
第31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・パラリンピックが迫り、スポーツへの関心はこれまで

以上に高まっています。しかし、他のスポーツが盛り上がっている中、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、新しく設立される四国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。
素晴らしい実績をあげられている四国企業から代表のお二人を講師にお招きして、社員が
イキイキと主体的に働き幸せを実感できる会社になるための取り組みや、経営破綻後に再
生を果たして高収益企業に生まれ変わった経験などをお話しいただきます。また、好調な
テニススクール事業者の皆様から今、必要だと考えて実行されている試みについてもお話
しいただきます。
日本テニス産業セミナーは、講演を聞くことでヒントを得ることができるだけでなく、

懇親会などを通じて相談できる多くのテニス事業者との関係を作れる貴重な機会です。
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

2020年２月18日（火）
JRホテルクレメント高松

四国テニス事業協会 （2020年2月設立予定）



公益社団法人日本テニス事業協会 第31回日本テニス産業セミナー
開 催 要 項

■名 称 第31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／四国テニス事業協会
（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31回日本テニス産業セミナー実行委員会

■会 場： JRホテルクレメント高松
〒760-0011 香川県高松市浜ノ町1-1 TEL：087-811-1111
ＪＲ「高松駅」徒歩１分

■期 日： ２０２０年２月１８日（火）

■時 間： 10:15～19:30

■構 成：１．講師による講演 ２．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

■参 加 費： ①加盟会員 20,000円 （税込） ※パーティ費(\6,900+税)・昼食を含む

②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 15,000円 （税込） ※パーティ費(\6,900+税)・昼食を含む

③非 加 盟 30,000円 （税込） ※パーティ費(\6,900+税)・昼食を含む

●宿泊 JRホテルクレメント高松 ＊シングルルーム／2/17泊 ￥11,664、2/18泊 ￥13,500
●宿泊 JRクレメントイン高松 ＊シングルルーム／2/17泊 ￥8,500､ 2/18泊 ￥8,500

※朝食付き・税サ込み

■申込締切：２０２０年２月１０日（月） ●宿泊申込締切：２０２０年１月３０日（木）

■キャンセル料／セミナー：２営業日前18:00～１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なります。

●宿泊キャンセル料については参加申込書記載のとおりとなります。

■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、③教師）
（申請中） 並びに(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.https://jtia-tennis.com

■申込方法：所定の参加申込書に必要事項をご記入の上、申込先へ郵送又はＦＡＸにて送付下さい。
なお、参加費は申込締切日までに下記口座にお振り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



2020年２月18日（火）
スケジュール 会 場 内 容 構 成

9:45～10:15 受付／ JRホテルクレメント高松 ３Ｆ

10:15～10:30 玉藻(西) 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 玉藻(西) 講 師：西精工株式会社 代表取締役社長 西 泰宏氏
《基調講演》 テーマ：「理念経営で社員が自ら動きイキイキ働く！」

内 容：何のために・誰のために働くのか。働くことで幸せを感じること
ができる会社にするため、創業からの思いを引き継いだ、創業の
精神・経営理念を制定。会社が大切にしてきたことを大切にし続
けていく。社員の幸せを一番に考え、社員みんながイキイキと主
体的に動き、働くことで幸せを実感できる会社へと変革を遂げた
具体的な取り組みについてお話しいただきます。

12:00～13:00 玉藻(西) 昼 食

13:00～14:00 玉藻(西) 講 師：ことでんグループ 代表 真鍋 康正氏
《講 演》 テーマ：「ことでんの破綻と再生－地域の移動を支えるコミュニケーション」

内 容：2001年に経営破綻した地域の交通インフラ「ことでん」。その後、
再生を果たして客数を伸ばし、高収益企業への転換に成功する。
再生の過程と地域に真に愛されるための、市民とのコミュニケー
ション戦略、それを実現するための組織づくりについてお話しい
ただきます。

14:00～14:10 休 憩

14:10～15:10 玉藻(西) 講 師：ＶＩＰ・ＴＯＰグループ ゼネラルマネージャー 中嶋 康博氏
《講 演》 テーマ：「走れ！汗をかけ！声を出せ！」

内 容：走れ！汗をかけ！声を出せ！このスリーポイントメッセージは、
コーチの原点だと思う。一生懸命レッスンをしているとこうなる。
テニスの技術が上手・下手ではない。お客様は私達のために全力
投球してくれるコーチについて来る。テニススクールは継続と新
規獲得、大切な事は何か。中嶋節をお聞きください。

15:10～15:20 休 憩

15:20～16:20 玉藻(西) 講 師：ノアインドアステージ株式会社 代表取締役社長 大西 雅之氏
《講 演》 テーマ：「価値観共有とチーム作り」

内 容：創業40年目。20年前から多店舗展開を始め、現在全国29校を展開。
その道程には様々な問題・課題がありました。今があるのは、従
業員に興味関心をもつことが原点。それにより、全社が一丸とな
って、経営理念の実現を目指す風土ができました。当時の試行錯
誤が、今、確信に変わったそのプロセスについてお話しいただき
ます。

16:20～16:30 休 憩

16:30～17:30 玉藻(西) 講 師：テニスアリーナガーデン 代表取締役社長 井澤 義治氏
《講 演》 テーマ：「持続可能なテニス事業を目指して」

内 容：高齢化・少子化の進む地方で、自社が行ってきた、また行ってい
こうとするテニスの魅力を深耕し、テニスの開発・普及・育成・
強化についてお話しいただきます。

17:30～17:40 玉藻(西) 閉会挨拶ならびに四国テニス事業協会設立のご紹介

18:00～19:30 玉藻(東) 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。



JRホテルクレメント高松
https://www.jrclement.co.jp/takamatsu/access_sightseeing/

〒760-0011 香川県高松市浜ノ町1-1 TEL：087-811-1111 ＪＲ「高松駅」徒歩１分



第31回日本テニス産業セミナー（前日）

２月１7日（月）
四国テニス事業協会設立記念 ＆ 第31回日本テニス産業セミナー

懇親前夜祭

◆日時：２０２０年２月１７日（月）◆定員：40名
◆参加費：￥５,０００（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。
◆当日は現地集合

＊写真はイメージです。

● 18:30～20:30
ワインと有機野菜のお店 AGORA
（アゴラ）

香川県高松市鍛冶屋町４−１ TEL:087-822-6600
かじなか通り・FESTA２ビル５階

【高松駅からバスにて「五番町」バス停下車徒歩２分】
【琴電・瓦町駅から（547m）徒歩10分】
https://tabelog.com/kagawa/A3701/A370101/37007602/

有機野菜や香川県産の食材をふんだんに取り入れた
ビストロ料理と美味しいお酒がたくさん♪
県内食材を使ったここでしか味わえないアゴラ料理を、お手
頃な価格で楽しめます！

● 20:30～ 各自、高松の夜をお楽しみください！
※同店所在地は高松の繁華街で近隣には「うどん屋」「骨付きどり屋」「地元の美味しいお店」が多数ございます。



第31回日本テニス産業セミナー（２日目）

２月１９日（水）テニス施設見学バスツアー
◆日時：２０２０年２月１９日（水） ◆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。

● 8:45 JRホテルクレメント高松 出発
香川県高松市浜ノ町１−１ TEL：087-811-1111
出発15分前にホテルロビーに集合してくだい。

● 9:15～9:55
ソルトインドアテニススクール 多肥 見学
香川県高松市多肥上町1496 TEL:0120-332-275
https://salt-tennis.co.jp/
高松最大規模の冷暖房完備インドアコート３面。

● 10:25～10:45
ヒッティングスタジオプラット 瓦町 見学

（駅ビル地下2020年1月中旬オープン予定）
ボール出しマシンを活用したセルフテニススクール。

● 11:10～11:55
屋島テニスクラブ 見学
高松市牟礼町牟礼3720 TEL:0120-586-058
http://www.yashima-tennis.co.jp/
1975年（昭和50年）四国初の本格的会員制テニスクラブ
としてオープン。インドア（オムニ）4面、アウトドア
（オムニ）3面、ハードコート3面、計10面、カフェDUCE
併設。

● 12:05～12:55
うどん本陣山田家本店 昼食
高松市牟礼町牟礼3186 TEL：087-845-6522
https://yamada-ya.com/honten.html
約800坪の広大な敷地に建てられた屋敷は、登録有形文化財でもあり、そ
こで召し上がっていただけるうどんは格別。こだわりのさぬきうどん
を、本店ならではの風情ある空間でご賞味ください。

● 14:05～14:45
ハッピー徳島 見学
徳島市金沢1-2-18 TEL:088-664-2336
http://www.tokushima-happy.com/
テニスコート５面、スタジオ２室、トレーニングジム、プ
ール、ゴルフ、プロショップ、ジャクジーバス、サウナ、
接骨院などを揃える総合スポーツクラブ

● 14:55～15:40
テニスアリーナガーデン 住吉 見学
徳島市住吉1-7-20 TEL：088-625-4343
http://tagtennis.com/
冷暖房完備のインドアコート4面。サーフェス(コートの種類)はカーペッ
トコート。

● 16:00頃 徳島駅（関西方面高速バス）

● 16:30頃 徳島空港（羽田空港など）

● 18:05頃 高松駅（岡山・広島方面）

● 18:15頃 JRホテルクレメント高松（お車の方）



第31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》 ※必ず下記の役職欄・オプショナルイベント欄・宿泊欄の□にチェックを入れてください。

※氏名には必ずフリガナをご記入ください。
※JTIAテニスプロデューサー資格者ならびに(公財)日本スポーツ協会公認テニス指導者

JPTA資格者の方は登録団体と登録№を必ずご記入ください。

ﾌﾘｶﾞﾅ □男

□女
氏 名 携帯番号

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 （ ）

【オプショナルイベント参加の有無について□にチェックを入れてください】

①17日懇親前夜祭（18:30～）に □参加する □参加しない

②19日テニス施設見学バスツアーに □参加する □参加しない

※ホテル宿泊希望（お部屋は全てシングルルーム／１泊朝食、税・サ込み料金です）

□JRホテルクレメント高松 2月17日(月) ￥11,664 □禁煙 □喫煙

□JRホテルクレメント高松 2月18日(火) ￥13,500 □禁煙 □喫煙
＊JRクレメントイン高松はJRホテルクレメント高松の隣接ホテルです。

宿 □JRクレメントイン高松 2月17日(月) ￥8,500 □禁煙 □喫煙

□JRクレメントイン高松 2月18日(火) ￥8,500 □禁煙 □喫煙

泊 □宿泊しない
＊宿泊キャンセルについて、以下のキャンセル料がかかりますのでご了承ください。

２月7日（金）18:00～2月14日（金）18:00まで10％
２月14日（金）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

□ (公財)日本テニス協会 （登録番号： ）

格

□ (公社)日本プロテニス協会 （登録番号： ）

※複数名お申し込みの場合はコピーをお願いいたします。
※ご記入いただきました個人情報につきましては、本セミナー運営以外では使用いたしません。

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。




