
出場大会名（※1） 東京 （※1）以下のルールに則ってご記入下さい。

貴社名 勝どきSC開発㈱ 　　　　北海道支部大会　⇒　北海道

ＳＣ名 勝どきショッピングセンター 　　　　東北支部大会　⇒　東北

ＳＣ名ヨミ（半角ｶﾅ） ｶﾁﾄﾞｷｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 　　　　関東･甲信越支部大会（関東･甲信越地区）　⇒　関東･甲信越

郵便番号（半角） 104-0054 　　　　関東･甲信越支部大会（東京地区）　⇒　東京

所在地 東京都中央区勝どき3-12-1 　　　　中部支部大会　⇒　中部

ビル名 フォアフロントタワー13F 　　　　近畿支部大会　⇒　近畿

ＴＥＬ（半角） 03-3536-8121 　　　　中国･四国支部大会　⇒　中国･四国

ＦＡＸ（半角） 03-3536-8120 　　　　九州･沖縄支部大会　⇒　九州･沖縄

e-mail（半角）（※2） #######@####.or.jp （※2）今後、基本的なご連絡事項はこちらで入力いただいた

ご担当者部署名 テナント運営部 e-mailアドレスにさせていただきます。また、入力いただく

ご担当者役職名 係長 e-mailアドレスは1つのみでお願いします。もし複数の方へ

ご担当者名 勝鬨　橋三 ご連絡が必要な場合はご担当の方から転送していただくよう

ご担当者名ヨミ（半角ｶﾅ） ｶﾁﾄﾞｷ ﾊｼｿﾞｳ にお願いします。

ＳＣの特徴（※3）

立地：○○駅に隣接し交通の利便性高い。
施設・店舗構成：◆◆百貨店、☆☆ｽｰﾊﾟｰ２つの核テナントと、
ファッションを中心とした個性豊かな130の専門店。また物販店舗
のほか、レジャー、スポーツ、飲食、アミューズメント、カルチャー、
クリニックなど幅広いニーズに対応し、充実している。
主要な客層：平日は子供連れの主婦、週末はファミリー客で賑わ
う。

名称

郵便番号（半角）

所在地

ビル名

ＴＥＬ（半角）

ＦＡＸ（半角）

e-mail（半角）

ご担当者部署名

ご担当者役職名

ご担当者名

ご担当者名ヨミ（半角ｶﾅ）

競技者情報

競技参加者（１）

氏名 日本　花子

氏名ヨミ（全角カナ） ニホン　ハナコ

店名 RT

店名ヨミ（半角ｶﾅ） ｱｰﾙﾃｨｰ

企業名 ㈱エービーシー （※4）販売従事歴は企業･業種を問わず、接客業に従事している

企業名カナ（半角ｶﾅ） ｴｰﾋﾞｰｼｰ 通算年数をご入力下さい。(例)Aホテルフロントを1年8ヶ月、B専門

販売従事歴（数字半角）（※4） 　　　 　　年　　 5　ヶ月 店販売職を3年の場合は、通算して4年8ヶ月となります。

部門（※5） ファッション・物販部門 （※5）部門は「ファッション･物販部門」もしくは「食品･飲食･サービス

業種（具体的に） 婦人服 部門」のいずれかを入力して下さい。

連絡先ＴＥＬ（半角）（※6） 000-111-2222 （※6）店舗の連絡先ＴＥＬをご入力下さい。申込ご担当者が不在の際、

主な商品構成
仕事着からスタイリッシュな日常着まで幅広く揃っている。そのほ
か、インポートウェア、アクセサリー、バッグなども充実している。

直接ご連絡する場合がございます。

主なお客様 20代から30代の流行に敏感な学生、OL、主婦

主な来店目的 自分のための買物、プレゼント・ギフトなど

お客様がお店に立ち寄る曜日
と時間の設定のご希望

　　　　木　曜日　　19　時頃

競技参加者（２）

氏名 東京　太郎

氏名ヨミ（全角カナ） トウキョウ　タロウ

店名 中華　壱弐参

店名ヨミ（半角ｶﾅ） ﾁｭｳｶ ｲﾁﾆｻﾝ

企業名 ㈲壱弐参

企業名カナ（半角ｶﾅ） ｲﾁﾆｻﾝ

販売従事歴（数字半角）（※4） 　　　 12年　　 　1ヶ月

部門（※5） 食品・飲食・サービス部門

業種（具体的に） 飲食（中華）

連絡先ＴＥＬ（半角）（※6） 000-222-5555

主な商品構成 旬の素材を味わえる季節メニュー、コース料理、ランチなど

主なお客様 近隣の会社勤めの方、40～60代のお客様

主な来店目的 ランチ、歓送迎会、接待など

お客様がお店に立ち寄る曜日
と
時間の設定のご希望

　　　　金曜日　　　20時頃

競技参加者（３）

氏名 築地　あさ子

氏名ヨミ（全角カナ） ツキジ　アサコ

店名 スイーツXYZ

店名ヨミ（半角ｶﾅ） ｽｲｰﾂｴｯｸｽﾜｲｾﾞｯﾄ

企業名 XYZ㈱

企業名カナ（半角ｶﾅ） ｴｯｸｽﾜｲｾﾞｯﾄ

販売従事歴（数字半角）（※4） 　　　 　2年　　 　3ヶ月

部門（※5） 食品・飲食・サービス部門

業種（具体的に） 食品（洋菓子）

連絡先ＴＥＬ（半角）（※6） 000-333-4444

主な商品構成 ケーキ、洋菓子、焼き菓子など

主なお客様 主婦の方、観光客、ギフト対応のお客様

主な来店目的 自分のための買物、プレゼント・ギフト、お土産など

お客様がお店に立ち寄る曜日
と時間の設定のご希望

　　　土　曜日　　　　14　時頃

「第14回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト」競技参加申込書

（※3）ＳＣの立地（最寄り駅やそこからのアクセスなど）や施
設
構成、代表的な店舗、主要な客層など入力下さい。

競技参加料請求先が上記と異なる場合
（テナント会宛やご請求がテナント企業
様になるなどの場合）は、コチラにご入
力ください。

「北海道」「東北」「関東・甲
信越」「東京」「中部」「近畿」
「中国・四国」「九州・沖縄」
から選択して下さい。

入力いただくe-mailアドレスは1
つのみでお願いいたします。



FAX　０３－３５３６－８１２０

氏　名 ： 日本　花子

記

上記内容に同意します。

平成20年　　9月　　 1日

ロープレ担当：村松、濱、菰田、瀧澤、前田
TEL　０３－３５３６－８１２１

第１４回SC接客ロールプレイングコンテスト
の実施における個人情報の利用について

　この度は、標記コンテストにお申し込みいただきありがとうございます。
　さて、当協会では、お申込みいただいた皆様の個人情報を「接客ロールプレイン
グコンテスト」の円滑な運営のために利用させていただきます。また、来年度の
ロープレ大会に向けて各種媒体等に出場者の画像、氏名などの個人情報を掲載する
予定です。
　つきましては、下記の情報について使用させていただきたく、ぜひとも出場者各
位のご同意をお願い申し上げる次第です。署名をご記入いただき参加申込み書とと
もにご提出くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

１． ＳＣ接客ロールプレイングコンテストにおける個人情報の利用目的
(1) コンテスト実施のために制作・配布する①協会サイト、②パンフレット、
　　③各種の名簿及び競技者紹介に利用します。
(2) 全国大会における競技者の競技模様を収録したDVD(ビデオ)の制作・販売
　　のために利用します。
(3) 月刊誌
(4) 広報

２． 利用する個人情報の項目
１．の利用目的のために以下の個人情報を利用します。
(1)　氏名
(2)　販売歴
(3)　映像
(4)　写真
(5)　所属店舗名・業種
(6)　所属SC名・住所

平成20年7月10日
 (社)日本ショッピングセンター協会

競技者参加者　1名様につき
1枚ご提出をお願いいたします。

競技者参加者　1名様につき
1枚ご提出をお願いいたします。



③-1

 ※グレーの網かけ部分はご記入いただかなくて結構です。

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏  名

ﾌﾘｶﾞﾅ

店  名

ﾌﾘｶﾞﾅ

企業名

主な
商品構成

SC名

〔商品記入表〕

値段（税込み）
単位：円

78,000円

5,800円

1本・・・1,800円

1斤・・・840円

1,800円

お客様役

来店の曜日
時間帯

素材：小麦粉、酵母、牛乳、卵、カスタード、バター、レーズンな
ど。その他：全ての素材にこだわっている。食べる前に軽くトー
ストして食べるのがお勧め

素材：新鮮な魚介類10種類と温泉卵。その他：海の幸たっぷり
の贅沢などんぶり。特製のタレを掛けて召し上がって頂く。柚子
胡椒を加えると、まろやかな卵との辛味が絶妙になる

⑤海鮮丼

①ｶｼﾐﾔFOXｺｰﾄ

②ﾄﾞﾚｽｼｬﾂ

③羊羹

④ｼﾅﾓﾝﾌﾞﾚｯﾄﾞ

（1）競技参加者プロフィール/商品記入表

東京 ファッション・物販部門 日目 競技No.

ニホン　ハナコ

業  種 婦人服

ｱｰﾙﾃｨｰ

販売暦 　　　 　　年　　 5　ヶ月
RT

所在地

ｴｰﾋﾞｰｼｰ

㈱エービーシー

仕事着からスタイリッシュな日常着まで幅広く揃っている。そのほか、インポートウェア、アクセサリー、バッ
グなども充実している。

お客様がお店に立ち寄る曜日と時間の設定のご希望 　　　　木　曜日　　19　時頃

主なお客様
主な来店目

的

来店目的

日本　花子

立地：○○駅に隣接し交通の利便性高い。
施設・店舗構成：◆◆百貨店、☆☆ｽｰﾊﾟｰ２つの核テナントと、ファッションを中心とした個性豊かな130の専門
店。また物販店舗のほか、レジャー、スポーツ、飲食、アミューズメント、カルチャー、クリニックなど幅広い
ニーズに対応し、充実している。
主要な客層：平日は子供連れの主婦、週末はファミリー客で賑わう。

住い・交通手段

20代から30代の流行に敏感な学生、OL、主婦 自分のための買物、プレゼント・ギフトなど

勝どきショッピングセンター

属性

年齢 職業 家族構成

性格

以下は事務局にて記入いたしますので、ご記入いただかなくて結構です。ご記入いただいても対応いたしかねます。

SCの特徴

【事務局記入欄】

東京都中央区勝どき3-12-1

※物販の方はご持参される商品5点、飲食・サービスの方は代表的な商品をご記入ください。
今回より商品写真の添付は必要ありません。

商品のセールスポイント
（色・柄・素材・内容・その他セールスポイントなど）
※枠内に納まるように90字程度でお願いいたします

色・柄：黒の無地。素材：表地ｶｼﾐﾔ100%、裏地ポリエステル
100%。その他：デザイン・シルエットにこだわったカシミヤ100%
コート。高級感抜群のツヤ・肌触り。

商品名

色・柄：濃い目のカーキ。素材：レーヨン95%、ポリウレタン5%。そ
の他：肌触りが良い。ストレッチが効いていて、着やすさも抜群

素材：吟味された最上級国産の小豆・寒天を使用。
その他：身体にも優しい天然の砂糖を使い、時間をかけて練り
上げられた当店自慢の本格志向の羊羹

食料品や飲食店の方は素材の特徴や味付け、
サービス店舗の方はサービス内容など、その他、
商品の特徴、特にお勧めする内容等を入力下さ
い。

①競技参加申込書で記入いただいた内容が、自動反映されます。
念のため、氏名などご確認ください。


