
主催
後援

平成28年

会場

懇親会場

競技 1日目 シングルス戦 6ゲーム
2日目 ダブルス戦

HDCP
開催日 平成28年

時間
内容
料金
表彰 表彰 シングルス戦

ダブルス戦

競技内容
選手受付 13:00
開会式 13:10
前半3ゲーム

後半3ゲーム

懇親パーティー

開催日 選手集合 8:30
時間 前半3ゲーム

料金 後半3ゲーム

内容 表彰式・閉会式

表彰

　Ⅰ　

開催日
定価 48,000円 (税抜)

時間 会員価格 33,000円 (税込)
参加費 　Ⅱ　

開催日 平成28年 定価 51,000円 (税抜)
時間 会員価格 34,000円 (税込)
内容 　Ⅲ　
料金
表彰

特別賞 定価 49,000円 (税抜)
開催日 平成28年 会員価格 32,000円 (税込)
参加費 　Ⅳ　
時間
内容
表彰

定価 40,000円 (税抜)
会員価格 27,000円 (税込)

開催曜日
日程
参加費

松村プロ

高橋プロ

なぜ起こるのか？

9:00～10:30(BOX2-2)
10:45～12:15
12:30～13:10

折尾スターレーンより多数の選手が参加致します‼

増田誠司さん　　奥田茂美さん　　西田剛さん

『増田誠司さん』がパーフェクトゲームをまた4ゲーム目に

『奥田茂美さん』がパーフェクトゲームを見事達成、
更に平成28年2月11日に行われた【Ｃｏｃｏ壱カップ】

におきまして1ゲーム目に『西田剛さん』がパーフェクトゲーム

を見事達成致しました‼
3名の素晴らしい成績を記念としてお祝い大会を開催

させて頂きます。
大勢で祝って頂きたいと思いますので奮ってご参加下さい‼

3月27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
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。

TEL098-866-7977

6ゲーム(チーム12ゲーム)

スターレーン制定年齢性別HDCP

九州スターレーン会
全国スターレーン経営者協議会

サラダボウル(沖縄県)

3月12日(土)13日(日)開催日

〒900-0037
沖縄県那覇市辻3-4-1

ピンが倒れたり残ったりしますがそれもまた面白さです‼

アミューズメント施設多数・・・

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

3
VOL.524

月に1度以上のご来店があるならとってもお得‼

1日目(3月12日・シングルス戦)

優勝～第5位・HG賞(HDCP込み)

優勝～第5位・HG賞(HDCP込み)

19:00～21:00

13:30～15:00(BOX2-2)
15:45～17:15

各自ホテルチェックイン

色んなことを楽しみましょう‼

ボールのポケットへの入射角度などによりピンアクションが変わり

オレンジ色の➡の様に飛んでしまうと⑩ピンタップです。

大よそのタップ理由は上記の様に考えられます。
しかしそうは行かないのがボウリングです。色んなパターンで

参加選手の健闘をご祈念致します。

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

珍しい(!?)大会のお知らせ
光商事杯

ボウリングを語っていますが果たして腕の方は
ついてくるのでしょうか？(笑)皆様とは一緒に投げれる

機会が中々ありませんので是非ご参加の程よろしく

スタート前に皆様の卓上に専用の記入用紙を

おいています。コチラに今日の中津係員の

複数名の場合は当たった方の中から抽選
致します。また該当者がいない場合には
全員より抽選いたします。
用紙は１Ｇ目終了後回収致します。

皆様のご参加をお待ちしております‼

実は本当なのです。
赤い●がボール

以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・勝利者賞

中津宏章チャレンジマッチ
この度営業社員『中津宏章』のチャレンジマッチを
開催させて頂きます。普段よく喋っており、偉そうに

パーフェクト達成記念お祝い大会

カットライントーナメント
今大会は1ゲーム毎にポイント券の獲得チャンス!!
予め設定されたカットライン人数分、1ゲーム毎に
賞品が貰えちゃいます‼
獲得者のスコアは全てハンディキャップ込の
各ゲームのスコアとなります。
また獲得者数は場内掲示致しますのでご確認を
お願い致します。

第153回シルビア月例会

皆様のご参加をお待ちしております。

PM8:00スタート
2,700円(友の会)
個人戦4ゲーム

おります。普段は中々一緒に
投げれる機会が少ないですが
皆様と楽しい時間を過ごしたい
と思いますので、ご参加の程よろしくお願い致します。

平成28年3月20日(日)

優勝～第5位・第7位・第10位

お願い致します‼
また今回は【光商事様】の冠大会となります。

3月21日 (月・祝)
ＡＭ10:00スタート
個人戦4ゲーム※スタッフのみ１Ｇ毎に移動

2,700円(友の会)
優勝～第5位・第7位・第10位

日程を変更する場合も御座います。
12日・19日・26日

金曜日　16:30スタート
4日・11日・18日・25日
土曜日　16:00スタート

4日・11日・18日・25日

オリスタボウリング豆知識

デリリアム・ショック(COLUMBIA300社)

画像

今作はソリッドカバーにより

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！

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・10日・17日・24日・31日
木曜日　16:00スタート

ので、重ねてご案内致します。

尚、更新手続きはスターレーンクラブのポイントも利用

可能です。契約期間内にお早目の更新手続きを
お願い致します。

本格的な豆知識編①（右利きの場合）

スコアを予想し、ピッタリ当たった方には

レジェンドスター社のボールをプレゼント‼

水曜日　16:00スタート
2日・9日・16日・23日・30日

価格以上のパフォーマンスが期待できます‼

7日・14日・28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

今まで以上にオイルをキャッチします‼個人戦４ゲーム

皆様のご参加をお待ちしております。

ストライクの際にポケットに入ったボールが直接
当たって倒すピンの数は実は4本しかない。
これは本当なのでしょうか？

PM８：００スタート

レンタルロッカー契約の皆様へ
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

通常表彰無し

ございます。この度レンタルロッカーの契約更新期が

近づいておりますのでご案内致します。
また今年度の契約更新より一部料金の改定がございます

ＮＥＷプロショップ便り

ドラスティックフュージョン(EBONITE社)

生み出します‼

最新テクノロジーで開発された
一押しのボールです‼

フェイズ(STORM社)

画像

あのニルバーナに搭載したカバー

画像

強力なフックポテンシャルを秘めた

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!!

オーラ・ECS(Brunswick社)

第19回九州スターレーン親善大会

新コアと新カバー採用の第1弾です‼

対象コアとは思えないキレを

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

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

を使い、抜群の安定感のコアを
使う事で最強のボールが誕生しました‼

画像

2016.

〒８０７－０８２５

TEL098－869-0204／FAX098-869-0229

沖縄の台所ぱいかじ　沖縄那覇　上之屋店

〒900-0011
沖縄県那覇市上之屋1-1-7

黒い➡がボールの動き
水色の➡はピンアクション

となっています。

では皆様が嫌がる⑩ピン

2日目(3月13日・ダブルス戦)

この度平成28年2月7日に行われた【ロールケーキ
争奪大会～マキマキ屋編～】におきまして3ゲーム目に

有村村支配人着任記念大会
折尾スターレーンに着任し
早いもので3年が経ちます。
皆様の温かいご指導、ご支援の

おかげと思い、深く感謝して

以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

各ゲームの獲得賞品のみとなります。

２，７００円（友の会）

PM８：００スタート
2,600円（友の会）

3月5日 (土)

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

平成28年3月19日（土）

スタッフまでお申し付け下さい!!

Ｓサイズ Ｍサイズ Ｌサイズ

シングル ダブル トリプル

3,900円 5,160円 6,480円

(325円／月) (430円／月) (540円／月)

最上段割引 3,300円 3,960円 5,280円

(3段以上ものに限る) (275円／月) (330円／月) (440円／月)

通常 ①

⑩

④ ⑤ ⑥

② ③

⑦ ⑧ ⑨


