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プレスリリース

１月２４日（水）～２６日（金）
第４２回日本ショッピングセンター全国大会をパシフィコ横浜にて開催！

（ＳＣビジネスフェア２０１８ ／ 第２３回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会）

一般社団法人 日本ショッピングセンター協会では、2018年1月24日（水）～26日（金）の3日間、パシフィコ横浜

（神奈川県横浜市西区みなとみらい１−１−１）にてショッピングセンター（ＳＣ）業界最大のイベント、第４２回日本

ショッピングセンター全国大会（ＳＣビジネスフェア２０１８、第２３回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会）

を開催します。24日（水）は、9：50から展示ホールにて「ＳＣビジネスフェア２０１８」のオープニングテープカットを実

施いたします。また15：45からは、当大会にあわせてアネックスホールにて「第２６期ＳＣ経営士認定証授与式」を

執り行います。

本大会3日間を通して各会場に報道受付を設けております。ご多忙とは存じますが、皆様方に当日の取材をお

願い申し上げます。併せて当大会の開催告知をしていただけますと幸いです。

◆ＳＣビジネスフェア２０１８

『ＳＣ業界の最新動向がここでわかる』

ＳＣビジネスフェア は、ＳＣディベロッパー、テナント、サポート企業がブースを構えるＳＣ業界唯一の商談展示

会です。 13,300㎡の会場に、展示規模252社／578小間と、前回（231社／548小間）の過去最大規模を更新し

て開催します（ＳＣ業界研究イベント含む）。

有料・無料セミナー は、ＳＣの未来戦略への提言となるシンポジウムや実務者によるパネルディスカッション、

ＳＣ経営に資する出展者プレゼンテーションを行います。

学生向けＳＣ業界研究イベント は、学生がビジネスの現場を生でみることができるのが大きな特徴で、就活ス

タート前にＳＣ業界を研究していただく体験型イベントです。

発見マルシェ は、ポップアップ出店からテナントへの成長を目指す出展者などを集めた2日間限定（1月24日・

25日）の新規企画で、地域産品業者や体験型のコンテンツ事業者などが出展します。

◆第２３回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会

『リアル店舗の優れた接客を体感』

2017年9～11月に全国7支部8地区で開催した支部大会に参加した1,056名の代表として選出された27名が集

結！ファッション・物販部門と食品・飲食・サービス部門の両部門を総合して栄えある「大賞」＝“ＳＣ接客日本一”

を決定します。大賞受賞者には経済産業大臣賞が贈られる予定です。

（写真はＳＣビジネスフェア２０１７、第２２回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会）



ＳＣビジネスフェア２０１８ 開催概要
ＳＣビジネスフェア２０１８は前回に引き続き13,300㎡の会場で実施。

出展小間総数578小間（学生向けＳＣ業界研究イベントを含む）、最大規模を更新して開催！

◆会期 2018年1月24日（水）～26日（金） 10:00～18:00（最終日は17:00まで）

◆入場料 無 料

◆会場 パシフィコ横浜 展示ホールA・B・C、アネックスホール（http://www.pacific.co.jp/）

◆展示規模 ＳＣビジネスフェア 218社・510 + 34小間

（申込ﾍ゙ ｽー） ＳＣ業界研究イベント（学生向け） 34社・34小間（1月26日開催）

合計 252社・578小間

◇前回実績：231社・548小間 （ＳＣ業界研究イベント28社・37小間含む）

◆来場者数 入場登録者数14,500人、延べ63,000人（予定）

◇前回実績：入場登録者数13,240人、延べ55,200人

◆特徴

SCビジネスフェアは、SC関係者が一堂に会するＳＣ業界唯一の展示商談会です。ディベロッパー（SCを開発、管

理・運営するもの）をはじめ、テナント（専門店）、サポート企業などが出展。出展者のビジネスに結びついているだ

けではなく、 SC業界関係者にとり、ほかでは入手できない情報が満載です。SCに関わるすべての人たちが一丸と

なって“SC”を活性化し、地域社会に根ざした存在を目指すという、社会的にもたいへん意義のあるイベントと自負

しております。

☞見どころ・聞きどころ

発見マルシェ

ＳＣビジネスフェア２０１８では、新規のテナント企業増を目的にした2日間限定（1月24日・25日）で発見マル

シェを開催します。ＳＣから元気発信をテーマにこだわりの商品、食材、雑貨を集めました。

海外出店サポートセミナー

海外展開を検討中のテナント企業向けに、海外展開中の日本企業による事例紹介のほか、中国のディベロッ

パーを招いたセミナーを開催します。

日時：1月24日(水) 15：45～17：45 展示ホール内プレゼンテーションB会場

登壇予定：ナムコ、Zeppホールネットワーク、中華民国購物中心協会（台湾ショッピングセンター協会）、

宏匯集団（台湾 Hongwell Group）、恒隆地産有限公司（中国香港 HungLung Properties Limited.）

深圳中洲集団有限公司（中国深圳Shenzhen Centralcom Group Ltd.）

ＳＣから元気発信をテーマにしたセミナー

他では聴くことのできない充実した内容のセミナーを今年も開催。1月25日（木）の有料セミナーでは、人手不足

対策とテクノロジーについてのパネルディスカッションを開催します。

オープニングテープカット

◆日時：1月24日（水）9：50～10：00 ◆場所：展示ホールC入口付近

＜出展者代表＞ （敬称略）

三菱地所・サイモン㈱ 代表取締役社長 山中 拓郎

レナ・ジャポン・インスティチュート㈱ 代表取締役 蟹瀬 令子

㈱スペース 代表取締役社長 若林 弘之

＜主催者代表＞

全国大会担当協会副会長 青柳 雄久（三井不動産商業マネジメント㈱ 代表取締役社長）

全国大会実行委員会委員長 飯嶋 薫（㈱Ｒ・Ｂ・Ｋ 代表取締役）
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ＳＣビジネスフェア２０１８ 出展者一覧

（敬称略／ゾーン別・50音順） ★は初出展

●RCTジャパン●R・B・K●アイデム●アイリスオーヤマ●★アイワット●アクトプロ●ABEJA●アマノ●アメニ
ティ●イースト●ipoca（NEARLY）●★インターライフグループ●★AMS●AMD+HMA●エービーシー商会●
エス・イー・シーエレベーター●Snプロパティーマネジメント●SC＆パートナーズグループ●SCキューブ●SCテ
ナントサービス●NECネクサソリューションズ●エルコム●遠藤照明●★大崎データテック●オムロンソーシア
ルソリューションズ●COUNTER WORKS●技研商事インターナショナル●技研トラステム●九州ハイテック
●★クリアサウンズ●コイズミ照明●構造計画研究所●★コムプライム●コンバートコミュニケーションズ●コン
ビウィズ●★サードアイズ●★サイホー●★佐川急便●三共●産業タイムズ社 商業施設新聞●ジークグルー
プ●ジオマーケティング●★四国化成工業●ジャストリサーチサービス＆SCマーケティング総合研究所●★シ
ンエイ●スガツネ工業●スペース●繊研新聞社●船場●ダイナミックマーケティング社●TAP●丹青社●チー
ムラボ●チェッカーサポート●DAIコーポレーション／ヴィアメトリックス ジャパン●TNF工法協会／タケウチ建
設●寺岡精工グループ●店舗探し．COM●東芝テック●★東洋メディアリンクス●トマトランド●ナンセイ●日
本カラリスト協会●日本リテイルシステム●乃村工藝社グループ●バーンズ●バウハウス丸栄●★バカン●
ピーディーシー●★Be Together●富士通●平和マネキン●ベルーフ●★ミヅシマ工業●メビレーション
●USEN●ライズ●★楽天ポイント●リゾーム●リックプロデュース●★リテール エステート●リンレイ●ワンス

アラウンド

●アーライズグループ（浜田化学）●★iPhone修理アイサポ●★あい・メディカル●★アインズ＆トルペ●青山商
事（THE SUIT COMPANY／MISTER MINIT）●あそびの学校●アダストリア●ANOTHER WAY●★ALPHA

CREATION●★アロマスター●いでぼく●エイシン産業●エドウイン●AUX PARADIS●OSAJI●おしゃれ工房
●ORIHICA●グルメ杵屋グループ●クレア●神戸屋●coen●ゴーゴーカレーグループ●KOKADO●★こども
英会話のミネルヴァ●コニカミノルタプラネタリウム●小林園●ザ・クロックハウス●サックスバー ホールディング
ス●三陽商会●ジャパンイマジネーション●★シンクビー！●スタジオアタオ●★スモール・プラネット●スリープ
セレクト●セイコーリテールマーケティング●成城石井●ダイアナ●★大醐●ダイソー（大創産業）●タイトー●体
力発電●チヨダ●トリドールグループ●ナムコ＆プレジャーキャスト＆花やしき●はせがわ●バディーズ マイケ
ル・ジャクソン●パルグループ●B-Rサーティワンアイスクリーム●ビーエルデーオリエンタル●France dog●ふ
りそでMODE wedding・BOX●ボディワークサービス●三城ホールディングス メガネ パリミキ●ミニストップ●麦
の穂●村の駅・地域観光総合研究所（TTCグループ）●MELO（メロ）●ラフィネグループ●★リフォームスタジオ

●★レナジャポン●ロイヤルネットワーク●ワールド●ワック●ワッツ

●ISC／グンゼタウンセンターつかしん＆コクーンシティ＆モリタウン＆カラフルタウン＆トレッサ横浜＆ダイナシ
ティ＆ニッケコルトンプラザ＆ニッケパークタウン●イオングループ●ウニクス・P＆Dグループ●エイチ・ツー・
オー リテイリング グループ●NTT都市開発●OMこうべ●大阪ダイヤモンド地下街●大阪地下街●小田急電鉄
●キャピタランド・モール・ジャパン●京王電鉄●京急グループ●京阪流通グループ●ケネディクスグループ●ザ
イマックスグループ●札幌駅総合開発●サンシャインシティ●JR九州グループ●JR東海グループ●JR西日本グ
ループ●JR東日本グループ●JLL＆JLLモールマネジメント●住友商事＆住商アーバン開発●★住友不動産●

西武プロパティーズ＆西武鉄道●セブン＆アイ・クリエイトリンク／セブン銀行●相鉄アーバンクリエイツ＆相鉄ビ
ルマネジメント●★大丸松坂屋百貨店 不動産事業部●大和ハウスグループ●髙島屋グループ（東神開発＆髙
島屋スペースクリエイツ）●東急グループ●東京ドームシティ●東武グループ●★中道リース スペースシステム
事業部●南海電鉄グループ●西日本鉄道●日本郵便●★日本リテールファンド投資法人（三菱商事UBSリアル
ティ）●NEXCO中日本グループ／中日本エクシス●ネクセリア東日本●野村不動産グループ（野村不動産＆ジ

オ・アカマツ）●パルコグループ●阪急阪神ビルマネジメント●★ヒューリック●プライムプレイス●丸井グループ
●三井不動産＆三井不動産商業マネジメント●三越伊勢丹グループ●三菱地所グループ（三菱地所＆三菱地
所・サイモン）●名鉄グループ●メトロプロパティーズ＆東京メトロ●森ビル●八重洲地下街●UR都市機構 新都
市ライフホールディングスグループ●ルミネ

ディベロッパー

テナント

サポート企業

3

◆特設サイト

http://www.jcsc.or.jp/event/bf2018/

（2017年12月28日時点）



有料セミナー・懇親パーティー

（敬称略）

「2018年激動の世界における日本の進路」

1月24日（水） 1月25日（木）

基調講演① （13:00～14:15）

基調講演② （14:30～15:45）

SCシンポジウム① （10:00～12:00）

◆会場：パシフィコ横浜 アネックスホール

記念講演 （13:00～14:15）

SCシンポジウム② （14:30～16:30）

懇親パーティー （18:00～19:30）

寺島 実郎
（一財）日本総合研究所 会長

「街と共生するアーバンドミナント戦略
～時代の大きな変化への対応と今後の事業展開～」

山本 良一
Ｊ.フロントリテイリング㈱

取締役兼代表執行役社長

SC業界企業のトップクラスが集う交流の場。
賀詞交換会を兼ねています。

「食から始まるライフスタイル新潮流
～コミュニティ型食文化の新戦略～」

中村 悌二
㈱カゲン

代表取締役

「バンダイナムコグループのIP軸戦略について
～進化し続けるエンターテインメントビジネス～」

田口 三昭
㈱バンダイナムコホールディングス

代表取締役社長

＜パネリスト＞ （順不同）

清宮 俊之
㈱力の源カンパニー
代表取締役社長

兼COO

窪田 茂
窪田建築都市研究所

代表

＜コーディネーター＞

入川 ひでと
入川スタイル＆ホールディングス㈱

代表取締役社長兼CEO

「SCの未来を切りひらく人手不足対策とは？
～働きやすい職場環境づくりとテクノロジー活用～」

林 直孝
㈱パルコ 執行役
グループICT戦略室担当

＜パネリスト＞ （会員種別・企業名50音順）

新村 猛
がんこフードサービス㈱
取締役副社長
立命館大学客員教授

堀井 清美
資生堂ジャパン㈱
執行役員
プレステージブランド/
専門店事業本部
プレステージブランド
事業部長

＜コーディネーター＞

山中 拓郎
三菱地所・サイモン㈱ 代表取締役社長
（一社）日本ショッピングセンター協会
理事、総務委員会委員長
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◆特設サイト

http://www.jcsc.or.jp/event/bf2018/symposium.html

（写真は前回の様子）

報道関係の方に限り、有料セミナー及び懇親パーティー
に無料でご参加いただけます。



第２３回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会
１月２６日（金）、支部代表２７名がＳＣ接客日本一を競う！

一般社団法人 日本ショッピングセンター協会では1995年度から毎年、「ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト」を

開催しています。これ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

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、接客の技術を競うコンテストです。

第４２回日本ショッピングセンター全国大会の3日目、1月26日（金）に、「第23回ＳＣ接客ロールプレイングコンテ

スト全国大会」を開催いたします。各支部大会において選抜された支部代表者の中から、栄えある「大賞」＝“ＳＣ

接客日本一”を決定いたします。また大賞受賞者には経済産業大臣賞が贈られる予定です。

◆開催日時 2018年1月26日（金） 12:00～19:00

◆入場料 無 料

◆会 場 パシフィコ横浜 会議センター1階 メインホール

◆競技者数 27名(食品・飲食・サービス部門･･･9名、ファッション・物販部門･･･18名)

◆見学者数 延べ2,300人（予定）

◆タイムスケジュール 11:30 開場

12:00 コンテストスタート

12:00～12:20 開会式

12:20 食品・飲食・サービス部門 競技スタート

12:20～13:30 No. 1～ 9  （9名）

13:30～14:10 休 憩

14:10 ファッション・物販部門 競技スタート

14:10～15:00 No.10～ 14 （5名）

15:00～15:50 No.15～ 19 （5名）

15:50～16:10 休 憩

16:10～17:30 No. 20～ 27 （8名）

17:30 競技終了

17:40～18:30 審 議 ／ トークセッション

18:30～19:00 表彰式

19:00 コンテスト終了

『ロールプレイングの価値と意味を考えよう！！vol.2 ～優勝を経験した今だから言えること～』

＜パネリスト＞ ＜コーディネーター＞ （敬称略）

トークセッション （17:40～18:05）

kocori（ここり）代表

坂本 りゅういち

所属SC：東京ソラマチ
店名：フラワーデコ
（第22回大会大賞）

原田 千紘

所属SC：丸ビル
店名：ビームスハウス
（第20回大会大賞）

斉藤 智也
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第２３回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会 競技者一覧

【食品・飲食・サービス部門 9名】

【ファッション・物販部門 18名】 （敬称略）

競技
No.

氏名 SC名 店名 支部

1 植田 光 アクア広島センター街 手打うどん 杵屋 中国・四国

2 中井 猛夫 ビーンズ赤羽 角上魚類 東京

3 久田 香織 札幌ステラプレイス カフェモロゾフ 北海道

4 別所 正利 天神地下街 エスプレッサメンテイリー 九州・沖縄

5 一柳 千津子
三井ショッピングパーク
ららぽーとトウキョウベイ

房の駅 関東・甲信越

6 小山 佳恵 イオンタウン名西 美容室ゼル 中部

7 米澤 一磨 イオンモール名取 喜久水庵ナゴミ 東北

8 武田 美雪 ラスカ茅ヶ崎 タリーズコーヒー 関東・甲信越

9 武城 奈々 イオンモール伊丹 信州 そば野 近畿

競技
No.

氏名 SC名 店名 支部

10 野地 茜 エスパル福島 グローブ 東北

11 椛澤 翔 新有楽町ビル シップス 東京

12 田部井 亜矢子 酒々井プレミアム・アウトレット シチズン 関東・甲信越

13 出口 杏香 イオンモール水戸内原 ジンズ 関東・甲信越

14 溝口 慶 キラリナ京王吉祥寺 ビームス 東京

15 村岡 美里 天神コア リエンダ 九州・沖縄

16 七理 正和 ルクア ティーケー タケオキクチ 近畿

17 大西 愛 阪急西宮ガーデンズ チャオパニックティピー 近畿

18 小川 智見 土岐プレミアム・アウトレット ツヴィリングジェイ.エイ.ヘンケルス 中部

19 佐藤 有加 佐野プレミアム・アウトレット ケイト・スペードニューヨーク 関東・甲信越

20 石川 輝明 札幌ステラプレイス レイジブルー 北海道

21 中島 正弘 マークイズ静岡 クロックス専門店ファムバイアレイル 中部

22 岩本 加奈恵 キャナルシティ博多 フランフラン 九州・沖縄

23 岩本 紗季 阪急西宮ガーデンズ キャサリンロス 近畿

24 重政 彩香 岡山一番街 ラッシュ 中国・四国

25 鈴木 希望 玉川髙島屋ショッピングセンター エストネーション 東京

26 檜山 由紀 ゆめタウン廿日市 ブランシェス シュシュ 中国・四国

27 梅浦 直子 武蔵小杉東急スクエア 有隣堂 関東・甲信越

（敬称略）

（写真は第２２回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会）
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◆特設サイト

http://www.jcsc.or.jp/sc_convention/roleplaying/23taikai/23zenkoku



第２６期ＳＣ経営士認定証授与式

1月24日（水）15:45よりアネックスホールにて「第２６期ＳＣ経営士認定証授与式」を執り行います。

＜第２６期ＳＣ経営士合格者一覧＞

【ＳＣ経営士】

ＳＣに関する専門知識を総合的･体系的に体得し、その専門知識を活かして、現在および将来のＳＣ経営やＳＣ
業界、地域社会の発展に貢献できる資質を持った方で、当協会が実施するＳＣ経営士試験に合格し、登録した
方をいいます。

No. 氏 名 会 社 名
勤務先
所在地

1 秋元 清美 ㈱ルミネ 埼玉県

2 姉川 哲也 福岡地所㈱ 福岡県

3 安齋 武男 イオンモール㈱ 大阪府

4 石田 裕司 小田急電鉄㈱ 東京都

5 磯崎 早貴子 イオンモール㈱ 埼玉県

6 伊藤 充洋 三井不動産商業マネジメント㈱ 東京都

7 井上 浩司 ㈱錦糸町ステーションビル 東京都

8 大當 充仁 ＪＲ西日本ＳＣ開発㈱ 大阪府

9 岡 悠人 小田急電鉄㈱ 神奈川県

10 金宮 遼介 ＪＲ西日本大阪開発㈱ 大阪府

11 假屋 剛 ㈱ザイマックスアルファ 栃木県

12 木内 裕也 ㈱丸井 東京都

13 來田 成弘 イオンモール㈱ 広島県

14 小木 崇広 野村不動産投資顧問㈱ 東京都

15 古谷 元 ㈱ジオ･アカマツ 東京都

16 小林 裕之 エヌ･ティ･ティ都市開発㈱ 東京都

17 小林 禎章 イオンモール㈱ 千葉県

18 小原 美由紀 東日本旅客鉃道㈱（出向先：渋谷スクランブルスクエア㈱） 東京都

19 佐々木 渉 イオンモール㈱ 東京都

20 佐藤 誠 ㈱錦糸町ステーションビル 東京都

21 佐藤 友相 ㈱メトロプロパティーズ 東京都

22 島 健二 東急不動産㈱ 大阪府

23 清水 浩貴 ㈱パルコ 東京都

24 清水 将基 天王寺ＳＣ開発㈱ 大阪府

25 白橋 勇 ㈱和歌山ステーションビルディング 和歌山県

26 田中 沙耶香 大和リース㈱ 大阪府

27 津田 真臣 ㈱ＪＲ東日本ステーションリテイリング 東京都

28 徳冨 裕志 ㈱西鉄エージェンシー 福岡県

29 徳山 正実 ㈱東急モールズデベロップメント 東京都

30 永井 伸 西日本鉄道㈱ 福岡県

31 永泉 圭介 東日本旅客鉃道㈱ 東京都

32 中島 卓成 阪急電鉄㈱ 大阪府

33 成松 正樹 イオンモール㈱ 千葉県

34 八田 亨 丸紅リアルエステートマネジメント㈱ 東京都

35 林 昌孝 野村不動産投資顧問㈱ 東京都

36 平田 香織 イオンモール㈱ 岡山県

37 福谷 真弓 ㈱丸井 東京都

38 藤岩 慶太 遠州鉄道㈱ 静岡県

39 藤澤 雅司 ㈱錦糸町ステーションビル 東京都

40 藤間 勉 東日本旅客鉃道㈱ 東京都

41 藤山 知樹 小田急電鉄㈱ 神奈川県

42 松本 浩朋 ㈱相鉄ビルマネジメント 神奈川県

43 水野 裕 東急不動産ＳＣマネジメント㈱ 東京都

44 村木 俊一 東急不動産ＳＣマネジメント㈱ 大阪府

45 目﨑 松男 イオンモール㈱ 愛知県

46 安丸 勝晃 西日本鉄道㈱ 福岡県

47 山内 朋子 ㈱SHIBUYA109エンタテイメント 東京都

48 山﨑 雄大 ㈱ＪＲ大分シティ 大分県

49 吉岡 香奈枝 東海旅客鉃道㈱ 愛知県

（敬称略・氏名50音順）
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【参考資料】
◆（一社）日本ショッピングセンター協会とは
日本ショッピングセンター協会は1973年4月、わが国のショッピングセンター（ＳＣ）の発展を通じて消費者の豊かな
生活づくりと地域社会の振興に貢献することを目的に設立された。その後1975年4月に、社団法人として通商産業省
（現経済産業省）から許可を受けた。2012年4月1日には、内閣府から認可を受け共益的活動を中心として行う一般
社団法人に移行。当協会では、ＳＣ経営に役立つ多様なサービスメニューの提供をはじめ、社会貢献事業やまちづく
りへも積極的に取り組んでいる。

会 長 清野 智 東日本旅客鉃道㈱ 取締役会長
副会長 村上 教行 イオンモール㈱ 取締役会長
〃 髙橋 祥元 (協)江釣子ショッピングセンター 理 事 長
〃 青柳 雄久 三井不動産商業マネジメント㈱ 代表取締役社長
〃 福田 三千男 ㈱アダストリア 代表取締役会長兼最高経営責任者
〃 木村 達央 ㈱ジャパンイマジネーション 代表取締役会長兼社長

専務理事 古屋 雅弘 （一社）日本ショッピングセンター協会

会員数（平成30年1月1日現在）
第一種正会員 328社 第二種正会員 330社 賛助会員 320社 ／ 合計 978社

◆ショッピングセンター（ＳＣ）の定義
「ショッピングセンターとは、１つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で、
駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて､選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供する
など、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うものである」

ＳＣ取り扱い基準
ショッピングセンターは、ディベロッパーにより計画、開発されるものであり、次の条件を備えることを必要とする。
1.小売業(物販)の店舗面積は、1,500㎡以上であること。
2.キーテナントを除くテナントが10店舗以上含まれていること。
3.キーテナントがある場合、その面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。ただし、
その他テナントのうち小売業(物販)の店舗面積が1,500㎡以上である場合には、この限りではない。

4.テナント会(商店会)等があり、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。

ＳＣのイメージとしては、単体の施設ではなく複数の店舗の集合体であるとともに、１つの単位として管理・運営され
ている施設を指す。具体的な例としては、百貨店やＧＭＳ、ＳＭなどを核とした大型商業施設やシネコン・ホテル・公
共施設などを併設した複合施設、ファッションビル、駅ビルや地下街などをいう。またディベロッパーという言葉も、本
来の不動産開発という意味よりはむしろ、ＳＣを管理・運営する立場を指す場合のほうが現状では多い。

2017年12月末のＳＣ総数は3,217カ所（速報値）である。
以上
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＜会場のご案内＞

パシフィコ横浜
神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
TEL．045-221-2155

みなとみらい線（東急東横線・副都心線直通）
「みなとみらい駅」より徒歩5分

JR京浜東北線・横浜市営地下鉄
「桜木町駅」より徒歩12分、バスで11分、
タクシーで5分


