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北九州市八幡西区折尾５－１－５
【営業時間】
月曜日～金曜日　ＡＭ９：３０～ＡＭ０：００
祭日前日はＡＭ１：００まで営業中！
土曜日　　　　　　　ＡＭ９：００～ＡＭ１：００
日曜日＆祭日　　ＡＭ９：００～ＡＭ０：００
ＴＥＬ　０９３－６０１－３９００
ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

ボウリングの日記念

　Ⅰ　

開催日

時間 午前の部 AM１０：００スタート 　Ⅱ　
午後の部 PM　１：３０スタート

参加資格 体験ボウリング講座卒業生　もしくは
お昼のリーグご参加の方

HDCP 参加費 ２，１００円（パーティー費込）
内容 個人戦　３G
HDCP リーグ参加者はリーグHDCP 　Ⅲ　

表彰 表彰

　Ⅳ　

開催日 　Ⅴ　

時間 【開催日】

参加費
【時間】

6月開講のお知らせ 【内容】
受講はすべて４ゲーム、1回１，３００円です。 　Ⅵ

水曜コース

【表彰】
木曜コース

【参加費】

金曜コース

土曜コース

①順位賞(5ポイント単位で配布)
②通算HG賞（スクラッチ・HDCP込）※重複無し

③通算HS賞（スクラッチ・HDCP込）※重複無し

男性　210ベースの８０％
女性・60歳以上の男性　100％で算出
※各クール初参加の場合はオフィシャル
　アベレージより算出致します(MAX100)

全てポイント券にて配布

受付は当日フロントにて行います。

PM８：００スタート
2,600円（友の会）

～折尾スターレーン所属プロによるレッスン会～

初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

第１44回シルビア月例会
今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等
多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント
スタッフまでお申し付け下さい!!

プロのレッスンでアベレージアップしよう‼

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中!!

どなたでも自由に参加出来るリーグです。都合の
良い時期に参加出来ます!!
参加費　　1,800円(友の会)／週
※お休みの際のブラインド料は頂きません。
競技方法　※対戦は全て高橋プロとなります
　　　　　個人戦3ゲーム　アメリカン方式
①各ゲームプロのスコアに勝利で1ポイント
②HDCP込トータルピンで勝利すると1ポイント
③各週参加すると１ポイント
④各週のHDCP込HG・HSトップ賞で1ポイント
　※お一人1回までと致します。

16:30～　担当：高橋美貴プロ
5日・12日・19日・26日
16:00～　担当：高橋美貴プロ
※開催時間を変更致します。
6日・13日・20日・27日

16:00～　担当：松村伊津子プロ
3日・10日・17日
16:00～　担当：松村伊津子プロ
4日・11日・18日
15:00～　担当：松村伊津子プロ

平成27年6月20日（土）

大塚課長　29ピン　池崎課長　20ピン
楠原係員　13ピン　中津係長　10ピン
葛原係員　4ピン
6月1日（月）より受付を開始致します。
皆様の多数のご参加をお待ちしております。

チームＨＧ賞（ベーカー方式のみ）
2,500円（友の会）

【和田会長】【田辺役員】チームが参加致します!!
今回のスタッフＨＤＣＰ（一部移動制となっております）

有村支配人　5ピン　女子プロ・手嶋課長　０ピン

１チーム８人制（内、１名はスタッフが入ります)

個人戦３ゲーム（オフィシャルＨＤＣP使用）

ペーカー戦４ゲーム（専用ＨＤＣP使用）

トータル２８ゲームにて順位を決定
優勝～第３位・第５位・ＢＢ賞・賞漏賞

スタッフと役員とともに・・・
２ヶ月に１度の祭典の【スタッフと役員とともに・・・】を開催

致します!!大勢で楽しい時間を過ごしましょう!!

平成27年6月28日（日）
ＰＭ　７：００スタート

楽しいひとときを過ごしましょう！
パーティーでは多数の抽選賞をご用意致して
おります。各リーグ毎にプロボウラー、または
スタッフがお伺い致しますので、ご参加ご希望の方は

ご連絡下さい。多数のご参加をお待ちしております。

ご都合のよい日時、時間でご参加ください。

その他の方はオフィシャルアベレージより算出

優勝～第５位・第７位・第１０位
以下5飛賞・BB賞・男女HG賞・勝利者賞

当日は松村プロ・高橋プロも参加致します。皆様で

平成27年　6月24日（水）
平成27年　6月25日（木）

オリスタボウリングフェスティバル
開催のお知らせ
ボウリングの日を記念致しまして下記の日程にて
体験講座卒業生のボウリング大会を開催致します!!

オールエベンツ　優勝～第6位
平成27年7月4日現在の満年齢にて算出

参加選手の方はセンター名・ネーム入りの
ユニホームの着用をお願い致します。

小林和明さん

7月4日(土)　アートクレフクラブ
開会式　懇親パーティー　18:30　～　21:00

競技費　7,500円（一般）　懇親会費　8,000円

ダブルス戦　優勝～第6位　Ｈ／Ｇ(ＨＤ込)

シングルス戦　優勝～第6位　Ｈ／Ｇ(ＨＤ込)

シングルス戦(４Ｇ)　　8:30　～　11:30

個人10Ｇトータル上位20名をオールエベンツに選出

オールエベンツ(2Ｇ)　12:00　～　12:30

表彰式・閉会式　12:45　～　13:00
上記スケジュールは参加人数により変更の場合がございます。

2015年全国スターレーンクラブ会員
7月4日(土)　選手受付　11:30～
ダブルス戦前半(3Ｇ)　12:30　～　15:00

ダブルス戦後半(３Ｇ)　15:10　～　17:40

7月5日(日)　選手集合　8:00～

2015. 6

西日本親善大会
全国スターレーンクラブ

スターレーン経営者協議会

7月4日(土)5日(日)

折尾スターレーン

2015年度友の会会員募集中‼

月に1度以上ご来店されるなら超お得‼

VOL.515

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、
ロッカー契約料割引など、特典盛りだくさん！！

２フロア４８レーン・駐車場１５０台完備
喫茶【Ｊａｃｋ ＆ ＪｉＬＬ】・卓球・ビリヤード

アミューズメント施設多数・・・

グラフィック・タグ(MOTIV社)

その他詳しくは、久富プロ・手嶋にお気軽にお尋ねください。

ライトコンディションで活躍する
ボールの登場です‼ハイレブボウラーや

女性にはお勧めの品です‼
定価　39,000円(税抜)
会員価格　27,000円(税込)

スタッフの一押しボール
パラノーマルオーラ(Brunswick社)

シリーズの中で群を抜き最強に曲がる

作品が登場致します。ピンヒットまで

画像

画像
持続したエネルギーが爆発します‼
定価　49,500円(税抜)
会員価格　33,000円(税込)

画像

オプティマス・ソリッド(STORM社)
正に曲がる‼と言うボールです‼
表面素材が安定感抜群のアーク状の
曲りを演出致します‼
定価　47,000円(税抜)
会員価格　31,000円(税込)

画像

ゲームブレーカー２MAX(EBONITE社)
安定した転がりが売りです‼
ピンアクションも柔らかく薄めでも
７番ピンが飛びやすいです‼
定価　42,000円(税抜)
会員価格　28,000円(税込)

画像

プロアマリミテッド・インベーダー(PRO-am社)

ファンの多かったインベーダーが
ミディアム系にて登場です‼
数量限定なのでお早目にご注文を‼
定価　46,000円(税抜)
会員価格　30,000円(税込)

画像

画像

コードレッドスペシャル(STORM社)
走るヘビー系のボールです‼
安定した転がり感が特徴的でボールの

色も非常に綺麗です‼
定価　49,500円(税抜)
会員価格　33,000円(税込)

会員価格　32,000円(税込)

ザ・ワン・プレミアム(EBONITE社)
一世を風靡したザ・ワンがプレミアム化

して登場です‼キャッチ力も上がって

いますがキレが更に倍増しています‼

定価　49,500円(税抜)

当店お買い上げの場合はグリップ・ソリッド込みの金額です!!

今後は日本全国で活躍する事が期待されます!
また少しづつではありますが折尾スタ―レーンでも

リーグ参加や、チャレンジマッチを行いますので
今後ともよろしくお願い致します!!

～阪本　彩プロパーソナルデータ～

ライセンス 48期生　№527
今後の目標 優勝!!

ＮＥＷプロショップ便り

銀メダル獲得!!

ミックストリオ戦
カルテット　にて

【SEOUL 2015 IBSA WORLD GAME】に日本
代表として参加致しました【小林和明さん】が見事
2個の銀メダルを獲得しております!!

見事、プロボウラーとしての資格を取得致しました!!

トータル10322／48G　215.04　のアベレージで

おめでとうございます!!

2,700円(友の会)
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞・勝利者賞他

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

新プロボウラー誕生!!
今年度開催された【第48回女子プロボウラ―資格取得

テスト】にてジュニアの頃より活躍していた
【阪本　彩さん】がこの度過酷な48ゲームで
女子の基準点である190点を大幅にアップし

公認第175号となるパーフェクトゲームを、また平成27年

大会開催のお知らせ

パーフェクト記念お祝い大会

高木 遼介さん　阪本 和江さん　山本 雅之さん
平成27年5月1日に行われた【第94回JBCダブルス
リーグ 第5週目】におきまして『高木 遼介さん』が

PM８：００スタート
個人戦　4ゲーム

5月4日に行われた【GWスペシャルノックアウトチャレンジ

～有村支配人の巻～】にて『阪本　和江さん』が
公認第176号となるパーフェクトゲームを、
更に、平成27年5月17日に行われた【ロールケーキ

争奪大会】におきまして『山本 雅之さん』が
公認第178号となるパーフェクトゲームを見事

開催日

達成致しました!これを記念致しましてお祝い大会を

開催させて頂きます。

平成27年 6月21日(日)

高校生～ 60歳～ 65歳～ 70歳～ 以降
1年～3年 4年～6年 59歳 64歳 69歳 74歳 5歳毎

男性 30 20 10 0 5 10 15
女性 45 35 25 15 20 25 30

小学生
中学生

＋５


