
2001年 URERU 総目次
2001年1月号 2001年2月号 2001年3月号

特　　集

2001年、新しいSCの出発へ向けて
21世紀へ。−協会理事が語る、21世紀のSC像−
戦略行動再来構築の視点� ——（江口康広）
『あなたにとっての21世紀のSC』アンケート集
計結果

すぐに役立つ、SC顧客データの活用法
次世代デベロッパーを目指して〜吉祥寺ロンロ
ンにおける顧客データ活用事例〜—（三輪美恵）
お客様の声は明日を創る−顧客データの活用例
—（花谷洋二）
インターネットを利用したデータ収集型広告
—（小島健一）
商業施設における来店客数情報—（石橋幸成）
米空軍の最先端映像解析技術を来店客数分析に
応用—（福島嘉之）

第25回日本ショッピングセンター全国大会
開会挨拶（岩㟢雄一）／ご来賓挨拶（安達健祐・
椋　周二・マイケル・W・マハラック）／流通
展望・東京ディズニーランドからイクスピアリ
誕生まで（加賀見俊夫）／パーティ／分科会1　
爆発するEC業界（小林正忠）／分科会2　危機
の21世紀−迫りくる少子化・高齢化・競争激
化と「SC&C」戦略（高橋紘士・乗松　央）／分
科会3　都市再開発と中心市街地活性化−新た
な発展めざす日本のまちづくり（小原耕治）／分
科会4　SCにおける顧客満足（西村　晃）／分
科会5　流通・グローバル化の今後の方向（野
口智雄）／分科会(6)　躍進する専門店−「勝ち
組」の方程式（月泉　博）／クリニック1　幕張
新都心での新タイプ型SC視察コース／クリニ
ック2　増床、リニューアルを続ける「ららぽ
ーと」に既存SCの今後のあり方を学ぶ／クリ
ニック3　話題のエンターテイメント型SCを
視る／クリニック4　新しい郊外型生活スタイ
ルを提案するSCを視る／第6回全国SC接客ロ
ールプレイングコンテスト−決勝戦−／SC経
営士認定証授与式／SC学校成績優秀者表彰／
SCビジネスフェア

日本のSC

りんくう　プレミアム・アウトレット
� （大阪府泉佐野市）
マリノアシティ福岡� （福岡市西区）
ザ・モール郡山� （福島県郡山市）
カルフール幕張ショッピングモール
� （干葉市美浜区）
ザザシテイ（静岡県浜松市）

フェアモール福井� （福井県福井市）
ガーデンうぉーく幕張� （千葉市美浜区）

ダイヤモンドシティ・キャラ（埼玉県川口市）

世界のSC
アベニュー・オブ・イーストコップ
� （ジョージア州・USA）

ノースブルックコート（イリノイ州・USA）
マグノリア・スリフトウェイ
� （ワシントン州・USA）

時評（奥住正道） 最小限の破壊・最大限の保存 “フリー主婦層”への視点 シームレス・エクスペリエンス

Members Now 夢・希望・そして一歩前へ！。
銀座のサンゴ、“銀座ナイン”（須賀一雄）

14年連続して増収、今後は直営店を積極的に出
店� （吉越浩一郎）

SCリニューアル 「新世紀に向けて大きく生まれ変わった須磨パ
ティオ」（編集部）

「アイランドモール」の完成で、ついにフルオ
ープンを迎えた“デックス東京ビーチ”（編集部）

海外トピックス ハリウッド地区再開発 ユー・ガット・モール〜「パリセーズセンター」が
携帯電話のeメールを利用してサービスを実験

SCへの提言

渡辺　明の
判例コーナー

連　　　載

ワイルド・ピッチ�
アメリカ最新流通事情⑲
アメリカ西海岸便り⑥
女性デベロッパーの目�

ワイルド・ピッチ�
業界の風雲児・エールルポ⑩
女性デベロッパーの目�

ワイルド・ピッチ�
アメリカ最新流通事情�
アメリカ西海岸便り⑦
女性デベロッパーの目�

そ　の　他

SCファイル・ボックス／年賀広告／岩㟢会長
年頭のあいさつ／「容器包装リサイクル法」の
お知らせ／「レーザーポインタの販売等につい
て」のお知らせ／「石油等統計調査の日」のお
知らせ／酒税法のお知らせ／都市基盤整備公団
による土地の案内／SC開店予定／イベントス
ケジュール／SC図書室／テナント募集（ザザ
シテイ・中央館（浜松市）、アステ新長田（神
戸市）

SC�INFORMATION（イオン山形南ショッピ
ング・センター／HOOP（フープ））／イベン
トスケジェール／会員の動向／平成12年国勢
調査速報／「レーザーポインターの販売等」へ
の規制／2000年開店SC一覧／SCファイルボッ
クス

SC開店予定／イベントスケジュール／SC図書
室／企業活動基本調査協力／建物防災週間／
SCファイルボックス



2001年 URERU 総目次
2001年4月号 2001年5月号 2001年6月号

特　　集

流通“新”時代。外資小売業は、日本のマーケ
ットをどう塗り替えるか！
新時代を迎えた外資小売業の日本進出
� ——（編集部）
外資大型総合小売業が日本のライフスタイルに
与える影響� ——（大澤　理）
カルフールの試練� ——（野澤正毅）
外資小売業、今後の動き� ——（野口智雄）
新しい資産価値モデルに見る外資流通業成功の
条件� ——（村川　肇）
外資小売業の動きと日本企業の対応策
� ——（長谷弘子）

“食”文化とSC。
食スタイルの変化は、SCにどのような影響を
及ぼすか！
食スタイルの変化に呼応する外食業界
� ——（編集部）
〈事例研究〉
「サードプレイス」をテーマに、着実に店舗を
増やすスターバックス。
「食」スタイルの変化�＜ディナー編＞�＜中食編＞
「牛角」人気で飲食店業界に衝撃を与えた㈱レ
インズコーポレーション
フードコート開発におけるパラダイムシフト�

——（岡田敦史）
イタリア版高感度大衆食堂「ターヴォラ・カル
ダ」にみる、レストランコートへの提案
� ——（榎谷政彦）
米国SCのフード・トレンド
� ——（ロバート鈴木）

SCにとっての、ワン・トゥ・ワンマーケティ
ング。
お客様一人ひとりに合わせた“個”客マーケテ
ィングは、SCでどこまで可能か。
“個”客一人ひとりを対象とする、双方向時代
の新戦略“ワン・トゥ・ワンマーケティング
� ——（編集部）
港南台バーズの、e-mailを使った「ワン・トゥ・
ワン・コミュニケーション」� ——（沼川　滋）
データ活用と顧客プロモーションの考え方
� ——（川口　肇）
効果的ロイヤルカスタマーづくり、ワン・トゥ・
ワンマーケティングについて� ——（深澤　収）
ノードストロームの伝説的顧客サービス
� ——（編集部）
【参考資料】各店舗カード特典比較一覧

日本のSC
カラフルタウン岐阜
軽井沢・プリンスショッピングプラザ・ニュー
ウエスト

トキハわさだタウン
チャチャタウン小倉
ザ・モール仙台長町

晴海トリトン

世界のSC ザ・ブロック・アット・オレンジ
パシフィックプレイス

集客装置へと変わってきた米国SCのフードシ
ーン

サウスコーストプラザ

日本の専門店 日本マクドナルドの新デザインショップ プレッセ南町田店

世界の専門店 ジェネレーションYのアパレル専門店 ドレーガーズとホールフーズ コスメチック・トレンド

時評（奥住正道） 多様化するデベロッパー 脱底値戦略 振り子のゆくえ

時代は愉快だ
「夢一夜」で時代を超えた、女性の美しさを語
りたかった。� ——（後藤　豊）

新、珍、奇という三種の視界とともに、世の中
の情熱を見つめてきた。� ——（梨元　勝）

チェンジ＆
チャンス

LVMHグループ（白石秀幸） つばめグリル� ——（石倉悠吉） ペットプラス� ——（小川明宏）

SCリニューアル エスパル ラフォーレ原宿

特別報告
SCへの提言

新創刊記念特別対談
� ——（松本一起×藤巻幸夫）

調査報告
委員会報告

ショッピングセンターの売上げ（2000年第4四
半期）

契約電力量見直し

連　　　載

流行センサー①『スローモードの時代』
激辛レポート①『カルフール幕張店を斬る‼』
E-mail�from�the�WORLD�
（New�York）,�（Seattle）
SC研究レポート①『長期低落化の道を歩む
CSCの活路』

流行センサー②『本店観光』
やって欲しいこと・やって欲しくないこと②『楽
しい売場作り』
激辛レポート②『横浜ベイサイドモール』
E-mail�from�the�WORLD
（New�York）,�（Seattle）,�（シアトル視察報告）,�
（ロサンゼルス視察報告）
SC研究レポート②『長期低落化の道を歩む
CSCの活路』

流行センサー③『キャンペーン・マーケティン
グ』
やって欲しいこと・やって欲しくないこと②『目
利きを育てよう―スタイル作りとは―』
激辛レポート③『ヴィーナスフォート』
E-mail�from�the�WORLD
（New�York）,�（Seattle）,�（USA）,�（Taipei）
SC研究レポート③『長期低落化の道を歩む
CSCの活路』

そ　の　他

イベントショーケース／テナント募集（栄公園
振興㈱、新東京国際空港公団）／今月のオープ
ンSC

イベントショーケース／今月のオープンSC／
官庁インフォメーション／SC図書室

テナント募集（ハイパー高丘）／大店立地法の
新設届出情報　他／今月のオープンSC



2001年 URERU 総目次
2001年7月号 2001年8月号 2001年9月号

特　　集

SCショッパーテインメント
よりショッピングと結びついた、エンターテイ
ンメントとは。
“体験”を通して、新しい買物の楽しさを提供
する“ショッパーテインメント”� ——（編集部）
音楽・ファッション＋体験　「サンモール」
� ——（桝本美知代）
スポーツ＋体験　「REI」� ——（野吾美奈子）
美＋体験　「fara（ファーラ）」
音楽＋体験　「島村楽器」
クラフト＋体験　「グラスランド」
工房＋体験　「アクティブG・TAKUMI工房」
SCを楽しくさせるプッシュカート
� ——（森下幸男）
“ショッピング”から“エクスペリエンス”へ
〜米国におけるショッパーテインメント〜
� ——（ロバート鈴木）

SCの快適空間とデザイン
SCの個性を表現する“快適デザイン”とは

『いま日本のSCは、どこから来て、どこへ向
かっているのか。』
鈴木エドワード� ——（北原　聡）
SCの快適空間
「晴海トリトン」／「ラ・フェット多摩　南大沢」
／「ユニバーサル・シティウォーク大阪™」／「伊
勢甚友部スクエア」／「ヴィーナスフォート」
／「カラフルタウン岐阜」／「ラ・フェンテ代官
山」／「恵比寿ガーデンプレイス」
空間デザインのトレンド� ——（羽田良美）
快適な環境づくりを目指して〜賑わいと楽しさ
の演出〜� ——（山本忠夫）
「快適アンケート」集計結果

大型専門店がSCを変える?!
大型専門店の導入には、SCの明確なMD戦略
が不可欠だ
・有力専門店の大型化が加速する小売業界
� ——（編集部）
・SC専門店大型化の実態と分析
� ——（大澤　理）
・大型専門店は時代の潮流〜大型専門店を導入
するデベロッパーの考え方� ——（義那健治）

・大型専門店の効果的な導入とは？〜今明かさ
れる有力大型店の実態� ——（中原隆雄）

・大型専門店導入のキーポイント
� ——（小島健輔）
・SCの大型専門店導入に喝！� ——（森川信雄）

日本のSC
ユニバーサル・シティウォーク大阪™
ファインズギガモール

ATCA西宮 フェスティバルシティ　AUGA（アウガ）

世界のSC ダウンタウン・ディズニー デザート・パッセージ

日本の専門店

世界の専門店 CB2 アメリカン・ガール・プレース KOHL'S（コールズ）

時評（奥住正道） 枠を越えるとき 創造的破壊 地方発専門店

時代は愉快だ
瞬間、瞬間で愉快だし、その瞬間にしたいこと
をしていく。� 陶芸作家（川瀬　忍）

あれも気になる、これも気になる、いつも気に
なることに接していたい。
（富川淳子）

食べられなくてもコンサートに行く、そんな時
代になればいい。
� （ヴァイオリニスト　佐藤陽子）

チェンジ＆
チャンス

ボディワーク（清水秀文） ふぇいす（神野照子） ㈱ユナイテッド・クリエイターズ
� （堀内深志）

SCリニューアル

特別報告
SCへの提言

ICSCスプリングコンベンション2001 2001年・国際スーパーマーケット業界コンベン
ション

「第14回SC緑陰トップアカデミー」
接客の重要性［第7回全国SC接客ロールプレ
イングコンテスト］

調査報告
委員会報告

平成13年度定期総会報告
新役員一覧

2000年SC年間販売統計調査報告
SCの売上（2001年第1四半期）

2000年SC賃料・共益費調査報告

連　　　載

流行センサー④『セキュリティ・プログラム』
やって欲しいこと・やって欲しくないこと③『楽
しい売場作り−店舗編−』
激辛レポート④『都筑阪急・モザイクモール港
北』
E-mail�from�the�WORLD
（New�York）,�（Seattle）,�（USA）
SC研究レポート④『長期低落化の道を歩む
CSCの活路』

流行センサー⑤『「一寸法師」の市場戦略』
やって欲しいこと・やって欲しくないこと④「ア
パレル業界で働く人へ。」
激辛レポート⑤『GAP�of　「The�GAP」』
E-mail�from�the�WORLD
（New�York）,�（Seattle）,�（Taipei）
SC研究レポート⑤『長期低落化の道を歩む
CSCの活路』

流行センサー⑥『ケーススタディ・ナレッジ』
やって欲しいこと・やって欲しくないこと⑤『市
場調査編〜市価調について〜』
激辛レポート⑥『「消える外資」と「残る外資」』
E-mail�from�the�WORLD
（New�York）,�（Seattle）
SC研究レポート⑥『長期低落化の道を歩む
CSCの活路』

そ　の　他

テナント募集（シピィタウン、高石駅東B地区
再開発ビル）／今月のオープンSC／ニューオ
ープン＆ニューコンセプト／SC図書室／イベ
ントショーケース

今月のオープンSC/SC情報検索サービス「SC
‐ net」

2000年のアメリカのSC概要／ニューオープン
＆ニューコンセプト／今月のオープンSC



2001年 URERU 総目次
2001年10月号 2001年11月号 2001年12月号

特　　集

ティーンズマーケットを狙え!!
SCのMD戦略に、ティーンズマーケットをど
う捉えてどう活かせばいいか。
今、ホットなティーンズマーケット
� ——（編集部）
賢い消費者としてのティーン〜その意識と消費
実態� ——（田中双葉）
パワー全開のティーンズマーケット
� ——（川島蓉子）
携帯電話を使った新戦略型リテーリング／ファ
ッションコンテンツ
「SHIBUYA109」
「again（アゲイン）」は、どのようなイベントで、
ティーンズの人気を得ているか！
� ——（渡辺真一）
ちょっとおしゃれでトレンディなティーンの社
交場“パクトリー”� ——（西村あきら）
ティーンズはこんな雑誌を読んでいる
ティーンズインタビュー

SCにおける環境マネジメント
SC経営の中で環境対策をどう捉えていくか。
循環型社会に呼応する環境経営と環境マネジメ
ント� ——（編集部）
イオンモールにおけるISO14001取得への挑戦
� ——（松井正子）
環境マネジメント面から見た「ゴミ問題」につい
て� ——（荻野健治）
電力の自由化と提案� ——（大澤孝夫）
大規模小売店舗立地法施行後の動向と環境問題
対策� ——（仲井　清）
ショッピングセンターにおける環境会計のすす
め� ——（中村義人）
西友環境活動報告2001「西友グリーンビジョン
2005」に向けて
グローバル・リテーラーの環境対策
� ——（西村あきら）

デフレ・大競争時代の“新SC運営管理論”
同質化を防ぎ、個性的なSCづくりのための運
営管理とは
個性的で魅力あるSCづくりを目指して
� ——（編集部）
玉川髙島屋S・Cにおける運営管理の視点�
� ——（大甕　聡）
SC運営管理に関する最近の動向
� ——（編集部）
「地域」視点のSC運営管理
� ——（筒井光康）
それって、テナントにとって役に立つものです
か？� ——（観音寺一嵩）
座談会「魅力的なSCづくりのための運営管理
とは」

日本のSC
ATi郡山 八ヶ岳リゾートアウトレット

ミウィ橋本
アンティークモール銀座

ESQUISSE（エスキス）表参道

世界のSC サークルセンター ミッドバレー・メガモール ザ・グレイズ

日本の専門店

世界の専門店 チェルシー＆ミートマーケット地区 マルシェ・モーベンピックとフードライフ アーバン・アウトフィッターズ

時評（奥住正道） SCのブランド 「マイカル破綻」から 専門店大型化の落とし穴

時代は愉快だ

時代の先読みはまさに我々の仕事です。僕は今、
本当に楽しい時代にいます。（建築家　大江　匡）

弱い者の味方ではないのですが、下手な人には誰
か手助けする人が必要なのです。
� （プロテニスプレイヤー　中嶋康博）
�㈱阪神百貨店SC事業部（鈴木　篤、今井康博）

時代との向き合いで、テレビは出来ているのか
と思います。
� （フジテレビ　小畑芳和）

チェンジ＆
チャンス

NECネクサソリューションズ
� （高橋賢次）

セントラル富士総業㈱（新津昭夫）

特別報告
SCへの提言

第14回SC緑陰トップアカデミー
ショッピングセンターにおける犯罪VS警備考�
� （山崎新二）

第10回アジア小売業者大会 SCデベロッパーの民事再生法の適用申請につ
いて（渡辺　昭）

調査報告
委員会報告

SCの売上（2001年第2四半期） SCの売上高（2001年第3四半期）
外資対策小委員会報告①

連　　　載

流行センサー⑦『個人心理経済学』
激辛レポート⑦外資とのトラブルに備えよ。協
議という概念に乏しい外資』
E-mail�from�the�WORLD
（Seattle）,�Denmark）
SC研究レポート⑦『長期低落化の道を歩む
CSCの活路』

流行センサー⑧『都市回帰時代』
我!!…思う。⑦『−広告編−ドキッとさせて、
ハラハラさせて…。』
激辛レポート⑧『どうなる？「ユニクロ」』
SCのプラチナマーケット戦略①『プラチナマ
ーケットの魅力』
SCのセキュリティ対策①『SCにおける「万引
き事案」の対応について』
E-mail�from�the�WORLD
（New�York）,�（Seattle）,�（Denmark）
SC研究レポート⑧『長期低落化の道を歩む
CSCの活路』

流行センサー⑨『圧縮価値の創造』
我!!…思う。⑧『海外のモノマネでない、X’mas�
Displayを!!』
激辛レポート⑨『後悔しない商業コンサル活用
術』
SCのプラチナマーケット戦略②『まちがいだ
らけの高齢者対応』
E-mail�from�the�WORLD
（New�York）,�（Seattle）,�（Denmark）
SC研究レポート⑨『長期低落化の道を歩む
CSCの活路』

そ　の　他

今月のオープンSC／大店立地法届出情報／ニ
ューオープン＆ニューコンセプト

ニューオープン＆ニューコンセプト／今月のオ
ープンSC／大店立地法届出情報

ニューオープン＆ニューコンセプト／今月のオ
ープンSC/SC経営士会の活動／大店立地法届
出情報／SC図書室


