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美川憲一美川憲一美川憲一美川憲一    
【日 程】 2016
【時 間】 Dinner 6:30P.M.
       Show 8:00P.M.
【場 所】 ボールルーム（
【料 金】 1 名さま

ザ・プリンス

※上記料金には、ショー、お料理、お飲みもの、サービス料、
12/20、21、24、は中学生未満、

※食材によるアレルギーがございましたら、チケット受け取り後、
仕入れ状況により食材・メニューに変更がある場合がございます。

【お客さまからのお問合せ
① 電話予約 
② インターネット予約
③ 店頭販売 
④ イベントに関するお問合せ
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  サバイヨンソースがけ

  フルーツグラタン

  赤い果実のアイスクリームとともに
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福井県産大吟醸福井県産大吟醸福井県産大吟醸福井県産大吟醸    黒龍黒龍黒龍黒龍

サバイヨンソースがけ 

フルーツグラタン 

赤い果実のアイスクリームとともに

2016 年 9 月 

五木ひろしディナーショーでは新曲「九頭竜川」とコラボレーションしたディナーも提供五木ひろしディナーショーでは新曲「九頭竜川」とコラボレーションしたディナーも提供五木ひろしディナーショーでは新曲「九頭竜川」とコラボレーションしたディナーも提供五木ひろしディナーショーでは新曲「九頭竜川」とコラボレーションしたディナーも提供    

016 年クリスマス

日（土）五木ひろし

し、アーティストの歌声やトークとお料理で充実したひとときをご提供いたします。 

五木ひろしディナーショーでは、五木ひろし出身地の福井を舞台とした新曲「九頭竜川」にちなんで、福井県産

ご用意して新曲の世界観を盛りあげます。 

の豪華ラインナップの豪華ラインナップの豪華ラインナップの豪華ラインナップ    

ラインナップ紹介 

12 月 22 日（木）
Dinner 6:30P.M.～ 
Show 8:00P.M.～ 
ボールルーム（B2） 

\39,000 

 
※当日はフォーマルな服装でお越しください。 

チケットぴあ http://t.pia.jp

和牛フィレ肉と和牛パテの 

福井県産コシヒカリの焼きリゾット福井県産コシヒカリの焼きリゾット福井県産コシヒカリの焼きリゾット福井県産コシヒカリの焼きリゾット    

黒龍黒龍黒龍黒龍    

 

赤い果実のアイスクリームとともに 

 

年クリスマス  

日（土）五木ひろし

 

五木ひろしディナーショーでは、五木ひろし出身地の福井を舞台とした新曲「九頭竜川」にちなんで、福井県産

日（木） 

http://t.pia.jp 


