
【開催日】 2020年 （日）
【時　間】

【参加資格】

【参加費】

【内　容】

【表　彰】

【開催日】 2020年 (水・祝)
【時　間】

【開催日】 2020年 (木)
【時　間】

【開催日】 2020年 (金)
【時　間】

【表　彰】

【料　金】

【通し券】

【開催日】 2020年

【時　間】 特別賞①

【料　金】

【内　容】 特別賞②

【表　彰】

2020年 【定　　価】 52,800円 (税込)

【時　間】 【会員価格】 31,700円 (税込)

【参加費】

【定　　価】 57,200円 (税込)

【会員価格】 33,700円 (税込)

【土曜日】 【開催日】 2020年
【日曜日】 【時　間】 【定　　価】 50,600円 (税込)

【内　容】 【会員価格】 31,200円 (税込)

【料　金】

【参加費】 【表　彰】

【定　　価】 54,780円 (税込)

【会員価格】 33,500円 (税込)

【開催曜日】

【日　程】

【参加費】

松村プロ

高橋プロ
通常

特別価格
友の会のみ

松村プロ
高橋プロ

　旧年中はひとかたならぬご厚情を頂き、厚く
御礼申し上げます
　本年もスタッフ一同サービス向上に向け
尽力して参ります　本年も変わらぬご愛顧を
賜りますようお願い申し上げます

通常３回分8,100円が

7,500円

受付期間　2020年1月1日～2020年2月29日まで

火・木
11:30～17:00(終了)

個人レッスン受付可能曜日
月・水・金

とにより、回復させることが出来ます。

10:00～18:00(終了)

レーン上にはオイルが塗られています。オイルがボールに付着し

吸収されるとボールリアクション、ピンアクションに悪影響を

及ぼします。ですので、ボールのパフォーマンスを維持するために

はオイル抜きが必要となります。さらに、実はボールの表面には

非常に細かい凹凸があり、レーンとの摩擦を調整しています。

この凹凸も使用することによりだんだん平らになり、パフォー

マンスに影響を与えます。この状態はボールの表面を削るこ

ハイブリッドの素材が軽快な走りと

1,900円＋550円＝2,450円
【オイル抜き】＋【表面加工・1工程】

2,000円!!
オイル抜き＋

表面加工(1工程)
加工はサンディング・ポリッシュどちらでも可

２工程以上の場合は追加料金となります(500円/回)

【競技方法】　※対戦は全て高橋プロとなります。

1月18日
スタッフまでお申し付け下さい!!

2,600円（友の会）

元気タマゴんトーナメント

【開催日】

　個人戦3ゲーム　アメリカン方式

6日・20日・27日

オイル抜き＋一手間加えてみよう!!

ということで、今回はいつものオイル抜きに表面加工作業を

皆様のご参加をお待ちしております。
★営業時間変更のご案内★

平素より折尾スターレーンをご利用頂き誠に
ありがとうございます。
2020年1月6日(月)よりボウリングの営業時間を
一部変更致します。

ＡＭ10:00スタート
個人戦4ゲーム

1月13日

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

※お休みの際のブラインド料は頂きません。

（土）
ＰＭ　8:00スタート

1,800円(友の会)／週

2020年1月25日 PM8:00スタート
2020年1月26日 PM2:00スタート

◆今月の開催日

ゲーム中のお楽しみ
各ゲームの偶数フレームに条件達成でタマゴをGET!!

一般男性
一般女性＆70歳以上男性

65歳以上の女性

ストライク
9本スペア以上のマーク
1投目に9本以上

12020.
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〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

表面素材で扱い易さが抜群!!

超限定モデルなのでご注文はお早めに!!

強く転がるコアと持続して曲がり続ける

強いコアが軽快な走り、転がりと

　　日曜日＆祭日　　ＡＭ９:００～ＰＭ１１:００
ＴＥＬ　０９３－６０１－３９００

ＮＥＷプロショップ便り

ロッカー契約料割引など、特典盛りだくさん！

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

ＦＡＸ　０９３－６０１－３９９９

ボルテックスV2(EBONITE社)

　　土曜日　　　　　ＡＭ９:００～ＡＭ０:００

800×600

★2020年度友の会会員新規受付中★

月に1度のご来場でもお得♪

ピン前の驚愕のキレを魅せます!!

　【営業時間】
　　月曜日～金曜日　ＡＭ９:００～ＰＭ１１:００
　　祭日前日　　　　各曜日OPEN～ＡＭ０:００

ゲーム料金割引やボウリング用品割引

シュア　ドミネーション(STORM社)

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199回シルビア月例会

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

ヘビー級のオイルも物ともしないコアに

安定した持続性のある曲がりを出す!!

プロショップ得々情報

今月のグループレッスン会の日程

月曜日　13:30スタート
松村プロ　ボウリング道場の日程

※日程は変更する場合もございます。

18日・25日

金曜日　16:30スタート

1,500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

金曜日　15:00スタート

10日・17日・24日・31日

10日・17日・24日・31日

8日・15日・22日・29日

珍しいフリー参加のリーグ戦です!!

受講はすべて４ゲーム（約１時間程度）1回1,500円

謹 賀 新 年

2020年　元旦　折尾スターレーン
支配人　寺田正知

スタッフ一同

加えてボールをリフレッシュさせてあげましょう♪

大きな曲がりが欲しい方には絶品!!

ギア・ゴリアテ(900GLOBAL社)

転がりと継続して曲がり続けるコアと

完売必至の安定感抜群のボールです!!

フリークエンシー・ハイブリッド(DV8社)

表面素材が絶妙にマッチしています!!

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【寺田支配人】・【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‼

第1弾　～寺田正知支配人の巻～

1月1日
ＰＭ 1:00スタート

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

第2弾　～中津宏章係長の巻～

1月2日
ＡＭ10:00スタート

第3弾　～手嶋正吾課長の巻～

1月3日
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）

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

表彰式の際に2019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

大会開催のお知らせ

2020年度 友の会新年会

1月12日
ボウリング　ＡＭ10:00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

優勝～第5位・第7位・第10位

ラーメンラッシュ!!

カラーピンＶチャレンジ
トーナメント

優勝～第5位・第7位・第10位
以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞・その他

多数のご参加をお待ちしております。

1月4日 (土)

ＡＭ10:00スタート

2,700円(友の会)

個人戦4ゲーム（プロは１Ｇ毎に移動）
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‼
皆様のご参加をお待ちしております。

となります‼
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。

以下5飛び賞・ＢＢ賞・ＨＧ賞

（月・祝）

新年、ボウリング仲間との

ございます!!

顔合わせ、ご挨拶に是非、
ご参加ください♪
表彰式時には多数の抽選賞も

折尾スターレーン

また各曜日夜のリーグ・大会に関しては
リーグ・大会終了後フロア営業が終了となります。

皆様の御理解と御協力をお願い致します。

【一般ボウリング営業】

2,700円(友の会)

今回はボウリング場オリジナルの

【ストライクラーメン】を使用し

大会を開催致します!!

各ゲーム中のどのフレームでも

いいので右図の●にカラーピンが

セットされた際に下記条件を

2020年初の女子プロボウラー
チャレンジマッチを開催致し
ます。日頃より皆様には
可愛がって頂いております、
当センター所属【高橋美貴プロ】
が、ご一緒致します。
プロとの初顔合わせを兼ね
楽しい時間を過ごしましょう♪

★男性：ストライク

★女性＆70歳以上の男性：9本スペア以上のマーク

★65歳以上の女性：1投目に9本カウント以上

更に!!今回はラーメンには欠かせないタマゴも

フレーム賞にあります!!

ラーメン貰ってタマゴを入れて美味しく食べちゃおう!!

満たすととんこつ味のラーメンＧＥＴです!!

曜　日 ＯＰＥＮ ～ ＣＬＯＳＥ

月～金曜日 ＡＭ9:00 ～ ＰＭ11:00

土曜日

祝日前日

日曜・祭日 ＡＭ9:00 ～ ＰＭ11:00

ＡＭ9:00 ～ ＡＭ0:00


