
■主 催：公益社団法人日本テニス事業協会 総務委員会

■日 時：２０21年７月15日(木)～ 16日(金)

■会 場：【宿泊＆テニスコート】
グランドエクシブ那須白河（XIV棟＆ザ・ロッジ）
〒961-8091 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山3

TEL：0248-25-8111

【ゴルフコース】
グランディ那須白河ゴルフクラブ
〒961-8091 福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山3

TEL : 0248-25-7001

■対 象： 公益社団法人日本テニス事業協会 正会員／賛助会員

■参加費：① テニス＆ゴルフコース ￥42,500
（1泊２食・1日目テニス＆2日目ゴルフ+コンペ代／税サ込）

② ゴルフコース ￥41,500
（1泊２食・2日目ゴルフ+コンペ代／税サ込）

③ テニスコース ￥24,000（1泊２食・1日目テニス／税サ込）

④ 情報交換会コース ￥23,000（1泊２食／税サ込）

■詳 細： ＊朝食は『和朝食膳』『アメリカンブレックファスト』から選択ください。
＊上記料金は「ザ・ロッジ」ダブルルーム（先着14名）の料金設定です。
＊シングルルーム（先着12名）は料金差額マイナス￥1,000です。
＊ツインシングルユース（先着9名）は料金差額プラス￥500です。
＊２日目ゴルフ場での昼食代金は現地にて各自精算となります。
＊宿泊のお部屋は全てシングル利用となります。
＊お食事は充分な距離を取った上でのマスク会食となります。
＊コロナ感染拡大状況により開催中止となる場合がございます。

■定 員：35名様 （先着順）

■締 切：2021年６月30日（水）＊定員になり次第締め切ります。

JTIA（正会員／賛助会員）

テニス＆ゴルフ情報交換会
2021年７月15日(木)～16日(金)



■ スケジュール ※スケジュールは都合により変更することがございますのであらかじめご了承ください。

時間 コース 内容 会場

～12:45 テニスコート・集合

18:00～
①②
③④

夕食・情報交換会
グランドエクシブ那須白河

チェサピーク

７月
15日
（木）

宿泊は「ザ・ロッジ」にて全てシングル利用。
那須白河温泉「健美の湯」の利用も可能です。

グランドエクシブ那須白河
テニスコート

砂入り人工芝　２面13:00～17:00 「トリプルス」をお楽しみください！

①③

時間 コース 内容

7:30～9:30
①②
③④

　①②朝食後・ゴルフ
③④朝食後・解散

8:54
スタートを予定

①②

ゴルフ１Ｒプレイ
キャディ付

※昼食代金は現地で各自精算

グランディ那須白河
ゴルフクラブ

会場

７月
16日
（金）

グランドエクシブ那須白河
オールデイズレストラン

「オーガスタ」

■お申込方法

① 別紙の申込用紙に必要事項をご記入の上、公益社団法人日本テニス事業協会事務局までＦＡＸ
または郵送にてお申し込みください。

② ＪＴＩＡ事務局より受付確認書をＦＡＸにて返信いたします。
③ お申し込み後1週間以内に参加費を下記へお振込みください。入金をもって受付完了となります。

なお、振込手数料は各自でご負担いただきます。

【お振込先】

三菱UFJ銀行 新宿中央支店 （普）３６６４７１２ 公益社団法人日本テニス事業協会
シャ）ニホンテニスジギョウキョウカイ

【キャンセル料について】 申込者のご都合により取消しになる場合
１）開催日の前日から起算して20日目にあたる日以降のキャンセル → 旅行代金の 20%
２）開催日の前日から起算して７日目にあたる日以降のキャンセル → 旅行代金の 30%
３）開催日の前日キャンセル → 旅行代金の 40%
４）開催当日のキャンセル又は無連絡不参加の場合 → 旅行代金の 100%

【お申込・お問合せ先】
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地下1階
TEL.03-3346-2007  FAX.03-3343-2047
https://www.jtia-tennis.com mails@jtia-tennis.com
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Single /シングル 25㎡

グランドエクシブ
那須白河

https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu/

テニスコート 砂入り人工芝２面

那須白河温泉は単純硫黄泉の泉質で、
ｐH8.6のアルカリ性です。
さらりとした泉質にゆっくりつかって日頃
の疲れを癒してください。

ザ・ロッジ

Double /ダブル 25㎡ Twin /ツイン 35㎡

https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu/


那須連山の美しい自然に溶け込んだ、日本を代表するゴルフコースの名作

四季折々、美しい表情を見せてくれる那須連山。その雄大な自然を満喫できる当地を代表するゴルフコース。海外の名門コース
を設計した巨匠R・T・ジョーンズ・シニア氏が手がけた一流作品であり、プロのトーナメントも開催されるチャンピオンシップコース
です。

シャトルバス
XIV那須白河⇔JR新白河
駅（高原口）
（所要時間約5分～10分）
時刻表はホームページを
ご参照ください。

https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu/golf/

グランディ那須白河ゴルフクラブでは、服装
規定を遵守していただくようお願いいたして
おります。

https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/nasu/golf/


JTIA（正会員／賛助会員）

テニス＆ゴルフ情報交換会
2021年７月15日（木）～16日（金）

【参加申込用紙】
JTIA

登録名称

振込人名

フリガナ 年齢 性別

お名前 歳 男 ・ 女

連絡先 会社TEL： 携帯：

＊宿泊「ザ・ロッジ」お部屋は全てシングル利用となります。

必ず、下記より部屋タイプをお選びください。

□ ダブルルーム 25㎡ （先着14名／規定料金）

□ シングルルーム 25㎡ （先着12名／料金差額 マイナス￥1,000_）

□ ツインシングルユース 35㎡ （先着9名／料金差額 追加￥500_）

二日目朝食 □ 和朝食膳 □ アメリカンブレックファスト ＊いずれかをお選びください。

交通手段 □ 自家用車 □ 鉄道＆バス ＊いずれかをお選びください。

参加コース ＊ご希望のコースにチェックをしてください。

□ ① テニス＆ゴルフコース ￥42,500
（1泊２食・1日目テニス＆2日目ゴルフ＋コンペ代／税サ込）

□ ② ゴルフコース ￥41,500
（1泊２食・2日目ゴルフ＋コンペ代／税サ込）

□ ③ テニスコース ￥24,000
（1泊２食・1日目テニス／税サ込）

□ ④ 情報交換会コース ￥23,000
（1泊２食／税サ込）

ゴルフ参加者はハンディキャップをご記入ください（ ） □オフィシャル □プライべート

申込先：公益社団法人日本テニス事業協会 TEL：03-3346-2007 FAX：03-3343-2047
※ご記入いただきました個人情報につきましては、本事業に関わる緊急連絡以外利用致しません。
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