
1992年 ショッピングセンター 総目次
1992年1月号 1992年2月号 1992年3月号

特　　集

SC業界、今年の展望と課題
大店法改正が流通業に及ぼす影響
� ――小山周二
検証！�專門店サバイバルに生き残るための切
り札とは?〜郊外型、SPAチェーン専門店群は
どこまで市場を制するか?〜� ――北川雅彦
アメリカ流通業界における最新事情〜景気後退
回復せず、前年度並み、前年度比マイナスの業
績を続ける小売業界!!〜� ――西村�哲
生活者指導の市場変革の時代〜消費動向の変化
を探る〜� ――高見俊一

売上情報の分析と活用法
変化の激しいファッションビルを運営するため
に売上情報を積極的に活用
� ――大橋正夫、三枚橋宏二
カントリー立地SCの地元テナントには売上増
進のために経営のあらゆる面で指導�――編集部
SCの長い経験を活かして各テナントの店舗採
算状況を把握� ――編集部

第16回日本ショッピングセンター全国大会
開会式：開会挨拶（倉橋良雄／来賓挨拶（加藤
敏春、那珂正）／SC学校表彰
記念講演：「エコ産業革命」のすすめ〜地域環
境保全と企業行動〜（安原正）
特別対談：行政はドラマ〜これからの地域経営
とSC〜（岩國哲人、牧田正一路）
分科会Ⅰ：大店法改正・特定商業集積法制定と
これからのSC（上原征彦）／'90年代のレジャ
ーおよびレジャー産業の動向（山田紘祥）／人
を育て、人を活かし、そして、メダル（金子正
子）／これからのテナント出店（田中道信、鈴
井俊二、後藤庄平）
見学コース：横須賀・横浜コース／新宿コース
／渋谷コース／池袋コース
分科会Ⅱ：転換期の米国小売業（豊島弘）／SC
をとりまく環境・エコロジー問題（木全ミツ、
品川昭、三谷益巳、岡本愛仁）／日本における
パワーセンターの可能性を探る（高山邦輔）／
お客様革命の時代（谷口正和）
流通展望：転換期における流通業の新たな役割

（高丘季昭）
大会総括：大会の総括と'90年代のSC展望（奥
住正道）
パーティ抽選会賞品提供企業一覧
SCノベルティグッズ&オリジナルグッズ展参
加企業一覧

日本のSC アムスクエア
チトセピア

検見川浜サイドモール「フェリア」 ラパーク三郷

世界のSC ジ・アメリカーナ プリンセススクエア ベルシー2

時評（奥住正道） ジャパニーズドリーム 良質な顧客満足 バレンタインデー

Members Now 21世紀に向けた「生活総合産業の確立」をはか
るためチャレンジする「松坂屋」� ――齋藤喜幸

“愛と協同”の精神により心豊かな社会づくりを
目指す「コープこうべ」� ――高村�勣

アミューズメント業界のパイオニア『タイトー』
� ――大植正道

わが社のView Point 香りによる演出と客反応� ——吉武利文 個店融合を目指すシステム提案� ——影山和久

SCリニューアル
リニューアルテーマは「フェスティバル感覚の
せいせきコレクション館創り—京王聖蹟桜ケ丘
SC—　� ――編集部

ファッション中心の都市型SCに生まれ変わっ
た「シビコ」� ――編集部

渡辺　昭の
判例コーナー

海外トピックス USAスーパーマーケットセールス結果〜その2
〜品目別セールス結果、その概要

フランス小売業の概要 フランス小売業の概要

新・専門店レポート
利用客はお金持ちでも、特別の子供でもない、
ごくごく一般的な子供たちの『キッズヘア・サ
ロン』� ――吉田雅彦

アイマリオの「タアルガ」SCで急上昇
� ――編集部

衣・食・住・遊のジャンルをトータル展開「ボ
ザール」� ――編集部

そ　の　他

イベントスケジュール1992年1月分／年頭あい
さつ／自由席／年賀広告／SCその後の1年／
届出情報／開店予定／会員の動向／協会だより

イベントスケジュール1992年2月分／開店予定
／自由席／SCその後の1年／国内クリニック
報告／官庁通達／SC図書室／会員の動向／協
会だより

イベントスケジュール1992年3月分／総目次／
届出情報／開店予定／自由席／海外クリニック
／会員の動向／協会だより



1992年 ショッピングセンター 総目次
1992年4月号 1992年5月号 1992年6月号

特　　集

地元主導型SCの成功条件
「ベルシティ」における地元主導タイプのSC開
発� ――加瀬泰二
地元主導型SCを発展成長させるためには、そ
の長所と短所を知り運営することが大切である。
� ――伊藤武治
川口湖SC「ベル」の4年間を振り返って
� ――渡辺興一

「米子しんまち」におけるSC開発の考え方
� ――中村栄嗣郎

激変する専門店の出店戦略を探る
専門店の出店戦略に対応するデベロッパーのあ
り方� ――清尾豊治郎
これからのテナント出店
� ――田中道信、鈴井俊二、後藤庄平
ソックスオンリーショップで全国制覇を狙うた
めに積極的に出店の「BELL�WINK」
� ――三宅�治
店のテイストを失わない出店ぺースで—
SHOPDADA—� ――今泉哲夫
出店に関するアンケート結果について
参考資料�SCテナント店舗経費調査報告

SCヒットイベント事例集
セントラルパーク／広島センター街／ベルシテ
ィ／リべール／サンピアザ／ファッションパテ
オサンポップ／SCポンテ結城／さんちか／西
条プラザ／青森駅ビル・ラビナ／米子しんまち
／桑名ショッピングシティーパル／江釣子ショ
ッピンクセンターパル／サンメグロ／博多デイ
トス／
バスチカ・デ・ナール商店街／アステ川西／イ
ムズ／飯田橋セントンラルプラザラムラ／マイ
ング博多駅名店街／ベルシャインニシザワ／ビ
オルネ／カタクラショッピングプラザ／エスト
一番街／アルパーク／シーモール下関／三原シ
ョッピングプラザ・パルティ／大宮ルミネ2／
サンシャインシティアルパ／ショップシティリ
ッチランド／天神地下街／京王聖蹟桜ヶ丘SC
／アミコ／東住吉ショッピングセンター／名西
ショッピングセンター／藤井寺ショッピングセ
ンターAPT／寝屋川グリーンシティ／奈良フ
ァミリー／川ログリーンシティ／亀山エコー／
メイワン／大宮カタクラパーク／茅ヶ崎ルミネ
／長浜楽市／エクラン／メルサ／FASHION�
STATION�MIDORI／京急ショッピングプラザ
ウイング高輪／松本カタクラモール／セゾン・
ド・長岡／イシバシプラザ／テルミナ／立川ル
ミネ／京都駅前地下街ポルタ／パセオ／VAL
小山

日本のSC アル・プラザ城陽 新横浜プリンスペペ エコール・リラ

世界のSC ヘイズガレリア 280メトロセンター レイクサイドSC

時評（奥住正道） デベロッパーの業革 ポリシーのある共益費 SCの経営資源

Members Now 生産性の向上と地域商業との融合をテーマに
SCづくりをすすめる「コメリ」� ――棒�賢一

人に優しいショッピングセンター「岡田屋モア
ーズ」� ――中田安彦

ナンバーワンSCからオンリーワンのSCづくり
を目指す「サントピア」� ――加児雄司

わが社のView Point SC内を快適にする水耕栽培による緑化システ
ム� ――東急グリーンシステム㈱

ショッピングセンターに“こだわり”空間を提
案� ――比留間康彦

SCリニューアル
ニチイが天王町店を増床リニューアル、「天王町サ
ティ」としてオープン� ――編集部

グループの力を結集して21世紀に対応したSC
づくり—柏髙島屋ステーションモール
� ――編集部

特別寄稿

海外トピックス USA,�SC実態調査〜貸料、空き部屋率〜 ウエストコーストSC定点観測、他地域SC比較
〜急変するマーケット〜

米国SCのリーシング実務

新・専門店レポート
クレープから新しい業態開発複合化を図る「ユ
ニ・ピーアール」� ――編集部

美しい生活のためのトータルコーディネートス
トア「ルミネコレクション」� ――編集部

雑貨の時代にきちっとしたコンセプトで店づく
り、輸入インテリア雑貨「パスポート」
� ――編集部

そ　の　他

イベントスケジュール4月分／自由席／SCそ
の後の1年／テナント募集案内／届出情報／開
店予定／SC図書室／官庁通達／会員の動向／
協会だより

イベントスケジュール5月分／第一委員会・SC
飲食活性化に向けて／第二委員会・SCにおけ
る駐車場のあり方／第三委員会・SC経費とテ
ナント経営／自由席／SCその後の1年／テナ
ント募集案内／届出情報／開店予定／官庁通達
／SC図書室／SC学校通信教育・修了者発表／
会員の動向／協会だより

イベントスケジュール6月分／自由席／SCそ
の後の1年／テナント募集案内／届出情報／開
店予定／官庁通達／会員の動向／協会だより



1992年 ショッピングセンター 総目次
1992年7月号 1992年8月号 1992年9月号

特　　集

立体的街づくり—活発化する地下街計画
完全な抑制から、防災上の問題をクリアーし、
総合的都市計画に位置付けられた開発誘導へ
� ――編集部
大阪の顔、都市ネットワークづくり構想—ダイ
ヤモンド地下街� ――編集部
積極的にお客を引っ張り込む魅力づくりに取り
組む—京都・御池地下街　� ――編集部
新旧地下街をドッキングし綜合力を発揮—神戸
ハーバーランド地区・デュオこうべ
� ――編集部

子供マーケットの新潮流
新しい子供館が続々オープン、原宿地区
� ――編集部
なぜ我々はこども百貨店「パオ」をつくったの
か� ――佐藤洋一
子供服のピークは3年前に終った� ――青柳�博
明確なコンセプトに基づくドクターキッズの展
開� ――植田邦彦

SCの売り場、テナントミックスを見直す—食
品フロア—
SC食品ゾーンの魅力を決めるのは「核テナント」
よりゲンキな「業種店」� ――三沢ひろこ
つかしん『生鮮館』の現況と今後� ――大日�昭
核店の食品売場の補完機能ではなく独立した市
場ゾーン—ダイエープラザ� ――上馬清次
創造的な売場構築の原点を見直す時期に来てい
る百貨店食品リニューアル� ――長谷川�智
コア商品、コア売場をつくろう!—食品の成長
企業、繁盛店から学ぶ� ――鈴木哲男

日本のSC 野田阪神ウィステ メトロポリタンプラザ 泉中央SC・イトーヨーカドー仙台泉店

世界のSC ホワイトリーズオブベイウォーター ザ・オリンピアSCオブイーストキルブライド
タウンセンター ガーニーミルズ

時評（奥住正道） 原宿に来た冬の季節 新しい店長像 お店の人気

Members Now
“共存共栄”“相互信頼”“自主性尊重”常にテ
ナントの立場にたった管理運営を行う「玉川髙
島屋ショッピングセンター」� ――神崎米三郎

環境の変化に敏感に反応し、危機感をバネに積
極的に事業を展開する「パル」� ――高橋祥元

明確なコンセプトで多角化戦略を展開『三松』
――斉藤�寛

わが社のView Point
SC業態開発の視座〜求められる業態転換発想
と、新SC業態開発の方向性〜　� ――松本正人

進化し続けるSCシステム〜T3800はPOS二重
設置問題の救世主になり得るか?〜
� ――清水強至

SCリニューアル
春日井市・高蔵寺にクオリティショッピングゾ
ーン誕生「サンマルシェ」� ――毛利勝司

㈱西友のノウハウを結集して総合生活エンターテイメ
ントコアとして変身—THE�MALL春日井
� ――編集部

特別寄稿 新借地借家法の施行にあたって� ――渡辺�昭
SCと環境・エコロジー問題� ――宮脇�昭

海外トピックス 今秋オープン、モールオブアメリカを予測、検
証する

進行する米国流通業のコングロマリット化、寡
占化

ガーニーミルズSCにみる第2世代のファクト
リーアウトレツトストア

新・専門店レポート
駅ビル型SCで快調にとばす「プチアキ」
� ——編集部

「ディズニーストア・ジャパン」日本での事業
展開を開始� ——編集部

そ　の　他

イベントスケジュール7月分／1990、'91年開店
SCの賃貸借条件／平成4年度定期総会挨拶／自
由席／開店予定／SCその後の1年／海外クリ
ニック報告／㈱商業ソフトクリエイション創立
／SC図書室／会員の動向／協会だより

イベントスケジュール8月分／自由席／暑中見
舞広告／SCその後の1年／テナント募集案内
／届出情報／開店予定／官庁通達／会員の動向
／協会だより

イベントスケジュール9月分／1991年SC年間
販売統計調査報告〔抜粋〕／自由席／SCその
後の1年／海外クリニック報告／テナント募集
案内／届出情報／開店予定／SC図書室／官庁
通達／会員の動向／協会だより



1992年 ショッピングセンター 総目次
1992年10月号 1992年11月号 1992年12月号

特　　集

好調ファッションビルに学ぶ〜時代対応する
MDデベロッパーたち〜
常に革新をめざす駅ビル型SC「ルミネ」
� ――武藤�格
街を育て、テナントを育て成長する「ラフォー
レ原宿」� ――亀井�智
開業20周年に向け、新たなMD構築を追求「札
幌マルサ」� ――山口慎也

「衣」「食」「遊」消費への対応� ――高橋たかこ

複合都市・神戸ハーバーランドの全貌
神戸商業活性化の起爆剤として期待される「神
戸ハーバーランド」� ――編集部
ファッションプラスアミューズメント、飲食、
サービスとヤングの女性が望むものを揃える「オ
ーガスタプラザ」� ――編集部

「神戸阪急」店舗概要
「神戸西武」店舗概要
ダイエーハーバーランドシティ&KOU'Sホール
セールメンバーシップクラブ店舗の概要

「MOSAIC」店舗概要

SCのアミューズメント施設
コンセプトに合ったAM施設であることが大切
� ――和知満男
施設の中の機械の組み合わせも重要なポイント
� ――吉浦�誠
リピーター（再来店客）の獲得は運営力で差が
つく� ――東　純

日本のSC

・富士宮プラザ
・スフィアコレクション

・東京イースト21、生活倉庫UNYイースト21
・しんかなCITY
・下妻ショッピングセンターオーク
� ――赤沢信二

・ルミネウイング
・相模大野岡田屋モアーズ

世界のSC ガビダエコモン モールオブアメリカ メンロパークモール

時評（奥住正道） Y社の「当たり前のこと」 オリジナリティのある「攻め」 江ノ島への出店

Members Now
鉄道を軸に、21世紀を睨んだ“街づくり”を展
開「阪神電鉄」� ――手塚昌利

コンセプトは“エレガンス・モダン”、SC経営
はテナントとの信頼関係が基本「京阪モール」
� ――大内昭男

テナントとの協力ビジネスを押し進め、常に時
代の一歩先を見つめた事業展開の『パルコ』
� ――山田晶義

わが社のView Point

顧客満足時代の顧客拡大コンセプトは「お客様
の立場に立つ愛の力」� ――池田吉郷
㈱商業ソフトクリエイション

「これからの事業展開」� ――曽我太郎

SCリニューアル

松本駅ビルが駅を楽しむ（Station�Amusement）
ファッションステーション「MIDORI」MATSU
MOTに変身オープン� ――村石�勇

SMタイプの大型店から総合生活館へ内容充実
して増床リニューアル—西友川中島店
� ――編集部
地域の核店舗として、地域商店街の再活性化へ
寄与するために—富士ショッピングセンターパ
ピー� ――編集部

特別寄稿

海外トピックス USA、カナダ主要SC一欄NO.1　—USA東部、
南部編—

USA、カナダ主要SC一欄NO.2　—西部、中西
部、カナダ編—

ヨーロツパ主要SC一欄

新・専門店レポート

SPA（製造小売業）企業ゆえにファクトリーア
ウトレットストアを開発した「キンシド」
� ――編集部

㈱やまとの「ファブリシング」チェーン化急速
推進!!　� ――編集部

そ　の　他

イベントスケジュール10月分／第5回緑陰トッ
プアカデミー／自由席／国内クリニック報告／
SC図書室／テナント募集案内／届出情報／開
店予定／官庁通達／会員の動向／協会だより

イベントスケジュール11月分／自由席／テナ
ント募集案内／届出情報／開店予定／SC図書
室／会員の動向／協会だより

イベントスケジュール12月分／自由席／国内
クリニック報告／SCその後の1年／テナント
募集案内／届出情報／1992年開店SC一覧／会
員の動向／協会だより


