
■ 開催要領 

名　　称　　　　　第33回日本ショッピングセンター全国大会「ビジネスフェア」 

会　　期　　　　　2009年1月20日（火）～22日（木） 
　　　　1月20日（火）　11:30～18:00 
　　　　1月21日（水）　10:00～18:00 
　　　　1月22日（木）　10:00～16:30 

会　　場　　　　　インテックス大阪　1号館・2号館 
　　　　　　　　　http://www.intex-osaka.com/　 

予定出展小間数　　約380小間 

予定来場者数　　20,000人（SC業界関係など） 

入 場 料　　　　　無　料 

入場・登録方法 
・事前にお申込みいただかなくても結構です。直接会場受付までご来場ください。 
・ご入場に際しては、名刺2枚をご用意ください。 
名刺がない場合は、招待状に必要事項をあらかじめご記入のうえ、お持ちください。 
招待状は協会Webサイトよりダウンロードしてください。 

主　　催： 
（社）日本ショッピングセンター協会 

後　　援：　　　　　　 
経済産業省、国土交通省、農林水産省、中小企業庁、 
大阪府、大阪市、大阪商工会議所、（社）関西経済連合会、（社）関西経済同友会、 
（財）大阪21世紀協会、日本経済新聞社、繊研新聞社、日本繊維新聞社 

協賛団体：　　　　 
日本商工会議所/日本小売業協会/全国商工会連合会/日本百貨店協会/日本チェーンス
トア協会/（社）日本専門店協会/（社）日本フランチャイズチェーン協会/（社）日本セルフ･
サービス協会/（社）日本ボランタリー･チェーン協会/（社）全国スーパーマーケット協会/日
本スーパーマーケット協会/（社）日本フードサービス協会/全国地下街連合会/（社）不動
産協会/（社）日本ビルヂング協会連合会/全国商店街振興組合連合会/協同組合連合
会日本専門店会連盟/（社）商業施設技術者・団体連合会/（社）日本商環境設計家協
会/（財）流通システム開発センター/（財）店舗システム協会/（社）再開発コーディネーター
協会/（社）大阪外食産業協会/（協）関西ファッション連合/ＪＲ西日本駅ビル連合会 

お問い合わせ： 
（社）日本ショッピングセンター協会 
〒104-0054　東京都中央区勝どき3-12-1　フォアフロントタワー13階 
担当 ビジネスフェア事務局  
電話 03-3536-8121 FAX 03-3536-8120 
URL　http://www.jcsc.or.jp/　E-mail　biz_fair@jcsc.or.jp

ビジネスフェアとは 
ビジネスフェアは、SC業界唯一のリーシングモールとして位置づけられ、優良ディ
ベロッパーをはじめ、話題の専門店、関連企業などが、ユニークな展示＆パフォー
マンスを行います。SC関連の方々にとって、ほかでは見ることのできない展示内
容となっております。   
■ 開催案内は、協会Webサイトからもご覧いただけます。 
 　http://www.jcsc.or.jp/

ビジネスフェアのコンセプト 
■ ＳＣ業界のあらゆる角度から、ビジネスチャンスを創出する展示会 
■ ディベロッパー（ＳＣ開発者）と テナント（小売・飲食・サービス事業者）のリーシ
ングモール 

■ 明日のＳＣ経営に資するハード・ソフトの紹介 
■ 環境、まちづくり、都市再生を視野に入れた展示会 

Japan council of Shopping Centers 

ビジネスフェア開催のご案内 
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Organizer

主催 

会　場　案　内 

Access

インテックス大阪へは、 
中ふ頭駅の利用が便利です。 
徒歩約4分。 

阪神高速湾岸線、南港北出口（南行き）・南港南出口（北行き）を出て約5分。大阪港咲洲トンネ
ル道路（有料）ご利用で、大阪港の築港交差点よりホテルまで約4km。 

お車で 

地下鉄中央線「本町」駅方面から「コスモスクエア」駅経由、ニュートラム「中ふ頭」駅下車、徒
歩約4分。または「トレードセンター前」駅下車、徒歩約8分（所要時間：新大阪駅から約40分。大
阪駅から約30分。本町駅から約20分）。「なんば」駅から四つ橋線「住之江公園」駅経由、ニュー
トラム「中ふ頭」駅下車徒歩約4分（所要時間：なんば駅から約30分）。 

電車で 

関西国際空港・旅客ターミナル1階国際線到着ロビー前3番のりばより、リムジンバス「大阪南港」
行でホテル玄関前まで約50分（ただし1時間に1本）。 

バスで 

大阪市住之江区南港北1-5-102　TEL.06-6612-8800（代） 

インテックス大阪 1号館・2号館 （ビジネスフェア会場） 

■中ふ頭駅より徒歩4分 
■トレードセンター前駅より徒歩8分 
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第33回日本ショッピングセンター全国大会「ビジネスフェア」出展者一覧 
（カテゴリー・業種別・敬称略） 

■ SC専業、GMS、その他小売業、再開発・まちづくり、地元主導SC、 
　 不動産業、駅ビル、運輸業、その他 
ISC、愛知県企業庁、イオングループ/イオンリテール・イオンモール・ロック開発、

イクスピアリ、泉開発、NTT都市開発、大阪駅北地区先行開発区域プロジェクト、

大阪市、大阪ダイヤモンド地下街、大阪地下街、OPA、関西都市居住サービス、

キャピタランドグループ/キャピタランド・ジャパン、ＪＲ九州グループ、近畿日本鉄

道&近鉄百貨店、京阪流通システムズ、神戸市・新長田まちづくり、ザイマックス

キューブ、札幌駅総合開発、サンケイビル、サンシャインシティ、ＪＲ西日本駅ビル

連合会、住友商事&住商アーバン開発、双日商業開発、相鉄ビルマネジメント、

大和ハウス工業、丹青社&丹青モールマネジメント、チェルシージャパン、東急グルー

プ、東京ドーム、東神開発、東武鉄道、南海都市創造、西日本鉄道、NEXCO中

日本グループ/中日本高速道路&中日本エクシス、野村不動産&ジオ・アカマツ、

阪急商業開発、阪急阪神ビルマネジメント、JR東日本グループ、福岡地所、

平和堂、三井不動産&ららぽーとマネジメント、三越専門館事業部、三菱地所、

三菱商事都市開発、八重洲地下街、UR都市機構岩手都市開発事務所、ワイ

サポート 

ディベロッパー企業・グループ ■ SC環境ゾーン 

SC協会では2007年度にSCにおけるCO2削減数値目標を設定。また
2008年度を「SC環境元年」と位置づけ、2008年5月には環境対策委
員会を設置するなど、SCにおける環境問題に積極的に取り組んでいます。 

同ゾーンでは、SCにおける温暖化・省エネ対策をはじめ、環境対策委
員会での研究の集大成の場と位置づけ、SC業界から環境維持の重要
性をアピールしていきます。 

また公式ガイドブックとは別に「環境ハンドブック」を作成し、来場者の方
にお配りします。 

■ 専門店　ビューティ＆ヘルスコーナー 

最近、年齢・性別を問わず美や健康に関して興味のある方が増えてい
ます。SCへの出店も目立つ傾向にあることを踏まえ、今回専門店のビュー
ティ&ヘルスコーナーを展開。美や健康に関してさまざまな方面からアプ
ローチします。 

（2008年12月11日現在） 

主催者ゾーン 

電気自動車の 
　　　試乗ができます！！ 

トピック！ 
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出展者の業種（前回開催結果） 

店舗企画・内装関連 15.1%

専門店（ 飲食・サービス） 3.9%3.9%3.9%

サポート・コンサル･マーケティング 12.5%12.5%12.5%

その他 13.2%13.2%13.2%

IT情報処理・ソフト開発 3.3%3.3%3.3%

SCディベロッパー 21.1%21.1%21.1%

専門店（物販） 30.9%30.9%30.9%

■ ファッション 
アートヴィレィヂ、アイジーエー、AOKIホールディングス、イケガミ、イング、エル・

ターミナル、オンワード樫山、クロスカンパニー、サンエー・インターナショナル、

三陽商会、シティーヒル、ジャパンイマジネーション、ジュン、スタンレーインター

ナショナル、玉屋、東京シャツ、トリンプ・インターナショナル・ジャパン、パル、ファ

イブ・フォックス、フリーインターナショナル、ブルックスブラザーズジャパン、ユナ

イテッドアローズ、ライトオン、ワコール 

■ ファッション関連・雑貨等 
愛眼、アイメディア、赤ちゃん本舗、アマガサ、AK JeweL、カワノ、ザ・キッス、シャ

ルマン、新星堂、ストーンマーケット、スペースクリエーター、セイコーオプティカル、

タビオ、チュチュアンナ、トプコン、ニコンエシロール、ニデック、浜本テクニカル、

マリング商事、ミルク、めのや、レモンツリー 

■ 飲食･食品 
イートアンド、インテグレーション、きらく、グルメ杵屋、神戸屋、三和実業、とっ

ぴい、ドトールコーヒー、B-Rサーティワンアイスクリーム、曲田商店、マルイ

物産、みるくモーモ 

■ サービス・アミューズメント等 
キャラクター工房、タイトー、BLDオリエンタル、ワック 

各種専門店・物販・飲食・サービス 

アットアロマ、アトリエはるか、ソシエ・ワールド、ピアスショップワーク、VIPグロー

バル、ボディワーク、ヤマト、ワープ太陽 

専門店ビューティ＆ヘルスコーナー 

アイ･デザイン、旭化成ケミカルズ、アメニティ、エスパシオコンサルタント、遠藤照

明、大阪ガス、関西電力、近畿経済産業局、経済産業省、経済産業省環境調

和産業推進室、ケーエスジー、神戸大学都市安全研究センター、ＪＲ西日本グルー

プ、ジェイアール東日本ビルテック、ＪＦＥシステムズ、大成建設、立花エレテック、

竹中工務店、中央電子、東邦レオ、ネスコ、パナソニック電工、兵左衛門、ファー

ストエスコ&エヌ・エナジー、フィリップスエレクトロニクスジャパン、豊国工業、三

菱自動車工業、三菱電機、山武ビルシステムカンパニー、リサイクルワン、ワキタ 

環境ゾーン 

■ IT・情報処理・ソフト開発 
RCTジャパン、イースト、ウェブアーク、ＮＥＣソフト、ＮＥＣネクサソリューションズ、ＮＴＴ

データスミス、オムロン、技研トラステム、ＪＰＳ、ジャパンエニックス、寺岡精工、東芝

テック、ＰＦＵ、富士通、リゾーム、ワースワイル・ドット・コム 

■ 店舗企画・内装・設計事務所・素材関連 
ＩＮＡ新建築研究所、イトイ大建、英進、エイムクリエイツ、岡村製作所、クレアプラン

ニング、ジーク、スペース、船場、大昌工芸、　島屋スペースクリエイツ、日商インター

ライフ、乃村工藝社、バウハウス丸栄、プランテックグループ、平和マネキン 

■ 設備・施設運営 
エクノス、日本駐車場開発、店舗探し.com、東海ビジョンマーケティング、リンレイ 

■ サポート関連 
ダイナミックマーケティング社、トリビュート、バーンズ、プロネット、メビレーション、ＭＯ

ＲＩパーソネル・クリエイツ、リックデザイン、リックプロデュース 

■ 販促・マーケティング 
イマジネーションプロみなみかぜ、エー・ディー・ビー、エスプロット、エルシー企

画、ギャラックス、丸紅テクノシステム&ピーディーシー、大日本印刷 

■ その他マスコミ・学校・団体 
ICSC（国際SC協会）、上田安子服飾専門学校&大阪ファッションデザイン専門

学校&大阪文化服装学院&マロニエファッションデザイン専門学校、ＳＣ経営士会、

再開発ビル活性化ネットワーク、繊研新聞社 

SC関連業・団体 

環境対策委員会での活動（CO2削減目標など）を、わかりやすく展示
します。開催前のお問い合わせは、SC協会/環境対策委員会担当
まで（03-3536-8121）。 

環境対策委員会交流コーナー 

（協力）三菱自動車工業 





1月20日（火）インテックス大阪にて、第33回日本ショッピングセンター全国大会の開会式を開催します。 
11:00より主催者挨拶（日本SC協会会長　木村　惠司）、SC経営士認定証授与式を執り行い、引き続き「ビジネ
スフェア」のオープニングテープカットを行います。 

セッション受講・無料相談コーナー申込書　申込 FAX 03-3536-8120

■SC経営士会無料相談コーナー  

ＳＣのリニューアルの進め方、リーシング等のテナント情報、さらには、まちなかＳＣの再生とまちづくり等、皆様が常日頃お悩みの問

題について経験豊かなＳＣ経営士がお受けします。相談したいことがあるけれど、どこに相談していいのかわからなかった方、問題を

お抱えの方、この機会にＳＣ経営士会に相談してみてはいかがですか？ 

相談希望日時 1月　　　　日（　　　　）　　　　　時 

相談内容（要旨） 

企　業　名 

部署・役職 

お　名　前 

TEL / FAX

SC経営士会・無料相談コーナー申込書 

〈個人情報の利用目的について〉今回取得します個人情報は、主にセッション等を実施するために利用します。 

企業名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部署・役職名 

申込み担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL

・上記セッションの内容・スケジュールなどは変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
・当日のご参加も可能ですが、会場の都合上、事前に下記フォームにてお申込みください。なお当日は先着順となりますので、満席の場合はご了承ください。 
・受講証はお送りいたしません。 

時　間 テ　ー　マ 講師・主催など（敬称略） 

フィールド・ハーツ研究所 
代表・主宰　山本　敬二（SC経営士） 

パネリスト（予定） 
大阪・日本（大阪市） 
フィリピン（フィリピン政府観光省） 
台湾 
香港　　　　など 

主催：大阪市計画調整局都市再生・ 
　　　プロモーションセンター 

セッションに関する最新情報は、協会ホームページ（http://www.jcsc.or.jp）でご覧になれます。 

セッション 

ご参加人数 
名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 

■セッション 

第33回 日本ショッピングセンター全国大会開会式 

セッション（無料セミナー） 

出展者プレゼンテーション 

「リーシングマーケティング手法について」 

パネルディスカッション 

「わが社のヒットブランド戦略」 

出展者プレゼンテーション 

「一目でわかるＩＴツールとは？」 
（株）ＲＣＴジャパン　 
 代表取締役　福島　嘉之 

出展者プレゼンテーション 

「ディベロッパー経営成功のための 
　  テナント評価基準の『見える化』」 

（株）リゾーム　 
 代表取締役　中山　博光 

京都大学大学院工学研究科  
都市社会工学専攻　ライフライン工学講座  
特定准教授　平山　修久 

（株）ダイナミックマ－ケティング社 
 代表取締役　六車　秀之 

出展者プレゼンテーション 

「流通・小売業界での緊急地震速報 
　　　　　　　有効活用のシナリオ」 

JFEシステムズ（株）営業本部　 
ソリューション第2営業部　岡部　省三 

パネリスト 
（株）三陽商会　 
新業態事業部 新業態販売Div 店舗開発グループ 
担当部長　　 　　　　　　　 水本　隆文 
（株）スタンレーインターナショナル 
第3事業部部長　　　　　　　　堀井　真樹 
（株）玉屋 
取締役部長　　　　　　　　 　島川　光博 

コーディネーター 
（株）京阪流通システムズ 
常務取締役企画開発部長　　　 上野　正哉 

（株）リサイクルワン　 
取締役　本田　大作 

環境講演 

「3Rとカーボンオフセットの取組方法」 

講演 

「災害時におけるSCの役割」 
阪神淡路大震災の教訓　SCは何をすべきか 

パネルディスカッション　 

「まちづくりの構造  ～商業からの視角～」 

パネリスト 
大阪学院大学教授・ホスピタリティインダストリー研究所所長 
　　　　　　　　　　　　　　 田中　道雄 
小川事務所　代表　　　　　　 小川　冬木 
芦屋都市管理（株） 業務部　ディレクター 
　　　　　　　　　　　　　　 若森　正樹 

コーディネーター 
大阪学院大学専任講師　　 　　稲田　賢次 

主催：SC経営士会 

講演 

「関西商業再編を目前にして」 

パネルディスカッション 

「東アジア観光客と商業施設の 
　　　　　　　　　 関わりについて」 


