
１月２２日（水）～２４日（金）
「第４４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２０２０ ／ 第２５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（会長：清野 智）では、2020年1月22日（水）～24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４４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２０２０、第２５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。22日（水）は、9：50から展示ホールにて「ＳＣビジネスフェア２０２０」のオープ

ニングテープカットを実施いたします。また17：00からは、本大会にあわせてアネックスホールにて「第２８期ＳＣ

経営士認定証授与式」を執り行います。

本大会3日間を通じ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２０２０

『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・運営事業者）をはじめ、テナント（専門店）、サポート企業などが出展します。今年度は、出展小間総数

570小間（商業ディベロッパー業界研究フェア等含む）にて開催します。また新企画として、『デジタルマーケティ

ング』『省人化・無人化』『キャッシュレス決済』『インバウンド対応』の4つをキーワードにした主催者企画ゾーン

「SC Tech Forum（SCテックフォーラム）」 をはじめ、今回で３回目となる「発見マルシェ」、講座数が前回より

大幅増となった「有料セミナー・無料セミナー」、学生のためのSC業界研究イベント「商業ディベロッパー業界研

究フェア」などを開催します。

公式WEBサイト https://www.scbf.jp

◆第２５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』

2019年9月～11月にかけて25日間、8つの支部大会を開催し、531のＳＣから1,107名が参加（昨年1,075名が

参加）し、各支部大会から選抜された28名の代表者が、1月24日（金）に開催する「第25回SC接客ロールプレイ

ングコンテスト全国大会」に出場します。支部代表者の中から、栄えある「大賞」、“ＳＣ接客日本一”を決定しま

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。

公式WEBサイト http://www.jcsc.or.jp/sc_convention/roleplaying/25taikai/25zenkoku
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ＳＣビジネスフェア２０２０ 開催概要
出展小間総数570小間（商業ディベロッパー業界研究フェア等含む）にて開催！

注目のポップアップストアや最先端テクノロジーの発信、セミナー講座数は前回から大幅増。

◆会 期 2020年1月22日(水）～24日(金） 10：00～18：00 （最終日は17：00まで）

◆入場 料 無料（展示ホール）

◆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

◆出展小間数 570小間（前回：253社564小間） ※商業ディベロッパー業界研究フェア等含む

【出展小間数内訳】（1月10日時点）

※最新の出展者情報等は、公式サイト（https://www.scbf.jp）をご覧ください。

◆来場者数（予定） 入場登録者数14,000人（延べ54,000人）（前回：入場登録者数12,576人延べ53,000人）

☞見どころ、聞きどころ

SC Tech Forum（SCテックフォーラム） 新企画

「SC Tech Forum」（協力／次世代ＳＣテクノロジー研究会）は、発見マルシェに続く新たな主催者企画ゾーン

です。ディベロッパーやテナントの実務者の声を受けて、「デジタルマーケティング」「省力化・省人化」「キャッ

シュレス決済」「インバウンド対応」の４つをキーワードに企画しました。大手企業やスタートアップ企業がテクノ

ロジーで共演。レ ジを通さずにキャッシュレス決済ができるウォークスルー型の実験店舗も設置します。出展

者は16社・41小間（共同出展含む）。ＳＣにおける最先端テクノロジーの情報をここから発信します。

発見マルシェ （１月22日・23日）

全国から魅力的な商材が集まる「発見マルシェ」。3回目となる今回は、話題のキッチンカーなど「食関連」の

出展が増加します。注目のポップアップストアの出店・運営支援など、いまＳＣが求める事業者が勢揃いする2

日間です。出展者はこれからの展開が期待される25社・40小間。

有料セミナー・無料セミナー

SC業界のみならず幅広い視点から、SC業界の今日的課題に対する提言や、今後のＳＣの在り方についての

議論を行います。「有料セミナー」は、充実の７講演！また前回に引き続き1講演毎にお申込みができ、1講演

6,150円（協会会員価格）と受講しやすい料金が魅力です。「無料セミナー」は、新たに設けたSC Tech Forumと

併せて、前回の29講演を大きく上回る全42講演を予定しています。

商業ディベロッパー業界研究フェア

パネルディスカッションや企業大喜利など各種コンテンツを通じて、学生がいま知りたいＳＣ業界の最新情報

や商業ディベロッパー企業社員の生の声を伝えます。
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出展者数 小間数
出展者数（小間数）内訳

ディベロッパー
テナント

（発見マルシェ含む） サポート企業
商業ディベロッパー
業界研究フェア

244 570 50（195） 83（158） 81（188） 30（29）

オープニングテープカット

◆日時：1月22日（水）9：50～10：00 ◆場所：展示ホール コンコース

＜出展者代表＞ JR西日本SC開発㈱ 代表取締役社長山口正人

中日本エクシス㈱ 代表取締役社長青山忠司

ダイアナ㈱ 代表取締役社長髙橋郁夫

ピーディーシー㈱ 代表取締役社長田中真吾

＜主催者代表＞ 副会長（全国大会担当） 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）

（敬称略）



有料セミナー・懇親パーティー

◆会場：パシフィコ横浜アネックスホール （敬称略）
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1月22日（水）

基調講演① （13:00～14:10）

「2020」、その先へ、今を輝かしい転換点に～新国立競技場、

JR高輪ゲートウェイ駅に込めた新しい時代のあり方～

隈 研吾
建築家

基調講演② （14:25～15:35）

東急グループが考えるグローバルな都市開発

～東急の100年構想実現に向けた戦略

野本弘文
東急㈱ 代表取締役会長

基調講演③＆クロストーク （15:50～17:00）

お客様の立場で考えるAmazonのビジネスモデルと戦略

ジャスパー チャン
アマゾンジャパン（同） 社長

懇親パーティー （18:00～19:30）

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。

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。

1月23日（木）

基調講演④ （10:30～11:40）

〜30期連続増収増益〜ヤオコーが元気な理由

川野幸夫
㈱ヤオコー 代表取締役会長

テーマ講演① （12:40～13:50）

スポーツとコミュニティーと商業の新しい融合

池田純
横浜DeNA ベイスターズ 初代球団社長

（一社）さいたまスポーツコミッション 会長

テーマ講演② （14:05～15:15）

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」

マザーハウスが目指す、ビジネスと社会性の両立

山崎大祐
㈱マザーハウス 代表取締役副社長

パネルディスカッション～（15:30～17:30）

ベストなESを目指したSCの取組みについて

〜ES大賞ディベロッパー2社とテナント企業が考える

ESの最適解〜

平川敏彦
札幌駅総合開発㈱

代表取締役社長

川井敏行
静鉄プロパティマネジメント㈱

代表取締役社長

濱田博人
㈱ナノ・ユニバース

代表取締役社長

㈱TSIホールディングス

執行役員

高野稔彦
住商アーバン開発㈱ 特別顧問

＜コーディネーター＞

＜パネリスト＞

Photo©J.C.Canbonne

米倉誠一郎
法政大学大学院教授

一橋大学イノベーション研究センター名誉教授

わ け



第２５回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会
1月24日（金）、支部代表28名がＳＣ接客日本一を競う！

当協会では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４４回日本ショッピングセンター全国大会の3日目、1月24日（金）に、「第２５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。
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◆会期 2020年1月24日（金） 12:00～19:10

◆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 28名(食品・飲食・サービス部門･･･10名、ファッション・物販部門･･･18名)

◆見学者数 延べ2,400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

12:20～13:40 No.1～10（10名）

13:40～14:20 休憩

14:20 ファッション・物販部門 競技スタート

14:20～15:10 No.11～15（5名）

15:10～16:00 No.16～20（5名）

16:00～16:20 休憩

16:20～17:40 No.21～28（8名）

17:40 競技終了

17:50～18:40 審議／トークセッション

18:40～19:10 表彰式

19:10 コンテスト終了

トークセッション（17:50～18:10）

「トークセッション！vol.4 トッププロの接客解体新書

～全国大会大賞受賞者が語る、接客販売とは～」

＜コーディネーター＞＜パネリスト＞

高見 幸男
所属SC：岡山一番街

店名：リーガルシューズ

（第24回大会大賞）

坂本 りゅういち
kocori（ここり）代表

（敬称略）



第２５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 10名】 （敬称略）
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競技
No.

氏名 SC名 店名 支部

1 佐藤 由佳 アトレ亀戸店 トゥ・ザ・ハーブズ 東京
2 藤原 麻由 エビスタ西宮 カルディコーヒーファーム 近畿
3 木幡 春花 エスタ 柳月 北海道
4 中村 将之 プライムツリー赤池 やなか珈琲店 中部
5 島谷 愛美 さんすて福山 ドトールコーヒーショップ 中国・四国
6 佐藤 寛子 ペリエ海浜幕張 ユーハイム 関東・甲信越
7 大島 正行 三井アウトレットパーク 仙台港 タリーズコーヒー 東北
8 佐藤 奈緒 アトレ目黒店 とらや 東京
9 後藤 昭子 鹿児島中央駅みやげ横丁 月揚庵 九州・沖縄
10 上原 夕佳里 イーアスつくば ルピシア 関東・甲信越

競技
No.

氏名 SC名 店名 支部

11 村田 優美 天神地下街 キールズ 九州・沖縄
12 磯部 龍太郎 イオンモール八幡東 クレアーズ 九州・沖縄
13 鈴木 理紗 ラスカ小田原 キタムラケイツウ 関東・甲信越
14 岩本 紗季 阪急西宮ガーデンズ キャサリンロス 近畿
15 江頭 つぐみ 丸の内二丁目ビル トゥモローランド 東京
16 川畑 建人 イオンモール伊丹 ザショップティーケー 近畿
17 中能 里穂 ゆめタウン廿日市 アズールバイマウジー 中国・四国
18 阿部 香南子 イオンモール高崎 アモスタイル バイ トリンプ 関東・甲信越
19 黒子 愛 東急プラザ蒲田 ニコアンド 東京
20 井上 裕文 ららぽーとエキスポシティ シップス 近畿
21 江口 千賀子 アトレ恵比寿 ニールズヤードレメディーズ 東京

22 桐生 彩希 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

関東・甲信越

23 野地 茜 エスパル福島 グローブ 東北
24 櫻井 渉 新静岡セノバ ビームス 中部
25 黒田 玲 イオンモール浦和美園 エースコンタクト 関東・甲信越
26 原野 祐輔 さんすて岡山 シップス 中国・四国
27 水谷 祐亮 札幌ステラプレイス マンハッタンポーテージ 北海道
28 藤井 謙士郎 土岐プレミアム・アウトレット タケオキクチ 中部

【ファッション・物販部門 18名】 （敬称略）

＜前回（第２４回）大会の様子＞



第２８期ＳＣ経営士認定証授与式

1月22日（水）17:00よりアネックスホールにて「第２８期ＳＣ経営士認定証授与式」を執り行います。

【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Ｓ

Ｃ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。

＜第２８期ＳＣ経営士合格者一覧＞ （敬称略・氏名50音順）
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No. 氏名 企業名

1 淺原 和仁 イオンモール㈱

2 天生目 翔子 ㈱ルミネ

3 荒木 明徳 福岡地所㈱

4 飯田 仁子 西日本鉄道㈱

5 飯田 暁 ㈱ルミネ

6 石川 博行 ㈱パルコ

7 石田 徹 三井不動産㈱

8 石見 康太 ㈱ルミネ

9 井出 由美子 ㈱丸井

10 伊藤 健司 ㈱三越伊勢丹

11 糸永 麻子 住友商事㈱

12 井上 裕崇 ㈱新都市ライフホールディングス

13 今井 洋平 ㈱紀ノ國屋

14 梅岡 顕太郎 ㈱ザイマックスアルファ

15 沖重 剛志 ㈱千葉ステーションビル

16 荻原 美穂 ㈱ルミネ

17 香月 広 ㈱ベルーフ

18 川崎 裕史 ㈱ザイマックスアルファ

19 久保 隼弥 ㈱ビーエーシー･アーバンプロジェクト

20 九門 寛基 ＪＲ西日本ＳＣ開発㈱

21 河野 彰太 ㈱ビーエーシー･アーバンプロジェクト

22 佐藤 啓央 仙台ターミナルビル㈱

23 柴田 聡 山陽ＳＣ開発㈱

24 清水 純 ㈱ＪＲ西日本コミュニケーションズ

25 須堯 一樹 イオンモール㈱

26 鈴木 歩人 ㈱ルミネ

27 関口 直樹 ＪＲ東京西駅ビル開発㈱

28 高長 康博 ㈱ビーエーシー･アーバンプロジェクト

29 高橋 明佳 豊田まちづくり㈱

30 高橋 尚徳 ㈱大丸松坂屋百貨店

31 髙橋 昌剛 ㈱東急モールズデベロップメント

32 田口 将太郎 ㈱ジェイアール東海髙島屋

33 武原 美緒 イオンモール㈱

34 谷河 洋通 イオンリテール㈱

35 角田 匡平 京王電鉄㈱

No. 氏名 企業名

36 鶴丸 義一 西日本鉄道㈱

37 徳久 愛子 西日本鉄道㈱

38 那須 学 ㈱ルミネ

39 新村 龍 ㈱ルミネ

40 西村 昭宏 ㈱船場

41 乳井 孝憲 ㈱錦糸町ステーションビル

42 白田 有香梨 ㈱ルミネ

43 畠中 崇行 ㈱プライムプレイス

44 羽尾 京士 イオンモール㈱

45 福本 仁美 中国SC開発㈱

46 藤田 允 ㈱ジェイアール西日本デイリーサービスネット

47 牧野 宏俊 阪急阪神リート投信㈱

48 松浦 厚 大和情報サービス㈱

49 三野 洋祐 ㈱ジェイアール西日本デイリーサービスネット

50 村田 大輔 西日本鉄道㈱

51 村林 慶一 東日本旅客鉃道㈱

52 森 亮太 三菱地所リテールマネジメント㈱

53 守田 陽 ㈱リゾーム

54 吉戒 祥太郎 西日本鉄道㈱

55 渡辺 秀和 ㈱横浜ステーシヨンビル



【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、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。

会長 清 野 智 東日本旅客鉃道㈱ 顧問
副会長 村 上 教 行 イオンモール㈱ 顧問
〃 青 柳 雄 久 三井不動産商業マネジメント㈱ 代表取締役社長
〃 竹 内 彰 雄 片倉工業㈱ 相談役
〃 福田 三千男 ㈱アダストリア 代表取締役会長兼社長
〃 椋 本 充 士 ㈱グルメ杵屋 代表取締役社長

専務理事 古 屋 雅 弘 (一社)日本ショッピングセンター協会
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◆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がある。
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。

以上

会員数（2020年1月1日）
第一種正会員 322社 第二種正会員 313社 賛助会員 324社 ／ 合計 959社

＜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


