
	 東 販 協 発  第 ３ 号	  
平 成 29年 4月 3日 

会 員 	 各 位 
東 京 販 売 士 協 会 

東京販売士協会  商業施設視察会のご案内  

複合商業施設『サンシャインシティ』  
〜何時の時代も新たな流れを創り出し、今もなお進化し続ける複合商業施設〜 

 
	  

	 毎年、販売士が注目する商業施設を開発担当の方の講演と施設の見

学を企画する商業施設視察会。平成 29 年度は、来年開業 40 周年を
迎える池袋の『サンシャインシティ』です。 
	 平成 28年 4月に『サンシャイン 60展望台』や『噴水広場』がリニ
ューアルされ話題となりましたが、それだけでなく『平日昼間でも人

の流れが多い』、『買物客が多い』等、40 年の歴史を全く感じさせない
活気に満ちた新たな挑戦が常にここにはあります。 
コト消費にこだわるあまり、イベント会場は盛況でも、モノ消費が

伸びない SCも少なくない中、ここはまさにバランスのとれた「歴史と
共に進化する先端商業施設」と言えます。「それはなぜか？」開発者の

講演と施設見学で答えをきっと見つけることができます！ 
また、サプライズ企画として、気象予測の現場見学を実施（サンシャイン 60   

55F“日本気象協会”）。 
	 またとないこの機会を是非お見逃しなく！皆様のご参加をお待ち申し上げております。 
 

記 
日	 	 時：	 平成 29 年 5 月 15 日（月）集合 13:30→施設案内	 受付 13:50  開始 14:00	  
集合場所：	 サンシャインシティ  アルパ B1 噴水広場前（13:30以降到着の場合は、13:50に直接、講演会場受付にお越しください） 

講演会場／受付：	 サンシャインシティワールドインポートマートビル5F   コンファレンスルーム   Room14	 	 	 	 	 	 	 	         	   
講  演  者：	 山岡	 潤一 氏       株式会社サンシャインシティ	 S ･C 事業部	     	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
参 加 費 用：	 東京販売士協会会員  1,500 円／非会員 2,000 円（税込）（展望台見学、講演聴講料等込み）    
懇親会費用：	 3,000 円（税込） 	 	 	 	 (会場：サンシャイン 60 ５８F“サンシャイン クルーズクルーズ”) 

(参加の皆様の研鑽と親交を主旨としているため、東販協および関係各所からの費用負担により、割安な金額でご案内 ) 

定 	 	 員：	 40 名	 	  	 	 	  （問い合わせ多数につき定員拡大） 
申 込 締 切：	 平成 29 年５月 10 日（水）までに参加申込書（裏面）から FAX 

又はホームページからお申込みください。URL http://www.tohankyo.jp/ 
＊参加費用、懇親会費用は、当日徴収 （5 月 14 日以降のキャンセルは後日個別に請求）させていただきます 

 

＜視察スケジュール＞ 

13：30	 	 集 合	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 ご担当者様の解説付きご案内	 

13：50	 	 	 受 付	 	 	 講演会場	 サンシャインシティ	 コンファレンスルーム	 Room14	 

14：00	 	 開会挨拶	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 講演開始	 	 	 講演：株式会社サンシャインシティ	 Ｓ･Ｃ事業部	 山岡	 潤一	 氏	 

	 	 	 	 	 質疑応答	 

15：30	 	 	 	 	 	 	 ！『気象予測の現場見学と流通気象特別ｾﾐﾅｰ』	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （協力： 	 日本気象協会	 ）	 

16：30	 	 	 	 	 『SKY	 CIRCUS サンシャイン 60 展望台(スカイサーカス)』	 

17：00	 	 閉 会	 	 	 

17：30	 	 	 懇 親 会	 	 	 会場： ／￥3,000（ ）	 
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＊＜本件担当＞ 東京販売士協会 （事務局 松本・鳥井）   ℡０３－３２８３－７５２４ 

 
 
 
 
	   

 
 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 

：池袋駅   徒歩約８分 

     

    東池袋駅 徒歩約３分 

（東京ﾒﾄﾛ有楽町線）   

住所：東京都豊島区東池袋 3-1 

：03-3989-3331 

＊13:30 集合後、この場所から、施設担当者様による各施設案内がございます。 

＊13:30 以降到着予定の方は、上記ご案内は叶いませんが、13:50 に直接、講演会場受付にお越しいただき、講演、

展望台、気象予測の現場見学など 14:00 以降のスケジュールからご参加いただけます。 

東京販売士協会  商業施設視察会  

         『サンシャインシティ』   参加申込書  

 

平成	 29	 年	 	 月	 	 日申込 

氏	 名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 E－mail：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 ご住所：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ご連絡先電話：	  	   	 	 	 	 	   	 	 

	 該当する方を◯で囲んでください 
	 	 	 会員・非会員の別：	 	 	 	 	 	 会員	 	 ・	 非会員	 	 	  	 	   
	 	 	 	 会員の方は記入願います   （会員番号：	 	          ） 

	 	 	 懇親会参加の有無：	 	 	 参加します	 	 ・	 	 参加しません          
※ 個人情報保護法により、上記個人名：連絡先等は本件ご案内以外には一切使用いたしません。 

 東京販売士協会   宛   FAX      ０３－３２８３－７６７８  FAX 申込先  

アクセスマップ  

 集合場所  
 アルパ B1 『噴水広場前』 

 

 

 Check  it  out!  

 

 

『クルーズクルーズ』 

見学・視察の見どころは 

盛りだくさん！ 


