
有料・無料セミナー　プログラム （2018年11月20日現在）

有料セミナー無料セミナー
アネックスホール

アネックスホール

展示ホール

1月23日（水）（敬称略） 1日目1月23日（水） （敬称略） 1日目

1月24日（木） （敬称略） 2日目1月25日（金） （敬称略） 3日目

17:00～17:30　SC経営士認定証授与式

18:00～19:30　懇親パーティー

右のQRコードから申込ページ
にアクセスいただけます。http://www.jcsc.or.jp/event/bf2019/

有料セミナー

無料セミナー

※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。

13:00～14:10　基調講演①

未来を創るイノベーション
楽天㈱ 代表取締役会長 兼 社長 三木谷 浩史

14:25～15:35　基調講演②

共生・共創の時代にパルコが都市で果たすべき役割
㈱パルコ 取締役 兼 代表執行役社長　J.フロントリテイリング㈱ 取締役 兼 執行役常務 牧山 浩三

15:50～17:00　基調講演③

報道されない国際政治の真相～国連大使が本音を語る～
前国連大使・元スペイン大使・国際基督教大学特別招聘 教授 𠮷川 元偉

10:30～11:40　記念講演①

日本の心を伝えるおもてなしとは
㈱加賀屋 相談役 小田 禎彦

12:40～13:50　記念講演②

超競争社会を勝ち抜く！ ブランディングこそが企業成長の源泉
～ブランド価値上位企業に学ぶ成功の秘訣～
㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長 兼 CEO 並木 将仁

14:05～15:15　記念講演③

実店舗小売のデジタルトランスフォーメーション挑戦事例
㈱トライアルホールディングス 取締役副会長 グループCIO
㈱ティー・アール・イー 代表取締役社長 西川 晋二

15:30～17:30　パネルディスカッション～ES宣言を踏まえて～

SCを安全で楽しく、誇りが持てる職場とするためには？
～テナントからディベロッパーへの提案～
コーディネーター
㈱R・B・K 代表取締役 飯嶋　 薫
パネリスト
㈱アダストリア 代表取締役会長 兼 社長 福田 三千男
㈱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
ロイヤルホールディングス㈱ 代表取締役会長 兼 CEO 菊地 唯夫

10:15～10:45　出展者プレゼンテーション①A会場
来場者全動線分析による店舗改善
～ヒートマップではない“動線”だからできる最新施策～
スプリームシステム㈱ 講演者調整中

10:15～11:45　出展者プレゼンテーション⑪A会場
今、改めてコンパクトシティの開発とSCの位置づけ、在り方、MDを考える。
コーディネーター
繊研新聞社　業務局アドバイザー 古旗 達夫
パネリスト 他4～5名

11:15～12:15　出展者プレゼンテーション⑲A会場
第1部 【ＭＤ計画】 ： 成功する【MD計画】の手順は？
第2部 【リーシング】 ： 効果的な【リーシング】手法は？
㈱リテール エステート　リテール事業部　部長 松田 優幸

14:15～15:15　出展者プレゼンテーション㉓A会場
SCの集客を高め、人不足を解決する『成果を出す☆インバウンド対策！』 訪日客CRM ＆ 多言語対応最新版！
コーディネーター
㈱リゾーム　専務取締役 金藤 純子
パネリスト インバウンド対策実践企業　調整中

14:45～15:45　出展者プレゼンテーション⑮A会場
位置情報を活用したリアル店舗のデジタル活用
～データ・ドリブンのSC販促～
㈱ipoca　代表取締役社長 一之瀬 卓

他2～3名

12:15～12:45　出展者プレゼンテーション⑫A会場
人を集める力～多様な消費者ニーズを掴む柔軟な運営手法～
三菱商事・ユービーエス・リアルティ㈱
リテール本部　リテールマネジメント事業部長 大島 英樹
三菱商事・ユービーエス・リアルティ㈱　リテール本部
リテールマネジメント事業部　リテールプランニングチーム　シニアマネージャー 竹内 豪志

12:45～13:15　出展者プレゼンテーション⑤A会場
デジタル時代の新しい空間体験価値づくり
㈱乃村工藝社 講演者調整中

13:45～14:15　出展者プレゼンテーション⑦A会場
これからのＳＣを予測する
～気候変動、ネット時代、グローバル化、すべての根底変わる今～
㈱ＳＣ＆パートナーズ　代表取締役 西山 貴仁

14:45～15:45　出展者プレゼンテーション⑧A会場
2020年に向けた街づくりと映像エンターテイメント
ピーディーシー㈱ 講演者調整中

11:15～12:15　出展者プレゼンテーション③A会場
施設に向かう必要性をいかに高めるか～リニューアル事例を基にした運営手法の紹介～
㈱プライムプレイス　あびこショッピングプラザ
オペレーションセンター長 木村 朋起
㈱プライムプレイス　モレラ岐阜
オペレーションセンター　チーフマネジャー 初田 英晃
㈱プライムプレイス　岸和田カンカンベイサイドモール
オペレーションセンター　サブマネジャー 滝沢 靖徳

12:45～13:45　出展者プレゼンテーション㉑A会場
オムニチャネル時代の「新SCプラットフォーム」～購買行動の変化をチャンスに変える新技術の考察～
コーディネーター
JLLモールマネジメント㈱　取締役会長 大津 　武
パネリスト
コアブレイン㈱（HIMARAYAグループ） 代表取締役 森山 直樹
㈱フレンディット（パイプドHDグループ）　代表取締役社長 細野 博昭
佐川急便㈱　営業開発部部長 山本 将典

14:00～15:00　出展者プレゼンテーション㉒B会場
空席検知及びネットワークサービスを活用したデジタルサイネージソリューション
コーディネーター
㈱クラウドポイント　事業推進グループ 松居 壮人
パネリスト
㈱クラウドポイント　営業本部エキスパート 渡辺 剛仁
東日本電信電話㈱　ビジネスイノベーション部マーケティンググループ
次世代ビル推進担当　部長 大塚 孝治
㈱バカン　代表取締役 河野 剛進

16:15～17:45　主催者企画ⒶA会場
SC経営士会
今、見ておくべきSC　2019　～白熱！生トーク～
コーディネーター
㈱トリニティーズ　代表取締役社長 中山　 亮
㈱ストライプインターナショナル　店舗開発本部　開発部　部長 遠藤　 健
パネリスト
阪急阪神ビルマネジメント㈱　常務執行役員　SC第三（西宮）営業部長　阪急西宮ガーデンズ館長 三輪谷 雅明
カワボウ㈱　取締役　SC営業本部　営業部長 武藤 治彦
㈱相鉄ビルマネジメント　二俣川営業所　課長 服部 大祐

16:15～17:45　主催者企画ⒹA会場
次世代SCテクノロジー研究会
「ニューリテール」と今SCが活用すべきテクノロジー～研究会メンバーの中国視察報告より～
コーディネーター
㈱パルコ　執行役 グループICT戦略室担当 林 　直孝
パネリスト
㈱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　担当部長　兼　
マーケティング戦略事業部 マーケティング戦略部 担当部長 澤邊　 亮
東日本旅客鉃道㈱　事業創造本部 新事業・地域活性化部門　課長 事業開発グループ　グループリーダー 佐野 　太
㈱ムービング　オムニチャネル改革推進本部　本部長 臼井　 毅

10:15～12:15　主催者企画ⒷB会場
全国大会実行委員会
海外出店に関するサポートセミナー
コーディネーター
JLLモールマネジメント㈱　海外部　部長 フィリップ・デ・スーザ
講演
Mounsea C&R Dev.（中国・平湖市） 董事長 葛賀鍵博士
日本貿易振興機構（ジェトロ）　サービス産業部　主幹 馬場 雄一
㈱オンデーズ　代表取締役社長 田中 修治

他1～2名

13:15～14:15　主催者企画©A会場
全国大会実行委員会
防災からみたSCとまちの関わり～あの時から、いま、これから～
㈱リゾーム　専務取締役 SCトレンド研究所所長 金藤 純子
仙台ターミナルビル㈱　ショッピングセンター事業本部
営業企画部 営業推進グループ 次長 大村 信裕

15:45～16:45　主催者企画ⒺA会場
SCアカデミー・テラス
働き方改革最前線～女性から見た働きやすいSCとは～
コーディネーター
JR西日本大阪開発㈱　営業本部　アルビ事業部　マネージャー 今治 加奈子
パネリスト
㈱丸井　店舗事業本部　店舗企画・営業部　店舗企画課　チーフリーダー 名取 美佳
NTT都市開発㈱　商業事業本部　商業事業部
営業・MD担当/LIFORK担当　課長代理 佐藤 未央
㈱三越伊勢丹　関連・不動産事業本部　不動産事業部
海外不動産事業推進ディビジョン　マネージャー 為我井裕美子

14:45～15:45　出展者プレゼンテーション⑨B会場
ネット販促スゴ腕店長登壇！SCに関わるみんなで盛り上げるこれからのネット販促
コーディネーター
㈱コマースデザインプロダクト　代表取締役 鈴木 富士子
パネリスト
長澤園（水戸エクセルみなみ）　店長 長澤 晶子
Right-on（ニッケコルトンプラザ）　副店長 篠原 勝成
㈱コマースデザインプロダクト　チーフディレクター 杉浦 安希子

16:15～17:45　出展者プレゼンテーション⑩ B会場
災害情報・避難誘導アナウンスの多言語対応
～消防庁ガイドラインのSC対応を事例を交えて紹介～
㈱USEN　USEN　SOUND Lab.　所長 北澤 伸二
㈱JVCケンウッド・公共産業システム　事業統括部　事業戦略部 宮田 直之
にほんごの会企業組合　理事長 遠藤 織枝

他1名

10:15～11:15　出展者プレゼンテーション②B会場
AIとマーケティングビッグデータを駆使したマッチングサービス
～デベロッパーとテナントを繋ぐ地域ニーズの見つけ方～
ジオマーケティング㈱　代表取締役 酒井 嘉昭
ジオマーケティング㈱　執行役員 馬場 宏和

13:15～14:15　出展者プレゼンテーション⑥B会場
プランニング視点で「らしさ」をカタチに ～“愛され施設”のつくり方～
㈱丹青社　クロスメディアインキュベートセンター　プロデューサー 柳田 公太
㈱丹青社　デザインセンター　クリエイティブディレクター 釼持 祐介

12:45～13:15　出展者プレゼンテーション⑬B会場
商業施設におけるクリニックモールの有用性
～クリニックモールを活用した開発手法～
㈱メディカルシステムネットワーク　開発事業本部　開発営業部　部長 山崎 正晴

10:15～10:45　出展者プレゼンテーション⑱A会場
いますぐできるIoTによるSCの課題解決
～Wi-Fiを活用した潜在顧客の回遊行動分析の最新事例～
㈱構造計画研究所　IoEビジネス推進部　人間行動工学室　室長 三宅 隆喜

11:45～12:15　出展者プレゼンテーション⑳B会場
ワールドプラットホームサービスについて
㈱ワールド　プラットホーム事業推進室　営業企画部　営業部長 角谷 　豊

15:30～16:30　出展者プレゼンテーション㉔B会場
GPS位置情報やネット閲覧履歴を活用した新しい商圏分析
～デモグラフィック×サイコグラフィック×時間帯がこれからのキーワード～
技研商事インターナショナル㈱　執行役員 マーケティング部 部長　シニアコンサルタント 市川 史祥

15:15～15:45　出展者プレゼンテーション⑯B会場
今、なぜ、災害用トイレが必要なのか？
～災害時、緊急時のトイレ対策～
㈱アメニティ　リピート営業部 武藤 嵩志

16:15～17:45　出展者プレゼンテーション⑰B会場
ＳＣ

２
（スマート・コミュニティ・センター）の内容と成立・成功のメカニズム
㈱ダイナミックマーケティング社　代表 六車 秀之

13:45～14:45　出展者プレゼンテーション⑭B会場
2020年に大きく生まれ変わる東京・湾岸エリア
住友不動産㈱　商業施設開発室　室長 新家 昌人

11:45～12:45　出展者プレゼンテーション④B会場
商業施設における食品衛生管理
～お客さまの求める食の安全・安心に応えるために～
㈱阪急クオリティーサポート　取締役専務執行役員 菊井 光治郎

主　　催
一般社団法人 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、
産業タイムズ社
特別協賛　　

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）全国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/（一社）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　全国大会事務局 
〒112-0004　東京都文京区後楽1-4-14　後楽森ビル15階
電話 03-5615-8526　FAX 03-5615-8539
URL  http://www.jcsc.or.jp/　E-mail  biz_fair2019@jcsc.or.jp
＊新型インフルエンザ等の発生・天災などにより、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サイトにてお知らせします。

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。

名　　称 第43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2019

会　　期 2019年1月23日（水）～25日（金）  10：00～18：00
　　　　　　　　　　　　　  （最終日は17：00まで）

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530小間（SC業界研究イベントを含む）

予定来場者数 のべ58,000人

会 場 案 内

■開催要領

無料セミナー会場
・

展示ホール

みなとみらい駅から

ロープレ会場

有料セミナー
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24分（快特・特急）……………………………横浜駅　
　　　　　　  リムジンバス 約30分、YCATからタクシー 約10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5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　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。
■入場方法
　○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　□サポート企業・団体
　　　□学生　□その他（　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　）
　2.  SCビジネスフェア2019の開催を何で知りましたか？（いくつでも）
　　　□Webサイト　□メルマガ　□主催者からのご案内（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。（いくつでも）
　　　□情報収集　□自社PR　□商談　□無料セミナー聴講
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＊ご協力、ありがとうございました。
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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」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

みなとみらい駅
からのアクセス

＊詳細は協会Webサイトをご覧ください。

有料・無料セミナー

シンポジウム・セミナーや懇親パーティー（23日）など、魅力的
なプログラムが盛りだくさん。有料セミナー

出展者プレゼンテーションやパネルディスカッションなど、実務
に役立つラインナップをご用意。無料セミナー

どちらも盛りだくさんなプログラムを用意しています。

■SCビジネスフェア2019  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（ ）

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、
業界最大のイベントです。
同大会は「SCビジネスフェア2019（有料／無料セミナー、学生向けSC業界研究イベン
ト）」「第24回SC接客ロールプレイングコンテスト全国大会（１月25日（金）11：00～
18：00（予定）／会議センター1階）」で構成されています。

●日本ショッピングセンター全国大会とは

1月24日（木）（敬称略） 2日目

１講演 6,000円（税込）／会員価格



第43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2019」出展者一覧   （50音順、敬称略）

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。

コンセプト ❖SCディベロッパー（SCの開発・管理運営企業）とテナント（各種専門店）およびサポート企業の商談の場
❖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

マッチング
マッチングサービスをスタート!!　
事前のアポイントで、効率よく商談をしていただけます。
アクセスはこちら　http://www.jcsc.or.jp/event/bf2019/ ★は初出展企業です！

ディベロッパー
●ISC ／グンゼタウンセンターつかしん＆コクーンシティ＆モリタウン＆カラフルタウン＆トレッサ横浜＆ダイナシティ＆ニッケコルトンプラザ＆ニッケパークタウン●イオングループ●ウニクス・
P&Dグループ●エイチ・ツー・オー リテイリング グループ●NTT都市開発●OMこうべ●大阪ダイヤモンド地下街●大阪地下街●小田急電鉄●キャピタランド・モール・ジャパン
●近鉄グループ（近鉄百貨店&近鉄不動産&近創）●京王電鉄●京急グループ●京阪流通グループ●ケネディクスグループ●ザイマックスグループ●札幌駅総合開発●サンシャインシティ
●JR九州グループ●JR東海グループ●JR西日本グループ●JR東日本グループ●JLL&JLLモールマネジメント●住友商事&住商アーバン開発●住友不動産●セブン＆アイ・クリエイトリンク／
そごう・西武●相鉄アーバンクリエイツ&相鉄ビルマネジメント●大和ハウスグループ●髙島屋グル－プ（東神開発&髙島屋スペースクリエイツ）●★天安 １０００ＴＲＥＥＳ ＳＨＡＮＧＨＡＩ●東急グループ
●東京建物グループ（東京建物＆プライムプレイス＆西新サービス＆日本パーキング）●東京ドームシティ●東武グループ●中道リース　スペースシステム事業部●南海電気鉄道●西日本鉄道
●日本郵便●日本リテールファンド投資法人（三菱商事UBSリアルティ）●NEXCO中日本グループ／中日本エクシス●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●阪急阪神不動産＆阪急阪神ビルマネジメント●ヒューリック●丸井グループ●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＆
三菱地所・サイモン）●名鉄グループ●メトロプロパティーズ&東京メトロ●森ビル●八重洲地下街●UR都市機構 新都市ライフホールディングスグループ●ルミネ

テナント
●アーライズグループ（浜田化学）●AINZ＆TULPE●青山商事●あそびの学校●アダストリア●★イーモーション●いでぼく●エイシン産業●エドウイン●AUX PARADIS●OSAJI●おしゃれ工房
●ORIHICA●キャラクター工房 テーマパーク事業部●グルメ杵屋グループ●クレア●クロックワークホールディングス●coen●ゴーゴーカレーグループ●KOKADO●★ここシェアーズ
●コニカミノルタプラネタリウム●小林園●サックスバー ホールディングス●三陽商会●ジャパンイマジネーション●シンクビー！●★SMILE CREATE GROUP●★スマホ修理工房●セイコーリテール
マーケティング●成城石井●★セグニティ●ダイアナ●大醐●ダイソー●体力発電●CHELSEA New York●チヨダ●★日本マクドナルド●はせがわ●パルグループ●バンダイナムコアミューズメント
&プレジャーキャスト●B-Rサーティワンアイスクリーム●フーズジャパン●フランスドッグ●ふりそでモード　ウェディングボックス●★保険クリニック●マルショウエンドウ●三城ホールディングス　メガネ　
パリミキ●ミニストップ●麦の穂●村の駅・地域観光総合研究所(TTCグループ）●★モルフォ●ラフィネグループ●★リーガルコーポレーション●リフォームスタジオ●ロイヤルネットワーク●ワールド
●ワック●ワッツ

サポート企業
●RCTジャパン●Ｒ･Ｂ･Ｋ●アイデム●アイリスオーヤマ●アイワット●★アクアクララ●アマノ●アメニティ●イースト●ipoca●AMS●AMD Inc.+HMA●エス・イー・シーエレベーター
●Snプロパティーマネジメント●SC＆パートナーズグループ●SCキューブ●NECネクサソリューションズ●エヌ・ティ・ティ・データ●ＮＴＴ東日本×クラウドポイント×バカン●エム・エス・シー／スペース
●遠藤照明●★オーテック●オムロンソーシアルソリューションズ●技研商事インターナショナル●技研トラステム●グリーンディスプレイ●構造計画研究所●コマースデザインプロダクト●コンバート
コミュニケーションズ●コンビウィズ●サードアイズ●産業タイムズ社　商業施設新聞●ジークグループ●JR東日本アイステイションズ●ジオマーケティング●ジャストリサーチサービス＆ＳＣマーケティング
総合研究所●シンエイ●シンキング●★スプリームシステム●繊研新聞社●船場●ダイナミックマーケティング社●TAP●丹青社●チームラボ●チェッカーサポート●★テナントブック●テラオカ
●店舗探し.com●東芝テック●東洋メディアリンクス●★トリニティーズ・ミライズグループ●ナンセイ●日本カラリスト協会●★日本コパック●日本リテイルシステム●乃村工藝社グループ
●バウハウス丸栄●パナ●ピーディーシー●★ピットデザイン●★ファインテック●★フジサワ・コーポレーション●平和マネキン●ベルーフ●ミヅシマ工業●★メディカルシステムネットワーク
●メビレーション●USEN●ライズ●楽天ペイ●楽天ポイントカード●リゾーム●リックプロデュース●リテール エステート●リンレイ●ワンスアラウンド 2018年11月20日現在

 
■日時　2019年1月23日（水）～24日（木）
■会場　パシフィコ横浜　展示ホール

食、雑貨、体験が集まった2日間限定の「発見マルシェ」を開催。
ポップアップ・ストアやこだわりの商品、食材、食品が大集合。
ぜひ、お立ちよりください！
●出展予定：全農、盛岡ターミナルビル・二戸市、favy、CAMPFIRE 他

SCビジネスフェア2019併催  学生向け Sショッピングセンター

C業界研究イベント
商業ディベロッパー業界研究フェア／ファッション業界お仕事研究フェア
■日時　2019年1月25日（金）10：00～16：30　■会場　パシフィコ横浜　展示ホール

SC業界で活躍する企業約30社が参加します。SCビ
ジネスフェア2019との併催で学生がビジネスの現場
に触れられる“体験型の業界研究イベント”です。人事
担当者の方はぜひご見学下さい。

発見マルシェ
23(水 )24( 木 )

学生向け
SC業界研究
イベント
25(金 )

太枠は初出展企業です。

会場小間図

2018年11月20日現在

2日間の限定企画   発見マルシェ



第43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2019」出展者一覧   （50音順、敬称略）
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●JR九州グループ●JR東海グループ●JR西日本グループ●JR東日本グループ●JLL&JLLモールマネジメント●住友商事&住商アーバン開発●住友不動産●セブン＆アイ・クリエイトリンク／
そごう・西武●相鉄アーバンクリエイツ&相鉄ビルマネジメント●大和ハウスグループ●髙島屋グル－プ（東神開発&髙島屋スペースクリエイツ）●★天安 １０００ＴＲＥＥＳ ＳＨＡＮＧＨＡＩ●東急グループ
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有料・無料セミナー　プログラム （2018年11月20日現在）

有料セミナー 無料セミナー
アネックスホール

アネックスホール

展 示 ホ ー ル

1月23日（水）（敬称略） 1日目 1月23日（水） （敬称略）1日目

1月24日（木） （敬称略）2日目 1月25日（金） （敬称略）3日目

17:00～17:30　SC経営士認定証授与式

18:00～19:30　懇親パーティー

右のQRコードから申込ページ
にアクセスいただけます。 http://www.jcsc.or.jp/event/bf2019/

有料セミナー

無料セミナー

※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。

13:00～14:10　基調講演①

未来を創るイノベーション
楽天㈱ 代表取締役会長 兼 社長 三木谷 浩史

14:25～15:35　基調講演②

共生・共創の時代にパルコが都市で果たすべき役割
㈱パルコ 取締役 兼 代表執行役社長　J. フロントリテイリング㈱ 取締役 兼 執行役常務 牧山 浩三

15:50～17:00　基調講演③

報道されない国際政治の真相～国連大使が本音を語る～
前国連大使・元スペイン大使・国際基督教大学特別招聘 教授 𠮷川 元偉

10:30～11:40　記念講演①

日本の心を伝えるおもてなしとは
㈱加賀屋 相談役 小田 禎彦

12:40～13:50　記念講演②

超競争社会を勝ち抜く！ ブランディングこそが企業成長の源泉
～ブランド価値上位企業に学ぶ成功の秘訣～
㈱インターブランドジャパン 代表取締役社長 兼 CEO 並木 将仁

14:05～15:15　記念講演③

実店舗小売のデジタルトランスフォーメーション挑戦事例
㈱トライアルホールディングス 取締役副会長 グループCIO
㈱ティー・アール・イー 代表取締役社長 西川 晋二

15:30～17:30　パネルディスカッション～ES宣言を踏まえて～

SCを安全で楽しく、誇りが持てる職場とするためには？
～テナントからディベロッパーへの提案～
コーディネーター
㈱ R・B・K 代表取締役 飯嶋　 薫
パネリスト
㈱アダストリア 代表取締役会長 兼 社長 福田 三千男
㈱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
ロイヤルホールディングス㈱ 代表取締役会長 兼 CEO 菊地 唯夫

10:15～10:45　出展者プレゼンテーション① A会場
来場者全動線分析による店舗改善
～ヒートマップではない“動線”だからできる最新施策～
スプリームシステム㈱ 講演者調整中

10:15～11:45　出展者プレゼンテーション⑪ A会場
今、改めてコンパクトシティの開発とSCの位置づけ、在り方、MDを考える。
コーディネーター
繊研新聞社　業務局アドバイザー 古旗 達夫
パネリスト 他 4～5名

11:15～12:15　出展者プレゼンテーション⑲ A会場
第1部 【ＭＤ計画】 ： 成功する【MD計画】の手順は？
第2部 【リーシング】 ： 効果的な【リーシング】手法は？
㈱リテール エステート　リテール事業部　部長 松田 優幸

14:15～15:15　出展者プレゼンテーション㉓ A会場
SCの集客を高め、人不足を解決する『成果を出す☆インバウンド対策！』 訪日客CRM ＆ 多言語対応最新版！
コーディネーター
㈱リゾーム　専務取締役 金藤 純子
パネリスト インバウンド対策実践企業　調整中

14:45～15:45　出展者プレゼンテーション⑮ A会場
位置情報を活用したリアル店舗のデジタル活用
～データ・ドリブンのSC販促～
㈱ ipoca　代表取締役社長 一之瀬 卓

他2～3名

12:15～12:45　出展者プレゼンテーション⑫ A会場
人を集める力～多様な消費者ニーズを掴む柔軟な運営手法～
三菱商事・ユービーエス・リアルティ㈱
リテール本部　リテールマネジメント事業部長 大島 英樹
三菱商事・ユービーエス・リアルティ㈱　リテール本部
リテールマネジメント事業部　リテールプランニングチーム　シニアマネージャー 竹内 豪志

12:45～13:15　出展者プレゼンテーション⑤ A会場
デジタル時代の新しい空間体験価値づくり
㈱乃村工藝社 講演者調整中

13:45～14:15　出展者プレゼンテーション⑦ A会場
これからのＳＣを予測する
～気候変動、ネット時代、グローバル化、すべての根底変わる今～
㈱ＳＣ＆パートナーズ　代表取締役 西山 貴仁

14:45～15:45　出展者プレゼンテーション⑧ A会場
2020年に向けた街づくりと映像エンターテイメント
ピーディーシー㈱ 講演者調整中

11:15～12:15　出展者プレゼンテーション③ A会場
施設に向かう必要性をいかに高めるか～リニューアル事例を基にした運営手法の紹介～
㈱プライムプレイス　あびこショッピングプラザ
オペレーションセンター長 木村 朋起
㈱プライムプレイス　モレラ岐阜
オペレーションセンター　チーフマネジャー 初田 英晃
㈱プライムプレイス　岸和田カンカンベイサイドモール
オペレーションセンター　サブマネジャー 滝沢 靖徳

12:45～13:45　出展者プレゼンテーション㉑ A会場
オムニチャネル時代の「新SCプラットフォーム」～購買行動の変化をチャンスに変える新技術の考察～
コーディネーター
JLLモールマネジメント㈱　取締役会長 大津 　武
パネリスト
コアブレイン㈱（HIMARAYAグループ） 代表取締役 森山 直樹
㈱フレンディット（パイプドHDグループ）　代表取締役社長 細野 博昭
佐川急便㈱　営業開発部部長 山本 将典

14:00～15:00　出展者プレゼンテーション㉒ B会場
空席検知及びネットワークサービスを活用したデジタルサイネージソリューション
コーディネーター
㈱クラウドポイント　事業推進グループ 松居 壮人
パネリスト
㈱クラウドポイント　営業本部エキスパート 渡辺 剛仁
東日本電信電話㈱　ビジネスイノベーション部マーケティンググループ
次世代ビル推進担当　部長 大塚 孝治
㈱バカン　代表取締役 河野 剛進

16:15～17:45　主催者企画Ⓐ A会場
SC経営士会
今、見ておくべきSC　2019　～白熱！生トーク～
コーディネーター
㈱トリニティーズ　代表取締役社長 中山　 亮
㈱ストライプインターナショナル　店舗開発本部　開発部　部長 遠藤　 健
パネリスト
阪急阪神ビルマネジメント㈱　常務執行役員　SC第三（西宮）営業部長　阪急西宮ガーデンズ館長 三輪谷 雅明
カワボウ㈱　取締役　SC営業本部　営業部長 武藤 治彦
㈱相鉄ビルマネジメント　二俣川営業所　課長 服部 大祐

16:15～17:45　主催者企画Ⓓ A会場
次世代SCテクノロジー研究会
「ニューリテール」と今SCが活用すべきテクノロジー～研究会メンバーの中国視察報告より～
コーディネーター
㈱パルコ　執行役 グループ ICT戦略室担当 林 　直孝
パネリスト
㈱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　担当部長　兼　
マーケティング戦略事業部 マーケティング戦略部 担当部長 澤邊　 亮
東日本旅客鉃道㈱　事業創造本部 新事業・地域活性化部門　課長 事業開発グループ　グループリーダー 佐野 　太
㈱ムービング　オムニチャネル改革推進本部　本部長 臼井　 毅

10:15～12:15　主催者企画Ⓑ B会場
全国大会実行委員会
海外出店に関するサポートセミナー
コーディネーター
JLLモールマネジメント㈱　海外部　部長 フィリップ・デ・スーザ
講演
Mounsea C&R Dev.（中国・平湖市） 董事長 葛賀鍵博士
日本貿易振興機構（ジェトロ）　サービス産業部　主幹 馬場 雄一
㈱オンデーズ　代表取締役社長 田中 修治

他1～2名

13:15～14:15　主催者企画© A会場
全国大会実行委員会
防災からみたSCとまちの関わり～あの時から、いま、これから～
㈱リゾーム　専務取締役 SCトレンド研究所所長 金藤 純子
仙台ターミナルビル㈱　ショッピングセンター事業本部
営業企画部 営業推進グループ 次長 大村 信裕

15:45～16:45　主催者企画Ⓔ A会場
SCアカデミー・テラス
働き方改革最前線～女性から見た働きやすいSCとは～
コーディネーター
JR西日本大阪開発㈱　営業本部　アルビ事業部　マネージャー 今治 加奈子
パネリスト
㈱丸井　店舗事業本部　店舗企画・営業部　店舗企画課　チーフリーダー 名取 美佳
NTT都市開発㈱　商業事業本部　商業事業部
営業・MD担当 /LIFORK担当　課長代理 佐藤 未央
㈱三越伊勢丹　関連・不動産事業本部　不動産事業部
海外不動産事業推進ディビジョン　マネージャー 為我井裕美子

14:45～15:45　出展者プレゼンテーション⑨ B会場
ネット販促スゴ腕店長登壇！SCに関わるみんなで盛り上げるこれからのネット販促
コーディネーター
㈱コマースデザインプロダクト　代表取締役 鈴木 富士子
パネリスト
長澤園（水戸エクセルみなみ）　店長 長澤 晶子
Right-on（ニッケコルトンプラザ）　副店長 篠原 勝成
㈱コマースデザインプロダクト　チーフディレクター 杉浦 安希子

16:15～17:45　出展者プレゼンテーション⑩ B会場
災害情報・避難誘導アナウンスの多言語対応
～消防庁ガイドラインのSC対応を事例を交えて紹介～
㈱USEN　USEN　SOUND Lab.　所長 北澤 伸二
㈱JVCケンウッド・公共産業システム　事業統括部　事業戦略部 宮田 直之
にほんごの会企業組合　理事長 遠藤 織枝

他1名

10:15～11:15　出展者プレゼンテーション② B会場
AIとマーケティングビッグデータを駆使したマッチングサービス
～デベロッパーとテナントを繋ぐ地域ニーズの見つけ方～
ジオマーケティング㈱　代表取締役 酒井 嘉昭
ジオマーケティング㈱　執行役員 馬場 宏和

13:15～14:15　出展者プレゼンテーション⑥ B会場
プランニング視点で「らしさ」をカタチに ～“愛され施設”のつくり方～
㈱丹青社　クロスメディアインキュベートセンター　プロデューサー 柳田 公太
㈱丹青社　デザインセンター　クリエイティブディレクター 釼持 祐介

12:45～13:15　出展者プレゼンテーション⑬ B会場
商業施設におけるクリニックモールの有用性
～クリニックモールを活用した開発手法～
㈱メディカルシステムネットワーク　開発事業本部　開発営業部　部長 山崎 正晴

10:15～10:45　出展者プレゼンテーション⑱ A会場
いますぐできるIoTによるSCの課題解決
～Wi-Fiを活用した潜在顧客の回遊行動分析の最新事例～
㈱構造計画研究所　IoEビジネス推進部　人間行動工学室　室長 三宅 隆喜

11:45～12:15　出展者プレゼンテーション⑳ B会場
ワールドプラットホームサービスについて
㈱ワールド　プラットホーム事業推進室　営業企画部　営業部長 角谷 　豊

15:30～16:30　出展者プレゼンテーション㉔ B会場
GPS位置情報やネット閲覧履歴を活用した新しい商圏分析
～デモグラフィック×サイコグラフィック×時間帯がこれからのキーワード～
技研商事インターナショナル㈱　執行役員 マーケティング部 部長　シニアコンサルタント 市川 史祥

15:15～15:45　出展者プレゼンテーション⑯ B会場
今、なぜ、災害用トイレが必要なのか？
～災害時、緊急時のトイレ対策～
㈱アメニティ　リピート営業部 武藤 嵩志

16:15～17:45　出展者プレゼンテーション⑰ B会場
ＳＣ２（スマート・コミュニティ・センター）の内容と成立・成功のメカニズム
㈱ダイナミックマーケティング社　代表 六車 秀之

13:45～14:45　出展者プレゼンテーション⑭ B会場
2020年に大きく生まれ変わる東京・湾岸エリア
住友不動産㈱　商業施設開発室　室長 新家 昌人

11:45～12:45　出展者プレゼンテーション④ B会場
商業施設における食品衛生管理
～お客さまの求める食の安全・安心に応えるために～
㈱阪急クオリティーサポート　取締役専務執行役員 菊井 光治郎

主　　催
一般社団法人 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、
産業タイムズ社
特別協賛　　

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）全国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/（一社）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　全国大会事務局 
〒112-0004　東京都文京区後楽1-4-14　後楽森ビル15階
電話 03-5615-8526　FAX 03-5615-8539
URL  http://www.jcsc.or.jp/　E-mail  biz_fair2019@jcsc.or.jp
＊新型インフルエンザ等の発生・天災などにより、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サイトにてお知らせします。

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。

名　　称第43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2019

会　　期2019年1月23日（水）～25日（金）  10：00～18：00
　　　　　　　　　　　　　  （最終日は17：00まで）

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530小間（SC業界研究イベントを含む）

予定来場者数のべ58,000人

会場案内

■開催要領

無料セミナー会場
・

展示ホール

みなとみらい駅から

ロープレ会場

有料セミナー
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24分（快特・特急）……………………………横浜駅　
　　　　　　  リムジンバス 約30分、YCATからタクシー 約10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5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　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。
■入場方法
　○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　□サポート企業・団体
　　　□学生　□その他（　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　）
　2.  SCビジネスフェア2019の開催を何で知りましたか？（いくつでも）
　　　□Webサイト　□メルマガ　□主催者からのご案内（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。（いくつでも）
　　　□情報収集　□自社PR　□商談　□無料セミナー聴講
　　　□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

部署・
役職名

氏　名

電　話
E-mail

所在地
〒

き
り
と
り 

〈
も
し
く
は
こ
の
面
を
表
に
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
〉

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」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

みなとみらい駅
からのアクセス

＊詳細は協会Webサイトをご覧ください。

有料・無料セミナー

シンポジウム・セミナーや懇親パーティー（23日）など、魅力的
なプログラムが盛りだくさん。 有料セミナー

出展者プレゼンテーションやパネルディスカッションなど、実務
に役立つラインナップをご用意。 無料セミナー

どちらも盛りだくさんなプログラムを用意しています。

■SCビジネスフェア2019  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 （）

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、
業界最大のイベントです。
同大会は「SCビジネスフェア2019（有料／無料セミナー、学生向けSC業界研究イベン
ト）」「第24回SC接客ロールプレイングコンテスト全国大会（１月25日（金）11：00～
18：00（予定）／会議センター1階）」で構成されています。

●日本ショッピングセンター全国大会とは

1月24日（木）（敬称略） 2日目

１講演 6,000円（税込）／会員価格


