第29期(2020年度)

ＳＣ経営士試験
受 験 案 内

新型コロナウイルス感染拡大に伴う試験の対応について

第 29 期（2020 年度）SC 経営士試験は、予定どおり実施することを前提としておりますが、今
後、国内で新型コロナウイルスの感染が拡大し、国や自治体から実施中止要請等がなされた場
合には、試験の中止、会場変更等の事態が生じることとなります。
また、状況に鑑み、試験会場数の縮小や申込期間の短縮等を行う可能性があります。
さらに、お申込みいただいた後、試験当日までの間に、会場単位での実施の中止や規模の縮
小を行う可能性もあります。このような事態が発生した場合には、直ちに当協会ホームページに
公開いたしますので、適宜ご確認いただきますようお願いいたします。
なお、試験実施に関する電話での照会はお控えくださいますようお願いいたします。

＜試験当日について＞
・新型コロナウイルス感染症に罹患している恐れのある受験者は、受験をお控えください。
また、発熱や咳などの症状がある場合も極力受験をご遠慮くださいますようご協力をお願いい
たします。
・感染者拡大防止の観点から、試験中、発熱や咳が激しい等の症状が見られる受験者には受
験のお断り、座席の移動等をお願いする場合があります。
・試験当日は、マスクの着用、手洗い・うがいなど、各自での感染防止対策に十分ご留意くださ
い。
なお、本人確認のために、一時的にマスクを外していただくことを試験官が指示いたしますが
その際はご理解のほどよろしくお願いいたします。
・試験中に体調不良になった場合は、直ちにその旨を試験官にお申し出ください。
・試験官がマスクを着用して対応することを励行しております。
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試験申込から合格･登録までの流れ

受験申込受付期間
2020年6月1日(月)～6月30日(火)
受験料(22,000円)振込
6月30日(火)まで
一次試験受験票発送 7月下旬～8月上旬
一次試験
9月9日(水) 9:45～16:30
東京会場 フォーラムエイト
大阪会場 天満研修センター
一次試験合格発表(Web) 9月25日(金)10時
業務経歴書提出締切 10月2日(金)
一次試験合格証明書発送 10月上旬
二次試験受験有資格者発表(Web)
10月9日(金)10時
二次試験(論文提出締切) 11月9日(金)
二次試験(口頭試問)
12月8日(火)
天満研修センター
12月10日(木)･11日(金) 日本ショッピングセンター協会
合格発表(Web) 12月22日(火)10時
認定証授与式 2021年1月27日(水)
日本ショッピングセンター全国大会にて
12月下旬
登録料16,500円振込＆個人原票提出
2021年2月
SC経営士登録
登録証及びSC経営士バッジ送付
2021年4月
※やむを得ない事由により、日程等を変更する場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。
※ＳＣ経営士に認定された方は自動的に、ＳＣ経営士会の所属となります。
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１．ＳＣ経営士になるためには
ＳＣ経営士は一般社団法人日本ショッピングセンター協会が認定する資格制度であり、1992年に
創設されました。ＳＣ経営士とは、ＳＣ(ショッピングセンター)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のことをいいます。
ＳＣ経営士になるためには、当協会が実施するＳＣ経営士試験に合格することが必要です。
試験はＳＣに関する専門知識や能力について筆記試験(一次試験)と論文および口頭試問(二次試
験)を実施します。この試験に合格し登録された方を、ＳＣ経営士として認定しています。

２．受験資格
一次試験は年令、学歴、職歴等に関係なく、誰でも受験することができます。
ただし、二次試験(論文と口頭試問)は、次のいずれかの条件を満たす方が受験できます。
(1)ＳＣ事業に関連した職種で、5年以上の実務経験を有すること。
(2)実務経験が5年に満たない場合は「一次試験合格者」とし、一次試験合格後10年以内に受験
の前後の実務経験を合算して、通算5年以上の実務経験を経た後、資格審査を経て二次試験
を受験できるものとする。
＊実務経験年数を計算するに当たっては、2020年9月30日時点を基準とする。
＊二次試験受験資格については業務経歴書に基づいて、当協会ＳＣ経営士試験実
行委員会で審査する。
＊業務経歴書に虚偽の記載があった場合は、受験資格および合格後のＳＣ経営士
資格を取り消すこともある。
＊一次試験合格者には、
「一次試験合格証明書」を発行する。

※ なお、ＳＣアカデミー修了生は二次試験が免除されます。修了生は必ず受
験申込書に修了期を記し、修了証のコピーを添付してください。
今年度は１～１３期生の方が有効です。

一般社団法人日本ショッピングセンター協会の会員ではない試験合格者がＳＣ経営士に
なるには、会員になっていただくことが条件になります。

【参考】ＳＣとは、「一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」
をいいます。
ＳＣ＝ショッピングセンター
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３．一次試験実施日
2020年9月9日(水) 東京/大阪
４．一次試験会場
試験会場

会

場 名

東京会場

フォーラムエイト

大阪会場

天満研修センター

所 在 地
東京都渋谷区道玄坂2-10-7
新大宗ビル

電話番号
03-3780-0008
06-6354-1927

大阪市北区錦町2-21

＊詳細につきましては、受験者に直接お送りします。

５．一次試験科目と試験時間
Ａ

科
目
ＳＣ経営戦略

時
間
9:45～11:15

退室可能時間
10:45～11:10

所要時間
90分

Ｂ

経済一般

11:30～12:15

12:00～12:10

45分

75点

Ｃ

商業一般

13:15～14:00

13:45～15:10

45分

75点

Ｄ

ＳＣ管理

14:15～15:15

14:55～15:10

60分

100点

Ｅ

ＳＣ開発

15:30～16:30

16:10～16:25

60分

100点

300分

500点

計

点数配分
150点

＊受験科目の順番につきましては、申込状況(免除科目)により変更になる場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。
＊解答方法は、マークシート方式となります。
＊一次試験当日のご案内は後日、受験者に直接お送りします。

６．一次試験の出題範囲
科

目

Ａ SC経営戦略
SC経営において、総合的に
必要とされる知識があるかを
判断する。

Ｂ SC開発
SCを開発するうえで必要とな
る知識があるかを判断する。

Ｃ SC管理
SCを管理・運営する上で必要
な知識があるかを判断する。

Ｄ 商業一般
SC･流通業･小売業に対する
知識があるかを判断する。

Ｅ 経済一般
SCを取り巻く経済問題につい
ての知識を判断する。

主な範囲
(１)SC 業界の動向、ビジネスモデル、経営戦略
(２)SCの経営戦略を構成する経営資源である「人・組織」「マーケティ
ング」
「財務」「情報」などの基本的知識とデジタル技術の活用
基本調査／用地の取得／開発法規／SCの基本計画(コンセプト・収支計
画･駐車場など)／環境対策／SC開発に関するマーケティング／開発動向
／テナントのトレンド／テナントミックス・ゾーニング／建築施工と工
事監理／リーシング／出店契約／事業収支／ファイナンス／
リニューアル など
SCマネジメント／SC管理に関するマーケティング／テナントリレーショ
ン／契約管理／アカウント／プロモーション／顧客管理／グローバリゼ
ーション／リスクマネジメント／施設管理／CSR／リニューアル計画／
SC管理に関する法律等／営業分析／テナント会／CS・ES／IT・AI など
流通業界動向／流通一般に関する知識／経営分析／財務／消費動向／専
門店経営に関する知識／流通・小売業のマーケティング など
日本経済／経済政策／地域経済・社会／SCを取り巻く経済・社会の情勢
／経済指標／経済用語 など
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７．免除科目
当協会通信教育講座(ＳＣ開発講座･ＳＣ管理運営講座)を修了し、且つ優秀賞を受賞された方はＳ
Ｃ開発、ＳＣ管理科目の受験が免除となります(下記の表参照)。
免除科目以外の科目の合計得点で合否を判断します。
テキスト：2012年8月以降発行のテキスト(発行「一般社団法人日本ショッピングセンター協会」)

テキスト(デザイン例)

免除対象一覧
通信教育講座

条件

開発講座
管理運営講座

【免除科目の
優秀賞
有効期限】5年間

開発･管理両講座

免除科目
SC開発

SC管理

免除

－

－

免除

免除

免除

＊2020年3月31日までの消印がある方は、今期の修了及び優秀賞の対象となります。

【免除科目の有効期限5年間の考え方】
・受験をする前年度末日(3月31日)を基点に、そこからさかのぼった5年間を有効期限とします。
例)2020年度に受験をする場合
免除対象者の修了年月日･･･2015年4月1日～2020年3月31日
受験年
免除対象期間
度
2015年度(H27)
2016年度(H28)
2017年度(H29)
2018年度(H30)
2019年度(H31)
2020年
2015年4月1日
2016年4月1日
2017年4月1日
2018年4月1日
2019年4月1日
度
～
～
～
～
～
2016年3月31日
2017年3月31日
2018年3月31日
2019年3月31日
2020年3月31日
＊免除科目の変更は、受験申込受付後は認められませんので、あらかじめご了承ください。
＊免除申請をする場合、優秀賞賞状のコピーを必ず同封してください。
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８．受験申込手続き
必要書類を同封のうえ、受付期間内に協会事務局まで簡易書留にてお送りください。
(1)申込受付期間
2020年6月1日(月)～6月30日(火)
6月30日(火)の消印有効です。6月30日(火)を過ぎた消印のものは受付できませんので、あらか
じめご了承ください。
(2)受験手数料

22,000円(消費税込み)
※受験料は、いかなる理由があろうと返金いたしません。ただし、新型コロナウイルス感染
拡大等の影響による試験の中止または延期の場合は受験料を返金いたします。
※再チャレンジ時も受験料の同額が発生いたします。
※受験手数料は、下記の指定銀行に振込手数料をご負担の上、お振込みください。
口座名義
預金の種類
振込銀行

漢 字 表 記
カタカナ表記
普通預金
みずほ銀行
三菱ＵＦＪ銀行
三井住友銀行

一般社団法人日本ショッピングセンター協会
シャ）ニホンショッピングセンターキョウカイ
虎ノ門支店
築地支店
東京中央支店

№２１４０２０７
№０８９２８９２
№１０７６０５２

※請求書･領収書は発行いたしません
(3)受験申込方法
受験申込書･受験票※に必要事項をご記入のうえ、(4)の必要書類を揃え申込期間内に協会事務
局宛お送りください。その際、角型2号封筒(A4版用紙が入る大きさ)を使用し、簡易書留でお
願いします(10頁の宛名をご利用ください)。1社で複数人分をまとめていただいても結構です。
※当協会Web(http://www.jcsc.or.jp/sc_education/keieishi/test)からダウンロードしてください。

・記入事項は太線の枠内のみワードでご記入ください。
・受験番号、事務局記入欄はご記入いただかなくて結構です。
→記入方法については次頁の記入例をご参照ください。
(4)必要書類
以下の書類をクリアファイルに入れ(クリップ・ステープラー等不用)、上記角型2号封筒に同封してください。
①受験申込書･受験票(所定の用紙)
ら※
②写真２枚(縦4.5cm×横3.5cm)
れす
写真の裏面に氏名を記入し、受験申込書･受験票の所定欄２か所に貼付してください。
まべ
・脱帽、無背景、正面から写したもの
せて
※写真はデータで貼り付けても結構です。
・顔の大きさが2cm以上のもの
んが
の揃
・3か月以内に撮影したもの
でっ
③(金融機関が発行する)振込金受取書やご利用明細票のコピー、あるいはネットバンキング
、て
における振込受付や振込内容照会画面のコピー(原本は必ずお手元で管理しておくことを
注い
意な
お奨めします)
しい
④一次試験科目免除を申請する場合は資格取得を証明する通信教育講座修了証書、優秀賞賞
てと
状などのコピー、二次試験科目免除を申請する場合はSCアカデミー修了証のコピー
く受
だけ
⑤返信用封筒1通
さ付
角型2号封筒に450円切手を貼付し、自分の宛名を明記してください。宛名には○○宛、○○行
いけ
きではなく○○様と記載し、返信用封筒の裏には下の協会住所を貼ってください。受験票等の
。
送付に使用します。おもて面には赤字で 簡易書留 と記してください。

２⑤ 表
号返 面
封信 ⇒
筒用
見角
本型

112-0004
東京都文京区後楽1丁目4番14号
後楽森ビル15階

裏
面

450円
切手

○○○○○○
ご自分の住所･お名前

○○ ○○ 様

一般社団法人日本ショッピングセンター協会
「ＳＣ経営士試験」担当

簡易書留
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【ＳＣ経営士試験受験申込書･受験票記入例】
＊Wordで入力してください。
苗字と名前の間は
１字あけてくださ
い。
新姓、旧姓を使い
分けている方は、
その旨分かるように
してください。

ご自宅の連絡先
をご記入ください。
勤務先へ送 付希
望の方は、ここを
○で囲んでくださ
い。

太線の枠内のみ
ご記入ください。

※

こちらからお送りし
た添付資料を見
ることができるメー
ルアドレスを記載
してください。

お勤めしていない
方は記入しなくて
結構です。

申請する免除科
目および科目免
除に必要な保有
資格に✔点をお
つ け く だ さ い (6 ペ
ージ参照)。

写真をのりで貼っ
てください。

どちらかに✔点を
おつけください。

※
太線の枠内のみ
ご記入ください。

※

※ 一次試験免除の方は、
この欄のみで結構です。

９．受験申込にあたっての注意事項
(1)受験申込みに必要な書類は必ず簡易書留郵便にて2020年6月30日(消印有効)までにお送りくだ
さい。１社から複数名受験される場合は、まとめてお申し込みいただいても結構です。
(2)受験票は、7月下旬～8月上旬にお送りします。万が一受験資格がない場合は、その旨ご連絡しま
す。8月17日(月)を過ぎても届かない場合は、当協会までお問い合わせください。
(3)写真は、ＳＣ経営士資格取得後に発行します登録証(カード)にも使用しますので、無背景であ
る程度画質のいいものを添付してください。
(4)提出書類に不備(返信用封筒が入っていない、切手が貼っていない、指定の大きさの封筒でない、
振込を証明するコピーが入っていない 等々)があり受付できない場合は、直接ご本人にご連絡
します。
(5)申し込み受付終了後、住所変更などが生じた場合は、e-mail、ＦＡＸまたはハガキにて協会まで
ご連絡ください。同時に旧住所の集配郵便局へ転居の届出を行ってください。
(6)今回取得します皆様の個人情報を主に、
「ＳＣ経営士試験」を実施するために利用します。詳細
は当協会ホームページをご覧ください。http://www.jcsc.or.jp/about_jcsc/privacypolicy
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１０．二次試験(論文提出および口頭試問)
実際にＳＣの開発および管理運営、マネジメントを行うことができる実務能力とＳＣ経営士とし
ての適任性について、論文と口頭試問を実施し総合的に判断します。口頭試問の時間は約10分です。
論文のテーマ、口頭試問の当日のご案内などにつきましては、二次試験受験資格審査合格者の方に
直接ご連絡します。

１１．二次試験受験有資格者の有効期間
二次試験受験資格(SC実務経験5年以上)を得てから2年間です(最大2回、再受験可能)。再度受験す
る場合は、二次試験(論文、面接)から受験していただきます。この際の受験料は発生しません。
前回、前々回、二次試験が不合格だった方で今回再チャレンジされる方は、申込書の※の欄(左頁
記入例参照)のみご記入のうえ「７．受験申込手続き」に則って、
「一次試験合格証明書」のコピーと
併せてお送りください。

１２．合格発表
一次試験、二次試験の結果は、協会Web上にて発表します。電話などによる合否のお問い合わせ、
採点に関する照会には一切応じられませんので、あらかじめご了承ください。

１３．ＳＣ経営士の登録
ＳＣ経営士登録に必要な項目は、次のとおりです。
①個人原票
②登録料(15,000円＜税別＞、有効期間5年間)
③同意書(ＳＣ経営士名簿掲載)
認定証授与式の際に、登録方法案内、個人原票記入用紙、登録料請求書等をお渡しいたしま
す。欠席された方には直接お送りします。
また5年に1度、登録更新が必要となります。登録更新につきましても、直接ご本人にご案内
します。
※当協会の会員ではない試験合格者がＳＣ経営士になるには、会員になっていただくことが条件に
なります。

１４．参考図書
下記書籍は一次試験受験の参考図書です。
① 第３版 SC Management Book(2016年11月発行)
② ＳＣ白書(2018年～2020年度版)
③ 通信教育テキスト(ＳＣ開発講座、ＳＣ管理運営講座)
④ ＳＣテナントスタッフハンドブック
⑤ 月刊「SC JAPAN TODAY」(2018年4月号以降)
⑥ ショッピングセンター用語辞典 第３版
＊①については受験者限定割引特典があります。11ページの専用申込書をご利用ください。
＊②③④⑤をご入用の方は、協会Webからお申し込みください(http://www.jcsc.or.jp/sc_magazine/books)。
＊⑥については書店でお求めください。
※Web上に掲載の過去問題(http://www.jcsc.or.jp/management/qanda.html)も参考にしてください。

１５．お申し込みおよびお問い合わせ
一般社団法人日本ショッピングセンター協会 ＳＣ経営士試験担当
〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号 後楽森ビル15階
TEL 03-5615-8523
FAX 03-5615-8539
e-mail sckeieishi@jcsc.or.jp
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◎受験申込書をお送りいただく際、切り取ってご使用ください。

112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号
後楽森ビル15階

一般社団法人日本ショッピングセンター協会

「SC経営士試験」担 当

簡易書留

宛

SC経営士受験申込書類在中

◎住所等の変更をご連絡いただく場合、ご利用ください。

e-mail

sckeieishi@jcsc.or.jp

FAX番号
宛 先

０３－５６１５－８５３９
一般社団法人日本ショッピングセンター協会

｢ＳＣ経営士試験｣担当
年

第29期(2020年度)ＳＣ経営士試験
受験番号

住所等変更届

２９－
変更前

変更後

フリガナ

ご氏名
〒

〒

〒

〒

ご自宅住所
ご自宅電話番号
会社･団体名

お
勤
め
の
方

ご住所

部署･役職名
電話番号
FAX番号

E-mailアドレス

11

月

日

SC経営士29期受験者限定特典

第３版「SC Management Book」特別販売
本書によって、“SC経営とは何か、SCが抱えている諸課題を解決するためのヒント”が解ります。
このたび第29期SC経営士試験を受験されるみなさまに、特別価格として10％引きで販売することになりました。ぜひ
この機会にお申込みください。なお特典は本申込書での申込みに限られていただきます。また、お一人様１部(２分
冊)のみです。お申込みの締切りは6月30日までです。
第一部

第5章 ＳＣ経営と法律

はじめに
第1章 ＳＣの経営環境の変化
第1節 社会・経済環境の変化
第2節 ＳＣと流通・サービス業の状況
第3節 地域活性化とＳＣ

第2章 ＳＣ経営戦略
第1節 多様化するＳＣの事業形態
第2節 ＳＣマーケティング戦略
第3節 ＳＣマーチャンダイジング戦略

第3章 ＳＣ開発戦略
第1節 ＳＣのオーナーシップ
第2節 ＳＣ開発成功のための条件
第3節 ＳＣ開発における昨今の傾向

第4章 ＳＣ運営管理戦略

第1節 ＳＣの開発に関する法律
第2節 ＳＣマネジメント及び環境問題に関する法律

第二部
第6章 “ポスト2020のＳＣ事業に影響を及ぼす社会変動テーマ10”
第1節 日本のＳＣの未来－少子高齢化社会への適応
第2節 グローバリゼーション インバウンドとＳＣ
第3節 ＥＣの成長と流通革命
第4節 東北大震災に学ぶ防災・耐震化とＳＣの役割
第5節 MIXED USE PROJECT～人を集めるまちづくり
第6節 コンパクトシティ（中心市街地再開発）＆サードプレイスの創造
～商業施設からのまちづくり～
第7節 環境施策とＳＣ開発
第8節 ミレニアム世代の台頭と消費性向
第9節 「国土のリノベーション」と地方のＳＣに求められる事業再構築力
第10節 モール専門店の未来像

第1節 ＳＣの運営戦略
第2節 ＳＣ事業の継続性
第3節 ＳＣの人材戦略

●特徴●
○第一部(本編)と第二部(別冊)で構成されています。
○第一部はSCの戦略的経営の現状分析と方向性について、第二部では2020年に向けた10の課題を専門的に
分析しています。
発 行 日
体
裁
定
価
会員割引

2016年１１月２５日
Ａ４版
第一部 160ページ、第二部 100ページ
8,800円(消費税・送料込み) ⇒ 7,920円(消費税･送料込み)
5,500円(消費税・送料込み) ⇒ 4,950円(消費税･送料込み)

受験者以外の方には、この割引
価格は適用されません。

●下記の申込用紙を、受験申込書に同封してお送りください。
〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号 後楽森ビル15階
電話：０３－５６１５－８５１０
FAX：０３－５６１５－８５３９
Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.jcsc.or.jp/

キ

リ

ト

リ

●特別価格：第３版「SC Management Book」申込書●

SC経営士29期受験者限定
２０２０年

貴社名
ご担当者名

部署･役職名

所在地(〒)
電話番号

ＦＡＸ番号

メールアドレス

12

月

日

