
エルビスのロッキンバースデイ

6:15～9:30PM 6:30～9:30PM
$14900 $10900

6:00～9:30PM
$18500

1/8/2019　●   ロイヤルハワイアンセンター、4階

究極のショー体験
グリーンルーム ステージサイドVIP

VIP待遇

4コースディナーの メインロブスター、
天然サーモン ＆ テンダーロインビーフ

スーパープレミアムドリンク2杯

グリーンルーム®レセプション、
バックステージツアー、ステージサイド席

4コースディナーの メインロブスター、
天然サーモン ＆ テンダーロインビーフ

スーパープレミアムドリンク2杯

VIPレセプション、
ステージサイド席

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

マイタイ1杯とフラのウェルカム

劇場席の
プレミア席

“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、

キングのスカーフ

プライベートテーブル、
キングのスカーフ キングのスカーフ

大人 大人 大人
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子供（3～11歳）の価格は裏面をご覧下さい。
往復送迎（お1人様価格）： ワイキキ＄15.00、カハラ/コオリナ$34.00はお尋ね下さい。 
ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。
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）。
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。

永遠の“エルビス”のバースデイを祝おう　大人$109.00から

ルアウ
ハワイアンナイト

お 申 し 込 み は 旅 行 社
ま た は 予 約 課 へ！
(808)629-SHOW(7469)・RockAHulaHawaii.com

Copyright © 2019 Rock-A-Hula

“ロック・ア・フラ®”ショー “ロック・ア・フラ®”ショー

years

of Aloha!
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大人気！
ファイアーナイフダンス

新作のショーとファイヤーナイフダンス



HOLIDAY PARTY

Elvis’ Rockin’ Birthday at “Rock-A-Hula®” 
エルビスのバースデイを“ロック・ア・フラ®”で

2019年1月8日(火)

永遠の“エルビス”のロッキンバースデイをワイキキの“ロック・ア・フラ®”で祝おう！ ３つのセレクションからお選び下さい： グルメディナー、スーパー
プレミアムドリンク、ワイキキ最大のシアターで迫力あるショー、ミート＆グリート®に“キングのスカーフ”プレゼントが含まれます。

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。現在のキャストラインアップは、RockAHulaHawaii.com/jp/Cast 
を参照下さい。

ジェネラルインフォメーション　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
● エンハンスメント： 特別な日の予約時に追加プラン。詳細はウェブサイトで。
● 往復送迎（お1人様価格）： ワイキキ$15．00、カハラ/コオリナ$34．00。ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。 詳細は、
 トランスポーテーションスケジュールをご参照下さい。
● チェックイン：チケットカウンターで行ってください。上のスケジュールをご覧下さい。
● 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: 代替えアントレ、　　バリアフリー他に関してのお問い合わせは、お電話又は、RockAHulaHawaii.comまで。24時間前までに
 お申し出下さい。
● プレース： 2000万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。
     是非、RockAHulaHawaii.com/virtualtour でバーチャルツアーにお出かけ下さい。
● 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
 センターでの（カラカウア 通り沿い）Kioskまたは、最上階のBox Officeでお尋ね下さい。価格には税金が含まれています。価格と内容は予告なしに変更
 される場合もございます。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
 お尋ね下さい。

2019 RH0108

新作のワイキキ最大のハワイアンショー® は、1920年から現在までの“ハワイアンジャーニー®”。アーティスト、フラ、ファイヤーナイフダンサーと
本格的ミュージシャンによるミュージックとダンスの感動のパフォーマンスを750席プレミアシアターで。グルメダイニングも。

ロイヤルハワイアンセンター内 B館4階で、金曜日を除く毎晩開演。

ショーパッケージ 希望
小売価格

スケジュール
(PM) メニュー＆含まれるもの 内　容

エルビス バースデイ
グリーンルーム®

ディナー ＆ ショー

大人 
＄185.00

子供 
$111.00

6:00～6:30 グリーンルーム®
レセプションと
バックステージツアー
6：30～8：00 ディナー
8：00～9：15 ショータイム！ 
9：15～9：30 
ミート ＆ グリート® タイム

・ 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、天然サーモン ＆

    テンダーロインビーフ、
　　コナブレンドコーヒー、紅茶
・ 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
・  キングのスカーフ
・ スターとの記念写真（お2人に1枚）
・ ショーの後のミート ＆ グリート®

究極のショー体験は特別なイブニングに！ 特別室グリーン
ルーム®のレセプションから、本場ショーの舞台裏見学
ツアー、VIPエリアステージ正面のプライベートテーブル
で楽しむスーパープレミアムドリンク、豪華なメイン
ロブスター、天然サーモン & テンダーロインビーフの
ディナーへ。ワイキキ最大の新作の“ロック・ア・フラ®”
ショーとスターとの記念写真付きでまさに究極のショー
体験！ ショーの後の楽しいミート ＆ グリート® もお見逃し
なく。キングのスカーフ、キッズプログラム付き。

エルビス バースデイ
ステージサイドVIP®
ディナー ＆ ショー

大人 
＄149.00

子供  
＄89.00

6：15～6：30 VIP
レセプション
6：30～8：00 ディナー
8：00～9：15 ショータイム！ 
9：15～9：30
ミート ＆ グリート® タイム

・ 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、天然サーモン ＆

    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
・ キングのスカーフ
・ 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、天然
サーモン & 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。キングのスカーフ、
キッズプログラム付き。

エルビス バースデイ
ルアウ

ビュッフェ ＆ ショー

大人 
＄109.00

子供 
＄66.00

6：30～6：45 ハワイアン
グリーティング
6：45～7：45 ビュッフェ
ディナー
8：00～9：15 ショータイム！ 
9：15～9：30
ミート ＆ グリート® タイム

・ 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
・ キングのスカーフ
・ 劇場席のプレミア席
・ ショーの後のミート＆グリート®

“ハワイアンナイト”はグルメのルアウビュッフェと
ワイキキ最大キャストでおくる新作の“ロック・ア・フラ®”
ショー。その場で切り分ける丸ごと豚のローストと
ローストビーフ、ウェルカムマイタイ、ハワイアン
ミュージックとフラダンスと一緒に。750席のシアター
プレミア席で興奮と感動を呼ぶショーを楽しんだ後、人気
のミート ＆ グリート® でキャストメンバーと写真を
撮ろう。キングのスカーフ、キッズプログラム付き。 

OAHU
7.27.18

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
years

of Aloha!
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