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生涯初!!

時間 【第1部】 PM2:00
【第2部】 PM7:00

内容
料金 3,700円(一般)

表彰

開催日 平成28年

時間
内容
料金
表彰

開催日 平成28年

会場
時間
内容

開催日 平成28年 料金
時間 表彰 参加者全員

内容 参加資格
料金
表彰 締め切り

申込方法

開催日
平成28年 定価 56,698 円(税込)

時間 会員価格 32,000 円(税込)
参加費

平成28年

時間
参加資格

定価 55,510 円(税込)
会員価格 33,000 円(税込)

参加費

HDCP 定価 58,210 円(税込)
内容 会員価格 32,000 円(税込)

開催日 表彰
平成28年

時間
参加費 定価 54,970 円(税込)

会員価格 33,000 円(税込)

開催曜日
日程
参加費

【時間】
【内容】

松村プロ 【表彰】

【参加費】

高橋プロ

大会開催のお知らせ

男子プロのレッスンを受けて上達しよう‼

④度重なるキャンセルは以降お断りさせて頂く
　事もございます。
⑤１，３００円／回　1時間(最大4Ｇ程度)
※予約時間に投球開始となりますので時間まで
　準備していた頂くようお願い致します。

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！！

祭日前日はＡＭ１：００まで営業中！
土曜日　　　　　　　ＡＭ９：００～ＡＭ１：００

アミューズメント施設多数・・・

【営業時間】
月曜日～金曜日　ＡＭ９：３０～ＡＭ０：００
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月に1度以上のご来店があるならとってもお得‼

2016.

ボウリングでお悩みの方‼必見‼
今月より伊福正直プロのボウリングレッスンを

※物足りない方はスケジュールに余裕がある場合は
　延長も可能です‼(但し間に小休憩を挟みます)

大きな曲がりを出します‼

日曜日＆祭日　　ＡＭ９：００～ＡＭ０：００
ＴＥＬ　０９３－６０１－３９００
ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

最強を誇るワンコアがカバーストック

シリーズでは初の最新コアを搭載する

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!!

ＮＥＷプロショップ便り

ミッドエリアでの転がりは抜群‼

生み出します‼
驚くほどの大きなフックモーションを

伊福正直プロレッスン開始致します‼

完全予約制となっておりますのでご注意ください。
レッスン可能な時間帯

2016年度友の会会員募集中‼

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

　時間帯をずらして頂く場合もございます)

PM８：００スタート
2,600円（友の会）

第160回シルビア月例会

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

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

スタッフまでお申し付け下さい!!

アブソリュートニルヴァーナ(Brunswick社)

開始致します‼通常の固定の時間では無く

よりオイルキャッチが強くなり

フェイズⅡ(STORM社)

1,350円(友の会・登録制)

①伊福プロの出勤日
②前日までの電話予約制(当日でも時間が空いていれば可)

③予約の時間に遅れる場合は必ずお電話にて
　ご連絡下さい(その他の業務と時間が重なる場合は

今年のイヤリーフェスティバル第1弾!!

シニア＆レディース
イヤリーフェスティバル

今年もイヤリーフェスティバル第1弾は
【シニア＆レディースイヤリーフェスティバル】を

日程を変更する場合も御座います。
１５日・２２日・２９日

金曜日　16:30スタート
７日・１４日・１９日・２６日
土曜日　16:00スタート

７日・１４日・２１日・２８日

今月のレッスン会の日程
受講はすべて４ゲーム（約１時間程度）、1回１，３００円

金曜日　15:00スタート

です。初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

５日・１２日・１９日・２６日
水曜日　16:00スタート

大会開催のお知らせ

秋山希望プロ
チャレンジマッチ

この度今年度プロテストに合格した

新人の女子プロボウラー

ナノデスアキュロールⅤ(ABS社)

ことでオイルキャッチは良く
爆発的な切れが魅力です‼

ソリッド素材を混入することで

ザ・ワンボス(EBONITE社)

切れと安定の走りを演出致します‼

GB13.3と融合することで驚異の

【秋山希望プロ(あきやまきみ)】

の、チャレンジマッチを開催
致します。
若さ溢れるレフティーの女子
プロボウラーと楽しい時間を

2,700円(友の会)
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・その他

皆様のご参加をお待ちしております。
大会開催のお知らせ

カラーピンＶチャンストーナメント

月曜日　13:30スタート
松村プロボウリング道場の日程

参加希望の方は必ず事前に松村プロにご連絡下さい。

３日・１７日・２４日・３１日

過ごしましょう‼

また、大会は2部制【午後の部】と【夜の部】と行います。

開催日
平成28年 10月1日 (土)

スタート
スタート

ストライク・女性及び70歳以上の男性は9本スペア
以上でお好きな景品をゲット!!通常の表彰もあります!!

カラーピンがセットされた時にいつも以上に

体育の日は大盤振る舞い!!の
『カラーピンVチャンス
トーナメント』を開催致します!!

ゲーム中に右の図で●の
いずれかにカラーピンが
セットされた際に男性は

個人戦4ゲーム
(両部ともに)

池崎チーフ　２２ピン　古藤課長　3ピン

以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞
優勝～第5位・第7位・第10位

皆様のご参加をお待ちしております。

10月10日 （月・祝）

ＡＭ10：00スタート
個人戦4ゲーム
2,700円(友の会)

開催致します。年に1度の祭典となっておりますので

是非ご参加ください!!

BINGO大会もあります！
オフィシャルHDCP
個人戦6ゲーム
（3ゲーム終了後レーン移動）
シニア部門・レディース部門とも
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞

多数のご参加をお待ちしております。

11月20日 （日）

10月15日 （土）

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）

開催日

AM ９：３０スタート
2016年度友の会会員の方で
●シニア部門：男性45歳以上
●レディース部門：女性
4,000円（パーティー費込）
ゲーム終了後、パーティールームにて
表彰パーティーを行います。

小林和明さん

IBSA世界大会
金メダル獲得お祝い大会
池内隆さん

パーフェクトゲーム達成

中津係長　10ピン　楠原係員　13ピン　
10月1日（土）より受付を開始致します。

スタッフと役員とともに・・・

10月30日 （日）

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
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　6ピン　松村プロ・高橋プロ　０ピン
伊福プロ　-10ピン　大塚課長　30ピン

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!!

【開催日】
平成28年

ＰＭ　７：００スタート

お祝い大会
8月20日から28日までポーランドのワルシャワで
行われた【IBSA世界選手権大会】にて当センター
友の会会員の【小林和明さん】が並居る強豪を
打ち破り見事金メダルを獲得致しました!!
また平成28年8月29日に行われた【第59回BML第8週目】

におきまして人生初の9コールを受けた【池内隆さん】が

公認第201号となる人生初のパーフェクトゲームを
見事達成致しました!!
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。

2人の素晴らしい成績を大勢の方で祝って頂きたいと

思いますので是非ご参加ください!!

10月9日 （日）
PM8：00スタート
個人戦4ゲーム
2,700円(友の会)
優勝～第5位・第7位・第10位

個人戦4ゲーム
2,000円(友の会)

①福岡県ボウリング場協会北九州支部の会員

②満60歳以上(大会当日年齢)
10月22日(土)まで
フロント横の申込用紙に各自でご記入下さい。

詳細は場内の要項をご覧ください。

第11回S・S CUP

以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞
皆様のご参加をお待ちしております。

北九州市投げ巡り

ふれあいボウリング大会

10月24日 （月）
折尾スターレーン
ＡＭ10：30スタート一球入魂!!ストライク目指して頑張ろう!!

皆様のご参加をお待ちしております。

今大会はシルビアボウリングクラブ(Silvia Bowling Club)

の【S】とスターレーンクラブ(Starlanesclub)の【S】

を、掛け合わせた大会となります。

10月29日 （土）
PM８：００スタート
2,600円（友の会）

また順位賞はシルビア代表の今井様のご協力により
順位賞に加え当日賞、賞漏れ賞等多数ございます!!
シルビアボウリングクラブもしくは、友の会会員の
方ならどなたでも参加出来ますので奮ってご参加下さい!!

また、今大会で優勝された方は次回開催時の
招待選手となりますのでよろしくお願い致します!!

● ○ ○ ●
● ○ ●

● ●
●


