
1984年1月号 1984年2月号 1984年3月号

特　　集

'80年代後半に向けてSCの展望と課題
'80年代後半に向けての小売業及びSCの展望と
課題（三浦　守）／なにが消費の変化をもたら
すか（井原哲夫）／SCの将来的課題（上原征彦）

ライフスタイルの変化とSC
ライフスタイルの変化にSCはいかに対応すべ
きか（中城福治郎）／ライフスタイルを捉えた
余暇関連施設づくり（太田　孝）／変化する生
活感覚（萩元順子）／'80年代後半ライフスタ
イルへのSC対応（渡辺寿彦）

第8回全国大会ダイジェスト
・SC講座＜ハイテック問題と流通＞（式場　英）
／＜今後の消費動向を読む＞（梶　祐輔）／＜
地域社会におけるSCの役割再認識＞（宇野政
雄）／＜新しい楽しさの演出＞（上澤　昇）
・分科会A＜変わる女性の生活行動＞＜SC繁
栄を成功させるMDの活性化＞＜デベロッパ
ー・テナント、共存共栄の確立のために＞＜情
報化時代への対応＞
・分科会B＜SC経営成功に向けたマネジメント
ノウハウ＞＜SC経営におけるコミュニティ施
設の位置づけと新展開＞＜情報化時代における
効果的共同販促＞＜年坪効率1,000万円はこう
して達成＞
・シンポジウム＜いま、“求められるSC”の役
割〜新しい情報化時代を迎えて〜＞（奥住正道・
松澤邦光・瀧　道彦・川口浩一・布谷義幸）

日本のSC アミコ 町田ターミナルプラザ ウイング高輪

世界のSC レイクウッドセンターモール ザ・シティ ヒルスデール

時評（奥住正道） 街と情緒性 高度情報化時代のSCの対応 SCにおける文化性

アメリカだより
海外だより

オールドポストオフィス（布谷義幸） なぜラウス社は郊外型から都心型に変わったの
か（布谷義幸）

国際SC協会セミナーより

新SC経営戦略
シリーズ

わが国のオフプライス店の可能性を探る
（江尻　弘）

渡辺昭の
判例コーナー

データ分析シリーズ
論壇 SCにとって人口の高齢化とは（森口以佐夫）

マーケティングディ
レクター養成講座

我社の人作り

現場事例にもとづくリモーネ女子社員教育報告
（永井民一）

パートの積極的活用で活性化を図る（編集部） 店長の力が企業の盛衰を決める（編集部）

業種別MDシリーズ
SCMD工学

SCのサイン計画における注意点（禅　欣哉）

SC放談
街づくりにおける商

業理論

街づくりとショッピングセンター開発
（盛実三夫）

小売商業政策と都市計画（前田　寿） 都市商業政策の考え方と実践について
（赤松良一）

坪効率優秀店のノウ
ハウ紹介

話題のショップ

21世紀の店づくりを目指して“キャビンの業態
戦略”

ハイテック時代の店、出現「シーズステーション」 複合機能を備え、ファッションを提案「ティー
オー」

ニューメディア展望 ニューメディア、テレショッピングそしてショ
ッピングセンター（田村紀雄）

ニューメディアとテナント・コントロール・シ
ステム（寺内　晃・田中俊博）

そ　の　他

イベントスケジュール（1月分）／トピックス
／SC図書室／SC匿名モニター／わが国SCの
概況／協会だより

特別報告＜80年代の流通産業と政策の基本方
向＞（産業構造審議会流通部会・中小企業政策
審議会流通小委員会）＜通産省・中小企業庁「80
年代流通ビジョン」を受けて＞（奥住正道）／
イベントスケジュール（2月分）／SC図書室／
わが国SCの概況／協会だより

58年度「ショッピングセンター」総目次／イベ
ントスケジュール（3月分）／SC図書室／わが
国SCの概況／協会だより
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1984年4月号 1984年5月号 1984年6月号

特　　集

大型店出店調整の新たな措置とSC
I　80年代の流通ビジョン〜成熟化・情報化社
会と流通産業〜（山田勝久）／Ⅱ　座談会・
SCこそ大規模店と中小小売店との理想的共存
共栄体（奥住正道、丹澤章浩、倉橋良雄、工藤
尋央、菅野敦次）

POS活用を考える
ショッピングセンターへのPOS導入（浅野恭右）
／POS情報活用による店舗の活性化（和多田作
一郎）／売場管理におけるPOS活用（山田　直）
／専門店にみるPOS導入事例（関川ひとみ）／
SCにおけるPOSシステムの方向と将来性（鈴
木貞夫）／専門店におけるPOS活用と将来性（丹
羽　潔）／ファッション専門店チェーンのオン
ラインPOSシステム（伊東基治）

ショッピングセンター近代化構想策定のための
流通実態調査報告（概要）
通商産業省産業政策局大規膜小売店舗調整官付

日本のSC エスカール アバンティ、ニッケパークタウン 川ログリーンシティ、ザ・スクエア

世界のSC パノラマモール

時評（奥住正道） 演劇・音楽に学ぶ デベロッパーの最優先課題 デベロッパーの人づくり

消費対応の新方向 消費の変化にどう対応するか（大東行人） 地元主導型SCの運営と販促活動（野村紀一） “街のひろば”として地域に対応（渡辺綱纜）

ニューメディア
展望

ニューメディア時代のSC（塩田達夫） SCや小売業界のためのニューメディア展望
（森口以佐夫）

SCマーチャン
ダイジング工学

駐車場建設段階における留意点（大井建興㈱） 什器の傾向と活用技術（佐藤昭年） 省エネルギーについての現状（飯塚省吾）

我社の人作り 60年代にそなえ四つの重点課題に取り組む
（中川俊二）

店長育成システムについて（宮川龍雄）

話題のショップ 靴のチヨダが提案するカジュアルファッション
の店（編集部）

既にチェーン店10店百貨店内出店をすすめるリ
フォームショップ「アナベル」（編集部）

街づくりにおける
商業理論

都市サイドからみた都市商業政策のあり方
（藤田邦昭）

小売業地殼変動の時代（料治宏尚）

特別寄稿

海外リポート アメリカだより アメリカだより アメリカだより

そ　の　他

イベントスケジュール（4月分）／新製品・新
商品・新店舗／協会だより／通達のお知らせ／
SC図書室／わが国SCの概況／日本のSC解説
／世界のSC解説

イベントスケジュール（5月分）／協会だより
／通達のお知らせ／テナント募集／SC図書室
／SC匿名モニター／わが国SC概況／日本の
SC解説

イベントスケジュール（6月分）／トピックス
／中国視察研修ツアー報告／協会だより／テナ
ント募集／新製品・新商品・新店舗／SC匿名
モニター／わが国SCの概況／日本のSC解説
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1984年7月号 1984年8月号 1984年9月号

特　　集

昭和58年SC業績分析
Ⅰ　消費変化対応に課題（編集部）／Ⅱ　座談
会・低調ムードに漂う売上高伸び率（中垣輝雄、
浜田達雄、澁谷　勉、森　稔、溝原良平、松原
　巖）

昭和58年度ザ・ヒットイベント
きめ細かく、かつ大胆な展開で目指す本当のふ
れあい（戸澤廣太郎）／ルミネグループ3SCに
よるプレミアムセール（佐藤延行）／「チャレ
ンジ・セール」輪投げ大会（鈴木健一郎）／い
いイベントの条件はターゲットをしぼること、
話題性、それに、同時性（花沢邦夫）／啓蟄祭
とハローウイン（野田孝吉・井上岩夫）／SC
に求められる「生活遊園地化」（隅田義隆）／
大きな街づくりの一環として地域密着型イベン
トを実施（中村一生）／生活貢献と需要創設を
べースにしたイベント活動（岡村勝征）

SCリニューアルにおける問題点・留意点
1.リニューアルの本質（清水　滋）／2.座談会・
あたり前のことを地道な努力で（デベロッパー
編）、押し付けでなく、合意の上で（テナント編）
／参考資料「SCリニューアル・マニュアル」
の紹介

日本のSC マリンピア、モリタウン プランタン銀座 ららぽーと志木ショッピングセンター

世界のSC ジョージタウン・パーク ザ・モール・アット・163ストリート

時評（奥住正道） 新しい役割 新しい用地戦略 固有名詞で考えよう

消費対応の新方向 生き生きとした生活感覚を把握する販促
（磯部修司）

ニューメディア
展望

ビデオテックスの商業施設における活用
（若林一平）

SCにおいて今後期待される果敢なる挑戦
（沼本康明）

SCマーチャン
ダイジング工学 いいシンボルは思想の凝縮（中西元男） SCセントラル・コート（広場）の機能とデザイ

ン（森本勲） SCにおけるCI導入のポイント（渡辺寿彦）

我社の人作り 販促活動の中から人作りを学び、'80年代を生き
抜く「強み」を蓄積していきたい（大竹次郎）

これからの専販店時代をめざした、人材育成と
能力開発にいどむ（伊藤和夫）

話題のショップ
日本茶パワー復活の先陣をきる「茶の華」
（編集部）

ニーズの多様化と手づくりブームにのって登場
した「フェイマスエイモスクッキースタジオ（編
集部）

街づくりにおける
商業理論

街づくりにおけるSC理論の展開（土門義男） 街づくりにおいてSCの果たす役割（百束恭一）

特別寄稿 店頭から見た最近の消費動向（浜口秀夫）

海外リポート アメリカだより

そ　の　他

イベントスケジュール（7月分）／トピックス
／協会だより／リポート・カタログ／SC図書
室／わが国SCの概況／日本のSC解説

イベントスケジュール（8月分）／新製品・新
商品・新店舗／協会だより／通達のお知らせ／
リポート・カタログ／SC匿名モニター／SC図
書室／わが国SCの概況／日本のSC解説／世界
のSC解説

イベントスケジュール（9月分）／協会だより
／リポート・カタログ／書評／SC図書室／わ
が国SCの概況／日本のSC解説／世界のSC解
説

1984年 ショッピングセンター 総目次



1984年10月号 1984年11月号 1984年12月号

特　　集

複合店舗の現状と将来
1.複合店舗化進展の実態と行方（編集部）／2.
座談会・店舗（商品）の複合化は、いかにコン
プレックスを解消するかに始まる（大東行人、
原田直明、長谷川哲夫、用田貞夫）

歳末商戦の新展開
1.外見より“実”を求める消費者（加藤秀雄）
／2.集客力を高めるイベント・体制づくりにい
かに取り組んだらよいか—歳末商戦必勝法（安
達昌人）／3.事例編・10周年の記念キャンペー
ンの成果を今後の原動力に（西端康博）／オー
プン以来歳末売上げ前年割れなし（編集部）

SC業界この1年を振り返って
①「ニューSC」元年であった昭和59年（情報
管理部）／②擬似成熟社会」から「真の成熟社
会」への移行期（外　益三）／③デベロッパー
に必要なコミュニティ・デべッロパーとしての
機能強化（片岡　力）／④ニューメディア時代
の無店舗販売（田村紀雄）

日本のSC フロム中武 松本パルコ プリモ

世界のSC パル・ハーパー・ショップス オールド・ポスト・オフィス スタンフォードタウンセンター

時評（奥住正道） FC加盟店をめぐって 短くなった入館者の滞留時間 デベロッパー「編集者」論

消費対応の新方向 新流通時代への対応、新しい天満屋ストアの創
造（伊原木省五）

地方都市におけるスペシャリティセンターの存
立（竹内規夫）

オープン7年、新たなる挑戦（田口勝已）

ニューメディア
展望

ザ・ダイヤモンドSCのメディアプレス
（水上武雄）

SCマーチャン
ダイジング工学 SCにおけるレストルームの考え方（山田順一） SCのグリーン計画（関澤玖二而）

我社の人作り 大きな成果をあげるMQC活動（編集部） 全員専門職制度の導入とその成功（村田邦彦）

話題のショップ 会社更生が終結し、新たなスタートを切った「キ
ディランド」（佐藤鉄雄）

郊外SC内立地で、女性客をしっかりつかむ「ス
シハウス舞」（編集部）

複合ショップの最先端・器と会席料理の「吉左
右」（編集部）

街づくりにおける
商業理論 商業政策と都市政策との連携の強化（大場修一）

特別寄稿 郊外型SCにおける飲食テナントのあり方
（太田巳津彦）

海外リポート

そ　の　他

イベントスケジュール（10月分）／基本調査＜
昭和58年開設SC賃貸借条件実態調査報告＞
（情報管理部）／SC図書室／協会だより／届出
情報／テナント募集案内／テナント出店希望案
内／わが国SCの概況／日本のSC解説／世界の
SC解説

イベントスケジュール（11月分）／SC匿名モ
ニター／協会だより／官庁通達／届出情報／テ
ナント募集案内／テナント出店希望案内／わが
国SCの概況／日本のSC解説／世界のSC解説

イベントスケジュール（12月分）／第9回日本
ショッピングセンター全国大会プログラム／
SC匿名モニター／協会だより／届出情報／テ
ナント募集案内／テナント出店希望案内／SC
図書室／わが国SCの概祝／日本のSC解説／世
界のSC解説
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