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6/  3 ・ 7 ・ 9 ・ 13 ・ 19 ・ 23・ 25・ 29
水 日金 木金 月火土

※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。［ 個人レッスン］ 1回40分/3,000円（税込）

砂子プロ
来場日の
お知らせ

プロショップ特価イベント開催 ! お買い得商品を取り揃えてお待ちしております

場所：エリアドゥ三田
参加費： 2,500円 （4ゲーム）

7/3 月 10:00
スタート

センター初の単独対抗戦!

  AREA-Do トーナメント  AREA-Do トーナメント
第5回
結果発表

※（　）内は
　予選順位優勝

193ピン（3位）

片山 幸一
選手

柴田 輝幸
選手

190ピン（1位）

岡田 　淳
選手

179ピン（2位）

おめでとう
ございます！おめでとう
ございます！

[season2]

第6回 開催決定!!

日 19:00
スタート6/18 19:00
スタート6/18

5月14日（日）、10名の方にご参加いただき
開催されました。ありがとうございました！
またのご参加をお待ちしております！

センター
掲示板

会員用ロッカー
増設しました！
お申込受付中!

 ※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!!
6/10 土

投踊会開催 !!
なげようかい

R
R

60才
以上の方
限定

マンスリーパーティー !!マンスリーパーティー !!
Monthly Party!!Monthly Party!!Monthly Party!!

5月

開催しました!!
/ ・5 18 木 24 水

今回のMonthlyPartyは、ノータップ3ゲーム！！！
5/18（月）の1シフト目では、内村典一選手が見事パー
フェクトを達成されました！ 1シフト目終了時点での規
定スコアをクリアされた方は、内村典一選手と杉野正樹
選手の2名。2シフト目も内村典一選手と杉野正樹選手の
2名が抽選権を獲得し、
見事！杉野正樹選手が
【ツアーカンタムBTU】
をGETしました！おめ
でとうございます！
また次回の開催をお楽
しみに♪

829
803
784
773
726
725
722
704
704
703

優勝
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

杉野正樹
内村典一
内村典一
杉野正樹
片山幸一
北本義治
板垣直美
新原好幸
片山千月
北本義治

選手
選手
選手
選手
選手
選手
選手
選手
選手
選手

個人総合順位 Step Up

School !! インストラクター濱野の
ステップアップスクール !!

★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
ステップアップ！

土 13:006/24
10:156/5 月

[ 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

▲パーフェクト達成 ! 内村選手

▼沢山のご参加ありがとうございました！

(L.O.18：30）
営業時間   9:00～19：00

モーニング   9:00～10：30
ラ ン チ 11:00～14：00

(L.O.18：30）
営業時間   9:00～19：00

モーニング   9:00～10：30
ラ ン チ 11:00～14：00

夏メニュー続々登場 !!

抹茶のおいしい季節です♪初夏らしい「抹茶」を使った
新作＆オススメメニューが続々登場！

かき氷はじまってます

¥1,080
（税込）

¥450（税込）

小豆、白玉、栗、抹茶ケーキ、
バニラ＆抹茶アイスと和の
素材がてんこもり。中から
出てくる抹茶ゼリーと
コーンフレークが触感の
アクセントに。

＋¥200でドリンク付
¥680（税込）

抹茶のパフェ

アイスグリーンティー 他にも

季節で替わるデザート
プレートは、抹茶アイス＆
みたらし団子にチェンジ♪

デザートプレート付
ランチセット

《抹茶クリームかき氷》
　　　　　　720円(税込)

《鎌倉アイス(抹茶)》
　　　　　　380円(税込)

《抹 茶》　　  380円(税込)
などまさに抹茶づくし！
ほろ苦さと甘さのハーモニー
をご堪能くださいね。

13時
スタート

参 加 費：1,800円
参加資格：女性の方
競技内容：3G+女子会 

表　　彰：全員表彰
ハ ン デ：年齢別ハンデを採用

参 加 費：1,800円
参加資格：女性の方
競技内容：3G+女子会 

表　　彰：全員表彰
ハ ン デ：年齢別ハンデを採用遊びとおしゃべりの楽しい時間を

　　スタッフと一緒に過ごしませんか？

第3回Area-Do 女子会第3回Area-Do 女子会
ひ ま わ り

月6 /196 /19

ボウリング ニュース

6月号
2017

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
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MiniColum
もうすぐ1年の折返し点～早過ぎ(^^;　さて、先月に引続きボウリングの歴史について云々を。6月22日はボウリング

の日とされています。これは1861年6月22日、長崎市内に“インターナショナル・ボウリング・サロン”が開設された
ことを記念し日本ボウリング場協会が制定した記念日です。但し、ボウリング発祥の碑が実は横浜市にも神戸
市 ( 中央区加納町東遊園地内 ) にも存在します。はてさて。。。？坂本龍馬が日本人初のボウリングプレイヤー
だった！って？真実を問う論議が常々存在しますが、歴史のロマンを心地よく感じる程々で楽しんでみて
は？とは小生の勝手な思い込みでしょうか。ともあれ、６月も笑顔で楽しみましょーヽ (^o^) 丿！

Pro
Challenge!!

R
R

19時スタート
日6/256/25

参加費：通常4,500円・一般会員4,200円・ボウラー会員3,800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。

開催時間：19時スタート  競技内容：5G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。

参加費：通常4,500円・一般会員4,200円・ボウラー会員3,800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。

開催時間：19時スタート  競技内容：5G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。

前割は ¥300引

ロバート・リーロバート・リー
プロプロ（38期・932：STEEL SPORTS/トミコシ高島平ボウル）（38期・932：STEEL SPORTS/トミコシ高島平ボウル）

三田初登場三田初登場

ROBERT  LEE

砂子プロと同期の大親友!
おしゃれでかっこいいだけじゃない!
抜群のジョークセンスで、マイクパフォーマンス
にも期待!?世界を飛び回って培った経験と知識、
パワフルな投球を三田で披露してくれます!!

VS神戸スカイレーン

圧倒的パワフルな怪人


