
第２６回日本テニス産業セミナー

日本テニス産業セミナーの開催にあたり、実行委員会を代表してご挨拶申し上げます。
錦織圭選手の素晴らしい活躍により、テニスに対する関心は、かつてない程に高まってい
ます。それに伴って、メディアでもテニスが取り上げられる機会も増えてきました。
しかし、このチャンスにテニス産業に関わる事業者が積極的に行動しなければ、錦織選

手が作ってくれたテニスに対する興味をテニス人口の拡大に結びつけることはできません。
今回の日本テニス産業セミナーでは、北海道テニス事業協会の皆様のご協力をいただい

て、このチャンスを活かすために役立つご講演を数多く、ご用意することができました。
それぞれの分野で、ご活躍をされている皆様のご講演を聞いていただくことで、「一人一
人が今、やらなければいけないこと」をいろいろな視点から考える良い機会になるはずで
す。
テニス産業セミナーはテニス事業者が集い、情報を交換し、テニス事業に対する熱い想
いを確認する最高の場です。ぜひ、近隣のテニス事業者の皆様にお声をおかけいただき、
一人でも多くの皆様にご参加いただけると嬉しいです。

実行委員長 中山 和義

平成２７年２月１７日（火）
ロイトン札幌

北海道テニス事業協会



公益社団法人日本テニス事業協会 第２６回日本テニス産業セミナー
開 催 要 項

■名 称 第２６回日本テニス産業セミナー

■開催組織 共 催：公益社団法人日本テニス事業協会／北海道テニス事業協会
（予定含む） 主 管：公益社団法人日本テニス事業協会研修委員会

後 援：経済産業省、公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会
公益社団法人日本プロテニス協会

協 賛：サントリーフーズ株式会社、（株）ダンロップスポーツマーケティング
運 営：第26回日本テニス産業セミナー実行委員会

■会 場： ロイトン札幌
〒060-0001 札幌市中央区北１条西１１丁目 TEL：011-271-2711
「札幌市営地下鉄東西線 西11丁目下車徒歩３分」

■期 日： 平成２７年２月１７日（火）

■時 間： 9:45～17:40 セミナー
18:00～19:30 懇親パーティ

■構 成：１．講師による講演
１．懇親パーティ

■対 象：全国各地のテニス事業従事者及び業界関係者
１．クラブオーナー・マネージャー・コーチ・フロント・スタッフ
２．スクール代表・マネージャー・コーチ・フロント・スタッフ
３．テニス関連事業従事者
４．その他一般の方

■定 員：１５０名 （先着順にて締切）

■会 費：●加盟会員 一人目１７,０００円、 （昼食・懇親パーティ費を含む）
※但し、同一事業所のお二人目以降は14,000円となります。

●非加盟 一人目２７,０００円、 （昼食・懇親パーティ費を含む）
※但し、同一事業所のお二人目以降は24,000円となります。

●テニスプロデューサー有資格者は１２,０００円

○宿泊 ロイトン札幌
7,560円（ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑ）5,400円（ﾂｲﾝﾙｰﾑ2名10,800円）１泊朝食付、税・サ込み

■申込締切：平成２７年２月９日（月）

■キャンセル料：当日100％、１営業日前50％のキャンセル料金を頂戴いたします。（土日祝は休業です）
※２営業日前まではキャンセル料は発生しません。（返金手数料は参加者負担とします）

■ポイント：（公財）日本体育協会公認テニス指導者の方（①スポーツ指導員、②コーチ、③教師）
（申請中） ならびに(公社)日本プロテニス協会資格者の方は本セミナーにおいて(公財)日本テニ

ス協会／(公社)日本プロテニス協会の研修ポイントを２ポイント取得出来ますので、
申込書に登録団体と登録Noをご記入下さい。
なお、JTA登録者は当日、公認テニス指導者研修会実習活動実績証をご持参下さい。

■申 込 先：公益社団法人日本テニス事業協会 事務局
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-3 小田急明治安田生命ビルＢ１
TEL 03-3346-2007 FAX 03-3343-2047 URL.http://jtia-tennis.com

■申込方法：所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、申込先まで郵送又はＦＡＸにて送付下さい。
なお、会費は期日までに下記口座にお振込みをお願いいたします。

【振込先口座】 銀 行 名：三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店
口座番号：普通口座 No.１６９２７１２
口 座 名：公益社団法人日本テニス事業協会 テニス産業セミナー事務局

シャ）ニホンテニスジギョウキョウカイ テニスサンギョウセミナー



平成２７年２月１７日（火）
スケジュール 会 場 内 容 構 成

9:15～9:45 受付／ ２F エンプレスホール

9:45～10:00 ｴﾝﾌﾟﾚｽﾎｰﾙ 開会式 公益社団法人日本テニス事業協会 会長 大久保 清一

10:00～11:00 ｴﾝﾌﾟﾚｽﾎｰﾙ 講 師：元衆議院議員 杉村 太蔵氏

《特別講演》 テーマ：「雪国の北海道がなぜテニス王国となったのか？」

内 容：雪国の北海道からなぜ鈴木選手、小畑選手、内山選手など、世界

で活躍する選手が輩出されるのか。そこには北海道テニス協会独

自のジュニア強化法があった。世界には全く通用しなかったが、

一応、北海道代表として97年に国体優勝している私が北海道テニ

スの強さの秘訣を真面目に解説したい。（本人談）

11:15～12:45 ｴﾝﾌﾟﾚｽﾎｰﾙ 講 師：プロテニスプレーヤー 鈴木 貴男氏

《講 演》 テーマ：「今まで、そしてこれからの日本テニス界へ」

内 容：北海道で育ったジュニア時代と東京へ移りプロを目指した頃のエ

ピソード、そしてプロ活動の中での経験や感じた事の紹介、プロ

の立場から民間テニス事業者やジュニア指導者への提言や提案な

どを、お話しして頂きます。

12:45～13:45 ｴﾝﾌﾟﾚｽﾎｰﾙ 昼 食（お弁当）

13:45～15:45 ｴﾝﾌﾟﾚｽﾎｰﾙ 講 師：十勝バス株式会社 代表取締役社長 野村 文吾氏

《基調講演》 テーマ：「お客様密着！で、地域に貢献する十勝バスの経営」

～ ４０年ぶりの利用者増加の実例 ～

内 容：業界全体がマイナス成長を続ける中、バス利用者増加のため、地

域住民の家を一軒一軒訪問するなど、常識にとらわれない戦略で

地方の路線バス会社として40年ぶりの黒字化を成し遂げた十勝バ

スの経営手腕が話題になっています。利用者増加の実例をもとに

して同社が目指す会社経営についてお話しいただきます。

15:45～16:00 休 憩

16:00～17:30 ｴﾝﾌﾟﾚｽﾎｰﾙ 講 師：札幌市議会議員 佐々木 みつこ氏

《講 演》 テーマ：「人生はワイン」

～ワインがかえた私の人生～ 速攻わかるワインテイスティング

内 容：会社勤め２０年。趣味３年で起業、そして市議会議員。

ワインによって（酔って）変化した私の人生の紹介とともに、せ

っかくなのでワインの味わい方、選び方、扱い方など、日常便利

なワイン知識と味わいをご紹介し、プチワイン通になっていただ

きます。

17:30～17:40 ｴﾝﾌﾟﾚｽﾎｰﾙ 閉会式 北海道テニス事業協会 会長 蒲生 清

17:40～18:00 ２F リージェントホールへ会場移動

18:00～19:30 ﾘｰｼﾞｪﾝﾄﾎｰﾙ 懇親パーティ

カスタネット奏者の真貝裕司氏による演奏を予定。

＊スケジュール・講演内容等につきましては都合により変更される場合もございますが、その際はご了承くださいますようお願い申し上げます。



ロイトン札幌へのアクセス
http://www.daiwaresort.jp/royton/access/index.html/

■飛行機をご利用のお客様



第２６回日本テニス産業セミナー（前日）
２月１６日（月）セミナー前夜祭

◆日時：平成２７年２月１６日（月）１８：００～２０：００
◆場所：サッポロビール園 ガーデングリル

札幌市東区北7条東9丁目2-10 TEL:011-742-1531

◆料理：ジンギスカンと北海道料理、飲み放題付
◆定員：４０名
◆参加費：￥５,０００（税込み）
◆集合：現地17:50までに集合してください。
◆申込方法：セミナー参加申込書でお申し込みください。

第２６回日本テニス産業セミナー（２日目）
２月１８日（水）テニス施設見学バスツアー

◆日時：平成２７年２月１８日（水） ◆定員：４０名
◆参加費：￥５,０００（昼食・税込み）
◆申込方法：セミナー参加申込書でお申し込みください。

◆スケジュール（当日の交通事情等により変更になる場合がございます）

● 9:00 ロイトン札幌 出発

● 9:３０～10:30
インドアテニスセンター
ウィング札幌ウエスト校 見学
札幌市西区発寒8条11丁目1－5 TEL:011-662-3300

＊テニスの日「個別イベント」を含めてスクールの紹介をします。

● 11:00～11:30
大倉山ジャンプ競技場 見学
北海道札幌市中央区宮の森１２７４

大倉山ジャンプ競技場は、札幌市中央区宮の森にある札幌市が

所有するスキージャンプ場で、標高307mの大倉山の東斜面にあ

る。国内の競技大会は大倉山での開催が最も多い会場です。

● 12:00～13:00
ばんけい苑で昼食
札幌市中央区盤渓386番地 TEL:011-641-0119

＊山と海の食材の炭火焼きで昼食
さっぽろ、中央区の森の中。旬と美味しさ、健康にこ

だわり続けて47年！安全な食材を追求し、自家生産の

畑から有機栽培された無農薬野菜、ばんけいの森で採

れる山菜、平飼いでのびのび育った鶏から採れる新鮮

たまごなど、こだわりの食材を皆様にご提供しており

ます。

● 13:30～14:30
札幌中央卸売市場 見学
＊場外市場にて買い物
札幌場外市場は、約60店舗が所狭しと軒を連ね、毎日隣の中央卸売市場

より鮮度抜群の北海道の海の幸、山の幸を仕入れ、格安で提供していま

す。

● 15:00 ロイトン札幌 解散

● 15:30 札幌駅 解散



第2６回日本テニス産業セミナー 参加申込書
事業所名 □加盟会員
（会社名） □非加盟

所 在 地 〒

TEL FAX

振込人名

《お願い》 ※必ず下記の役職・前夜祭・バス見学ツアー・宿泊の□にチェックを入れてください。
※氏名には必ずフリガナをお願いいたします。
※(公財)日本体育協会公認テニス指導者の方は自宅住所及び登録団体と登録№を

必ずご記入ください。

１ ﾌﾘｶﾞﾅ 男 ・ 女

氏 名

役 □会員制クラブ経営者 □会員制クラブ支配人・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ □会員制クラブコーチ
□スクール経営者 □スクール支配人・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ □スクールコーチ

職 □フロントスタッフ □メーカー・賛助会員 □その他 （ ）

※前日の前夜祭に □参加する □参加しない
※２日目バス見学ツアーに □参加する □参加しない

※ロイトン札幌への宿泊希望
宿 （ツインルームご希望の方は事務局へ直接ご連絡ください）

シングルルーム￥７，５６０（１泊朝食、税・サ込み）

泊 □２月16日(月) □２月17日（火） 計 泊 □禁煙 □喫煙

□宿泊しない

ＪＴＩＡテニスプロデューサー 登録番号
資

登録 □ＪＴＡ □ＪＰＴＡ 登録番号 TEL
格

自宅住所 〒

2 ﾌﾘｶﾞﾅ 男 ・ 女

氏 名

役 □会員制クラブ経営者 □会員制クラブ支配人・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ □会員制クラブコーチ
□スクール経営者 □スクール支配人・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ □スクールコーチ

職 □フロントスタッフ □メーカー・賛助会員 □その他 （ ）

※前日の前夜祭に □参加する □参加しない
※２日目バス見学ツアーに □参加する □参加しない

※ロイトン札幌への宿泊希望
宿 （ツインルームご希望の方は事務局へ直接ご連絡ください）

シングルルーム￥７，５６０（１泊朝食、税・サ込み）

泊 □２月16日(月) □２月17日（火） 計 泊 □禁煙 □喫煙

□宿泊しない

ＪＴＩＡテニスプロデューサー 登録番号
資

登録 □ＪＴＡ □ＪＰＴＡ 登録番号 TEL
格

自宅住所 〒

記入欄が足りない場合はコピーをお願いいたします。 （３人目以降の場合には、左欄の番号を修正下さい。）

ファクス送付先：公益社団法人日本テニス事業協会 事務局 ０３－３３４３－２０４７
＊お申し込み後、受付確認票をＦＡＸにてお送りいたします。


