
第２８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、ご挨拶をさせて
いただきます。
リオ・オリンピックで錦織圭選手が銅メダルを獲得する活躍もあり、テニスブーム

は未だ続いていると思います。しかし、トップ選手の活躍だけでは、本当のテニスブ
ームを作り上げることはできません。『選手が活躍しているこのチャンスをどのよう
にテニス事業者が活用すればいいのか？』
今回の日本テニス産業セミナーでは、広島県テニス事業協会の皆様のご協力をいた

だき、そのヒントを与えてくれる講師の皆様にご講演をいただくこととなりました。
それぞれの分野で、企業やチームの原点を引き継ぎながら、新しいことにも挑戦を
されている皆様のご講演を聞いていただくことで、『これからのテニス事業に必要な
こと』をいろいろな方向から考える良い機会になるはずです。そして、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、テニスに対する熱い想いを確認する最
高の場です。ぜひ、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２９年２月１５日（水）
ホテルグランヴィア広島

広島県テニス事業協会



公益社団法人日本テニス事業協会 第２８回日本テニス産業セミナー
開 催 要 項

■名 称 第２８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／広島県テニス事業協会
（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：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
協 力：アンフィニ広島
運 営：第28回日本テニス産業セミナー実行委員会

■会 場： ホテルグランヴィア広島
〒732-0822 広島市南区松原町1-5 TEL：082-262-1111
ＪＲ広島駅直結

■期 日： 平成２９年２月１５日（水）

■時 間： 10:15～17:10 セミナー
17:30～19:00 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：１２０名 （先着順にて締切）

■会 費：●加盟会員 一人目￥１８,３６０（税込） パーティ費(\5,600+税)・昼食を含む

※但し、同一事業所のお二人目以降は\15,120（税込）
●非加盟 一人目￥２９,１６０（税込） パーティ費(\5,600+税)・昼食を含む

※但し、同一事業所のお二人目以降は\25,920（税込）

●テニスプロデューサー有資格者は\12,960円（税込） パーティ費(\5,600+税)・昼食を含む

○宿泊 ホテルグランヴィア広島
\10,000（ｼﾝｸﾞﾙﾙｰﾑ）１泊朝食付、税・サ込み

■申込締切：平成２９年２月６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２９年２月１５日（水）
スケジュール 会 場 内 容 構 成

9:45～10:15 受付／ ４Ｆ

10:15～10:30 悠久(D) 開会 公益社団法人日本テニス事業協会 会長挨拶

10:30～12:00 悠久(D) 講 師：マツダ株式会社 ロードスターアンバサダー 山本 修弘氏

《基調講演》 テーマ：「守るために変えていく／新型ロードスターの開発」

内 容：ロードスターの開発を通じて広島でオープンカーを作る意義を問

い、４代目では原点回帰し“守るために変えていく”挑戦を行っ

た。高い目標を掲げ“共創”という取り組みでチーム力を結集し

た。そして「2016ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」と「2016

ワールド・カー・デザイン・オブ・ザ・イヤー」のダブル受賞を

達成した。ことなどについてお話しいただきます。

12:00～13:00 昼 食

13:00～14:00 悠久(D) 講 師：一般社団法人 宮島観光協会 会長

《講 演》 株式会社やまだ屋 代表取締役 中村 靖富満氏

テーマ：「宮島ともみじ饅頭の歴史、そしてインバウンド観光」

内 容：日本三景、世界文化遺産の島、宮島の歴史とその特産品である「も

みじ饅頭」の誕生の背景と変遷をご紹介し、宮島が古くから信仰

の島として観光で栄えたことをご説明いただき、最近急増してい

る外国人観光客の受け入れについてもお話しいただきます。

14:00～14:15 休 憩

14:15～15:45 悠久(D) 講 師：プロ野球解説者 元広島東洋カープ 廣瀬 純氏

《講演》 テーマ：「25年ぶりの優勝と今後のカープ」

内 容：１５打席連続出塁の日本記録を打ち立てた勝負強いバッティング、

そしてゴールデングラブ賞に輝いた堅い守備と強肩でカープ一筋

１６年。昨年、現役を引退され今年から解説者として活躍される

廣瀬純氏。１軍、２軍、そして怪我による３軍を経験した実績か

らリーグ優勝の舞台裏や今後のカープの展望についてお話し頂き、

参加者の皆様からの質問にもお答えします。

15:45～16:00 休 憩

16:00～17:00 悠久(D) 講 師：株式会社みなみ坂 代表取締役 南目 真澄氏

《講 演》 テーマ：「生きがい相乗効果を広げる企業を目指して」

内 容：会社立ち上げから現在のテニススクール事業３会場、ホットヨガ

事業２会場、ストレッチ＆体幹トレーニング専門店１会場を運営

するまでの歩み、その過程で経験したことから気付いたこと、日

頃から取り組んでいる内容、目指している会社の理想像について

お話しいただきます。

17:00～17:10 悠久(D) 閉会 広島県テニス事業協会 会長挨拶

17:30～19:00 悠久(A) 懇親パーティ

＊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。



ホテルグランヴィア広島へのアクセス
http://hgh.co.jp/etc/access.html

【協力】

ロードスターRF



第２８回日本テニス産業セミナー（前日）
２月１４日（火）広島セミナー・ウェルカムツアー

◆日時：平成２９年２月14日（火） ◆定員：2０名
◆参加費：当日現地で集金いたします。（現地集合、現地解散）

◆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）

＊写真はイメージです。

【前半】
● 11:30 JR宮島口駅 改札集合
11:40発 JR西日本宮島フェリー
または11:50発 宮島松大汽船にて宮島へ

● 12:00～12:40
割烹旅館 山一別館（宮島桟橋前）昼食
あなご飯 定食（￥2,500＋飲み物別）

廿日市市宮島町港町1162−4 TEL 0829-44-0700

http://yamaichibekkan.com/restaurant.html

● 12:40～1４:20
宮島観光 嚴島神社他（ガイド付き）別途入場料必要

嚴島神社は海を敷地とした大胆で独創的な配置構成、平安時代の寝殿

造りの粋を極めた建築美で知られる日本屈指の名社です。廻廊で結ば

れた朱塗りの社殿は、潮が満ちてくるとあたかも海に浮かんでいるよ

う。背後の弥山の緑や瀬戸の海の青とのコントラストはまるで竜宮城

を思わせる美しさです。

● 14:25発 JR西日本宮島フェリーにて宮島口へ
http://jr-miyajimaferry.co.jp/timetable/

● 14:45頃 JR西日本
もしくは広電にて原爆ドームへ移動

● 15:50 原爆ドームを視察しながら資料館へ移動
原爆ドームの名で知られる広島平和記念碑は、日本の広島市に投下さ

れた原子爆弾の惨禍を今に伝える記念碑である。元は広島県の様々な

物産を展示するために広島県物産陳列館として開館し、原爆投下当時

は広島県産業奨励館と呼ばれていた。

● 16:00頃 広島平和記念資料館を見学（別途入場料必要）

中島町の広島平和記念公園敷地内に所在し、広島原爆の惨状を後世に

伝えるための施設として当初は「広島平和会館原爆記念陳列館」の名

称で開館した。運営は広島市出資の財団法人広島平和文化センターが

行っている。2016年4月現在の入館料は、大人200円・高校生100円。

【後半】
● 18:00～20:00
柳橋 こだに （￥8,000）
広島市中区銀山町1-1 TEL:082-246-7201

http://www.kodani.co.jp/

健康の素がたっぷり、広島名物“かき料理”は

喜びづくめ。古くは室町時代から始まった広島

かきは、生産量も日本一なら、その美味しさで

も日本の代表格。甘くて濃厚なその味わいは、

かきの養殖に最適な環境が揃った広島湾ならで

はのもの。当店では、本場・広島かきを使った

様々な名物かき料理をお楽しみいただけます。

また、かき以外のお料理もご用意可能です。



第２８回日本テニス産業セミナー（２日目）
２月１６日（木）テニス施設見学バスツアー

◆日時：平成２９年２月１６日（木） ◆定員：4０名
◆参加費：￥5,０００（昼食・税込み）＊セミナー参加費と一緒にお振り込みいただきます。
◆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）

＊写真はイメージです。

● 9:00 ホテルグランヴィア広島 出発
広島市南区松原町1-5 TEL：082-262-1111

出発10分前にホテルロビーに集合してくだい。

● 9:２0～
MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島（マツダスタジアム） 見学

広島市南区南蟹屋2丁目3番1号 TEL:082-568-2777（指定管理事務室）

http://www.mazdastadium.jp/index.html

老朽化した初代の広島市民球場に代わる施設として、広島市が主体とな

って建設し2009年春に竣工。株式会社広島東洋カープが指定管理者とし

て運営管理を行っている。球場の呼称については、条例に基づき施設命

名権が導入され、マツダが開場時の2009年4月から契約を取得しており、

「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」（略称「マツダスタジアム」）の

呼称を用いている。

スポーツクラブ＆スパ ルネサンス 広島ボールパークタウン 見学
広島市南区南区南蟹屋2丁目3-3 TEL:082-890-1018

http://6460.s-re.jp/

マツダ スタジアムライトスタンドに隣接の施設は、抜群のロケーショ

ン！ルネサンスのテニススクールは、会員数全国No.1!そのノウハウを活

かしたレッスンには定評があります!!「冷暖房完備」のインドアテニス

コートでは、季節や天候に左右されず、計画的にテニスを楽しむことが

できます。またルネ広島BPTの天井は7mと県内トップクラス！

● 11:30～
ちんちくりん立町店（お好み焼き）昼食
広島市中区本通1-27-2F TEL：082-249-5757

http://www.chinchikurin.com/shop/tatemachi/

広島市内のど真ん中にある、隠れ家的なお好み屋。

● 13:00～14:00
広島広域公園テニスコート 見学
広島市安佐南区大塚西5丁目2−1 TEL:082-848-9540

1994年の第12回アジア競技大会広島大会と、1996年の第51回国民体育大

会秋季大会「ひろしま国体」のメイン会場として1992年に開場。

＊センターコート：1面（ハードコート）、収容人数3,000人

＊サブコート：1面（ハードコート）、収容人数1,000人

＊一般コート：14面（ハードコート）

＊屋内コート：4面（ハードコート）

● 14:40～15:40
Golf Tennis ZONE Hesaka 見学
広島市東区戸坂数甲1-3-5 TEL：082-229-0337

http://www.tenniszone.jp/

テニスゾーン戸坂は2012年10月 広島初冷暖房完備完全インドア

カーペットコート3.5面のインドアテニススクールに加えインドア

ゴルフスクールを併設。インドアテニスコート横に見学室があり

ます。お子さまなどご家族やお友達などのレッスン風景を、ごゆ

っくりご見学頂けます。見学室はガラス張り、テラスでは楽しい

日時計の他、四季折々の草花がお楽しみいただけます。

● 16:00頃 広島駅 解散



第28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 ＊上記と異なる場合にはご記入ください。

《お願い》 ※必ず下記の役職・オプショナルツアー・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 （ ）

【オプショナルツアー参加ご希望の方は以下に□にチェックをいれてください】
①14日ウエルカムツアー（前半11:30～）に □参加する □参加しない
②14日ウエルカムツアー（後半18:00～）に □参加する □参加しない
③16日バス施設見学ツアーに □参加する □参加しない

※ホテルグランヴィア広島への宿泊希望
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￥10,000（１泊朝食、税・サ込み）
泊 □２月13日(月) □２月14日(火) □２月15日(水) 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 （ ）

【オプショナルツアー参加ご希望の方は以下に□にチェックをいれてください】
①14日ウエルカムツアー（前半11:30～）に □参加する □参加しない
②14日ウエルカムツアー（後半18:00～）に □参加する □参加しない
③16日バス施設見学ツアーに □参加する □参加しない

※ホテルグランヴィア広島への宿泊希望
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￥10,000（１泊朝食、税・サ込み）
泊 □２月13日(月) □２月14日(火) □２月15日(水) 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。




