■ 開催要領

■ SCビジネスフェア2018 入場登録証 ■
（展示ホール会場への入場時の登録証です）

下記アンケートにご記入のうえ、受付にお渡しください。
■入場方法
○名刺をお持ちの場合
2 枚ご用意いただき、1 枚を下記登録欄に貼付（登録証になります）し、
1 枚は受付にお出しください。ネームプレートに入れてお渡しします。
○名刺をお持ちでない場合
登録欄にご記入のうえ、受付にお出しください。当日受付で、入場
カードへのご記入もお願いします。
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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

）

入場・登録方法
●展示ホールの SCビジネスフェアに入場の際は、事前にお申込みいただかなくても結構
です。直接会場受付までご来場ください。
●入場登録証をお持ちでない方は協会 Web サイトよりダウンロードしてください。

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
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 /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）新日本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
（一社）日本ショッピングセンター協会 全国大会プロジェクトチーム
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 15 階
電話 03-5615-8526 FAX 03-5615-8539
URL http://www.jcsc.or.jp/ E-mail biz̲fair2018@jcsc.or.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。

横浜市西区
みなとみらい1-1-1
TEL.045-221-2155（代）

有料・無料セミナー
・
無料セミナー会場

有料セミナー
会場
アネックスホール

会

第 42 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 2018
2018 年 1月24日（水）
〜26日（金） 10：00〜18：00
（最終日は17：00まで）
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.pacifico.co.jp/

予定出展小間数 約 540 小間（SC 業界研究イベントを含む）

き り と り︿ も し く は こ の 面 を 表 に し て お 持 ち く だ さ い ﹀

登録欄（または名刺貼付）

称

予 定 来 場 者 数 のべ 63,000 人

■アンケート
1. 業種を教えてください。
□ディベロッパー □テナント □関連企業・団体
□学生 □その他（
）
2. SCビジネスフェア 2018 の開催を何で知りましたか？
（いくつでも）
□Web サイト □メルマガ □主催者からのご案内（DM） □新聞広告・記事
□月刊誌 □出展者からのご案内（DM） □関係者（知人等）の紹介 □その他
3. 来場の目的を教えてください。
（いくつでも）
□情報収集 □自社 PR □商談 □無料セミナー聴講
□その他（
）
＊ご協力、ありがとうございました。
当協会は、今回取得します皆様の個人情報を主に「SCビジネスフェア」の実施、
「メルマガ」の発信のため
に利用します。詳細につきましては、当協会のホームページをご覧ください。http://www.jcsc.or.jp/

名

どちらも盛りだくさんなプログラムを用意しています。

展 示 ホール

ロープレ会場
会議センター

みなとみらい駅
からのアクセス

みなとみらい駅から

●東京方面より
東京駅から JR 東海道線 約 25 分 ……………………………………… 横浜駅
新宿駅から JR 湘南新宿ライン 約 30 分………………………………… 横浜駅
渋谷駅から東急東横線・みなとみらい線 約 30 分（特急） …………… みなとみらい駅
●羽田空港より
羽田空港から京急線 約 30 分（エアポート急行） ……………………… 横浜駅
リムジンバス 約 30 分、YCATからタクシー 約 7分 ……… パシフィコ横浜
●横浜駅・みなとみらい駅より
横浜駅からみなとみらい線 約 3 分、みなとみらい駅から徒歩 3 分 …… パシフィコ横浜

（みなとみらい駅では、
「クィ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 2 階に上がってください）

●関西・中部方面より（東海道・山陽新幹線利用）
新横浜駅から市営地下鉄または JR 横浜線 約 15 分…………………… 桜木町駅
●桜木町駅より
徒歩 12 分 …………………………………………………………………… パシフィコ横浜
（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）

有料セミナー

シンポジウム・セミナーや懇親パーティー（24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 2018（有 料 ／ 無 料セミナー、学 生 向け
SC 業界研究イベント）」
「第 23 回 SC 接客ロールプレイングコンテスト全
国大会」で構成されています。
■第 23 回 SC 接客ロールプレイングコンテスト全国大会
１月26日（金）11：00〜18：00（予定）／会議センター 1 階

第 42 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 2018」出展者一覧

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。

コンセプト

（50 音順、敬称略）

❖ 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

★は初出展企業です！

ディベロッパー

●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●大阪ダイヤモンド地下街●大阪地下街●小田急電鉄●キャピタランド・モール・ジャパン●京王電鉄●京急グループ●京阪
流通グループ●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●★住友不動産●西武プロパティーズ＆西武鉄道●セブン＆アイ・クリエイトリンク／セブン銀行●相鉄グループ●★大丸松坂屋百貨店 不動産
事業部●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●東京ドームシティ●東武鉄道●★中道リース スペースシステム事業部●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UBSリアルティ）●NEXCO中日本グループ／中日本エクシス●ネクセリア東日本●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●阪急阪神ビルマネジメント●★ヒューリック●プライムプレイス●丸井グループ●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
（三越伊勢丹＆
三越伊勢丹プロパティ・デザイン＆エムアイカード）
●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

テナント

●アーライズグループ
（浜田化学）●★iPhone修理あいさぽ●★あい・メディカル●★アインズ＆トルペ●青山商事（THE SUIT COMPANY／MISTER MINIT）●あそびの学校●アダストリア
●ANOTHER WAY●★ALPHA CREATION●★アロマスター●いでぼく●エイシン産業●エドウイン●AUX PARADIS●おしゃれ工房●ORIHICA●グルメ杵屋グループ●クレア●神戸屋
●coen●ゴーゴーカレーグループ●KOKADO●★こども英会話のミネルヴァ●コニカミノルタプラネタリウム●小林園●ザ・クロックハウス●サックスバー ホールディングス●三陽商会●ジャパン
イマジネーション●★シンクビー！●スタジオアタオ●★スモール・プラネット●スリープセレクト●セイコーリテールマーケティング●成城石井●ダイアナ●★大醐●ダイソー
（大創産業）●タイトー
●体力発電●チヨダ●トリドールグループ●ナムコ＆プレジャーキャスト＆花やしき●日東電化工業●はせがわ●バディーズ マイケル・ジャクソン●パルグループ●B-Rサーティワンアイスクリーム
●ビーエルデーオリエンタル●France dog●ふりそでMODE wedding・BOX●ボディワークサービス●三城ホールディングス メガネ パリミキ●ミニストップ●麦の穂●村の駅・地域観光総合研究所
（TTCグループ）
●MELO
（メロ）
●ラフィネグループ●★リフォームスタジオ●★レナジャポン●ロイヤルネットワーク●ワールド●ワック●ワッツ

サポート企業

●RCTジャパン●R・B・K●アイデム●アイリスオーヤマ●★アイワット●アクトプロ●ABEJA●アマノ●アメニティ●イースト●ipoca（NEARLY）●★インターライフグループ●★AMS
●AMD+HMA●エービーシー商会●エス・イー・シーエレベーター●Snプロパティーマネジメント●SC＆パートナーズグループ●SCキューブ●SCテナントサービス●NECネクサソリューションズ
●エルコム●遠藤照明●★大崎データテック●オムロンソーシアルソリューションズ●COUNTER WORKS●技研商事インターナショナル●技研トラステム●九州ハイテック●コイズミ照明●構造
計画研究所●★コムプライム●コンバートコミュニケーションズ●コンビウィズ●★サードアイズ●★サイホー●★佐川急便●三共●産業タイムズ社 商業施設新聞●ジークグループ●ジオマーケ
ティング●★四国化成工業●ジャストリサーチサービス＆SCマーケティング総合研究所●★シンエイ●スガツネ工業●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●TAP●丹青社
●チームラボ●チェッカーサポート●DAIコーポレーション／ヴィアメトリックス ジャパン●TNF工法協会／タケウチ建設●寺岡精工グループ●店舗探し．
COM●東芝テック●★東洋メディアリンクス
●トマトランド●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●バーンズ●★バカン●バウハウス丸栄●ピーディーシー●★Be Together●富士通●平和マネキン
2017年11月30日現在
●ベルーフ●★ミヅシマ工業●メビレーション●USEN●ライズ●★楽天ポイント●リゾーム●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
2 日間の限定企画

発見マルシェ

■日時 2018年1月24日（水）
〜25日（木）
■会場 パシフィコ横浜 展示ホール

食、雑貨、体験が集まった2日間限定の「発見マルシェ」開催です！
ポップアップ・ストアやこだわりの商品、食材、食品が大集合。
ぜひ、お立ちよりください！
●出展予定：全農、旭川市農政部、奄美大島市、都商事、ハブステーション 他

ショッピングセンター

SC ビジネスフェア 2018 併催

■日時

学生向け SC業界研究イベント

2018年1月26日（金）10：00〜16：30

■会場

就職活動前の学生に SC 業界の仕事について深く研究して
もらうため、
「SC 業界研究イベント」を開催します。
SCビジネスに関連する企業 33 社（予定）が参加します。SC
ビジネスフェア 2018と併催することにより学生がビジネスの
現場に触れられる 体験型の業界研究イベント です！

パシフィコ横浜

展示ホール

会場小間図

太枠は初出展企業です。

2017年11月30日現在

有料・無料セミナー

プログラム

有料セミナー

アネックスホール

1日目 1月24日（水）
13：00〜14：15

（一財）日本総合研究所

会長

寺島 実郎

基調講演②

Ｊ.フロントリテイリング㈱

取締役兼代表執行役社長

15：45〜16：05

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25日（木）

山本 良一

（敬称略）

SCシンポジウム①

㈱バンダイナムコホールディングス 代表取締役社長

田口 三昭

無料セミナー

10：15〜11:15

出展者プレゼンテーション ②

B会場

出展者プレゼンテーション ③

B会場

山中 拓郎

10:15〜11:45

出展者プレゼンテーション ⑨

SC のリニューアルのコンテンツと推進プロセス
㈱ダイナミックマーケティング社 代表

10:15〜11:15

B会場

秋元 正博
中谷 一郎

出展者プレゼンテーション ⑪

「水道コスト」自然増加時代の到来
㈱アメニティ 営業推進部

A会場

六車 秀之

出展者プレゼンテーション ⑩

Ｉ
ｏＥ活用による未来のＳＣデザイン
㈱構造計画研究所 執行役員 IoE マーケティング部長
トリノ・ガーデン㈱ 代表取締役

11:45〜12:15

（敬称略）

盧

B会場
義植

12:15〜12:45

12:15〜12:45

熊本駅ビル開発プロジェクトについて 〜生まれ変わる熊本駅〜
九州旅客鉃道㈱
事業開発本部 開発部 大規模開発プロジェクト 担当部長 中村 勇

出展者プレゼンテーション ④

A会場

AI 時代のＳＣリサーチ 〜ビッグデータを使いこなす方法〜
㈱ SC マーケティング総合研究所 代表取締役
魚谷 昌哉
ジャストリサーチサービス㈱
大橋 裕弥子

13:15〜14:15

出展者プレゼンテーション ⑤

B会場

出展者プレゼンテーション ⑥

A会場

価値ある場所を創っていく 〜リニューアル・バリューアップへの取組み事例〜
㈱プライムプレイス
第二運営事業部 テラッソ姫路オペレーションセンター チーフマネジャー 有馬 俊樹
㈱プライムプレイス
第二運営事業部 岸和田カンカンベイサイドモールオペレーションセンター マネジャー 原田 憲
㈱プライムプレイス
第三運営事業部 ココサオペレーションセンター マネジャー 藏原 理絵

出展者プレゼンテーション ⑦

B会場

地方創生とショッピングセンターのあり方（経済圏と地方で求められるショッピングセンター）
㈱BeTogether 代表取締役 ＊地域力創造アドバイザー（総務省） 宮崎 弘道
㈱ BeTogether 取締役 シニアコンサルタント
笹田 裕
他 1〜2 名 調整中

15:45〜17:45

林 直孝
新村 猛
堀井 清美

2日目 1月25日（木）

EC 販売のスキンケアブランドが提案する新しい「無人オムニチャネル店舗」
レナ・ジャポン・インスティチュート㈱ 代表取締役 蟹瀬 令子

14:45〜15:45

※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。

右の QR コードから申込ページ
にアクセスいただけます。

A会場

出展者プレゼンテーション ⑧

A会場

SC の最新エリアマーケティング事情 〜立地分析からアドテクによる集客まで〜
技研商事インターナショナル㈱ 営業本部 副本部長 シニアコンサルタント 市川 史祥

SC の未来を切りひらく人手不足対策とは？
〜働きやすい職場環境づくりとテクノロジー活用〜

有料セミナー

出展者プレゼンテーション ①

ES 向上を推進する空間づくり 〜従業員が笑顔になるワークプレイスとは〜
パネリスト
㈱丹青社 プリンシパルクリエイティブディレクター 上垣内 泰輔
㈱丹青社 コミュニケーションスペース事業部 デザイン統括部 第２デザインユニット デザイナー
安元 直紀
㈱髙島屋 港南台店 店長
中川 徹
コーディネーター
調整中

14:15〜15:15

SCシンポジウム②

パネリスト
㈱パルコ 執行役 グループ ICT 戦略室担当
がんこフードサービス㈱ 取締役副社長 立命館大学 客員教授
資生堂ジャパン㈱ プレステージブランド事業部 デパート営業本部長
コーディネーター
三菱地所・サイモン㈱ 代表取締役社長
（一社）日本ショッピングセンター協会理事、総務委員会委員長

（敬称略）

成熟期を過ぎた SC の今を見すえ、3 年先の新しいモデルを考える
繊研新聞社
講演者調整中

12:45〜13:45

記念講演

バンダイナムコグループのＩＰ軸戦略について
〜進化し続けるエンターテインメントビジネス〜

展 示 ホール

リーシングの課題解決のための売上予測 〜 SCビジネスにおけるAI時代のデータ活用〜
ジオマーケティング㈱ 代表取締役
酒井 嘉昭

パネリスト
㈱カゲン 代表取締役
中村 悌二
㈱力の源カンパニー 代表取締役社長
清宮 俊之
窪田建築都市研究所㈲ 代表
窪田 茂
コーディネーター
入川スタイル＆ホールディングス㈱ 代表取締役社長兼 CEO 入川 ひでと

14：30〜16：30

1日目 1月24日（水）

11:45〜12:15

食からはじまるライフスタイル新潮流
〜SC の主役になった食文化〜
（仮称）

13：00〜14：15

無料セミナー
10：15〜11：45

消費行動変化に対応した次世代 SC の構築
〜J.フロントリテイリングの成長戦略から〜
（仮称）

10：00〜12：00

（敬称略）

基調講演①

2018 年激動の世界における日本の進路
14：30〜15：45

（2017年11月30日現在）

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
講演者調整中

16:15〜17:45

主催者企画Ⓐ

A会場

出展者プレゼンテーション ⑬

A会場

B会場

セラミックでも塩ビでもない両方の良い所取りをしたフロアタイル
「ファインタイル」のご紹介
㈱九州ハイテック
講演者調整中

13:15〜14:15

出展者プレゼンテーション ⑭

A会場

SC の NEXT を創る！賢いデータ活用と仕組み化 その最前線
㈱リゾーム 専務取締役
金藤 純子
㈱アトレ 戦略企画室 主任
石川 暢人

14:15〜14:45

出展者プレゼンテーション ⑮

B会場

商業施設のテナント・リーシング
〜ディベロッパー、ＡＭ、ＰＭがやるべき、効果的なリーシング体制とバリューＵＰリーシングとは？〜
㈱リテール エステート リテール企画営業部 部長 松田 優幸

14:45〜15:45

出展者プレゼンテーション ⑯

A会場

IT 活用した館内人流解析の最新事情 〜カード非購買客へプッシュ販促戦略〜
㈱ｉ
ｐｏｃａ 代表取締役社長
一之瀬 卓
大手通信キャリア責任者（予定）
大手商業施設責任者（予定）

15:15〜16:15

出展者プレゼンテーション ⑰

B会場

商業施設における「音の効果」と次世代のインバウンド・バリアフリー対策について
㈱ USEN USEN SOUND Lab. 所長
北澤 伸二

16:30〜17:45

SC 経営士会
ディベロッパービジネス再起動 新たな経営戦略とは
〜ファッション依存型からの脱却を迫られるディベロッパービジネスの最前線〜
コーディネーター
㈱東京ドーム 営業企画部 テナント企画グループ グループ長 田部井 一哉
パネリスト
調整中

http://www.jcsc.or.jp/event/bf2018/

12:45〜13:45

出展者プレゼンテーション ⑫

主催者企画 Ⓒ

A会場

次世代 SCテクノロジー研究会
SC の課題をテクノロジーで解決する
パネリスト
㈱ＳＨＩＢＵＹＡ１０９エンタテイメント オムニチャネル運営事業部 渋谷運営部 担当部長 兼
沢辺 亮
マーケティング戦略事業部 エンタテイメント・コミュニケーション部 担当部長
㈱パルコ グループ ICT 戦略室 業務部長
野中 健次
東日本旅客鉃道㈱ 事業創造本部 地域活性化部門 課長
事業開発グループ グループリーダー
佐野 太
三井不動産㈱ 商業施設本部 &mall 事業室 主事 黒岩 哲也
コーディネーター
㈱丸井 オムニチャネル事業本部 部長
臼井 毅

16:45〜17:15

3日目 1月26日（金）

B会場

10:30〜12:00

（敬称略）
A会場

主催者企画Ⓓ

国際委員会
訪日外国人を取り込め！〜地域と育むショッピングツーリズム〜
コーディネーター
（一社）ジャパンショッピングツーリズム協会 専務理事／事務局長 ㈱USPジャパン 代表取締役社長 新津 研一
パネリスト
調整中

11:00〜11:30

出展者プレゼンテーション ⑲

カスタマーの購買意欲を掻き立てる色の使い方
パネリスト
（一社）日本カラリスト協会 広報 マーケティングディレクター
LACROWA 代表
司会
（一社）日本カラリスト協会

12:00〜12:30

B会場

伊藤 和子
青野 俊浩
渡辺 結美

出展者プレゼンテーション ⑳

B会場

モノが売れない時代のＳＣ経営とは 〜ＳＣの役割と機能〜
㈱ SC& パートナーズ 代表取締役
西山 貴仁

12:30〜13:30

出展者プレゼンテーション ㉑

A会場

商業施設に関するパラダイムシフトに向けての施設価値最大化策とは
ジョーンズラングラサール㈱ 不動産運用サービス事業部 リテールグループヘッド 兼
飯尾 太一
JLLモールマネジメント㈱ 代表取締役社長
他 調整中

13:30〜14:00

出展者プレゼンテーション ㉒

B会場

大人気を創る 〜行きたい、行かせたい 人生のためになる感動 SC〜
㈱乃村工藝社 プロモーションセンター コミュニケーション・プロデュース部 部長 保坂 隆

14:00〜15:00

出展者プレゼンテーション ㉓

A会場

２０２０年に向けたデジタルサイネージとは 〜空間演出と最新デジタル映像（AI、IoTなど）の動向〜
パネリスト
GINZA SIXリテールマネジメント㈱ プロモーション部 佐藤 康仁
ピーディーシー㈱ 代表取締役
菅原 淳之
ピーディーシー㈱ メディア局 クリエイティブディレクター 大井 健司
コーディネーター
ピーディーシー㈱ イノベーション事業室 室長
前村 有子

14:30〜15:00

出展者プレゼンテーション ㉔

B会場

ベネッセの英語教室「BE studio」が大切にする２つの BEとは？
〜新ブランドのスタートにあたって〜
㈱ミネルヴァ インテリジェンス 代表取締役社長
戸井田 仁

15：30〜16：30

主催者企画Ⓔ

A会場

SC アカデミーテラス
シニア最前線！超高齢化社会におけるブルーオーシャン市場！？
NTT都市開発㈱ 商業事業本部 商業事業部 運営担当 第1グループ長 山口 公明
湘南ステーションビル㈱ 平塚店営業部 営業サービス課長 奥平 直子
大和ハウス工業㈱ 本社ＳＣ事業部 ＳＣ事業推進室 課長 矢嶋 健至
㈱丸井グループ 不動産事業部 開発課 リーダー 五十嵐 洋介

15:30〜16:30
※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。

出展者プレゼンテーション ⑱

お客様の『滞留価値』を向上させるリニューアル手法
（事例：mozoワンダーシティ、ならファミリー、おやまゆうえん HW 等）
三菱商事・ユービーエス・リアルティ㈱ リテール本部 不動産運用部長 兼 SCマネジメント推進部長 大島 英樹
三菱商事・ユービーエス・リアルティ㈱ リテール本部 SCマネジメント推進部 マネージャー 竹内 豪志

出展者プレゼンテーション ㉕

B会場

AI 動画や RFID を活用した先進的な EC&オムニチャネルソリューション
㈱ＡＭＳ
講演者調整中

