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１月２５日（水）～２７日（金）
「第４７回日本ショッピングセンター全国大会」をパシフィコ横浜にて開催！
（ＳＣビジネスフェア２０２３ ／ 第２８回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会）

一般社団法人日本ショッピングセンター協会（会長：清野 智）は、2023年1月25日（水）～27日（金）の3日間、

パシフィコ横浜（神奈川県横浜市西区みなとみらい１−１−１）にてショッピングセンター（以下、ＳＣ）業界最大の

イベントである『第４７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２０２３、第２８回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。

開催期間中は、各会場に報道受付を設けております。ご多用と存じますが、皆様方に当日の取材をお願い

申し上げます。併せて当大会の開催を告知いただけますと幸いです。

◆ＳＣビジネスフェア２０２３ ～出会い、発見、チャンス、そして未来へ。～
『協会創立50周年記念大会 「持続可能なSCへの挑戦」をテーマに開催！』

・会 期 2023年1月25日(水）～27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C・D、アネックスホール

・入 場 料 展示ホール（無料）、アネックスホール（有料）

・来場者数（予定） 延べ30,000人

SCビジネスフェアは、SC関係者が一堂に会するSC業界唯一の展示商談会です。
今回は、前回（SCビジネスフェア2022）を上回る147 社・386小間の出展規模で
開催します。協会創立50周年の記念大会になる今回のテーマは、『持続可能はSC
への挑戦』。大会を通じて、次代のSCに向けて、持続的に成長するためのメッセー
ジを発信します。

新規事業提案コンテスト『チャレンジピッチ2023 ～NEXT SC～』 初開催！
リテールビジネスのプラットフォーム、お客様の暮らしに寄り添う社会インフラとしての再成長を目指し、
初めて「チャレンジピッチ2023～NEXT SC」を開催いたします。

充実のセミナーラインナップ、『持続可能なSCへの挑戦』をテーマに情報発信！
有料セミナー（1月25日（水））では、次代のSC業界に向け、SCやEC事業者、有力アパレル企業のリー
ディングカンパニーが講師として登壇します。さらに、多彩なテーマの無料セミナーも用意しています。

◆第２８回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会
『リアル店舗の優れた接客技術を体感ください！』

・会 期 2023年1月27日（金） 11:50～18:50 ※開場11：20

・入 場 料 無料

・会 場 パシフィコ横浜会議センター1階 メインホール

全国７支部、8つの支部大会へ参加した総勢815名の競技者から選抜された28名
の代表者が、日々磨き上げた接客技術を競い、栄えある「大賞」、“SC接客日本一”
を目指します。「大賞」受賞者には経済産業大臣賞が贈られる予定です。

協会創立50周年を記念し、『協会創立50周年記念特別賞』を新設！

プレスリリース

※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。

報道関係各位 2023年1月20日
SCﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ2022第18

【取材のご案内】
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＜各会場の受付について（★マーク位置）＞

■展示ホール（展示、無料セミナー会場）：１階受付

■アネックスホール（有料セミナー会場）：２階受付

■会議センター（SC接客ロールプレイングコンテスト会場）：１階受付
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画像提供：横浜国際平和会議場



ＳＣビジネスフェア２０２３

チャレンジピッチ２０２３ ～ＮＥＸＴ ＳＣ～
【初開催】SCの未来を創造する新規事業提案コンテスト

リテールビジネスのプラットフォーム、お客様の暮らしに寄り添う社会インフラとしての
再成長を目指し、初めて「チャレンジピッチ2023～NEXT SC」を開催！

・期 日 2023年1月26日㈭ 14:30～18:00

・会 場 展示ホール内 プレゼンテーションＡ会場

★下記の３つのテーマで募集をし、応募総数53組の中から一次選考を通過した
11組の決勝戦です。

◇決勝戦出場者

注目トピック①

日本に本格的なSCが誕生して50数年が経過しました。その間SCは、中心市街地から郊外､駅や空港

など多様な立地に展開し、リテールビジネスのプラットフォームとして発展を遂げてきました。しかし、ここ

数年はデジタル社会の急速な発展、コロナ禍によるライフスタイルの変化など消費購買環境の変化によ

り、SCのプラットフォームとしての価値は相対的に低下しつつあります。

そこで、リテールビジネスのプラットフォームとして、またお客様の暮らしに寄り添う社会インフラとして

の再成長を目指すべく、新規事業提案コンテスト『チャレンジピッチ2023～NEXT SC』を開催いたします。

新
商
品
・新
業
態

①
ネイス㈱
『子ども達のサードプレイスを創る新提案』

②
JR西日本SC開発㈱
『生活者に寄り添うお悩み解決ショップ』

③
SAKAI  FR 
『高齢者向け出前型トレーニングスタジオ「モバトレ」』

新
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
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・
新
サ
ー
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④
Terra Motors㈱
『EV充電インフラ「Terra Charge」』

⑤
ZOOO REWARDS㈱
『街がもっと楽しくなる新しいSCの世界』

⑥
早稲田大学ビジネススクール不動産部
『MRコンテンツ提供サービス』

デ
ィ
ベ
ロ
ッ
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ー
ビ
ジ
ネ
ス
の
革
新

⑦
㈱丸井
『「小売の民主化」テナントにとっての最高の出店体験をDXで実現』

⑧
㈱HataLuck and Person
『SC、商業施設に特化した施設マネジメントアプリ「はたLuck®」』

⑨
㈱grow&partners
『「あすいく」で安心託児、ママもゆっくり試着ができる！』

⑩
New Commerce Ventures㈱
『SCの未来創造に向けた梁山泊プロジェクト』

⑪
東日本旅客鉃道㈱
『お客さまから接客スタッフへのポジティブな声でES・CS・売上向上を実現』

（敬称略）



（１）有料セミナー＠アネックスホール

期日：2023年1月25日（水） 13:00～17:10

◇特別記念対談

『三井不動産の持続可能なまちづくりと商業施設の役割』
三井不動産㈱ 代表取締役社長

聞き手 関西大学 政策創造学部 教授

◇講演

①『ZOZOのOMO戦略』
㈱ZOZO ブランドソリューション本部 本部長 兼 想像戦略部 室長 風間 昭男

②『Makuake流 『顧客体験価値』の作り方 ～リアル×オンライン～』
㈱マクアケ キュレーター本部 執行役員 松岡 宏治

◇パネルディスカッション

『有力テナントからNEXT SCへの提言』
パネリスト ㈱アダストリア 代表取締役社長

㈱ユナイテッドアローズ 代表取締役 社長執行役員CEO
コーディネーター 繊研新聞社 取締役編集局長

■主催者企画⑥■ 1月27日（金）15：30～16：30 ＠展示ホールプレゼンテーションB会場

『リアル×オンライン接客でお客様の心をつかむコツ
～「STAFF OF THE YEAR2021・2022 」グランプリに聞く～』

パネリスト ㈱バロックジャパンリミテッド 営業・販売本部 村岡 美里
㈱ビームス ビームス 恵比寿 Heg．

ファシリテーター ㈱ブレーンアンドパートナー 取締役 / bp台湾 社長 高岡 晃子

ＳＣビジネスフェア２０２３

充実のセミナーラインナップ
『持続可能なＳＣへの挑戦』をテーマに情報発信

次代のSC業界に向け、SCやEC事業者、有力アパレル企業のリーディングカンパニー
が講師として登壇！

菰田 正信
白石 真澄

木村 治
松崎 善則
矢野 剛

（２）無料セミナー＠展示ホールC・D

期日：2023年1月25日（水）～27日（金）

出展者プレゼンテーションや主催者企画など、多彩な講座を用意しています。
出展者からは、AIを使った危機管理サービス、医療モール活用術、旧市街地再開発事業など、主
催者企画として、北海道・美瑛町による新たな地域創生モデルの提案や、デジタルトランスフォー
メーション委員会関係者による売上報告業務改善の提案、「STAFF OF THE YEAR2021・2022」（主
催／㈱バニッシュスタンダード）のグランプリ2名が登壇するリアル×オンライン接客のノウハウなど
を聴講いただけます。

注目トピック②

ピックアップ

（敬称略）



・開催日時 2023年1月27日（金） 11:50～18:50 ※開場11：20

・入場料 無 料

・会 場 パシフィコ横浜 会議センター1階 メインホール

・競技者数 28名(食品・飲食・サービス部門･･･10名、ファッション・物販部門･･･18名)

・競技スケジュール

11:20 開場

11:50 コンテストスタート

11:50～12:10 開会式

12:10 食品・飲食・サービス部門 競技スタート

12:10～13:30 No.1～10（10名）

13:30～14:10 休憩

14:10 ファッション・物販部門 競技スタート

14:10～15:00 No.11～15（5名）

15:00～15:50 No.16～20（5名）

15:50～16:05 休憩

16:05～17:25 No.21～28（8名）

17:25 競技終了

17:35～18:20 審議

18:20～18:50 表彰式

18:50 コンテスト終了

※競技スケジュールは、都合により変更になる場合があります。

第２８回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会

支部代表２８名から“ＳＣ接客日本一”を決定！
「協会創立50周年記念特別賞」を新設

『第28回SC接客ロールプレイングコンテスト』は、2022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地区の支部大会（関東・甲信越支部は東京
大会、関東･甲信越大会の2大会）を、3年ぶりの有観客で開催。選抜された支部代表28名が、2023年1月
27日（SCビジネスフェア2023の3日目）に開催する全国大会に出場します。
全国大会では、支部代表者のなかから栄えある「大賞」＝“SC接客日本一”を決定し、大賞受賞者には

併せて経済産業大臣賞が贈られる予定です。
なお、2023年に迎える日本ショッピングセンター協会創立50周年を記念し、『協会創立50周年記念特

別賞』（ファッション・物販部門、食品・飲食・サービス部門それぞれ）を新設いたします。

リアル店舗の優れた接客技術を体感ください！

＜前回（第27回）大会の様子＞



競技

No.

競技予定

時間
氏 名 所 属 S C 店 名

支部

（地区）

1 12:10～ 峰松 さゆり トレッサ横浜 キッショーセレクト 関東・甲信越

2 12:18～ 中村 将之 プライムツリー赤池 やなか珈琲店 中部

3 12:26～ 田中 保枝 グランスタ デリコメール 東京

4 12:34～ 宮林 祐希 エスパル福島 ゴディバ 東北

5 12:42～ 濵田 怜一 さんすて福山 ルピシア 中国・四国

6 12:50～ 宮中 孝子 阪急西宮ガーデンズ 博多もつ鍋 やまや 近畿

7 12:58～ 松山 俊介
三井ショッピングパーク

ららぽーとTOKYO-BAY
ルピシア 関東・甲信越

8 13:06～ 岩井 冴佳
新さっぽろアークシティ

サンピアザ
柳月 北海道

9 13:14～ 本橋 由梨 東京ソラマチ ムーミンカフェ 東京

10 13:22～ 新屋敷茉梨香 アミュプラザ小倉 ゴディバ 九州・沖縄

競技

No.

競技予定

時間
氏 名 所 属 S C 店 名

支部

（地区）

11 14:10～ 大﨑 エリナ あみプレミアム・アウトレット
アシックスファクトリー

アウトレット
関東・甲信越

12 14:20～ 中村 大
グランフロント大阪

ショップ＆レストラン

ユナイテッドアローズ

グリーンレーベルリラクシング
近畿

13 14:30～ 宮崎 豊 オリナス錦糸町 ディヤース 東京

14 14:40～ 伊藤 聡
タカシマヤゲートタワー

モール

ユナイテッドアローズ

グリーンレーベルリラクシング
中部

15 14:50～ 橋本 愛永 ルクア1100 シロ 近畿

16 15:00～ 臼井 綾 札幌ステラプレイス ディズニーストア 北海道

17 15:10～ 斉藤 裕貴 光が丘イマ ゾフ 東京

18 15:20～ 小松 香菜子 新丸ビル ユナイテッドアローズ 東京

19 15:30～ 藤井 謙士郎 土岐プレミアム・アウトレット タケオキクチ 中部

20 15:40～ 野下 和彦 鳥栖プレミアム・アウトレットシチズン 九州・沖縄

21 16:05～ 天野 理恵 紙屋町シャレオ
ナチュラルビューティー

ベーシック
中国・四国

22 16:15～ 齋藤 泰裕 アミュプラザ長崎 コロンビア 九州・沖縄

23 16:25～ 志田 紗恵 三井アウトレットパーク仙台港フルラ アウトレット 東北大会

24 16:35～ 山本 俊幸 ルミネウィング リーガルシューズ 関東・甲信越

25 16:45～ 中島 正弘 ららぽーと湘南平塚 プラザ 関東・甲信越

26 16:55～ 三浦 奈津美 柏髙島屋ステーションモール オルビス 関東・甲信越

27 17:05～ 渡邉 茉弥 パセーラ ディーゼル 中国・四国

28 17:15～ 横畠 昂平 アリオ八尾 ゾフ 近畿

ファッション・物販部門（18名）

食品・飲食・サービス部門（10名）

競技者一覧 （敬称略）

















＜会場のご案内＞

パシフィコ横浜

神奈川県横浜市西区みなとみらい１-１−１

ＴＥＬ．045-221-2155

みなとみらい線（東急東横線・副都心線直通）

「みなとみらい駅」より徒歩5分

JR京浜東北線・横浜市営地下鉄

「桜木町駅」より徒歩12分、バスで11分、

タクシーで5分

◆ショッピングセンター（ＳＣ）の定義
ショッピングセンターとは、１つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で、
駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて､選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供
するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うものである。

ＳＣ取り扱い基準
ショッピングセンターは、ディベロッパーにより計画、開発されるものであり、次の条件を備えることを必要とする。
1.小売業(物販)の店舗面積は、1,500㎡以上であること。
2.キーテナントを除くテナントが10店舗以上含まれていること。
3.キーテナントがある場合、その面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。ただし、
その他テナントのうち小売業(物販)の店舗面積が1,500㎡以上である場合には、この限りではない。

4.テナント会(商店会)等があり、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。

ＳＣのイメージとしては、単体の施設ではなく複数の店舗の集合体であるとともに、１つの単位として管理・運営
されている施設を指す。具体的な例としては、百貨店やＧＭＳ、ＳＭなどを核とした大型商業施設やシネコン・ホ
テル・公共施設などを併設した複合施設、ファッションビル、駅ビルや地下街などがある。
またディベロッパーという言葉も、本来の不動産開発という意味よりはむしろ、ＳＣを管理・運営する立場を指す
場合のほうが現状では多い。

以上

【参考資料】
◆（一社）日本ショッピングセンター協会とは
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。

会長 清 野 智 東日本旅客鉃道㈱ 顧問
副会長 岩 村 康 次 イオンモール㈱ 代表取締役社長
〃 大 林 修 三井不動産商業マネジメント㈱ 代表取締役社長
〃 佐 野 公 哉 片倉工業㈱ 取締役会長
〃 福田 三千男 ㈱アダストリア 代表取締役会長
〃 椋 本 充 士 ㈱グルメ杵屋 代表執行役社長

専務理事 椿 浩 (一社)日本ショッピングセンター協会

会員数（2023年1月20日現在）
第一種正会員 299社 第二種正会員 261社 賛助会員 356社・者 ／ 合計 916社・者

画像提供：横浜国際平和会議場
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