" Tennis Producer 2019 "
第14回 テニスプロデューサー資格認定
講習会＆試験

実施要項

2019年11月19日(火)〜21日(木)

受講＆受験方法が２通りあります！
☆Ａコース（基礎編）

1日＋半日で取得

「テニスプロデューサーⅠ及びⅡ」資格取得コース
※フロントスタッフからコーチの方まで基本的な事を学びたい方の参加大歓迎です。
＊２０１９年１１月１９日(火) 終日 基礎編の講義
＊２０１９年１１月２０日(水) 午前 基礎編の試験
＊５科目得点が全て８０点以上の場合は、テニスプロデューサーⅠ認定
＊５科目得点が全て６０点以上の場合は、テニスプロデューサーⅡ認定

☆Ｂコース（基礎＋シニア編）

３日で取得

「シニア･テニスプロデューサー」資格取得コース
※将来の支配人を目指す方、経営を勉強したい方などのご参加を歓迎します。
＊２０１９年１１月１９日(火) 終日 基礎編の講義
＊２０１９年１１月２０日(水) 午前 基礎編の試験
＊２０１９年１１月２０日(水) 午後 シニア編の講義
＊２０１９年１１月２１日(木) 午前 シニア編の試験
＊２０１９年１１月２１日(木) 午後 シニア編の講義・試験
＊９科目得点が全て８０点以上の場合は、シニア･テニスプロデューサー１次試験合格
１次試験合格者の２次試験（面接）は後日行います
＊基礎編５科目得点が全て８０点以上の場合は、テニスプロデューサーⅠ認定
＊基礎編５科目得点が全て６０点以上の場合は、テニスプロデューサーⅡ認定

★過去の受験経験者の方（再受験）
＊2016年以降受験経験者は過去３年間の試験結果を基に上記基準に合わせて必要な
科目について受講と受験を行ってください。
＊2015年以前に受験された方は、新規受験扱いとなります。
＊過去の結果についてご不明な際は、事務局までお問い合わせください。

" Tennis Producer 2019 "
第14回 テニスプロデューサー資格認定
講習会＆試験 実施要項
■開催組織：主
主
後

催：公益社団法人日本テニス事業協会
管：公益社団法人日本テニス事業協会資格委員会
援：公益社団法人日本プロテニス協会(予定)

■会

場：公益社団法人日本テニス事業協会 会議室
TEL03-3346-2007
〒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
【ＪＲ・小田急・京王・地下鉄 新宿駅西口より徒歩５分】

■期

日：２０１９年１１月１９日（火）９：００ ～ １１月２１日（木）１６：００

■受講対象：①Aコース （テニス事業に関わるコーチ・フロントスタッフ等）
※フロントスタッフからコーチの方まで基本的な事を学びたい方の参加大歓迎です。
②Ｂコース （テニス事業に関わる経営者・支配人・ヘッドコーチ・フロントチーフ等）
※将来の支配人を目指す方、経営を勉強したい方などのご参加を歓迎します。

■定

員：５０名

（先着順にて締切）

■参加費用：①Aコース 基礎編 （テニスプロデューサーⅠ及びⅡ資格取得コース）
受講料：\33,000(テキスト代込）＋受験料：\11,000＝合計\44,000（昼食１回込み）
（消費税込）
②Bコース 基礎＋シニア編 (シニア･テニスプロデューサー資格取得コース)
受講料：\55,000(テキスト代込）＋受験料：\11,000＝合計\66,000（昼食3回込み）
③有資格者アップグレード・再受験コース
受講料＆受験料：１科目につき\11,000 （最大\66,000 ／ ６科目以上は昼食込み）
受験資格の対象内科目であれば他の科目も聴講可能です。（但し、昼食は別）

■キャンセル料：２営業日前18:00から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）
※テキストは返却願います。（返金手数料及び返却送料は参加者負担とします）
■試験結果の発表：２０１９年１２月３日(火)以降、郵送にてお知らせいたします。
■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） 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初日と２日目につき１ポイン
ト取得出来ますので、申込書に登録団体と登録Noをご記入ください。
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ください。
■申込締切：２０１９年１１月１２日（火） ※テキストは参加費用入金確認後に発送いたします。
■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：所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、上記申込先まで郵送又はＦＡＸにて送付くだ
さい。（お申し込み後、受付確認票をＦＡＸにてお送りいたします。）
なお、参加費用は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。入金確認後、
最速で開催３０日前を目処にテキストを申込事業所宛に送付いたします。
【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. ５７４７０９８
口 座 名：公益社団法人日本テニス事業協会 テニスプロデューサー事務局
シャ）ニホンテニスジギョウキョウカイ テニスプロデューサー

20１９年
11月１９日(火)、２０日(水)、２１日(木)
期日
2019
年
11
月
19
日
（火）

時

間

9:00～9:10

会場
会議室

講師／試験官
資格委員長

9:10～10:30

基礎編 講義
「テニス基礎知識」

東戸塚松原テニススクール
松原 雄二

10:40～12:00

基礎編 講義
「顧客管理」

緑ヶ丘テニスガーデン
中山 和義

大西

雅之

昼食

12:40～14:40

基礎編 講義
「財務管理」

(株)青山財産ネットワークス
御代田 大輔

14:50～16:50

基礎編 講義
「安全・危機管理」

(株)スポーツクリエイト 金田
(株)レック興発 冨塚 拓彦

17:00～19:00

基礎編 講義
「イベント・商品販売」

(株)レック興発
新堀 丘

9:00～9:30

会議室

彰

筆記試験「テニス基礎知識」

9:45～10:15

筆記試験「顧客管理」

10:30～11:00

筆記試験「財務管理」

11:15～11:45

筆記試験「安全・危機管理」

12:00～12:30

筆記試験「イベント・商品販売」

12:30～12:35

結果通知、登録、更新、変更手続きの説明

12:35～13:20

2019
年
11
月
21
日
（木）

目

開会挨拶

12:00～12:40

2019
年
11
月
20
日
（水）

科

昼食

13:20～15:20

シニア編 講義
「マーケティング」

ジップテニスアリーナ 鴻巣
GODAIグループ 満岡 英生

15:30～17:30

シニア編 講義
「労務管理」

社労士法人プロジェスト 守屋
高木工業(株) 平井 雄介

17:40～19:00

シニア編 講義
「施設管理」

(株)ｸﾘﾔﾏｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞ
栗山
(公財)吉田記念ﾃﾆｽ研修ｾﾝﾀｰ 吉田

10:00～10:30 会議室

筆記試験「マーケティング」

10:45～11:15

筆記試験「労務管理」

11:30～12:00

筆記試験「施設管理」

12:00～13:00

敦
達雄
雅則
好彦

昼食

13:00～14:30

シニア編 講義
「人材育成」

(公社)日本テニス事業協会
大久保 清一

14:45～15:45

小論文

15:45～15:55

閉会挨拶

15:55～16:00

結果通知、登録、更新、変更手続きの説明

会長

大久保

清一

＊スケジュール・講師・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。

【テニスプロデューサー制度】・・・・商標登録済
創設目的：★事業者（経営者）が求める優秀な人材を認
める。
★テニス施設を活性化し、経営を安定させる
事ができる人を育成する。
定

義：広く一般にテニスビジネスをプロデュースで
きる人を認める制度

目

標：テニスを業とする優秀な経営者並びに管理者
を育成する。（利益が出せる経営・管理を行
う手法を学び身につける）

導入ﾒﾘｯﾄ：本人のスキルアップ・ステータスアップ、業
界全体のレベルアップ＆採用や昇給の判断材
料に適用できる。
資格名称：◆エグゼクティブ・テニスプロデューサー
（Executive Tennis Producer）
◆シニア・テニスプロデューサー
（Senior Tennis Producer）
◆テニスプロデューサーⅠ
（Tennis Producer Ⅰ）
◆テニスプロデューサーⅡ
（Tennis Producer Ⅱ）
対 象 者： テニス事業に関わる経営者・支配人・マネ
ージャー・コーチ・フロント等
認定要件：
①現在、テニス関連事業に従事している事
②テニス関連事業従事の経験と実績がある事
（エグゼクティブ／１０年以上、シニア／５年以上、テ
ニスプロデューサーⅠ／３年以上、テニスプロデュー
サーⅡ／１年以上）
＊但し、アルバイトにて従事していた期間は含まれない。
③以下のいずれかの者より推薦を受ける事
ａ）テニスプロデューサー資格取得者
ｂ）本会の認める関連団体の理事又は委員長ないし同

認定有資格者へは以下の対応と特典がございま
す。
●協会HPとJTIA News! にテニスプロデューサー
有資格者名簿を掲載します。
●テキスト改訂版を送付いたします。
●有資格者対象の勉強会と懇親会への参加資格。
●JTIA主催のセミナーやトップガン研修会へ特
別料金にて参加可能。
●希望者には「テニスプロデューサー」ロゴマ
ーク入り名刺用台紙を100枚進呈。
【注意事項】
＊テキストは講習会＆試験の30日前よりお申し込みい
ただきました事業所を通じて送付いたします。当日
までに十分予習いただきますようお願い申し上げま
す。
＊講習会＆試験当日は筆記用具をご持参ください。
＊講習中＆試験中は、原則として携帯電話は利用不可
とさせていただきます。
＊試験後、問題・答案用紙は回収させていただきます。
＊採点後の答案用紙返却はいたしません。
＊各自の試験取得点数は公表いたしません。
＊科目毎の合否のみ通知いたします。

特注事項
テニスプロデューサー資格認定講習会＆試験に
つきましては、その対象資格はシニア・テニスプロ
デューサーとテニスプロデューサーⅠ＆Ⅱを認定
する事を目的に実施させていただきます。
合格要件につきまして、シニア・テニスプロデュー
サーは一次試験合格者を対象に二次試験としての
面接を行います。二次試験不合格の場合はテニス
プロデューサーⅠの資格認定とします。テニスプロ
デューサーⅠ＆Ⅱについては、試験結果により認定
をさせていただきます。

等の職務に就いている者
ｃ）テニス関連事業の代表者等
④本会が主催するテニスプロデューサー資格認定試験に
合格する事
⑤満20歳以上である事
⑥原則として学生を除くものとする
《 ①～⑥の全ての条件を満たした場合に認定する 》
＊未認定合格者はテニスプロデューサー資格試験合格者
と呼称。その権利は５年間有効であるが、その間は資
格認定者同様の更新条件を満たさなければならない。
受講＆受験資格：テニスビジネスに関わっている人、ま
た今後関わる予定の人（学生可）
認 定 料：11,000円税込 （認定証と登録カードを発行）
更 新 料：22,000円税込
更

（２年目以降毎年）

新：１年ごとの更新

有効期間：１月１日～12月31日

＝合格要件＝
◆シニア・テニスプロデューサー
・受験科目、全てに於いて80点以上
・面接
◆テニスプロデューサーⅠ
・基礎科目、全てに於いて80点以上
◆テニスプロデューサーⅡ
・基礎科目全てに於いて60点以上
●結果発表：後日、郵送にて発表いたします。
【資格アップグレード方法】
既に資格を有する方で、テニスプロデューサーⅠ＆
Ⅱの方は上位資格へアップグレードが可能です。
過去に８０点未満の科目を受講・受験してください。
ご不明な点は、事務局までお問い合せください。

