
【開催日】 2020年 （金）
【時　間】 個人戦　4ゲーム

【参加費】

【開催日】 2020年 (土) 【表　彰】

【時　間】

【開催日】 2020年 (日)
【時　間】

【表　彰】

【料　金】

【通し券】

特別賞①

特別賞②

個人戦　4ゲーム

【参加費】

【表　彰】

2021年 【定　　価】 52,800円 (税込)

【時　間】 【超得価格】 【会員価格】 29,700円 (税込)

【参加費】

【参加費】 個人戦　4ゲーム
【定　　価】 57,200円 (税込)

【参加費】 【会員価格】 33,700円 (税込)

【表　彰】

　

【開催曜日】 【定　　価】 54,450円 (税込)

【日　程】 【会員価格】 32,200円 (税込)

【参加費】

【開催曜日】

【日　程】

【参加費】 【定　　価】 50,600円 (税込)

【会員価格】 30,700円 (税込)

【内　容】 個人戦　4ゲーム
【参加費】

【表　彰】

松村プロ

高橋プロ

【時間変更】

【時　間】

松村プロ 【参加費】

高橋プロ 【表　彰】 1回約30分

（日）
PM　8:00スタート

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

パーフェクト達成記念お祝い大会

優勝～第５位・第７位・第10位

2,700円(友の会)　3,200円(一般)

以下5飛賞・BB賞・HG賞

【開催日】 2021年 8月1日

【時　間】

2,700円(友の会)　3,200円(一般)

全員表彰＋HG(スクラッチ)

【午前の部】　AM10:00スタート

【夜の部】　　PM　8:00スタート

夜の部では、超レアなスタッフも投球予定!!

大会開催のお知らせ

JACK＆JiLL杯
レストラン【JACK＆JiLL】を冠とした大会を
開催致します‼賞品の一部にレストランのお食事券

もあります。全員表彰です‼

【開催日】 2021年 8月9日 (月・祝)

更に参加スタッフへの勝利ポイントも
付与され、第3弾終了後に最多ポイント
獲得者の最高得点者にお好きなボール
をプレゼント!!
★第3弾の勝利ポイントは倍になります！

詳しくは場内掲示をご覧ください。
皆様のご参加をお待ちしております。

当日ポイントもありますよ‼
(スタート前に発表致します)

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。
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。

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‼
(抽選賞のボールは指定となります)
各回参加毎に1ポイントが付与されます。

より、受付を開始致します。
皆様のご参加をお待ちしております。

PM　8:20スタート

大会開催のお知らせ

お盆SPトーナメント
スタッフノックアウトチャレンジ
今年もやります‼季節感あふれる賞品内容を準備して

おります‼今回は3名のスタッフが皆さまとご一緒

いたします。どうぞ宜しくお願い致します。

第1弾　～若松UFOスイカ編　高橋美貴プロの巻～HD▲10

8月13日
ＡＭ10:00スタート

第2弾　～尾園のお肉編　岡本龍二係員の巻～HD▲20

8月14日
ＡＭ10:00スタート

第3弾　～アルコール編　髙木遼介メカニックの巻～HD▲30

8月15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）

【時　間】

【内　容】
川﨑プロは１G毎に移動致します。

3,000円(友の会)　3,500円(一般)

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

全国スターレーンクラブ会員以外の方は8月16日

【開催日】 2021年 8月30日 (月)

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

全国スターレーンクラブ会員以外の方は8月16日
より、受付を開始致します。

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

川﨑由意プロ
チャレンジマッチ

大会開催のお知らせ

浅田梨奈プロ
チャレンジマッチ

1,900円 （友の会・税込）

※半額券と割引券は併用は致しかねます。

当日参加可能です!!

5日・12日・19日・26日
1,500円(友の会）2,100円(一般)

※日程は変更する場合もございます。
火・木

11:30～17:00(終了)月・水・金
10:00～18:00(終了)

個人レッスン受付可能曜日
7日・21日

金曜日　16:30スタート

水曜日　16:00スタート

土曜日　11:00スタート（8月のみ）

金曜日　15:00スタート

6日・13日・20日・27日

20日・27日

4日・11日・18日・25日

受講はすべて４ゲーム（約１時間程度）1回1,500円

今月のグループレッスン会の日程

82021.

VOL.590

〒807-0825　北九州市八幡西区折尾５丁目１-５

強い直進性とキレを生み出します!!

女性や曲がりより走りを求める方には必須!!

名品「バルサマックス」のコアを搭載し

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

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

　　土曜日　　　　　ＡＭ９:００～ＡＭ０:００

★2021年度友の会会員更新受付中★

月に1度のご来場でもお得♪

　【営業時間】
　　月曜日～金曜日　ＡＭ９:３０～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

するでしょう!!

プロショップ得々情報

ザ・レジェンダリーワン(EBONITE社)

ことで走りも軽快になっています。

最強「G2コア」を搭載し大きなキレを生み

強烈なフックポテンシャルとオイルに流され

ないキャッチ力がヘビーオイルで最も活躍

最強と呼ばれる「ONE」の最新作です!!

使用中のボール汗をかいてませんか!?

※500円割引券は重複して使用出来ます。

出す攻撃的なボールです!!パールが混入される

走りよりもキレを追い求める事で仕上がった

ゼン・マスター(900GLOBAL社)

伝説とも言えるボールの登場です!!

2日・16日・23日・30日
1,500円(友の会）2,100円(一般)

伊福正直プロ　ボウリング道場の日程
木曜日　13:30スタート

【競技方法】　※対戦は全て高橋プロとなります。

　個人戦3ゲーム　アメリカン方式

珍しいフリー参加のリーグ戦です!!

松村伊津子プロ　ボウリング道場の日程

高橋美貴プロチャレンジリーグ開催中‼

月曜日　13:30スタート

1,900円(友の会)／週
※お休みの際のブラインド料は頂きません。

シンク・レブ(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

ステラー(Brunswick社)

【開催日】 （土）
ＰＭ　8:00スタート
2,700円（友の会）

8月21日

800×600

スタッフまでお申し付け下さいませ!!

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！どなたでも気軽にご参加できますので

ご希望の方は代表の今井様、もしくはフロント

第213回シルビア月例会

【開催日】 2021年 8月29日 （日）

【時　間】
【第1部】　AM10:00スタート

【第2部】　PM　2:00スタート

【内　容】
浅田プロは１G毎に移動致します。

3,000円(友の会)　3,500円(一般)

秋吉夕紀プロ
チャレンジマッチ

【開催日】 2021年 9月4日 (土)

より受付を開始致します。

【時　間】
【第1部】　ＰＭ2:00スタート

【第2部】　ＰＭ8:00スタート

【内　容】
秋吉プロは１G毎に移動致します。

3,000円(友の会)　3,500円(一般)

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

全国スターレーンクラブ会員以外の方は8月23日(月)

しっかり2時間!!

通常練習⇒スペア練習⇒実戦練習⇒今日の復習

リフレッシュしたら気持ちよく良くピンを倒してくれ

ちゃいますよ♪

ませんか？またいつも以上にボールがテカテカに

見えることがありませんか？それはボールからの

オイル抜き信号の発信です。
ボールの内部にオイルが溜まるとピンアクションやボール

リアクションに多大な影響を及ぼします。目安として

使用中のボールの指穴の左側（左利きなら右側）に

手を広げて10秒程度置いてみましょう。手を離した

際に手形が付くようであれば既に危険信号!!

オイル抜きに出してあげて下さい。ボールも

投げてるボールの表面を触った時ヌルッとしたことあり

今年も秋吉プロの季節になりました‼毎回
笑顔で元気よく皆さんを楽しませてくれる
秋吉プロと楽しい時間を過ごしましょう♪

4年ぶりとなる浅田プロの
チャレンジを開催致します♪
素敵な笑顔の下に秘められた

トッププロの実力を間近で

感じながら楽しい時間を
過ごしましょう♪

2年ぶりにカワユイプロこと、
川﨑由意プロのチャレンジを
開催致します‼珍しく平日の

チャレンジとなりますが、

カワユイプロと楽しい時間を
過ごしましょう♪


