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PRO SHOPPRO SHOP

10/ 4・5・7・12・18・20・22・26・27・29
金 土水木火 土水水 火 木

※来場日の15：00〜19：00の間には、プライベートで個人レッスンが可能です。詳しくはスタッフまで。

砂子プロ
来場日の
お知らせ

マスターマインド™・ブレイニアック（定価¥55,620）を

10/17（月）、館内電気容量の工事に伴いお休みいたします。
ご迷惑をお掛けしてまことに申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。休館のお知らせ

◎個人レッスン1回40分/3,000円（税込）

12ポンド・13ポンド特別大特価セール !!!特別大特価セール !!!
各3個限定!!

特別大特価¥13,000
（ドリル料別）

にて特別販売！特別大特価¥13,000
（ドリル料別）

にて特別販売！

インストラクター濱野の
ステップアップスクール開校 !!

★参加料 1,500 円

★45 分のレッスンと 1〜2 ゲーム
　　　　　　　　　　（約 1 時間半）

みんなで 楽しく
Step Up

School !!

[ プロフィール ]

・ボウリング歴 20 年

・JPBA 認定ライセンス 1 級
　　　　　　インストラクター

[ プロフィール ]

・ボウリング歴 20 年

・JPBA 認定ライセンス 1 級
　　　　　　インストラクター

ステップアップ！

10:1510/15土

13:0010/31月

Halloween Night

Challenge Match

ボウリング ニュース

2016

早いですね～ 2016 年もあっと言う間に 10 月 !? 『時は思うほか早く過ぎ、人生は
短い、思う存分に生きよ！～織田信長～』 ん～小生コラム（会報）も早や 20 回目 (^^ ゞ　
関わるほどに季節感のある三田は大好きです。 食欲の秋、スポーツの秋・・・秋は美味しい
ものがたくさん実る季節ですね！たっぷり食べて、しっかりスポーツ！運動は脳にも血管
にも良い作用を促しますヨ。いっぱいチャレンジして“貪欲の秋”にしましょー！

vol.20

Mini
Colum

https://www.facebook.com/Area.Do.Sanda
フェイスブックにて 『いいね !』お待ちしてます。 新着情報はホームページで check!

http://area-do-sanda.com

発　行：エリアドゥ三田
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編集長：藤 木 麻 記 子

FAX.078-952-2800
営業時間/ 日～木  10：00～24：00（金・土・祝前日  ～26：00） 年中無休
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ちゃん
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前売割引
有ります

14時と
19時の
2シフト

2シフトのボウラー会員6,000円
※当日会員申し込みして頂いた方にも会員価格を適用させていただきます。

参加費：通常4,000円・一般会員3,800円・ボウラー会員3,300円

開催時間：14時と19時の2シフト 競技内容：4Gアメリカン方式  ハンデ：年齢・性別ハンデを採用
表彰：優勝、2～ 5位、7位、10位以下5飛びにて表彰。また、BB賞、男女ハイゲーム賞、
　　  抽選賞、参加賞もご用意しております。

2シフトのボウラー会員6,000円
※当日会員申し込みして頂いた方にも会員価格を適用させていただきます。

参加費：通常4,000円・一般会員3,800円・ボウラー会員3,300円

開催時間：14時と19時の2シフト 競技内容：4Gアメリカン方式  ハンデ：年齢・性別ハンデを採用
表彰：優勝、2～ 5位、7位、10位以下5飛びにて表彰。また、BB賞、男女ハイゲーム賞、
　　  抽選賞、参加賞もご用意しております。

型破りなバックアッパー★
魔法プロボウラー『のいちゃω』が
ハロウィンムード一色の三田センターへ
再び降臨！ぜひ会いに来てください！

9/17（金）第５回AREA-Doトーナメント
を開催しました！予選５Gを７名で戦い、
１位柴田光子選手（total1038）、２位
船戸利幸選手（total999）、３位西明教夫
選手（total970）、４位片山千月選手、
（total955）の4名が決勝進出！そして
決勝戦は２３１ピンを打った柴田光子
選手が優勝されました！おめでとう
ございます！！次回も多くの参加を
お待ちしております！！

10月号

優勝 おめでとう
ございます！おめでとう
ございます！

第5回
結果発表

※（　）内は予選リーグ順位
 

柴田 光子
選手

231ピン（1位）

船戸 利幸
選手

186ピン（2位）

西明 教夫
選手

186ピン（3位）

片山 千月
選手

204ピン（4位） 

センター
掲示板

10/
29土

 ※参加の際、エリアドゥ非会員の方は、会員入会が必要となります。別途一般会員入会料（300 円）
20:00スタート!!
10/22 土 投踊会開催 !!

なげようかい

10/

25
火

20:00
スタート

Staff
Challenge

賞品：ポイント券（優勝～3位）
　　  HG賞、BB賞、勝利者賞、
         以下とび賞有

参加費：2,600円（税込）
［自由参加 ・ 4ゲーム］

スタッフ
小野
チャレンジ

  AREA-Do トーナメント  AREA-Do トーナメント

（48期・537：株式会社サウンド・ストリー）

10/
29

岩見 彩乃プロ岩見 彩乃プロ
チャレンジマッチチャレンジマッチ
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月日 火 水 木 金 土
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10 月のスケジュール お楽しみ盛りだくさんでお待ちしております！
10 月の AREA-Do も・・・Event

Calendar

※諸事情により急遽予定が変更となる場合がございます。※水・木は16：00までレーン規制がある場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

★健康ボウリングleague
　エンジョイ 10：15～
　ハッピー 13：30～

★健康ボウリングleague
　エンジョイ 10：15～
　ハッピー 13：30～

★健康ボウリングleague
　エンジョイ 10：15～
　ハッピー 13：30～

★健康ボウリングleague
　エンジョイ（茶話会）
　　　　　10：15～
　ハッピー 13：30～

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

★健康ボウリングleague（茶話会）
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

★健康ボウリングleague
　フレンド10：15～
　スマイル13：30～

★健康ボウリングleague
　ターキー 10：15～
　パーフェクト 13：30～

★健康ボウリングleague（茶話会）
　ターキー 10：15～
　パーフェクト 13：30～

★健康ボウリングleague
　ターキー 10：15～
　パーフェクト 13：30～

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～　　　　　　
　パワフル13：30～

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～
　パワフル13：30～

★健康ボウリングleague
　ハッスル10：15～
　パワフル13：30～

★健康ボウリングleague（茶話会）
　ハッスル10：15～
　パワフル13：30～

●JBC有馬支部会20：30～

●JBC有馬支部会
　20：30～

◆ABBF三田支部20：00～

◆ABBF三田支部20：00～

♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

★健康ボウリングleague
　ターキー 10：15～
　パーフェクト 13：30～
♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

♥レディースデー

♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場
♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場
♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場 ♣砂子プロ来場

♣砂子プロ来場
♣砂子プロ来場 ♣砂子プロ来場

♠ステップアップ
　スクール
　13：00～

♠ステップアップ
　スクール
　10：15～

♠投踊会20：00～

♠小野スタッフチャレンジ
　20：00～

※ 

※ 

※ 

※

※ 

※ 

※

※

◆フレンドシニア

◆フレンドシニア

●わくわく10：00

●わくわく10：00

●岩見
　プロチャレンジ
　14：00～/19：00

営業時間9:00～19：00 モーニング
ラ ン チ

9:00～10：30
11:00～14：00(L.O.18：30）

For Kids

バルサミコ酢を使った
コクのあるソースが、
ローストビーフの旨味を
引き立てています。

三田で人気
の

パン屋さん
の

バンズを使
用

しています
。 ＋¥200でドリンク付

¥970（税込）
＋¥200でドリンク付
¥870（税込）
ぷりぷりのえびと
アボカドたっぷり！

和かふぇのハンバーガーに新メニュー登場!!和かふぇのハンバーガーに新メニュー登場!!
えびアボカド　

バーガー
ローストビーフ

バーガー

センター対抗親善大会に出場しませんか？
10/15 土 10:00 スタート
場　所：神戸六甲ボウル
神戸市灘区友田町5-2-1 グランド六甲ビル

参加費： 2,000円（1名）
参 加 費： 1,500円
参加資格：ボウラー会員または
　　　　　　　クラブ会員の方
競技内容：3ゲーム

12/10 土 10:00 スタート
場　所：エリアドゥ三田ボウリングセンター
神戸市北区長尾町宅原1937-10

参加費： 2,000円（1名）

BPAJ親善大会が三田で開催!!

予選会を通過して代表に
選ばれた方には今大会限定の

代表ユニフォームをプレゼント！
※詳細はセンター掲示にて

5 （水） 17：00 / 20：00
9（日） 15：00 / 18：00

1 （火） 20：00
4 （金） 18：00

15（土） 15：00 / 18：00
20（木） 17：00 / 20：00
24（月） 13：00 / 20：00

31（月） 14：00 / 18：00
29（土） 12：00

10月

11月

〜店舗代表 8 名選出〜 予選会開催します !!

健康ボウリング League健康ボウリング League

9/12(月 )、10：00と13：30の２シフトで川口
先生チャレンジマッチを行いました！！日頃
の成果を見せることは出来たでしょうか？馬
になりながらも素晴らしい投球の川口先生、
ゲーム終了後のジャンケン大会など、ゲーム
以外でも大盛り上がりのイベントとなりました。
たくさんのご参加ありがとうございました。
川口先生！お疲れ様でした＼(^o^) ／

9/1（木）、フレンドクラブ・スマイルクラブに砂子プロ・玉井プロがご参加
くださいました。2人のプロに１人１球だけ代打投球をしてもらえるスペ
シャルチャンス！ストライクを取ってもらう方、スペアを取ってもらう方、
皆さんスコアが上がったのではないでしょうか？
その後は玉井プロによるレッスンが開催！
フォームや目線、ボールの持ち方など、教わった
技術を活かしてクラブリーグで活躍してくだ
さい!!玉井プロ！ありがとうございました！

親睦会♪親睦会♪
皆様に賞品と皆勤賞をお渡ししま
した!!成績の良かったチーム本領
発揮できなかったチームそれぞれ
ありましたが、皆様とても楽しんで
頂いたようで、それが何よりも良い
事だったと思います。

普段は個人戦でハイスコアを目指し競い合って
いるリーグの皆様ですが、食事会では皆様和気
あいあいとお食事を楽しまれていました。次の
シーズンも精一杯サポートさせていただきます
ので、よろしくお願い致します!

パワフルは福助様を、ターキーとパーフェク
トはSANDA HOTEL様の会場をお借りいた
しました。ターキーとパーフェクトは今回で
シーズン最後の20週目のゲームも無事終了
しました。

今回はフルーツフラワーパークのカトレア
様で行ったお食事会、御担当者様の御好意で
中国雑技団も鑑賞させて頂きました。とても
迫力のあるショーで、お客様と一緒にスタッ
フも歓声を上げてしまいました。こういった
お食事会も嬉しいという感想も頂きました。

9/7（水）ターキークラブ＆パーフェクトクラブ表彰式

9/9(金)エンジョイクラブお食事会
9/15(木)フレンドクラブ＆スマイルクラブお食事会

8/30(火)パワフルクラブ、
8/31(水)ターキークラブ＆
　　　パーフェクトクラブお食事会

TOPICS シルバーデイ・
  スペシャル企画

キッズ対象におじいちゃん・おばあちゃんの似顔絵を描いて
もらいました。いつも頑張っている、おじいちゃん・おばあ
ちゃんに『ありがとう』は伝えられたでしょうか？可愛らし
い絵に足を止めてくださるお客様もたくさんいらっしゃい
ました。本当にありがとうございました！

川口先生チャレンジマッチ 玉井慎一郎プロ、リーグへ友情出演!!

待ってるよ〜

プロチャレンジ開催!!
みなさま
おつかれさまでした！

９月３日（土）川﨑由意プロチャレンジマッチ、多数のご参加ありがとうございました。両シフト
ともに大盛況でした！剣道で培った腕の振りに魅了される方もいれば、かわゆい笑顔に癒された方
もいるのではないでしょうか?　川﨑由意プロ！ご来場ありがとうございました。これからも多方面
でのご活躍を、当センタースタッフ一同応援しておりますヽ(^o^)丿

前
半
の
部

後
半
の
部

873
867
862
257
897
869
837
233

優勝
準優勝
3位
プロ
優勝
準優勝
3位
プロ

関根 満
前田 晃伸
山崎 健
川﨑プロ
東本 輝美
深田 晃輔
西村 紀夫
川﨑プロ

選手
選手
選手

選手
選手
選手

川﨑プロチャレンジ9月3日大会成績大会成績

ありがとう
ございました

♥ありがとう
ございました

♥

10/31
まで

仮装の写真を撮らせていただいた

お客様にはささやかなプレゼント!Present
 Present
 

ハロウィンイベント
開催中!!

ハロウィンイベント
開催中!!

お客様用
レンタル衣装も
あります！

お客様用
レンタル衣装も
あります！

 Pro
Challenge 9/17〜19 開催 ご参加ありがとう      ございました！

小学生以下対象

仮装でご来店のお客様は
何か良いことあるかも？
仮装でご来店のお客様は
何か良いことあるかも？
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