
JTIA 30th Anniversary

30周年記念日本テニス産業セミナー

おかげさまで３0周年！

２０２３年２月２１日(火)～２２日(水)

京王プラザホテル

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 ３０周年記念日本テニス産業セミナー

開 催 要 項

■名 称：３０周年記念（第33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、30周年記念事業実行委員会

後 援：公益社団法人日本プロテニス協会
協 賛：ダイドードリンコ株式会社 他
運 営：30周年記念日本テニス産業セミナー実行委員会

■期 日：２０２３年２月２１日（火） （講演・パネルディスカッション・式典・パーティ）
２０２３年２月２２日（水） （施設見学バスツアー／オプション：別紙参照）

■会 場：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

■参 加 費： ①加盟会員 25,000円（税込）・昼食込 ※パーティ費(\11,000/税込)を含む

②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ 20,000円（税込）・昼食込 ※パーティ費(\11,000/税込)を含む

③非 加 盟 35,000円（税込）・昼食込 ※パーティ費(\11,000/税込)を含む

④非加盟JPTA会員 30,000円（税込）・昼食込 ※パーティ費(\11,000/税込)を含む

■定 員：２５０名

■対 象：全国各地のテニス事業従事者及び業界関係者

■表彰対象：賛助会員・長期継続正会員など

■申込締切：２０２３年２月１４日（火）

■キャンセル料：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。

■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 URL.https://jtia-tennis.com
（2022年12月23日まで）〒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
（2022年12月27日以降）〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-10-1 サクラビル4F

TEL／03-5577-7361 FAX／03-5577-7362

■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ＦＡＸにて送付下さい。
なお、参加費は締切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

【新型コロナウイルスの対応について】

※新型コロナウイルスの感染拡大状況等により、本セミナーの内容変更または中止となる場合がございます。

※参加当日の感染拡大防止対策（検温・手指消毒・マスク着用）にご協力ください。

※懇親パーティは着席ビュッフェスタイルです。



２０２３年２月２１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 開会挨拶／副会長・研修本部長　大西　雅之

10:30～12:00 エミネンスホール 講 師：参議院議員 橋本 聖子氏
南館５F テーマ：2020東京大会の成果と課題

基調講演 内 容：2020オリンピック・パラリンピック東京大会開催にあたり、
新型コロナウィルス感染対策をはじめ、猛暑や集中豪雨など
への備え、テロやサイバー攻撃対策にも万全を期して臨みま
した。これまでにないほど高い運営能力が求められる大会で
したが、あらゆる分野の知恵と力を結集することにより人材
を育成し、古くなったインフラや社会制度を見直すことがで
きたのではないかと考えています。今後は、得られた成果を
一過性とせず広く共有すること、そして残された様々な課題
に向き合うことも大切です。特に、この貴重な経験を世界に
発信していくことは成熟した国である日本が国際社会におい
て果たすべき役割でもあるはずです。

12:00～13:00 エミネンスホール 昼食

13:00～15:50 エミネンスホール テーマ：テニス界の１０年後を語る！
パネリスト：（公財）日本テニス協会 福井 烈氏

ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ (公社）日本プロテニス協会 藤沼 敏則氏
テニス用品会 米山 勉氏

(一社）Japan Women's Tennis Top50 Club 杉山 愛氏
小畑 沙織氏

(一社）全日本男子プロテニス選手会　添田　豪氏
(公社）日本テニス事業協会 大久保 清一

ファシリテーター：(公社）日本テニス事業協会 栗山 雅則

15:50～16:10 エミネンスホール 休憩

【30周年記念式典】

16:10～17:10 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３０周年記念式典

正会員表彰
（10年以上・20年以上・30年以上の正会員を対象とし、各代表１社を表彰）

賛助会員表彰
（特別賛助会員は当日壇上にて表彰、協力賛助会員・賛助会員は感謝状を

後日送付）

17:10～17:30 エミネンスホール 会場移動

【30周年記念パーティ】

17:30～19:00 コンコード ３０周年記念パーティ
ボールルーム

本館５F ＊着席ビュッフェスタイル

＊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。





３０周年記念日本テニス産業セミナー（２日目） 

２月２２日（水）テニス施設見学バスツアー 

◆日時：２０２３年２月２２日（水）    ◆申込方法：セミナー参加申込書でお申し込み下さい。   

◆参加費：￥３,３００（税込み）     ◆定員：４０名    

※セミナー参加費と一緒にお振り込み下さい。 

◆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 京王プラザホテル    出発 

東京都新宿区西新宿２丁目２−１ 

出発15分前にホテルロビーに集合してくだい。 

● 9:20～9:50 

国立競技場スタジアム 外観      見学 

東京都新宿区霞ヶ丘町10-1 
https://www.jpnsport.go.jp/kokuritu/ 

日本スポーツの聖地である国立競技場が昨今の東京オリンピック 
開催を機に日本らしいスタジアムとして生まれ変わりました。 
外観見学のみですが見応えがあります。 

● 10:15～12:15 

有明テニスの森公園         見学 

https://www.tptc.co.jp/park/02_03 

東京オリンピックを機に現在改修中ですが、新しいクラブハウス 
インドアコート・ショーコート・有明コロシアム、新設の別棟を 
見学できます。特に別棟は今までに無い施設でお勧めです。 

● 12:35～14:05 

築地場外市場             昼食 
各自、お好みのお店でお食事をお召し上がりください。 

東京都中央区にある水産加工品を扱う築地市場。昔ながらの 

江戸前寿司や海鮮丼は別格。他に各種店舗や名物のだし巻き卵屋 

などもあります。 

食事の後は築地魚河岸でお土産購入や築地本願寺散策もお勧めです。 

● 14:25～15:10 

ＨＩＴテニススクール   見学 

東京都江東区南砂6-7-15 トピレックプラザ屋上 

https://www.hitennis.biz/minamisuna/ 

 ショッピングモール屋上にある開放感のあるインドアコート2.5面の 

テニススクール。スクールの他バーベキュー場やゴーカート場を 

備え多角的な経営をされています。 

● 15:25～16:10 

ＶＩＰインドアテニススクール東陽町 見学 
東京都江東区南砂2-6-11 ファルミ東陽町 ５Ｆ 

 https://viptop.jp/toyocho/ 

2020年リニューアルオープンした東陽町駅から5分のテニススクール 

赤土色のインドアコート3.5面やこだわりの各種施設を備えてます。 
 

● 16:35頃 東京駅       到着 解散 

※2次元コードからスマホ・タブレットにて各施設ＨＰをご覧頂けます。 

 

https://www.jpnsport.go.jp/kokuritu/
https://www.tptc.co.jp/park/02_03
https://www.hitennis.biz/minamisuna/
https://viptop.jp/toyocho/


30周年記念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

《お願い》 ※必ず下記の役職・参加希望の□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。

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 □その他 （ ）

参

加 ＊下記にチェックを入れてください。

希 □１日目のみ

望 □１日目＆２日目（施設見学バスツアー）

資 ＪＴＩＡテニスプロデューサー 登録番号【 】

□(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【 】

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 □その他 （ ）

参

加 ＊下記にチェックを入れてください。

希 □１日目のみ

望 □１日目＆２日目（施設見学バスツアー）

資 ＪＴＩＡテニスプロデューサー 登録番号【 】

□(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【 】

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。）

ＦＡＸ送付先： 2022年12月23日まで ０３－３３４３－２０４７
2022年12月27日以降 ０３－５５７７－７３６２

＊お申し込み後、受付確認票をＦＡＸにてお送りいたします。




