
“チーム『テニスプロフェッショナル』発進！”

～力を合わせ、出来ることから、共に学び、共に明日へ～

２０１８年１月３０日（火）
京王プラザホテル



『テニスプロフェッショナル』合同セミナー
JPTA45周年コンベンション ＆ JTIA25周年日本テニス産業セミナー

開催要項
■名 称 『テニスプロフェッショナル』合同セミナー

JPTA45周年コンベンション ＆ JTIA25周年日本テニス産業セミナー

■目 的 テニスを生業とするプロフェッショナル集団である両協会が、共に集い、共に学び、協力
関係をより強固なものとし、互いの成長を通じてテニスの普及・発展を図り、もって国民
生活の向上に寄与することを目的として周年事業を合同で開催します。

■開催組織 共 催：公益社団法人日本プロテニス協会／公益社団法人日本テニス事業協会
（予定含む） 後 援：公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本テニス協会、

日本女子テニス連盟、テニス用品会
運 営：『テニスプロフェッショナル』合同セミナー実行委員会

■会 場： 京王プラザホテル
〒160-0023 東京都新宿区西新宿２丁目２−１ TEL：03-3344-0111
新宿駅西口徒歩５分、都営大江戸線都庁前駅B1出口１分】

■期 日： ２０１８年１月３０日（火）

■時 間： 10:15～18:00 合同セミナー 18:30～20:00 合同パーティ
20:15～22:00 合同セミナー懇親会

■構 成：１．講師による講演・パネルディスカッション・式典
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

■定 員：４００名 （先着順にて締切）

■会 費：●加盟会員 ￥１８,９００（合同パーティ費「\8,000+税」・昼食・消費税を含む）
●非加盟 ￥２４,３００（合同パーティ費「\8,000+税」・昼食・消費税を含む）
◆合同セミナー懇親会へのご参加は、別途￥４,０００（税込）が必要です。

■申込締切：２０１８年１月２３日（火）

■キャンセル料：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）
※２営業日前18:00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）並び
（申請中） 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)日本テニス協会の研修

ポイントを２ポイント、または(公社)日本プロテニス協会の研修ポイントを４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。
また、JTIA認定テニスプロデューサー資格更新要件対象の研修会となります。

■申込先 ①：公益社団法人日本プロテニス協会 事務局
〒108-0074 東京都港区高輪4-23-8 ZION PLAZA 5F
TEL 03-5791-1965 FAX 03-5791-1966 http://www.jpta.or.jp

■申込先 ②：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 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、各申込先まで郵送又はＦＡＸにて送付下さい。
なお、会費は期日までに指定口座にお振込みをお願いいたします。



“チーム『テニスプロフェッショナル』発進！”
～力を合わせ、出来ることから、共に学び、共に明日へ～

2018年１⽉30⽇（⽕）10:15∼18:00 周年記念合同セミナー

スケジュール 会 場 内 容 構 成

9:30～10:15 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 開会 公益社団法人日本プロテニス協会 理事長挨拶 藤沼 敏則

公益社団法人日本テニス事業協会 会長挨拶 大久保 清一

10:30～12:00 エミネンス 講 師：公益財団法人日本サッカー協会 キャプテン 川淵 三郎氏

《基調講演》 南館５F テーマ：夢があるから強くなる

12:00～13:00 昼 食

13:00～14:00 エミネンス 講 師：プロテニスプレーヤー 松岡 修造氏

《特別講演》 南館５F テーマ：これからの日本テニス界に必要なこと

14:00～14:10 休 憩

14:10～14:40 エミネンス 講 師：公益財団法人日本テニス協会 専務理事 福井 烈氏

《講演》 南館５F テーマ：JTAの立場から指導者・事業者に求めること

14:40～14:50 休 憩

14:50～15:20 エミネンス 講 師：早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授 間野 義之氏

《講演》 南館５F テーマ：日本のテニス界はこれからどうすべきか？

～他のスポーツに学ぶ～

15:20～15:30 休 憩

15:30～17:20 エミネンス パネリスト：公益財団法人日本テニス協会 専務理事 福井 烈氏

《パネルディ 南館５F テニス用品会 専務理事 金増 万治氏

スカッション》 公益社団法人日本プロテニス協会 理事長 藤沼 敏則

公益社団法人日本テニス事業協会 会長 大久保 清一

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授 間野 義之氏

テーマ：これからのテニス事業を考える

17:20～17:30 休 憩

17:30～17:50 エミネンス JPTA表彰

《式典》 南館５F

17:50～18:00 エミネンス 閉会 合同セミナー 実行委員長挨拶 栗山 雅則

＊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。



2018年１⽉30⽇（⽕）18:30∼20:00 周年記念合同パーティ
スケジュール 会 場 内 容 構 成

本館５F JPTA・JTIA周年記念合同パーティ

18:30～20:00 コンコードボー

ルルーム

2018年１⽉30⽇（⽕）20:15∼22:00 合同セミナー懇親会
※参加費：￥４,０００（税込）

スケジュール 会 場 内 容 構 成

20:15～22:00 本館４２F JPTA・JTIA懇親会

富士





JTIA25周年日本テニス産業セミナー（２日目）
1月31日（水）テニス施設見学バスツアー

◆日時：２０１８年１月３１日（水） ◆定員：4０名
◆参加費：￥５,４００（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）

● 8:45 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１０分前にホテルロビーに集合してくだい。

● 9:00∼10:00
明治神宮野球場 見学
東京六大学野球連盟のリーグ戦開催球場として1926年（大正15

年）に開場以来、アマチュア野球においては大学野球の主要球

場として長年使用され、六大学野球のほか東都大学野球1部リー

グおよび入れ替え戦を中心に今日まで使用されています。日本国内では阪神甲子園球場とならんで「野球の聖地」

とうたわれる野球場でもあります。アマチュア専用として初期はプロ野球公式戦での使用は認められなかったが、

徐々に緩和され現在では東京ヤクルトスワローズが専用球場（本拠地球場）として使用されています。

● 10:00∼11:00
明治神宮外苑テニスクラブ 見学
明治神宮外苑のスポーツ施設として昭和32年4月に

クレーコート12面・会員数250名で設立されまし

た。以後、テニスブーム到来と共に会員数が3,000

名へと急増し、コートも北コート21面・南コート8

面へと数を増やし、さらに平成5年には南コートを

天候に左右されることなくプレー出来る室内(カーペット)コートに改築し、会員数・

施設の規模など、国内でも有数のテニスクラブに成長しました。現在は、会員の皆様

はもとより一般にも室内コートを開放し、レンタルコートやスクールを毎日開講して

おります。また技術とニーズに合わせてプログラムを充実させ、多くのテニス愛好者

に広く利用されています。

● 11:50∼12:30
柴又『ゑびす家』で昼食（うな重）
柴又駅から徒歩1分 鰻・日本料理の老舗

ゑびす家は天明年間の創業以来、野趣あふれる川魚料

理を中心に、和の美食を今に伝えています。

● 12:40∼14:30
柴又「帝釈天」祈祷＆周辺見学
正式名称は経栄山題経寺（日蓮宗）、寛永年間（1629）に

開基され、開山上人を下総中山法華経寺第十九世禅那院日

忠（ぜんないんにっちゅう）上人とし、その弟子の第二代

題経院日栄（だいきょういんにちえい）上人が実際の開基

である。映画「男はつらいよ」やデ杯日本代表チームが必

勝祈願を行ったことでも有名。庭球勝守もあります。

邃渓園(庭園）と彫刻ギャラリーは必見の価値あり。

● 15:00∼16:00 松戸テニスクラブ 見学
千葉県松戸市上矢切1620 営業6:00～22:00（年中無休）

アーバンコート10面 / ナイター照明10面 /

壁打ちコート１面 / シャワールーム / 男女更衣室完備

手入れの行き届いた、矢切の里山、ご神木、四季の草木

● 17:00頃 東京駅 解散



『テニスプロフェッショナル』合同セミナー
JTIA 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 ＊上記と異なる場合にはご記入ください。

《お願い》 ※必ず下記の役職・オプショナルイベントの□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および(公社)日本プロテニス協会資格者の方は

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 （ ）

【オプショナルイベントについて以下の□にチェックをいれてください】

①１月30日合同セミナー懇親会に □参加する □参加しない

②１月31日バス施設見学ツアーに □参加する □参加しない

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 （ ）

【オプショナルイベントについて以下の□にチェックをいれてください】

①１月30日合同セミナー懇親会に □参加する □参加しない

②１月31日バス施設見学ツアーに □参加する □参加しない

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。


