TOPGUN PROJECT 2008
２００８年１０月２８日（火）〜２９日（水）

目覚めよ！危機感を持て！
今こそ自分が成長する時！!

ここ数年、非常に厳しい環境下にあると言われている会員制テニスクラブ、
また、順調と言われてきたテニススクールが、新規入会者の減少傾向、継続
率の低下傾向、休会者の増加傾向にあり、テニスビジネス業界には大変厳し
い状況が訪れています。
その原因は我々が現在提供しているサービス内容に問題があるのでしょう
か？ いや、それはもしかすると他のスポーツビジネス業界の多様化により
低廉で短時間で出来る数多くのプログラム（エアロビクス、ヨガ、太極拳、
フラダンス・・・・等）が現れており、隆盛を極めているフィットネスクラ
ブの増加等にも原因があるのではないかとも言われております。
そこで、この状況に対応する我々業界の今後の在り方や取り組み方につい
て、今一度振り返って自ら成長を期す時が訪れているのではないでしょう
か？
今後のテニスビジネス業界を発展させるために、他業界での先進的な取り
組み状況や同業他社の成功事例や失敗事例から学び、経営者・支配人・マネ
ージャー・ヘッドコーチ・フロントヘッドそしてコーチ・フロントスタッフ
等がそれぞれの立場に於いて、自らの人間力向上を図ることを目的に本勉強
会を開催いたします。
今までの自分を振り返り、これから 自らが歩むべき道 への手掛かりを
見つけ、テニスビジネス事業の活性化を図り、皆様と共に自信と誇りが持て
る業界に成長をしていく為の良い機会になると思いますので、是非ともご参
加くださいますようご案内申し上げます。

" TOPGUN PROJECT 2008 "
開 催 要 項
■名

称：経営勉強会 TOPGUN PROJECT 2008

■開催組織：主
主
後
協
運

催：社団法人日本テニス事業協会
管：社団法人日本テニス事業協会研修委員会
援：社団法人日本プロテニス協会（予定）
賛：サントリーフーズ株式会社
営：TOPGUN PROJECT 実行委員会

■会

場：メルパルク東京
〒105-8582 東京都港区芝公園2-5-20
TEL 03-3433-7210
【ＪＲ・モノレール浜松町下車徒歩８分、地下鉄三田線芝公園駅下車徒歩２分
地下鉄浅草線・大江戸線大門駅下車徒歩４分】

■期

日：平成２０年１０月２８日(火)～２９日(水)

■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・フロント等
２．スクール代表・マネージャー・コーチ・フロント等
３．テニス関連事業従事者

■定

員：１日目－１５０名

（先着順にて締切）

■参加費用：１＆２日目参加 … ①加盟会員
②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ
③非 加 盟
１日目のみ参加 … ①加盟会員
②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ
③非 加 盟
２日目のみ参加 … ①加盟会員
②ﾃﾆｽﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ
③非 加 盟
宿泊：

２日目－ １００名

（先着順にて締切）

20,000円（昼食２回、懇親会費を含む）
15,000円（昼食２回、懇親会費を含む）
30,000円（昼食２回、懇親会費を含む）
15,000円（昼食、懇親会費を含む）
10,000円（昼食、懇親会費を含む）
25,000円（昼食、懇親会費を含む）
10,000円（昼食を含む）
7,000円（昼食を含む）
20,000円（昼食を含む）

メルパルク東京 8,000円（シングルルーム、１泊朝食付・税・サ込み）
（先着３０名、希望の方は申込書にご記入下さい）

■ポイント：財団法人日本体育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）は本セミナーおいて、JTAならびにJPTAの研修ポイントを１日につき２ポ
イント取得出来ますので、申込書に資格種類と登録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。
■申込締切：平成２０年１０月１７日（金）
■申 込 先：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、上記申込先まで郵送又はＦＡＸにてご
送付下さい。（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込みをお願いいたします。
【振込先口座】

銀 行 名：三菱東京UFJ銀行 新宿中央支店
口座番号：普通口座 No.５４４８９３８
口 座 名：ＪＴＩＡ研修委員会 （ｼﾞｪｰﾃｨｰｱｲｴｰｹﾝｼｭｳｲｲﾝｶｲ）

平成２０年１０月２８日（火）
時

間

会場

内
メルパルク東京

容

9:30～10:00

瑞雲

受付

５Ｆ

10:00～10:10

瑞雲

開会、予定案内、注意事項

10:10～12:10
基調講演

瑞雲

講 師： 財団法人日本サッカー協会 専務理事 田嶋 幸三氏
テーマ：「世界をめざす日本サッカー ～言語技術とエリート教育～」
93～96年まで日本サッカー協会強化委員会委員として強化プログラム策定に
従事し、その後日本サッカー協会Ｓ級指導者要請講習会講師を務め、U-17及び
U-18日本代表監督を歴任された経験から、日本サッカーのエリート教育等につ
いてお話しいただきます。

12:10～13:10

瑞雲

昼食（お弁当）

13:10～14:10
事例紹介

瑞雲

講 師： 株式会社クリスタルプランニング 代表取締役 岡田 勲氏
テーマ： 「テニススクール再生請負会社の想いとこだわり」
結果を出すための契約の考え方、テニスビジネス成功の鍵はチームレッスンと考え、
一致団結集団を追求し続けている岡田社長の想い、こだわりを具体事例を交えてお
話しいただきます。

14:20～15:20
事例紹介

瑞雲

講 師： 株式会社レック興発 常務取締役 古賀 裕一氏
テーマ： 「他業種からテニススクール業界への転職で見えたもの」
他業種の某大手企業での10年間の営業と商品企画の経験から、会社あるいは
社員に不足していると感じ、改善に取り組んできたこと。それらの取り組み
と商品販売拡大の関係。などについてお話しいただきます。

15:30～16:30
事例紹介

瑞雲

講 師： タムラクリエイト株式会社 テニス事業部部長 冨塚 拓彦氏
テーマ： 「ＴＥＡＭ Ｋｅｎ’ｓの一歩。組織の変遷」
会社も組織も変わるのではなく、変えるもの。２０年前は、社長の田村と一
緒に仕事をしたい数人のコーチの集まりだった会社。「世間並みの会社にしよ
う」との思いを実現し、組織の体を成してゆくための試行錯誤の数々を、ナ
ンバー２の立場からお話しいただきます。

16:40～17:40
事例紹介

瑞雲

講 師： 株式会社ニッケインドアテニス フロントマネージャー 花井 洋子氏
テーマ： 「フロントの教育とは～心を育てること～」
お客様に「ありがとう」と感謝される幸せ、感謝の気持ちを持ち「ありがと
う」と言える心。顧客満足を促進する為に必要なフロントの在り方と教育の
実践についてお話しいただきます。

18:00～19:30

孔雀

情報交換会＆懇親会

４F

平成２０年１０月２９日（水）
時

間

会場

内
メルパルク東京

容

9:30～10:00

瑞雲

受付

５Ｆ

9:30～12:30

瑞雲

講 師： トーマツ イノベーション株式会社 代表取締役 白潟 敏朗氏
テーマ： 「やる気を引き出すシンプルなしかけ
～こんな簡単なことを実行するだけで会社・部下がみるみるかわる～」
部下のやる気を引き出すためにはどうすればいいのか?チームの力を上げ、会社をもっと魅力
的にするためにはどんなことに気をつけたらいいのか？「理論は分かるんだけど、実行するのは
なかなか難しいんだよね。」というのが社長・幹部・上司の方が抱える共通の悩みではないでし
ょうか。本当に効果がある方法は、「かんたん実行」（かんたんに実行でき）、「ばつぐん効果」
（抜群の効果が上がる）、「らくらく継続」、（楽に楽しく継続できる）という3つの条件をクリアしたも
のです。1000社で実証済みの「シンプルなしかけ」をご紹介いただきます。

12:30～13:30
13:30～16:00

昼食（お弁当）
瑞雲

講 師： トーマツ イノベーション株式会社 喜内 瑠奈氏
テーマ： 「ポジティブリスニング
～相手の心を開く聴き方を身につけるためのシンプルなしかけ～」
会社を変えるためには人を変えなければなりません。人を変えるために一番重要なこと・・・それ
は「会話」です。相手の話を素直に聴くための「聴く力」をつけるためのノウハウをグループワー
クを通じて体感・実践していただきます。

16:00～16:10

瑞雲

閉会

＊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。

北海道テニス事業協会
岩手県テニス事業協会
埼玉県テニス事業協会
千葉県テニス事業協会
東京都テニス事業協会
神奈川県テニス事業協会
静岡県テニス事業協会
愛知テニスクラブ連盟
三重県テニス事業協会
近 畿 テ ニ ス 事 業 協 会
広島県テニス事業協会

