
広報担当：髙田、村松、浅田、安倍
TEL 03-5615-8524 FAX 03-5615-8539
Email pr@jcsc.or.jp

１月２６日（水）～２８日（金）
「第４６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２０２２ ／ 第２７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、2022年1月26日（水）～28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（ＳＣ）業界最大イベント

である『第４６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２０２２、第２７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２０２２ ～出会い、発見、チャンス、そして未来へ。～
『ＳＣ業界の最新動向を、会場でも、オンラインでも。ハイブリッドで発信します！』

・会 期 2022年1月26日(水）～28日(金） 10：00～18：00 （最終日は17：00まで）

・入 場 料 無料（展示ホール、一部セミナー）、有料（セミナー）

・会 場 パシフィコ横浜 展示ホールB・C・D、アネックスホール

・来場者数（予定） 延べ25,000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。今年度は、143 社・367小
間の出展規模で、 「アフターコロナ」「DX・テクロジー」「ES革新」といった、いまSC業界で注目されるテーマの展
示やセミナーを展開します。来場者が集う展示ブースの臨場感と、時間と場所を問わないオンラインセミナー
の利便性を融合させ、次代のＳＣビジネスをリードする出会いと、明日のＳＣに欠かせない情報を発信します。

◆第２７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 2022年1月28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676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。
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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 2022年1月19日
SCﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ2021第22

【取材のご案内】

＜SCビジネスフェア２０２２公式サイト＞

＜第27回SC接客ロールプレイングコンテスト公式サイト＞



＜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（ロールプレイングコンテスト会場）：１階受付

みなとみらい駅
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◆注目トピック① DX・テクノロジー

■流通展望■ 1月27日（木） 13：30～14：30 ＠アネックスホール ※有料※
「時代変化に対応した小売業の経営変革とDX」

（同）西友 社長兼 最高経営責任者（CEO）／㈱リテイルサイエンス ファウンダー 大久保恒夫

「ＳＣビジネスフェア２０２２ ～出会い、発見、チャンス、そして未来へ。～」

来場者必見の注目トピックをご案内いたします！

【セミナー】 DX推進の勘どころを、業界リーディングカンパニーの講師陣が解説します！ （敬称略）

■主催者企画④■ 1月27日（木）16：15～17：45 ＠展示ホール B会場 ※無料※
「攻めと守りに効くテクノロジー活用 ～このサービス実際どうなの？～」 （次世代SCテクノロジー研究会）
【モデレーター】
・㈱パルコ 執行役デジタル推進部・CRM推進部担当（研究会リーダー） 林 直孝
【パネリスト】
・㈱エムアンドシーシステム デジタルトランスフォーメーション推進本部 本部長 横山 拓人
・JR西日本SC開発㈱ カンパニー統括本部 開発戦略室 室長 舟本 恵
・東神開発㈱ 営業本部 営業企画部 営業推進グループ 担当部長 中澤 英昭

■主催者企画⑦■ 1月28日（金）14：45～16：15 ＠展示ホール A会場 ※無料※
「リアル店舗 ライブコマースの課題と成功するためのノウハウ」

・㈱Moffly 代表取締役 藤次 一嘉
・㈱バロックジャパンリミテッド 営業・販売本部 村岡 美里
・㈱ワールドストアパートナーズ 支店統括部兼リテールパートナーシップ推進部 統括部長 福寿直紀

✔ 最新駐車場システムやAI警備など、販促や接客に留まらない多様なラインナップ！
✔ 施設内ナビ「PinnAR」や複合サービスロボット「 Toritoss 」が来場者をサポートします。

【展示】 業界注目の分野に、２７の展示が集結！アプリやロボットが快適な会場利用もサポートします

✔ 時代変化に対応した小売業の経営改革の肝は何か？
数々の小売業経営をリードした大久保氏から、DX活用のヒントを学びます。

✔ SCの効率的な運営のために、いま導入すべきテクノロジーは何か？
活用事例を交えた、SC実務者の本音のディスカッションをお聞きください！

✔ ライブコマースに関わる実務者が語る成功のポイントは何か？
リアルとオンライン接客の第一人者である村岡氏がライブコマースを解説します！

施設内ナビ「PinnAR」によるナビゲーション 複合サービスロボット（Toritoss）による清掃・警備

写真提供：(株)フジ 『エミフルMASAKI』
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◆注目トピック②人材確保

■SCシンポジウム②■ 1月27日（木）16：10～17：25 ＠アネックスホール ※有料※
「ＥＳ革新がＳＣの人材確保を支える」

・㈱アダストリア 代表取締役会長 福田 三千男
・㈱グルメ杵屋 取締役 兼 代表執行役社長 椋本 充士
・静鉄プロパティマネジメント㈱ 取締役会長 川井 敏行

【セミナー】 喫緊の社会課題に業界経営者はどう挑むのか？ （敬称略）

【参考】 『SCの人材確保に関する定量調査』の実施について

✔ スタッフのエンゲージメント向上に求められるものは何か？
ディベロッパーとテナント経営陣による本音のディスカッションは、SC関係者必聴です。

当協会ではSC業界における人手不足問題に対して、２０１５年度より人材確保対策への取組みを進めており、

その一環として、人手不足の現状把握と人材確保対策検討を進めるために、『SCの人材確保に関する定量調査』

を実施しております。

今回の調査結果も活用しながら、上記「シンポジウム②」のディスカッションを実施いたします。
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■調査概要■

・調査期間 ： 2021年12月1日（水）～2022年1月11日（火）

・調査対象 ： 第一種正会員（ディベロッパー）309社、第二種正会員（テナント）263社

・回 答 数 ： 第一種正会員（ディベロッパー）80社・144SC ※回答率26％

第二種正会員（テナント）46社 ※回答率17％

・主な設問 ： 第一種正会員（ディベロッパー）向け

①営業時間について ②テナント従業員について ③人材確保について

④新型コロナ対応について ⑤カスタマーハラスメントについて

第二種正会員（テナント）向け

①社員の現況について ②人材採用について ③人材育成・就業意欲向上施策について

④新型コロナ感染拡大の影響について ⑤社員定着率について

⑥カスタマーハラスメントについて

■調査結果の主なポイント■

・テナント従業員の充足度が低下した企業が増えている。

これは、コロナ禍による休業・時短営業、先行きの不透明感による新規採用抑制等による「人材離反の影響」が

原因と推測され、今後も人材確保に大きく影響することが懸念される。

・テナント従業員の採用困難度については、特に非正規社員の困難度が増していると約半数の企業が回答。

上記の「人材離反」に加え、入国制限等による外国人従業員の採用困難度が増していると考えられる。

※調査結果サマリーについて、準備でき次第、当協会ホームページにて公表いたします※



第２７回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト全国大会

1月28日（金）、支部代表28名がＳＣ接客日本一を競います！

◆開催日時 2022年1月28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

※新型コロナウイルス感染防止対策を徹底して開催いたします！
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応として、第27回SC接客ロールプレイングコン

テスト全国大会会場への入場には、新型コロナウイルス対応追跡アプリの利用を必須とする
など、会場の感染防止対策を徹底し、有観客で開催します。

※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。
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＜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 取締役 兼 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（2022年1月19日現在）
第一種正会員 ３０９社 第二種正会員 ２６６社 賛助会員 ３３１社 ／ 合計 ９０６社

14


