
チェンジブル アクティブ プレイスの
すすめ

CAP
CHANGEABLE ACTIVE PLACE

新しい街なか商業空間をお考えのご担当者 各位
平成28年3月吉日

ショッピングセンターの施設共用部スペースにジョイントマットと柵を設置し、お子様をお預かりするスペースをつくります。お預かりは保育士が担当することにより、お客様にとっても安心してお
子様を預けることができお預かり中のお子様のご様子・体調についても、お迎え時に丁寧にご説明いたします。

ハーレイ・岡本 謹製

自在可変な活動場 SPACE PLACE

※無断転載・複写を禁じます
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CAPのマーケティング

はじめに

国土交通省は、人口と世帯数減少のために2050年
の空き家率は30％超と予測しています。それまでの35
年間は、いわゆる少子高齢の社会が続きます。（※）
コンパクトシティの提唱もあり、郊外居住だったシニア
層が都心回帰し、商業立地として中心市街地が再び注
目されています。市街地再開発事業と、古い百貨店・
GMSがSCにコンバージョンするなど、人口減少・少子高齢化に対応したまちづくりが全国
の都市部で広がっています。一方、公民館再編など行財政改革も進行しています。人口減
時代を上手に下っていくにはどうすればよいのか。地域住民、商業施設顧客が平日を含め
て多頻度に来館するプレイス(居場所)をいかにして造るかが求められます。
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※ただし、2060年になると団塊Ｊｒも大方世を去り、
バランスのとれた人口構成の社会となる（藻谷 浩介氏）

40年後

注）国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口
（平成18年12月推計）」の中位推計による

人口ピラミッド 平成22年（2010年） 人口ピラミッド 平成62年（2050年）

本企画は、開発ないしはリニューアルの設計段階から
施設共用部（広場）の運用を想定し、様々な来館者の
ＴＰＯに応じてフレキシブルに変化するパブリックスペー
スのデザインモデルです。まちなかに集う人々が最も素
晴らしいと思える場所、マイプレイスとしての「CAP」づく
りをご提案します。

居場所ネットワーク
～居場所を固定化しない方が豊かな社会である

SC 商店街

図書館

公園
スポーツ
施設

マンション
コミュニティ
ルーム



CAPのマーケティング 人々は日々のちょっとした変化を求めている

晴れ ケ（普段）

Keyword 特別な 大がかりな
濃い 受動的に(見せら
れる） 密集する 熱狂
する

ちょっとした こじんまり
淡い 能動的に（見る
見られる） 落ち着いた
適度な距離感

When 週末・祝日 平日（時間帯別）

Where メイン広場 屋内小広場

Who’s ファミリー 個客

Why 祝祭ムードの演出 気楽なマイプレイス

How
予算投下して大型集客 コストをかけずに多頻度

How much に随時開催

「どこかへ出掛けたい」
「何かを見つけたい」
「ちょっとだけ自分を変えたい」
の３つが、都市生活者の３大欲望
と言われています。

①自ずと足が向きたどりつく場所で、
②折にふれて何事か催されていて、
それを垣間見ること(時には自分も参加すること）

③そしてそれがキッカケとなってちょっとだけ
自分が変われる場所。

このような場所を「CAP」と名付けます。

「近代都市人の３大欲望は、移動・学習・変身である」（彦坂 裕氏）

普段をちょっと楽しくするには

インビジブルファミリー（擬似同居家族）

※同居はしていないが、経済的・精神的に支えあう家族

傾向として、平日は別々に生活しているが、休日には3世代で一緒に過ごす
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「日経MJ」（2014年9月1日）



CAPのマーケティング 人口減少時代の販促策

人口減少・少子高齢化時代
の販促は

平日来館強化策および
同一顧客の多頻度来館策
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コストパフォーマンスのよい
クロスプロモーション



※無断転載・複写を禁じます 5

※運用時のアクティビティーは直接売上目的としない

買わされる！入会させられる！といった警戒ストレスを抱かせないアクティビティー

CAPの運用

ちょっとした気づき、きっかけづくりを多頻度に提供できる
アクティビティープロモーション

クロスプロモーション



CAPの運用 クロスプロモーション①

赤矢印の結び付けでアクティビティを企画します
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クロスプロモーションの概念図



CAPの運用 クロスプロモーション②

階 テナント イベント 地域のコミュニティ

４Ｆ
（子どものまほろば）

キッズ 巨大オセロ キッズＮＰＯ（広島県）

かるた取り ＮＰＯ法人キッズドア

ベビー ベビーヨガ 日本ベビーヨガ協会

絵本読み聞かせ 全国子ども会読み聞かせキャラバン

ハグハグ 日本ハグ協会

赤ちゃんのハイハイレース NPO法人 子育てサポーター・チャオ（埼玉県）

赤ちゃんのねぞう写真会 ベビーマッサージ教室「ピーチェ」 （神奈川県）

ホビー
クラフト・ボードゲーム品評会 シミュレーションゲームサークル

３Ｆ
（趣味のまほろば）

ステーショナリー デジタル文具の活用セミナー 全日本文具協会

デジタル パソコン・ケータイ操作セミナー 全国商工会議所

手芸 手芸ワークショップ ＮＰＯ法人スクラップブッキング協会

フラワーコサージュ 日本アートクラフト協会

ビーズアクセサリー 日本クラフトデザイン協会

日本羊毛フェルトクラフト協会

インテリア クローゼット収納術 ハウスキーピング協会

インテリアコーディネート相談 日本インテリアコーディネーター協会

間取りコンサルティング 日本インテリアコーディネーター協会

寝具 快眠セミナー スタジオ・ソムニナ（東京都）

２Ｆ
（家族のまほろば

レディス 幸せを呼ぶカラーコーディネート カラーコーディネート協会

メンズ ファッションコーディネート パーソナルスタイリスト協会

服飾（アクセサリー） パワーストーン講座 日本パワーストーン協会

手づくりアクセサリー

インナー 下着の遊び方／下着のおしゃれ

シューズ ランニングシューズセミナー 足と靴の学校「フロイデ」

外反母趾対策講座・計測会 ＮＰＯ法人シニアライフ応援協会

靴みがき方講座

足育ミニレッスンと体操 NPO法人オーソティックスソサエティー

バッグ コーディネート／革製品のケア

トラベル はじめての海外旅行 旅行サークル

上級トラベラー向けセミナー

旅に最適なファッション

１Ｆ
↓

２・３・４Fで実施

コスメ お肌の季節対策セミナー／メイク 市民出前講座(岐阜県）

食品 新商品発表／レシピコンテスト 全国ＪＡ

食育セミナー／野菜ソムリエプチ講座 日本野菜ソムリエ協会

サイクル 体に合った自転車の選び方 日本自転車普及協会

リカー ワイン・焼酎講座／お酒に合うつまみ NPO法人FBO（料飲専門家団体連合会）
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コラボレートイベントの企画表



CAPの運用 クロスプロモーション③

アイテムプレゼンテーションセミナーやトークショーをコンプレックス形式で行い、関心を持っていただき、売場へ導く。
また、逆に売場からより深い知識やお試しのきっかけづくりとして“「CAP」へも誘う”双方向の連動が可能。

２Ｆ

３Ｆ

４Ｆ

１Ｆ
リカー

サイクル
自転車の運動効果をサポートし、
代謝をアップさせる食品の紹介

自転車でカラダと
ココロのシェイプアップ紹介

食品スーパー

書店ファッション

アクティブに動ける攻めの
ファッション紹介

テナント×地域の自転車愛好家

カラダに合った自転車の選び方、
あると便利・おしゃれなアイテム紹介

サイクルショップ

インストラクタートークショー

コスメ

食品

クーポン券

クーポン券

クーポン券 健康関連

健康に
役に立つ情報紹介
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クロスプロモーションの一例



CAPの運用 クロスプロモーション④

夏休みの50日間、テナント連動と地域連動をかけ合わせた
日替わりイベントを開催（東京ドームシティ）

■子ども向け：うちわ作り／風鈴絵付け体験／フェイスペインティング／職場見学会 など
■親子向け：絵本読み聞かせ／オリジナルTシャツ作り／ローラースケート体験会 など
■大人向け：フットケア体験／太極拳／ヨガ教室／ホテル客室ベッドメイキング講座 など
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参考１ 東京ドームシティ 夏休み50日間ワークショップ



CAPの運用 クロスプロモーション⑤
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参考２ セルバ 文化教室



CAPの運用 クロスプロモーション⑥
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参考３ ワテラス



CAPの運用 クロスプロモーション⑦
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参考４ アトレ吉祥寺 ゆらぎの広場



CAPの運用 クロスプロモーション⑧
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クロスプロモーションの事務作業の省力化 （コニカミノルタのバックヤードソリューション）

紙ばなれの時代 コピー・機械から人へのシフト



CAPの運用 地域諸団体との連携①

何かボランティア活動をしたい方

自分の趣味や特技を活かしたい方

施設に関わりあいを求める方

イベントの企画やＮＰＯ運営をやってみたい方

それぞれの目的に合わせて会員登録ができる！！

ボランティア・ＮＰＯをサポーターとする新たな運営形態

マイタウンコミュニティとして「CAP」を自分たちの場や、地域の誇りと感
じる方々（サポーター）を運営体制に導入します。

地域コミュニティセンターやホールの利用者、芸術団体や地元アーティ
ストたちもその対象になります。各種アクティビティの企画・開催や作品
展示、文化的まちづくりや人材育成など、様々な活動に自由に参加する
ことができます。

ボランティア・サポーター集団を運営組織に組み込むことで、
①コストの軽減と②地元市民参加型の運営形態をとります。

※無断転載・複写を禁じます
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CAPの運用 地域諸団体との連携②

イヴァン・イリイチのバナキュラー
（地域会員通貨）

※何かを学びたければ、金銭を対価にするの
ではなく、何らかの教育活動を対価とするこ
とでその知識を獲得するべきであるという
考え方。

（『脱学校の社会』）

バナキュラーという考え方 （与えて、はじめて与えられる）

※無断転載・複写を禁じます
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イヴァン・イリイチ
（1926年9月4日－2002年12月2日）
オーストリア、ウィーン生まれの哲学
者、社会評論家、 文明評論家

「Give, Get Given

－与えて、はじめて与えられる」

※RockCorps Webサイトより



CAPの運用 地域諸団体との連携

タウンインストラクターの養成
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クロスプロモーションはワークショップやミニセミナーといったイベントで表現するケースが多い。
クロスプロモーションでは、ある分野において専門性を持つ人材を募ることから始まるが、彼らは
必ずしも学習指導者としての資質を持っているとは限らない。そこでワークショップのインストラク
ターやセミナー講師としての基本的な指導方法を伝授することが必要となる。



CAPの運用 地域諸団体との連携③

芸術サポーター倶楽部では、
観客の皆さんに公演全体の
満足度を高めていただくため、
さくらホールやレストランと共
に、より良い公演サービスを
提供。
また、たくさんの方に公演

業務に関わっていただくこと
により、芸術やアーチストへ
の関心が深まり、公演がより
楽しいものになることを願い、
またその結果ファンづくりを
目指している。

さくらホールスタッフ募集

★募集対象 16歳以上の健康な方（性別、経験、資格不問）

★業務内容 ①フロント業務 ====== 公演当日のもぎりや客席案内等
②託児業務 ========== 公演中の託児サービス
③ビュフェ業務 ====== 公演当日のドリンクや軽食の販売
④チラシ折込業務 ==== 公演のパンフレットやチラシ折込
⑤アンケート集計 ==== 公演アンケートの集計作業

★研 修 ①～③については、それぞれの業務に関する研修を事前に
１回以上受ける。
研修は、業務別に定期的に実施している（受講無料）

★会員登録 芸術サポーター倶楽部に登録していただきます。

★活動報酬 芸術工房から会員通貨が支給されます。

参考１ ボランティア・ＮＰＯをサポーターとする新たな運営形態（岩手県北上市の事例紹介）
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CAPの運用 地域諸団体との連携④

参考２

※無断転載・複写を禁じます
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地階食料品フロアの情報カウンター「フーズ・ビューロー」
お客様がお客様へとレコメンドしていく新たな交流スタイル。

顧客がＳＣのパトロンとしてＳＣの運営に参加する事例
（フーズ・ビューロー 玉川髙島屋ＳＣ本館地下階）

玉川髙島屋ＳＣのお客様でもあるスタッフが、フーズシティに
関する相談に乗ります。

その日に届いたばかりの新着おすすめ情報やレシピなども
提供。

顧客同士がもてなしあうサロン（玉川テラス）
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クロスプロモーションの
運用時の使い勝手を
熟慮したパブリック
スペースのデザインを

CAPのデザイン
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CAPのデザイン

place direction
居場所 演出

プレイスディレクション
イベント

space design
空間 設計

スペース デザイン
建築

意

匠
※別紙「マチの個性づくりのすすめ（Town Characterize)」参照



CAPのデザイン フレキシブルなスペース転換のための仕掛け

集う人のＴＰＯに応じフレキシブルに変化する場（CAP）
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晴れと気の往来に・・・

SPACE

玉川髙島屋Ｓ．Ｃ 南館６Fホワイトモール

住吉神社 能楽殿

PLACE

お得意様パーティー（玉川髙島屋Ｓ．Ｃ）

朝ヨガin住吉神社能楽殿 （はかた大学）



CAPのデザイン フレキシブルなスペース転換のための仕掛け

通常の休憩スペースからアクティビティの場へと
自在可変にセットチェンジする仕掛け

セットチェンジはまるで芝居の暗転のごとく瞬く間に変化します
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パーテーションイメージ

可動式の大型テーブル

エスカレーター裏の
シンク

階段裏のビールサーバー

奈落

廻り舞台 スッポン

ブドウ棚

＜琴平の金丸座＞

セリ

かけすじ
＜江釣子ショッピングセンターＰＡＬ＞

参考１



CAPのデザイン フレキシブルなスペース転換のための仕掛け

参考２ たまプラーザテラスの屋外広場「フェスティバルコート」
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ステージのフタを外すと噴水に早替り（スペースを休ませない発想）



CAPのデザイン フレキシブルなスペース転換のための仕掛け

２Ｆホテルロビー

1Ｆメインダイニングと通路のパテーション

参考３ 堂島ホテル 1Ｆメインダイニングと２Ｆホテルロビー

垣間見えるダイニング

正面玄関からのぞむ
吹き抜け空間。

かつてシャンデリアが
吊るされていたスペー
スをメゾネットにし、フ
ロント・ロビーを上層
に移している。

２Ｆから１Ｆダイニングが見えないようウォー
ルがめぐらされている。それでもかつての
吹き抜け天井に反響して、食器の音やざわ
めきが伝わってくる。
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音（ざわめき）匂いがもれ伝わってくる。パーテーションの配置だけで
心憎い空間演出は可能です。

パーテーションを活用したスペース転換



CAPのデザイン ゾーニングイメージ（心理的距離感を大切に）

んみう

CAPでは、一般シーティングスペースとイベントコーナーが混在する

テーマとなるシーティングスペース周辺には
一般シートが混在しており、イベント実施時に
も何気なく、イベント状況が垣間見えたり、

無関心でも一体となる環境。

テーマとなる
シーティング
スペース

一般の
シーティング
スペース

※アクティビティが無い時は
一般シートとして使っていただく
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※天神のIMSのパブリックプレイス

傍観する楽しみ
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① 安定した集客装置となる(特に平日来館促進策となる）
② （①が理由となって）ショッピングセンターのビル管理と営業（販促）管理でコストを充当し運用できる
③自在可変なアクティビティを実施することで、特定グループのシートの専有を防止できる
（地域コミュニティの諸グループを動員できる）
④地域コミュニティの諸グループに運用を一部委託することも可能で、コストと手間が
軽減できる。ひいては、ショッピングセンターの使命である地域貢献（コミュニティ育成）
に寄与できる

ショッピングセンターがCAPを内包するメリット

※さらにはその平日来館が休日の再来館につながっている

※Ｐ22「ボランティア・ＮＰＯをサポーターとする新たな運営形態」参照

まちなかにはレストラン、ホテルやホールのエントランス、銀行や病院の待合室等シーティングスペースは多々ありますが、
ショッピングセンターの共用部（パブリックスペース）ほど素晴らしい場所（CAP）として適しているところはありません。

CAPの条件

①まちなか商業施設の屋内空間にあり、その主動線上に位置した100㎡前後のパブリックスペースであ
ること。（巨大な吹き抜け空間はこれに適さない）

②時々に少人数向けのワークショップやミニセミナーなど様々なアクティビティーをフレキシブルに実施で
きる環境と装置を備えていること(普段は休憩のできる無料のシーティングスペースであるが、イベント
時への切り換えがスムーズにできる）

③決して「売り場」としないこと。来館者のＴＰＯをにらんだアクティビティーを計画的にコーディネートし実
施することで地域の人々の「居場所」となること

フィジカルプランの段階で環境計画を建てる。その特殊空間の在り方は「どのような人々にどのように過ごして頂くか」を想定しなければ
ならない。まさに開業後の管理運営計画を見すえてつくるべきであり、固定的で巨大な装置ではなく時代に適ったヒューマンスケールを
もち、その時々に自在可変なスペースの方がよい。

CAPのデザイン 「CAP」となるパブリックスペース



CAPのデザイン

4層構造のＧＭＳからNSCに業態変更するケースで考えると・・・
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● かつてのＧＭＳは普段使いができる、自分になじみの館。

● そこがリニューアルし、より居心地のよいちょっと広めの
シーティングスペースが登場

● そのスペースで、折にふれちょっとした気分転換となる
アクティビティが催される

各層のエスカレーター
まわりが

CAPに

①ショッピングセンターの密度に対するストレスフリー
・専門店集積に不慣れな客層の受け皿となる、落ち着いた小空間（フリースペース）とする。

②地元らしさを身近に感じられる場所づくり （自分らしさ・身近さを感じられる手遊びの場）
・こじんまりとしたスペースで、小さくはあるが、じっくりと楽しめる自己表現の場とする。

③隣接する売場導線への引き込み・回遊性
・このオープンスペース自体をフロアＭＤの「せり出し」とし、お客様を導き入れる。
※デベロッパーにとってもアンカーテナントの集客・売上を底支えする施策として理解できる。

例えば、CAPを

■NＳＣがCAPをもつメリットは



CAPのデザイン フロアごとにCAPを持つとしたら

※１Ｆ～４Ｆフロアのコンセプトごとにシーズン・オケージョン対応のワークショップを実施することでタテ導線としても導き出せます。

フロアごとの“アクティビティ” 運用イメージ

４Ｆ

３Ｆ

子どもの遊びと
まなび関連

・キッズ
・スポーツ

・クラフト
・文具

階 フロアＭＤ ターゲット

手芸・文具の
手技関連

食関連・食品１Ｆ

※１Ｆ～４Ｆフロアで同時にワークショップを実施することでタテ導線の強化にも寄与します。

２Ｆ ・ファッション
シーズン

モチベーション関連

運用イメージ アクティビティ

キッズ

アダルト

ファミリー

オール

・ゲームやクイズ大会
・絵本読み聞かせ
・工作ワークショップ

・ハンドメイドアクセサリー講座
・文具活用術講座

・シーズンモチベーションと
オケージョンに合わせた
手作りギフト・ラッピング・
メッセージカード等の各種
ワークショップ

・試食・新商品発表など

カフェ機能 ・茶・コーヒー関連講座
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CAPのデザイン フロアコンセプトにマッチング（２Ｆ）

２Ｆ ・ファッション
シーズン

モチベーション関連
ママ・ミセス

・シーズンモチベーション
に合わせた手作りギフト・
ラッピング・メッセージカード等
の各種ワークショップ

階 フロアＭＤ ターゲット 運用イメージ アクティビティ

・クローゼット収納術
・幸せを運ぶカラーコーディネートなどのミニセミナー
・カーネーションの母の日ギフトワークショップ
・父の日オリジナルネクタイピンづくりワークショップ

など

イベント事例

＜空間・環境デザインコンセプト＞
大家族のリビングにある大きな

テーブルを囲む椅子たち

フロアを水平移動する
来店動機づくり
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CAPのデザイン フロアコンセプトにマッチング（３Ｆ）

階 フロアＭＤ ターゲット 運用イメージ アクティビティ

・フラワーコサージュ講座
・ビーズアクセサリー講座
・絵てがみ講座
・パワーストーンでつくるブレスレット講座
・オリジナルのハンコをつくる「てんこく」講座 など

イベント事例

３Ｆ
・クラフト
・文具

手芸・文具の
手技関連

アダルト

・ハンドメイドアクセサリー講座
・文具活用術講座

カフェ機能 ・茶・コーヒー関連講座

カフェスペース併設も

＜空間・環境デザインコンセプト＞
柱回りをガラスのショーケースでおおい、

作品展示のできる棚とするなど。
イメージは「私の作業場と書斎」

フロアを水平移動する
来店動機づくり
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CAPのデザイン フロアコンセプトにマッチング（４Ｆ）

階 フロアＭＤ ターゲット 運用イメージ アクティビティ

・知育ゲーム大会 ・しりとりチャンピオンシップ
・キッズダンスミニレッスン ・巨大オセロ大会
・ハンド to ハンドプロジェクト
・ハッピーハグハグ♡ベビーヨガ
・ねぞうアート写真展 など

イベント事例

４Ｆ
子どもの遊びと
まなび関連

・キッズ
・スポーツ

キッズ
・ゲームやクイズ大会
・絵本読み聞かせ
・工作ワークショップ

＜空間・環境デザインコンセプト＞
寝転がったり、飛び跳ねたりできる

安心・安全な“遊び場”

フロアを水平移動する
来店動機づくり
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昔あそび

巨大すごろく 巨大ふくわらい巨大かるた

※無断転載・複写を禁じます
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①地域かるたの読み札ことば募集
②地域かるたを作ろう！ワークショップ
③地域かるたで遊ぼう！

CAPのデザイン 子ども遊びイベントの一例



CAPのデザイン 多層垂直に連ねることでフロア格差の解消につなげる

んみう

３Ｆ

趣味関連

４Ｆ

子ども関連

２Ｆ

家族関連

■テーマとなるシーティングスペースイメージ
子どもが寝転がれる人工芝生でその周りに

切り株のような見守り椅子

■テーマとなるシーティングスペースイメージ
柱をガラスで囲み、シェルフディスプレイ

を望むテーブルを設置。

■テーマとなるシーティングスペースイメージ
大きな木目調のテーブルがある

１Ｆ

※周辺には一般シートが混在している。

※周辺には一般シートが混在している。

※周辺には一般シートが混在している。

告知・案内板
●デジタルサイネージ

エスカレーター側面に各階のチェンジブル
アクティブ プレイスのコンセプトが所在地と

共に記してある。

４F/子ども関連

３F/趣味関連

２F/家族関連

上層部のオープンスペースの存在を告知

テーマとなる
シーティングス
ペース

テーマとなる
シーティングス
ペース

テーマとなる
シーティングス
ペース

ただいま
○○○イベント

開催中

ただいま
○○○イベント

開催中

○時～
○○セミナー
やります
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ハーレイ・岡本
イベントプロデューサー

ＮＰＯ法人まちづくりネットワークＴＯＭネット理事・地域イベント開催研究会座長｡
玉川髙島屋S･Cなど全国のショッピングセンターで集客・販促施策を提案する㈱イマジネーションプロみなみかぜ代表取締役。
地域のストリートカルチュアを育成するムーブメント「芸王ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ」主宰。ストリートダンスの全国大会や大道芸グランプリを開催。
室町時代の諸芸能に学ぶまちづくりをテーマに全国で講演活動中。
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ＮＰＯ法人まちづくりネットワークＴＯＭネット理事・地域イベント開催研究会座長｡
玉川髙島屋S･Cなど全国のショッピングセンターで集客・販促施策を提案する㈱イマジネーションプロみなみかぜ代表取締役。
地域のストリートカルチュアを育成するムーブメント「芸王ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ」主宰。ストリートダンスの全国大会や大道芸グランプリを開催。
室町時代の諸芸能に学ぶまちづくりをテーマに全国で講演活動中。
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ハーレイ・岡本 タウンキャラクタライザー（Town characterizer） ＳＣアカデミー修了・ＳＣ経営士

1985年（20才） ・東京都青少年センター運営委員　センター内に６大学教授を招く自由学習会を開設

1992年（27才） ・日本初の在日外国人レストラ ンシェ フ・民族雑貨商・大道芸人・モデル・ミュージシャンのネットワーク

『Asia-Africa-Latin-AmericaStreet Stall』を創設　（全国の国際交流協会のイ ベントを展開）

1996年（31才） ・ ㈱イ マジネーショ ンプロみなみかぜの前身となる(有)南風交易を設立

（国際色の演出とコーディネートに特化業務）

・「世界都市博」の代替イ ベント「東京OURS'96」の都民プロデューサーとして東京都生活文化局

より抜擢　　(都庁こけらおとしイ ベントとして都庁都民広場にて世界の食の祭典などを実施)

・大型テクノコンサート「Rainbow 2000」で世界のレストラ ンカ ーによる野外フードコートをコーディ

ネイ ト　　（以後エイ ベックスのツアーコンサートa-nationのフードゾーンプロディース)

・上海のニットデザイ ナーと提携　　浜松市のアクトタワー・プラ ザにブティック『LEE*LU』を開店

1997年（32才） ・日本初のNPO法人まちづくりネットワーク「TOMネット」に参加

　（以後、商店街活性化をテーマに全国各地で講演中）

2001年（36才） ・（社）日本ショ ッピングセンター協会入会

・㈱イ マジネーショ ンプロみなみかぜ　に社名変更

2003年（38才） ・エイ ベックスアーティスト「BoA」ファ ーストコンサートにおいてオープニングアクトの空間演出

・スタージュエリー横浜元町本店の外壁ディスプレイ の空間演出

・日本各地のSCを舞台とした全国的コンテスト「芸王グラ ンプリ☆大道芸」を開催　大会主宰と審査員

2005年（40才） ・玉川高島屋S.Cの上顧客向イ ベント「華麗なるヴェ ネツィアンパーティ」

・ファ ッショ ンドーム一・四・一の店長研修会の講師　「研修なくして販促なし！古典芸能に学ぶ接客術」

・プルデンシャル生命の、ミリオンダラ ーラ ウンドテーブル向け研修にて「序・破・急」に学ぶ営業

力アップの講師

＜講演の主なテーマ＞
・観阿弥・世阿弥にならう接客販売技術
・ソフトを活かした中心市街地・商店街活性化策
・恋と夢見と五感のまちづくり手法
・「連歌」のルールを取り入れた新しいワークショップ
・ＳＣ＠ＳＣ（ストリートカルチャー＠ショッピングセンター）

～地域文化の支援者となる商業施設の可能性～
・年中行事を未来型にアレンジするシーズンモチベーションイベント
・夢の楽しい見方
・近代ヨーロッパのまちづくり ～ボードレールからグルーエンまで～
・詩と数学のＳＣ販促

＜まちづくりイベントの実績＞
・２０００年～２００６年 千住エキゾチックフェア （北千住駅西口地区市街地再開発組合）
・２００７年～２００９年 ふるさと田中みこし祭 （つくばエキスプレス柏の葉キャンパス駅
西口広場・駅前通りふるさと田中みこし祭実行委員会）
・２００９年～ 金町ブライトフェスタ （東京都葛飾区金町駅前再開発事業）

＜渋谷大学の姉妹校の運営・立上げ協力＞
・大名古屋大学 ・札幌大通大学 ・東京西側大学など

＜業務内容＞
・公共公益施設の業態開発など、まちづくりに関するコンサルティング。

商業にぎわい創造のアドバイス。

・堺屋太一プロデュースによる上海万博日本産業館に協力　（トイ レ博士をコーディネート）

2011年（46才） ・ＳＣアカ デミー卒業生の会　「アカ デミーテラ ス」設立発起人

2012年（47才） ・中国南京市のショ ッピングセンター集客イ ベント

・韓国仁川市のショ ッピングセンターのマネジメント研修業務委託

・ルミネ町田店でデジタルファ ッショ ンシステムを活用したパーソナルスタイ リストイ ベントを導入。

繊研新聞の選ぶＣＳ・ＥＳ大賞受賞につなげる

2013年（48才） ・日本各地の中心市街地所在の単館ショ ッピングセンターをネットワークするまちづくりＳＣサミッ

トを発足

2014年（49才） ・さいたま市大門二丁目商業にぎわい創造コンサルティング業務

2015年（50才） ・コニカ ミノルタビジネスソリューショ ンズ株式会社コンサルティング業務

・第23期SC経営士

2016年（51才） ・ＳＣ経営士誕生25周年 記念論文「ソーシャ ラ イ  ジング センター 

―２５ 年後の日本にあるべきＳＣの姿 ―」 最優秀賞受賞

・新SCマネジメント検討チーム　委員

・京急蒲田再開発事業　「あすとウィズ」オープニングプロモーショ ン業務


