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小倉将棋センターは、2012年11月に北九州市小倉北区の片野にオープンした将棋道場・教室です。

「将棋仲間が欲しい」「将棋を楽しみたい」「本気で強くなりたい」等、初心者から有段者まで

幅広いニーズに応えられるサービスを提供しています。

また、公益社団法人日本将棋連盟の公認支部として、北九州を拠点に将棋の楽しさを広く伝える

ことをコンセプトに、年齢・性別や棋力を問わず一緒に活動をしているアットホームな道場です。

①.将棋を楽しみ、そして
強くする道場

・初心者からアマ強豪まで、幅広く

楽しめるコンテンツ

・初心者から全国優勝者を育て上げた
実績のある指導者と育成システム

③.通いやすい立地の良さ
と充実した環境

・公共交通機関（JR・モノレール・
バス）を利用可能

・清掃・消毒の行き届いた、広々と

した空間と棋具で対局

④.様々な将棋イベント・
レクリエーションを開催

・毎週開催される賞金大会

・将棋合宿・遠征

・忘年会・新年会・ハロウィンなど

日本将棋連盟 北九州支部

小倉将棋センター

②.道場と教室の一括経営
で、幅広いニーズに対応

・「こども・女性初心者将棋教室」と

「大人初心者将棋教室」を開催

・教室卒業後は道場でさらなる上達を
目指すことが可能
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①.将棋を楽しみ、そして強くする道場

小倉将棋センターでは将棋の楽しみ方を初心者の段階から伝えます。そして、棋力向上に伴って
「もっと強くなりたい」という気持ちが芽生えてきます。

「将棋を楽しみたい方」から「将棋が強くなりたい方」まで、幅広いご要望にお応えできるよう
道場・教室ともにどなたでも楽しめるイベント等をご準備しています。

 教室で将棋のイロハを学び  強さと結果を求める生徒に  道場で強い人と対局する。
 将棋本来の楽しさを知る。  特別コースを準備。  道場内大会に参加。

【道場】
　・月に1度の大イベント！小倉将棋センター杯（賞金大会、どなたでも参加可能）
　・毎週開催！片野オープンリーグ・オープントーナメント（参加費無料、賞品あり※席料は別に必要です）
　・将棋研鑽の場として北九州研究会を開催

【教室】
　・外部参加も可能なクローバーカップ（初心者教室の将棋大会）
　・強さと結果を求める生徒のための個人指導教室・選抜コース（許可制の特別コース）

初心者 初～上級者 有段者～
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①.将棋を楽しみ、そして強くする道場

将棋が強いだけではなく、将棋を教える技術に定評がある指導者を選んでいます。

指導者 プロフィール

三浦
み う ら

　重頼
し げ よ り  小倉将棋センター代表。将棋普及指導員。初心者を全国優勝や県代表にまで多数育成。

 将棋の本質を捉え伝える技術、そして「心」にアプローチする指導法に定評がある。

 アマ五段。福岡を代表する若手アマ強豪の1人で、全国大会出場経験多数。
 捌く技術に定評のある振り飛車党で、丁寧な指導を心がけている。

城戸
き ど

　純希
よ し き

（常勤講師）

金子
か ね こ

　俊
しゅん

 アマ五段。福岡を代表する若手アマ強豪の1人で、朝日アマ名人戦で全国ベスト８に入賞し、
（非常勤講師）  プロアマ戦に出場経験あり。

主な指導実績

 ・新進棋士奨励会　合格

 ・テーブルマークこども大会（旧：JT杯） 福岡大会　優勝　　など

 ・全国将棋倉敷王将戦 高学年および低学年の部　全国優勝

 ・小学生将棋名人戦　福岡県代表

 ・全国中学生選抜将棋選手権　福岡県代表

 ・全国高等学校将棋選手権大会 女子の部　福岡県代表

 ・J:COM杯 3月のライオン 子ども将棋大会　九州地区代表
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②.道場と教室の一括経営で、幅広いニーズに対応

初心者～中級者の方には初心者将棋教室、さらに強くなりたいという方には選抜コースを
おすすめしています。また、実戦練習や研究会の場として道場をご利用いただけます。

12～25級

入門

県代表以上～

二段

初段

1～4級

5～11級

アマ初級者レベル

将棋のルールを
覚える初心者

アマ上級者レベル

アマ中級者レベル

段級位 大体の目安

五段以上

四段

三段

全国上位レベル

県代表レベル

アマ有段者レベル

道場

こども・女性
初心者将棋教室

大人初心者
将棋教室

選抜コース

将棋の基本をしっかり学んで、

使いこなせるようになろう！

強
く
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち

実戦対局で棋力向上を目指そう。
友達と楽しく対局するのもOK!
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②.道場と教室の一括経営で、幅広いニーズに対応

道場と教室の主なコンテンツ概要は以下の通りとなります。
お客様のニーズに合わせてコンテンツはできる限り改善・拡張し、現在も成長を続けています。

【平　日】 大人 1,000円　学生・女性　 800円
【土日祝】 大人 1,200円　学生・女性 1,000円
【月　極】一律 10,000円
※18時以降の来場は500円

【回数券】 大人 5,000円　学生・女性 4,000円
※6回券・有効期限：3ヵ月

<水～日>
強くなること及び結果を 15:00-16:30 【4回券】 16,000円
出すことを目標に席主が 17:00-18:30 ※有効期限は購入日より2ヵ月
受講を許可した者 19:00-20:30

<水～金>
強くなること及び結果を 15:00-16:30
出すことを目標に席主が 17:00-18:30
受講を許可した者 19:00-20:30

※初段もしくは二枚落ち
卒業時点で教室卒業

19:00-20:30

<水～金>
16:00-18:00 【月2回コース】 月額  4,000円
17:00-19:00 【月4回コース】 月額  6,000円

【月8回コース】 月額  9,000円
<土日> 【無制限コース】月額 12,000円

10:00-11:55 ※お得な家族割（2名以上）もあります。
13:00-14:55

<水～金>
13:00-16:00

の中から90分間 【4回券】 5,000円
19:00-20:30 ※有効期限は購入日より2ヵ月

<土日>
15:30-17:00
17:30-19:00

道場 将棋を指せる方であれば、
すべての方が利用可－ －

こども・女性
初心者将棋教室教室

個人指導教室
（最上位コース）

大人初心者
将棋教室

10:30-12:00

－ 大人の初心者

初心者コース

料金

【月4回受講+道場フリー】月額 16,000円選抜コース

<水～金>
13:00-21:00

<土日祝>

13:00-14:30

<土祝日>

－

こども・女性の初心者

12:00-21:00

大分類 中分類 小分類 対象 開催日時
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③.通いやすい立地の良さと充実した環境

小倉将棋センターは、モノレール片野駅から徒歩5分の好立地にあります。
道場内の清潔感と居心地の良さは、全国を探しても中々見つからないという声をお客様から
いただけるほどです。
盤駒や書籍、保護者向けの休憩スペースにもこだわり抜いています。

モノレール片野駅から徒歩5分！

高速バス乗り場から近く、遠方からの来客も！

広々とした開放的なスペース！

全国有数の快適な道場である自信があります！

良質な将棋書籍を多数保有。棋力向上に貢献！

国産本榧盤・高級本黄楊駒で指せる！ 保護者向けの休憩スペースを準備！

待ち時間もゆっくりおくつろぎいただけます！
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③.通いやすい立地の良さと充実した環境
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④.様々な将棋イベント・レクリエーションを開催

将棋だけに限らず、色んな方が楽しめるイベントを年間通して開催しています。

春 夏

冬 秋

年末将棋遠征
新・忘年会

開店記念パーティー
秋季合宿

将棋大会遠征
春季合宿

夏休み旅行
道場内屋台
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