E5

PG
E6

オプション： 最高のギターリスト、同価格。

エンハンスメント: パーティーを演出！ 予約時に追加プランで。詳細は裏面に。
1) 価格には州税4.712％が含まれています。
2) ファイアーナイフダンスは、州/国外では、演技が制限される場合もあります。

60

3) ステージ、照明、音響システム、控え室、駐車料金、交通費はお客様の負担となります。
4) 運用詳細、支払、キャンセルと顧客の責任については、"トラックショーライダー" をご参照ください。

スターズ オブ パラダイス ツアー ＆ アトラクション  1540 South King Street Honolulu, Hawaii 96826-1919
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
StarsofParadise.com  StarofHonolulu.com  Dolphin-Star.com  RockAHulaHawaii.com  RoyalStarHawaii.com

OAHU
7.2.18

EVENT ENHANCEMENT
エンハンスメントTo-Goで特別な日を演出！

全て
ビス！
サ
新 ー

オープニング

イベントエンハンスメント
フラダンサーによる
オーキッドのレイ

パラダイスTo-Go® でいつでもどこでもハワイ

奏者1人

フラダンサー
ダンサー1人

ハワイアンミュージシャン
奏者1人

ハワイアン体験!

希望
小売価格

内

$15.00

美しいフラダンサーがオーキッドのお花のレイでお出迎え。お客様の到着に
合わせて30分間；20名様より。PG-E1、PG-E5に組み合わせて。その他の
$19.00 お1人様はお尋ね下さい。

N/A

“ウクレレグリーティング”のお出迎えで、お客様のグループが一挙にハワイ
気分に！到着の30分間。

N/A

お１人様
ウクレレグリーティング

2019 PG-EE'

$350.00

$80.00

容

イメージ

REF
コード

追加時間

N/A
$330.00

2時間まで

$160.00

追加時間

追加の時間と追加のエンター

$650.00

2時間まで

カスタマイズしてみませんか。

$180.00

追加時間

“コンプリートパフォーマンス”、

$750.00

2時間まで

テイメントで皆様のイベントを

N/A

加
追

パラダイスTo-Go® がお届けする
ジャズミュージシャン
奏者1人

ファイヤーナイフダンサー
ダンサー1人

ハワイアンカルチャー体験
お1人様

キャラクター1人

プリンセスと一緒に
キャラクター1人

お子様は特別

$2,500.00

フェイスペインティング
１イベント

レッツフラ！
１イベント

英語を話そう
１イベント

ファイヤーナイフダンサー1人、ドラム
2人。10分間のパフォーマンス。

N/A

楽しい体験型のカルチャー体験： リストレイ、フラとウクレレレッスンは、30分間：
$15.00

100名様より。PG-E1、PG-E5に組み合わせて。その他の $19.00 お1人様は

N/A

プリンセスに会って、一緒に写真が撮れるから、お子様達が大喜びの１時間。
$300.00

(担当者が同伴しますが会話は英語です) お子様が、25名以上の場合は、価格、

N/A

時間とキャラクターの追加について、お尋ね下さい。

1時間の楽しいアクティビティー: フォトセッション、ゲーム、歌、ダンス。物語の
$400.00

読み聞かせなど盛沢山！（担当者が同伴しますが、 会話、各種素材は英語です）

N/A

お子様25名以上、時間延長、キャラクターの追加の価格はお尋ね下さい。

$400.00

お子様にとって、エキサイティングでユニークな1時間の驚きの体験！(2人の
ペインターで会話は英語。お子様が25名以上の場合は料金をお尋ね下さい)

N/A

お子様も大喜びの1時間のフラレッスン。ハワイアンのミュージシャン1名、
$700.00

ダンサー1名。お子様が、25名以上の場合は, $330.00で、 ダンサー1名

N/A

追加となります。
お子様たちが喜んで学べる、楽しい環境での1時間の英語レッスン。 2名の
$700.00

クルー/ ダンサー、お子様1人1人に持ち帰り教材をご用意。お子様が25名以上の

N/A

場合は、$330.00でクルー/ダンサー1名 追加。 3～10歳向け。

価格には州税4.712％が含まれています。
ファイアーナイフダンスは、州/国外では、演技が制限される場合もあります。
ステージ、照明、サウンドシステム、控え室、駐車料金、交通費はお客様の負担となります。
運用詳細、支払、キャンセルと顧客の責任については、"Track Show Rider" をご参照ください。
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N/A

お選び下さい。

お尋ね下さい。

プリンセスに会おう

1)
2)
3)
4)

“フィーチャーパフォーマンス”から

5) ビジネスパートナー: Legends in Concert of Las Vegas (LegendsInConcert.com) and Story
Book Oahu (StoryBookHawaii.com)
6) お子様用プログラム: オアフ島のみのご提供。キャストは30分前までに現場に伺います。

スターズ オブ パラダイス ツアー ＆ アトラクション  1540 South King Street Honolulu, Hawaii 96826-1919
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
StarsofParadise.com  StarofHonolulu.com  Dolphin-Star.com  RockAHulaHawaii.com  RoyalStarHawaii.com

OAHU
11.21.18

