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鈴木さんをみんなでお祝いしましょう‼

平成27年1月25日（日）
ＰＭ8:00スタート
2,600円（友の会）
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

パーティー　ＰＭ12:00頃スタート

ＡＭ10:00スタート
2,700円（友の会）

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

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。
大会開催のお知らせ

パーフェクト記念お祝い大会
折尾スターレーン友の会会員最多数達成‼‼

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。

平成26年11月15日（土）に行われました
【サタデートーナメント】にて折尾の最強
レフティーと名高い【鈴木良二さん】が
公認第166号、自身センターでは
【12回目】となるパーフェクトゲームを

ＡＭ10:00スタート

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
2015年の初めの女子プロチャレンジマッチを開催
致します。是非ご参加下さい。

平成27年1月4日（日）

長年の経験と結果に相応しい実力を兼ね備えた

友の会会員の皆様へ

（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
以下5飛賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

表彰パーティーの際に2014年度折尾スターレーン
年間表彰を行います。

大会開催のお知らせ

2015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、
新年のご挨拶に是非ご参加下さい‼

平成27年1月11日（日）
ボウリング　ＡＭ9:30スタート

個人戦6ゲーム
プロボウラーは１Ｇ毎移動致します。
アマチュアはレーン移動は
ございません。
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞
勝利者賞・その他

榎大成プロ 勝間田翔プロ
～プロフィール紹介～

為せば成る

取得テスト】にて見事合格を果たしました
【榎 大成プロ】と【勝間田 翔プロ】のチャレンジ
マッチを開催致します‼
折尾でも顔なじみの【榎プロ】と根っからの北九州
市民の【勝間田プロ】と楽しい時間を過ごしましょう‼

平成27年1月12日（月・祝）

3,700円（友の会）昼食付

大会開催のお知らせ

モーニングスタッフチャレンジ
当店の人気アルバイトスタッフ【楠原早代里】と
【葛原康介】のチャレンジマッチを毎月開催
しております‼皆さんで楽しい時間を過ごし
ましょう‼

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

鹿児島県 福岡県
№1341 №1332

1986年6月5日 1988年6月15日
右投げ 右投げ

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。

2015年　元旦　折尾スターレーン
支配人　有村　茂樹

スタッフ一同

大会開催のお知らせ

ルーキープロチャレンジマッチ

榎　大成プロ 勝間田　翔プロ
この度今年度の【第53回男子プロボウラー資格

会員価格　29,000円（税込）

画像
定価　46,000円（税抜き）
会員価格　28,000円（税込）

２，６００円（友の会）

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

勝利者賞

個人戦4ゲーム
2,300円（友の会）
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

２フロア４８レーン・駐車場１５０台完備

アミューズメント施設多数・・・
喫茶【Ｊａｃｋ ＆ ＪｉＬＬ】・卓球・ビリヤード

9日・16日・23日・30日
16:00～　担当：高橋美貴プロ

16:00～　担当：松村伊津子プロ
8日・15日・22日・29日
15:00～　担当：松村伊津子プロ

第１３9回シルビア月例会

PM８：００スタート

1月開講のお知らせ
～折尾スターレーン所属プロによるレッスン会～

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!!

16:30～　担当：高橋美貴プロ

7日・14日・21日・28日
16:00～　担当：松村伊津子プロ

開催日 平成２７年１月17日（土）

日曜日＆祭日　　ＡＭ９：００～ＡＭ０：００

ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

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。

フォルテラ・イントリーグ（Brunswick社）

画像
シリーズ初のパールカバーを使用。

ボウラーを魅了致します‼
定価　51,000円（税抜き）
会員価格　31,000円（税込）

定価　49,500円（税抜き）

多種多様なレイアウトに対応できる

バッドアスムーブ（ＨＡＭＭＥＲ社）

会員価格　30,000円（税込）
オプティマスX（STORM社）

表示価格です‼新しい年には新しい気持ち、そして

画像

定価　43,000円（税抜き）

ノック・ダウン（COLUMBIA300社）

ることで、強烈に切れ込みます‼

シリーズ第3弾は容易にスキッドし
ブレークポイントでの激しいキレが

会員価格　30,000円（税込）

画像

バーチャルストライクⅤ（STORM社）
久富プロ一押しボール

賞品の値上げ等によりこの度価格改定をせざるを得なく

なりました。皆様にはご迷惑をおかけ致しますが何卒

ご理解、ご協力をお願い致します。
折尾スターレーン　支配人

平素より折尾スターレーンをご愛顧頂き、誠に
ありがとうございます。昨年度からの増税の影響に
負けない様、営業努力して参りましたが度重なる

スキッドスナップ系のボールに
定評と実績を兼ねたカバーを合わせ

ピン前でちょっと曲がって欲しい人

特にお勧めの逸品です‼

新年のバーゲンは【福袋セール】を行います‼
ボール【中身】とバック【袋】が一緒についてきての

コアが前作よりパワーアップしています‼

スピードがない方や高回転の方には

最後まで持続した曲りを演出します‼

会員価格　27,000円（税込）

大ヒット作第2弾の登場です‼

画像
定価　47,000円（税抜き）

画像

新開発されたカバーはシリーズでも
最強に強くしっかりとした転がりで

サルート（ＥＢＯＮＩＴＥ社）

定価　49,500円（税抜き）

走りが強化された分キレも倍増‼
勝利のストライクを決めよう‼※開催時間を変更致します。

受付は当日フロントにて行います。
プロのレッスンでアベレージアップしよう‼

17日・24日・31日

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、

VOL.510

今年も折尾スターレーンを

2015．1

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!!

ロッカー契約料割引など、特典盛りだくさん！！

〒８０７－０８２５

新しい道具で心機一転今年も一年頑張ろう‼

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

プロショップ福袋バーゲン実
施!!

ポジティブ

皆様の多数のご参加をお待ちしております。

各開催の受付時に抽選用紙をお渡し致します。

第3弾の表彰式終了後抽選会を行います。

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‼
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

ＰＭ 1:00スタート
第2弾　～手嶋正吾の巻～

平成27年 1月2日（金）

平成27年1月10日（土）
ＡＭ10:00スタート

～楠原早代里の巻～

～葛原康介の巻～
平成27年1月24日（土）
ＡＭ10:00スタート

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…

7,500円 となります‼
第1弾のスタートまで販売致します。

ＡＭ10:00スタート

ＡＭ10:00スタート

第3弾　～久富浩義プロの巻～
平成27年 1月3日（土）

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‼

今年もやります‼今年は【有村支配人】・【手嶋課長】

【久富プロ】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‼

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

第1弾　～有村茂樹支配人の巻～
平成27年 1月1日（木・元旦）


