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特別賞
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HDCP
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時間
内容
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　Ⅰ　

開催日
定価 49,500円 (税抜)

時間 時間 会員価格 33,000円 (税込)
参加費 参加費 　Ⅱ　

表彰
ＨＤＣＰ
内容

定価 46,000円 (税抜)
会員価格 35,000円 (税込)

　Ⅲ　

定価 52,000円 (税抜)
会員価格 34,000円 (税込)

　Ⅳ　

定価 46,000円 (税抜)
会員価格 30,000円 (税込)

開催日

時間 午前の部
松村プロ 午後の部

参加費
内容

高橋プロ HDCP

表彰 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

優勝・以下１０飛賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞(予選対象)

基本に帰ろう!

よく覚えていない方の為にどうしたらファールをしないか？

立ち位置どこだっけ？と思い出しましょう!

その他の方はオフィシャルアベレージより算出

平成27年　12月25日（金）

２，１００円（パーティー費込）
個人戦　３G

多数のご参加をお待ちしております!!
年末恒例イベント‼

オリスタボウリングフェスティバル
開催のお知らせ

平成27年　12月24日（木）

AM１０：００スタート

画像

エボナイト社の最強のカバーと
Oneが最強マッチしました！
ピン前でのキレが鋭くなりました！

ヴァーチャルツアーS(STORM社)

更にキャッチ力が加わっています！

PM　１：３０スタート

勝ち上がり１名で決勝戦を行い勝利された方が

優勝となります!!

オフィシャルＨＤＣＰ使用
予選４ゲーム＋決勝シュートアウト
予選４ゲームの２位通過～５位通過者の
４名で１ゲームマッチを行い、上位１名が

決勝へ通過となります。予選トップ通過と

ＡＭ１０：００スタート
２，７００円（友の会会員）

大会開催のお知らせ

ＮＥＷボール獲得トーナメント
ＮＥＷボールがあなたの手に!!

２５名以上の参加でお好きなＮＥＷボールがお選び
頂けます!!（２４名以下の場合は指定のボールになります）

開催日

BB賞・HG賞 先着48名(BOX4名)にて締切とさせて頂きますので
ご希望の方はお早目にお名前をご記入下さい。

多数のご参加をお待ちしております。 尚、一般の受付は12月23日(水)より行います。

平成27年 12月23日 (水・祝)

個人戦　4ゲーム 優勝者にはNEWボールを進呈‼
2,700円(友の会) 6ゲーム・１２ゲーム終了後に小休憩を設けます。
優勝～第5位・第7位・第10位・以下5飛賞 その際に軽食を準備致しております。

開催日 平成27年12月24日 (木)
個人戦18ゲーム(3ゲーム毎にレーン移動)
優勝～第5位・第7位・第10位・以下5飛賞

PM８：３０スタート 男女HG・各シリーズHG賞・HS賞

今年はクリスマスイブに行うので見事ゲットしたら PM７：00スタート
ご家族のヒーローになれる大チャンスです‼ 9,000円（友の会）
どうぞ奮ってご参加下さい‼ スターレーン制定年齢性別HDCP

年忘れ フルマラソントーナメント
今年も来ました‼恒例のフルマラソントーナメント‼

今年の投げ納めに完走目指してご参加下さい‼
写真はイメージです。

開催日 平成27年12月30日 (水)毎年恒例のクリスマスケーキ争奪大会を行います‼

Xmasケーキ争奪大会 一般・シニア(60歳以上男性)・レディースと表記が
御座いますので該当する部門にご記入ください。
多数のご参加を心よりお待ちしております。

年末恒例

12月1日（火）より受付を開始致します。 最上位者にチャンピオンユニホームを
毎年恒例 進呈致します。

お菓子の広場　いしむら杯 12月1日より受付を開始致します。尚、受付用紙に

開催日 平成27年12月27日 （日）トータル２８ゲームにて順位を決定

手嶋課長　０ピン　大塚課長　30ピン 優勝～第5位・第7位・第10位
池崎課長　20ピン　中津係長　11ピン 以下5飛賞・BB賞・HG賞
楠原係員　12ピン　葛原係員　0ピン 規定ゲーム数達成者で各部門のスクラッチ

【和田会長】【田辺役員】チームが参加致します!! オフィシャルHDCP
今回のスタッフＨＤＣＰ（一部移動制となっております） 個人戦９ゲーム（3ゲーム毎レーン移動)
有村支配人　5ピン　松村プロ・高橋プロ　０ピン 各部門ともに

【開催日】
今年度のフェスティバルも【一般】【シニア】【レディース】

と、3部門で盛大に開催致します。表彰も部門別に
ＰＭ　７：００スタート 行いますのでたくさんの方に賞品が貰える大チャンス！
平成27年 12月20日 (日)

スタッフと役員とともに・・・
2015年度　

ボウリングフェスティバル
２ヶ月に１度の祭典の【スタッフと役員とともに・・・】を開催

オールメンバー部門致します!!大勢で楽しい時間を過ごしましょう!!

送りましょう!

画像

前作より走りを強化し、ブレーク

ポイントで曲がり始めますが
更にピン前でキレる感じがします!

オイルゾーンでの走りとピン
アクションは高評価!

オリスタボウリング豆知識

初めて教室に参加した時の事を覚えていますか？
皆さんの助走ポイント(立ち位置)を決めましたよね？
これはファールをしない様にするためです。

みんなでルールを守って楽しいボウリングライフを

ゼフィロス(Brunswick社)

画像

女性には特にお勧めの新作です!

アプローチ(ファール)編

日程を変更する場合も御座います。

ボウリングレッスン・マイボール調整
ボウリングレッスンをしながらお使いの

まずは基本に返り綺麗なフォーム作り。

１チーム８人制（内、１名はスタッフが入ります) また終了後はパーティーを行います‼抽選賞も多数
個人戦３ゲーム（オフィシャルＨＤＣP使用） 御座いますので奮ってご参加下さい‼

継続出来る方にはレベルアップの為の
個別の教え方も行います‼

マイボールの指穴の調整も行います‼

ボウリングレッスン

リーグ参加者はリーグHDCP

第150回シルビア月例会

多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

優勝～第３位・第５位・ＢＢ賞・賞漏賞 AM９：３０スタート
チームＨＧ賞（ベーカー方式のみ） 2015年度友の会会員の方
2,500円（友の会） 5,000円（パーティー費込み）

ペーカー戦４ゲーム（専用ＨＤＣP使用）

ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

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

〒８０７－０８２５
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

アミューズメント施設多数・・・

2015. 12
VOL.521

2016年度新規友の会会員募集中‼

月に1度以上ご来店されるなら超お得‼

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!!

受講はすべて４ゲーム、1回１，３００円です。

PM８：００スタート
2,600円（友の会）

平成27年12月19日（土）

今月のレッスン会の日程

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

スタッフまでお申し付け下さい!!

限定発売です!

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

アキュライン・プレミアム2015(ABS社)

画像

基本的な事は変えずカバーストックに

レジェンドワン・スーパープレミアム(EBONITE社)

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！！

ＮＥＷプロショップ便り

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

日 月 火 水 木 土

1 2 3 5

16：00～ 16：00～ 15：00～ 16：30～ 16：00～

松村プロ 松村プロ 松村プロ 高橋プロ 高橋プロ

6 7 8 9 10 12

16：00～ 16：00～ 15：00～ 16：30～ 16：00～

松村プロ 松村プロ 松村プロ 高橋プロ 高橋プロ

13 14 15 16 17 19

16：00～ 16：00～ 15：00～ 16：30～

松村プロ 松村プロ 松村プロ 高橋プロ

20 21 22 23 24 26

16：00～ 15：00～ 16：30～ 16：00～

松村プロ 松村プロ 高橋プロ 高橋プロ

27 28 29 30 31

11

18

25

金

4

2歩目 4歩目
1歩目 3歩目 プラス1足分

フ

ァ
―

ル
ラ
イ
ン

アプローチ
①ファールラインを背にしてカカトをファールラインにつけます。

②そのまま自分の助走の歩数分、軽く大股で歩きます。
※4歩の人は4歩分です。

③歩数分歩いたら靴を1足分足して回れ右！します。
(左に回ってもいいです。）

④その位置があなたの基本的なスタンディングポジションです。

予選
５位通過

優勝!!
ＮＥＷボール獲得!!

予選
1位通過

予選
２位通過

予選
３位通過

予選
４位通過


