RUMFIRE WAIKIKI RESERVATION
INFORMATION SHEET
ラムファイヤーワイキキ
ご予約のご案内
Sheraton Waikiki Hotel | 2255 Kalakaua Ave | Honolulu, HI 96815

100 種類以上のラム酒が揃う ワ
イキキビーチサイドのホテルバー
波の音を聞きながら 海に沈むサンセット
を眺めグラスを傾ける
ファイヤーピットに燃える炎 目の
前に広がる海
ラムファイヤーでしか味わえない贅沢なひと時を
お楽しみください

Sundays - Thursdays
11:30AM–12:00AM

ラストオーダー 11:30PM

Fridays - Saturdays
11:30AM–1:30AM

ラストオーダー1:00AM

*フードラストオーダー 9:45PM
*ハッピーアワー 3:00PM–5:00PM
*スパイクドティー 1:00PM–4:00PM

ご予約・お問い合わせ
Muna ムナ
(Mengna Jiang)
レストランセールスマネージャー
Phone: 808-931-8661
mengna.jiang@marriott.com

ご予約の際には下記のご利用規約とレストランポリシーを必ずお読み頂き 同意いただ
いたうえでご予約の手続きへお進みください


ラムファイヤー内の各場所につき飲食代のミニマム料金が決まっております。お食事代金とお飲み物代金の合計金額がミニマムに達すること
に同意していただいたうえで、ご希望の場所のご予約が可能となります。万が一、合計金額がミニマムに達しない場合、その差額分がロケー
ション代金（室料）として加算されます。 ミニマム料金には州税(4.712%) ならびにサービス料（18%）は含まれておりません。
例） VIP カバナのご予約の場合
ミニマム金額$1,600 + 税(4.712%) + サービスチャージ(18%)
VIP メニュー$60 を 15 名分ご注文 $60 x 15 = $900
$1,600 - $ 900 = $ 700
お飲み物のご注文合計金額が$700 に達するとミニマムに達したことになります



個別のお支払いをすることはできなくて、グループチェックとなります。



ご予約が確定の際、ミニマムの 50％が内金として収めていただきます。内金はいかなる理由であっても返金いたしかねますので、ご了承い
くださいませ。ご予約の 10 日前まで、残りのミニマムをいただいたクレジットカードにチャージいたしますので、当日ミニマムを超えた分のみ
の清算となります。



ご予約 10 日以内キャンセルの際にはミニマム料金の 100％がペナルティー料金 として発生致します。州税+18%サービス料が加算されます。



ご予約のお時間を 15 分過ぎてもどなたもいらっしゃらない場合、レストランよりお電話いたします。30 分経過してどなたもいらっしゃらない場
合は、ご予約いただいた場所は一般のお客様に開放されます。 すでに支払い済みのミニマム料金+州税+18%サービス料はペナルティとさせ
ていただきます。



メニューのご注文数、ウェルカムドリンクやケーキの事前注文などの詳細は、ご予約の 2 週間前までに確定、ご連絡してい ただけますよう
お願いいたします。最終人数の確定はイベントの 3 日前までとなります。その後の変更はペナルティとしてチャージをさせていただきますの
で、ご了承いただきますようにお願いいたします。

New Lounge area

Main Bar (only included in a buyout)

RumFire inside (only included in a buyout)

ラウンジエリア

メインバー（全貸切のときのみ含まれます）

ラムファイヤー屋内（全貸切のときのみ含まれます）

ラウンジエリア
2 時間よりのご予約
2 時間のミニマ$5600++ 追加 1 時間につき$2600++
収容人数名 85（座席数 60）
インフィニティープールと海の眺めが素晴らしい。プライベート感を重視するならこのパティオがお勧め。
屋根がついているので天候に左右されません。

エヴァ・パティオ下段
2 時間よりのご予約
2 時間のミニマ$4000++ 追加 1 時間につき$1800++
収容人数 60 名（座席数 50）
ラムファイヤーの中で一番海に近く、サンセットの眺めが一番きれいに見えるパティオ。

ラムファイヤー全貸切
Lower Ewa Patio
エヴァ・パティオ下段

ミニマム料金$25,000++（日曜日～木曜日、3 時間）追加 1 時間につき＄8000++
ミニマム料金$40,000++（金曜日＆土曜日 9 時まで 3 時間）追加 1 時間につき＄10000++
400 名収容可能

Upper Diamond Head Patio

Lower Diamond Head Patio

ダイヤモンドヘッド・パティオ上段

ダイヤモンドヘッド・パティオ下段

VIP Cabana & Game Room
VIP カバナ

ダイヤモンドヘッドパティオ（下段）の半分
2 時間よりのご予約
2 時間のミニマム$1600++ 追加 1 時間につき $600++
収容人数 20 名
パーティーや結婚式のレセプションまたは 2 次会におすすめです。ヘルモア・プールに隣接していますので夜は
ライトアップされたプールの眺めをお楽しみいただけます。

ダイヤモンドヘッドパティオ（下段）
2 時間よりのご予約
2 時間のミニマム$3000++ 追加 1 時間につき$1300++
収容人数 50 名 （座席数 40）
パティオ全体の貸切なので他のお客様が同じパティオにいないため、プライベート感がグッと増します。

VIP カバナ & ゲームルーム（ダイヤモンドヘッドパティオ上段に隣接）
2 時間よりのご予約
2 時間のミニマム$1600++ 追加 1 時間につき$600++
収容人数 20 名 （座席数 12）
ダイヤモンドヘッドパティオ全体を見渡せるプライベートな空間です。アウトドアの雰囲気をもちながらも、屋根が
あるので天候 に左右されません。プライベート感を重視するならこの場所がおすすめです。

ダイヤモンドヘッドパティオ全体（上段と下段＆VIP カバナ）
3 時間よりのご予約
3 時間のミニマム$10000++（日曜日～木曜日） 追加 1 時間につき$2800++
$ 12500++（金曜日＆土曜日 9 時まで） 追加 1 時間につき$3500++
収容人数 120 名 ダイヤモンドヘッド・パティオのエリアの全貸切となります。他のお客様がいらっしゃらなく、ま
ったくのプライベートな空間とな るので、エンターテインメントや AV 機器のアレンジが可能です。 お客様の思
い通りのパーティーが可能です。

Ocean side Cabana
オーシャンサイドカバナ(4 個）
ミニマム料金 12pm～4：30pm 1 個付き ＄400
5:30pm～8：30pm/9:30pm～ close 1 個付き $500++

グループメニュー
***グループメニューはフードステーションにご用意いたします。

セレブリティー メニュー
お一人様$80 + 税 (4.712%) + サービスチャージ(18%)

ハワイ産、国産、輸入チーズの盛り合わせ

ロック・スター メニュー
お一人様$70 + 税 (4.712%) + サービスチャージ(18%)

ハワイ産、国産、輸入チーズの盛り合わせ

田舎風フラットブレッド、フムス（ひよこまめのディップ）、タプナード（オリーブのペースト）と共に

田舎風フラットブレッド、フムス（ひよこまめのディップ）、タプナード（オリーブのペースト）と共に

ラムファイヤーサラダ

ラムファイヤーサラダ

オアフ島クニア産レタス、ヒカマ（メキシコ原産の根菜）、ラディッシュ、エシャロットのフライ、 ピ
ーナッツ、ココナッツ入りベトナムの万能つけたれ「ヌクチャム」風味ドレッシング

オアフ島クニア産レタス、ヒカマ（メキシコ原産の根菜）、ラディッシュ、エシャロットのフライ、ピー
ナッツ、ココナッツ入りベトナムの万能つけたれ「ヌクチャム」風味ドレッシング

コリアンフライドチキン

コリアンフライドチキン

韓国風フライドチキン コチュジャン風味ソース、ナムル

韓国風フライドチキン コチュジャン風味ソース、ナムル

ポークベリーバウ

ポークベリーバウ

ポークベリー焼き、ゴマ油、ピックル付き

ポークベリー焼き、ゴマ油、ピックル付き

ラム・ファイヤー名物

ラム・ファイヤー名物

キムチ・チャーハン

キムチ・チャーハン

オイスターソース、ポルチギ・ソーセージ、カルビ、キムチ

オイスターソース、ポルチギ・ソーセージ、カルビ、キムチ

ボンベイチキンタコス

ボンベイチキンタコス

インディアン風モール、ケソフレスコ、アンチョサルサ

インディアン風モール、ケソフレスコ、アンチョサルサ

クリスピーフライドマヒ・タコ （白身魚のタコス）

ラム・ボール

七味入り、ソイアイオリスロー、コチュージャン 味付け

大人の味…ラム酒のはいった一口サイズのチョコレート
オアフ島ワイアルア産のカカオ豆使用

ラム・ボール
大人の味…ラム酒のはいった一口サイズのチョコレート
オアフ島ワイアルア産のカカオ豆使用

お子様メニュー：
* お子様メニューは単品オーダーとなります

VIP メニュー
お一人様$60 + 税 (4.712%) + サービスチャージ(18%)

ハワイ産、国産、輸入チーズの盛り合わせ
田舎風フラットブレッド、フムス（ひよこまめのディップ）、タプナード（オリーブのペースト）と共に

ラムファイヤーサラダ
オアフ島クニア産レタス、ヒカマ（メキシコ原産の根菜）、ラディッシュ、エシャロットのフライ、ピー
ナッツ、ココナッツ入りベトナムの万能つけたれ「ヌクチャム」風味ドレッシング

コリアンフライドチキン
韓国風フライドチキン コチュジャン風味ソース、ナムル

ポークベリーバウ
ポークベリー焼き、ゴマ油、ピックル付き

ラム・ファイヤー名物

キムチ・チャーハン

リトル・シーザー $12
ベジタブル・ディップ $12
クリスピー・ディッパー $12
ミニマヒレタスラップ $12
ケイキ・バーガー $12
グリルド・チーズサンド $12
海老丼$12
アイランド・フルーツ・カップ $10
ケイキ・アイスクリーム・カップ $6

オイスターソース、ポルチギ・ソーセージ、カルビ、キムチ

ラム・ボール
大人の味…ラム酒のはいった一口サイズのチョコレート
オアフ島ワイアルア産のカカオ豆使用
***メニューや料金は予告無しに変更することがございますので予めご了承くださいませ。

全てが赤色に染まる夕暮れ時。。。
波の音に耳を傾け心地よい貿易風を頬に感じながらカクテルグラスを傾ける。。。
一生の思い出になるハワイをラムファイヤーがプロデュースいたします

ダイヤモンド
ヘッドパティオ
V I Pカバナ

ラムファイヤラウンジエリア

ダイヤモ
ンドヘッド
パティオ
上段

オーシャン
サイドカバナ
（ 4 個）

エヴァ
パティ
オ下段

ダイヤモン
ドヘッドパ
ティオ下段

