
主　　催
（一社）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、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/（一社）日本専門店協会/（一社）日本フランチャイズチェーン協会/（一社）新日本
スーパーマーケット協会/（一社）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/（一社）日本フードサービス協会/日本チェーンドラッグストア協会/全国地下街連合
会/（一社）不動産協会/（一社）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/（公社）商業施設技術団体連合会/（一社）日本商環
境デザイン協会/（一財）流通システム開発センター/（一社）再開発コーディネーター協会

お問い合わせ
（一社）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
全国大会実行委員会「SCビジネスフェア2014」事務局 
電話 03-3536-8121　FAX 03-3536-8120
URL　http://www.jcsc.or.jp/　E-mail　biz_fair2014@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。

入場・登録方法

●展示ホールのSCビジネスフェアに入場の際は、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。

●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。

日本ショッピングセンター全国大会は、年に1度全国からSC業界関係
者が一堂に集う、一大イベントです。
従来の全国大会は「シンポジウム・セミナー」「SCビジネスフェア」
「SC接客ロールプレイングコンテスト」の3つのイベントで構成されて
いましたが、2013年協会設立40周年を機に、SCビジネスフェアとシン
ポジウム・セミナーを一体化。SC接客ロールプレイングコンテスト全国
大会とあわせ、盛大に開催します。

名　　称 第38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2014

会　　期 2014年1月22日（水）～24日（金）
1月22日（水）　10:00～18:00
1月23日（木）　10:00～18:00
1月24日（金）　10:00～17:00

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
http://www.pacifico.co.jp/

予定出展小間数 約500小間（SC業界合同企業説明会を含む）

予定来場者数 42,000人

会 場 案 内

■開催要領

●日本ショッピングセンター全国大会とは

●第19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）11：00～18：00（予定）／会議センター1階

会場
展示ホール

みなとみらい駅から

ロープレ会場

シンポジウム
セミナー会場

会議センター
アネックスホール

●東京方面より
　東京駅からJR東海道線　約25分 …………………………………………横浜駅
　新宿駅からJR湘南新宿ライン　約30分……………………………………横浜駅
　渋谷駅から東急東横線・みなとみらい線　約30分（特急）………………みなとみらい駅
●羽田空港より
　羽田空港から京急線　約30分（エアポート急行）…………………………横浜駅　
　　　　　　  リムジンバス 約30分、YCATからタクシー 約7分……………パシフィコ横浜
●横浜駅・みなとみらい駅より
　横浜駅からみなとみらい線 約3分、みなとみらい駅から徒歩3分 …………パシフィコ横浜
  （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2階に上がってください）
●関西・中部方面より（東海道・山陽新幹線利用）
　新横浜駅から市営地下鉄またはJR横浜線　約15分………………………桜木町駅
●桜木町駅より
　徒歩12分 …………………………………………………………………… 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ください）

下記アンケートにご記入のうえ、受付にお渡しください。
■記入方法
　○名刺をお持ちの場合

2枚ご用意いただき、1枚を下記登録欄に貼付（登録証になります）し、
1枚は受付にお出しください。ネームプレートに入れてお渡しします。

　○名刺をお持ちでない場合
登録欄にご記入のうえ、受付にお出しください。当日受付で、入場
カードへのご記入もお願いします。

■アンケート
　1.  業種を教えてください。
　　　□ディベロッパー　□テナント　□関連企業・団体
　　　□学生　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　2.  SCビジネスフェア2014の開催を何で知りましたか？
　　　□Webサイト　□メルマガ　□協会からのご案内（DM）　□新聞広告・記事
　　　□月刊誌　□出展者からのご案内（DM）　□関係者（知人等）の紹介　□その他
　3.  来場の目的を教えてください。
　　　□情報収集　□自社PR　□商談　□プレゼンテーション聴講
　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＊ご協力、ありがとうございました。

登録欄（または名刺貼付）

勤務先
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当協会は、今回取得します皆様の個人情報を主に「SCビジネスフェア2014」の実施、「メルマガ」の発信の
ために利用します。詳細につきましては、当協会のホームページをご覧ください。http://www.jcsc.or.jp/

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 （SCビジネスフェア2014会場）

みなとみらい駅
からのアクセス

＊詳細はパンフレットをご請求いただくか、協会Webサイトをご覧ください。

シンポジウム・セミナーとは

記念講演、ＳＣシンポジウム、懇親パーティー、ＳＣ視察研修な
ど、魅力的な内容。

有料セミナー

実務にすぐ役立つ「主催者企画のパネルディスカッション」、出
展企業による「出展者プレゼンテーション」を、全部で20講座。

無料セミナー

・有料と無料セミナーがあり、どちらも盛りだくさんな内容のプログラムを用意しています。

■SCビジネスフェア2014  入場登録証■
（展示ホール会場への入場時の登録証です）

入  場  料 無　料 展示ホールの入場は無料ですが、アネックスホール
のセミナーは有料となりますのでご注意ください（ ）

展示会

ご招待

主 催
Japan council of Shopping Centers 

SCビジネスフェア2014
開催のご案内

展示会展示会

シンポジウム・セミナー（有料・無料セミナー）参加者募集
出会い、発見、チャンス、そして未来へ。

ＳＣ業界唯一の商談展示会
ショッピングセンター

10:00～18:002014 .1.22【WED】
10:00～18:0023【THU】

10:00～17:0024【FRI】

併催：第 3 回 SC 業界合同企業説明会（就活学生向け）
パシフィコ横 浜  展 示ホール & アネックスホール

1.23【THU】 24【FRI】 10 :00～16 :30

併催：第 3 回 SC 業界合同企業説明会（就活学生向け）



第38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2014」出展者一覧   （業種別、50音順、敬称略）

改善傾向にあるとはいえ大学生の就職環境はあいかわらず厳しい状
況が続いています。内定が得られない学生の就職活動期間が長引く
一方、流通業界、そして多くの企業では人材不足感が根強く残ってい
ます。
こうしたことを受けて、大学生の就職率アップと会員企業の人材確保
の応援、およびSC業界の認知度向上を目的に昨年に引き続き開催し

ます。参加企業からは、「SC業界に興味
のある学生が多く、当社主催の説明会
も真剣に聞いてくれる」「参加した学生に
内定を出した」など、大変好評をいただ
いております。

SCビジネスフェアでは、東日本大震災からの
1日も早い復興を継続して応援しています。
甚大な被害をもたらした東日本大震災から30ヶ月以上経過しました
が、まだまだ復興が進んでいないのが現状です。
そこで当協会では前回に引き続き、展示会場内に「復興応援コー
ナー」を設け、ひとびとの記憶に残る企画を通して、応援メッセージ
を送り続けます。

SCビジネスフェア2014 東日本大震災復興応援コーナー 

●主催者関連コーナー 

主な内容（予定）
●チャリティ抽選会
参加者はワンコイン（500円）で1回抽選。出展社からご提供いた
だいた、すてきな賞品があたります。また参加料は「あしなが育英
会・東北レインボーハウス」に寄付します。
●東北3県（岩手、宮城、福島）の産品紹介
●宮城県石巻市の雄勝石を使ったワークショップの開催

学生向けSC業界及び企業研究SCビジネスフェア2014併催

●SCビジネスフェアとは
SC関係者が一堂に集まるSC業界唯一の商談展示会
で、毎年多くのビジネスチャンスが生まれています。

●ISC/グンゼタウンセンターつかしん＆コクーン新都心＆モリタウン＆ニッケコルトンプラザ＆ニッケパークタウン＆ダイナシティ＆カラフルタウン岐
阜＆トレッサ横浜●イオングループ●NTT都市開発●OMこうべ●大阪地下街●小田急電鉄●片倉工業●CapitaMalls Asia（キャピタモールズ・ア
ジア）●京王電鉄●京阪流通システムズ●ザイマックスプロパティズ●札幌駅総合開発●サンシャインシティ●JR九州駅ビルグループ●JR東海グ
ループ●JR西日本グループ●JR東日本グループ（JR東日本グループ＆セントラル警備保障）●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●髙島屋グループ（東神開発＆髙島屋スペースクリエイツ＆グットリブ＆アール・ティー・コーポレーション）●中央通商栄会●東急グループ
●東京ドームシティ●東武鉄道●南海電気鉄道●★日本郵便●NEXCO中日本グループ/中日本高速道路＆中日本エクシス●★NEXCO西日本グ
ループ（西日本高速道路＆西日本高速道路サービス・ホールディングス）●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
動産グループ（野村不動産＆ジオ・アカマツ）●★パルコグループ（パルコ、パルコスペースシステムズ＆パルコ・シティ）●阪急阪神ビルマネジメント
●P&D・ウニクス●三井不動産＆三井不動産商業マネジメント●三越伊勢丹グループ●三菱地所グループ●三菱地所・サイモン●メトロプロパ
ティーズ●森ビル●八重洲地下街●ルミネ＆ルミネアソシエーツ

●アイジーエー●★青山商事グループ（ネクストブルー＆ザスーツカンパニー＆ユニバーサルランゲージ）●アシックスジャパン●★アスプルンド●アダ
ストリアホールディングス（ポイント＆トリニティアーツ）●アットアロマ●アマガサ●★アリオス（ZORK’s）●いでぼく●インターコマースリテール
●★ウインズジャパン●ウェディング・ボックス●エービーシー・マート●エストインターナショナル●エドウイン●★大阪愛農食品センター●★おしゃ
れ工房●ORIHICA●キャンドゥ●九州屋●クマモト敬和●★グラマラス●グルメ杵屋グループ●神戸屋●KOKADO●小林園●★坂善商事＆
ヴァーテックス●ザ・クロックハウス●★サック●三陽商会●★塩の専門店塩屋（まーすやー）●静岡パブリック・リレイション●シップス●ジャ
ヴァグループ●ジャパンイマジネーション●新星堂●スクラムコーポレーション●★スタジオアタオ●成城石井●ダイアナ●★大起水産回転寿司
●大創産業（ダイソー）●タカキュー●タビオ●tamaya●CHELSEA New York●★力の源カンパニー●TSIホールディングス●東京シャツ&クイー
ンアロー＆ルシェオ●東京ソワール●東京デリカ●★ドギーエンタープライズ●トライナウ●ナムコ●ナルミヤ・インターナショナル●★ニットソー
イングクラブ●★日本エイジェント●NEWYORKER●バディーズ●パルグループ●はるやま商事●B-Rサーティワンアイスクリーム●ビーエルデー
オリエンタル●★ピュアライフ●france dog●ボディワーク●★マックホーム●三鈴商事●★ミューテーション●★村の駅（TTCグループ）●UCC
フードサービスシステムズ●ユナイテッドアローズ●★ラブリークイーン●★リサイクルきもの たんす屋●★リンガーハット●ワールド●★ワールド
フランチャイズシステムズ●ワック

●RCTジャパン●R・B・K●★アイデム●アメニティ●イースト●ipoca●イマジネーションプロみなみかぜ●★今関商会●★インテル/NSTG/エン
パシ/岡谷エレクトロニクス/Zoom Systems Japan/東京エレクトロンデバイス/ピーシーフェーズ/ブイシンク/ミディー●エイシン産業●エイ
ムクリエイツ●エス・イー・シーエレベーター●SCアカデミー・テラス●SCキューブ●SCテナントサービス●NECネクサソリューションズ
●MS&Consulting●遠藤照明●沖電気工業●オムロン ティー・エー・エス●★カシオ計算機●★河淳●技研商事インターナショナル●技研トラス
テム●★キャスタリア●ぐるなび●★コイズミ照明●★広研&オリコミサービス&マエガキ& gCストーリー●構造計画研究所●コスモサウンド●コマー
スデザインプロダクト●コマニー●★コンビウィズ●ジーク＆ジークＰＭＣ●ジェーシーエス＆ダッシュエンターテイメント●★ジャストリサーチサー
ビス●★ジャパンマテリアル●商業施設新聞●シンキング●★シンドラーエレベータ●スペース●★セブン銀行●繊研新聞●船場●大光電機●ダイ
ナミックマーケティング社●TAP●丹青社＆丹青モールマネジメント●★チームラボ●チェッカーサポート●店舗探し.com●東芝テック●東邦レオ
●トマトランド●トライテラス&ジェスコ●ナンセイ●日本GMAP●★ネイキッド●乃村工藝社●バーンズ●バウハウス丸栄●★ハッスル●★パナソ
ニック エコソリューションズ社●★富士工業●富士通●平和マネキン●ベルーフ●★マーベリックジャパン●★マップマーケティング●丸紅テクノ
システム＆ピーディーシー●メビレーション●リゾーム●★リックコミュニケーションズ●リックデザイン●リックプロデュース●リンレイ●ローム
●ワンスアラウンド●★ワン・ステップ

ディベロッパーゾーン

テナントゾーン

関連企業ゾーン

★は初出展企業です！

SCアカデミー・テラス
次世代のSC経営者育成を目的とした「SCアカデミー」のOB・OG会。
SC業界の課題や将来像などを自由討論します。卒業生や業界関係者
の情報交換の場としても活用してください。SCアカデミー第8期生の
募集要領や、アカデミーテラス各期の活動なども紹介します。

SC経営士会
新生SC経営士会が発足し、2013年10月から活動がスタートしました。
SC経営士会を通じて情報やネットワークの輪を広げませんか？ ブー
スでは、経験豊かな全国のSC経営士がお待ちしております。ぜひお立
ち寄りください。

■SCディベロッパー（SC開発者・運営者）と テナント（小売・飲食・
サービス）および関連企業の商談の場

■SC業界のあらゆる角度から、ビジネスチャンスを創出
■明日のSC経営に資するハード・ソフトの紹介

コンセプト

日  時　2014年1月23日（木）・24日（金）　10:00～16:30
会  場　パシフィコ横浜　展示ホール

「第３回 SC業界合同企業説明会」開催！
ショッピングセンター

（2013年11月20日現在）

学生がビジネスの現場に触れることができる、
“究極の業界研究型イベント”です！
企業の人事ご担当者もぜひご覧ください。
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出展者プレゼンテーション
B会場

ショッピングセンター業界
合同企業説明会
（1/23,1/24開催 )

ディベロッパーゾーン

テナントゾー ン

関 連 企 業ゾー ン

出展者プレゼンテーション
A会場

交流コーナー2

交流コーナー3

交流コーナー4

交流コーナー1

ISC/グンゼタウンセンターつかしん＆コクーン新都心
＆モリタウン＆ニッケコルトンプラザ＆ニッケパークタウン
＆ダイナシティ＆カラフルタウン岐阜＆トレッサ横浜

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

遠藤照明

エイムクリエイツ

インテル
/NSTG/エンパシ

/岡谷エレクトロニクス
/Zoom Systems Japan
/東京エレクトロン デバイス
/ピーシーフェーズ
/ブイシンク/ミディー

ipoca

丸紅テクノシステム&
ピーディーシー

マップマーケティング

ジャストリサーチサービス

繊研新聞リゾーム 技研トラステム 今関商会

イオングループ 三菱地所グループ 東急グループ  

三越伊勢丹グループ メトロプロパティーズ 

青山商事グループ
（ネクストブルー

＆ザ スーツカンパニー
＆ユニバーサルランゲージ）

JR東日本グループ
(JR東日本グループ＆セントラル警備保障)  

三井不動産
＆三井不動産商業マネジメント

NTT
都市
開発 

相鉄ビル
マネジメント  

西武プロパティーズ
＆西武鉄道 

住友商事
＆住商アーバン開発 

ルミネ
＆ルミネアソシエーツ 

髙島屋グループ
（東神開発

＆髙島屋スペースクリエイツ
＆グッドリブ

＆アール・ティー・コーポレーション）  

ザイマックスプロパティズ 

TSIホールディングス

アダストリアホールディングス
（ポイント＆トリニティアーツ） NEXCO中日本グループ

／中日本高速道路
＆中日本エクシス 

JR九州駅ビルグループ   

東京ドームシティ    パルコグループ
（パルコ、

パルコスペースシステムズ
＆パルコ・シティ）    

中央通商栄会   

八重洲地下街 

静岡パブリック・リレイション 
NECネクサソリューションズ

ジャパン
マテリアル

JR東海グループ

森ビル

日本郵便

NEXCO東日本グループ
(東日本高速道路
＆ネクセリア東日本)  

JR西日本グループ

サンシャインシティ  

三菱地所
・サイモン   

札幌駅
総合開発 

B-Rサーティワンアイスクリーム  

B-Rサーティワンアイスクリーム（販売）  

リンガーハット  

リンガーハット(販売)  

ドギーエンタープライズ 

P&D・ウニクス

アイジーエーはるやま商事
三陽商会

tamaya東京ソワール

シップスワールド

ユナイテッドアローズ

三鈴商事パルグループ

エドウイン

坂善商事＆ヴァーテックス

ナムコイースト

ワック

ジャヴァグループ
NEWYORKER

イマジネーションプロ
みなみかぜ

ジャパンイマジネーション
ワールド

フランチャイズ
システムズ CHELSEA New York

リサイクルきもの 
たんす屋

スタジオアタオ

ナルミヤ・インターナショナル

エストインターナショナル 

エービーシー
・マート

グラマラス

東京シャツ＆クイーンアロー＆ルシェオ

france dog スクラム
コーポレーションサック

ピュアライフ

グルメ杵屋グループ

シンキング 

SCテナント
サービス 

日本
ＧＭＡＰ 

コマースデザインプロダクト 

SCキューブ 富士通 

スペースベルーフ
船場

バウハウス
丸栄

ジェーシーエス
＆ダッシュエンターテイメント

オムロン
ティー・エー・エス 

技研商事インターナショナル 

シンドラー
エレベータチームラボメビレーション

東邦レオ乃村工藝社ローム

ダイアナ
タカキュー

タビオ

バディーズ ワン・ステップ

ORIHICA

インターコマースリテール

ビーエルデーオリエンタル バーンズ丹青社
＆丹青モール
マネジメント

MS&Consulting

エス・イー・シー
エレベーター

広研
＆オリコミサービス
＆マエガキ

＆ ｇＣストーリー キャスタリア

コスモサウンドハッスル

リックコミュニケーションズ

リックデザイン リンレイ

リックプロデュース
平和マネキン

カシオ計算機 東芝テック

SCアカデミー・テラス

パナソニック エコソリューションズ社

アシックス
ジャパン

大和ハウスグループ 
野村不動産グループ
（野村不動産
＆ジオ･アカマツ）  

NEXCO西日本グループ(西日本高速道路
＆西日本高速道路サービス・ホールディングス)  

京阪流通
システムズ

阪急阪神
ビルマネジメント

京王電鉄

CapitaMalls Asia
(キャピタモールズ・アジア) 

片倉工業 

小田急
電鉄 

東武
鉄道

大阪地下街 

アスプルンド 

ミューテーション 

おしゃれ工房 

ザ・クロックハウス 

大阪愛農食品センター ニットソーイングクラブ 

クマモト敬和 
マックホーム 

トライナウ 

いでぼく

UCCフードサービス
システムズ

神戸屋

小林園

力の源
カンパニー

成城石井

九州屋

ウインズ
ジャパン

大起水産回転寿司村の駅（TTCグループ)

ボディ
ワーク

ラブリークイーン

塩の専門店
塩屋（まーすやー）

アット
アロマ 

アリオス
（ZORK’s） 

ウェディング
・ボックス 

アマガサ 新星堂

沖電気工業 TAP
マーベリック
ジャパンぐるなびセブン銀行

日本
エイジェント

東京デリカ

R・B・K 

大創産業
（ダイソー）

コンビウィズ 

アイデム富士工業 ナンセイ

ネイキッド

店舗探し.comトマトランド
河淳

ワンスアラウンド

アメニティ

商業施設新聞RCTジャパン
ジーク&
ジークPMC

大光電機エイシン産業ダイナミックマーケティング社主催者コーナー

コイズミ照明 トライテラス
＆ジェスコ 

チェッカー
サポート コマニー  構造計画

研究所 

KOKADO

南海電気鉄道 

ＯＭ
こうべ キャンドゥ 

情報発信
ステーション(予定)復興応援コーナー

太枠は初出展企業です。

会場小間図

2013年11月20日現在



※展示ホールで実施するセミナーは、開始時間順に番号がついています。　※やむを得ない事由により、講演タイトル、講師・時間割・講演内容等を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

シンポジウム・セミナー　プログラム （2013年11月20日現在）

■有料セミナー参加料金（すべて税込価格です） 申込み方法

26,250円 38,850円1日券
○1日目（1/22）に使用する場合は、「初日のSCシンポジウム①」および「懇親パーティー」に参加できます。
○2日目（1/23）に使用する場合は、「記念講演」と「SCシンポジウム②、③」に参加できます。

1日券を6枚以上お申込みの場合、6枚目から20％引き（21,000円）となります。

1日目（1/22）に開催する「懇親パーティー」のみ有効です。21,000円1日目 懇親パーティー 14,700円

3日目（1/24）に午後から開催するSC現地視察研修バスに乗車できます（定員：80名）。3日目
現地視察研修　バス乗車券 5,250円 7,350円

参加券種類 会員料金 一般料金 備　　考

【個人情報の利用について】当協会は、今回取得します皆様の個人情報を主に「シンポジウム・セミナー」を実施するために利用します。その
円滑な実施のために名簿を作成して、参加者や講師に配布します。詳細は当協会ホームページをご覧ください。   http://www.jcsc.or.jp/

●出展者プレゼンテーション

参加人数

1 2 5 6 7 843

参加人数

９ １０ １３ １４ １５ １６１２１１

1日目　1月22日（水）1日目　1月22日（水） 3日目　1月24日（金）

■有料セミナー
　インターネットにてお申込みください。
　http://www.jcsc.or.jp/event/bf2014/symposium.html

■無料セミナー
　FAX（03-3536-8120）にてお申込みください。
　※受講証をお送りします。

〒

申込担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　TEL

企業名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部署

●主催者企画
A B C D

参加人数 名 名 名 名

参加人数のみご記入ください（申込みはFAXのみです）。

■無料セミナー（主催者企画・出展者プレゼンテーション）申込書 FAX 03-3536-8120申 込

展示ホール■無料セミナーアネックスホール■有料セミナー

15:00～17:00　日本SC協会設立40周年記念　SCシンポジウム①

18:00～19:30　懇親パーティー（18:00会長挨拶）

17:00～17:20　SC経営士認定証授与式

SC業界のリーダーが語る、SCの社会的役割と経営課題
　～世界流通戦争時代を勝ち抜くために～
パネリスト
三井不動産商業マネジメント㈱　代表取締役社長　安藤　正
㈱ユナイテッドアローズ　代表取締役 社長執行役員　竹田　光広
㈱ルミネ　代表取締役社長　新井　良亮

コーディネーター
㈱R･B･K　代表取締役　飯嶋　薫

3日目　1月24日（金） 現地視察
12:15　パシフィコ横浜出発　専用車にて、現地視察へ
　　　　 酒々井プレミアム・アウトレット　（各自昼食）
　　　　 イオンモール幕張新都心
19:00　東京駅解散（予定）

2日目　1月23日（木）
10:00～11:30　記念講演　

少子高齢化に対応した、これからのSCのあり方
イオンモール㈱　取締役会長　村上　教行

14:15～16:15　SCシンポジウム③

市場拡大を見据えた、これからのインバウンド戦略
　～日本の“おもてなし”を世界へ～
パネリスト
日本政府観光局（ＪＮＴＯ）　理事長　松山　良一
㈱三越伊勢丹ホールディングス　代表取締役会長　石塚　邦雄
三菱地所・サイモン㈱　代表取締役社長　山中　拓郎

コーディネーター
（一社）日本ショッピングセンター協会　専務理事　篠原　一博

12:30～14:00　SCシンポジウム②

元気テナントからのSC活性化への提言
パネリスト
カフェ・カンパニー㈱　代表取締役社長　楠本　修二郎
㈱サザビーリーグ　営業統括室店舗開発部 部長　白賀　正信
㈱ポイント　代表取締役会長　福田　三千男

コーディネーター
東日本旅客鉄道㈱　事業創造本部事業推進部門　
SC・ディベロッパー事業グループ 開発マーケティンググループ 部長　三輪　美恵

10:00～12:00　主催者企画Ⓒ A会場
注目SC研究（レクチャー）
■イオンモール幕張新都心
イオンモール㈱　イオンモール幕張新都心事業部 営業担当部長　東　雅史
■酒々井プレミアム・アウトレット
三菱地所・サイモン㈱　酒々井プレミアム・アウトレット 支配人　南　昌孝

12:15～12:45　出展者プレゼンテーション⑬ A会場
SCにおけるCS・ES向上の取り組み　～グループ内SCとイセタンミラーの事例から～
㈱三越伊勢丹　婦人雑貨統括部 イセタン ミラー 店舗開発担当 兼 バイヤー　櫻井　俊晴
㈱三越伊勢丹　　
㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ　コスメ事業グループ長　松本　和子
コーディネーター
㈱三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ　営業推進部 部長　尾形　雅子

13:00～14:00　出展者プレゼンテーション⑭ A会場
2020年の日本・世界をイマジネートするイベントをSCで
　㈱イマジネーションプロみなみかぜ　プロデューサー　ボニー・小野
　　統括ディレクター　グッティ・鈴木　ディレクター　ジミー・藤川

14:15～14:45　出展者プレゼンテーション⑮ A会場
「SC GATE」リーシング担当のために新登場
　～見つかる、探せる、人気ショップや隠れた名店。新しいアタックリストの作り方提案します～
　㈱リゾーム　専務取締役　金藤　純子

15:00～16:00　主催者企画Ⓓ A会場
SCの人材育成最前線！　～やりがいのある職場を目指して～
パネリスト　
住商アーバン開発㈱　プラーレ松戸 総括支配人　松村　敬太（第２期）
湘南ステーションビル㈱　ＣＳ推進部教育企画課長　君島　亜紀（第２期）
片倉工業㈱　コクーン新都心 テナント営業部長　松岡　俊介（第６期）
コーディネーター
㈱アトレ　営業部 次長　島　弘士（第１期）

SCアカデミーテラス主催

16:15～16:45　出展者プレゼンテーション⑯ A会場
レッツエンジョイ東京「imaココデ」を活用したO2O販促
　㈱ぐるなび
　レッツ事業推進部門 プロモーショングループ リーダー　藤矢　清志

2日目　1月23日（木）

10:15～10:45　出展者プレゼンテーション① A会場
統計学がSCを進化させる
　～データに基づいた経営の実現に向けて～
日本GMAP㈱　代表取締役　酒井　嘉昭

10:45～11:15　出展者プレゼンテーション② B会場
リサーチデータに基づいた間違いのない商圏設定とは　～御社の商圏はそれで大丈夫ですか～
㈱SCマーケティング総合研究所　代表　魚谷　昌哉
ジャストリサーチサービス㈱　大橋　裕弥子

13:15～14:45　主催者企画Ⓐ A会場
必見☆これがイマ最先端のコト消費だ！　～話題施設の秘密、解き明かします～
　パネリスト
　イオンモール㈱　イオンモール幕張新都心事業部営業担当部長　東　雅史
　㈱東急モールズデベロップメント　たまプラーザテラスマネージメントオフィス総支配人　小西　郁良〈第１５期〉
　三菱地所㈱　商業施設営業部統括マネージャー　島田　映子〈第１８期〉
　コーディネーター
　㈱船場　レゾナンスラボ所長　加藤　麻希〈第１7期〉

SC経営士会主催

11:30～12:30　出展者プレゼンテーション③ A会場
「オムニチャネル・PARCO」の戦略
　～ＷｅｂプラットフォームがSCの顧客コミュニケーションを変える～
㈱パルコ　ＷＥＢコミュニケーション部 部長　林　直孝

11:45～12:15　出展者プレゼンテーション④ B会場
スマートフォンが解決するスタッフ教育
　～学習効果の最大化とコスト削減を実現するモバイルラーニング～
キャスタリア㈱　代表取締役社長　山脇　智志

12:45～13:15　出展者プレゼンテーション⑤ B会場
ソフトバンク・ウルトラ集客０２０
　東京山喜㈱リサイクルきものたんす屋　商品部長　軸丸　浩
　ソフトバンクテレコム㈱　パートナー営業本部 ０２０事業統括部 室長　藤平　大輔

13:45～14:15　出展者プレゼンテーション⑥ B会場
来館者とのコミュニケーションで生まれた、
緑を活かした共用部再生コンテンツと新たなムーブメント
　東邦レオ㈱　グリーンコミュ事業 マネージャー 　田村　征士

12:00～12:30　出展者プレゼンテーション⑩ A会場
テナントを元気にするSCの掟（オキテ）
　ワンスアラウンド㈱　代表取締役　鈴木　理善

13:00～14:30　出展者プレゼンテーション⑪ A会場
SCマーケットの可視化と成功するSCソフトリニューアル
　㈱ダイナミックマーケティング社　代表　六車　秀之

15:00～16:00　出展者プレゼンテーション⑫ A会場
拡大するＷＥＢ通販へのSCがとるべき対抗策　～ポストO2Oアプリで実店舗の情報発信力を強化～
　㈱丹青モールマネジメント　代表取締役社長　大津　武
　㈱ipoca　代表取締役社長　一之瀬　卓
　カート・サーモン・ユーエス・インク　日本支社 パートナー　渡辺　和成

16:30～17:30　主催者企画Ⓑ A会場
東日本大震災の教訓、明日からでもできるSCのリスク管理強化策
　パネリスト
　仙台ターミナルビル㈱
　森ビル㈱
　コーディネーター
　鹿島建設㈱　開発事業本部 開発計画部長　伊藤　隆彦

10:45～11:45　出展者プレゼンテーション⑨ A会場
商業施設を活性化し賑わいをつくるデジタルサイネージ

14:45～15:15　出展者プレゼンテーション⑦ B会場
もう悩まなくていいんです☆SC販促の決定版！　～店長資源を最大限に活かすスマホ活用～
　㈱コマースデザインプロダクト　Webディレクター　高良　彰子

15:30～17:00　出展者プレゼンテーション⑧ A会場
超高齢社会を勝ち抜く、小売業のエリアマーケティング
　技研商事インターナショナル㈱　
　マーケット分析ソリューション事業部 シニアコンサルタント　市川　史祥

（企業名50音順、敬称略）

（企業名50音順、敬称略）

（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）

(企業名50音順)

※やむを得ない事由により、講演タイトル、講師・時間割・講演内容等を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

コーディネーター
丸紅テクノシステム㈱　前村　有子

パネリスト
ピーディーシー㈱　菅原　淳之
三井不動産商業マネジメント㈱　宮川　享千 他


