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通し券

開催日 平成28年 (土)
時間 特別賞①

料金
内容

特別賞②
表彰

　Ⅰ　

開催日 開催日
時間 定価 49,500円 (税抜)

時間 会員価格 32,000円 (税込)
参加費 　Ⅱ　

参加資格
参加費

内容 定価 49,000円 (税抜)
表彰 会員価格 32,000円 (税込)

　Ⅲ　

定価 43,000円 (税抜)
会員価格 29,000円 (税込)

開催日 平成28年 　Ⅳ　
時間
料金
表彰

定価 44,000円 (税抜)
会員価格 30,000円 (税込)

開催曜日
日程
参加費

松村プロ

平成28年

時間
高橋プロ 内容

料金
表彰

綺麗な状態を保ちましょう。
②オイル抜きをしよう。

ボール内に浸透することで曲りが悪くなる・ピンアクションの

低下などが起こります。ではパフォーマンスを維持するには…

①ボールクリーナを使おう。

マイボールの手入れ方法
今月はお持ちのマイボールについてご案内致します。
レーンの中にはレーンの保護を目的の一つとしたオイルが

塗られています。ボールはその中を転がるのでボールに

オイルがついてきます。目に見えない表面のオイルが

表面には見える汚れ・見えない汚れがあります。

大会開催のお知らせ

スタッフノックアウト
チャレンジマッチ

今年もやります‼今年は【有村支配人】・【中津係長】

【手嶋課長】の3名が皆様とご一緒させて頂きます。

恒例の特別賞も準備しております‼

1月2日

第1弾　～有村茂樹支配人の巻～

ＰＭ 1:00スタート

18日・25日
月曜日　13:30スタート

1,350円(友の会・登録制)

松村プロボウリング道場の日程

選手権】にて第8位となる見事な成績を残した阪本プロと

楽しい時間を過ごしましょう‼

1月11日

個人戦6ゲーム
※プロは１Ｇ毎にレーン移動
※アマチュアはレーン移動無し
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・その他

AM10:00スタート
3,700円（友の会）

皆様のご参加をお待ちしております‼

【第2部】　PM7:00

1月30日
【第1部】　PM2:00

2,700円（友の会）
個人戦4ゲーム
※プロは１Ｇ毎にレーン移動
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・その他

※一般の受付は1月10日からとなります。

大会開催のお知らせ

ルーキープロチャレンジマッチ
この度【第48回女子プロボウラー

資格取得テスト】におきまして

見事合格を果たしました
【阪本 彩プロ】のチャレンジマッチを

開催致します‼
先日行われた【HANDA CUP
第47回全日本女子プロボウリング

1
VOL.522

この機会を見逃すな‼

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

IQツアー30(STORM社)

画像

名作と名高い【IQツアー】が

画像

見た目以上にアグレッシブな

ボウリング　ＡＭ9:30スタート
パーティー　ＰＭ12:00頃スタート

（ボウリング終了次第）
折尾スターレーンクラブ会員の方
ボウリング＆パーティー　3,700円
パーティーのみ　　　　　1,700円
個人戦4ゲーム
優勝～第5位・第7位・第10位

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!!

PM８：００スタート
2,600円（友の会）

平成28年1月16日（土）

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

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

7日・14日・21日・28日
金曜日　15:00スタート

今月のレッスン会の日程
受講はすべて４ゲーム、1回１，３００円です。
初心者も大歓迎です！お気軽にご参加ください！

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

参加希望の方は必ず事前に松村プロにご連絡下さい。

ＡＭ10:00スタート

2016.

〒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・・・

第2弾　～中津宏章の巻～

1月1日

1月4日 (月)

皆様のご参加をお待ちしております。

第1弾のスタートまで販売致します。
各開催の受付時に抽選券をお渡し致します。

第3弾の表彰式終了後抽選会を行います。

後半用には欠かせない品です‼

日程を変更する場合も御座います。
9日・16日・23日

金曜日　16:30スタート
8日・15日・22日・29日
土曜日　16:00スタート

8日・15日・22日・29日

オリスタボウリング豆知識

オクタン・バーン(MOTIV社)

画像

表面を細かく仕上げているので

画像

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・その他

2,700円(友の会)

水曜日　16:00スタート
6日・13日・20日・27日
木曜日　16:00スタート

今年も折尾スターレーンを

新年明けましておめでとうございます！

よろしくお願い致します!!

各開催でスタッフに勝利した方に勝利
ポイントを付与致します。最高ポイント
獲得者の中のＨＤＣＰ込最高得点者1名に
ＮＥＷボールをプレゼント致します‼

ＮＥＷプロショップ便り

女性の方には特にお勧めです‼

お手元の抽選番号が見事一致した方に
ＮＥＷボールをプレゼント致します‼

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・勝利者賞
2,700円／回（友の会）
通常3回分　8,100円が…

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！！

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

ウォーリアーエリート(EBONITE社)
新年のご挨拶に是非ご参加下さい‼

女性にはお勧めです‼

ＡＭ10:00スタート

謹 賀 新 年
旧年中は格別のお引き立てを賜り厚くお礼を
申し上げます。本年も一層のサービスの向上に励み
スタッフ一同誠心誠意、努める所存でございます。
何卒、本年も倍旧のご支援の程よろしく
お願い申し上げます。

2016年　元旦　折尾スターレーン
支配人　有村　茂樹

スタッフ一同

第3弾　～手嶋正吾プロの巻～

ＡＭ10:00スタート

1月3日

大会開催のお知らせ

2016年度 友の会新年会
新年度、折尾スターレーン友の会会員の初顔合わせ、

奥でのキレが投げる人を魅了する

今年最高の傑作です‼

Cシステムバルサマックスツアー(Brunswick社)

30周年記念の限定として復活‼

第23戦に見事優勝を果たして
おります‼今回は2部開催致し
ますので奮ってご参加下さい‼浅田プロと楽しい

高橋プロは初投げ(?)になります

2016年の初めの女子プロの
チャレンジマッチを開催致します。

ので勝利者賞の大チャンス‼
皆様奮ってご参加下さい‼高橋プロと

楽しい時間を過ごしましょう‼

平成28年1月10日（日）

大会開催のお知らせ

パーフェクト記念お祝い大会

抜群の安定感・転がりを誇る
名作の復活です‼ハイレブボウラーや

※一般の受付は1月3日からとなります。
皆様のご参加をお待ちしております‼

以下5飛賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞
表彰パーティーの際に2015年度折尾スターレーン
年間表彰を行います。

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
新春　高橋美貴プロ

初顔合わせチャレンジマッチ

第151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

大会開催のお知らせ

浅田梨奈プロチャレンジマッチ

スタッフまでお申し付け下さい!!

7,500円 となります‼

この度㈱イースタンスポーツ所属

時間を過ごしましょう‼

【浅田梨奈プロ】のチャレンジ

マッチを開催致します。
アマチュアの頃より輝かしい
成績を残し『P☆リーグ』では

頂きます‼

1月24日 (日)開催日
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

米田久美さん　　山口章さん　　中田俊澄さん
この度11月16日に行われた【第57回BML19週目】に

おきまして『米田久美さん』が公認第186号となる
パーフェクトゲームを、また11月30日に行われた
【第57回BML第21週目】に『山口章さん』が公認
第187号となるパーフェクトゲームを、更に
12月7日に行われた【第57回BML第22週目】に
『中田俊澄さん』が自身初となる公認第188号となる

パーフェクトゲームを見事達成致しました‼
3名の見事な功績を称えお祝い大会を開催させて

内部に浸透したオイルを抜いて綺麗に良い状態を保つ
事で、工程前よりもパフォーマンスは復活致します。
完全には復活しないので定期的に行う事をお勧め致します。

③表面加工をしてみよう
表面は非常に細かい目で仕上がっています。レーンとの

摩擦でその目が無くなるのでこちらも定期的に
行う事でパフォーマンスを維持する事が出来ます。

以下5飛賞・BB賞・HG賞
皆様のご参加をお待ちしております。


