
出展者パネルディスカッション&プレゼンテーション申込書　申込 FAX 03-3536-8120

　SC経営士会無料相談コーナー（ブースNo.B4-20） 
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？ 

企業名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部署・役職名 

申込み担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　TEL

ご参加人数 名 名 名 名 名 名 名 名 

ご参加人数 名 名 名 名 

ご参加人数 名 名 名 名 

名 名 名 名 

N出展者プレゼンテーション 

N出展者パネルディスカッション 
ABCD

12345678

9　10　11　12　13　14　15　16

1月19日（水）パシフィコ横浜・会議棟にて、第35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。11:00より主催者挨拶（（社）日本ショッピ
ングセンター協会会長　木村惠司）、SC経営士認定証授与式を執り行い、
引き続き展示ホールにて、「SCビジネスフェア2011」のオープニングテー
プカットを行います。 

・上記内容・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、会場準備の都合上、事前に右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。 

出展者パネルディスカッション＆プレゼンテー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。 

1.パネルディスカッション（聴講無料） 

出展者パネルディスカッション&プレゼンテーション 
～出展企業による、SC業界への提言～ 

第35回 日本ショッピングセンター全国大会　開会式 2.プレゼンテーション（聴講無料） 

主催 
Organizer　Japan council of Shopping Centers 

SCビジネスフェア2011開催のご案内 
�� �������� 	
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■ 開催要領 

名　　称　　　　　 第35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2011」 

会　　期　　　　　2011年1月19日（水）～21日（金） 

　　　　1月19日（水）　11:30～18:00 

　　　　1月20日（木）　10:00～18:00 

　　　　1月21日（金）　10:00～17：00 

会　　場　　　　　パシフィコ横浜　展示ホールA・B 

　　　　　　　　　http://www.pacifico.co.jp/ 

予定出展小間数　　約370小間 

予定来場者数　　30,000人（SC業界関係など） 

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。 

・名刺をお持ちの場合は、２枚ご用意いただき、入場登録証に添えて受付にお渡 

　しください。 

・名刺をお持ちでない場合は、入場登録証のＡ・Ｂ欄ともご記入のうえ、受付にお渡し

　ください。 

・入場登録証をお持ちでない方は協会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 

日本経済新聞社、繊研新聞社 

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）新日本スー

パーマーケット協会/（社）日本ボランタリー･チェーン協会/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 

〒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 

SCビジネスフェア2011事務局  

電話 03-3536-8121 FAX 03-3536-8120 

URL　http://www.jcsc.or.jp/　E-mail　biz_fair2011@jcsc.or.jp 

 
 
＊新型インフルエンザの発生・天災など、止むを得ず「中止または延期」する ことがあります。 
   その場合には、開催前日までに協会Web上にてお知らせしますので確認をお願いします。 

■ アクセスガイド 

●関西・中部方面より（東海道・山陽新幹線利用） 

市営地下鉄またはJR横浜線　約15分 桜木町駅 新横浜駅 

●横浜駅・みなとみらい駅より 

みなとみらい線 約3分 みなとみらい駅 徒歩3分 

（みなとみらい駅では、「クィーンズスクエア横浜連絡口」より 
  エスカレータを乗り継いで2Fに上がって下さい） 

横浜駅 パシフィコ横浜 

（桜木町駅からは、ランドマークプラザ、クイーンズスクエア経由でお越し下さい） 

●桜木町駅より 

徒歩12分 パシフィコ横浜 

京急線　約25分（特急・快特） 横浜駅 

●羽田空港より 

リムジンバス 約30分 YCAT タクシー 約7分 パシフィコ横浜 
羽田空港 

●東京方面より 

JR東海道線　約25分 

JR湘南新宿ライン　約30分 

東急東横線・みなとみらい線　約30分（特急） 

東京駅 

新宿駅 

渋谷駅 

横浜駅 

みなとみらい駅 

横浜市西区みなとみらい1-1-1　TEL.045-221-2155（代） 

パシフィコ横浜 展示ホールA・B （SCビジネスフェア2011会場） 

会　場　案　内 

みなとみらい駅からのアクセス 

入 場 無 料 

ご招待 

駅ビルとエキナカは、街を衰退させるのか、活性化するのか～ＳＣ経営士達が考える～ 
主催 SC経営士会  

パネリスト  
　●東日本旅客鉄道!　事業創造本部　開発戦略部門　課長 
　　開発IG 兼 エキナカリニューアルＰＴ　グループリーダー　本間　淳 
　●!東急エ－ジェンシー　CRS本部都市開発事業局　竹原　直子 
　●東京急行電鉄! 都市生活創造本部　ビル事業部商業部　課長　西山　貴仁 
コーディネイター　 
　●!ジェイアール東日本建築設計事務所 
　　プロジェクト開発本部　マーケティングデザイン部長　清水　則昭 

駅ビル、エキナカ開発は街にとって有益なのか、衰退させるのか。ＳＣ経営士達が果敢なメッ
セージを送る。 

ストリートカルチャーを通し、記憶と地域を結ぶSC 
パネリスト  
　●札幌駅総合開発!　営業本部　販促マネージャー　渡部　智子 
　●!ダイナシティ　SCグループ　販促マネージャー　伊藤　雅章 
　●!イマジネーションプロみなみかぜ　統括ディレクター　ボニー・小野 
コーディネイター　 
　●!イマジネーションプロみなみかぜ　代表取締役社長　ハーレイ・岡本 

マイタウンパフォーマー育成プロジェクト・芸王（ゲイワン）グランプリを例に、地域と記憶を
交換するSCのあり方を考える。 

SCの飲食テナントにおける環境対策 
主催　環境対策委員会／^日本ショッピングセンター協会  

パネリスト  
　●!グルメ杵屋　●東京ガス!　●三菱地所!  
コーディネーター  
　●ジェイアール東日本ビルテック! 

飲食テナントにおける環境対策について、事例や最新技術を紹介し、実践可能な技術の提案を行う。 

1月19日（水）16:20～17:50

注目される、高速道路SA・PAにおける商業施設事業の取り組み 
パネリスト 
　●NEXCO東日本グループ　●NEXCO中日本グループ　●NEXCO西日本グループ 
コーディネイター　 
　●!エイムクリエイツ　クリエイティブ本部　プランニング2部　部長　牧島　千陽 

日本道路公団が民営分割され5年、東日本・中日本・西日本の各グループの商業部門において
「高速道路SA・PAの商業施設」の展開を行なっている。こうした中、各グループの取り組み
等について探求していく。 

1月20日（木）16:20～17:50

1月21日（金）14:30～16:00

1月20日（木）10:20～11:20

シンポジウム・ 
　　セミナー会場 
ロープレ会場 

A

C

D

B

会議会議センター 会議センター 

（敬称略） 

12:00～13:00 プレゼンテーション 1 
商圏と顧客の理解　SCにおけるジオデモグラフィックスの活用 

GMAP Consulting 
マネージングコンサルタント　技術士（環境部門）　酒井　嘉昭 

ジオデモグラフッィクス分析を活用した商圏と顧客ニーズに合っ
たテナントミックスと、販売促進策への展開。 
  
13:15～13:45 プレゼンテーション 2 
“駅直結・子育て支援モール”への挑戦 

東京急行電鉄!　都市生活創造本部　ビル事業部　商業部 
たまプラーザテラス担当　課長補佐　小西　郁良（ＳＣ経営士） 

!キッズベースキャンプ　代表取締役副社長 
コンテンツ企画統括 兼 マーケティング統括　佐藤　信 

2010年10月に開業した「たまプラーザ テラス」は、学童保育「キ
ッズベースキャンプ」や認可保育所をはじめ、子育て支援テナントを
多数誘致した。誘致の狙い、今後提供するサービスについて紹介する。 
 
14:00～14:30 プレゼンテーション 3 
次世代型デジタルストア  

!クロスカンパニー 
earth　music&ecology　事業部　事業部統括マネージャー

　坂巻　暢彦 

ハンガーを手に取ると、連動した画像がモニターに映りお客様が
必要とする情報をタイムリーにお伝えする。 

 
14:45～15:15 プレゼンテーション 4 
iPadを活用した業務革新とコミュニケーション力の向上を目指して 

!リゾーム　代表取締役　中山　博光 
ソフトバンクテレコム!　JR営業本部　担当課長　中原　大介 

ディベロッパーの仕事スタイルを変え、ショップとの信頼関係強
化による業績向上の新しい取組みを発表する。 
  
 
15:30～16:00 プレゼンテーション 5

11:35～12:05 プレゼンテーション 6 
新規顧客を創造するインバウンド顧客の取り込み 

!JTBコミュニケーションズ　ギャザリングマネジメント局 
アカウントディレクター　小路　輔 

中国人ビザ発行要件の緩和、羽田空港の国際化に伴い需要が高
まるインバウンド顧客の取り込み方を紹介する。 
  
12:30～13:00 プレゼンテーション 7 
お客様を「知る」「呼ぶ」「回す」で売上大幅UP！ 

SCケータイ販促「タッチャン」の最新事例発表 
!ipoca　代表取締役社長　一之瀬　卓 

ショッピングセンター専用ケータイ販促！実績ナンバーワン！ 
全国のＳＣで続々と導入！成功事例を大公開！ 
  
 
 
 

13:15～13:45 プレゼンテーション 8 
ブランドが心に“豊かさ”をつくる 

!ベストライフ（ＢＬＯＢＡＬ ｂｙ ＢｅｓｔＬｉｆｅ）　代表取締役　岩本　元熙 

お洒落を楽しむことがエコ活動につながる…。ブランドとリサイ
クルの関係を、創業の思いを交えて提案する。 
  
 
 

14:00～14:30 プレゼンテーション 9 
見える化を起点にした省エネ実践 

パナソニック電工!　電材マーケティング本部 
省エネソリューションセンター　課長　谷田川　雄介 

見える化を起点にした省エネの実践手順と事例の紹介。省エネ
実践の一連の流れを、商品を交えながら紹介する。 
  
 
14:45～15:15 プレゼンテーション 10 
未来駄菓子屋＝駄菓子とトレカ店の融合 

!みるくモーモ 代表取締役　福永　均 
顧問・プロデューサー　萩原　暁 

これからの新しい時代を生き抜き、お子様から御年輩の皆様に、
笑顔で来店していただける未来駄菓子屋を提案する。 

 15:30～16:00 プレゼンテーション 11 
カメラセンサーなどを活用した顧客行動の計測とその分析 

!構造計画研究所　
     　創造工学部　坂平　文博

　　　　　　　　

複合商業施設における顧客行動の計測と、計測結果に基づくデ
ータ分析/シミュレーション事例を紹介する。 

10:30～11:15 プレゼンテーション 12 
「アジア」という規模で見る市場、ローカルに見つめる運営 
キャピタモールズ・アジア・リミテッド　最高経営責任者（CEO） 

林　明志（リム・ベンチー） 

中国を含めアジア全域で91以上のモール運営経験から、中国・
アジア市場における学びと今後について紹介する。 
  
11:30～11:50 プレゼンテーション 13 
なぜスタッフは売場で実践しないのか？ 

～接客教育における習慣化のプロセス～ 
!チェッカーサポート　教育コンサルティング事業部 

取締役部長　中村　大道 

接客教育効果を一過性のもので終わらせず、売場で日常的に実
践させるためのポイントを解説する。 
  
 
 

12:00～12:20 プレゼンテーション 14 
ボイラ使用者必見！ 
オゾンで重油を大幅削減インパル方式「ＥＣＯＢＯＨＯ」の紹介 

 !インパル　代表取締役社長　堀越 邦明 
!インパル　部長　市村　隆 

!チェッカーサポート　マネジャー　半田　麻実 

ボイラ使用者必見！オゾンで重油を大幅削減インパル方式「ＥＣＯＢＯＨＯ」を紹介する。 

12:50～13:20 プレゼンテーション 15 
貸し菜園でＳＣの集客向上 
～多店舗展開で分かった顧客ニーズとリピート化～ 

東邦レオ!　事業本部 
レゾナントチーム　マネージャー　片山　隆史 

集客力と地域住民へのブランド力向上に役立つ都市型貸し菜園
について仕掛けと効果を具体情報からご紹介。 

13:35～14:05 プレゼンテーション 16 
自動小売コンセプトの拡大 
～共用部空スペースの有効利用～ 

ZoomSystems Japan!　ビジネスマネージャー 
ファブロ　ジェラルド 

オンラインショッピングと実店舗を融合した新しい体験。 
企業には、新しい販売チャネルを提案する。 

1日目 1月19日（水） 2日目 1月20日（木） 3日目 1月21日（金） 
（敬称略） 

大手も見落とす小さな落とし穴・・・ 
～出店の際、許可が必要なテナントは？～ 
～親会社と子会社の合併、それでいいの？ ～ 
神奈川県行政書士会横浜中央支部　副支部長・行政書士　　向川　潔 

役員・行政書士　磯�　成昭 

行政書士って何する人？、許認可の落とし穴は？（許認可は「ヒト」、
「モノ」、「カネ」？）、その他にできることは？  
他にもこんな許認可があります。　面倒なこと引き受けます！ 



第35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2011」出展者一覧（ゾーン・業種別・敬称略） 

会場小間図 

（2010年12月1日現在） 

2010年12月1日現在 

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、ORIHICA、アマガサ、INGNI、goa、エル・ター
ミナル、クロスカンパニー、サンエー・インターナショナルグループ、三陽商会、
Japan imagination、tamaya、丹京（marie-morrie)、東京ソワール、
NEWYORKER BY KEITA MARUYAMA、BUDDYZ、パルグループ、Five Foxes、
フランドル＆イッツインターナショナル、ブルックスブラザーズジャパン、ポイン
ト、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 
アットアロマ、エービーシー・マート、エストインターナショナル、鎌倉パレット、ジュリア・
オージェ produce by アートネイチャー、新星堂、STONEMARKET、ナイス企画、
B.L.C. （ルイナス パールパンタシア）、BLOBAL by BestLife（ベストライフ）、marina、
ミルク、PASHMA／Moon Stone Sisters、めのや、RANDA、ロリアンミル  
■飲食･食品 
魚力、九州屋、グリーンハウスフーズ、グルメ杵屋グループ、神戸屋、成城石
井、駄菓子屋みるくモーモ、ナッティー・ババリアン・ジャパン、B-Rサーティワ
ンアイスクリーム、フランスドッグ  
■サービス･アミューズメント等 
あそびの学校、インターコマース、神奈川県行政書士会横浜中央支部、「からだ
健康ひろば」プレジャー、静岡パブリック・リレイション、ZoomSystems、TOMATOLAND、
ニコニコレンタカー、ビーエルデーオリエンタル、ボディワーク、ワック 

各種テナント・物販・飲食・サービス 

■IT･情報処理･ソフト開発 
RCTジャパン、イースト、SCキューブ＆内田洋行＆日本オフィスメーション、
ＮＥＣネクサソリューションズ、オムロン、技研トラステム、ぐるなび、構造計
画研究所、東芝テック、PFU、富士通、富士フイルムイメージテック、丸紅
テクノシステム＆ピーディーシー、ユリーカ、リゾーム   
■店舗企画･内装･設計事務所･素材関連 
英進、エイムクリエイツ、ジーク＆ジークPMC、スーパーバッグ、スペース、
船場、TAP、丹青社＆丹青モールマネジメント、乃村工藝社グループ、バ
ウハウス丸栄、平和マネキン、リンレイ   
■設備･施設運営 
ALSOK、インターヴォイス、air aroma、ON・OFF INTERNATIONAL CORP.、
ジャパンエニックス、店舗探し.com、ユニオン   
■サポート関連 
R・B・K、MS＆Consulting、経理バンク＆東京JAPAN税理士法人、サク
セスロード経営研究所、GMAP Consulting、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 人材ビジネス事業部、バーンズ、ベルー
フ、メビレーション、リックプロデュース、ワンスアラウンド   
■販促･マーケティング 
ipoca、イマジネーションプロみなみかぜ、JTBコミュニケーションズ、ぱど、
リピートリンク   
■その他マスコミ･団体 
SC経営士会、産業タイムズ社、繊研新聞、日中経済貿易センター 

SC関連企業・団体 

旭化成ケミカルズ、アメニティ、いけうち、ＳＥＣエレベーター、遠藤照明、お
箸の兵左衛門、環境対策委員会／日本ショッピングセンター協会、木村
技研、グリーン.コムジャパン、グリーンディスプレイ、コマニー、サンゲツ、ス
カムセーブネット＆オイルキャッチシステム、大同特殊綱、太陽マーク、チェッ
カーサポート エコサポート事業部、DNライティング、東京ガス、東邦レオ、
日本中央研究所、ネスコ、パナソニック電工、フィリップス エレクトロニクス 
ジャパン 

環境ゾーン 

SCビジネスフェアは、ディベロッパー、テナント、ＳＣ経営
に欠かすことのできない関連企業などが、ユニークな展
示＆パフォーマンスを行います。SC関係者にとって、ほ
かでは見ることのできない魅力的な内容となっております。 
今回は、パシフィコ横浜の展示ホールＡ・Ｂの1万平米
を使用し、ＳＣ経営に資するさまざまな展示やイベントな
ど、来場者にとって盛りだくさんの内容です。 

SCビジネスフェアとは 

■SC専業、GMS、その他小売業、再開発･まちづくり、地元主導SC、 
　不動産業、駅ビル、運輸業、その他 
ISC／ニッケコルトンプラザ＆グンゼタウンセンターつかしん＆コクーン新都
心＆ダイナシティ＆モリタウン、愛知県企業庁、イオングループ／イオンリテー
ル＆イオンモール＆ロック開発、イクスピアリ、NTT都市開発、大阪駅北地区
先行開発区域プロジェクト、大阪地下街、OPA、小田急電鉄、CapitaMalls 
Asia（キャピタモールズ・アジア）、JR九州駅ビルグループ、近畿日本鉄道&
近鉄百貨店、京王電鉄、京阪流通システムズ、京浜急行電鉄、ザイマックス
キューブ、札幌駅総合開発、サンシャインシティ、JR西日本グループ、JR東日
本グループ／東日本旅客鉄道＆セントラル警備保障、野村不動産＆ジオ・
アカマツ、新都市ライフ＆新都市センター開発＆筑波都市整備＆千葉ニュー
タウンセンター＆横浜都市みらい、住友商事＆住商アーバン開発、西武プロ
パティーズ＆西武鉄道、相鉄ビルマネジメント、大和ハウスグループ、チェルシー
ジャパン、中央通商栄会、東急グループ、東京ドームシティ、東神開発、東武
鉄道、南海電気鉄道、日本毛織 開発事業本部ＰＭ事業部、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、阪急商業開発グループ、阪急阪神
ビルマネジメント、ピーアンドディコンサルティング＆ウニクス、三井不動産＆ら
らぽーとマネジメント、三越 専門館事業部、三菱地所グループ、森ビル、八
重洲地下街、ルミネ＆ルミネアソシエーツ 

・環境、まちづくり、都市再生を視野に入れ、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の開発及び管理者）と テナント（小  
  売・飲食・サービス事業者）が出店に関わる情報を交換 
  するとともに商談を行う場 
 
・関連企業による、明日のＳＣ経営に資するハード・ソフト 
  の紹介 

SCビジネスフェアのコンセプト 

１．SC関係者が、一堂に集まる唯一の場です 
　SCディベロッパー、テナントおよび関連企業が一堂に
会するフェアは、この「SCビジネスフェア」のみです。 
 
２．数々のビジネスに直結しています 
　これまでも「SCビジネスフェア」では、会期内だけでなく
終了後も数々の商談が進み、実際のビジネスに結びつい
ています。 
 
３．SCに関する情報を、効率よく収集できます。 
　ハード・ソフトの新技術・新提案の展示だけでなく、出展
者によるプレゼンテーション（無料講座）を開催。SCに関
するさまざまな情報を、効率よく収集できます。 

ポイント 

横浜ミルクホール（喫茶販売） 

（アイスクリーム 
  販売販売） 
（アイスクリーム 
  販売） 


