
キッズパックのご案内パックのキッズパパッ のごご案内ごキッズパックのご案内キッズパックのご案内

●ゲーム後にみんなでお食事タイム！●ゲーム後にみんなでお食事タイム！●ゲーム後にみんなでお食事タイム！ ●無料送迎バス完備！●無料送迎バス完備！●無料送迎バス完備！

●バンパーありでお子様でも安心！●バンパーありでお子様でも安心！●バンパーありでお子様でも安心！



◆ご予約方法◆

 

 ① ご予約日時、最大参加人数、送迎バス・お食事等のご希望をお伺い致します。

② バスをご利用頂く場合には、集合場所の把握をお願い致します。

集合場所によりお迎えの時間が異なる場合がございます。

お電話等で随時承っております。

★送迎地域★

①瀬戸市 ②尾張旭市 ③長久手市 ④日進市

⑤名東区 ⑥守山区 など・・・他地域も承りますのでお問い合わせ下さい。  

＊バス１台につき２２８名様のご乗車となります。２台必要な場合はゲームに参加される方

４０名様以上より承ります。  ※道路交通法によりｼｰﾄﾍﾞﾙﾄの着用をお願い致します（補助席を除く）

定員を越えた場合には役員様にお車の手配をお願い致します。

◆ボウリングゲームスタート時間及び送迎バスについて◆

＊お食事やゲーム終了後お送りする場合には３０分～１時間程待ち時間がある場合がございます。
*運行状況につきましては、当日スタッフにご確認下さい。　　*車内での飲食はご遠慮下さい。　　
*ゲームセンター等のご利用はご遠慮下さい。　　*チャイルドシートの着用が必要なお子様は、ご乗車頂けませんので、ご了承下さい。

される方

＊送迎バスをご利用の場合、①～③のスタート時間でのご予約は、ボウリングとお食事込みでのご予約となります。( ボウリングのみのご予約は不可 )

スタート時間

・瀬戸市

・尾張旭市

・長久手市

・品野、赤津（瀬戸市）

・名東区（Ｒ302より東側）

・守山区（Ｒ19より東側）

・名東区（Ｒ302より西側）

・日進市・守山区（Ｒ19より西側）

9:15 8:35 8:30 8:25

10:50 10:10 10:05 10:00

12:25 11:45 11:40 11:35

14:00 13:20 13:15 13:10

15:35 14:55 14:50 14:45

・長久手市（東名高速より南側）

①

②

③

④

⑤

ボウリング時間（９０分） お食事時間 お帰り時間の目安 

9：15～10：45 10：50～11：45 12：00 ～バス到着次第出発 

10：50～12：20 12：25～13：20 13：40 ～バス到着次第出発 

12：25～13：55 14：00～14：55 15：10 ～バス到着次第出発 

14：00～15：30 15：35～16：30 16：35 ～バス到着次第出発 

14：00～15：30 なしの場合 15：50 ～バス到着次第出発 

15：35～17：05 ― 17：30 ～バス到着次第出発 

送
迎
バ
ス
利
用
の
場
合



★お子様用の５本指ボールもご用意しております。
　低学年のお子様でも大人と同様に楽しんで頂けます！
※数に限りがございますので予めご了承下さい。

 

 

そ の 他 料 金 の ご 案 内 

★キッズパックでは全てガターをふさいだレーンでご利用頂いております。
　低学年と高学年のお子様が平等に勝負でき楽しむことができます。
　ガターをふさがないレーンをご希望のお子様は、投球者名簿の
　バンパー不要欄に○印を付けて下さい。

 

 

ボウリング
2ゲーム

レンタル
シューズ

※ボウリングの人数変更は当日ゲームスタート前までとなります。
※セット料金となりますのでマイシューズをお持ちの方への
　料金払い戻しはございません。

■キッズパックは２ゲームのセット料金となりますが、  
お子様で２ゲームではなく１ゲームでご参加される  

場合は右記の料金となります。  

大人の方・高校・大学生・中学生
 ボウリングに参加される場合は、ゲーム料金が
右記の料金となります。

※年末年始等特別営業時には
価格が異なる場合がございます

 
 

 
 

（施設券）

参加賞＆
表彰状

料金（1ゲーム） 平日（月～金） 土・日・祝

\470 \520

\540 \590

\590 \640

中学生以下

高校・大学生

大人

￥1,250
キッズパック料金

 
 

 

 

←ボタンを押すと靴が出てきます。

※ゲ－ム代と一緒に精算させて頂きます。

靴の 

サイズ  

14センチ～20センチ 各1cm刻み 

21センチ～28センチ 各0.5㎝刻み 

★レンタルシューズ貸出機でサイズをお選び頂き、
　各自でお借り頂きます。(コイン投入不要）

 
 

が

※金額は全て10％税込み表示です。※金額は全て10％税込み表示です。

■

＋ ＋

★表彰は男女各1位～3位の計6名様に賞状と特別クーポンを
プレゼントさせて頂きます。

 

高校生以上 ￥400
中学生以下 ￥350

レンタルシューズ



+

・

10 10

10 10

※チョコフォンデュのみ 1 ドリンク

人数変更
２日前まで

数量変更
１週間前まで



10 10

10

※ドリンクは 1 ドリンクとなります

数量変更
１週間前まで

数量変更
１週間前まで

ツナマヨ・昆布・鮭ツナマヨ・昆布・鮭



◆キッズパックの１日の流れ◆ 

例）  瀬戸市の子供会様 

ゲームスタート９：１５（バス利用）でお申込された場合 

 
 

お子様をお食事会場に誘導を 

お願い致します。 

送迎バス待合場所にてお子様が外へ出たり 

しないように安全の確保をお願い致します。 

８：２０    集合場所に集合  

 

８：３５    バスに乗車 ＆ 出発  （Ｐ1参照） 

 

 

          
         

         東名ボールに到着  
      ボウリングに参加される方は、 

     レンタルシューズに履き替えて下さい。     

    

９：１５    スタッフによるルール説明  

         ボウリングスタート 

 

１０：４５    ボウリング終了  

 

        お食事会場へ移動 

 
 

１０：５０        お 食 事 

         表彰式など式など  

 

１１：４５     玄関前の 

      「送迎バス待合場所」へ移動 

          

     

         

        バス到着次第乗車＆出発 

 
 

１２：３０       集合場所到着 

お子様の人数に応じて運転手が指示を 

致しますのでご協力をお願い致します。 

車内の忘れ物の確認をお願い致します。 

                    
おつかれさまでした。

お食事終了次第

⇒ ボウリングフロントにて精算を

お願いいたします。
※クレジットカードのご利用も頂けます

フロントにて受付をお願い致します。  
         （メンバー変更など） 

 
大会の1週間前までにメンバー表のご提出。
参加者に集合場所に集合をかけて頂きます。      

（バス出発時刻の１５分前集合）
 

役員・幹事　様参加のみなさま

●スタッフによる表彰を行います



６歳未満のお子様は、チャイルドシートの着用が義務化 

されています。   恐れ入りますが、チャイルドシートの 

着用が必要なお子様には、車の手配をお願い致します。 

●投球者名簿の用紙● 

・1レーン基本は４名となります。 

・低学年・高学年・男女を混ぜて頂けるとゲーム 

 進行がスムーズになりますのでご協力を 

 お願い致します。 

・当日欠席が出る場合がありますので 

 ３名様のレーンは３レーンまでで組んで頂き、 

 当日欠席がでても組換えが少ないように 

 お願い致します。 

・お食事をご予約されたご予約様は、１枚目にまと 

 めて人数をご記入下さい。又、お食事のみの方が 

 おみえになる場合もご記入下さい。 

・大会の１週間前までに、FAXで事前にご提出を  

 お願い致します。 

●地図の用紙● 

・大会の一週間前までにＦＡＸ 

 で事前にご提出をお願い 

 致します。 
(投球者名簿と一緒にお願い致します) 
・１台の乗車人数は２８名です。 

・１台につき大人２～３名様の 

 ご乗車を頂き車内の安全確保の 

 ご協力をお願い致します。 

 ※必ず乗車人数のご記入を 

  お願い致します。 

・集合場所は１０分位停車可能な 

 場所をご指定下さい。 

・お店や会社の駐車場をご利用の 

 場合は事前に承諾をお願い 

 致します。 

・集合場所のどの辺りにバスを 

 止めさせて頂くかの表示を 

 お願い致します。 

地図(略図) 目印になる建物、公園、バス停、交差点等 ご記入下さい。 

     月   日   曜日  予約名         役員様名      TEL (   )   ― 

●バス乗車人数(大人  名、子供   名) ●マイカー乗車人数（   名）計    名 ●食事 有 ・ 無 

  (      時      分) に出発致します。    ＊１５分前には集合してお待ち下さいませ。 

＊こちらの用紙は、投球者名簿と一緒にご提出をお願い致します。 

＊バス1台にご乗車できる人数は補助席を含め、28名様になります。 

道路交通法により、シートベルトの着用をお願い致します。（補助席を除く） 
集合場所は、10分位停車が出来る場所でお願い致します。又お店や会社の駐車場を

ご利用の場合は事前に承諾をお願い致します。  

＊ 投球者名簿と地図（略図）の記入をして頂く前に・・・ 



東名ボールでは、みんなでボウリングをして、お食事をして 

１日中楽しめちゃうヨ！ 

マイクロバスでの送り迎えもあるので幹事様も安心です。 
 ※一部の地域のみ可能 

東名ボール

パナソニック電工

〒489-0972　瀬戸市西原町2-114
TEL(0561）21-6131　FAX（0561）83-5628

www.tomei-bowl.com

営業時間 9：00～24:00 大型駐車場完備

・ニトリ

●

コンビニ
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