
報道関係各位

※お手数をおかけ致しますが、掲載紙・誌をお送り
くださいますようお願い申し上げます。
掲載部分をFAXにてお送りいただいても結構です。

広報担当：高橋・村松・大内・浅田
（Tel 03-5615-8524／
Fax 03-5615-8539／ ）

プレスリリース

全国約1,000名が参加 全国大会大賞受賞者には「経済産業大臣賞」

第２５回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト
関東・甲信越大会（9月3日(火)～10日(火)）を皮切りに、

支部大会を全国8ヵ所で開催！

一般社団法人日本ショッピングセンター協会では、ショッピングセンター（SC）業界の一層の発展を願い、SC内店

舗で働くテナント従業員の方々の資質向上を図り、お客様にいつまでも支持され、愛されるSCづくりを目指して、

1995年度から毎年、『SC接客ロールプレイングコンテスト』を開催しております。

2020年1月24日（金）にパシフィコ横浜で開催します『第25回SC接客ロールプレイングコンテスト全国大会』の

代表者を選出する、『第25回SC接客ロールプレイングコンテスト支部大会』を、来る9月3日（火）～10日（火）に開催

する関東・甲信越大会を皮切りに、全国各地で順次開催いたします。

当協会の全国７支部が主催する支部大会では、各SC代表のテナント従業員が、全国大会の出場を目指し、

日頃の接客技術を競い合います。全国大会にて、“SC接客日本一”となる大賞に選ばれた方には、経済産業大臣

賞が授与されます（予定）。

ご多用中とは存じますが、各支部大会をご取材いただきますようお願い申し上げます。

＜関東・甲信越大会＞
1.日 時： 2019年9月3日(火)～6日(金)・9日(月)・10日(火) 11:00（コンテスト開始）

2.場 所： IMAホール（光が丘IMA） 東京都練馬区光が丘5-1-1

【最寄】都営地下鉄大江戸線「光が丘駅」A4出口よりすぐ

3.競技者数： 320名（予定）

各支部大会のスケジュールは別紙をご覧ください。

【取材における注意事項】
取材を希望される際は、各大会初日の２日前までに返信用紙に必要事項をご記入のうえＦＡＸまたはメール
にてご返送くださいますよう、お願いいたします。

■本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本ショッピングセンター協会

SC接客ロールプレイングコンテスト担当
☎03-5615-8523

2019年8月23日
SCﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ2019第10

（前回の全国大会より）

【取材のご案内】

（予定）



第２５回ＳＣ接客ロールプレイングコンテストについて

支部
大会

開催日程 会場

競技順･
スケジュール

公表日
（前後する場合あり）

対象都道府県
取材申込
〆切日

北海道 10月25日(金)
サンピアザ劇場

［北海道札幌市］
9月27日(金) 北海道 10月23日(水)

東北
10月30日(水)

・31日(木)

ホテルメトロポリタン仙台

［宮城県仙台市］
10月4日(金)

青森、岩手、宮城、

秋田、山形、福島
10月28日(月)

関東･

甲信越

9月3日(火)～6日(金)

9月9日(月)・10日(火)

IMAホール

(光が丘IMA)

［東京都練馬区］

公開中

茨城、栃木、群馬、

埼玉、千葉、神奈川、

新潟、山梨、長野

8月30日(金)

東京
10月7日(月)

～11日(金)

ムーブホール

(ムーブ町屋)

［東京都荒川区］

9月10日(火) 東京 10月4日(金)

中部
11月13日(水)

～15日(金)

ウインクあいち

［愛知県名古屋市］
10月17日(木)

富山、石川、岐阜、

愛知、三重、静岡
11月11日(月)

近畿
10月15日(火)

～18日(金)

ホテル京阪京橋

［大阪府大阪市］
9月18日(水)

福井、滋賀、京都、

大阪、兵庫、奈良、

和歌山

10月11日(金)

中国･

四国

11月18日(月)

～20日(水)

さん太ホール

（山陽新聞本社ビル）

［岡山県岡山市］

10月23日(水)

鳥取、島根、岡山、

広島、山口、徳島、

香川、愛媛、高知

11月15日(金)

九州･

沖縄

10月1日(火)

～3日(木)

西鉄ホール

（ソラリアステージ）

［福岡県福岡市］

9月4日(水)

福岡、佐賀、長崎、

熊本、大分、宮崎、

鹿児島、沖縄

9月27日(金)

SC接客ロールプレイングコンテストとは

一般社団法人日本ショッピングセンター協会では、1995年度から毎年開催しています。ショッピングセ
ンター（SC）業界の一層の発展を願い、SC内店舗で働くテナント従業員の方々の資質向上を図り、お客
様にいつまでも支持され、愛されるSCづくりを目指して、接客の技術を競うコンテストを実施しています。

１）支部大会
毎年9～11月にかけ、全国7支部（北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、中国･四国、九州･沖縄）に

おいて8支部大会（関東甲信越支部は東京大会、関東甲信越大会の2大会）を開催しています。
「ファッション物販部門」「食品・飲食・サービス部門」の2部門に分かれ競技を行い、多くの優秀な方々を

表彰するとともに、最も優秀だった競技者が支部代表として選抜され（各支部大会の競技者数によって
異なる）、全国大会に出場していただきます。

２）全国大会
毎年1月下旬に「SC接客ロールプレイングコンテスト全国大会」を開催いたします。各支部大会におい

て選抜された支部代表者の中から、栄えある「大賞」、“SC接客日本一”を決定いたします。また大賞受
賞者には経済産業大臣賞が贈られる予定です。

開催日： 2020年1月24日（金）（第44回日本ショッピングセンター全国大会3日目）
会 場： パシフィコ横浜 会議センター・メインホール

＜全国大会＞ “SC接客日本一”を決定！

＜支部大会＞ 支部代表を決定！

※競技者やタイムスケジュールなどの最新情報を当協会ＨＰ（https://bit.ly/2P33Rz6）にて公開しています。



（参考） 歴代大賞受賞者（過去10年間）

大会 氏名 所属SC 店名 地区

第24回（2018年度） 高見 幸男 岡山一番街 リーガルシューズ 中国・四国

第23回（2017年度） 椛澤 翔 新有楽町ビル シップス 東京

第22回（2016年度） 原田 千紘 東京ソラマチ フラワーデコ 東京

第21回（2015年度） 竹原 篤史
三井アウトレットパーク
ジャズドリーム長島

ザ・ノース・フェイス 中部

第20回（2014年度） 斉藤 智也 丸ビル ビームスハウス 東京

第19回（2013年度） 山形 歩民 盛岡駅ビル フェザン ゾフ 東北

第18回（2012年度） 玉川 祥子 セルバ コテミディコレクション 東北

第17回（2011年度） 田川 和樹 りんくうﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｱｳﾄﾚｯﾄ ｱﾃﾞｨﾀﾞｽﾌｧｸﾄﾘｰｱｳﾄﾚｯﾄ 近畿

第16回（2010年度） 青木 優香 クイーンズスクエア横浜 ビームスボーイ 関東・甲信越

第15回（2009年度） 松本 佳代子 三井アウトレットパーク幕張 ﾆｭｰﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌｧｸﾄﾘｰｽﾄｱ 関東・甲信越

※店名・所属SCは受賞時のものです。

（参考） 競技者数（過去５年間）

（敬称略）

大会 地区

第24回（2018年度） 1,075名

第23回（2017年度） 1,056名

第22回（2016年度） 1,012名

第21回（2015年度） 1,013名

第20回（2014年度） 928名

日本ショッピングセンター協会は1973年4月、わが国のショッピングセンター（ＳＣ）の発展を通じて消費者
の豊かな生活づくりと地域社会の振興に貢献することを目的に設立された。その後1975年4月に、社団法
人として通商産業省（現経済産業省）から許可を受けた。2012年4月1日、内閣府から認可を受け共益的活
動を中心として行う一般社団法人に移行いたしました。

（参考） 一般社団法人 日本ショッピングセンター協会とは

会 長 清野 智 東日本旅客鉃道㈱ 顧問
副会長 村上 教行 イオンモール㈱ 顧問

〃 青柳 雄久 三井不動産商業マネジメント㈱ 代表取締役社長
〃 竹内 彰雄 片倉工業㈱ 相談役
〃 福田三千男 ㈱アダストリア 代表取締役会長兼社長
〃 椋本 充士 ㈱グルメ杵屋 代表取締役社長

専務理事 古屋 雅弘 (一社)日本ショッピングセンター協会

会員数（2019年8月１日現在）
第一種正会員 321社 第二種正会員 307社 賛助会員 318社 ／ 合計 946社

詳しくは、 第25回ロープレコンテスト 検索



貴社名

貴媒体名

部署名

ご担当者名
（計 名）

撮影の有無 有 （ムービー 台 /スチール 台） / 無

TEL 当日連絡先：

FAX

Eメール

取材希望
（大会／取材日）

大会： 取材日：

備考

「第２５回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト支部大会」

＜ＦＡＸ返信用紙＞

（一社）日本ショッピングセンター協会 広報担当宛

FAX 03-5615-8539 または Eメール pr@jcsc.or.jp

※取材を希望される際は、各大会初日の２日前までに返信用紙に必要事項をご記入のうえFAXまたは
メールにてご返送くださいますよう、お願いいたします。

※取材当日は各支部大会会場の受付にお越しください。


