
 

 

 

 

 

第28回SC接客ロールプレイングコンテスト 

近畿大会 

 

 

 

【大会資料】 
 

 

 

 

 

 

 

期日：ファッション・物販部門：2022年10月18日(火)～20日(木) 

食品・飲食・サービス部門： 同 10月21日(金) 

 

会場：ホテル京阪京橋グランデ 

 

 

 



近畿大会～1日目(10月18日)～ 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

中瀬 弘実  (一社)日本ショッピングセンター協会 近畿支部 副支部長 

 ㈱関西都市居住サービス 代表取締役社長 

(審 査 員) 

槌間 勢津 ㈱STC 代表取締役社長 

薮 陽子  ㈱ディンプル 講師 

若森 正樹 ㈱大建設計 企画部 副部長 

岡田 光  ㈱産業タイムズ社 編集部 商業施設新聞 副編集長 

(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１０：１５ 競技者集合･説明 

１０：３０ 見学者受付開始 

 

１１：００ コンテスト開始 

 

11:00 審査員長挨拶 

11:05 審査員紹介･競技概要説明 

 

１１：１０ ファッション･物販部門  競技開始 

 

11:10～11:45 競技№  １～  ５ 

11:45～12:20 競技№  ６～１０ 

12:20～12:55 競技№１１～１５ 

 

１２：５５～１３：３５(休憩…約40分間) 

 

13:35～14:10 競技№１６～２０ 

14:10～14:45 競技№２１～２５ 

 

１４：４５～１４：５５(休憩…約10分間) 

 

14:55～15:30 競技№２６～３０ 

15:30～15:50 競技№３１～３３ 

 

 

１５：５０ 競技終了 

 

１５：５０～１６：２０ 審査検討(約30分間) 

１６：２０～１６：５０ 表彰式･講評(約30分間) 

 

１６：５０ コンテスト終了 

 



 

 
 

 

 

 



近畿大会～2日目(10月19日)～ 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

山本 敬二 (一社)日本ショッピングセンター協会 近畿支部 副支部長 

    フィールド・ハーツ研究所 代表／主宰 

(審 査 員) 

薮 陽子 ㈱ディンプル 講師 

槌間 勢津 ㈱STC 代表取締役社長 

茨木 一郎 神戸地下街㈱ 販売促進部開発室 次長チーフプランナー 

藤尾 英雄 ㈱フジオフードシステム 取締役副社長執行役員 

(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１０：１５ 競技者集合･説明 

１０：３０ 見学者受付開始 

 

１１：００ コンテスト開始 

 

11:00 審査員長挨拶 

11:05 審査員紹介･競技概要説明 

 

１１：１０ ファッション･物販部門  競技開始 

 

11:10～11:45 競技№  １～  ５ 

11:45～12:20 競技№  ６～１０ 

12:20～12:55 競技№１１～１５ 

 

１２：５５～１３：３５(休憩…約40分間) 

 

13:35～14:10 競技№１６～２０ 

14:10～14:45 競技№２１～２５ 

 

１４：４５～１４：５５(休憩…約10分間) 

 

14:55～15:30 競技№２６～３０ 

15:30～15:50 競技№３１～３３ 

 

 

１５：５０ 競技終了 

 

１５：５０～１６：２０ 審査検討(約30分間) 

１６：２０～１６：５０ 表彰式･講評(約30分間) 

 

１６：５０ コンテスト終了 



 

 
 

 

 

 

 



近畿大会～3日目(10月20日)～ 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

山口 正人 (一社)日本ショッピングセンター協会 近畿支部 支部長 

    JR西日本SC開発㈱  取締役会長 

 

(審 査 員) 

関岡 英人 ㈱Thanks Dream 代表取締役   

的場 みな子 SPACE MANAGEMENT KNOWHOW CO.,LTD 取締役 

人材教育コンサルタント CSプロデューサー 

豊島 克俊 野村不動産コマース㈱ 開発本部 企画開発二部 マネージャー 

角田 圭一郎 ㈱近鉄百貨店 営業政策本部 FC事業部 マネージャー 

(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１０：１５ 競技者集合･説明 

１０：３０ 見学者受付開始 

 

１１：００ コンテスト開始 

 

11:00 審査員長挨拶 

11:05 審査員紹介･競技概要説明 

 

１１：１０ ファッション･物販部門  競技開始 

 

11:10～11:45 競技№  １～  ５ 

11:45～12:20 競技№  ６～１０ 

12:20～12:55 競技№１１～１５ 

 

１２：５５～１３：３５(休憩…約40分間) 

 

13:35～14:10 競技№１６～２０ 

14:10～14:45 競技№２１～２５ 

 

１４：４５～１４：５５(休憩…約10分間) 

 

14:55～15:30 競技№２６～３０ 

15:30～15:50 競技№３１～３３ 

 

 

１５：５０ 競技終了 

 

１５：５０～１６：２０ 審査検討(約30分間) 

１６：２０～１６：５０ 表彰式･講評(約30分間) 

 

１６：５０ コンテスト終了 

 



 

 
 

 

 



近畿大会～4日目(10月21日)～ 

≪審査員一覧≫ 
(審査員長) 

荻原 奨 (一社)日本ショッピングセンター協会 近畿支部 副支部長 

    三和実業㈱ 代表取締役社長 

(審 査 員) 

的場 みな子 SPACE MANAGEMENT KNOWHOW CO.,LTD 取締役 

人材教育コンサルタント CSプロデューサー 

関岡 英人 ㈱Thanks Dream 代表取締役   

川合 信史 ㈱京阪流通システムズ 開発計画本部 業態開発室担当部長 

営業本部 担当部長 兼 くずはリニューアル準備室担当部長 

村木 俊一 東急不動産SCマネジメント㈱ 運営本部第３運営部 リーダー 

(順不同・敬称略) 

 

《タイムスケジュール》 
 

１０：１５ 競技者集合･説明 

１０：３０ 見学者受付開始 

 

１１：００ コンテスト開始 

 

11:00 審査員長挨拶 

11:05 審査員紹介･競技概要説明 

 

１１：１０ 食品・飲食・サービス部門  競技開始 

 

11:10～11:40 競技№  １～  ５ 

11:40～12:10 競技№  ６～１０ 

12:10～12:40 競技№１１～１５ 

 

１２：４０～１３：２０(休憩…約40分間) 

 

13:20～13:50 競技№１６～２０ 

13:50～14:20 競技№２１～２５ 

 

１４：２０～１４：３０(休憩…約10分間) 

 

14:30～15:00 競技№２６～３０ 

15:00～15:15 競技№３１～３３ 

 

 

１５：１５ 競技終了 

 

１５：１５～１５：４５ 審査検討(約30分間) 

１５：４５～１６：１５ 表彰式･講評(約30分間) 

 

１６：１５ コンテスト終了 



 

 

 
 

 

 



 
 



 

ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト 
見学者の皆様へのお願い 

 

 

本日は、SC接客ロールプレイングコンテストの見学･応援にお越しいただ

き、誠にありがとうございます。本会場内におきまして、以下のことを

皆様にお願い申し上げます。 

 

①競技時間中のスマートフォン・携帯電話等はマナーモードにお切り替えくだ

さい。 

 

②個人情報保護の関係で、ご自分の企業の競技者、ご自分のＳＣに所属する競

技者以外の撮影はご遠慮ください。 

撮影場所を設定しておりますので、所定の場所以外での写真･ビデオ撮影は

厳禁です。こちらには出場者１名につき、その所属SCの方、専門店の方、ご

家族の方の３名しか入れません。 

撮影時のストロボ発光はご遠慮ください。 

なお、審査員関係者、プレス関係者、協会事務局はこの限りではありません。 

 

③応援のタイミングは、前の出場者が終わり、次の方の準備をしている時(司

会者が紹介する前)にお願いします。 

 

④長時間、荷物等を椅子に置いての座席確保は他の見学者のご迷惑となります

ので、ご遠慮ください。 

多くの方が座って見学できますよう、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

⑤喫煙をされる方は、指定の喫煙場所でお願いいたします。 

 

⑥本支部大会開催中(競技開始前、審査結果公表後、休憩時間等も含む)、会場

内での審査員への接触は誤解を招きますのでご遠慮ください。 

 

SC接客ロールプレイングコンテスト事務局 

 

 

 

. 


