
1986年 ショッピングセンター 総目次
1986年1月号 1986年2月号 1986年3月号

特　　集

つかしんとこれからのSC
つかしんと街づくり＜座談会＞（堤　清二、奥
住正道、倉橋良雄）／つかしんの関西地域に与
えるインパクト（藤田邦昭）／つかしんの魅力
（編集部）

ここまできた専門店の新業態開発
ここまできた専門店の新業態開発＜座談会＞
（西條維容、浜中信義、鈴木和男、大枝一郎）

第10回日本ショッピングセンター全国大会ダ
イジェスト
基調報告・SC業界の現状と今後10年のあり方
（倉橋良雄）／流通展望（伊藤雅俊）／記念講演・
日米関係の今までとこれから（大河原良雄）／分
科会＜A＞・高度情報化社会とSCとの関わり（田
村正紀）、生活者ニーズの変化の予測（小川明）、
明日をめざすSC経営（丹澤章浩）、新しい都市空
間、商業空間（望月照彦）／分科会＜B＞・SCリニ
ューアルにおけるテナントミックスの成功条件
（佐藤勝久、志村武、上田稔夫、志村優）、SCコミ
ュニティセンター化における採算と課題（岩田
義行、横山裕、増田文明、杉山光司）情報化社会に
おけるSC顧客の組織化と販促（水野誠一、用田
貞夫）、SCにおける専門店経営戦略（大久保利
春、中川俊二、大竹次郎）／最新SCビジュアルレ
ポート・新時代を創造する欧米最先端のSCコン
セプトを探る（畑　靖彦）／大会総括（奥住正道）

日本のSC つかしん コムファースト ロビンソン春日部

世界のSC ウエストサイドパビリオン サウスコーストプラザ

トップは語る キャビン 金鳳堂

時評（奥住正道） 暮しのリズムと企業のリズム 高地価時代のSC経営 サイコロジカルなSC環境づくり

SCアメニティ
ブランニング 水と商空間（伊達美徳） 水の利用と節水対策（清水　亨）

イベント
スケジュール （1月分） （2月分） （3月分）

アメリカだより 90年代の浮沈が見えてきた米国小売業界（下）
（吉田育ノ進）

SCリニューアル 基本路線はベーシック〔渋谷東急プラザ〕
（志村　武）

ヤングマインドSCへ転身〔テルミナ〕（西阪文雄）

基本基調 SCテナント販売統計調査総合表（60年夏期分） SCテナント特有経費実態調査報告

そ　の　他

世界のSC解説／年頭あいさつ／SC匿名モニタ
ー／届出情報／SC図書室／協会だより

日本のSC解説／世界のSC解説／SC匿名モニ
ター／届出情報／わが国SCの概況／テナント
募集案内／官庁通達／協会だより

日本のSC解説／SC匿名モニター／届出情報／
協会だより／テナント募集案内／SC図書室／
官庁通達



1986年4月号 1986年5月号 1986年6月号

特　　集

地元主導型SC成功のための条件
地元主導型SCの現状と問題点（料治宏尚）／
管理運営上の諸問題と対応策（高瀬昌康）／座
談会・成功の要因は強力なリーダーシップと核
店舗の導入（斉藤雅司、久保田健一、成田益男、
大東行人）

難局を切リ拓くショッピングセンター・昭和60
年SC年間販売統計調査報告
業種別SC売上高／業種別キーテナント売上高
／業種別テナント売上高／業種別売上高前年比
／立地別SC売上高／ビル形態別SC売上高／規
模別SC売上高／デベロッパー業態別SC売上高
／キーテナント業態別売上高／立地別業種別売
上効率／ビル形態別業種別売上効率／業種別キ
ーテナント売上効率／業種別テナント売上効率
／地域別SC売上高・売場面積・営業日数／都市
規模別SC売上高／地域別・業種別売上高／立地
別SC・キーテナント・テナント売上高／都道府
県別SC売上高

専業デベロッパー　企業としての成長条件
3つの別会社で、結婚式場から香水の販売までを
手がける（入谷隆昌）／企業内起業「ITS」で販促
事業展開（用田貞夫）／将来を見据えた戦略的布
石の1つ「東神総合企画」（編集部）／戦略的経営
管理能力による選別進む米SC業界（吉田育ノ
進）／鼎談・ノウハウを蓄積して新事業の展開
を！（中垣輝雄、西垣文雄、田辺誠一）

日本のSC メイプル せいせき アピオ

世界のSC 東南アジアの商業施設 ダラスガレリア バレービューセンター

トップは語る 銀座曙 田崎真珠 条美企画

時評（奥住正道） 兼任店長制 不安定の中の安定 クレジット販売

SCアメニティ
ブランニング 複合商業施設（SC）の環境衛生管理（森勝征） ビジネスビデオの活用提案（原　憲政）

イベント
スケジュール （4月分） （5月分） （6月分）

海外トピックス

海外ニュース

SCリニューアル

ファッション、生活必需品の強化へ〔グリナー
ド永山〕（吉兼三郎）

『新生COSTA』藤沢十字屋のリニューアル（正
治　東）“一つの街”としての売場の創造を目指
す〔玉川高島屋SC食料品専門店街「エブリデリ・
フーズシティ」〕（編集部）

“カジュアル・ライフストア”に変身したサンモ
ール（田中義久）

基本基調 SCテナント販売統計調査総合表（昭和60年秋
期分）

SCテナント販売統計調査総合表（昭和60年冬
期分）

そ　の　他

日本のSC解説／世界のSC解説（中垣輝雄）／
ヨーロッパの「街」を視る（池澤　寛）／SC
匿名モニター／届出情報／協会だより／官庁通
達／わが国SCの概況／テナント募集案内／最
新海外雑誌主要記事リスト

日本のSC解説／世界のSC解説／第一委員会
（SC-POS小委員会）報告書＜SC-POSシステム
導入におけるチェックポイント＞、（ニューメ
ディア小委員会）＜SCにニューメディアを導
入するにあたって＞／第二委員会（デベロッパ
ー委員会）＜テナントミックスと販促＞／第三
委員会（テナント委員会）＜SCリニューアル
に対するテナントのかかわり方＞／SC匿名モ
ニター／協会だより／官庁通達／届出情報

日本のSC解説／世界のSC解説／第三委員会
（テナント委員会）報告書＜SCリニューアルに
対するテナントのかかわり方＞／SC匿名モニ
ター／届出情報／協会だより／官庁通達／SC
図書室／テナント募集案内／最新海外雑誌主要
記事リスト
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1986年7月号 1986年8月号 1986年9月号

特　　集

売上好調SC、その要因を探る
業種構成の手直しとMDの見直しで、前年対比
108%へ（野村紀一）／適度な競争意識で前年
対比2ケタ増を維持（奥出　強）／当初から男
性もターゲットに、今やメンズは平均を上回る
大幅な伸び（竹内幸雄）／リニューアルとカー
ドと販促で、毎年5ポイント以上の伸び（松永
正英）／買物とレジャーの街、文化と福祉の里
建設に向けて、次つぎと手を打つ（高橋義直）
／朝市開催でテナントゾーンの売上、前年対比
107%へ（山中伸元）

一歩踏みこんだ営業管理の進め方
総論・管理体制の質的向上とテナントとの関係
の見直しが急務（大東行人）／アパレル・拡売期、
閑散期をまずつかめ（滝本　豊）／ライフグッ
ズ・個性が発揮できる環境づくりを（三宅隆之）
／デリカ・統一感、品揃え、差別化がポイント（浅
香健一）／飲食・キーポイントは、コンサルティ
ング活動の成否（山口廣太）／サービス・アクセ
サリ一ではなく、事業として導入・展開を（片岡
　力）／座談会・段階を踏んだ営業管理の強化を
（海老塚常雄、仁科光司、稲垣紀雄、大東行人）

ヒットイベントとテナント会
手づくり、参加型の販促を強化する（廣本　敦）
／テナント会が考える販促とは、身近で心暖ま
るもの（山岸守三）／よりキメ細かな販促のた
め、組織をととのえる（木本　勝）／創造性時代
に問い直されるSCイベント（山田佳男）

日本のSC 新庄ショッピングビル ワン・オー・ナイン ジャスコシティ栃木

世界のSC ウエスト・エドモントン・モール ウジーンセンター サウスストリートシーポート

トップは語る ハニー 靴のマルトミ ハウスオブローゼ

時評（奥住正道） インテリジェントSC 前年割れに学ぼう イベントの狙い

SCアメニティ
ブランニング

クレジット対応のSC-POSシステムの展開
（田中俊博・深澤　収）

アメニティストアの誕生（吉田逸宏） フロアメンテナンスの現状（古橋秀夫）

イベント
スケジュール （7月分） （8月分） （9月分）

海外トピックス

海外ニュース

SCリニューアル フロア構成の大幅見直しで業績好調〔なんば
CITY〕（水浪清二）

よりオーセンティックな駅ビルへの挑戦〔亀戸
エルナード〕（和田修一）

スカイモールからリブレへ、地元主導型SCの果
敢な挑戦〔リブレ〕（伊藤武治）

基本基調 SCテナント販売統計調査総合表（昭和61年春
期分）

そ　の　他

日本のSC解説／世界のSC解説／SC匿名モニ
ター／協会だより／SC図書室／届出情報

日本のSC解説／ヨーロッパSC視察研修ツアー
報告（池澤　寛）／SC匿名モニター／SC図書
室／官庁通達／協会だより／届出情報

日本のSC解説／世界のSC解説／SC匿名モニ
ター／テナント募集案内／官庁通達／SC図書
室／届出情報／協会だより
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1986年10月号 1986年11月号 1986年12月号

特　　集

量販店は腰すえて主婦の期待に応えてほしい
私の生活背景、関心事、消費に対する考え方
etc.（忙しい毎日だからこそ暮らしを楽しみた
い／欲しいものは沢山あるけど、売っていない
／消費期間が月から年へ／消費を減らすか収入
増をはかるか／買い物が大好き）／座談会・素
材にこだわった商品の提供を

急成長するチェーンストア系専門店
座談会・業態開発で急速な店舗展開（奥住正道、
豊田浩、藤田泰義、高山正平）／大手チェーンス
トア専門店事業の実態と課題（編集部）／大手チ
ェーンストア系専門店一覧

量販店は生活者のニーズにここまで応えている
座談会・土壌改良と糸のセレクトに始まる商品
づくり（浜井重孝、藤永義則、早川輝夫、牧田正一
路）／個食化、簡便化という2大ニーズに対応す
る（㈱商業界『販売革新』編集部）／ふだん着のフ
ァッション化ニーズに対応する（同）／スペシャ
リティとアップスケールで対応する（同）

日本のSC ロックス 香林坊アトリオ、ヒルトンプラザ 三ツ境ショッピングプラザ「相鉄ライフ」

世界のSC パサージュ ビレッジ・アット・コルテマデラ

トップは語る ナムコ 三笠会館 ソニープラザ

時評（奥住正道） 判らぬことは客にきこう 姿勢と足元を見直そう お客を知っているか

SCアメニティ
ブランニング SCの情報化武装（福永信義・松永勉） 専門店における商品管理システムの考え方

（庭野茂）
イベント

スケジュール （10月分） （11月分） （12月分）

海外トピックス 最近のアメリカ小売業の動き 最近のアメリカ小売業の動き

海外ニュース

SCリニューアル 狙いはティーンズ、ヤングの集客力アップ〔ダ
イエー京橋店〕（編集部）

ターゲットはベビーブーマー。彼ら好みに商品
の幅と奥行きを拡大〔イズミヤ枚方SC〕（編集部）

主役はエンターテイメント〔横浜ルミネ〕
（編集部）

基本基調 昭和60年開店SC賃貸借条件実態調査報告 SC家賃・共益費実態調査報告 SCテナント販売統計調査総合表（昭和61年夏
期分）

そ　の　他

日本のSC解説／SC匿名モニター／届出情報／
協会だより／渡辺昭の判例コーナー／開店詳報
／情報レーダー／官庁通達

日本のSC解説／SC匿名モニター／テナント募
集案内／協会だより／官庁通達／開店詳報／情
報レーダー／届出情報／渡辺昭の判例コーナー

日本のSC解説／届出情報／SC匿名モニター／
新会員紹介／開店詳報／渡辺昭の判例コーナー
／協会だより
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