
競技者参加料請求先（上記に同じ場合は、記入しないで結構です）

ご担当者名

部署･役職

e-mail

(ﾌﾘｶﾞﾅ)

ＦＡＸ

住所 〒

ＴＥＬ

(※)以下のルールに則ってご記入下さい。

北海道支部大会 ⇒ 北海道　　　東北支部大会 ⇒ 東北　　　関東･甲信越支部大会(東京地区) ⇒ 東京
関東･甲信越支部大会(関東･甲信越地区) ⇒ 関東･甲信越　　　中部支部大会 ⇒ 中部
近畿支部大会 ⇒ 近畿　　　中国･四国支部大会 ⇒ 中国･四国　　　九州･沖縄支部大会 ⇒ 九州･沖縄

名称 勝どきショッピングセンターテナント会   などなど

ご担当者名 勝鬨  橋三

部署･役職 テナント運営部  係長

e-mail ##########@######.or.jp

(ﾌﾘｶﾞﾅ) ｶﾁﾄﾞｷﾊｼｿﾞｳ

ＦＡＸ ０００－７７７－８８８９

所在地 〒104-0054  東京都中央区勝どき3-12-１

ＴＥＬ ０００－７７７－８８８８

ＳＣ名 勝どきショッピングセンター

出場大会名(※) 東京

貴社名
(ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾊﾟｰ)

勝どきSC開発㈱

①

送信先　　e-mail：entry@jcsc.or.jp

第13回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト【競技参加申込書】

下記のルールをご参照いただ
き、「北海道」「東北」「東京」「関
東･甲信越」「中部」「近畿」「中
国・四国」「九州・沖縄」のいずれ
かを入力下さい。

今後、基本的なご連絡事項はこちらで
入力いただいたe-mailアドレスにさせ
ていただきます。
また、入力いただくe-mailアドレスは１
つのみでお願いします。もし複数の方
へご連絡が必要な場合はご担当の方
ら転送していただくようにお願いしま
す。

請求書の宛先が上記と異なる場合
（テナント会宛やご請求がテナント企業様

になるなど）はこちらを入力下さい。

ここで入力された「出場大会名」「SC名」
「所在地」は②競技参加者情報、

③競技参加者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙの
同項目に反映されます。



送信先　　e-mail：entry@jcsc.or.jp ②

フリガナ（全角） フリガナ（全角） フリガナ（全角） フリガナ（全角）

氏　　名 所　属　Ｓ　Ｃ 店　　名 企　業　名
ニホンハナコ レディースエービーシー エービーシー

① 日本  花子 ①で入力いただいたSC名が反映します レディースabc ㈱エービーシー

トウキョウタロウ チュウカ イチニサン イチニサン

② 東京  太郎 ①で入力いただいたSC名が反映します 中華 壱弐参 ㈲壱弐参

カチドキアサコ スイーツ エックスヤイゼット エックスワイゼット

③ 勝鬨  あさ子 ①で入力いただいたSC名が反映します スイーツXYZ XYZ㈱

姓と名の間を空けて下さい

※１ カタカナ・英数字は全て全角でご入力をお願いします。

※２

※３ 部門は「ファッション・物販部門」もしくは「食品・飲食・サービス部門」どちらかをご記入下さい。

※４

競技参加者情報

販売従事歴 部門 業種（具体的に） 連絡先 TEL（全角）

５ヶ月 ファッション・物販 婦人服 ０００－１１１－２２２２

 １２年 １ヶ月 食品・飲食・サービス 飲食（中華） ０００－２２２－３３３３

 ２年 ３ヶ月 食品・飲食・サービス 食品（洋菓子） ０００－３３３－４４４４

販売従事歴は企業・業種を問わず、接客業に従事している通算年数をご記入下さい。

２日間以上に亘って競技が行われる支部大会の競技日につきましては、厳正なる抽選の上、決定させていただきますので、ご希望通りになりませんことをあらかじめご了承下さい。

 （例）Aホテルにてフロントを１年８ヶ月、B専門店にて販売職を３年２ヶ月の場合は、通算して４年１０ヶ月となります。

競技参加される方のお名前
を入力下さい。姓と名の間に
スペースを入れて下さい。

※３のとおり「ﾌｧｯｼｮﾝ・物販」
「食品・飲食・ｻｰﾋﾞｽ」のどち
らかを入力下さい。

店舗の連絡先（TEL）を
入力下さい。
ご担当者が不在の際、直
接ご連絡させていただく場
合がございます。

ここで入力された「氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）」「店名（ﾌﾘｶﾞﾅ）」
「企業名（ﾌﾘｶﾞﾅ）」「販売従事歴」「部門」「業種」は
③競技参加者ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙの同項目に反映されます。

※２のとおり企業・業種を
問わず、接客業に従事して
いる通算年数を入力下さ
い。

※１のとおりこのページ
のカタカナ・英数字は全
て全角でご入力ください。



③-1

 ※グレーの網かけ部分はご記入いただかなくて結構です。

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏  名

ﾌﾘｶﾞﾅ

店  名

ﾌﾘｶﾞﾅ

企業名

主な
商品構成

主な
お客様

SC名

〔商品記入表〕

78,000円

5,800円

1本…1,800円

1斤…840円

1,800円

お客様役

来店の曜日
時間帯

競技参加者プロフィール／記入シート

10才代後半から30才代のおしゃれに敏感な学
生、OL、主婦が中心。 主な

来店目的

①で入力いただいた“出場大会
名”が反映されます

②で入力いただいた“部門”が反映され
ます 日目

②で入力いただいた“氏名”(ﾌﾘｶﾞﾅも同様)が反映します 業  種

販売暦

③
羊羹

①で入力いただいた“SC名”が反映します

色・柄：黒の無地、素材：表地…ｶｼﾐﾔ100%、裏地…ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ100%。そ
の他：ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｼﾙｴｯﾄにこだわったｶｼﾐﾔ100%ﾋﾟｰｺｰﾄ。高級感抜群のﾂ
ﾔ・肌触りで生地は最上級ｸﾞﾚｰﾄﾞのｶｼﾐﾔを使用

色・柄：濃い目のカーキ、素材：レーヨン95%､ポリウレタン5%、
その他：肌触りが良い、ストレッチ効いていて、着やすさも抜群

素材：吟味された最上級国産の小豆・寒天を使用。
その他：身体にも優しい天然の砂糖を使い、時間をかけて練り上げら
れた当店自慢の最高級、本格思考の羊羹

所在地

SCの特徴

商品のセールスポイント
（色・柄・素材・内容・その他セールスポイントなど）
※枠内に納まるように90字程度でお願いいたします

①
カシミヤFOXトリムピーコート

②
ドレスシャツ

競技No.

【事務局記入欄】
以下は事務局にて記入いたしますので、ご記入いただかなくて結構です。ご記入いただいても対応いたしかねます。

素材：小麦、酵母、牛乳、卵、カスタード、バター、レーズンなど
その他：全ての素材にこだわっている。軽くトーストしバターを塗り、
メープルシロップをかけて食べるのがお勧め。

素材：新鮮な魚介類10種類と温泉卵、その他：海の幸たっぷりの贅沢
などんぶり。特製のタレを掛けてお召し上がって頂く。インパクトに柚
子胡椒を付けるとまろやかな卵の味と柚子胡椒の辛味が絶妙。

        商品名

自分のための買物
プレゼント・ギフト
お土産  etc.

①で入力いただいた“所在地”が反映します

立地：○○○駅に隣接し交通の利便性高い。施設・店舗構成：◆◆◆百貨店、☆☆☆スーパーの2つの核
テナントとファッションを中心とした個性豊かな130の専門店で構成。また物販店舗の他、レジャー、ス
ポーツ、飲食、アミューズメント、カルチャー、クリニックなど幅広いニーズに対応する充実している。
主要なお客様層：平日は子供づれの主婦、週末はファミリー客で賑わう。

職業

性格

④
シナモンブレッド

⑤
海鮮丼

属性

年齢 家族構成

住い・交通手段

来店目的

②で入力いただいた“店名”(ﾌﾘｶﾞﾅも同様)が反映します

値段（税込み）
単位：円

②で入力いただいた“業種”が反
映します

②で入力いただいた“販売暦”が
反映します

②で入力いただいた“企業名”(ﾌﾘｶﾞﾅも同様)が反映します

オフィシャルに着られる仕事着からスタイリッシュな日常着まで幅広く揃っている｡
その他、インポートウェア、アクセサリー、バックなども充実してる。

※物販の方はご持参される商品5点、飲食・サービスの方は代表的な商品をご記入ください。
今回より商品写真の添付は必要ありません。

ご持参になる商品以外
に取り扱っている主
だった商品構成をを具
体的に入力ください。

SCの立地（最寄り駅やそ
こからのｱｸｾｽなど）や施
設構成、代表的な店舗、
主要なお客様層など入力
下さい。

食料品や飲食店の方は素材の特徴や
味付け、サービス店舗の方はサービス
内容等、その他、商品の特徴、特にお
勧めする内容等を入力下さい。
※枠内に納まるように90字程度で納め
て下さい。

事務局で作成いたしますので
お書きいただかなくて結構です



送信先　　e-mail：entry@jcsc.or.jp

※ テナント企業様からの参加申し出の場合、この推薦状を必ずご提出下さい。
※

Ｆ   Ａ   Ｘ ： ０００－７７７－８８８９

「　　　」内には必ず当該支部をご記入下さい。

部 署・役 職 ： テナント営業部  係長

Ｔ   Ｅ   Ｌ ： ０００－７７７－８８８８

ご　芳　名 ： 勝鬨  橋三

ご　住　所 ： 東京都中央区勝どき３－１２－１

氏　名 ： 日本  花子

ご推薦ＳＣ

貴社名(SC名) ： 勝どきショッピングセンター

第１３回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト支部大会に、当ショッピングセンター
に出店しております下記店舗販売員の出場を推薦致します。

店　名 ： レディースａｂｃ

企業名 ： ㈱エービーシー

２００７年　9月　21日

(社)日本ショッピングセンター協会 殿

第１３回ＳＣ接客ロールプレイングコンテスト
「　東京　」支部大会参加者推薦状

「北海道」「東北」「東京」「関
東･甲信越」「中部」「近畿」
「中国・四国」「九州・沖縄」の
いずれかを入力下さい。

項目に添って競技参加
される方の情報をを入
力下さい。

項目に添ってSCディベ
ロッパー企業様の情報を
入力下さい。

競技者1名様につき1枚
ご提出をお願いいたします。


