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成 功 裡 に 終 了 

 
去る1月20日㈬～22日㈮に開催しました、『第34回日本ショッピングセンター全国大

会』(パシフィコ横浜)は、「シンポジウム・セミナー」参加者は８講座2,000名(目標:2,200
名、前回:1,900名)、「接客ロールプレイングコンテスト」見学者は1,800名(目標:1,800名、

前回:1,200名)、「ビジネスフェア」入場者は29,800名(目標:35,000名、前回:23,400名)、
延べ33,600名(目標:39000名、前回:34,600名)の参加を得ました。目標数字には達しませ

んでしたが、内容的には大変良かったという声を多くいただき、成功裡に終了しました。 
皆様方には当日ご取材いただきまして、誠にありがとうございました。今後ともよろ

しくお願い申し上げます。 
 
第15回SC接客ロールプレイングコンテスト全国大会 
 関東･甲信越支部関東･甲信越地区代表、三井アウトレットパーク 幕張「ニューバランス・ファクト

リーストア」（(株)ニューバランスアスレチックス）の松本
まつもと

 佳代子
か よ こ

さんが大賞及び経済産業大臣賞に

輝きました。 （他の表彰者は別紙参照） 
 
ビジネスフェア 
 ベストプレゼンテーションの金賞には『東武鉄道㈱』様(ディベロッパー部門）、「㈱グルメ杵屋」

様(専門店部門)、「綜合警備保障㈱」様（関連企業部門）、「東邦レオ㈱」様(環境部門)が選出されま

した。 （他の受賞企業は別紙参照） 
 
第４回日本SC大賞 
 支部別候補SCを発表しました。5月20日㈭の第38回定期総会にて大賞並びに地域貢献大賞を発表し

ます。 

（候補SC一覧は別紙参照） 
 

＊SC＝ショッピングセンター 
 
 ※お手数をおかけ致しますが、掲載紙・誌をお送り下さいますようお願い申し上げます。 

 掲載部分をファクシミリにてお送りいただいても結構です。 

お問い合わせ先 広報担当：前田･蛯原･瀧澤 

（Tel 03-3536-8121／Fax 03-3536-8120／pr@jcsc.or.jp）

2010.1.25 

報 道 各 位 



 

第 15 回 SC 接客ロールプレイングコンテスト全国大会 結果 

     
1 月 22 日(金)にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われました本コンテストの結果は以下の通りです。全国 7 支部 8 地区 761
名の中から選ばれました 35 名(内 1 名欠席)の競技者が全国大会に進み、“SC 接客日本一”を競いました。 
     

大賞・経済産業大臣賞    

松本 佳代子 三井アウトレットパーク 幕張
ニューバランス・フ

ァクトリーストア 

㈱ニューバランス

アスレチックス 
関東・甲信越

     

食品・飲食・サービス部門    

【優 勝】 

細谷 友子 新丸ビル 四川豆花飯荘 ㈱グリーンハウス 東京 

【準優勝】 

佐竹 真由美 エスパル山形店 阿部かまぼこ店 ㈱阿部蒲鉾店 東北 

【第 15 回記念大会賞】 

野村 美奈 金沢フォーラス ルピシア ㈱ルピシア 中部 

     

ファッション・物販部門    

【優 勝】 

池田 礼緒奈 新宿サザンテラス エディー･バウアー
エディー・バウア

ー・ジャパン㈱ 
東京 

【準優勝】 

府川 雄一 東京駅一番街 さくらや ㈱さくらや 東京 

【第 15 回記念大会賞】 

斎藤 智也 ルミネ大宮店 ビームス 新光㈱ 関東・甲信越

     

審査員長賞     

安田 優子 
イオン浦和美園 

ショッピングセンター 
銀のあん 

㈱タコプランニン

グ 
関東・甲信越



 

SC ビジネスフェア 

「ベストプレゼンテーション賞」受賞企業一覧 

   

部門 賞名 企業名 

金賞 東武鉄道㈱ 

銀賞 三井不動産㈱&ららぽーとマネジメント㈱ 

銅賞 三菱地所㈱ 

ディベロッパー 

特別賞 NTT 都市開発㈱ 

金賞 ㈱グルメ杵屋 

銀賞 ビーエルデーオリエンタル㈱ 

銅賞 ㈱新星堂 

テナント 

特別賞 タビオ㈱ 

金賞 綜合警備保障㈱ 

銀賞 ㈱エイムクリエイツ 

銅賞 大昌工芸㈱&㈱パールマネキン 

関連企業 

特別賞 スーパーバッグ㈱ 

金賞 東邦レオ㈱ 

銀賞 東京ガス㈱ 

銅賞 大成建設㈱名古屋支店 

環境 

特別賞 ㈱兵左衛門 

 



第4回「日本SC大賞2010」候補SC発表  
 
 
ＳＣ大賞について 

 
これからのＳＣのあり方や社会的役割を示唆するＳＣを顕彰し、ＳＣ業界の一層の発展に寄与

するのが目的で作られた賞であり、幅広い視野で総合的かつ客観的に見て参考・模範となる

ＳＣを選考する。 

 

 

候補SC 
 
 
ＳＣ名 千歳アウトレットモール・レラ 
所在地 北海道千歳市 
オープン日 2005年4月27日 
ディベロッパー ラサールインベストメントマネージメント㈱ 
ポイント 「北海道らしさ」「北海道ならでは」を基本にし、札幌を意識したテナントミック

スで、道内のみならず、道外・海外のお客様が多数来場している。 
推薦支部 北海道支部 
 
ＳＣ名 セルバ 
所在地 宮城県仙台市泉区 
オープン日 1999年4月2日 
ディベロッパー 住商アーバン開発㈱ 
ポイント 仙台泉地区の上質な住宅地を後背に、おしゃれや食にこだわりを持つお客

様の期待に応えるために進化し続け、エリアの魅力度アップにも貢献してい
る。 

推薦支部 東北支部 
 
ＳＣ名 アトレ恵比寿 
所在地 東京都渋谷区 
オープン日 1997年10月1日 
ディベロッパー ㈱アトレ  
ポイント CSレベルも高く、駅と街をつなぐ施設として、人気ショップを上手にセレクト。

屋上には庭園と貸し菜園も新設し、都市生活者の新しいライフスタイルをとり
入れている。 

推薦支部 関東・甲信越支部 
 
ＳＣ名 佐野プレミアム･アウトレット 
所在地 栃木県佐野市 
オープン日 2003年3月14日 
ディベロッパー チェルシージャパン㈱  
ポイント 首都圏全体からお客様を集めることで、地域財産の見える化と雇用拡大に

多大な貢献をしている。コア商圏外からのお客様が多い。 
推薦支部 関東・甲信越支部 
 



ＳＣ名 ラゾーナ川崎プラザ 
所在地 神奈川県川崎市幸区 
オープン日 2006年9月28日 
ディベロッパー ＮＲＥＧ東芝不動産㈱、三井不動産㈱ 
ポイント 従来の危険な川崎のイメージを払拭し、新しい川崎のイメージづくりに貢献。

圧倒的な集客力で川崎をショッピングタウンに変えた。 
推薦支部 関東・甲信越支部 
 
ＳＣ名 イオンモール岡崎 
所在地 愛知県岡崎市 
オープン日 2000年9月22日 
ディベロッパー イオンモール㈱ 
ポイント 「上質で豊かな生活スタイル提案」をコンセプトに、進化を続けるショッピング

モールづくりを実施。リニューアルではエンターテイメント機能の強化と飲食
店の充実を図った。 

推薦支部 中部支部 
 
ＳＣ名 心斎橋ＯＰＡ 
所在地 大阪府大阪市中央区 
オープン日 1994年11月19日 
ディベロッパー ㈱ＯＰＡ 
ポイント 偏らないＭＤはグラマラス・キャリア・カジュアルと3つの柱を構築しており、バ

ラエティ豊かな店舗を揃えることで、お客様から支持されている。 
推薦支部 近畿支部 
 
ＳＣ名 天王寺ＭＩＯ 
所在地 大阪府大阪市天王寺区 
オープン日 1995年9月14日 
ディベロッパー 天王寺ターミナルビル㈱ 
ポイント 駅ビルの魅力はテナントの鮮度であると、年２回リニューアルを実施、ＳＣ活性

化に取り組み、つねに新しい顔を見せている。 
推薦支部 近畿支部 
 
ＳＣ名 アルパーク 
所在地 広島県広島市西区 
オープン日 1990年4月27日 
ディベロッパー ㈱アルパーク 
ポイント ＣＳの観点から、ブランディング確立を目指す。コンセプトは「Find Your 

Smile」。地域のお客様に共感されるＳＣとして継続した戦略立案をしてい
る。 

推薦支部 中国・四国支部 
 
ＳＣ名 パークプレイス大分 
所在地 大分県大分市 
オープン日 2002年4月25日 
ディベロッパー パークプレイス大分㈱ 
ポイント パークエンタテイメントをコンセプトに、ディベロッパーと出店者が相互に理解

し、その立地性を活かした施設運営に取組んでいる。また、湧出する井水を
利用するなど地域のお客様が愛着を持って訪れる施設として成長し続けて
いる。 

推薦支部 九州・沖縄支部 


