
 

 

 

 

 

第27回SC接客ロールプレイングコンテスト 

東京大会 

 

 

 

【ガイドブック】 
 

 

 

 

 

 

 

期日：ファッション･物販部門：2021年10月4日(月)～6日(水) 

   食品･飲食･サービス部門：     同  7日(木)～8日(金) 

  

会場：ムーブホール(ムーブ町屋：東京･荒川区) 

 

 

 

 

 

 



東京大会～1日目(10月4日)～ 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

秋山  浄司  (一社)日本ショッピングセンター協会 関東･甲信越支部 支部長 

 東急モールズデベロップメント 代表取締役社長 

(審 査 員) 

豊枝 享子   (有)トヨエダコンサルティング チーフインストラクター 

山之口 吉樹  ㈱クリエイティブアルファ 教育事業部 主席講師 

紺谷 直之   東京商工会議所 中小企業相談部 中小企業相談センター業務推進担当課長 

和田 光誉   ㈱ＳＪ流通戦略研究所 代表 
(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１３：００ ファッション･物販部門  競技開始 

 

13:10～13:55 競技№１～５ 

13:55～14:40 競技№６～１０ 

 

 １４：４０～１４：５０(休憩…約10分間) 

 

14:50～15:35 競技№１１～１５ 

15:35～16:20 競技№１６～２０ 

 

 １６：２０～１６：３０(休憩…約10分間) 

 

16:30～17:15 競技№２１～２５ 

17:15～17:33 競技№２６～２７ 

 

 

 

１７：３３ 競技終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021年10月5日月曜日

１日目（ファッション・物販部門） 於　ムーブホール

競技順
集合

時間
氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間

1 12:55 加藤　健太郎 アルカキット錦糸町 和真メガネ 20年3ヶ月 - -

2 13:04 牧野　香菜 キラリナ京王吉祥寺 ハートダンス 6年6ヶ月 火曜日 13時

3 13:13 丸茂　拓海
三井ショッピングパーク

アーバンドック ららぽーと豊洲
ニコアンド 2年4ヶ月 - -

4 13:22 髙橋　弥々花 新丸ビル ウニコ 0年4ヶ月 日曜日 13時

5 13:31 佐藤　実紀子 東急プラザ蒲田 アーバンリサーチメイクストア 7年4ヶ月 金曜日 19時

6 13:40 関根　亜弥 アトレ上野店 ロクシタン 12年1ヶ月 金曜日 18時

7 13:49 千野　友利佳 丸の内ブリックスクエア ランド オブ トゥモロー 7年4ヶ月 土曜日 18時

8 13:58 増岡　裕一郎 住友不動産ショッピングシティ　有明ガーデン アーバンリサーチストア 11年8ヶ月 土曜日 15時

9 14:07 中島　弘子 丸ビル デ・プレ 16年5ヶ月 金曜日 16時

10 14:16 岡部　竜一 丸ビル ビューティ＆ユース　ユナイテッドアローズ 8年0ヶ月 金曜日 13時

11 14:35 堀谷　健太 セレオ八王子北館 ゾフ 0年8ヶ月 金曜日 18時

12 14:44 斉藤裕貴 光が丘イマ ゾフ 9年0ヶ月 火曜日 16時

13 14:53 鈴木　恵子 東急プラザ表参道原宿 イセタンミラー 1年0ヶ月 - -

14 15:02 廣田　周平 丸の内二丁目ビル トゥモローランド　 9年6ヶ月 水曜日 15時

15 15:11 永田由里菜 渋谷スクランブルスクエア フルラ 2年6ヶ月 - -

16 15:20 小林　奈古 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター ディーエイチシーチョクエイテン 3年5ヶ月 金曜日 18時

17 15:29 西島　楓 モリタウン 宮地楽器 0年3ヶ月 土曜日 14時

18 15:38 佐怒賀 雅貴 グランスタ マカナイ 5年0ヶ月 金曜日 18時

19 15:47 池尾　良太郎 フラッグス ジャーナルスタンダード 9年7ヶ月 - -

20 15:56 川嶋香代子 光が丘イマ スタディオクリップ 11年5ヶ月 水曜日 11時

21 16:15 山口徹 八重洲地下街 エース 14年3ヶ月 金曜日 18時

22 16:24 佐々木　琢人 新丸ビル ビショップ キッチン アンド ガーデン 4年2ヶ月 水曜日 15時

23 16:33 齋藤　優香 イトーヨーカドー　アリオ亀有 アンドシュエットギャラリー 3年6ヶ月 日曜日 16時

24 16:42 澤田　愛優美 グランデュオ立川 ラシット 1年4ヶ月 金曜日 13時

25 16:51 堀米　茉優 五反田東急スクエア ゾフ　 5年4ヶ月 月曜日 14時

26 17:00 若松 由記 三井ショッピングパーク　ららぽーと立川立飛
ユナイテッドアローズ

グリーンレーベルリラクシング
9年4ヶ月 金曜日 19時

27 17:09 村田絵実 三井アウトレットパーク多摩南大沢 フクスケアウトレット 6年0ヶ月 - -

競技設定

第27回SC接客ロールプレイングコンテスト　東京大会　競技者名簿

 



東京大会～2日目(10月5日)～ 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

松野 宏 (一社)日本ショッピングセンター協会 関東･甲信越支部 運営委員 

    ㈱サンポップ 専務取締役 

(審 査 員) 

滝脇 朗代 ワンスアラウンド㈱研修コンサルチーム シニアインストラクター 

宍戸  美奈子 ㈱エデュカーレ執行役員 プロダクト開発及びソリューション責任者 

   人材教育コンサルタント 

吉田 晋  東京商工会議所  中小企業相談部 中小企業相談センター  

経営相談担当 主任調査役  

八島 充  ㈱ヘルスビジネスメディア 取締役編集長 

(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１１：００ ファッション･物販部門  競技開始 

 

11:00～11:45 競技№  １～  ５ 

11:45～12:30 競技№  ６～１０ 

 

 １２：３０～１３：１０(休憩…約40分間) 

 

13:10～13:55 競技№１１～１５ 

13:55～14:40 競技№１６～２０ 

 

 １４：４０～１４：５０(休憩…約10分間) 

 

14:50～15:35 競技№２１～２５ 

15:35～15:53 競技№２６～２７ 

 

 

 

１５：５３ 競技終了 



2日目（ファッション・物販部門）

競技順
集合

時間
氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間

1 10:45 米永　由可子 イトーヨーカドー　アリオ亀有 チュチュアンナ 9年4ヶ月 水曜日 13時

2 10:54 鈴木友美 渋谷スクランブルスクエア エテビジュー 10年0ヶ月 - -

3 11:03 石塚　理子 アトレ　大森店 ルクールブラン 3年8ヶ月 土曜日 15時

4 11:12 石原　麻有 小田急新宿ミロード アズ　ノゥ　アズ　ピンキー 9年4ヶ月 金曜日 18時

5 11:21 天坂　優穂 グランデュオ立川 シップス 8年8ヶ月 水曜日 14時

6 11:30 早川　ナナ 五反田東急スクエア ローリーズファームプラス 5年6ヶ月 金曜日 19時

7 11:39 三浦　愛美 東急プラザ銀座 ヴェレダ 5年7ヶ月 - -

8 11:48 都留 美沙子 二子玉川ライズ・ショッピングセンター ウォッシュ 6年4ヶ月 金曜日 18時

9 11:57 深河　亮平 二子玉川ライズ・ショッピングセンター フレディ＆グロスター 8年4ヶ月 木曜日 14時

10 12:06 皆川芽生 テルミナ ルロウ グリーンレーベルリラクシング 6年6ヶ月 金曜日 18時

11 12:55 比嘉　武自 グランデュオ蒲田 ゾフ プラスグランデュオ 2年0ヶ月 金曜日 12時

12 13:04 関口　彩菜 日本橋髙島屋ショップングセンター ジャーナルスタンダードファニチャー 7年2ヶ月 水曜日 14時

13 13:13 小谷 沙智
三井ショッピングパーク

ららぽーと立川立飛
バナナ　リパブリック 13年3ヶ月 木曜日 16時

14 13:22 小野口　愛梨 東急プラザ渋谷 ハコアダイレクトストア 2年1ヶ月 - -

15 13:31 阿久津　恭一 コレド室町テラス 土屋鞄 10年0ヶ月 金曜日 18時

16 13:40 勇崎　理恵 専門店街フォーリス ディーエイチシー 12年10ヶ月 - -

17 13:49 箱田彩華 ダイバーシティ東京プラザ カナルヨンドシー 2年2ヶ月 金曜日 19時

18 13:58 石田　彩奈 トリエ京王調布
ユナイテッドアローズ

グリーンレーベルリラクシング
3年4ヶ月 - -

19 14:07 竹渕　里香 コレド日本橋 ノーブル 2年2ヶ月 - -

20 14:16 福田　奈央 丸の内ブリックスクエア スタジオマールメール 2年4ヶ月 金曜日 18時

21 14:35 橋本茉弥 メルサ オニギリ 6年3ヶ月 木曜日 15時

22 14:44 奈良 道仁
三井ショッピングパーク

ららぽーと立川立飛
ジャーナルスタンダード レリューム 7年4ヶ月 - -

23 14:53 島﨑　稜介 東京ソラマチ レイジブルー 8年0ヶ月 水曜日 12時

24 15:02 曽根原　栞那 グランデュオ蒲田 オルビス 2年5ヶ月 金曜日 18時

25 15:11 中村 みずき エキュート立川 エルビーシーウィズライフ 10年0ヶ月 金曜日 18時

26 15:20 平川晶子 渋谷スクランブルスクエア オロビアンコ 2年4ヶ月 - -

27 15:29 佐藤　藍 東急プラザ表参道原宿 ザ　シェルター トーキョー 6年8ヶ月 金曜日 18時

第27回SC接客ロールプレイングコンテスト　東京大会　競技者名簿

競技設定

2021年	10月5日火曜日

於　ムーブホール

 



東京大会～3日目(10月6日)～ 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

木村 充宏 (一社)日本ショッピングセンター協会 関東･甲信越支部 運営委員 

    ㈱相鉄ビルマネジメント 運営事業部 横浜営業所 所長(審 査 員) 

 

(審 査 員) 

西宮 ひと美  ㈱三越伊勢丹ﾋｭｰﾏﾝ・ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ事業統括部 キャリアサポートグループ 

    マネージャー／教育シニアコンサルタント 

梅本 樹理 ㈱サクセスロード経営研究所 教育インストラクター 

紺谷 直之 東京商工会議所 中小企業相談部 中小企業相談センター業務推進担当課長 

鈴木 厚司 ㈱繊研新聞社 業務局 

(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１１：００ ファッション･物販部門  競技開始 

 

11:00～11:45 競技№  １～  ５ 

11:45～12:30 競技№  ６～１０ 

 

 １２：３０～１３：１０(休憩…約40分間) 

 

13:10～13:55 競技№１１～１５ 

13:55～14:40 競技№１６～２０ 

 

 １４：４０～１４：５０(休憩…約10分間) 

 

14:50～15:35 競技№２１～２５ 

15:35～16:02 競技№２６～２８ 

 

 

 

１６：０２ 競技終了 

 



３日目（ファッション・物販部門）

競技順
集合

時間
氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間

1 10:45 岸田　早紀子 フラッグス シップス 4年3ヶ月 金曜日 18時

2 10:54 河上　明日香 キラリナ京王吉祥寺 イェッカヴェッカ 6年5ヶ月 金曜日 18時

3 11:03 阿部裕 ダイバーシティ東京プラザ ドラえもん未来デパート 8年10ヶ月 水曜日 15時

4 11:12 宍戸　弘翔 モリタウン エーユーショップ 3年3ヶ月 - -

5 11:21 豊田　沙織 銀座並木通りビル エストネーション　セントラル 10年3ヶ月 火曜日 12時

6 11:30 岩佐　和香
三井ショッピングパーク

アーバンドック ららぽーと豊洲
カトージ 1年3ヶ月 水曜日 15時

7 11:39 小林　瑞季 二子玉川ライズ・ショッピングセンターロクシタン 1年7ヶ月 金曜日 14時

8 11:48 渡邉　友希 レイヤード　ミヤシタ　パーク ノーズショップ 1年8ヶ月 月曜日 13時

9 11:57 堀井　友貴 東急プラザ蒲田 ニコアンド 3年3ヶ月 - -

10 12:06 神保　友美 アルカキット錦糸町 レプシィム 9年6ヶ月 金曜日 18時

11 12:55 澤田　あずさ グランデュオ立川 アズノゥアズドゥバズ 4年4ヶ月 金曜日 18時

12 13:04 阿部　蘭 渋谷ヒカリエ 神棚の里 1年6ヶ月 日曜日 13時

13 13:13 岡村　沙織 新丸ビル ブロンドール 13年11ヶ月 金曜日 13時

14 13:22 林　智行
三井ショッピングパーク

アーバンドック ららぽーと豊洲
カネコオプチカル 14年0ヶ月 - -

15 13:31 田邉　綾香 サンシャインシティアルパ ヘザー 11年10カ月 金曜日 18時

16 13:40 荻原伸吾 八重洲地下街 マドラス 28年0ヶ月 木曜日 14時

17 13:49 山田　まり絵 渋谷ヒカリエ オデット　エ　オディール 10年6ヶ月 金曜日 18時

18 13:58 宮林　晃太郎 ビーンズ赤羽 スポーツオーソリティ 2年3ヶ月 金曜日 18時

19 14:07 山内　直哉 日本橋髙島屋ショップングセンター トゥモローランド 12年2ヶ月 - -

20 14:16 古川音朗 アトレ恵比寿 メーカーズシャツ鎌倉 2年2ヶ月 火曜日 12時

21 14:35 古賀　沙絵 イーアス高尾 ゾフ 10年3ヶ月 - -

22 14:44 堀下響子 三井アウトレットパーク多摩南大沢 フランフランバザー 1年1ヶ月 金曜日 14時

23 14:53 荒谷　祥子 アトレ　大森店 アパート　バイ　ローリーズ 4年3ヶ月 金曜日 18時

24 15:02 南　江里子 小田急新宿ミロード ハートダンス 9年3ヶ月 金曜日 18時

25 15:11 北田　まり子 東急プラザ銀座 ビルケンシュトック 14年0ヶ月 金曜日 18時

26 15:20 河野　千尋 モリタウン くまざわ書店 9年2ヶ月 水曜日 11時

27 15:29 坂井あかね アトレ恵比寿 アダム　エ　ロペ 3年4ヶ月 金曜日 18時

28 15:38 鈴木　希緒 渋谷マークシティ ゾフ 0年9ヶ月 - -

第27回SC接客ロールプレイングコンテスト　東京大会　競技者名簿

競技設定

2021年	10月6日水曜日

於　ムーブホール

 



東京大会～4日目(10月7日)～ 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

横山 弘道  (一社)日本ショッピングセンター協会 関東･甲信越支部 運営委員 

   ㈱アトレ 取締役 運営推進部長 

 

(審 査 員) 

今村 満子  ㈱シンキング 代表取締役社長 

西村 宏子 リテックス・ジャパン㈱ 副社長執行役員 リテールコンサルタント 

馬目 学 東京商工会議所 中小企業相談部副部長 中小企業相談センター所長 

塚井 明彦  ㈱ストアーズ社 編集局 編集委員  

(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１１：００ 食品・飲食・サービス部門  競技開始 

 

11:00～11:40 競技№  １～  ５ 

11:40～12:20 競技№  ６～１０ 

 

 １２：２０～１３：００(休憩…約40分間) 

 

13:00～13:40 競技№１１～１５ 

13:40～14:20 競技№１６～２０ 

 

 １４：２０～１４：３０(休憩…約10分間) 

 

14:30～15:06 競技№２１～２４ 

 

１５：０６ 競技終了 



2021年	10月7日木曜日

４日目（食品・飲食・サービス部門） 於　ムーブホール

競技順
集合

時間
氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間

1 10:45 嶋　崇樹 八重洲地下街 おらが蕎麦 25年3ヶ月 木曜日 14時

2 10:53 大久保 志帆 エキュート東京・エキュート東京京葉ストリート東京ミルクチーズ工場 7年4ヶ月 土曜日 11時

3 11:01 長田　連 シャポー小岩 築地銀だこ 1年2ヶ月 木曜日 15時

4 11:09 周由華 アトレ恵比寿 茅乃舎分店 7年4ヶ月 金曜日 17時

5 11:17 大橋　薫
三井ショッピングパークアーバン

赤坂Bizタワー SHOPS&DINING
銀座ウエスト 0年9ヶ月 土曜日 11時

6 11:25 岡本 千賀子 エキュート上野（日暮里） くろいちや 5年4ヶ月 土曜日 10時

7 11:33 田中　良平 サンシャインシティアルパ ヴィノスやまざきワインイスト 5年5ヶ月 金曜日 18時

8 11:41 松浦　日菜子 グランデュオ蒲田 ラメゾン アンソレイユターブル 2年6ヶ月 月曜日 16時

9 11:49 小原　徹也 デックス東京ビーチ アンカーズ 0年4ヶ月 金曜日 18時

10 11:57 岡村　吉洋 イーヨ!! 博多もつ鍋やまや 3年6ヶ月 木曜日 19時

11 12:45 齋藤　伴樹 ビーンズ赤羽 とんかつ和幸 2年3ヶ月 金曜日 19時

12 12:53 工藤　寛也 シャポーロコ平井 タリーズコーヒー 8年4ヶ月 日曜日 16時

13 13:01 金沢　百恵 渋谷マークシティ 春水堂 2年0ヶ月 - -

14 13:09 山田　祐貴 アトレ四谷 成城石井 6年7ヶ月 - -

15 13:17 濱岡 裕子 エキュート立川 いろは堂 17年8ヶ月 金曜日 18時

16 13:25 高谷 知子 グランスタ 久原本家 茅乃舎 5年0ヶ月 金曜日 18時

17 13:33 佐藤 春美 エキュート東京・エキュート東京京葉ストリートイシヤ東京ステーション 15年0ヶ月 金曜日 17時

18 13:41 前川典子 調布パルコ 北野エース 21年0ヶ月 金曜日 18時

19 13:49 黒川　真有 丸の内テラス エスプリ　ド　タイユヴァン 8年8ヶ月 金曜日 18時

20 13:57 周　里奈 ビーンズ阿佐ヶ谷 カレー専門店　日乃屋 8年9ヶ月 日曜日 12時

21 14:15 落合　佑香 ビーンズ亀有 プロント 11年10ヶ月 水曜日 15時

22 14:23 新井　菜央 東京ソラマチ 越前海鮮倶楽部 7年6ヶ月 金曜日 17時

23 14:31 河内　晶代 シャポー小岩 信州そば処そじ坊 3年8ヶ月 日曜日 14時

24 14:39 佐藤　芽玖 テルミナ 成城石井 1年0ヶ月 金曜日 18時
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東京大会～5日目(10月8日)～ 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

田中 篤也 (一社)日本ショッピングセンター協会 関東･甲信越支部 副支部長 

   ㈱フォルマ 代表取締役社長 

(審 査 員) 

錦織 亜紀 メビレーション㈱  コンサルタント部 取締役コンサルタント 

佐藤 昌弘  ㈱JTBコミュニケーションデザイン HRコンサルティング事業局  

ﾁｰﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

紺谷 直之 東京商工会議所 中小企業相談部 中小企業相談センター業務推進担当課長 

新井谷 千恵子 ㈱産業タイムズ社 編集部 記者 

(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 

 

 

１１：００ 食品・飲食・サービス部門  競技開始 

 

11:00～11:40 競技№  １～  ５ 

11:40～12:20 競技№  ６～１０ 

 

 １２：２０～１３：００(休憩…約40分間) 

 

13:00～13:40 競技№１１～１５ 

13:40～14:20 競技№１６～２０ 

 

 １４：２０～１４：３０(休憩…約10分間) 

 

14:30～14:57 競技№２１～２３ 

 

１４：５７ 競技終了 



2021年	10月8日金曜日

５日目（食品・飲食・サービス部門） 於　ムーブホール

競技順
集合

時間
氏名 SC名 店名 販売歴 曜日 時間

1 10:45 野島　秀幸 東京ソラマチ 魚力 32年2ヶ月 月曜日 15時

2 10:53 古賀　建二 レイヤード　ミヤシタ　パーク 海南鶏飯食堂5 21年0ヶ月 土曜日 13時

3 11:01 養田　楓 ビーンズ阿佐ヶ谷 麻布十番モンタボー 9年4ヶ月 金曜日 14時

4 11:09 大平彩乃 有楽町イトシア ラ　メゾン　アンソレイユターブル　パティスリー4年5ヶ月 金曜日 18時

5 11:17 小川　優也 アトレ四谷 ゴディバ 1年4ヶ月 日曜日 13時

6 11:25 中村　有紀 渋谷ヒカリエ ヨックモック 9年0ヶ月 日曜日 11時

7 11:33 藤本　菜美 専門店街フォーリス ビアードパパ 10年2ヶ月 - -

8 11:41 成守　史顕 丸ビル サンス　エ　サヴール 1年2ヶ月 月曜日 11時

9 11:49 西島 加南子 エキュート品川 セゾンファクトリー 2年6ヶ月 水曜日 10時

10 11:57 渡辺千津 アトレ亀戸 フランセ 6年10ヶ月 金曜日 18時

11 12:45 永島　洋平 サンシャインシティアルパ 成城石井 9年5ヶ月 - -

12 12:53 松崎　祥吾 イーアス高尾 エーユーショップ 4年6ヶ月 - -

13 13:01 高橋　渉 ビーンズ亀有 和幸売店 10年0ヶ月 金曜日 17時

14 13:09 大槻 明子 エキュート上野 若廣 17年0ヶ月 金曜日 16時

15 13:17 馬淵 慶太 エキュート品川 和楽紅屋 6年11ヶ月 土曜日 10時

16 13:25 本間なつ恵 アトレ亀戸 成城石井 13年0ヶ月 金曜日 18時

17 13:33 小西　杏奈 デックス東京ビーチ アンカーズ 0年3ヶ月 土曜日 15時

18 13:41 釜谷　晃規 新東京ビル 博多もつ鍋やまや 1年2ヶ月 月曜日 13時

19 13:49 西　智美 エキュート赤羽 ゴンチャ 6年3ヶ月 日曜日 15時

20 13:57 宮本　麻伊 晴海トリトン 成城石井 3年5ヶ月 - -

21 14:15 長森　將真 トリエ京王調布 成城石井 1年3ヶ月 - -

22 14:23 番場 淳 有楽町イトシア 有楽町こてがえし 10年4ヶ月 金曜日 18時

23 14:31 目黒　美樹 京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター ケンタッキーフライドチキン 12年6ヶ月 月曜日 12時

第27回SC接客ロールプレイングコンテスト　東京大会　競技者名簿

競技設定

 
 



【競技にあたっての注意事項について】 
 

※感染対策については、状況に応じて日々Updateする可能性がございます。 

 

●競技について 

・競技者名簿に各競技者の集合時間が記載されています。控室はございません

ので、必ずご自分の集合時間ちょうどにお越しください。 

・集合から競技開始までは約15分ですので、準備万全でお越しください。 

・競技当日は、競技者説明がありませんので、事前にホームページの「競技要

領」等をご覧ください。 

・競技者、応援団の方は、必ず不織布のマスクでお越しください。 

・応援団の声を出しての応援、鳴り物は禁止いたします。応援は拍手・音の出

ない応援グッズでお願いいたします。 

・感染対策のため、どの会場も荷受け・発送はできませんのでご了承ください。 

・競技中に、お客様役へアルコール消毒のお願いをする場合は、エアー（もし

くは空の容器）でお願いいたします。競技中にアルコール・検温のご案内を

しなくても、減点にはなりません。 

・今大会は、各競技について入替制で行います。応援については、1競技者3名

までの制限とさせていただきます。 

 

●表彰について 

・第27回大会は、コロナ感染対策のため、表彰式は行いません。各賞について

は翌日15：00（翌日が土曜日の場合には、その翌々日の月曜日に発表）に当

協会WEBサイトで発表いたします。優勝された方は、支部大会終了後、ＳＣ協

会事務局からご連絡させて頂きますのでよろしくお願いいたします。 

 

●その他 

・会期中に新型コロナ感染者が発生した場合は、該当する支部大会は、その日

以降中止とさせていただきます。（可能な場合は、別日を設定する場合もござ

います。） 

全国大会については、中止となった支部大会を除いた代表者で開催いたします

のでご了承ください。 

 



 



ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト 

見学者の皆様へのお願い 

 

 

本日は、SC接客ロールプレイングコンテストの見学･応援にお

越しいただき、誠にありがとうございます。本会場内におきま

して、以下のことを皆様にお願い申し上げます。 

 

①競技者及び応援の方は、競技時間中のスマートフォン・携帯

電話等はマナーモードにお切り替えください。 

 

②個人情報保護の関係で、ご自分の企業の競技者、ご自分のＳ

Ｃに所属する競技者以外の撮影はご遠慮ください。 

撮影場所を設定しておりますので、所定の場所以外での写真･ビ

デオ撮影は厳禁です。 

撮影時のストロボ発光はご遠慮ください。 

なお、審査員関係者、プレス関係者、協会事務局はこの限りで

はありません。 

 

③応援の方は、出場者が終わり次第速やかにご退室ください。

(総入れ替え制です) 

 

④喫煙をされる方は、指定の喫煙場所でお願いいたします。 

 

⑤本支部大会開催中(競技開始前、休憩時間等も含む)、会場内

での審査員への接触は誤解を招きますのでご遠慮ください。 

 

SC接客ロールプレイングコンテスト事務局 
 



. 



 


