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FAX.078-952-2800
営業時間/10：00～24：00 ☆土日祝前日は25：00（受付24：30）まで 年中無休

新着情報はホームページで check!
http://area-do-sanda.com

facebook・Instagram もフォローお待ちしてます !

https://www.facebook.com/Area.Do.Sanda ad.co.ltd

センター掲示板

 ※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）

18:00スタート!!
土4/21

投踊会開催 !!
なげようかい

ID: ad.co.ltd

エリアドゥ三田
Instagram
はじめました！

⬆ ぜひフォローして
　　 くださいね♪

※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

4/   2  ・ 5 ・ 8  ・ 10  ・16 ・ 18 ・21 ・27
木 日月 月 土 金水火

My ShotMy Shot ー マイショット ーー マイショット ー

米国 社の
世界特許＆最新システム！

ボウラー会員
一般会員
非会員

¥1,000
¥1,100
¥1,300

+ ¥500
+ ¥550
+ ¥650

1時間 ＋30分ごと

一球ごとにお好みのピンポジションを設定！
これが最新の練習方法。全てのパターンに対応！
一球ごとにお好みのピンポジションを設定！
これが最新の練習方法。全てのパターンに対応！

ついに
スタート !!

時間単位で
レーンを
お貸しします

（税別価格）
☆☆☆

☆☆☆

第1回
結果発表[season 3]

SEASON3は、予選3G ー準決勝1G ー決勝1Gと
少し競技内容を変更しました。 21名の方にご参加
頂きました。 ありがとうございました！
次回は5月又は6月に開催予定です。 たくさんの
ご参加お待ちしております。

10/21

  AREA-Do トーナメント  AREA-Do トーナメント

179
175
155

優勝
準優勝
3位
4位
5位
6位

北本 義治
柴田 輝幸
片山 幸一
荒田 幸生
谷口 　貢
杉野 正樹

選手
選手
選手
選手
選手
選手

AREA-Doトーナメント
SEASON3 第 1回3月17日（土）

10:00スタート

土4/144/14
センター対抗
親善大会開催

場所：神戸スカイレーン
参加費：2,000円

兵庫県ボウリング場協会主催

¥10,000¥10,000

期間 ： 4/1（日）～22（日）

プロショップバーゲン

BLACK
GREEN

ORANGE

BLACK
PEARL

RED BLACK
GOLD
PEARL

BLACK BLUE
SILVER
PEARL

PURPLE PINK
WHITE
PEARL

GREEN
SILVER
PEARL

（10ポンド～16ポンド/全6色）

※受注発注となります。その他にも、ボールや小物も準備しております。

（税込/グリップ・サムソリッド・ドリル代含む）（税込/グリップ・サムソリッド・ドリル代含む）
★22 日までに受注の方のみ対象

RHINOライノライノ

営業時間 9：00～18：00（L.O.17：30）[年中無休]

TEL 078-907-5800ご予約

お問合せ

https://www.facebook.com/machiyacafe.kamakura.sandatennkamakurasanda

焼きたてパンケーキに
苺クリームをはさみ、
周りに木苺をあしらいました。
ベリーの甘酸っぱさと練乳の甘みを
ふんだんに楽しめる一品です。

木苺と練乳の
ぱんけーき

¥620（税込）

今月の
新商品

参加費：2,400円

参加費：通常2,000円・一般会員1,700円・ボウラー会員1,500円

4/2 月

親善大会10:00

さんだ美人杯13:30

女性なら誰でも参加OK! 「美」をキーワードにボウリングを
楽しみましょう。 豪華賞品も盛りだくさんです！

はイベント 本立て！

VS志度ファミリーボウル（香川県）

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）

日

月 10:154/23
10:154/22

Step UpSchool !!

[ 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

インストラクター寺岡
ボウリング教室

レーンパターンを
一緒に勉強しよう！

寺子屋
てらこや

19:00
月4/16

★定員 5 名 ★90 分のレッスン
★参加料  1,500 円

[ プロフィール ]

・ボウリング歴 2 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 2 年

・JPBA 認定ライセンス
  1 級インストラクター

4/15 日

川口先生クリニック

各シフト
30名

参加費：お一人様1,500円参加費：お一人様1,500円

［1部 ］10：00～ ［2部 ］14：00～［1部 ］10：00～ ［2部 ］14：00～
内　容：講義＆レッスン（約1時間）
　　　  終了後に2G投球
内　容：講義＆レッスン（約1時間）
　　　  終了後に2G投球

初心者大歓迎!!
一般の方もどうぞ

ストライクが
取れない

フックボールが
投げてみたい

10番ピンが苦手

スムースに
指が抜けない

スコアが
上がらない

...そんなお悩みを
　一緒に解決♪

（KPBA2期生・ライセンスNo.64）

김슬기김슬기

ファイテ
ィン！Kガ

ール

ファイテ
ィン！Kガ

ール

ファイテ
ィン！Kガ

ール

プロ来場プロ来場
初初激可愛!!激可愛!!

伸びやかなフォームとキュートなルックス
韓国プロボウリング界から来た
P☆LEAGUEでも大活躍の『ファイティン！Kガール』
2017年韓国シーズントライアル 2位
ＫＰＢＡユニセックス混成オープン女子の部 1位

伸びやかなフォームとキュートなルックス
韓国プロボウリング界から来た
P☆LEAGUEでも大活躍の『ファイティン！Kガール』
2017年韓国シーズントライアル 2位
ＫＰＢＡユニセックス混成オープン女子の部 1位

日4 /84 /8 16時スタート 前割は ¥300引
参加費：通常4,000円・一般会員3,800円・ボウラー会員3,300円参加費：通常4,000円・一般会員3,800円・ボウラー会員3,300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。※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：16時スタート  競技内容：4Gアメリカン方式  ハンデ：年齢・性別ハンデを採用開催時間：16時スタート  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。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。

photo/masami sekiyaphoto/masami sekiya

競技内容：2Gヨーロピアン方式

MiniColum
START ！！ 春光！４月 (^O^) ／  とは言うものの、新年を迎える 1 月！と、新年度を迎える 4 月！では、
“節目”としてどちらがふさわしいのか？を、ふと、、、１年の計は元旦にあり、とは言うものの日本では新
年度、入学、新社員、、、季語にも伝統派と新感覚派で“春”の概念が変わりつつあるようです。ある節では
世界基準の１月新年、ローカル基準で日本の４月新年との解釈もあるようですが、日本では世論調査
でも過半数が４月を幕開けと捉えてる様です。何れにしても、“心機一転”が２度あることは日本の風土
慣習を含めて良いポジティブに、新たな年度の START を思いっきり楽しみましょー！！


