KYODO BOWL のお得な食事つき

Bowling and party
経堂ボウルで、⾷べながら、飲みながらボウリングパーティ︕
豪華13品のコース料理から⼿軽な7品のコース料理まで、
フィンガーフードが多く⽚⼿で⾷べやすくなっております︕
パーティは10名様〜、ボウリング中の２時間ゆっくりとお楽しみください︕

8,600円コース
ボウリング

＋

13品コースの豪華満喫プラン︕

レンタル
シューズ

＋

コース料理
13品

＋

飲み放題
2時間

＝ 8,600円

（税込み）

MENU
クリスピーチキンとトマトのピンチョス/鴨とオリーブのピンチョス/ガーリックシュリンプピンチョス
モッツァレラチーズとチェリートマトのピンチョス/サーモンとシャキシャキ水菜のカルパッチョ
白身魚とシャキシャキ水菜のカルパッチョ/ローストビーフピンチョス/くるくるロールサンド
ローストビーフのスライダーバーガー/スパイシーチキンのトルティーヤ
牛ももの柔らかローストビーフの肉寿司（２貫）
バスク風チーズケーキ/やみつき︕ミックスナッツ
飲み放題メニュー
アルコール
ビール/ハイボール/レモンサワー/赤白ワイン/焼酎（芋・⻨）/ジントニック/カシスオレンジ
カシスウーロン/カシスソーダ/カルーアミルク/マリブコーク/ラムコーク
ソフトドリンク
烏龍茶/オレンジジュース/オレンジソーダ/コーラ/メロンソーダ/白ブドウ/アイスティー
※写真はお一人様分となります

5,600円コース
ボウリング

＋

※季節、仕⼊れ状況によりメニュー内容が変更になる場合もございます。

7品コースのお⼿軽なプラン︕

レンタル
シューズ

＋

コース料理
7品

＋

飲み放題
2時間

＝ 5,600円

（税込み）

MENU
クリスピーチキンとトマトのピンチョス/鴨とオリーブのピンチョス/ガーリックシュリンプピンチョス
ローストビーフピンチョス/BLTサンド/スパイシーチキンのトルティーヤ/季節のフルーツピンチョス
※季節、仕⼊れ状況によりメニュー内容が変更になる場合もございます。

6,600円コース
ボウリング

＋

9品コースを満喫できるスタンダードプラン︕

レンタル
シューズ

＋

コース料理
9品

＋

飲み放題
2時間

＝ 6,600円

MENU
クリスピーチキンとトマトのピンチョス/鴨とオリーブのピンチョス/ガーリックシュリンプピンチョス
ローストビーフピンチョス/モッツァレラチーズとチェリートマトのピンチョス/くるくるロールサンド
ローストビーフのスライダーバーガー/スパイシーチキンのトルティーア/季節のフルーツピンチョス
※季節、仕⼊れ状況によりメニュー内容が変更になる場合もございます。

（税込み）

Bowling & Party
ボウリング＋貸靴＋コース料理＋２時間飲み放題
＊7,600円コース（11品）、9,600円コース（16品）もございます。
＊ご予算、ご要望に応じて料理を変更することも可能です。
＊ボウリングのみ、パーティのみの参加料⾦はお問合せ下さい。
＊ボウリング＆パーティは１０名様より承ります。
＊貸切は４２名様より承ります。
＊パーティは着席最⼤１１４名様、⽴⾷最⼤１５０名様まで可能。
＊会議・イベントなど、貸切パーティのみのご利⽤も可能です。料⾦に関してはお問合せ下さい。
＊キャンセル料は⾷事代として６⽇前まで無料、５⽇前50％、４⽇〜２⽇前まで80％、
前⽇〜当⽇は100％、また無断キャンセルも100％発生致します。
＊メンバー表は１週間前までにご提出ください。
＊その他、お困りのことやご質問などはお気軽にお問合せ下さい。

懇親会

歓迎会

送別会

忘年会

新年会

内定式

＊ボウリング以外での貸切ご利⽤も可能です︕
社⻑さん、部⻑さん、幹事さんに朗報‼
ボウリングで明るく、元気な会社に。
社内のコミュニケーションUPに︕
ボウリングは最高のコミュニティスポーツです。
みんなで和気あいあいと
ボウリングゲーム＆パーティを
楽しむことができます︕

KYODOBOWL

営業時間 8時〜23時

〒156-0051 東京都世田谷区宮坂2-19-5-5F 松原ビル５F
小田急線経堂駅徒歩1分
TEL 03-3426-6771 FAX 03-3426-6769
E-mail info-kyodobowl@sports-bowling.com
担当︓井⼝・佐藤・⾦⼦
＊営業時間外、貸し切りなどご要望がございましたらお気軽にご相談ください。

KYODO BOWL のお弁当プラン

ボウリング ＋ お弁当
お弁当プランは10名様〜、オプションで飲み放題もございます︕

ボウリング
２ゲーム

＋

お弁当A 幕の内弁当
税込 3,100円 ※⼤⼈料⾦の場合

レンタル
シューズ

＋

お弁当
お茶付き

お弁当B たっぷりグリル野菜とチキンマリネ弁当
税込

MENU
海⽼フライ/酢豚
旬魚のゴマ焼き
玉子焼き
ほうれん草胡麻和え
パスタサラダ/ごま団子
白米/雑穀米
五目炊込みご飯

3,100円

※⼤⼈料⾦の場合

MENU
鶏肉の野菜マリネ
煮物/マグロカツ
ぶり照り焼き/ゴマ団子
ほうれん草胡麻和え
ブロッコリー/トマト
ご飯

※季節、仕⼊れ状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます

※季節、仕⼊れ状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます

お弁当C 唐揚げと白身魚のマリネ弁当

お弁当プランD
ポークピカタと鮮魚のオリーブマリネ弁当

税込

2,900円

※⼤⼈料⾦の場合

MENU
唐揚げ
白身魚のマリネ
プチトマト
ほうれん草胡麻和え
ブロッコリー
お新香/ご飯

税込

2,900円

※⼤⼈料⾦の場合

MENU
ポークピカタ
鮮魚のオリーブマリネ
厚焼き玉子
ほうれん草胡麻和え
ブロッコリー/プチトマト
ご飯

※季節、仕⼊れ状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます

※季節、仕⼊れ状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます

お弁当プランE チキンカツデミソース弁当

お弁当プランF 唐揚げ弁当
税込 2,650円 ※⼤⼈料⾦の場合

税込

2,650円

※⼤⼈料⾦の場合

MENU
チキンカツデミソース
パスタサラダ
ほうれん草胡麻和え
ブロッコリー
プチトマト
ご飯
※季節、仕⼊れ状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます

MENU
唐揚げ
パスタサラダ
ほうれん草胡麻和え
ブロッコリー
プチトマト
ご飯
※季節、仕⼊れ状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます

ボウリング ＋ お弁当
ボウリング2ゲーム＋貸靴＋お弁当（お茶つき）
〇オプション飲み放題︓一人税込１，５００円（ボウリング中の90分間）
アルコール
ビール/ハイボール/レモンサワー/赤白ワイン/焼酎（芋・⻨）/ジントニック/カシスオレンジ
カシスウーロン/カシスソーダ/カルーアミルク/マリブコーク/ラムコーク
ソフトドリンク
烏龍茶/オレンジジュース/オレンジソーダ/コーラ/メロンソーダ/白ブドウ/アイスティー
＊⼤学生以下の料⾦、内容はお問合せ下さい。
＊お弁当は受付〜ボウリング中にお召し上がり下さい。
＊表彰式はゲーム終了後１５分以内でお願いいたします。
＊ボウリングのみ、お弁当のみの参加料⾦はお問合せ下さい。
＊ボウリング＋お弁当は１０名様より承ります。
＊貸切は４２名様より承ります。
＊ボウリング＋お弁当は最⼤８４名様となります。
（ボウリングなしならばコンコースにてプラス３０名、合計１１４名様まで着席にて可能）
＊会議・イベントなど、貸切パーティのみのご利⽤も可能です。料⾦に関してはお問合せ下さい。
＊キャンセル料は⾷事代として５⽇前まで無料、４⽇〜２⽇前まで５０％、
前⽇〜当⽇は１００％、また無断キャンセルも１００％発生致します。
＊メンバー表は１週間前までにご提出ください。
＊その他、お困りのことやご質問などはお気軽にお問合せ下さい。

社⻑さん、部⻑さん、幹事さんに朗報‼ ボウリングで明るく、元気な会社に。
社内のコミュニケーションUPに︕ボウリングは最高のコミュニティスポーツです。
みんなで和気あいあいとボウリングゲーム＆パーティを楽しむことができます︕

懇親会

歓迎会

送別会

忘年会

新年会

内定式

＊ボウリング以外での貸切ご利⽤も可能です︕

KYODOBOWL

営業時間 8時〜23時

〒156-0051 東京都世田谷区宮坂2-19-5-5F 松原ビル５F
小田急線経堂駅徒歩1分
TEL 03-3426-6771 FAX 03-3426-6769
E-mail info-kyodobowl@sports-bowling.com
担当︓井⼝・佐藤・⾦⼦
＊営業時間外、貸し切りなどご要望がございましたらお気軽にご相談ください。

経堂ボウルのお得な食事つき

キッズパック
ボウリング
2ゲーム

＋

一⼈税込

レンタル
シューズ

＋

2,500円

お弁当
＆
飲み放題

＋

参加賞

＊飲み放題はボウリング中の９０分間

飲み放題︓烏龍茶/オレンジジュース/オレンジソーダ/コーラ/メロンソーダ/白ブドウ/アイスティー

キッズパック 唐揚げ弁当
MENU
唐揚げ/パスタサラダ
ほうれん草胡麻和え
ブロッコリー/プチトマト
ご飯

キッズパック チキンカツデミソース弁当
MENU
チキンカツデミソース
パスタサラダ
ほうれん草胡麻和え
ブロッコリー/プチトマト/ご飯
＊プラス１００円にてデミグラスハンバーグ弁当もございます。
＊高校生までのお子様が10名様以上の団体様対象。
＊飲⾷物のお持ち込みはお断りさせて頂きます。
＊アレルギーの⽅はお持ち込可となり、料⾦はご相談させて頂きます。

キッズパック
ボウリング2ゲーム＋貸靴＋お弁当＋飲み放題
＊飲み放題はボウリング中の９０分となります。
＊⼤人の⽅の料⾦はお問合せ下さい。
＊お弁当は受付〜ボウリング中にお召し上がりください。
＊表彰式はゲーム終了後１５分以内でお願いいたします。
＊飲⾷物のお持込はお断りさせて頂いております。
＊アレルギーの⽅はお持込可となり料⾦はご相談させていただきます。
＊ボウリングのみ、お弁当のみの参加料⾦はお問合せ下さい。
＊キッズパックは１０名様より承ります。
＊貸切は４２名様より承ります。
＊ボウリング＋お弁当は最⼤８４名様となります。
（ボウリングなしの⽅がいた場合、コンコースにてプラス３０名、合計１１４名様まで着席にて可能）
＊会議・イベントなど、貸切パーティのみのご利⽤も可能です。料⾦に関してはお問合せ下さい。
＊キャンセル料は⾷事代として５⽇前まで無料、４⽇〜２⽇前まで５０％、
前⽇〜当⽇は１００％、また無断キャンセルも１００％発生致します。
＊メンバー表は１週間前までにご提出ください。
＊その他、お困りのことやご質問などはお気軽にお問合せ下さい。

KYODOBOWL

営業時間 8時〜23時

〒156-0051 東京都世田谷区宮坂2-19-5-5F 松原ビル５F
小田急線経堂駅徒歩1分
TEL 03-3426-6771 FAX 03-3426-6769
E-mail info-kyodobowl@sports-bowling.com
担当︓井⼝・佐藤・⾦⼦
＊営業時間外、貸し切りなどご要望がございましたらお気軽にご相談ください。

経堂ボウルのお得な

団体予約パック
ボウリング
2ゲーム

レンタル
シューズ

＋

学 生
障がい者
高校生以下

ソフトドリンク
飲み放題
90分

＋

⽉〜⽊

一⼈

¥1,600

⾦⼟⽇祝

一⼈

¥1,700

⽉〜⽊
⾦⼟⽇祝

一⼈

¥1,500
¥1,600

一⼈

団体パック制限時間枠
１名様あたりのゲーム数

1レーン
あたりの人数

2ゲーム

3ゲーム

２名様

６０分

１時間２０分

３名様

１時間２０分

１時間５０分

４名様

１時間４０分

2時間２０分

５名様

2時間

２時間５０分

６名様

2時間２０分

３時間２０分

＊団体予約パックは１０名様以上となります

＊ゲーム開始時間が遅れた場合、他のお客様の予約状況、混雑状況により

＊ご予約⽇の１年前から受付いたします

制限時間になりましたら、ゲームの途中でもご終了頂く場合がございます

＊高校生以上の方は学生証をご提示ください

その場合、差額料⾦の返⾦はございません

＊障がい者の方は障がい者手帳をご提示ください
＊⼈数のご変更は1週間前までにご連絡下さい
＊団体予約パックキャンセル料・・・⼈数によるキャンセル料は発生致しませんが、
前⽇・当⽇のレーン数減は1レーン当たり１，０００円発生致します

＊ゲーム開始時間が遅れる場合はご連絡下さい
ご連絡のない場合は、ご予約時間１５分過ぎますとキャンセル扱いになります
＊招待券、割引券、クーポンのご利⽤はできません
＊追加ゲーム料は対象⽇通常の１ゲーム料⾦となります

＊団体パックは上記制限時間がございます

＊当⽇のご予約も可能ですが、続けてレーンがお取りできない場合もございます

＊団体パックに⼤⼈の方が⼊る場合は通常料⾦となります

＊メンバー表は経堂ボウルＨＰからダウンロード又は

＊団体パックは個別でのお支払いをご遠慮願います

メール（info-kyodobowl@sports-bowling.com）でお問合せ下さい

＊飲食のお持込みはご遠慮願います。

ご登録頂きましたメンバー表を開催⽇の3⽇前までにご提出をお願い致します

世田谷区宮坂2-19-5 松原ビル5F
TEL03-3426-6771 FAX03-3426-6769
info-kyodobowl@sports-bowling.com

コロナウイルス対策を
徹底しております

最新情報はこちらから
↓

■お客様、スタッフのマスクの着⽤
■⼊り⼝でのアルコール消毒
■受付での検温の実施
■定期的に場内のアルコール消毒
■使⽤済ハウスボール指穴のアルコール消毒
■その他、ウイルス対策を徹底しております

懇親会

歓迎会

送別会

忘年会

新年会

内定式

＊ボウリング以外での貸切ご利⽤も可能です︕
社⻑さん、部⻑さん、幹事さんに朗報‼
ボウリングで明るく、元気な会社に。
社内のコミュニケーションUPに︕
ボウリングは最高のコミュニティスポーツです。
みんなで和気あいあいとゲームを
楽しむことができます︕

KYODOBOWL

営業時間 8時〜23時

〒156-0051
東京都世田谷区宮坂2-19-5-5F
小田急線経堂駅徒歩1分
TEL 03-3426-6771 FAX 03-3426-6769
E-mail info-kyodobowl@sports-bowling.com
担当︓井⼝・佐藤・⾦⼦

＊営業時間外、貸し切りなどご要望がございましたらお気軽にご相談ください。

飛沫感染防止策設置

福利厚生・レクリエーション担当者のみなさま

ボウリングで会社を元気にしましょう︕
社内のコミュニケーションUPに最適︕会社に活気と笑顔が生まれます。

運営は全てセンターにお任せください。
だから、幹事さんもゲームをお楽しみいただけます。
実⼒に合わせたハンディキャップやチーム戦・個⼈戦などの
設定も可能です。
順位表もすぐに
幹事さん
出⼒できます。

⽇頃の
ラクラクなのに 運動不足の解消と
みんな満足‼
ストレス発散
ご予算は
ご相談ください

忙しく普段は会社⾏事に参加
できない⼈たちにも気軽に
楽しんでいただける
コミュニケーションスポーツです。
時間貸し予約料⾦

ご予算に合わせて福利厚生費の範囲内でも
いろんなプランをご提案いたします。
⼤会内容、予算、告知、演出、景品、
トロフィー、表彰などどんなことでも、
お気軽にご相談ください。

BOWLINGなら
男⼥・年齢に関係なく誰でも楽しめます。

ハンディキャップ方式を使えば、上手な⼈もそうでない⼈も平等に楽しめます。

おしゃべりしながら楽しくコミュニケーション。

上司も後輩も新⼈も、ワイワイおしゃべりしながら気軽に楽しめるスポーツです。

季節や天候を心配する必要もありません。
どんな季節でも、お天気に関係なくお楽しみいただけます。

社員の健康とリフレッシュにも最適。

適度な運動で健康増進、さらにストレスを発散して心もカラダもスッキリ。

ボウリングは健康スポーツとしても注目されています。
それぞれの体⼒に合わせた無理のないスポーツです。

全て税込価格

時間貸し

⽉〜⽊
1レーン 1時間

¥4,400

⽉〜⽊プラス30分

¥1,950

⾦⼟⽇祝
1レーン 1時間

¥4,700

⾦⼟⽇祝プラス30分

¥2,100

＊レンタルシューズは1足400円
＊その他詳しくは担当スタッフにお尋ねください。

