
■ 開催要領 
名　　称　第32回日本ショッピングセンター全国大会「ビジネスフェア」 
 

会　　期　2008年1月22日（火）～24日（木） 
 　　　　　　　  　22 日（火）　11：30～18：00 
 　　　　　　　  　23 日（水）　10：00～18：00 
 　　　　　　　  　24 日（木）　10：00～16：30 
 

会　　場　パシフィコ横浜　展示ホールA・B 
　　　　　URL：http://www.pacifico.co.jp/visitor/accessmap.html 
 

予定出展小間数　約400小間 
 

予定来場者数　　30,000人 
 

入場料　　　　　無　料 
 

入場・登録方法 

・事前にお申込みいただかなくても結構です。直接会場受付までご来場ください。 
・ご入場に際しては、名刺2枚をご用意ください。 
名刺がない場合は、招待状に必要事項をあらかじめご記入のうえ、お持ちください。 
招待状は協会Webサイトよりダウンロードしてください。 
　 

主　　催： 
（社）日本ショッピングセンター協会 
 

後　　援：　　　　　　 
経済産業省・国土交通省・農林水産省・中小企業庁 
横浜市経済観光局・日本経済新聞社・繊研新聞社・日本繊維新聞社 
 

協賛団体：　　　　 

日本商工会議所/日本小売業協会/全国商工会連合会/日本百貨店協会/日本チェーンス
トア協会/（社）日本専門店協会/（社）日本フランチャイズチェーン協会/（社）日本セルフ･サー
ビス協会/（社）日本ボランタリー･チェーン協会/（社）全国スーパーマーケット協会/日本スー
パーマーケット協会/（社）日本フードサービス協会/全国地下街連合会/（社）不動産協会/
（社）日本ビルヂング協会連合会/全国商店街振興組合連合会/協同組合連合会日本専
門店会連盟/（社）商業施設技術者・団体連合会/（社）日本商環境設計家協会/（財）流
通システム開発センター/（財）店舗システム協会/（社）再開発コーディネーター協会 
 

お問い合わせ： 

（社）日本ショッピングセンター協会　ビジネスフェア事務局 
 〒104-0054　東京都中央区勝どき3-12-1　フォアフロントタワー13階 
 電話 03-3536-8121 FAX 03-3536-8120 
 URL　http://www.jcsc.or.jp/ E-mail ：biz_fair@jcsc.or.jp

会　場　案　内 
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■ 第32回 日本ショッピングセンター全国大会開会式 

1月22日（火）11:00より展示ホールＡ・Ｂコンコース特設会場にて、第32回日本ショッピングセンター全国大会の開会式を
開催します。主催者挨拶（日本SC協会会長　木村惠司）、SC経営士認定証授与式を執り行い、引き続き「ビジ
ネスフェア」のオープニングテープカットを行います。 

セッション受講・無料相談コーナー申込書　申込FAX　０３－３５３６－８１２０ 

 

■ ＳＣ経営士会無料相談コーナー 

ＳＣのリニューアルの進め方、リーシング等のテナント情報、さらには、まちなかＳＣの再生とまちづくり等、皆様が常日頃お悩みの問

題について経験豊かなＳＣ経営士がお受けします。相談したいことがあるけれど、どこに相談していいのかわからなかった方、問題を

お抱えの方、この機会にＳＣ経営士会に相談してみてはいかがですか？ 

相談希望日時 1月　　　　日（　　　　）　　　　　時 

相談内容（要旨） 

企　業　名 

部署・役職 

お　名　前 

TEL / FAX

SC経営士会・無料相談コーナー申込書 

〈個人情報の利用目的について〉今回取得します個人情報は、主にセッションを実施するために利用します。 

企業名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部署・役職 

申込担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL

ー ル ール ス ス 
ホールホール ホール 

パシフィコ横浜 展示ホールA・B
Venue  Pacifico Yokohama, Exhibition Halls A and BAdmission  Free

1/22（火）11：30～18：00 
1/23（水）10：00～18：00 
1/24（木）10：00～16：30

入場 
無料  

ビジネスフェア開催のご案内 
SC Business Fair 2008

主催 
Organizer　Japan council of Shopping Centers 

ビジネスフェアの特色  The characteristic of the "Business Fair" 
■ ＳＣ業界のあらゆる角度から、ビジネスチャンスを創出する展示会 
■ ディベロッパー（ＳＣ開発者）とテナント（小売・飲食・サービス事業者）の 
　 リーシングモール 
■ 明日のＳＣ経営に資するハード・ソフトの紹介 
■ 環境、まちづくり、都市再生を視野に入れた展示会 

ビジネスフェアとは  What is "Business Fair"
ビジネスフェアは、SC業界唯一のリーシングモールとして位置づけられ、優良ディ
ベロッパーをはじめ、話題の専門店、SCを取り巻く関連企業などが、ユニークな
展示＆パフォーマンスを行います。SC関連の方々にとって、ほかでは見ることの
できない展示内容となっております。   
■ 開催案内は、協会Webサイトからもご覧いただけます。 
 　http://www.jcsc.or.jp/event/bussiness/fair2008.html/

※ 上記セッションの内容・スケジュールなどは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。　 
※ 当日のご参加も可能ですが、会場の都合上下記フォームにてお申込みください。なお当日は先着順となりますので、満席の場合はご了承ください。 
※ 受講証はお送りいたしません。 

← 横浜横浜 元町・中華街元町・中華街 → 
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コーディネーター　NPO法人 再開発ビル活性化ネットワーク 
　　　　　　　   理事　藤山　正道 
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気象庁　地震火山部管理課 
　　即時地震情報調整官　齋藤　誠 

（財）気象業務支援センター　配信事業部　 
　　部長　加藤　芳夫　ほか（現在調整中） 

コーディネーター　（株）サンシャイン　 
　　　　　　　    代表取締役社長　佐々木　和男 
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東京圏駅ビル開発（株）（アトレ） 
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コーディネーター　（株）R・B・K 
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パネルディスカッション 

「SCのCSR経営への道」 
－CSRに挑戦するSCからの報告－ 

特別講演 

「米国ショッピングセンター業界の潮流」 

主催：SC経営士会 
パネリスト（調整中） 
コーディネーター　まちづくりプランナー 
　　　　　　　   代表　早川　一明 
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セッションに関する最新情報は、協会ホームページ（http://www.jcsc.or.jp）でご覧になれます。 
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（カテゴリー・業種別・敬称略） 

会場小間図 

■ ＳＣ専業、 GMS、 その他小売業、 地下街、 再開発・まちづくり、  

　 協同組合・地元主導ＳＣ、不動産業、 駅ビル、 運輸業、 その他 

愛知県企業庁、イオングループ/イオン㈱・イオンモール㈱、㈱イクスピアリ、

泉開発㈱、大阪地下街㈱、㈱オーナーズ・ブレーン、小田急電鉄㈱、キャピタ

ランド・ジャパン㈱、京王電鉄㈱、京急グループ、㈱京阪流通システムズ、

㈱ザイマックスキューブ、㈱サンシャインシティ、JR九州グループ、JR西日

本駅ビル連合会、JR東日本グループ、JR北海道グループ、住商アーバン開発㈱、

西武商事㈱、双日商業開発㈱、㈱相鉄ビルマネジメント、㈱ダイナシティ、大和

ハウスグループ、竪町商店街振興組合、㈱丹青モールマネジメント、チェルシー

ジャパン㈱、（協）中央通商栄会、東急グループ/東京急行電鉄㈱・東急不動産㈱・㈱

東急モールズデベロップメント、東京建物㈱・プライムプレイス、㈱東京ドーム、

東神開発㈱、東武鉄道㈱、南海都市創造㈱、日本毛織㈱、NEXCO中日本グループ/

中日本高速道路㈱・中日本エクシス㈱、NEXCO東日本グループ/東日本高速道路㈱・

ネクセリア東日本㈱、野村不動産㈱・㈱ジオ・アカマツ、㈱パシフィカ・モールズ、

阪急阪神ビルマネジメント㈱、三井不動産㈱・㈱ららぽーと、ロック開発㈱、

㈱三越　専門館事業部、三菱地所㈱、森ビル㈱、八重洲地下街㈱、㈱ルミネ 

ディベロッパー企業・グループ 

■ ファッション 

㈱アートヴィレッヂ、㈱アイジーエー、㈱AOKIホールディングス、インターブリッジ㈱、

㈱ウェディングボックス、㈱オンワード樫山、㈱クラヴィス、㈱コックス、

㈱コナカ、サキヤクリエイト㈱、㈱三愛、サンエー・インターナショナルグループ、

㈱三陽商会、㈱シップス、㈱シティーヒル、㈱ジャパンイマジネーション、㈱ジュン、

㈱玉屋、東京シャツ㈱、㈱東京スタイル、トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱、

㈱ナイガイ、㈱ニューヨーカー、㈱パル、はるやま商事㈱、㈱ビームス、

㈱フランドル、㈱ブルックスブラザーズジャパン、㈱ポイント、㈱マツマル、

㈱ユナイテッドアローズ、㈱ワールド 
 

■ ファッション関連・雑貨等 

㈱アインソフ、㈱エービーシー・マート、㈱カグラ、カワノ㈱、㈱さが美、

㈱ザ・キッス、㈱ジェイアイエヌ、㈱ジェイ・ビー、㈱新星堂、㈱ストーンマー

ケット、ダイアナ㈱、タビオ㈱、㈱チュチュアンナ、㈱チヨダ、日本リビング㈱、

㈱ヌーヴ・エイ、㈱ファンケル、㈱マーレマーレ・ジャパン、㈱ワシントン靴店 
 

■ 飲食･食品 

㈱魚力、㈱九州屋、㈱グルメ杵屋、㈱神戸屋、珈琲館㈱、㈱成城石井、

テスコジャパン㈱、B-Rサーティワンアイスクリーム㈱、㈱ミノリヤ 
 

■ サービス・アミューズメント等 

㈱イオンファンタジー、㈱インキュビズ、㈱エイ・アイ・シー、㈱ナムコ、ＢＬＤ

オリエンタル㈱、㈱フュービック、㈱ブルーヒルズ、㈱ボディワーク、㈱ワック 

各種専門店・物販・飲食・サービス 

クルーズカンパニー㈱、㈱サンデザイン・アトリ、㈱スタンレーインターナショナル、

㈱スペースクリエーター、bread n butter、REAL B VOICE、Max&Co.ジャパン 

インキュベート・コーナー（ファッション・雑貨） 

■ IT・情報処理・ソフト開発 

㈱アール・シイーテイー・ジャパン、㈱イースト、SCキューブ㈱、NECソフト

㈱、NECネクサソリューションズ㈱、技研トラステム㈱、㈱スミス、㈱JPS、ソ

リューションネット㈱、㈱寺岡精工、東芝テック㈱、日本システム開発㈱、㈱

PFU、富士通㈱、㈱PLANET STREAM SYSTEMS、㈱リゾーム 
 
■  店舗企画・内装・什器・照明・素材関連 

㈱エイムクリエイツ、㈱LLT、㈱岡村製作所、協和プレイプロダクツ㈱、ジーク㈱、

㈱スペース、㈱船場、大昌工芸㈱、　島屋スペースクリエイツ㈱、㈱丹青社、

㈱ディ･ブレイン研究所、㈱日商インターライフ、㈱乃村工藝社、㈱バウハウス丸栄、

㈱平和マネキン 
 
■ 設備・施設運営 

アキレス㈱、㈱アクト、㈱アメニティ、㈱インターヴォイス、エクノス㈱、

㈱サンシャイン、㈱Jマーケティング、㈱リンレイ 
 
■ サポート関連 

㈱R・B・K、㈱M＆Aオークション、㈱クリーデンス、㈱シンキング、㈱ダイナ

ミックマーケティング社、㈱チェッカーサポート、店舗探し.com㈱、㈱バーンズ、ブレー

ンアンドパートナー＆パピエ・コレ、メビレーション㈱、ワンスアラウンド㈱ 

 
■ 販促・マーケティング 

㈱イマジネーションプロみなみかぜ、㈱ギャラックス、コクヨストアクリエーション㈱、

㈱コマースデザインプロダクト、㈱ストリーム、㈱ベストプランニング、ユニット㈱ 
 
■ その他マスコミ・団体 

SSCSリサーチサークル、SC経営士会、㈱学習研究社、繊研新聞社、NPO法人

TOMネット、（中）日本パーソナルカラリスト協会、㈱ビル経営研究所 

SC関連企業・団体 

㈱岡村製作所商環境事業本部、経済産業省、㈱サンユウ、ジェイアール東日本

ビルテック㈱、WWFジャパン、㈱寺岡精工、東京ガス㈱、三菱地所㈱、

㈱ワンダーライフ 

ＳＣ環境提案コーナー 

■ インキュベート・コーナー 
専門店ゾーンの中に、これからのSC出店を見据えて、ＳＣ未出店もしくは店舗数が5

店舗以下の、オリジナリティ豊かなショップ及び商品を展開する企業で構成します。広

大なビジネスフェア会場の中で新しい発見ができるコーナーです。 

 

■ SCにおける環境提案コーナー 
今回は「SCにおけるCO2削減」をメインテーマに設定。SCにおいても地球温暖化

をはじめとする環境問題を重要課題として捉え、SCに求められる環境問題とは何かを

考えていく場を構成し、広くＰＲします。 

（2007年11月30日現在） 

2007年11月30日現在 

その他 

サポート・コンサル･マーケティング 

店舗企画・内装・設備関連 

IT情報処理・ソフト開発 

専門店（ 飲食・サービス） 

専門店（物販） 

SCディベロッパー 
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出展者の業種（前回開催結果） 

主催者ゾーン 

来場者の業種（前回開催結果） 

その他 

SC関連企業 

専門店（サービス） 

専門店（飲食） 

専門店（物販） 

ディベロッパー 
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店舗以下の、オリジナリティ豊かなショップ及び商品を展開する企業で構成します。広

大なビジネスフェア会場の中で新しい発見ができるコーナーです。 

 

■ SCにおける環境提案コーナー 
今回は「SCにおけるCO2削減」をメインテーマに設定。SCにおいても地球温暖化

をはじめとする環境問題を重要課題として捉え、SCに求められる環境問題とは何かを

考えていく場を構成し、広くＰＲします。 

（2007年11月30日現在） 

2007年11月30日現在 

その他 

サポート・コンサル･マーケティング 

店舗企画・内装・設備関連 

IT情報処理・ソフト開発 

専門店（ 飲食・サービス） 

専門店（物販） 

SCディベロッパー 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

15.0%

28.6%

9.3%

7.9%7.9%

15.0%

13.6%13.6%

13.6%13.6%

13.6%

13.6%

7.9%

出展者の業種（前回開催結果） 

主催者ゾーン 

来場者の業種（前回開催結果） 

その他 

SC関連企業 

専門店（サービス） 

専門店（飲食） 

専門店（物販） 

ディベロッパー 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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19.2%

20.4%20.4%
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