
JTIA 20th Anniversary

20周年記念日本テニス産業セミナー

おかげさまで20周年！

平成２５年２月１９日(火)～２０日(水)

京王プラザホテル

味の素ナショナルトレーニングセンター

東京スカイツリー

東京都テニス事業協会



公益社団法人日本テニス事業協会 ２０周年記念日本テニス産業セミナー

開 催 要 項

■名 称：２０周年記念（第24回）日本テニス産業セミナー

■開催組織：主 催：公益社団法人日本テニス事業協会、東京都テニス事業協会
(予定含む) 共 管：公益社団法人日本テニス事業協会研修委員会、20周年記念事業実行委員会

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、株式会社ダンロップスポーツマーケティング 他
運 営：20周年記念日本テニス産業セミナー実行委員会

■期 日：平成２５年２月１９日（火）～平成２５年２月２０日（水）

■会 場：１日目 京王プラザホテル
【新宿駅徒歩５分、都営大江戸線都庁前駅B1出口１分】
〒160-8330 新宿区西新宿2-2-1 TEL．03-3344-0111

２日目 味の素ナショナルトレーニングセンター 〒115-0056 東京都北区西が丘3-15-1
東京スカイツリー 〒131-0045 東京都墨田区押上1

■構 成：１日目 ①講師による講演 ②パネルディスカッション ③２０周年記念式典
④２０周年記念パーティ

２日目 ①講師による講演 ②施設見学

■会 費：１日目 一人目 20,000円（昼食、懇親会費を含む）
同企業二人目以降 16,000円（昼食、懇親会費を含む）
テニスプロデューサー 15,000円（昼食、懇親会費を含む）

２日目 Ａコース／7,000円（昼食、入場券、交通費を含む）、Ｂコース／2,000円（昼食を含む）

■定 員：１日目 ４００名

２日目 Ａコース／先着５０名限定、Ｂコース／１５０名

■参加対象：全国各地のテニス事業従事者及びテニス関係者
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．テニス関係者

■表彰対象：特別協賛社・賛助会員・長期継続正会員など

■申込締切：平成２５年２月８日（金）

■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。
※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） は本セミナーにおいて、ＪＴＡならびにＪＰＴＡ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



１日目 平成２５年２月１９日（火）

スケジュール 会 場 内 容

9:45～10:15 受付 ／ 京王プラザホテル 南館５F エミネンスホール

10:15～10:30 エミネンスホール 開会式

10:30～12:00 エミネンスホール 講 師：公益財団法人日本テニス協会 会長 畔柳 信雄氏
南館５F テーマ：『スポーツと人生』

基調講演 講師は、三菱東京UFJ銀行元頭取。会長を経て現在は相談役。
スポーツは、中学、高校、大学とサッカー部に所属して活躍。
高校全国大会ベスト４の実績を持つ本格派。現在は、社会人
になってから始めたテニスを週末に楽しむ。
フェアプレー、チームワーク、グローバル、をモットーに、
日本のテニスの更なる発展を目指して日本テニス協会会長を
務めておられる畔柳様から「スポーツと人生」と題して
お話を頂きます。

12:00～12:50 エミネンスホール 昼食

12:50～13:50 エミネンスホール 講 師：作家・東京都知事 猪瀬 直樹氏
特別講演 テーマ：『この国のゆくえ』

13:50～14:00 エミネンスホール 休憩

14:00～16:30 エミネンスホール テーマ：『日本のテニス界に夢を託し、夢を語る！』
パネリスト：

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ (公財)日本テニス協会 名誉会長 盛田 正明氏
(公財)日本テニス協会 副会長 渡邊 康二氏
(公財)日本テニス協会 常務理事 小浦 猛志氏
元デ杯日本チーム監督 竹内 映二氏
(公財)日本テニス協会 理事 川廷 尚弘氏
元プロテニスプレーヤー 神尾 米氏
(公社)日本テニス事業協会 常務理事 新堀 丘

司会進行：(公社)日本テニス事業協会 会長 雑賀 昇
(公社)日本テニス事業協会 副会長 栗山 雅則
(公社)日本テニス事業協会 常務理事 大西 雅之

＊上記パネリスト等は変更になる場合がございますのでご了承ください。

16:30～16:45 エミネンスホール 休憩

16:45～17:45 エミネンスホール 公益社団法人日本テニス事業協会設立２０周年記念式典

17:45～18:00 エミネンスホール 会場移動 本館５Ｆ コンコードボールルームへ

18:00～19:30 本館５F ２０周年記念パーティ （会場：コンコードボールルーム）

＊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。

会場：京王プラザホテル
〒160-8330 新宿区西新宿2-2-1
TEL．03-3344-0111

＊ＪＲ新宿駅西口下車 徒歩５分。
＊京王線・小田急線・地下鉄
（丸の内線・ 都営新宿線）新宿駅下車 徒歩５分。
＊都営大江戸線 都庁前駅B１出口すぐ



２日目 平成２５年２月２０日（水）

スケジュール 会 場 内 容

Ａコース 味の素ナショナルトレーニングセンター＆東京スカイツリー

9:00 京王プラザ 京王プラザホテル集合

9:00～9:45 バス移動 京王プラザ → 味の素ナショナルトレーニングセンターへ移動

10:00～11:30 ＮＴＣ １Ｆ 講 師：公益財団法人日本テニス協会
フェドカップ日本代表監督 村上 武資氏

講演 デビスカップ日本代表コーチ 増田 健太郎氏
テーマ：『日本男子選手躍進の秘密にせまる！』

最近の目覚ましい活躍を遂げている添田豪選手や伊藤竜
馬選手がどのようにして強くなってきたのか？
彼らに続く次の世代は？
女子選手のこれからは？
など、ナショナルチームの活動についてお話しいただき
ます。

11:30～12:30 ＮＴＣ 【グループに分かれて施設見学】
ＪＩＳＳ ＊味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）

＊国立スポーツ科学センター（ＪＩＳＳ）

12:30～13:20 昼食 味の素ナショナルトレーニングセンター会議室にてお弁当

13:30～14:15 バス移動 ＮＴＣ → 東京スカイツリーへ移動

14:30～15:30 東京スカイツリー 東京スカイツリー見学

15:30 解散 自由行動

15:45～16:15 バス移動 東京スカイツリー → 東京駅にて解散

＊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。

Ｂコース 味の素ナショナルトレーニングセンター （現地集合、現地解散）
＊お車でのご来場はご遠慮ください。

9:30～10:00 ＮＴＣ １Ｆ 受付／味の素ナショナルトレーニングセンター１Ｆ

10:00～11:30 ＮＴＣ １Ｆ 講 師：公益財団法人日本テニス協会
フェドカップ日本代表監督 村上 武資氏

講演 デビスカップ日本代表コーチ 増田 健太郎氏
テーマ：『日本男子選手躍進の秘密にせまる！』

最近の目覚ましい活躍を遂げている添田豪選手や伊藤竜
馬選手がどのようにして強くなってきたのか？
彼らに続く次の世代は？
女子選手のこれからは？
など、ナショナルチームの活動についてお話しいただき
ます。

11:30～12:30 ＮＴＣ 【グループに分かれて施設見学】
ＪＩＳＳ ＊味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）

＊国立スポーツ科学センター（ＪＩＳＳ）

12:30～13:20 昼食 味の素ナショナルトレーニングセンター会議室にてお弁当

13:20 解散

＊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。
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