
1975年 ショッピングセンター 総目次
1975年1月号 1975年2月号 1975年3月号

特　　集

’80年代のSC
論文と座談会
（石原舜介、江戸英雄、宇野政雄、奥住正道、
倉本初夫、清水　滋、日高達雄、三富啓亘、松
下孝夫）

SCの立地について
論文
（藤島　俊、磯村英一、山崎善生、松下孝夫）
座談会

SCの環境・地元問題
論文
（石原舜介、宇野政雄、加藤高邦、三村幸夫、
松下孝夫）
座談会

日本のSC パンジョ 西武タカツキ 奈良ファミリー

世界のSC クレティール� （千葉　弘） デルアモファッションスクエアー エルベ

街のルポ 泉北ニュータウン 志木 甲府

こえこえ 渋谷 池袋

専門店紹介 チヨダ靴店 カメラのきむら

とっぷ登場 今野芳雄 鈴木義雄

SC情報
経営時評� （中村孝士）
ヨーロッパSC研修から
�（篠原浩徳、前田禹夫、松下孝夫、池内才代）
建築基準法について� （加藤英彦）
新年名詞あいさつ� （各位）
JCSCニュース

SC情報
時評� （吉田安伸）
SCのサービス機能について� （奥住正道）
米国SCの最新情報� （武藤　寛）
半年間のSC販促活動の見通し� （安達昌人）
新刊紹介（How�to�promote�your�SC）（豊島　弘）
建築基準法の一部改正について（2）（加藤英彦）
JCSCニュース

SC情報
時評� （大関幸一）
低成長時代を迎えたSC� （奥住正道）
大小法施行一年を迎えて� （原田　稔）
アメリカ小売業の動向� （丸紅）
ショッピングセンター賃貸契約書モデル（2）
JCSCニュース



1975年 ショッピングセンター 総目次
1975年4月号 1975年5月号 1975年6月号

特　　集

SCのテナントについて
論文
（清水　滋、高橋重一、丸紅資料から、松下孝夫）
座談会

SCの規模決定と投資効果
SCの規模決定と投資効果� （川上　久）
悪条件下における規模決定と投資効果
� （河田　剛、三村幸夫）
SCの規模決定—玉川高島屋の実例—（小西隆昭）
パンジョ規模決定の経緯� （田島卓明）
<座談会>
小西隆昭／末廣多美也／中西　徹／花田　昭

SCの建設について
SCの投資効率—計量モデルによるオーナーと
出店者の採算—� （藤島　俊）
新しい発想によるSCの出現を望む（荒屋　勝）
<マチ>機能と顧客との意味関係によるSC建
設� （松浦義臣）
<座談会>
小西隆昭／林　俊夫／細井好男／三原　昭

日本のSC くずはモール街 ダイエー中もず 仙台ジャスコシティ

世界のSC ロスセリトスセンター� （武藤　寛） スカボロタウンセンターヨークディール
� （武藤　寛）

グラット

街のルポ 赤羽 宇都宮 仙台

こえこえ 銀座 藤沢 吉祥寺

専門店紹介 シノダ 金鳳堂 新星堂

とっぷ登場 伊藤雅俊 石津謙介 三富啓亘

SC情報
時評� （中村孝士）
箱づくりから町づくりヘ� （山内章伍）
デベロッパーの5大対境に関する一私見
� （大東行人）
ハワイ研修より� （牧瀬祐一郎）
SC雑言
JCSCニュース
編集後記

時評� （吉田安伸）
テナントについて� （奥住正道）
ロワイエ法施行後の実情� （千葉　弘）
これからの店舗演出� （松沢　勇）
社団法人化に当たって� （松下孝夫）
開店情報
SC雑言
JCSCニュース
編集後記

時評� （酒田　哲）
ショッピングビルの構想と建築について
� （奥住正道）
高札場変わり情報広場ヘ—コミュニティ・リレ
ーションと販売促進—� （山内章伍）
ICSC'75年次総会に出席して� （松下孝夫）
ハーマン・カーン博士講演から
開店情報
SC雑言
JCSCニュース
SC情報
編集後記



1975年 ショッピングセンター 総目次
1975年7月号 1975年8月号 1975年9月号

特　　集

SCの建設について
SCのテナント・ミックス� （奥住正道）
今後のテナント・ミックスにあたって
� （平山秋雄）
こうしてテナント募集を行っている（広瀬　勲）
<座談会>
木谷唯司／後藤庄平／須田一男／松沢邦光

SCの地元テナントについて
SCの地元テナントについて� （高橋重一）
地元テナントの育成はデベロッパーの責任
� （外　益三）
地方専門店はもっと自分に厳しく�（永島良男）
テナントミックスにおける地元テナントの意義
� （杉山光司）
SCに初めて出店して� （田代　稔）
<座談会>
木村泰三／後藤義正／菅　龍夫／橋爪正康

最近の海外SC動向
ヨーロッパのSC� （秋山好樹）
フランスのSC・EVRY-2� （千葉　弘）
ヨーロッパの小売業調査—丸紅資料より—
米国SCの新潮流� （吉田育之進）
<座談会>
池本正義／堀田昭二／山内惣市

SC学校・第2回アメリカ研修
アメリカのSC、今日考� （赤松良一）
“アメリカ雑感”� （対馬正宣）
アメリカのSC内のメガネヤ� （熊谷　壽）
甦える都市� （安藤忠雄）
SAN�JOSEの競合� （松下孝夫）
米国の都市と商業環境（平田　健）�

日本のSC 香椎アピロス 広島バスセンター いづみ祗園ショッピングセンター
広電楽々園ショッピングタウン

世界のSC パラマス レ・トゥロワ・フォンテーヌ エヴリ・ドゥ

街のルポ 岡山 福岡

こえこえ 目黒 軽井沢

専門店紹介 キディランド 高正

とっぷ登場 小泉清子 布谷利春

時評� （中村孝士）
第1回部会及び社団法人認可記念パーティー報告
シンポジウム・新幹線開業に伴う小売業の変貌
開店情報
JCSCニュース
編集後記

JCSCニュース
時評� （吉田安伸）
地元テナントの問題点� （奥住正道）
半年間のSC販促計画の見通し� （安達昌人）
対談—中小小売業の近代化を目指して
� （新木精之助／松下孝夫）
SC業界の課題� （トーマス・M・マシオス）
SC情報
開店情報
編集後記

JCSCニュース
時評� （酒田　哲）
SCの専門店経営の特色� （奥住正道）
今後の再開発のために� （赤羽良剛）
SC匿名モニター欄
SC情報
編集後記



1975年 ショッピングセンター 総目次
1975年10月号 1975年11月号 1975年12月号

特　　集

北海道小売市場の動向
テーマのはじめに� （松下孝夫）
本州大手資本の進出と今後� （川部正昭）
北海道における専門店会� （新木精之助）
旭川

コアとバル
都市開発SC「銀座コア」� （西池寛二）
BALにおけるテナント・ミックス（坂田邦博）
BAL・イメージ戦略� （横田俊宏）
ギンザコアとバル� （浅川澄一）
若い女性たちとSC� （阿部雍子）
<座談会>
奈良磐雄／酒井美紀／伊藤玲子／佐久間智子

日本のSC イトーヨーカドー帯広 コアとバル

世界のSC カリフール・レーベル サウスコーストヴィレッジSC

街のルポ 岡山

こえこえ 横浜元町

専門店紹介 ㈱サンリオ

とっぷ登場

JCSCニュース
時評� （中村孝士）
SCの大型店・対・小型店群の面積比とその配
置について� （清水　滋）
ロワイエ法の1年� （千葉　弘）
“トータル・ライフ・センター”としてのSCの
構想� （肥田日出生）
SC雑感� （奥住正道）
SC匿名モニター欄
SC情報
編集後記

JCSCニュース
時評� （酒田　哲）
カーメルの町� （奥住正道）
アメリ力西海岸・ハワイ研修報告
デベロッパーから見た米国西部SCの現状
� （西谷　畷）
SC匿名モニター欄
開店情報
SC情報
編集後記


