
らっくん＆らっぴーのボウリング豆知識！

プロレッスンでお悩みを解消しちゃおう！

ボウリングを始めたばかりの方も、スコアが上がってきた方も

ボウリングに関するお悩みは人それぞれです。

色々と試行錯誤することも大事ですが、頼れるプロボウラーに
聞いてみると、意外に早く答えが見つかることがあるんですよ！

一人で悩まずにお悩みをサクッと解消しちゃいましょう(*^▽^*)

「目からウロコ」の情報も聞けるかもしれませんよ～♬

スターレーンには頼りになるプロが多数在籍中！

６階に申込用紙を設置しておりますので
事前にお名前をご記入ください。詳しくはフロントスタッフまで♪

４月中はテープ類がいつもよりお得！
ぜひこの機会に色々なテープを試してみませんか？

工事期間中は、混雑が予想されますので、お早めにお申し込み下さい！

各種テープ類

フィンガーグリップ

ボウリングで使用するフィンガーグリッ
プとは、ボールの中指と薬指に装着す
る、筒状のゴムです
マイボールを購入頂いた方で約９５％
の方が使用しています。
指が、ボールから抜ける際に、摩擦抵
抗を大きくして、より強い回転をかけら
れる、というメリットがあります。
消耗品なので、寿命があり、物によっ
て違いはありますが、およそ１００ゲー
ムと言われています。

毎月恒例！らっくん＆らっぴーのボウリング豆知識のコーナーだよ！
８回目を迎える今回は、皆さん、知ってるようで知らない？！
ボウリングで使用される、“アイテム”を紹介していくよ！

ボウリングが上手い人を想像してみてく
ださい
そう、利き腕につけているアレです。
リストタイの使用目的としては『スイング
をする時の、手首の余分な動きを抑え
る』という点にあります。
リストタイには数多くの種類が存在してい
ます。
利用用途によっては使用する物が違う
かもしれないので、プロボウラーに相談
してみよう！

リストタイ

指やボールに貼るテープは、手の保護や、指穴の微調整
強い回転をかける為など、様々な使用用途を持ちます。

いくつかの区分に分け説明していきます。
テアライトテープ
中指・薬指用

キラキラテープ
親指用

インデックステープ
人差し指・中指・薬指向け

このテープは、非常にグリップ力
が強く、中指や薬指、また人差し
指に貼る事でも、より強い回転
をかける事ができるようになりま
す。
他のテープと比較すると、厚み
がありますので、特殊な貼り方
をします。
プロボウラーやスタッフにぜひご
相談ください！

このテープは、見た目がキラキラし
ていて、カワイイ！
だけではもちろんありません。
テープの表面に特殊な加工が施さ
れているので、グリップ力が強く、非
常に抜けやすいのです！
ボールを落っことしてしまう事が多
い方は、このテープを親指に貼る
事で、お悩み解決しちゃうかも？

このテープの特徴は、摩擦力と伸縮性。
中指と薬指に巻きつければ、ボールか
ら指が抜ける際に、より強い回転を掛
ける事ができるでしょう！
また、痛みを感じる方は、指の保護に
もなるので、オススメです！
ただし、厚みがありますので、ボールに
フィンガーグリップを付けている方は、
指が入らなくなってしまうかも…
その場合は、すぐに交換ができますの
で、ぜひご相談ください！

レーン＆アプローチパネル工事について
いつも本八幡スターレーンをご利用いただきまして、誠にありがとうございます

レーン＆アプローチパネルですが、設置から２０年以上が経過しており、経年劣化によ
り複数個所が破損しております。
そこで新しいレーン＆アプローチパネル設置工事を４月９日（月）から２７日（金）の
予定で、工事を実施することとなりました。

工事は１フロアごとに実施しますので、６階フロアを工事している期間は７階フロアの
みでの営業となり、７階フロア工事中は６階フロアのみでの営業となります。
工期は約２０日間の予定となり、期間中は１フロア営業
となりますので、リーグ・大会を変則的に開催すること
となります。普段と異なるフロアやレーンを使用して頂
くこともございます。
また、アプローチパネルも新しい物に変わりますので、
いつもより入念なアプローチチェックをお願い致します。

工事期間中の混雑状況は、場内掲示・フェイスブックで
詳細を発表させていただきますので、こちらもご確認の
程お願い致します。
大変ご迷惑をお掛け致しますが、皆さまのご理解・ご協力を宜しくお願い申し上げます。

日付 曜日 開始時間 時間・制限 料金 担当

11:00 60分：先着8名 1300円 佐々木P

15:40 60分：先着8名 1300円 佐々木P

10:30 60分：先着8名 1300円 長縄P

12:15 60分：先着8名 1300円 佐々木Ｐ

14:00 60分：先着8名 1300円 長縄P

15:40 60分：先着8名 1300円 佐々木Ｐ

10:30 60分：先着8名 1300円 小須田P

12:30 60分：先着8名 1300円 小須田P

15:00 50分 1100円 坂本Ｐ

10:30 60分：先着8名 1300円 貞松P

14:00 60分：先着8名 1300円 貞松P

10:30 60分：11:30より記録会 1300円/2100円 貞松P

14:30 60分：先着4名 1300円 貞松P

18:10 60分 1300円 秋吉P

18:30 90分 1900円 秋吉P

19:00 60分 1300円 秋吉P

11:00 60分：先着８名 1300円 佐々木P

12:30 60分：先着８名 1300円 佐々木P

11:00 60分：先着8名 1300円 佐々木P

15:40 60分：先着8名 1300円 佐々木P

17:30 60分 1300円 正田Ｐ

10:30 60分：先着8名 1300円 長縄P

12:15 60分：先着8名 1300円 長縄P

10 火 15:00 50分 1100円 坂本Ｐ

10:30 60分：先着４名 1300円 貞松P

14:00 60分：先着８名 1300円 貞松P

12 木 18:10 60分 1300円 秋吉P

13 金

14 土

15 日 17:30 60分 1300円 秋吉P

13:30 60分：先着8名 1300円 佐々木P

15:40 60分：先着8名 1300円 佐々木Ｐ

17 火

18 水

19 木 13:00 90分：先着４名 1900円 貞松P

20 金

21 土

22 日 15:40 60分：先着8名 1300円 佐々木P

10:30 60分：先着４名 1300円 佐々木P

12:00 60分：先着４名 1300円 佐々木P

15:40 60分：先着8名 1300円 佐々木Ｐ

10:30 60分：先着8名 1300円 小須田P

12:30 60分：先着8名 1300円 小須田P

10:30 60分：先着8名 1300円 貞松P

14:00 60分：先着8名 1300円 貞松P

26 木

27 金

11:00 60分：先着８名 1300円 佐々木P

12:30 60分：先着８名 1300円 佐々木P

15:30 60分：先着８名 1300円 棚橋Ｐ

18:30 60分 1300円 三浦Ｐ

29 日 11:00 60分：先着8名 1300円 佐々木P

30 月祝

金

平成３０年４月度ボウリングレッスン開催日程

1 日

2 月

3 火

8 日

７Ｆフロア営業予定

4 水

5 木

7 土

6

16 月

9 月

11 水

※ プロレッスンは休止予定となります

※ プロレッスンは休止予定となります

※ プロレッスンは休止予定となります

※ プロレッスンは休止予定となります

６Ｆフロア営業予定

＊レッスンは電話での事前申し込みができますのでスタッフまでお声掛け下さい。
＊先着制のレッスンは定員人数に達し次第、大変申し訳ございませんが締め切らさせて頂きます。
　 但し、レーンの空き状況により参加人数を増やす場合もございますので、予めご了承下さいませ。
＊変更の可能性もございます！詳しくはホームページ、場内提示をご覧ください！

※ プロレッスンは休止予定となります

23 月

25

※ プロレッスンは休止予定となります

通常営業再開

28 土

※ プロレッスンは休止予定となります

※ プロレッスンは休止予定となります

24 火

※ プロレッスンは休止予定となります

水



なかよしファミリー
ボウリングレッスン

詳しくは
志釜課長・寺田プロ
に聞いてみてね！

各種テープ類
１５％OFF！！

平成３０年４月７日（土）
時 間 １５：３０～

平成３０年４月２８日（土）
時間 ９：００～
参加費 親子２名：１２００円

子供１名： ６００円

参加資格 中学生以下のお子様と
大人の方（祖父母もＯＫ）

＊料金はレッスン・ゲーム代・貸靴込

４月度プロショップおすすめ情報！

４月度のプロショップ割引は、各種テープ類になります！

一言でテープと言っても、使用用途によって

いろいろな種類があるんです！

サムやフィンガーはともかく

人差し指や小指に貼るテープもがあるんですよ～( *´艸｀)

ぜひこの機会に

いろいろなテープを試してみるのはいかがでしょうか？？

当センターでは、お客様にボウリングをより楽しんで頂くべく、
各トーナメントにて特殊イベントをご用意しております。
特定の条件を達成すると、ポイント券や日用品などの景品を
獲得する事ができますので、ぜひボウリングと合わせてお楽
しみください！
各トーナメントの、特殊イベントを、一部ご紹介させていただ
きます！

トーナメントイベント

日曜に開催されるトーナメントは強者達のせめぎ

合いだ！

なかでも『マンスリーチャンピオン決定戦』の

優勝者は、様々な特典を受ける事ができるぞ！

プロレッスンなどで、自身のレベルを上げ、

またボウリングマナーをしっかり勉強して、

いつかはこの頂上戦争に挑んでみよう！

当センターのトーナメント受付台にて、

各トーナメントの申込は常時受け付けているぞ！

申込用紙には、競技ルールやイベント内容など

明記されているので、詳しく知りたい方は見てみよう！

7-10カップ 4-6カップ パンチアウト プロチャレンジ

右投げの方は１０
ピンカバー、左投
の方は７ピンカ
バーにて景品ゲッ
ト！
また、一投目に７
－１０が残ると、
こちらも景品ゲッ
ト！

右投げの方は６ピ
ンカバー、左投の
方は４ピンカバー
にて景品ゲット！
また、一投目に４
－６が残ると、こ
ちらも景品ゲッ
ト！

各ゲームにてパン
チアウトを達成
（１０フレーム目
にて３連続ストラ
イク）にて景品
ゲット！

参加プロの、トー
タルピンを１ピン
でも上回ると、景
品ゲット！

ラッキーフレーム カラーピン ＫＯ賞山分け ハンマーチャンス

各ゲームにて、指
定されたフレーム
で、男性はストラ
イク、女性は９本
スペア・ストライ
ク達成にて景品
ゲット！

各レーンに、一本
だけ違う色のピン
が入り、所定の場
所にセットされた
時に、男性ストラ
イク、女性９本ス
ペア・ストライク
達成にて景品ゲッ
ト！

参加人数×２００
円分のポイント券
を景品として用意
し、参加プロorス
タッフのトータル
ピンを１ピンでも
上回ると景品を対
象者で山分け！

ゲーム中にストラ
イクを取ると、頭
上のモニターにア
ニメーションが流
れます。
アニメーションの
結果次第で景品
ゲット！

大会名 開始時間 Ｇ数 表彰 参加資格 公認 ＨＤＣＰ
通常 2,400円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

優勝～５位

飛賞

通常 3,000円 優勝～５位

SLC 2,800円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞・ＫＯ賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞・KO賞

通常 2,700円 優勝～５位

SLC 2,500円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,500円 優勝～５位

SLC 2,300円 飛賞

通常 2,500円 優勝～５位

SLC 2,300円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

優勝～５位

飛賞

通常 3,000円 優勝～５位

SLC 2,800円 飛賞・KO賞

優勝～５位

飛賞

通常 2,500円 優勝～５位

SLC 2,300円 飛賞

通常 3,000円 優勝～５位

SLC 2,800円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞・ＫＯ賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞・KO賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,700円 優勝～５位

SLC 2,500円 飛賞

通常 2,500円 優勝～５位

SLC 2,300円 飛賞

通常 2,400円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

優勝～5位
飛賞

通常 3,000円 優勝～５位

SLC 2,800円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,250円 優勝～５位

SLC 2,100円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞・KO賞

通常 2,250円 優勝～５位

SLC 2,100円 飛賞

通常 2,500円 優勝～５位

SLC 2,300円 飛賞

通常 2,500円 優勝～５位

SLC 2,300円 飛賞

通常 2,400円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,500円 優勝～５位

SLC 2,300円 飛賞

通常 3,000円 優勝～５位

SLC 2,800円 飛賞・KO賞

通常 2,250円 優勝～５位

SLC 2,100円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞・KO賞

通常 2,250円 優勝～５位

SLC 2,100円 飛賞

通常 2,250円 優勝～５位

SLC 2,100円 飛賞

通常 2,500円 優勝～５位

SLC 2,300円 飛賞

優勝～５位

飛賞

通常 3,000円 優勝～５位

SLC 2,800円 飛賞・ＫＯ賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 3,000円 優勝～５位

SLC 2,800円 飛賞

通常 3,500円 優勝～５位

SLC 3,200円 飛賞

通常 2,350円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 3,000円 優勝～５位

SLC 2,800円 飛賞・KO賞

通常 2,400円 優勝～５位

SLC 2,200円 飛賞

通常 3,000円 優勝～５位

SLC 2,800円 飛賞・ＫＯ賞

通常 3,000円 優勝～５位

SLC 2,800円 飛賞

本八幡スターレーン　トーナメントスケジュール 平成30年04月
開催日 参加費

1 日

キリンおはようトーナメント 9:00 4 自由

中島美穂プロチャレンジ 19:00 4 自由 〇 公認

〇 公認

友の会ハンディキャップトーナメント 12:00 6 3,200円 友の会 〇 公認

〇 公認

3 火 小須田プロ＆坂本プロと投げよう！カラーピントーナメント 16:00 3 自由 〇 公認

2 月 ＫＯ賞山分け！長縄多禧子プロチャレンジ 15:30 3 自由

〇 公認

ちえちゃんと投げよう！チーターパターンにチャレンジ！ 20:30 4 自由 ー 非公認
4 水

KO賞山分け！貞松保行プロチャレンジ 16:15 3 自由

長縄プロと投げよう！アベレージアップトーナメント 16:00 3 自由 〇 公認

〇 公認

6 金
長縄多禧子プロレッスン＆投げようトーナメント 10:10 3 自由 〇 公認

5 木 貞松プロ＆秋吉プロと投げよう！７－１０カップトーナメント 16:00 3 自由

〇 公認

７-１０カップトーナメント 12:00 4 自由 〇 公認

7 土

日替りパンチアウトトーナメント 9:00 4 自由

佐々木プロレッスン＆投げようトーナメント！ 15:00 3 自由

棚橋孝太プロチャレンジ 20:00 4 自由 〇 公認

マンスリーチャンピオン決定戦 9:00 6 3,200円

〇 公認

仲良しファミリーボウリングレッスン　 15:30 3 600円 親子 ー ×

自由 〇 公認

工事期間につき７Ｆフロア営業開始 旧レーン＆アプローチ（転倒防止の為、念入りなアプローチチェックをお願い致します）

9 月 ＫＯ賞山分け！長縄多禧子プロチャレンジ　※最大６ＢＯＸ 15:30 3 自由

8 日

正田プロ＆秋光プロと投げよう！ 19:00 4

友の会 〇 年齢性別

７-１０カップトーナメント 13:30 4 自由 〇 公認

〇 公認11 水 貞松保行プロと投げよう！パンチアウトトーナメント 16:15 3 自由

〇 公認

10 火 坂本詩緒里プロと投げよう！ラッキーフレームトーナメント 16:00 3 自由 〇 公認

やわた娘と投げよう！ちえちゃん＆ちさちゃん！ 20:30 4 自由 〇 公認

〇 公認

13 金
長縄プロと投げよう！ホップステップアップトーナメント 16:00 3 自由 〇 公認

12 木 ＫＯ賞山分け！秋吉夕紀プロチャレンジ　※最大６ＢＯＸ 16:00 3 自由

〇 公認

15 日

キリンおはようトーナメント 9:00 4 自由 〇 公認

14 土 日替りパンチアウトトーナメント 9:00 4 自由

公認

秋吉夕紀プロチャレンジ 19:00 4 自由 〇 公認

友の会月例会 12:00 4 2,300円 友の会 ○

〇 公認

17 火 坂本詩緒里プロと投げよう！４－６トーナメント ※最大６ＢＯＸ 16:00 3 自由 〇 公認

16 月 川﨑由意プロと投げよう！ハンマートーナメント ※最大６ＢＯＸ 15:30 3 自由

18 水 岡田スタッフと投げよう！７－１０カップトーナメント 16:15 3 自由 〇 公認

〇 公認19 木 ＫＯ賞山分け！貞松保行プロチャレンジ 16:00 3 自由

工事期間につき６Ｆフロア営業開始予定 新レーン＆アプローチ（転倒防止の為、念入りなアプローチチェックをお願い致します）

〇 公認

21 土
日替りパンチアウトトーナメント ※最大５ＢＯＸ 9:00 4 自由

〇 公認20 金 スタッフと投げよう！７－１０トーナメント 16:00 3 自由

〇 公認

７-１０カップトーナメント ※最大４ＢＯＸ 12:00 4 自由 〇 公認22 日

キリンおはようトーナメント 9:00 4 自由

戸辺誠プロチャレンジ feat.やわた娘ちさちゃん！ 20:00 4 自由 〇 公認

23 月 スタッフと投げよう！ ※最大４ＢＯＸ 15:30 3 自由 〇 公認

〇 公認

25 水 ＫＯ賞山分け！貞松保行プロチャレンジ 16:15 3 自由 〇 公認

24 火 小須田プロと投げよう！ラッキーフレームトーナメント ※最大６ＢＯＸ 16:00 3 自由

〇 公認

27 金 スタッフと投げよう！７－１０トーナメント 16:00 3 自由 〇 公認

26 木 スタッフと投げよう！７－１０カップトーナメント 16:00 3 自由

工事期間終了予定 全フロア新レーン＆アプローチ営業開始（転倒防止の為、念入りなアプローチチェックをお願い致します）

28 土

日替りパンチアウトトーナメント 9:00 4 自由 〇 公認

仲良しファミリーボウリングレッスン　

棚橋孝太プロチャレンジ 12:00 4 自由 〇 公認

9:00 3 600円 親子 ー ×

20:00 4 自由 〇 公認

佐々木プロレッスン＆投げようトーナメント！ 15:00 3 自由 〇 公認

30 月

パンチアウトトーナメント 9:00 4 自由 〇 公認

〇 公認

岡田スタッフと投げよう！ゆうゆうトーナメント 13:30 3 自由 〇 公認29 日

キリンカップトーナメント 9:00 6 自由

渡邊航明プロチャレンジ 20:00

公認〇自由413:00７-１０カップトーナメント

鶴井亜南プロ&中島美穂プロと投げよう！ 19:00 4 自由 〇 公認

中島美穂プロチャレンジ 16:00 4 自由 〇 公認

〇 公認4 自由

矢野朋代プロ＆三浦美里プロと投げよう！


