
第２５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・パラリンピックの開催が決まり、国民のスポーツへの関
心は、これまで以上に高くなっています。さらに、ＮＨＫでのテニスのアニメ番組の放送
も予定されていますので、テニス産業を発展させる絶好のチャンスが到来したと考えられ
ます。
しかし、その一方では、消費税による増税や原材料の値上げなどもあり、国民の商品や

サービスを選ぶ目も厳しくなることが予想されます。
このような状況の中、東京オリンピック・パラリンピックが予定されていますので、テ

ニス産業は心配ないと考えてしまっては、他のスポーツ産業に、このチャンスを奪われる
ことになってしまいます。もう一度、テニス産業が国民に選ばれるためには、何をするべ
きかを考える必要があります。
今回の日本テニス産業セミナーでは、千葉県テニス事業協会のご協力をいただいて、こ

れからのテニス事業に役立つご講演を数多く、ご用意することができました。
違う立場で、ご活躍をされている皆様のご講演を聞いていただくことで、「一人一人が今、
やるべきこと」をいろいろな視点から考える良い機会になるはずです。
一人でも多くの皆様のご参加をお待ちしています。

研修委員長 中山和義

平成２６年２月１７日（月）
ヒルトン成田

千葉県テニス事業協会



公益社団法人日本テニス事業協会 第２５回日本テニス産業セミナー
開 催 要 項

■名 称 第２５回日本テニス産業セミナー

■開催組織 共 催：公益社団法人日本テニス事業協会／千葉県テニス事業協会
（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：経済産業省、公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会
公益社団法人日本プロテニス協会

協 賛：サントリーフーズ株式会社、（株）ダンロップスポーツマーケティング
運 営：第25回日本テニス産業セミナー実行委員会

■会 場： ヒルトン成田
〒286-0127 千葉県成田市小菅４５６ TEL：0476-33-1121

■期 日： 平成２６年２月１７日（月）

■時 間： 10:15～17:45 セミナー
18:00～19:30 懇親パーティ

■構 成：１．講師による講演
１．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 （先着順にて締切）

■会 費：●加盟会員 一人目１７,０００円、 （昼食・懇親パーティ費を含む）
※但し、同一事業所のお二人目以降は14,000円となります。

●非加盟 一人目２７,０００円、 （昼食・懇親パーティ費を含む）
※但し、同一事業所のお二人目以降は24,000円となります。

●テニスプロデューサー有資格者は１２,０００円

○宿泊 ヒルトン成田
9,500円（シングルルーム、１泊朝食付、税・サ込み）

■申込締切：平成２６年２月７日（金）

■キャンセル料：当日100％、１営業日前50％のキャンセル料金を頂戴いたします。（土日祝は休業です）
※２営業日前まではキャンセル料は発生しません。（返金手数料は参加者負担とします）

■ポイント：（公財）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）
（申請中） ならびにJPTA資格者の方は本セミナーにおいて、JTA／JPTA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.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、申込先まで郵送又はＦＡＸにて送付下さい。
なお、会費は期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.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



平成２６年２月１７日（月）
スケジュール 会 場 内 容 構 成

9:45～10:15 受付／ ２F ロイヤルホール

10:15～10:30 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙ 開会式

10:30～12:00 講 師：KCJ GROUP株式会社（キッザニア・オークビレッジ柏の葉）
《基調講演》 代表取締役社長兼ＣＥＯ 住谷 栄之資氏

テーマ：人間力を育む ～キッザニアのホスピタリティ～
内 容：時代は、『ソーシャル』へ。私の考えるソーシャルとは、人と人と

のつながり。PC、スマホを中心とするデジタル機器の普及で、地
域、職場、日々の生活（道端やエレベーターでの偶然のコンタク
ト等）の中で、人と人が繋がらない・出会わない。そうした歴史
的にも不思議な時代の今だからこそ、挨拶や直接の対話、メール
よりは電話、そして、身をもって体験することの大切さを理解す
ることから、グローバル時代への対応が生まれてくるという私の
考え方を説明させていただきます。

12:00～13:00 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙ 昼 食

13:00～14:15 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙ 講 師：アテネパラリンピック金メダリスト
《講 演》 北京パラリンピック銅メダリスト 齋田 悟司氏

テーマ：車いすテニスと世界
内 容：日本の車いすテニスが世界で戦えるレベルであることを証明し、

2003年には日本人として初めてITFプレーヤーズアワードを受賞す
るなど、数々の記録を樹立してきた第一人者。
これまで車いすテニスの普及と技術力の向上に貢献し続けている
経験の中での成功や苦労をお話しいただきます。

14:15～14:30 休 憩

14:30～16:00 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙ 講 師：タムラクリエイト株式会社 代表取締役 田村 賢司氏
《講 演》 テーマ：タムラクリエイトが目指すもの ～絆～

内 容：タムラクリエイト(株)が、どのような会社で、何のためにこの社
会に生まれ、何を想い、どのような方向に進もうとしているのか？
この会社をこの世に産み落とそうとしたその「想い」は何か？
数年前までボロボロだったテニス事業部をスポーツ事業部に変更。
変えてはならない「想い」を貫きながら、「社是」にある心の向か
う方向を見失うことなく、絶えず進化していきたいと願う社長の
熱い想いについてお話しいただきます。

16:00～16:15 休 憩

16:15～17:45 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙ 講 師：橋本総業株式会社 代表取締役社長 橋本 政昭氏
《特別講演》 テーマ：「会社経営とテニス」

内 容：明治23年創業、123年以上の歴史を誇る日本を代表する住宅設備品
の総合商社の社長として、常に未来を見据えた新しい取り組みに
チャレンジし成長を続ける会社経営。そして中学生の時から始め
たテニスに再び出会い、大学のヨット部で培った“勝つためのメ
ソッド”の精神を基に、テニス界に一石を投じた「チームハット
の結成」「GSチャレンジ財団」の設立などテニスに対する想いにつ
いてお話しいただきます。

17:45～18:00 ２F クラウンホールへ会場移動

18:00～19:30 ｸﾗｳﾝﾎｰﾙ 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。



ヒルトン成田へのアクセス
http://www.ishinhotels.com/hilton-narita/jp/access/

■お車をご利用のお客様

最寄ＩＣより（所要時間 約２分）
東関東自動車道成田インターチェンジ（料金所）から成田市街方面へ左折、1つ目の信号（レ
ストラン「松原」脇）で左折、最初のＴ字路で左折して直進すると右手にございます。

最寄駅より（所要時間 約10分）
ＪＲ・京成成田駅から国道５１号線を佐原方面に向かい寺台ＩＣを左折、国道２９５号線
（空港道）に入り空港方面に進み、１つ目の信号（左手にニコニコパーキング）を左折し
坂道を登り最初の交差で左折すると右手にございます。

【駐車場】
〈収容台数〉350台（屋内290台）

〈ご利用料金〉
■ご宿泊のお客様 ： 24時間毎に400円
■レストラン・宴会場・ヘルスクラブをご利用のお客様 ： 5時間まで無料
以降1日につき400円頂戴します。

■無料シャトルバスをご利用のお客様

京成成田駅(東口)から（所要時間 約20分）
東口・住友生命成田ビル（ロータリー側）

成田空港から（所要時間 約15分）
第１ターミナル…１階16番バス停
第２ターミナル…１階26番バス停

※シャトルバスは乗車人数に制限がありますため大人数ではご乗車いただけない場合がご
ざいます。予めご了承くださいませ。



第２５回日本テニス産業セミナー（２日目）
2月１８日（火）テニス施設見学バスツアー

◆日時：平成２６年２月１８日（火） ◆定員：４５名 ◆参加費：￥５,０００（昼食・税込み）
◆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）

● 9:30 ヒルトン成田 出発

● 9:45 Ken'sインドアテニススクール成田 見学 ／10:30 出発
千葉県成田市ウイング土屋156-2 TEL 0476-23-3338

室内カーペットコート２面／無料駐車場有／冷暖房完備

私たちは「テニス」というスポーツを通じて、皆様の快適なテ

ニスライフを提供するために、どの年代の方々も楽しめる様々

なオプションのレッスンをご用意しております、また、数多く

のイベント、レンタルコートなどもご用意し、皆様の楽しいテ

ニスライフを全力でサポートさせていただきます。

● 10:45 成田山新勝寺 参詣
千葉県成田市成田1番地 TEL 0476-22-2111

成田山の境内には、重要文化財に指定された5つの建築物

があります。その内、最も古い光明堂は1701（元禄14）

年建立、成田山が初の江戸出開帳を行った時期です。次

に古い三重塔が1712（正徳2）年建立、そして続く仁王門

は、1830（文政13）年に建立されました。見事な五百羅

漢像の彫刻が素晴らしい前本堂の釈迦堂は、1858（安政

5）年に建立、奉納額や絵馬を掲げる額堂は1861（文久

元）年坂本龍馬が活躍する幕末の頃に建立されました。

● 12:00 成田山参道「鰻福亭」で昼食 ／13:00 出発
まんぷくてい

千葉県成田市仲町394 TEL 0476-22-0027

成田山参道には数多くの鰻屋が軒を連ねており、鰻屋密集度は日本一ではない

かとも言われております。今回は数ある鰻屋さんの中から、「抜群の脂加減、

タレはさっぱり、香ばしく癖になるおいしさ」と評判の鰻福亭「うな重」をご

用意させていただきます。

また、鰻は苦手という方には鰻以外のお食事をご用意させていただきますので

参加申込時にお知らせ下さい。

● 13:45 アルドールテニスステージ幕張新都心校 見学 ／1５:00 出発
千葉県千葉市美浜区豊砂1-6 イオンモール幕張新都心アクティブモール スポーツオーソリティ3F

室内カーペットコート／３.５面

国内のショッピングモールでは全国３番目となる規模のイオン

モール幕張新都心の中に2014年１月プレオープン、４月グラン

ドオープン。

インドアでありながら、少人数制を導入し、一人ひとりに行き

届いた指導を徹底できるレッスンを提供するテニススクール、

それが私たち「アルドールテニスステージ」です。

情熱あふれるレッスンで、みなさまをお待ちしております。

● 15:15 JR「海浜幕張」駅 解散
● 16:00 ヒルトン成田 解散



第2５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

《お願い》 ※必ず下記の役職・バス見学ツアー・宿泊の□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。
※(公財)日本体育協会公認テニス指導者の方は自宅住所及び登録団体と登録№を

必ずご記入ください。

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 □メーカー・賛助会員 □その他 （ ）

バス見学 ※２日目バス見学ツアーに
ツアー □参加する （□うなぎは苦手） □参加しない

※ヒルトン成田への宿泊希望
宿 （ツインルームご希望の方は事務局へご相談ください）

シングルルーム￥９,５００（１泊朝食、税・サ込み）

泊 □２月16日(日) □２月17日（月） 計 泊 □禁煙 □喫煙

□宿泊しない

ＪＴＩＡテニスプロデューサー 登録番号
資

登録 □ＪＴＡ □ＪＰＴＡ 登録番号 TEL
格

自宅住所 〒

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 □メーカー・賛助会員 □その他 （ ）

バス見学 ※２日目バス見学ツアーに
ツアー □参加する （□うなぎは苦手） □参加しない

※ヒルトン成田への宿泊希望
宿 （ツインルームご希望の方は事務局へご相談ください）

シングルルーム￥９,５００（１泊朝食、税・サ込み）

泊 □２月16日(日) □２月17日（月） 計 泊 □禁煙 □喫煙

□宿泊しない

ＪＴＩＡテニスプロデューサー 登録番号
資

登録 □ＪＴＡ □ＪＰＴＡ 登録番号 TEL
格

自宅住所 〒

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。）

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。


