
2月9日（火）10時スタート！初日はセミナーをWEBライブ中継！

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）全国大会実行委員会は、新型コロナウ
イルスの感染拡大を受け、 2021年1月にパシフィコ横浜で開催を予定しておりました「SCビジネスフェア

2021」を、 「 SC BUSINESS FAIR 2021 ONLINE 」としてオンラインにて、2021年2月9日（火）10時より開

催いたします。開催初日（2月9日）は、セミナーと新たに加えたパネルディスカッションで３本のWEBライ

ブ中継を行います。 当大会の開催告知をしていただけますと幸いです。

【SC BUSINESS FAIR 2021 ONLINE 】
会 期 2021年2月 9日（火）～16日（火）
アーカイブ公開 2021年2月18日（木）～28日（日）
出 展 者 数 106社
【出展社数内訳】（2021年2月5日時点）

◇ SC BUSINESS FAIR 2021 ONLINEの参加料は無料！まずは参加者登録（無料）をお済ませください。

◇ 100社超の出展者とセミナーから、ＳＣの「現在」と「未来」に関する情報をいつでも入手できます。

◇ オンライン開催のため時間や場所の制約がなく、会期中何度でもご参加いただくことができます。

プレスリリース

※お手数をおかけ致しますが、掲載媒体をお送り
くださいますようお願い申し上げます。掲載部分
をFAXにてお送りいただいても結構です。

広報担当：村松、瀧澤、横木、浅田
TEL．03-5615-8524 FAX．03-5615-8539
Email．

報道関係各位

2021年2月8日
SCﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ2020第19

第４5回日本ショッピングセンター全国大会

公式WEBサイト https://www.scbf.jp

～随時更新中～参加者登録はこちらから

＜本件に関するお問い合わせ先＞
（一社）日本ショッピングセンター協会
ＳＣビジネスフェア担当
TEL.03-5615-8526

ディベロッパー テナント サポート企業 DX・テクノロジー

106 36 30 27 13

出展者数内訳

出展者数
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SC新時代に向けた持続可能な働き方を考える

ニューノーマル社会に変革を迫られるSC
「Life Design Developer 」として地域に提供すべき価値とは何か

岩村康次
イオンモール㈱代表取締役社長

今後のSCのあり方・ディベロッパー編
コロナで変わるSCの方向性 ～リーディングカンパニーの変革から明日を読む～

＜パネリスト＞ ＜コーディネーター＞

山口正人
JR西日本SC開発㈱

代表取締役社長

若林 瑞穂
三井不動産㈱

商業施設本部

副本部長兼

商業施設営業一部長

森本雄司
㈱ルミネ

代表取締役社長

飯嶋 薫
㈱Ｒ･Ｂ･Ｋ
代表取締役

WEBライブ中継後は、2月11日より公式WEBサイトからオンデマンドで視聴していただけます。

流通展望 13：00～14：00

パネルディスカッション 14:30～16：00

パネルディスカッション 16：30～18：00

高野稔彦
住商アーバン開発㈱

特別顧問

福田三千男
㈱アダストリア

代表取締役会長

兼社長

山中拓郎
三菱地所リテール

マネジメント㈱

代表取締役社長

＜パネリスト＞ ＜コーディネーター＞
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記念講演①

「プラチナ社会」の実現を目指して

～コロナを奇貨として未来に向かおう～

小宮山宏
㈱三菱総合研究所 理事長

プラチナ構想ネットワーク 会長

東京大学 第28代総長

流通展望

ニューノーマル社会に変革を迫られるSC
「Life Design Developer 」として地域に提供すべき
価値とは何か

岩村康次
イオンモール㈱代表取締役社長

パネルディスカッション①

今後のSCのあり方・ディベロッパー編

コロナで変わるSCの方向性

～リーディングカンパニーの変革から明日を読む～

記念講演②

ポストコロナ－共感できる幸せな消費社会を築くために

山極壽一
京都大学名誉教授

パネルディスカッション②

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）委員会が目指す

『ＳＣ業界のＯＭＯ』と『従業員の接客専念体制の創出』

パネルディスカッション③

今後のSCのあり方・テナント編

テナント企業トップによるSCへの提言

〜これからのSCに望むこと〜

吉原直樹
㈱アルテ サロン

ホールディングス

創業会長

木山茂年
㈱サックスバーホール

ディングス

代表取締役会長

河村泰貴
㈱吉野家ホールディン

グス

代表取締役社長

飯嶋薫
㈱Ｒ･Ｂ･Ｋ 代表取締役

＜コーディネーター＞

＜パネリスト＞

＜パネリスト＞

林 直孝
㈱パルコ

執行役員CRM推進部

兼デジタル推進部担当

岩越逸郎
㈱アダストリア

上席執行役員

経営統括本部長

知久和男
タリーズコーヒージャパン㈱

事業開発本部事業開発

管理グループ

グループ長

＜コーディネーター＞

高野稔彦
住商アーバン開発㈱ 特別顧問

＜パネリスト＞

＜コーディネーター＞

山口正人
JR西日本SC開発㈱

代表取締役社長

若林瑞穂
三井不動産㈱

商業施設本部

副本部長兼

商業施設営業一部長

森本雄司
㈱ルミネ

代表取締役社長

大津武
JLLモールマネジメント㈱ 取締役会長
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パネルディスカッション SC経営士会

ＳＣ新時代に向けた持続可能な働き方を考える

パネルディスカッション ④ パネルディスカッション 東北支部

日本ショッピングセンター協会東北支部

東北の未来へ～震災復興１０年の歩み

秀方 純
イオンモール㈱

営業統括部

東北・北海道

事業部長

青山 貴博
女川町

総務課公民連携室

室長

佐藤繁
盛岡ターミナルビル㈱
SC営業本部
営業企画部
担当課長

＜パネリスト＞
＜パネリスト＞

ブノワ・ピケ
ネリー・ロディ
ジャポン
CEO

舟本恵
JR西日本SC開発㈱

カンパニー統括本部

開発戦略室 室長

ルシール
ル・ゴアレック

ネリー・ロディ
コンスーマー・トレンド&
シニア・インサイト.
エキスパート

＜コーディネーター＞

高野稔彦
住商アーバン開発㈱

特別顧問

＜コーディネーター＞

福田三千男
㈱アダストリア

代表取締役会長

兼社長

山中拓郎
三菱地所リテール

マネジメント㈱

代表取締役社長

小原 能和
仙台ターミナルビル㈱

取締役 SC事業本部

東北エリア開発センター

センター長

海外企業 プレゼンテーション

日本ショッピングセンター協会全国大会実行委員会

世界が変わる！コロナそして今後のSC業界トレンド

（北米・EU・台湾）

ナタリー デペトロ
ReedMidem（MAPIC）

ディレクター

マイケル馬
台湾ショッピング

センター協会

チェアマン

マークケルメジアン
アメリカン・ドリーム

CEO

若きSCリーダーによる未来への提言SCの未来を語ろ
う ～2021・私たちはどう生きるか～
デジタル・ローカル・マーケティングの各分野から、SC
の未来を描く！

＜パネリスト＞

澤邊亮
㈱SHIBUYA109

エンタテイメント

オムニチャネル事業部

MDプランニング部長

SHIBUYA109総支配人

坂口 絵美
大和リース㈱

流通建築リース事

業部運営企画部

運営企画課（東日

本担当）担当課長

中山亮
㈱トリニティーズ

代表取締役

パネルディスカッション 次世代SCテクノロジー研究会

Withコロナ対応からAfterコロナへ。SCの未来

～各社の対応事例から見えたSCの役割変化～

新島 豊
㈱パルコ

デジタル推進部

部長

林 直孝
次世代SCテクノロジー

研究会リーダー

㈱パルコ執行役員

＜パネリスト＞

髙橋信介
仙台ターミナルビル㈱

SC事業本部

東北エリア開発センター

副センター長

フィリップ・
デ・スーザ

JLLモールマネジメント㈱
シニアアドバイザー

澤邊亮
㈱SHIBUYA109

エンタテイメント

オムニチャネル事業部

MDプランニング部長

SHIBUYA109総支配人

＜パネリスト＞ ＜コーディネーター＞

＜コーディネーター＞

シンポジウム・セミナー ONLINE （敬称略）NEW

＜講 師＞

＜各回概要説明＞
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SC BUSINESS FAIR 2021 ONLINE 出展者一覧
2021年2月5日時点

NO ゾーン別 会社名／団体名

1 ディベロッパー イオンタウン

2 ディベロッパー イオンモール

3 ディベロッパー NTT都市開発

4 ディベロッパー ＯＭこうべ

5 ディベロッパー 大阪地下街

6 ディベロッパー 小田急ＳＣディベロップメント

7 ディベロッパー 京王電鉄

8 ディベロッパー 京阪グループ

9 ディベロッパー ザイマックスグループ

10 ディベロッパー サンシャインシティ

11 ディベロッパー JR東海グループ

12 ディベロッパー JR西日本グループ

13 ディベロッパー JR東日本グループ

14 ディベロッパー JLL&JLLモールマネジメント

15 ディベロッパー 住商アーバン開発

16 ディベロッパー セブン＆アイ・クリエイトリンク

17 ディベロッパー 相鉄グループ

18 ディベロッパー 大和ハウスグループ

19 ディベロッパー 東急グループ

20 ディベロッパー 東京ドームシティ

21 ディベロッパー 東神開発

22 ディベロッパー 東武グループ

23 ディベロッパー トヨタオートモールクリエイト

24 ディベロッパー 中日本エクシス

25 ディベロッパー 野村不動産グループ

26 ディベロッパー パルコグループ

27 ディベロッパー 阪急阪神不動産グループ

28 ディベロッパー ヒューリック

NO ゾーン別 会社名／団体名

29 ディベロッパー 三井不動産＆三井不動産商業マネジメント

30 ディベロッパー 三越伊勢丹グループ

31 ディベロッパー 三菱地所グループ

32 ディベロッパー メトロプロパティーズ

33 ディベロッパー 森ビル

34 ディベロッパー 八重洲地下街

35 ディベロッパー
UR都市機構　新都市ライフホールディング

スグループ

36 ディベロッパー ルミネ

37 テナント ＡＯＫＩホールディングス（ＯＲＩＨＩＣＡ）

38 テナント あそびの学校

39 テナント アダストリア

40 テナント いでぼく

41 テナント グルメ杵屋

42 テナント ゴーゴーカレーグループ

43 テナント KOKADO

44 テナント ここシェアーズ

45 テナント ジーアイビー

46 テナント ダイアナ

47 テナント 大創産業

48 テナント Ｔｒｅｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ

49 テナント 日本マクドナルド

50 テナント ハピネット・ベンディングサービス

51 テナント B-Rサーティワンアイスクリーム

52 テナント 三城

53 テナント Lamer fleur

54 テナント ワック

55 サポート RCTジャパン

56 サポート アイデム

（ゾーン別企業名50音順）

※網掛は初出展企業
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※網掛は初出展企業

（ゾーン別企業名50音順）

SC BUSINESS FAIR 2021 ONLINE 出展者一覧
2021年2月5日時点

NO ゾーン別 会社名／団体名

57 サポート アマノ

58 サポート エイムクリエイツ

59 サポート MS&Consulting

60 サポート 技研トラステム

61 サポート 九州ハイテック

62 サポート コンバートコミュニケーションズ

63 サポート ジーク

64 サポート ジェーシーエス

65 サポート ジオマーケティング

66 サポート スペース

67 サポート 丹青社

68 サポート デアイ（MAPIC）

69 サポート テラオカ

70 サポート 店研創意

71 サポート トリニティーズ

72 サポート ナンセイ

73 サポート 日経リサーチ

74 サポート 乃村工藝社

75 サポート バウハウス丸栄

76 サポート 平和マネキン

77 サポート ベルーフ

78 サポート ボスアンドブラザーズ・ジャパン

79 サポート リンレイ

80 サポート ワールド

81 サポート ワントゥワン

NO ゾーン別 会社名／団体名

82 DX・テクノロジー アイリッジ

83 DX・テクノロジー イースト

84 DX・テクノロジー NECネクサソリューションズ

85 DX・テクノロジー エヌ･ティ･ティデータ

86 DX・テクノロジー L is B

87 DX・テクノロジー クラウドポイント

88 DX・テクノロジー クリック＆モルタル

89 DX・テクノロジー コマースデザインプロダクト

90 DX・テクノロジー ゼンリンデータコム

91 DX・テクノロジー 空色

92 DX・テクノロジー 日本リテイルシステム

93 DX・テクノロジー バカン

94 DX・テクノロジー リゾーム

95 発見マルシェ USTUS

96 発見マルシェ UNAKEN

97 発見マルシェ WOTA

98 発見マルシェ EnPal

99 発見マルシェ KieKa合同会社

100 発見マルシェ コレパン

101 発見マルシェ ショップフォース

102 発見マルシェ タナカ産業

103 発見マルシェ 千葉ステーションビル

104 発見マルシェ バイザ・エフエム

105 発見マルシェ H.I.T WORLD

106 発見マルシェ 峰松本家


