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モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ
レストラン･ウェディング･パーティー･プラン
コバルトブルーのワイキキビーチを眺めながら、素敵な
レストラン･ウェディングはいかがですか？ モアナ サー
フライダー ウェスティン リゾート＆スパのシグニチャー･
レストラン「ビーチハウス･アット･ザ･モアナ（ディナー）」、
「ザ･ベランダ（ランチ）」では、ウェディングパーティー（ご
会食）プランを用意しております。大切なご家族やご友
人とテーブルを囲み、シェフが腕によりをかけた厳選食
材のコース料理を堪能しつつ、素晴らしい門出の日をお
祝いしてみませんか？

【ランチ･ウェディング･パーティー･プラン】
ご予約受付時間：
11:30AM～1:30PM（ご退室は 3:30PM までに）
場所： ザ･ベランダ
人数： 6～213 名様
メニュー：
ランチ･パーティー･メニュー
お子様アラカルト･メニュー
追加オプション（ワイン、ケーキなど）
【ディナー･ウェディング･パーティー･プラン】
ご予約受付時間：
5:00PM～8:00PM（ご退室は 9:30PM までに）
場所： ビーチハウス･アット･ザ･モアナ
人数： 6～213 名様
メニュー：
ディナー･パーティー･メニュー
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ディナー･パーティー･メニュー「テイスト･オブ･ビーチハウス」
お子様アラカルト･メニュー
追加オプション（ワイン、ケーキなど）

レストラン･ウェディング･パーティー･プランの詳細は、こちらのページをご覧下さい。
モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ内ビーチハウス・アット・ザ・モアナの詳細は、
日本語公式ウェブサイト（http://jp.moana-surfrider.com/beachhouse.htm）をご覧ください。

オリジナルのチョコレートを引出物に
レストランでのウェディングパーティーにご出席の皆様
へ、オリジナルの引出物はいかがでしょう？ モアナ
ラニ スパでは、ハワイのショコラティエによるチョコレ
ート・マカデミアナッツやチョコレート・トリュフなどのオ
リジナルスイーツを販売しております。
詳細は、モアナ ラニ スパのウェブサイト
（http://jp.moanalanispa.com/retail.htm）をご覧ください。

ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾート
レストラン･ウェディング･パーティー･プラン
ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクショ
ン リゾートの海に面したロマンティックなレスト
ラン「サーフ ラナイ」（ランチ）と「アズーア レス
トラン」（ディナー）では、ハワイ挙式後のウェ
ディング･パーティーに最適なセッティングをご
提供いたします。シェフが丹精込めて作り上
げた繊細なお料理とロイヤル ハワイアンのレ
ストランならではの心をこめたサービスととも
に、大切なご家族やご友人と、素晴らしいひとときをお過ごしください。
なお、ディナー時にカバナ席をご希望の場合、1 名様につき$175（税・サービス料別）以上をご
注文の場合のみ先着順で無料にて事前確約いたします。カバナ席は最大 14 名様までご着席
いただけます。
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【ランチ･ウェディング･パーティー･プラン】
ご予約受付時間：
11:45AM～1:00PM にご着席時間をお選びいただけます。
場所： サーフ･ラナイ
人数： 6～30 名様
メニュー：
ランチ･パーティー･メニュー
追加オプション（ドリンクなど）
【ディナー･ウェディング･パーティー･プラン】
ご予約受付時間：
5:45AM～8:30PM にご着席時間をお選びいただけます。
場所： アズーア･レストラン
人数： 6～30 名様
メニュー：
ディナー･パーティー･メニュー
追加オプション（ドリンクなど）

レストラン･ウェディング･パーティー･プランの詳細は、こちらのページをご覧下さい。
ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾート内アズーア レストランについての詳細
は、日本語公式ウェブサイト（http://jp.royal-hawaiian.com/dining/azure.htm）をご覧ください。

結婚式の引き出物に、オリジナル・クッキーを！
レストラン・ウェディングのテーブルに、素敵なフ
ェイバー（プチ引き出物）を用意してみません
か？ ロイヤル ハワイアン ベーカリーには、ロイ
ヤル ハワイアンならではのピンク色のボックス
に収められたショートブレッドクッキーや、その他
ギフトに最適な焼き菓子を販売しております。ぜ
ひご覧下さい。
ロイヤル ハワイアン ベーカリーの詳細は日本
語公式ウェブサイト（http://jp.royalhawaiian.com/bakery.htm）をご覧下さい。
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シェラトン・ワイキキ
レストラン･ウェディング･パーティー･プラン
ワイキキのオーシャンフロントに佇むシェラト
ン･ワイキキからは、美しく青い海と聳え立つ
ダイヤモンドヘッドの美しい景色を、眼前に眺
めることができます。ホテル内のレストラン「カ
イ･マーケット」およびグリル＆バー「ラムファイ
ヤー」では、ウェディング後のパーティーやご
会食に最適なセットメニューやビュッフェをご
利用いただけるウェディング･パーティー･プラ
ンをご用意しております。「農家から食卓へ」
のコンセプトを取り入れ地産地消に力を入れるシェラトン･ワイキキのレストランで、晴れの日の
お祝いはいかがですか？
【カイ･マーケット ウェディング･パーティー･プラン】
ご予約受付時間：
朝食ビュッフェ：6:00AM～11：00AM （最終着席 10：30AM）
ランチ･セットメニュー：12：00PM～4:00PM （最終着席 2:00PM）
ディナービュッフェおよびセットメニュー：5:30PM～9:30PM （最終着席 8:00PM）
人数：
ビュッフェは最大 400 名様まで。
ウェディング･パーティー専用セットメニューは 6～300 名様
メニュー：
朝食ビュッフェ･メニュー
ランチ＆ディナー･セットメニュー、お子様セットメニュー
ディナー･ビュッフェ･メニュー
ドリンクメニュー
追加オプション（ケーキ、その他）
【ラムファイヤー ウェディング･パーティー･プラン】
ご予約受付時間：
ランチ＆ディナー（日～木曜日）：11:30AM～11：30PM （最終着席 9：00PM）
ランチ＆ディナー（金、土曜日）：11:30AM～深夜 1:00AM（最終着席 9:00PM）
スパイクド･アフタヌーンティー：1:00PM～4:00PM （最終着席 3:00PM）
※食事メニューは毎日 10:00PM までご注文いただけます。
人数：
ビュッフェは 10 名様～400 名様。
スパイクド･アフタヌーンティーは 10～100 名様
メニュー：
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ランチ＆ディナー･グループ向けメニュー
スパイクド･アフタヌーンティー･メニュー
ドリンクメニュー
追加オプション（ケーキ、その他）
その他、ラムファイヤーのセミプライベート･エリアやレストランの貸切オプションもございます。
レストラン･ウェディング･パーティー･プランの詳細は、こちらのページをご覧下さい。
シェラトン・ワイキキ内カイ・マーケットについての詳細は、日本語公式ウェブサイト
（http://jp.sheraton-waikiki.com/kaimarket.htm）をご覧ください。また、ラムファイヤーについての
詳細は（http://jp.sheraton-waikiki.com/rumfire.htm）よりご確認いただけます。

シェラトン・プリンセス・カイウラニ
結婚式の 2 次会にポリネシアン・ショーはいかが？
結婚式の 2 次会に、シェラトン・プリンセス・カイウ
ラニで好評公演中のポリネシアン・ショー、「テ・モ
アナ・ヌイ ～太平洋の物語～」はいかがですか？
新郎新婦はもちろんのこと、ご家族、ご親戚、お友
達の方々、子どもたちまで皆が楽しめるこちらの
ショーでは、太平洋の島々を舞台にした物語に合
わせ、息を呑むようなファイヤーダンスや華やか
なポリネシアン・ダンス、歌をお楽しみいただけま
す。
ディナー付きのショーもありますが、結婚式の 2 次会におすすめなのは、「カクテル＆ショー」で
す。レストラン・ウェディングをお楽しみの後、カクテルを片手に素敵なショーをご観覧ください。
こちらのパッケージには、トロピカル・ドリンク 1 杯、もしくはスタンダード・カクテル、ジュース/ソ
フトドリンク 2 杯（お子様にはジュースまたはソフトドリンク 1 杯）が含まれます。料金は一般が
＄60、5～12 歳のお子様が＄45 です。
テ・モアナ・ヌイの詳細は、シェラトン・プリンセス・カイウラニの日本語公式ウェブサイト
（http://jp.princess-kaiulani.com/temoananui.htm）をご覧下さい。
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