「第２４回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト」競技参加申込フォーム
SC情報・ディベロッパー情報、競技参加者情報を入力の上、ページ下部「入力内容確認ページに進
む」ボタンを押してください。
＜入力にあたって＞
1. SC名・店名・お名前のローマ字表記はご遠慮いただきますようお願いします。
その場合は全てカナ表記に変えてご記入ください。

2. 半角カナ、ローマ数字、(株)等の機種依存文字は使用できません。

3. 旧漢字は正しく表示されない場合があるため、常用漢字を使用してください。
4. 参加申込フォーム登録完了後、申込控えの印刷ページが表示されます。
印刷準備をして頂き必ず印刷をしてください。

SC情報・ディベロッパー情報
出場大会名

関東・甲信越大会（9月4日〜9月7日、10日、11日）

競技参加者数

3

名

SC名
・ローマ字表記は全てカナ表記に変えてください。

勝どきショッピングセンター

SC名ヨミ(全角カナ)

カチドキショッピングセンター

郵便番号(半角)

112

・半角カナ、ローマ数字、（株）等の機種依存文字は使用できません。

都道府県名
所在地
(例)中央区勝どき3-12-1

ホームページアドレス(半角)
(例)http://www.jcsc.or.jp/

SC館内大会について

0004

-

東京都
東京都文京区後楽1丁目4番14号

http://

www.jcsc.or.jp/

実施した

実施していない

SC館内大会参加人数（半角）
SC館内大会を「実施した」と回答された方は、SC館内大会に参加された
人数をご記入ください。

70

人

SC従業員数（半角）

1200

人

SC内店舗数（半角）

50

店舗

ディベロッパー企業名

・半角カナ、ローマ数字、（株）等の機種依存文字は使用できません。

勝どきSC開発株式会社

SCご担当者部署名・役職名

営業部・課長

SCご担当者名

月島晴美

SCご担当者e-mail(半角)
・コンテスト参加に係る一切の連絡はこちらのe-mailアドレス宛てとさせ
ていただきますので、必ず参加者の方にお伝えください。
・コンテストの円滑な運営のため、協会発行のメールマガジン「JCSC
NEWS」に登録させていただきます。

連絡先TEL（半角）

####@jcsc.or.jp

03

3536

-

-

8121

郵便番号
104

請求書送付先

・請求書に記載する、項目についてご記入ください。なお、部署名/役職
名に該当が無い場合は「無し」とご記入ください。
・ローマ字表記は全てカナ表記に変えてください。
・半角カナ、ローマ数字、（株）等の機種依存文字は使用できません。

-

0054

住所
東京都文京区後楽1丁目4番14号

マンション（ビル）名
後楽森ビル15階

企業名

※請求書の再発行はいたしかねますのでご注意ください。
※請求書の発送および参加料収納を（株）リアルに委託しています。お
申込み後、しばらく経っても連絡がない場合は、下記までお知らせくだ
さい。

問合せ先：（株）リアル 03-3238-0725

担当：山口

勝どきSC開発株式会社

部署名/役職名
営業部

ご担当者名
月島晴美

請求書に関しての連絡先（電話番号）
03

-

3536

-

8121

競技参加者情報
■競技参加者(1)
個人情報同意(必須)

同意する

当コンテストには個人情報利用規約に同意していただける方のみ参加でき
ます。

氏名

黒田京子

氏名ヨミ(全角カナ)

クロダキョウコ

出場部門
店名

ファッション・物販部門

・ローマ字表記は全てカナ表記に変えてください。

ダブリュ・ケイ

店名ヨミ(全角カナ)

ダブリュケイ

・半角カナ、ローマ数字、（株）等の機種依存文字は使用できません。

企業名

・半角カナ、ローマ数字、（株）等の機種依存文字は使用できません。

ホームページアドレス(半角)

有限会社麻布

www.####.co.jp

http://

業種(具体的に)

・ファッション・物販：婦人服・紳士服・子供服・呉服・靴・アクセサリ
ー・ファッション雑貨・化粧品・家具・家電・眼鏡・本・CDほか
・食品：野菜・肉・魚・果物・パン・和菓子・洋菓子・惣菜ほか

婦人服・ファッション雑貨

・飲食：日本料理・中華料理・喫茶店・居酒屋・ラーメン・ファーストフ
ードほか

・サービス：美容院・マッサージほか

販売歴(半角)

接客業に従事している通算年数をご入力ください。(例)Aホテルフロント
を1年8ヶ月、B専門店販売職を3年の場合は、4年8ヶ月となります。
販売歴が3年等の場合は、必ず3年0ヶ月とご入力ください。

競技設定(お客様がお店に立ち寄る曜日・時間)
ご入力がない場合こちらで設定させていただきます。

SC接客マイスター試験を受験されますか
※「はい」、「いいえ」のどちらかに必ずチェックしてください。

1

年

6

ヶ月

土曜日

15時

※SC接客マイスター試験のお申し込みはまだ完了しておりません。
別途、SCご担当者様あてにお申込み方法をメールでご案内いたします。

はい

いいえ

主なコンテスト持参商品
ご注意
コンテストに（商品が売れてしまって）違う商品をお持ちになられる場合は、コンテスト当日ご集合の際に、商品名(内容)を記入
したメモを運営スタッフにお渡しください。参加申込後の変更連絡は不要です。
持参商品は5点までとなります。商品は、サイズ・色違いも1点と数えますのでご注意ください。持参される商品で「男性用」「女
性用」「子供用」と分かれる場合には明記してください。
飲食・サービス店舗の方は、ご持参いただくメニュー表・カタログなどに記載されている主な商品・サービスをご記入ください。
商品カテゴリー・テイスト・価格帯など商品のイメージが掴めるようにご記入ください。
記入例：
１）アシンメトリートップス（ネイビー）6,800円
２）ボリュームブラウス（オフホワイト ）8,900円
３）ベルト付スカート風ガウチョパンツ（ベージュ）7,500円

４）リネンフレアスカート（イエロー）12,000円
５）革パンプス（ブラック）13,800円
※金額は税別。

主なコンテスト持参商品

１）アシンメトリートップス（ネイビー）6,800円¥n２）ボリュームブラ
ウス（オフホワイト ）8,900円¥n３）ベルト付スカート風ガウチョパンツ
（ベージュ）7,500円¥n４）リネンフレアスカート（イエロー）12,000円
¥n５）革パンプス（ブラック）13,800円 ¥n※金額は税別。

持参商品について

主に

男性用

女性用

子供用

男女兼用

■競技参加者(2)
個人情報同意(必須)

同意する

当コンテストには個人情報利用規約に同意していただける方のみ参加でき
ます。

氏名

東京太郎

氏名ヨミ(全角カナ)

トウキョウタロウ

出場部門
店名

食品・飲食・サービス部門

・ローマ字表記は全てカナ表記に変えてください。

中華壱弐参

店名ヨミ(全角カナ)

チュウカイチニサン

・半角カナ、ローマ数字、（株）等の機種依存文字は使用できません。

企業名

・半角カナ、ローマ数字、（株）等の機種依存文字は使用できません。

ホームページアドレス(半角)

株式会社上田

www.####.co.jp

http://

業種(具体的に)

・ファッション・物販：婦人服・紳士服・子供服・呉服・靴・アクセサリ
ー・ファッション雑貨・化粧品・家具・家電・眼鏡・本・CDほか

・食品：野菜・肉・魚・果物・パン・和菓子・洋菓子・惣菜ほか
・飲食：日本料理・中華料理・喫茶店・居酒屋・ラーメン・ファーストフ

中華料理

ードほか

・サービス：美容院・マッサージほか

販売歴(半角)

接客業に従事している通算年数をご入力ください。(例)Aホテルフロント
を1年8ヶ月、B専門店販売職を3年の場合は、4年8ヶ月となります。
販売歴が3年等の場合は、必ず3年0ヶ月とご入力ください

競技設定(お客様がお店に立ち寄る曜日・時間)
ご入力がない場合こちらで設定させていただきます。

SC接客マイスター試験を受験されますか
※「はい」、「いいえ」のどちらかに必ずチェックしてください。

8

年

5

ヶ月

火曜日

12時

※SC接客マイスター試験のお申し込みはまだ完了しておりません。
別途、SCご担当者様あてにお申込み方法をメールでご案内いたします。

はい

いいえ

主なコンテスト持参商品
ご注意
コンテストに（商品が売れてしまって）違う商品をお持ちになられる場合は、コンテスト当日ご集合の際に、商品名(内容)を記入
したメモを運営スタッフにお渡しください。参加申込後の変更連絡は不要です。

持参商品は5点までとなります。商品は、サイズ・色違いも1点と数えますのでご注意ください。持参される商品で「男性用」「女

性用」「子供用」と分かれる場合には明記してください。
飲食・サービス店舗の方は、ご持参いただくメニュー表・カタログなどに記載されている主な商品・サービスをご記入ください。
商品カテゴリー・テイスト・価格帯など商品のイメージが掴めるようにご記入ください。
記入例：
１）アシンメトリートップス（ネイビー）6,800円
２）ボリュームブラウス（オフホワイト ）8,900円

３）ベルト付スカート風ガウチョパンツ（ベージュ）7,500円

４）リネンフレアスカート（イエロー）12,000円
５）革パンプス（ブラック）13,800円
※金額は税別。

１）チャーハン 864円 ¥n２）醤油ラーメン 864円¥n３）あんかけかた
焼きそば 972円¥n４）麻婆豆腐セット 1080円¥n５）青椒肉絲セッ
ト 1080円 ¥n※金額は税込。

主なコンテスト持参商品

持参商品について

主に

男性用

女性用

子供用

男女兼用

■競技参加者(3)
個人情報同意(必須)

同意する

当コンテストには個人情報利用規約に同意していただける方のみ参加でき
ます。

氏名

築地花子

氏名ヨミ(全角カナ)

ツキジハナコ

出場部門
店名

食品・飲食・サービス部門

・ローマ字表記は全てカナ表記に変えてください。

ベジスウィーツ エービーシー

店名ヨミ(全角カナ)

ベジスウィーツ エービーシー

・半角カナ、ローマ数字、（株）等の機種依存文字は使用できません。

企業名

・半角カナ、ローマ数字、（株）等の機種依存文字は使用できません。

ホームページアドレス(半角)

有限会社エービーシー

www.####.co.jp

http://

業種(具体的に)

・ファッション・物販：婦人服・紳士服・子供服・呉服・靴・アクセサリ
ー・ファッション雑貨・化粧品・家具・家電・眼鏡・本・CDほか
・食品：野菜・肉・魚・果物・パン・和菓子・洋菓子・惣菜ほか
・飲食：日本料理・中華料理・喫茶店・居酒屋・ラーメン・ファーストフ
ードほか

洋菓子

・サービス：美容院・マッサージほか

販売歴(半角)

接客業に従事している通算年数をご入力ください。(例)Aホテルフロント
を1年8ヶ月、B専門店販売職を3年の場合は、4年8ヶ月となります。

0

年

8

ヶ月

販売歴が3年等の場合は、必ず3年0ヶ月とご入力ください

競技設定(お客様がお店に立ち寄る曜日・時間)
ご入力がない場合こちらで設定させていただきます。

SC接客マイスター試験を受験されますか
※「はい」、「いいえ」のどちらかに必ずチェックしてください。

金曜日

15時

※SC接客マイスター試験のお申し込みはまだ完了しておりません。
別途、SCご担当者様あてにお申込み方法をメールでご案内いたします。

はい

いいえ

主なコンテスト持参商品
ご注意
コンテストに（商品が売れてしまって）違う商品をお持ちになられる場合は、コンテスト当日ご集合の際に、商品名(内容)を記入
したメモを運営スタッフにお渡しください。参加申込後の変更連絡は不要です。
持参商品は5点までとなります。商品は、サイズ・色違いも1点と数えますのでご注意ください。持参される商品で「男性用」「女

性用」「子供用」と分かれる場合には明記してください。
飲食・サービス店舗の方は、ご持参いただくメニュー表・カタログなどに記載されている主な商品・サービスをご記入ください。
商品カテゴリー・テイスト・価格帯など商品のイメージが掴めるようにご記入ください。
記入例：
１）アシンメトリートップス（ネイビー）6,800円
２）ボリュームブラウス（オフホワイト ）8,900円

３）ベルト付スカート風ガウチョパンツ（ベージュ）7,500円

４）リネンフレアスカート（イエロー）12,000円
５）革パンプス（ブラック）13,800円
※金額は税別。

主なコンテスト持参商品

持参商品について

１）ケーキ1カット 350円 ¥n２）ケーキホール 1800円¥n３）季節のシ
ュークリーム 250円¥n４）カスタードプリン 300円¥n５）チョコレー
トプリン 300円¥n※金額は税別。

主に

男性用

入力内容確認ページに進む

ご登録される情報は、暗号化された通信(SSL)で保護され、 プライバシーマー
クやISO27001,ISO20000-1,ISO9001の認証を取得している 株式会社パイプドビ
ッツによる情報管理システム「スパイラル」 で安全に管理されます。

女性用

子供用

男女兼用

