
通常 現料金 新料金 放課後ボウル 現料金 新料金 スーパーボウル５Ｇ 現料金 新料金

一般大人 ¥690 ¥690 終日 ¥200 ¥210 平日ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ大人 ¥1,500 ¥1,600

一般大学生 ¥510 ¥540 平日ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ学生 ¥1,200 ¥1,300

一般高校生以下 ¥460 ¥490 平日ｽﾀｰﾒｲﾄｸﾗﾌﾞ大人 ¥1,600 ¥1,700

ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞｼﾆｱ ¥420 ¥450 学割（２Ｇ靴込・会員限定） 現料金 新料金 平日Ｇｸﾗﾌﾞ学生 ¥1,250 ¥1,350

リーグ前練習 ¥320 ¥350 平日・土日祝日 ¥1,000 ¥1,100 平日一般大人 ¥2,000 ¥2,100

ｽﾀｰﾒｲﾄｸﾗﾌﾞ大人 ¥590 ¥610 平日一般学生 ¥1,700 ¥1,800

Ｇｸﾗﾌﾞ大学生 ¥450 ¥480 土日祝ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ大人 ¥1,650 ¥1,750

Ｇｸﾗﾌﾞ高校生以下 ¥400 ¥430 健康パック（２Ｇ靴込） 現料金 新料金 土日祝ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ学生 ¥1,350 ¥1,450

ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ大人 ¥520 ¥550 ｽﾀｰﾒｲﾄｸﾗﾌﾞ６０歳以上 ¥950 ¥1,050 土日祝ｽﾀｰﾒｲﾄｸﾗﾌﾞ大人 ¥1,800 ¥1,900

ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ大学生 ¥400 ¥430 一般６０歳以上 ¥1,300 ¥1,400 土日祝Ｇｸﾗﾌﾞ学生 ¥1,400 ¥1,500

ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ高校生以下 ¥350 ¥380 健康パック追加 ¥420 ¥450 土日祝一般大人 ¥2,200 ¥2,300

土日祝一般学生 ¥1,850 ¥1,950

超早朝 現料金 新料金 家族割 現料金 新料金 追加 ¥320 ¥350

一般大人 ¥410 ¥430 大人 ¥480 ¥500

一般大学生 ¥360 ¥380 小人 ¥310 ¥330 コンペ２Ｇパック 現料金 新料金

一般高校生以下 ¥360 ¥380 平日大人 ¥1,600 ¥1,700

ｽﾀｰﾒｲﾄｸﾗﾌﾞ大人 ¥300 ¥320 時間貸し（最大Ｇ数） 現料金 新料金 平日小人 ¥1,200 ¥1,300

Ｇｸﾗﾌﾞ大学生 ¥250 ¥270 ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ180分（24） ¥2,080 ¥2,180 土日祝大人 ¥1,700 ¥1,800

Ｇｸﾗﾌﾞ高校生以下 ¥250 ¥270 ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ90分（10） ¥1,200 ¥1,300 土日祝小人 ¥1,300 ¥1,400

ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ大人 ¥250 ¥270 ｽﾀｰﾒｲﾄｸﾗﾌﾞ90分（10） ¥1,300 ¥1,400

ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ大学生 ¥200 ¥220 一般90分（10） ¥1,800 ¥1,900 コンペ３Ｇパック 現料金 新料金

ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ高校生以下 ¥200 ¥220 ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ60分（6） ¥1,000 ¥1,100 平日大人 ¥1,900 ¥2,000

ｽﾀｰﾒｲﾄｸﾗﾌﾞ60分（6） ¥1,050 ¥1,150 平日小人 ¥1,400 ¥1,500

早朝 現料金 新料金 一般60分（6） ¥1,500 ¥1,600 土日祝大人 ¥2,000 ¥2,100

一般大人 ¥430 ¥450 時間貸し追加 ¥320 ¥350 土日祝小人 ¥1,500 ¥1,600

一般大学生 ¥380 ¥400

一般高校生以下 ¥380 ¥400 大会参加費 現料金 新料金 昼リーグ・レッスン参加費 現料金 新料金

ｽﾀｰﾒｲﾄｸﾗﾌﾞ大人 ¥330 ¥350 ３Ｇ ¥2,200 ¥2,200 ３Ｇ ¥1,700 ¥1,800

Ｇｸﾗﾌﾞ大学生 ¥270 ¥290 ４Ｇ ¥2,600 ¥2,600 ４Ｇ ¥1,900 ¥2,000

Ｇｸﾗﾌﾞ高校生以下 ¥270 ¥290 〃 ¥2,800 ¥2,800 ※詳細及び夜のリーグ戦は各セクレタリーまで

ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ大人 ¥270 ¥290 ６Ｇ ¥3,700 ¥3,700

ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ大学生 ¥220 ¥240 卓球 現料金 新料金

ｽﾀｰﾚｰﾝｸﾗﾌﾞ高校生以下 ¥220 ¥240 年会費・ロッカー料金 現料金 新料金 30分標準セット ¥600 ¥700

スターレーンクラブ ¥3,600 ¥3,600

レンタルシューズ 現料金 新料金 スターメイトクラブ ¥1,000 ¥1,000 現料金 新料金

大人 ¥350 ¥380 Ｇクラブ ¥100 ¥100 パーティオードブル ¥3,300 ¥3,500

Ｇｸﾗﾌﾞ高校生以下 ロッカーダブル ¥4,560 ¥4,560 コーヒー ¥200 ¥210

家族割 ロッカーﾌﾟﾚﾐｱﾑｼﾝｸﾞﾙ ¥4,080 ¥4,080 瓶ビール ¥600 ¥650

ロッカーシングル ¥3,480 ¥3,480

¥100 ¥110


