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更に!!
日程を変更する場合も御座います。

1日・8日・15日・22日

金曜日　16:30スタート

好評に尽き復活致します!!

お使いのマイボールの状態はいかがでしょう？

通常のオイル抜きに加え活性剤を混入させることで

いつもより曲がりもピンアクションも復活!!

WAVE MAGIC

開催日
平成30年 12月28日 （金）
PM8:00スタート
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・お礼の気持ち

個人戦　4ゲーム
多数のご参加をお待ちしております。

男性　210ベースの８０％

月曜日　13:30スタート
松村プロボウリング道場の日程

　アベレージより算出致します(MAX100)

珍しいフリー参加のリーグ戦です!!

3日・10日・17日

競技方法　※対戦は全て高橋プロとなります。
※お休みの際のブラインド料は頂きません。

女性・60歳以上の男性　100％で算出

④各週のHDCP込HG・HSトップ賞で1ポイント

①各ゲーム高橋プロのスコアに勝利で1ポイント
②HDCP込トータルピンで勝利すると1ポイント

　※お一人1回までと致します。

③各週参加すると１ポイント

※各クール初参加の場合はオフィシャル

　　　　　個人戦3ゲーム　アメリカン方式

あと1か月、最後までしっかり勤めあげたいと思いますので

どうぞよろしくお願いいたします。

皆様に愛され続けてきたオリスタのボウリング娘が
卒業することになりました。大勢の皆様で盛大に
送り出して頂きたいと思います‼

感謝してもしきれません。

様な動きを魅せるボールです‼

プロショップ得々情報

平成30年11月1日～平成30年12月31日まで

【WAVE MAGIC】キャンペーン!!

オイル抜き割引券をお持ちの場合は金額分割引(最大1500円引き)

オイル抜き　⇒　1,500円（30分）
活性剤混入　⇒　3,240円（オイル抜き＋活性剤混入）

今なら活性剤混入を 500円引き!!

今月のハイスポのボールの中では

リボルトハボックに近い強さがあり

シリーズ特有の継続性を兼ねてます‼

1,350円(友の会・登録制)

水曜日　16:00スタート

土曜日　16:00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！

金曜日　15:00スタート

7日・14日・21日・28日

7日・14日・21日

5日・12日・26日

参加希望の方は必ず事前に松村プロにご連絡下さい。

受講はすべて４ゲーム（約１時間程度）、1回１，３００円

今月のレッスン会の日程

融合することでオイルを切り裂く
最強の表面素材に最高のコアが

ネクサス・フュージョンΩ(Brunswick社)

エターナルドミネーション(STROM社)

安定性に優れた動きが魅力的‼

一番転がりが良い数値が出ております。
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ウェブ(HAMMER社)

月に1度のご来場でもお得‼

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！

2019年度友の会会員新規受付中!!

２フロア４８レーン・駐車場80台完備
喫茶【ＪACK ＆ ＪｉＬＬ】・卓球・ビリヤード

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

リアクションが出やすい表面素材と

参加費　　1,800円(友の会)／週

PM８：００スタート
ロイヤル・リボルト(MOTIV社)

多数ございます！どなたでも気軽に参加出来ますので

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

人気シリーズなのでお早めに‼

2,600円（友の会）

コアの形状が安定した性能を
発揮するボールです‼

（土）12月15日

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!!

たっていました。

この度、私、楠原早代里は平成最後の
年末をもちまして折尾スターレーンを
卒業する事になりました。

まだまだピチピチだった22才にアルバイトと
して採用していただいてから気がつけば15年も

友の会会員の皆様には本当にお世話になりました。

2018年度

イヤリーフェスティバル

オールメンバー部門
今年も3部門に分かれ順位を決定致します。
また各部門で規定ゲーム数達成者の中で9ゲームの

ゲーム料金割引やボウリング用品割引、

今大会は通常の順位賞に加え当日賞・賞漏れ賞等

800×600

ＮＥＷプロショップ便り

土曜日　　　　　　　ＡＭ９：００～ＡＭ１：００

【営業時間】
月曜日～金曜日　ＡＭ９：３０～ＡＭ０：００

北九州市八幡西区折尾５－１－５
〒８０７－０８２５

当店お買い上げの会員価格はグリップ・ソリッド込みの金額です!!

第186回シルビア月例会

AM９：３０スタート
2018年度友の会会員の方
5,000円（パーティー費込み）
オフィシャルHDCP

開催日
平成30年 12月23日 (日)

トータルピンスクラッチ第1位の方にはチャンピオン

ユニホームを進呈致します。
尚、ゲーム終了後は盛大に表彰パーティーを行います。

抽選賞も多数準備しておりますので年末の締めくくりと

して奮ってご参加ください!!

12月1日より受付を開始致します。尚、受付用紙に
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。

※3ゲーム毎に右へ２BOX目に移動
個人戦９ゲーム（3ゲーム毎レーン移動)

部門別表彰
優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛賞・BB賞・HG賞

AM１０：００スタート
PM　１：３０スタート

平成30年 12月19日 (水)

平成30年 12月20日 (木)

年末恒例イベント!!

オリスタボウリングフェスティバル
当日はプロボウラーも一緒に参加致します。皆様で
楽しい時間を過ごしましょう！パーティーでは多数の

抽選賞もご用意致しております‼

行います‼プロボウラーのレーン攻略方法など
じっくり観察しながら楽しい18ゲームを過ごしましょう‼

開催日 12月30日 (日)

年末恒例

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‼
更に‼今年は、【宮城鈴菜プロ】をゲストに迎え

男女HG・各シリーズHG賞・HS賞
シリーズ毎にプロの勝利者賞がございます‼

6ゲーム・１２ゲーム終了後に小休憩を設けます。
その際に軽食を準備致しております。
先着48名(BOX4名)にて締切とさせて頂きます。

PM７：00スタート
9,000円（友の会）
スターレーン制定年齢性別HDCP
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

オープンボウリングツアー優勝などの
成績が認められ、2009年にプロ入り。
女子プロでは史上4人目となる実技テスト免除である。

スタッフと役員とともに・・・

尚、一般の受付は12月16日(日)より行います。
～宮城鈴菜プロパーソナルデータ～

宮城鈴菜（みやぎすずな）
№449(42期生)

ナショナルチーム時代にDHCレディース

個人戦３ゲーム（オフィシャルＨＤＣP使用）

ベーカー戦４ゲーム（専用ＨＤＣP使用）

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）

【開催日】 12月16日 (日)
ＰＭ　７：００スタート

楠原係員　10ピン　堀係員　1ピン
12月3日(月)より受付を開始致します。

お知らせ
皆様に愛され15年…今年オリスタを卒業します(*'▽')

楠原早代里係員

送別ボウリング大会

【和田会長】【手柴相談役】チームも参加致します!!
今回のスタッフＨＤＣＰ（一部移動制となっております）

松村プロ　0ピン　高橋プロ　0ピン　大塚課長　30ピン

池崎チーフ　24ピン　古藤課長　1ピン　中津係長　8ピン 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

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

大奉仕祭りトーナメント
年末の恒例トーナメントとなりました【大奉仕祭り
トーナメント】を開催致します‼
今年は少し早めの朝バージョン・年末恒例の夜
バージョンと2部構成で行います‼

開催日
平成30年 12月24日 （月・祝）

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。

AM10:00スタート

開催日
平成30年 12月29日 （土）
PM8:00スタート
2,500円（友の会）
個人戦　4ゲーム
優勝～第5位・第7位・第10位


