
追加SCビジネスフェア2020　開催案内パンフ

セミナー
どちらも盛りだくさんなプログラムを用意しています。

有料セミナー シンポジウム・セミナーや懇親パーティー（22日）など、魅力的な
プログラムが盛りだくさん。

無料セミナー 出展者プレゼンテーションやパネルディスカッションなど、実務に
役立つラインナップをご用意。 ＊詳細は協会Webサイトをご覧ください。

●日本ショッピングセンター全国大会とは
日本ショッピングセンター全国大会は、年に1度全国からSC業界関係者が一堂に集う、
業界最大のイベントです。
同大会は「SCビジネスフェア2020（セミナー、学生のためのSC業界研究イベント）」

「第25回SC接客ロールプレイングコンテスト全国大会（1月24日（金）11：00～18：00
（予定）／会議センター1階）」で構成されています。

■開催要領
名　　称 第44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2020

会　　期 2020年1月22日（水）～24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A・B・C&アネックスホール
http://www.pacifi co.co.jp/

予定出展小間数 約530小間（SC業界研究イベントを含む）

予定来場者数 延べ54,000人

入	場	料 無　料 （展示ホールの入場は無料ですが、アネックスホール
のセミナーは有料となりますのでご注意ください ⎠

主　　催
一般社団法人 日本ショッピングセンター協会

後　　援
経済産業省、国土交通省、農林水産省、横浜市、日本経済新聞社、
繊研新聞社、産業タイムズ社

特別協賛

協賛団体
日本商工会議所/日本小売業協会/全国商工会連合会/（一社）日本百貨店協会/
日本チェーンストア協会/（一社）日本専門店協会/（一社）日本フランチャイズチェー
ン協会/（一社）全国スーパーマーケット協会/（一社）日本ボランタリーチェーン協会/
（一社）日本スーパーマーケット協会/（一社）日本フードサービス協会/日本チェーンド
ラッグストア協会/全国地下街連合会/（一社）不動産協会/（一社）日本ビルヂング協
会連合会/全国商店街振興組合連合会/協同組合連合会日本専門店会連盟/（公社）
商業施設技術団体連合会/（一社）日本商環境デザイン協会/（一財）流通システム開
発センター/（一社）再開発コーディネーター協会

お問い合わせ先
SCビジネスフェア運営事務局（株式会社日経イベント・プロ）
TEL : 03-6812-8691（9:30～17:30 土、日、祝日は除く）
e-mail : scbf@nex.nikkei.co.jp 

＊新型インフルエンザ等の発生・天災などにより、止むを得ず中止または延期することがあります。
  その場合には、開催前日までに協会Webサイトにてお知らせします。

SCビジネスフェア・
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懇親パーティー
会場 ロープレ会場
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アネックス
ホール
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A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C展示ホール展示ホール

会議センター会議センター

みなとみらい駅からみなとみらい駅から

パシフィコ横浜 展示ホール
会 場 案 内

●東京方面より
東京駅 JR東海道線　約25分

●羽田空港より

●横浜駅・みなとみらい駅より

●関西・中部方面より（東海道・山陽新幹線利用）

●桜木町駅より

横浜駅

みなとみらい駅

みなとみらい駅
からのアクセス

新宿駅 JR湘南新宿ライン　約30分

京急線　約24分（快特・特急） 横浜駅
パシフィコ横浜リムジンバス 約30分 YCAT タクシー 約10分

渋谷駅

羽田空港

東急東横線・みなとみらい線　約30分（特急）

桜木町駅新横浜駅 横浜市営地下鉄　約15分

パシフィコ横浜徒歩12分　　動く歩道経由

横浜駅
（みなとみらい線では、「クイーンズスクエア横浜連絡口」よりエスカレータを乗り継いで2Fに上がってください）

（桜木町駅からは、ランドマークプラザ、クイーンズスクエア経由でお越しください）▲

▲
パシフィコ横浜みなとみらい線 約3分 みなとみらい駅 徒歩5分

横浜市西区
みなとみらい1-1-1
TEL.045-221-2155（代）

▼来場事前登録はこちら▼
https://www.scbf.jp/index.html

セミナー受講はWebより入力して入場証のプリントアウトの持参をお願いします。
•セミナー受講は事前にお申込ください。

•展示ホールへのご入場は、事前にご登録いただくと
当日スムーズにお入りいただけます。

セミナー最新情報は随時Webにて公開中です！
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右のQRコードから申込ページにアクセスいただけます。

▶https://www.scbf.jp/
有料セミナー

無料セミナー

 有料セミナー アネックスホール

1講演 6,150円（税込）／会員価格

 無料セミナー 展示ホール

1日目 1月22日（水） （敬称略）

13：00〜 14：10 基調講演①
「2020」、その先へ、今を輝かしい転換点に
～新国立競技場、JR高輪ゲートウェイ駅に込めた新しい時代のあり方～
建築家 隈 　研吾

14：25〜 15：35 基調講演②
東急グループが考えるグローバルな都市開発
～東急の100年構想実現に向けた戦略
東急㈱ 代表取締役会長 野本 弘文

15：50〜 17：00 基調講演③&クロストーク
お客様の立場で考えるアマゾンのビジネスモデルと戦略
アマゾンジャパン合同会社 社長 ジャスパー・チャン
法政大学大学院教授 
一橋大学イノベーション研究センター名誉教授 米倉 誠一郎

17：00〜 17：30 SC経営士認定証授与式

18：00〜 19：30 懇親パーティー

2日目 1月23日（木） （敬称略）

10：30〜 11：40 基調講演④
～30期連続増収増益～ ヤオコーが元気な理

わ け
由

㈱ヤオコー 代表取締役会長 川野 幸夫

12：40〜 13：50 テーマ講演①
スポーツとコミュニティーと商業の新しい融合
横浜 DeNA ベイスターズ 初代球団社長

（一社）さいたまスポーツコミッション 会長 池田 　純

14：05〜 15：15 テーマ講演②
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」
マザーハウスが目指す、ビジネスと社会性の両立
㈱マザーハウス 代表取締役副社長 山崎 大祐

15：30〜 17：30 パネルディスカッション
ベストなESを目指したSCの取組みについて
～ES大賞ディベロッパー2社とテナント企業が考えるESの最適解～
コーディネーター
住商アーバン開発㈱ 代表取締役社長 高野 稔彦
パネリスト
札幌駅総合開発㈱ 代表取締役社長 平川 敏彦
静鉄プロパティマネジメント㈱ 代表取締役社長 川井 敏行
㈱ナノ・ユニバース 代表取締役社長／ 
㈱TSI ホールディングス 執行役員 濱田 博人

※ やむを得ない事由により、講演タイトル、講師・時間割・講演内容等を
変更する場合がありますので、予めご了承ください。

1日目 1月22日（水） （敬称略）

10：15〜 11：15 出展者プレゼンテーション①	 B会場
ＣＳ・ＥＳ活動で“売上ＵＰ”を本気で考える
～店長会・研修と販促を繋げて、館のムーブメントを作る～

㈱MS&Consulting　リレーション事業本部　マネージャー 金澤 則幸
㈱MS&Consulting　リレーション事業本部　チーフコンサルタント 加地 義太郎

ES

10：45〜 11：15 出展者プレゼンテーション㉜	 A会場
今、何故海外人材なのか？「在留資格に治った働き方、教育と啓育」

㈱ベルーフ　営業開発本部　課長 中尾 浩規

ES

11：00〜 12：00 主催者企画Ⓕ SC	Tech	Forum
Statista Japan
2020年 リテール最前線：世界のデータとNRF最新レポート

Statista Japan カントリーマネージャー 津乗 　学

11：45〜 12：15 出展者プレゼンテーション②	 B会場
『SCに必要なREALな体験の創り方』
SCのプラットフォームは体験ビジネスの宝庫

コーディネーター
㈱RCT ジャパン　代表取締役 福島 嘉之
㈱PKM 猪又 範行
パネリスト
㈱PKM ほか

スポーツ

12：15〜 12：45 出展者プレゼンテーション③	 A会場
商業施設×SDGs　～なぜ今商業施設に必要なのか～

三菱商事・ユービーエス・リアルティ㈱
企画調査・ESG 推進部　ESG 推進担当部長 庄司 　愛
三菱商事・ユービーエス・リアルティ㈱
リテール本部　リテールマネジメント事業部　マネージャー 田中 麻里子
三菱商事・ユービーエス・リアルティ㈱
リテール本部　リテールマネジメント事業部　リテールプランニングチーム　アソシエイト 中桐 祥子

SDGs

12：45〜 13：45 出展者プレゼンテーション④	 B会場
ソーシャライジング（Socializing）で人材を育成する
～あるべき姿を実現する担い手、運営管理責任者～

コーディネーター
㈱LMR ファシリティーズ　代表取締役 笹田 　裕

ほか

ES

12：45〜 13：15 ㉝	 SC	Tech	Forum
ipoca
日本初「滞留カウンター」が登場！
人口減少の時代にSCの重要業績評価指標（KPI）とは
トークセッション
㈱ipoca 代表取締役社長  一之瀬 卓
㈱相鉄ビルマネジメント　横浜エリア事業部　横浜営業所所長 宮崎 勝之

デジタルマーケティング

13：15〜 14：15 出展者プレゼンテーション⑤	 A会場
消費者のリアル行動をデータ化した先にある店内外での顧客体験

㈱unerry　代表取締役 内山 英俊

AI・ロボティクス

14：15〜 14：45 出展者プレゼンテーション⑥	 B会場
３世代集客のための「magodoco（マゴドコ）空間」の作り方
～誰でもここちよい、日本のSCを目指して～

コンビウィズ㈱　BCS 営業部マーケティンググループ　マネジャー 内田 将夫

その他

14：45〜 15：15 出展者プレゼンテーション⑦	 A会場
限界を迎えたＳＣビジネスモデルに将来はあるのか。
～ＥＣに勝てる真のＳＣデベロッパーとは～

㈱SC＆パートナーズ　代表取締役 西山 貴仁

その他

13：15〜 13：45 ㉘	 SC	Tech	Forum
unerry
消費者のリアル行動をデータ化した先にある顧客体験

㈱unerry 取締役 CMO 内山 麻紀子

デジタルマーケティング

13：45〜 14：45 出展者プレゼンテーション⑫	 A会場
スマホ位置情報を活用したリアル店舗マーケティング支援

㈱ipoca　代表取締役社長 一之瀬 卓　
ほか

IT

13：45〜 14：15 出展者プレゼンテーション⑬	 B会場
集客、回遊施策としてのガチャガチャの設置

㈱タカラトミーアーツ　ガチャ・キャンディ事業部　ガチャ営業課　課長 森川 　修

その他

14：45〜 15：15 出展者プレゼンテーション⑭	 B会場
助成金を活用して社員のSCスキルをアップしませんか！
～国の助成金制度に対応した様々な社員研修プログラムをご紹介～

㈱SC マーケティング総合研究所　代表取締役 魚谷 昌哉

ES

15：00〜 15：30 ㉙	 SC	Tech	Forum
ipoca

【新しい屋内分析テクノロジー事例】
業界初！設備投資不要！ライバル店のフロア回遊状況も丸わかり！

「流動inside」の事例紹介
トークセッション
㈱ipoca 営業部長　シニアエバンジェリスト 神本 　龍

ほか

デジタルマーケティング

15：15〜 16：15 出展者プレゼンテーション⑮	 A会場
「戦略的な商業施設運営」における「ES活動」の重要性
～商業施設の発展を支えているES活動の事例紹介～

㈱プライムプレイス　第一運営本部　
モレラ岐阜オペレーションセンター　チーフマネージャー 初田 英晃
㈱プライムプレイス　第一運営本部　
モレラ岐阜オペレーションセンター　サブマネージャー 小関 健人
㈱プライムプレイス　第一運営本部　
モレラ岐阜オペレーションセンター　 江原 琴美

ES

15：45〜 16：45 出展者プレゼンテーション⑯	 B会場
データ活用とAI化による、成功するSCのリニューアル手法

㈱ダイナミックマーケティング社　代表 六車 秀之

AI・ロボティクス

16：00〜 16：30 ㉚	 SC	Tech	Forum
Kpnetworks
小売業の売り逃しをなくす！中国人観光客対応のフリー無線 LAN

Kpnetworks㈱ 代表取締役 山田 祐輝

インバウンド対応

16：45〜 17：45 主催者企画Ⓓ A会場
次世代 SC テクノロジー研究会
SCテクノロジー活用の新潮流2020

モデレーター
㈱パルコ　執行役　グループデジタル推進室担当 林 　直孝

ほか

17：15〜 17：45 出展者プレゼンテーション⑰	 B会場
空間の未来に向けた挑戦

コーディネーター
㈱乃村工藝社　事業統括本部　事業推進統括部　
生産技術研究所　所長 福島 　努
パネリスト ほか

その他

3日目 1月24日（金） （敬称略）

10：15〜 10：45 出展者プレゼンテーション⑱	 A会場
IoT・AI技術による人の動きやふるまいの解析とその応用

㈱構造計画研究所　行動センシング・デザイン室　室長 辺見 和晃

AI・ロボティクス

11：00〜 12：00 主催者企画H SC	Tech	Forum
( 一社）ジャパンショッピングツーリズム協会
訪日ゲストを誘客するためのデジタルマーケティング手法
（一社）ジャパンショッピングツーリズム協会
代表理事 / 事務局長 新津 研一

11：15〜 11：45 出展者プレゼンテーション⑲	 A会場
【テナント・リーシング】
より良い結果を出す「成功するリーシング手法」とは？
他社は、どのようなリーシングを、実施しているのか？

㈱リテール エステート　リテール事業部長 松田 優幸

その他

11：30〜 12：30 出展者プレゼンテーション⑳	 B会場
店舗開発を「スマート」に、最高の「リーシング」を最短距離で
～AI×ビッグデータによる売上予測 gleasin（グリーシン）～

ジオマーケティング㈱　gleasin ディレクター 寺前 翔太
ジオマーケティング㈱　代表取締役 酒井 嘉昭

AI・ロボティクス

12：15〜 12：45 出展者プレゼンテーション㉑	 A会場
IOTセンサーを活用したOtoOマーケティング実証実験について

コーディネーター
KDDI㈱　パーソナル事業本部　副本部長 田村 俊之
パネリスト ほか

オムニチャネル

13：15〜 14：15 出展者プレゼンテーション㉒	 A会場
売上に頼らない、空間価値を高めるデジタル施策
～マルチ収益モデル～

㈱クラウドポイント　シニアプロデューサー 渡辺 剛仁
㈱クラウドポイント　リーダー 中山 正典
㈱クラウドポイント　リーダー　 佐藤 太一

ES

14：15〜 14：45 出展者プレゼンテーション㉓	 B会場
AI活用次世代型マーケティング分析による再生戦略の最適化 
～大規模再開発サクラマチ クマモトを通じて～

JLL モールマネジメント㈱　取締役会長 大津 　武
SQREEM Japan Pte. Ltd.　代表執行社員 ユージン・ヨシオカ

AI・ロボティクス

14：15〜 14：45 ㉛	 SC	Tech	Forum
Flow Solutions
リテールデータドリブンとは？収集データの活用方法をお教えします

㈱Flow Solutions　CEO  チャド・スチュワート

デジタルマーケティング

14：45〜 15：15 出展者プレゼンテーション㉔	 A会場
AIを活用したショッピングセンターの働き方改革！
～SC業界初、玉川髙島屋S・C様の館内放送のAI活用事例をご紹介～

ソニービジネスソリューション㈱　
新規ビジネス推進部　ソリューション営業課 土橋 　裕

AI・ロボティクス

15：15〜 15：45 出展者プレゼンテーション㉕	 B会場
ES視点による商業施設の後方環境改善によるソリューション事例及び未来への
提案

㈱エイムクリエイツ 講演者調整中

ES

15：15〜 16：15 主催者企画Ⅰ◯ SC	Tech	Forum
日本マイクロソフト（株）
流通業デジタルトランスフォーメーションの潮流
～国内外の最新事例と“Intelligent Retail”取組の解説～

日本マイクロソフト㈱　流通業施策担当部長 藤井 創一

15：45〜 16：45 主催者企画Ⓔ A会場
SC アカデミー・テラス
SCの終焉間近！？
～SCアカデミー卒業生による公開ディスカッション～

コーディネーター
㈱JR 東日本リテールネット　営業本部
デベロッパー営業部　リーシング課　副課長 三宅 正之
パネリスト
東急不動産 SC マネジメント㈱　経理管理本部　
経営戦略部　経営戦略課　課長 山根 由嗣
三菱地所㈱　ホテル事業部　副主事 横手 　翼 
㈱JR 西日本コミュニケーションズ　営業本部　ソリューションセンター　
コミュニケーションプランニング部　ディレクター 清水 　純

16：15〜 16：45 出展者プレゼンテーション㉖	 B会場
OMOのためのアプリマーケティング
～オムニチャネル化の次に行うべきこと～

㈱アイリッジ　O2O 事業部　マーケティンググループ　マネージャー 金箱 彰夫

オムニチャネル

15：15〜 15：45 出展者プレゼンテーション⑧	 B会場
商業施設におけるクリニックモール活用事例
～クリニックモール誘致の有用性と留意点～

㈱メディカルシステムネットワーク　開発営業部　部長 山崎 正晴

その他

15：45〜 16：15 	㉗	 SC	Tech	Forum
Wovn Technologies
外国人戦略のためのWEB多言語化とは？

Wovn Technologies㈱　General Manager 小林 弘佑

インバウンド対応

16：15〜 17：45 出展者プレゼンテーション⑨	 B会場
官民連携で進める街づくり　
～南町田グランベリーパークの事例に学ぶ～

コーディネーター
㈱丹青社　デザインセンター　チーフディレクター 久光 麻紀
パネリスト
㈱東急モールズデベロップメント
グランベリーパーク　マネージメントオフィス　副総支配人 小川 卓男
町田市　都市づくり部　都市政策課　担当課長 辻野 真貴子
㈱丹青社　文化空間事業部　事業コーディネーター 志村 泰典

その他

16：15〜 17：45 主催者企画Ⓐ A会場
SC 経営士会
SCの未来を語ろう

㈱千葉ステーションビル　取締役営業部長 森田 克伯
福山市立大学　都市経営学部　准教授 池澤 威郎
㈱チャッカバン　代表取締役社長 平井 直人
㈱トリニティーズ　代表取締役 中山 　亮

2日目 1月23日（木） （敬称略）

10：15〜 11：45 後援企画Ⓑ A会場
繊研新聞社

「突破するSCビジネス、SCがこれからの時代を歩むために、
未来を拓く新日本型SCを探る」

コーディネーター
繊研新聞社　業務局　アドバイザー 古旗 達夫
パネリスト
㈱イマジネーションプロみなみかぜ　代表 ハーレイ・岡本
大和情報サービス㈱　新規開発プロジェクト部　部長 佐々木 健雄
JR 西日本 SC 開発㈱　京都ステーションセンター㈱　顧問 山田 宗司

（一社）日本ショッピングセンター協会　顧問 大甕 　聡

10：15〜 11：45 主催者企画Ⓒ B会場
全国大会実行委員会
海外出店に関するサポートセミナー
～海外展開支援組織と施策の紹介～

コーディネーター
JLL モールマネジメント㈱　シニアアドバイザー フィリップ・デ・スーザ
パネリスト
中華民国購物中心協会（台湾ショッピングセンター協会）　理事長 馬 　文炳
MAPIC（カンヌ国際小売不動産市場；仏 Reed MIDEM）
アジア担当セールスディレクター ジュリー・リー
㈱海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）
投資連携・促進グループ部長 児山 善成

11：00〜 12：00 主催者企画Ⓖ SC	Tech	Forum
( 一社）キャッシュレス推進協議会
キャッシュレス決済の現状と今後
（一社）キャッシュレス推進協議会 事務局長
常務理事 福田 好郎

12：15〜 13：15 出展者プレゼンテーション⑩	 A会場
デジタルとリアルが融合する中国の最先端の顧客体験を紐解く
トークセッション
㈱hoppin　代表取締役 滝沢 頼子
㈱RCT ジャパン 池田 奈々

その他

12：15〜 13：15 出展者プレゼンテーション⑪	 B会場
ネット時代のリアル店舗をもっと魅力的に！
自由自在に「光の色」と「明るさ」を変える“これからの店舗環境”

㈱遠藤照明　常務執行役員　営業本部　副本部長 北村 　壽

ES

セミナー　プログラム 2019年11月20日現在



追加SCビジネスフェア2020　開催案内パンフ

SCビジネスフェアとは
SC関係者が一堂に集まるSC業界唯一の商談展示会で、毎年
多くのビジネスチャンスが生まれています。
今回は新たな主催者企画ゾーンとして「SC	Tech	Forum」が
加わり、最先端テクノロジーの情報発信を強化します。

コンセプト ❖SCディベロッパー（SCの開発・管理運営企業）とテナント（各種専門店）およびサポート企業の商談の場
❖SC業界のあらゆる角度からビジネスチャンスを創出　❖明日のSC経営に資するハード・ソフトの紹介

マッチング 出展者とのマッチングサービスをスタート!!
事前のアポイントで、効率よく商談をしていただけます。

●ISC／グンゼタウンセンターつかしん&コクーンシティ&モリタウン&カラフルタウン&トレッサ横浜&ダイナシティ&ニッケコルトンプラザ&ニッケパークタウン●イオングループ●ウニクス・P&Dグループ●エイチ・
ツー・オー リテイリング グループ●NTT都市開発●OMこうべ●大阪地下街●小田急電鉄●キャピタランド・モール・ジャパン●近鉄グループ（近鉄不動産/近鉄百貨店/近創）●京王電鉄●京急グループ●京阪グループ●ケ
ネディクスグループ●ザイマックスグループ●札幌駅総合開発●サンシャインシティ●JR九州グループ●JR東海グループ●JR西日本グループ●JR東日本グループ●JLL&JLLモールマネジメント●住友商事&住商アーバ
ン開発●西武プロパティーズ●セブン&アイ・クリエイトリンク●相鉄アーバンクリエイツ&相鉄ビルマネジメント●大和ハウスグループ●髙島屋グループ（東神開発&髙島屋スペースクリエイツ）●東急グループ●東京建物
グループ●東京ドームシティ●東武グループ●中道リース●南海電気鉄道●西日本鉄道●日本郵便●日本リテールファンド投資法人（三菱商事・ユービーエス・リアルティ）●NEXCO中日本グループ／中日本エクシス●野
村不動産グループ（野村不動産&ジオ・アカマツ）●パルコグループ／パルコ、パルコスペースシステムズ、パルコデジタルマーケティング●阪急阪神ホールディングスグループ●三井不動産&三井不動産商業マネジメント●三
越伊勢丹グループ●三菱地所グループ（三菱地所&三菱地所・サイモン）●名鉄グループ●メトロプロパティーズ&東京メトロ●森ビル●八重洲地下街●UR都市機構　新都市ライフホールディングスグループ●ルミネ

ディベロッパー

●アーライズグループ（浜田化学）●アインファーマシーズ●AOKIホールディングス（ORIHICA）●青山商事●あそびの学校●アダストリア●アップビート●あとりえ岡田●いでぼく●エイシン産業
●★エンドレス●AUX PARADIS●おしゃれ工房●京都嵯峨野 さば寿し 和泉家吉之助●グルメ杵屋●★神戸物産●コーエン●ゴーゴーカレーグループ●KOKADO●コニカミノルタプラネタリウム●小林園●★comma 
tea●サックスバー ホールディングス●三陽商会●★ジーアイビー●シップス●スギ薬局グループ●セイコーリテールマーケティング●成城石井●ダイアナ●ダイソー／スリーピー●タイトー●体力発電●★タカラトミー
アーツ●CHELSEA New York●チヨダ●★ツリーベル●TTC●★日本サブウェイ●日本マクドナルド●はせがわ●パルグループホールディングス●バンダイナムコアミューズメント／プレジャーキャスト●B-R サー
ティワン アイスクリーム●★ブックオフコーポレーション●★マツオ●ミニストップ●麦の穂●ユウソリューションズ●★ユミトルインポート●ラフィネグループ●リーガルコーポレーション●リフォームスタジオ●リ
ンツ&シュプルングリージャパン●ワールド●ワック●ワッツ

テナント

●ALHAMBRA●R-body project●USTUS●アンフレール●沖縄セルラーアグリ&マルシェ●KieKa●サンモリッツ&東京青山ロハスビーンズ●下野 弘樹●タナカ産業●多良川●新見ファーム●ハブステーション
●挽肉と米●ホーセル　APARTMENT OKINAWA●ミナデイン●峰松本家●Mellow●麺屋武蔵●モノラボン・盛岡ターミナルビル●ゆう・プロジェクツ●lohas beans●ONE DROPS

発見マルシェ

●RCTジャパン●R・B・K●★アイ・グリッド・ソリューションズ●アイデム●★アイリッジ　DGマーケティングデザイン●アマノ●イースト●★ウイン・コンサル●エイムクリエイツ●AMD+HMA●SC&パートナー
ズグループ●SCキューブ●★NSEリアルエステート●MS&Consulting●★LMRファシリティーズ●★LBMデータ／POPCHAT●遠藤照明●オークネット●オーテック●★オクタノルムジャパン●★ガジェログ●技研
トラステム●九州ハイテック●★クボタ●★クリック&モルタル●構造計画研究所●ここシェアーズ●コンバートコミュニケーションズ●コンビウィズ●三共●産業タイムズ社●ジークグループ／ジーク&ジークPMC&
ジークプロダクトサービス●★JRシステム●ジオマーケティング●ジャストリサーチ&SCマーケティング総合研究所●シンエイ●シンキング●スペース●繊研新聞社●船場●ダイナミックマーケティング社●丹青社
●チェッカーサポート●★TSIホールディングス／エス・グルーヴ●寺岡精工グループ●★テラモト●東洋メディアリンクス●トリニティーズグループ●ナンセイ●日本カラリスト協会●日本リテイルシステム●乃村工藝
社グループ●バウハウス丸栄●ファインテック●フジサワ・コーポレーション●平和マネキン●ベルーフ●★ボスアンドブラザーズ・ジャパン●ミヅシマ工業●メディカルシステムネットワーク●メビレーション●USEN
●ライズ●★ラックス●リックプロデュース●リテール エステート●リンレイ●ワンスアラウンド

サポート

●ipoca●★Wovn Technologies●★unerry●NECネクサソリューションズ●NTTデータ●★カラタン未来Lab（ジェイテクト、アイシン精機）●クラウドポイント●★KDDI●★Kpnetworks●★ソニービジネスソ
リューション●チームラボ●東芝テック●ピーディーシー●★Flow Solutions●リゾーム

SC	Tech	Forum

第44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2020」出展者一覧

2019年11月20日現在

（50音順、敬称略）

★は初出展企業です！

■日時　2020年1月22日（水）～23日（木）
■会場　パシフィコ横浜　展示ホール

■日時　2020年1月24日（金）　10：00～16：30　
■会場　パシフィコ横浜　展示ホール

■日時　2020年1月22日(水)～1月24日(金)　10：00～18：00
  （最終日17：00終了）■会場　パシフィコ横浜　展示ホールA

学生のための S
ショッピングセンター
C業界研究イベント

食、雑貨、体験が集まった2日間限定の「発見マルシェ」を
開催。ポップアップ・ストアやこだわりの商品や食品が
大集合。ぜひ、お立ちよりください！

企業ブースにはSC業界で活躍する企業30社が参加し、パネルディス
カッションやSCビジネスフェア2020見学ツアーなどを通じて、学生
がいま知りたいSC事業の最前線を紹介します。
人事担当者の方はぜひご見学下さい。

「デジタルマーケティング」「省人化・無人化」 「キャッシュレス決済」 「インバ
ウンド対応」の4つを主なキーワードとして、情報発信。スタートアップ系企
業を中心としたセミナーも実施します。SCの現場の声を受けた最先端テクノ
ロジーを体感してください。

2日間の限定企画2日間の限定企画2日間の限定企画 発見マルシェ 商業ディベロッパー業界研究フェア体感するSCの最先端テクノロジー体感するSCの最先端テクノロジー
 ＳＣ Tech Forum SCビジネスフェア2020併催

新企画
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会場小間図

LBMデータ
／POPCHAT 

東京
ドーム
シティ

野村不動産グループ
（野村不動産&ジオ・アカマツ）

ディベロッパーゾーン

テナントゾーン

サポートゾーン

三井不動産
&三井不動産商業マネジメント

京都嵯峨野 さば寿し
和泉家吉之助


