
第３０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。
２０２０年、東京オリンピック・パラリンピックが近づくにつれて、スポーツへの関心

はこれまで以上に高まっています。さらに、大坂なおみ選手の全米オープン優勝とテニス
界にとっては大きな追い風となっています。しかし、テニス事業者の声に耳を傾けてみる
とスクール生や会員の減少に悩んでいる事業者も少なくありません。
このような状況の中、今回のセミナーでは埼玉県テニス事業協会様のご協力をいただき、

テニス事業者のお役に立てる内容をご用意させていただきました。卓球、サッカー、ゴル
フの業界で活躍されている講師の皆様に、その状況や取り組みをお話しいただきます。そ
こから、テニス事業者としてすべきことが見つかると思います。そして、埼玉県で活躍さ
れているジュニア選手の育成事例からも何かヒントを掴んでいただけたらと思います。日
本テニス産業セミナーは講演を聞くだけでなく、多くのテニス事業者からヒントをもらえ
る貴重な機会です。一人でも多くの皆様のご参加をお待ちしています。

実行委員長 中山 和義

２０１９年２月１３日（水）
ホテル・ブリランテ武蔵野

埼玉県テニス事業協会



公益社団法人日本テニス事業協会 第30回日本テニス産業セミナー
開 催 要 項

■名 称 第30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／埼玉県テニス事業協会
（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：サントリービバレッジソリューション株式会社

株式会社ダンロップスポーツマーケティング
運 営：第30回日本テニス産業セミナー実行委員会

■会 場： ホテル・ブリランテ武蔵野
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心2-2 TEL：048-601-5555
ＪＲ「さいたま新都心駅」、「北与野駅」から徒歩5～6分

■期 日： ２０１９年２月１３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：１５０名

■会 費：●加盟会員 一人目￥１８,３６０（税込） パーティ費(\6,900+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(\6,900+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（税込） パーティ費(\6,900+税)・昼食を含む

○2/13宿泊 ホテル・ブリランテ武蔵野（宿泊申込締め切り１月11日（金）まで）
＊シングルルーム／\10,670（１泊朝食付、税・サ込み）先着20室
＊ツイン１名利用／\15,400（１泊朝食付、税・サ込み）先着10室
＊ツイン２名利用／\10,120（１名あたり、１泊朝食付、税・サ込み）

△キャンセル料 1月11日以降10％、6日前より30％、前日は18:00まで50％、以降100％

■申込締切：２０１９年２月４日（月）

■キャンセル料：１営業日前18:00まで50％、以降より当日は100％のキャンセル料金を頂戴いたします。
（土日祝は休業です）（返金手数料は参加者負担とします）

※２営業日前18:00まではキャンセル料は発生しません。

■ポイント：(公財)日本スポーツ協会公認テニス指導者の方（①スポーツ指導員、②コーチ、
（申請中） ③教師）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



201９年２月13日（水）
スケジュール 会 場 内 容 構 成

9:45～10:15 受付／ 2Ｆ

10:15～10:30 エメラルド 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 ２F 講 師：一般社団法人 Ｔリーグ チェアマン 松下 浩二氏
《基調講演》 エメラルド テーマ：「Ｔリーグ発足!」世界一の卓球リーグを目指して

内 容：日本人初のプロ卓球選手として、オリンピックに４回出場。国内
だけでなく欧州３大リーグで活躍し、中国超級リーグも経験した
日本史上最強のカットマン。2018年10月24日にスタートしたＴリ
ーグの誕生した背景や目的と今後の展望、そして日本卓球界がこ
れからどのように変わっていくのか？などについてお話しいただ
きます。

12:00～13:00 昼 食

13:00～14:30 ２F 講 師：埼玉県サッカー協会 会長 鈴木 茂氏
《特別講演》 エメラルド テーマ：「カンパニーシンキング」＆「クラブシンキング」

～想いを伝える経営と組織作り～
内 容：「人に優しい事業運営」を基本方針に掲げ、2018年６月埼玉県サッ

カー協会会長に就任。「気配り、目配り、心配り」と「明るい笑顔
と元気な声」の実践を目指し協会運営を開始されました。
Ｊリーグサッカークラブである大宮アルディージャの元社長とし
て「お客様に喜んでいただくプロ意識」「地域と共に歩む経営」な
どに取り組まれた経験やその考え方についてお話しいただきます。

14:30～14:45 休 憩

14:45～15:45 ２F 講 師：有限会社エフ・テニスプランニング 代表取締役 藤井 正之氏
《事例紹介》 エメラルド 株式会社ティー・エス・ジャパン 代表取締役 丸山 一隆氏

テーマ：「実はこんなに頑張っている埼玉県ジュニア選手と活躍事例」
内 容：長年にわたり埼玉県からテニス界で活躍する選手を数多く輩出し

ているその原動力は？ジュニアの育成指導方針は？ジュニアチー
ムの目標設定は？これまでのジュニア指導における成功例や失敗
例などを含め、今後の展望などについてもお話しいただきます。

15:45～16:00 休 憩

16:00～17:00 ２F 講 師：(公社）全日本ゴルフ練習場連盟 会長 横山 雅也氏
《講 演》 エメラルド テーマ：ゴルフ練習場が元気になればゴルファーは拡大する

内 容：ゴルフ産業の現状やゴルファー人口減少に対する業界団体の取組
み、また、ゴルファー拡大の鍵を握るゴルフ練習場業界の取組み
と、これからのゴルフ練習場ビジネスの姿等についてお話しいた
だきます。

17:00～17:10 ２F 閉会 埼玉県テニス事業協会 会長挨拶
エメラルド

17:30～19:00 ２F 懇親パーティ
サファイア

＊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・ブリランテ武蔵野へのアクセス
最寄駅は「JRさいたま新都心駅」、「JR北与野駅」から徒歩5～6分でアクセス可能です。

「さいたま新都心駅」からは屋根付き歩行デッキにてホテルまで直結しております。



第30回日本テニス産業セミナー（２日目）

2月14日（木）テニス施設見学バスツアー
◆日時：2019年2月14日（木）
◆定員：45名
◆参加費：￥2,700（税込み）昼食別
◆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 ホテルブリランテ武蔵野 出発
さいたま市中央区新都心2-2

出発10分前にホテ
ルロビーに集合して
くだい。

● 9:30～10:00 ジップテニスアリーナ大宮
見学

さいたま市北区宮原町1-339

●10:20～10:50 東大宮テニスクラブ 見学
さいたま市見沼区島町686

●11:20～11:50 上尾テニスクラブ 見学
上尾市栄町5-3

●12:00～12:50 大宮市場で昼食
さいたま市北区

吉野町2-226-1

各自、お好み
のお店でお食
事をお召し上
がりくださ
い。
海鮮も、洋食も、お寿司も、うどんも！ 市場グルメ

を食べつくそう！

市場だから食べられる新鮮素材から、なつかしい味

やお気に入りのお店、

どこで、何を食べようか迷ってしまうほどです！

●13:10～13:30 Fテニス 見学
上尾市堤崎337-1

●14:00～14:15 大宮けんぽグランド（113面
のテニスコート）を車窓より見学

●14:40～15:10 与野テニスクラブ 見学
さいたま市中央区上峰2-6-16

●15:45～16:15 レイムテニスセンター 見学
川口市小谷場1077

●16:30頃 JR浦和駅 解散
宇都宮線（東北線）・高崎線

京浜東北線・根岸線

湘南新宿ライン



第30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・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 )日本スポーツ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。

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 （ ）

※２日目バス見学ツアーに □参加する □参加しない

※ホテルブリランテ武蔵野への２月13日(水)宿泊希望（1月11日(金)締切）

（前日宿泊を希望される方は事務局へ直接ご連絡ください）

□シングルルーム￥10,670（１泊朝食、税・サ込み） □禁煙 □喫煙

□ツイン１名利用￥15,400（１泊朝食、税・サ込み） □禁煙 □喫煙

宿 □ツイン２名利用￥10,120（１泊朝食、税・サ込み） □禁煙 □喫煙

同室者名：

泊 □宿泊しない
＊キャンセル料について

以下のキャンセル料がかかりますのでご了承ください。

１月11日(金)～10％ ２月７日(木)～30％

２月12日(火)0:00～18:00まで50％ ２月12日(火)18:00過ぎ～当日100％
＊禁煙・喫煙ルームはご希望に添えない場合がございます。その場合はご連絡をさせてい

ただきます。

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 〒

複数名お申し込みの場合はコピーをお願いいたします。

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。


