
報道関係各位

※お手数をおかけ致しますが、掲載紙・誌をお送り
くださいますようお願い申し上げます。
掲載部分をファクシミリにてお送りいただいても結構です。

広報担当：原田･大内･市川･浅田
（Tel 03-5615-8524／
Fax 03-5615-8539／ ）

プレスリリース

第22回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト関東・甲信越大会開催結果

『ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会』に出場する
代表者５名が決定！

一般社団法人日本ショッピングセンター協会では、ショッピングセンター（SC）業界の一層の発展を願い、SC内店

舗で働くテナントスタッフの方々の資質向上を図り、お客様にいつまでも支持され、愛されるSCづくりを目指して、

1995年度から毎年、『SC接客ロールプレイングコンテスト』を開催しております。

去る9月5日(月)～9日(金)、当協会の関東・甲信越支部主催「第22回SC接客ロールプレイングコンテスト関東・

甲信越大会」(対象都道府県：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)を、

283名（135SC）の競技者（昨年283名）を集めて開催し、審査の結果、2017年1月27日（金）にパシフィコ横浜で開催

する、『第22回SC接客ロールプレイングコンテスト全国大会』に出場される代表者５名が決定しましたのでお知らせ

いたします。なお、入賞者一覧につきましては別紙をご覧ください。

◆優勝者（支部代表として全国大会へ出場・敬称略）

＊SC＝ショッピングセンター

一般社団法人日本ショッピングセンター協会

関東・甲信越支部長町田典子（株式会社クレア代表取締役会長）

詳細は、 ロープレコンテスト 検索

■本件に関するお問い合わせ先

ロープレ部：浜・森川

☎03-5615-8527
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部門 氏名 所属SC 店名

ファッション・
物販部門（9/5）

小林 彩
三井ショッピングパーク ららぽーと
横浜

アーモワールカプリス

ファッション・
物販部門（9/6）

小島 あかね イオンレイクタウンカゼ サマンサベガ

ファッション・
物販部門（9/7）

土屋 彰子 宇都宮駅ビル パセオ シャツコード

ファッション・
物販部門（9/8）

内田 歩美 ラスカ茅ヶ崎 無印良品

食品・飲食・
ｻｰﾋﾞｽ部門（9/9）

秋吉 幸恵 アトレ浦和 魚力



部門 賞 氏名 所属SC 店名

9月5日（月）
ファッション・
物販部門

優勝 小林 彩
三井ショッピングパーク らら
ぽーと横浜

アーモワールカプリス

準優勝 兵藤 涼子 コクーンシティ セポスターチス

第3位 伊藤 幸子 ラブラ２
ユナイテッドアローズグリーン
レーベルリラクシング

新人奨励賞 橋本 麻紀
三井ショッピングパークらら
ぽーと新三郷

レプシィム

支部長賞 野口 剛信 ステラタウン ライトオン

審査員特別賞

大金 文子 三井アウトレットパーク入間 ナイキファクトリーストア

鈴木 千賀子 たまプラーザテラス スピックアンドスパン

人見 英理 アトレ松戸 ロクシタン

安藤 夏美
三井ショッピングパーク らら
ぽーと海老名

レプシィム

支部特別賞
齋藤 由佳 東武新越谷ヴァリエ ローリーズファーム

松野 さおり ラザウォーク甲斐双葉 レプシィム

9月6日（火）
ファッション・
物販部門

優勝 小島 あかね イオンレイクタウンカゼ サマンサベガ

準優勝 田村 豪士 モザイクモール港北 ミキハウスマムアンドベイビー

第3位 實田 崇志
流山おおたかの森ショッピング
センター

アルテミスバイダイアナ

新人奨励賞 （該当なし）

支部長賞 藤田 寛史
ビッグホップガーデンモール印
西

エービーシー・マートアウトレッ
ト

審査員特別賞

阿部 一雅 西武入間ペペ エースコンタクト

池田 奈央子 武蔵小杉東急スクエア ミコアローリーズファーム

ジャクソンオンドレル
洋介

三井ショッピングパーク らら
ぽーと横浜

アズールバイマウジー

横田 杏璃 ミウィ橋本 ボナジョルナータ

支部特別賞
永家 可奈子 テラスモール湘南 フランフラン

長久保 知紗 イクスピアリ フォリフォリ

9月7日（水）
ファッション・
物販部門

優勝 土屋 彰子 宇都宮駅ビル パセオ シャツコード

準優勝 髙橋 淳 柏髙島屋ステーションモール ユナイテッドアローズ

第3位 沢口 ひろみ アリオ松本 アー ベー ベー

新人奨励賞 山形 愛 ダイナシティ ジンズ

支部長賞 千田 淳子 ニッケコルトンプラザ ローラアシュレイ

審査員特別賞

斉藤 美樹 イーサイト高崎 ぐんまちゃんショップ

宮内 敬太 けやきウォーク前橋 無印良品

沓掛 悟 ノクティプラザ 無印良品

髙橋 大輔 オーロラモールジュンヌ ゾフ

支部特別賞
佐藤 和恵 三井アウトレットパーク木更津 シップスアウトレット

松本 千夏 イオンモール高崎 イーアールジー



部門 賞 氏名 所属SC 店名

9月8日（木）
ファッション・
物販部門

優勝 内田 歩美 ラスカ茅ヶ崎 無印良品

準優勝 高橋 信子 三ツ境相鉄ライフ ショップ ダダ

第3位 佐久間 友海 ランドマークプラザ イソップ

新人奨励賞 細羽 冴香
三井ショッピングパーク らら
ぽーと海老名

島村楽器

支部長賞 渡邊 学 ダイナシティ まくらぼ

審査員特別賞

山城 謙 東急プラザ戸塚 ジンズ

渡邊 麻衣 湘南T-SITE
イセタンミラー メイク＆コスメ
ティクス

速水 彩花 イクスピアリ スタージュエリー

山口 真紀雄 ラスカ平塚 チックタック

支部特別賞
伊藤 操 佐野プレミアム・アウトレット エディーバウアー

根立 結花 ココロ新潟 ティーファクトリー

9月9日（金）
食品・飲食・
サービス部
門

優勝 秋吉 幸恵 アトレ浦和 魚力

準優勝 千壽 翠 ランドマークプラザ ゴディバ

第3位 金子 裕佳
三井ショッピングパーク らら
ぽーと柏の葉

ゴディバ

新人奨励賞 宮崎 千佳
三井ショッピングパーク らら
ぽーと海老名

ゴディバ

支部長賞 小戸田 京子 小田急本厚木ミロード 魚武

審査員特別賞

露木 絵理 小田急本厚木ミロード 赤坂柿山

野島 秀幸 アトレ川崎 魚力

三村 智美 宇都宮駅ビル パセオ とちびより

川村 浩一 イクスピアリ タリーズコーヒー

支部特別賞
浦尾 文平 東武草加ヴァリエ 大川水産

三好 由華 ペリエ海浜幕張 麻布あさひぶらり


