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片倉工業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐野公哉、東証一部）は、ＪＲさいたま新

都心駅前の当社運営商業エリアコクーンシティ（埼玉県さいたま市）におきまして、厚生労働省埼玉労働

局が推進している「埼玉ゆう活応援キャンペーン※本ページ下段参照」に参加しておりますので、以下の

とおりご案内申し上げます。

【コクーンシティの取組】

１．内 容 平日の夕方時間帯（16：00～19：00※一部店舗により異なります。）に

コクーンシティ内の飲食店を中心に割引サービス等特典を提供します。

２．期 間 2015年８月10日（月）～９月18日（金）※平日のみ

３．参加店舗数 29店

４．割引特典の内容 次ページ参照

５．その他 ・当該割引特典等サービスにつきましては、どなたでもご利用いただけます。

・参加店舗につきましては、参加店舗の店頭シールが目印です。

以上

「ゆう活」とは、仕事を早くはじめて、早めに帰り、夕方を楽しむ

新しい働き方の提案です。

「埼玉ゆう活応援キャンペーン」とは、埼玉労働局が「ゆう活」導入を

県下の事業所に広く呼びかけるとともに、早帰りで平日夕方に飲食店、

スポーツ施設などを利用する方々に割引等特典を設ける協賛店を広く

募るものです。



コクーンシティでは、平日の仕事終わりも充実した日々をお過ごしいただけるよう、対象の飲食店におきまして平日16時～19時限定（一部店舗除く）で、

お得なサービスを提供しております♪♪平日も、会社の同僚、ご友人、ご家族と楽しい時間を是非、コクーンシティでお楽しみください。

施設 フロア
サービス内容

※価格表記は全て税込です。※一部サービス時間、期間が異なる店舗がございます。

1Ｆ
カルディコーヒーファーム

カフェデリツィア
ｶﾌｪ

アルコール（ビール・ワイン）のご注文で、

アンティパスト（サラダ、カナッペ、チキントマトマリネ）サービス

2Ｆ せんば自由軒グリル 洋食 生ビール（中ジョッキ）100円引（通常540円→440円）

2Ｆ トゥ・ザ・ハーブズ ｶﾌｪ＆ﾋﾟｻﾞ・ﾊﾟｽﾀ
生ビール（ジョッキ）、グラスワイン（赤・白）、スパークリングワイン　ALL320円

（通常：生ビール507円、グラスワイン486円、スパークリングワイン486円）

2Ｆ エクセシオールカフェ ｶﾌｪ
フレンチトースト・ドリンク付セット250円引（通常1,100円→850円）

※サービス提供期間：8月10日～8月31日迄

2Ｆ UNDER GROUND RAMEN頑者 ﾗｰﾒﾝ専門店
麺類の大盛サービス、ドリンク100円引

（ハイボール・酎ハイ・瓶ビール（小）：通常410円→310円、スーパーハイボール：通常550円→450円等）

2Ｆ 磯のがってん寿司 回転寿司 ホタテバター焼き半額（通常300円→150円）　※16：00～18：00の時間帯のみ

2Ｆ クア・アイナ ﾊﾜｲｱﾝｸﾞﾙﾒﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ＆ｶﾌｪ ビールセットご注文のお客様、レシート提示でビール2杯目（Ｓサイズ）サービス

2Ｆ 美濃屋文右衛門 そば
お食事ご注文のお客様、サワー類1杯サービス

※16：00～18：00の時間帯のみ

2Ｆ 紅虎餃子房 中国家庭料理 アルコール108円引（ビール：通常518円→410円、紹興酒：通常454円→346円）

2Ｆ 韓韓市場 韓国屋台料理 ハイボール半額（通常486円→243円）

1Ｆ 串家物語 串揚ﾌﾞｯﾌｪ
ドリンクバーご注文のお客様100円引（通常216円→116円）

※16：00～18：00の時間帯のみ

1Ｆ う匠山家膳兵衛 うなぎ・和食・創作料理
「晩酌セット（板前が作るこだわりのおつまみ5点＋選べるお酒一杯」

（通常1,944円→1,188円）

1Ｆ しゃぶしゃぶ但馬屋 しゃぶしゃぶ食べ放題
一部ドリンクメニュー半額

（角ハイボール：通常410円→205円、ウーロンハイ・緑茶ハイ・各種サワー：通常432円→216円）

1Ｆ ベーカリー＆テーブル ﾍﾞｰｶﾘｰ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ
アヒージョ（選べる4種類）とアルコールドリンク（生ビール、白・赤ワイン）セット

（通常1,576円→1,058円）　※17：30～19：00の時間帯のみ

1Ｆ 中国老舗　天津飯店 中国料理 1杯目ビール半額（通常518円→259円）

1Ｆ ヨッコーズキッチン ﾍﾞｲｸ ｱﾝﾄﾞ ｶﾌｪ ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ
アルコールドリンク（ビール・ハウスワイン・スパークリングワイン）　ALL378円

（通常：ビール626円、ハウスワイン・スパークリングワイン594円）　※17：00～19：00の時間帯のみ

1Ｆ ジャンゴバンケット ｶﾌｪ
ハートランドビール、グラスワイン、シャンディガフ、ハイボール　ALL378円

（通常：ハートランドビール594円、グラスワイン648円、シャンディガフ702円）

3Ｆ せんば自由軒キッチン。 洋食 お食事ご注文で、1ドリンクサービス

3Ｆ IPPUDO RAMEN EXPRESS ﾗｰﾒﾝ Ａセット（ﾗｲｽ＋餃子＋ﾗｰﾒﾝ）ご注文で、Ｍドリンクサービス

3Ｆ 鳥開総本家 鳥料理
①山盛りポテト増量：280円（通常150ｇ→300ｇ）

②から揚げ（5コ）：通常550円→490円

3Ｆ 一口餃子専門店　赤坂ちびすけ 餃子・チャーハン 【特別限定メニュー】唐揚げ・ハイボールセット：500円

3Ｆ てっぱん焼き・焼きそば銀次 鉄板焼き・焼きそば
①お食事注文で、1ドリンクサービス

②かき氷：通常378円→270円（ﾏﾝｺﾞｰﾐﾙｸ味以外）

3Ｆ フレッシュネスバーガー ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ ビール（プレミアムモルツ）100円引（通常442円→342円）

3Ｆ 仙臺たんや利久 牛たん トンたんカレーセット50円引（通常1,300円→1,250円）＋ウーロン茶サービス

3Ｆ ＡＭＡＲＡ ｲﾝﾄﾞｶﾚｰ・ﾅﾝ 生ビール・から揚げセット250円引（通常700円→450円）

3Ｆ 土鍋パスタ　ＳＰＡＬＡ ｲﾀﾘｱﾝ クリスピーチキン（通常367円→240円）

3Ｆ ハンズカフェ ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ
①対象のアルコールドリンク：通常600円→300円

②【限定メニュー】おつまみセット：600円

1Ｆ デニーズ ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ 生ビール（494円）ご注文で、フライドポテトサービス　※一杯目限り

1Ｆ 日高屋 ﾗｰﾒﾝ
ソフトドリンク（ウーロン茶・コーラ・オレンジジュース）50円引

（通常100円→50円）

業種店名

開催期間：8月10日（月）～9月18日（金）

【平日16時～19時限定】

※価格表記は全て税込です。※一部サービス時間、期間が異なる店舗がございます。

パークサイドビル
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世界遺産「富岡製糸場」

1939年から2005年まで片倉工業株式会社は、富岡

製糸場の民間最後のオーナーを務め、

共に歩んできました。

■「片倉工業と富岡製糸場が歩んだ歴史」

http://www.katakura.co.jp/tomioka.htm

【会社概要】 【富岡製糸場と当社の関係】

【全般に関するお問い合わせ】

片倉工業㈱ 企画部広報・ＩＲ室 担当：三上・髙木 Tel 03-6832-0223
お問い合わせフォーム：https://www.katakura.co.jp/inquiry/index.htm

【グループ概要】

繊 維 事 業 衣料品事業部(当社) 肌着、靴下の製造・販売、ブランドライセンス業

オグランジャパン㈱ ｶｼﾞｭｱﾙｲﾝﾅｰ、ｴﾌﾟﾛﾝ、ﾘﾗｸｼﾝｸﾞｳｪｱの製造・販売

カフラス㈱ 補整下着の製造・販売

㈱ニチビ 水溶性繊維、耐熱性繊維等の機能性繊維の製造・販売

医 薬 品 事 業 トーアエイヨー㈱ 虚血性心疾患治療剤や不整脈治療剤を中心とした医療用
医薬品の製造・販売

機械関連事業 機械電子事業部(当社) 自動車部品、工業用バルブ、工業用洗浄機等の設計・製造・販売、石
油製品等の輸入販売

日本機械工業㈱ 消防自動車、防災機器の製造・販売

片倉機器工業㈱ 畑作、稲作、果樹関連の農業用機械の製造・販売

不 動 産 事 業 商業施設事業部(当社)
不動産開発部(当社)

ショッピングセンターの運営及び各種の不動産賃貸事業

そ の 他 小売事業部(当社) 小売業の運営

生物科学研究所(当社) 交配用みつばち、農薬等の製造・販売、国産はちみつ販売

㈱片倉キャロンサービス ビル管理サービス

新 規 事 業 新規事業開発部(当社) 介護・福祉分野、環境関連分野、コミュニティサービス分野、健康分
野における新規事業の創出

社 名 片倉工業株式会社

住 所 〒104-8312 東京都中央区明石町６－４

電 話 ０３－６８３２－１８７３

創 業 1873年（明治６年）

設 立 1920年（大正９年）３月23日

資 本 金 18億17百万円（2014年12月31日現在）

代 表 者 代表取締役社長 佐野 公哉

従 業 員 数 355名（2014年12月31日現在）

売 上 高 2014年12月期（連結）444億28百万円

世界遺産「富岡製糸場」

http://www.katakura.co.jp/tomioka.htm
https://www.katakura.co.jp/inquiry/index.htm
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【ご参考】片倉工業の主な不動産開発物件

http://www.katakura.co.jp/business/service.htm■詳細はホームページをご参照下さい。

新しいライフスタイルの情報発信基地として、ショッピングセンターを中心に、ホテル、レストランなど、多くの

事業を展開しています。また、新たな事業の創出についても、積極的な取組みを進めており、その基本となる方針は、

“人々が快適にふれあえる空間”を提供することです。

これからも地域の皆様に愛され、地域の発展に貢献する新たな事業を創造していきます。

快適ふれあい空間の提案

直営施設

一括賃貸施設

松江片倉フィラチャー
（イオン松江店）

〒690-0001
島根県松江市東朝日町151

熊本ショッピングセンター
（TSUTAYA AVクラブ田崎店）

〒860-0053
熊本県熊本市西区田崎2-3-83

いわき片倉フィラチャー
（イオンいわき店）

〒970-8026
福島県いわき市平字三倉68-1

宮之城片倉フィラチャー
（プラッセだいわ宮之城店）

〒895-1803
鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1495-1

韮崎ショッピングセンター
（ライフガーデンにらさき）

〒407-0015
山梨県韮崎市若宮2－2－23

白石片倉ショッピングセンター
（ヨークベニマル白石店）

〒989-0276
宮城県白石市大手町1-12

沼津カタクラパーク
（ハックドラッグほか）

〒410-0022
静岡県沼津市大岡1020-1

熊谷片倉フィラチャー
（イオン熊谷店）

〒360-0815
埼玉県熊谷市本石2-135

その他不動産事業

【オフィス賃貸】

東京スクエアガーデン

【住宅展示場】

さいたま新都心
コクーンシティ
住宅展示場

【介護】

片倉福岡シルバー
マンション

コクーンシティ
〒330-9559
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1

加須カタクラパーク
〒347-0068
埼玉県加須市大門町20-58

コクーン１

コクーン２

コクーン３

http://www.katakura.co.jp/business/service.htm
http://www.habita21.com/showroom/saitama.html
http://www.habita21.com/showroom/saitama.html
http://www.katakura.co.jp/business/kyobashi.htm
http://www.katakura.co.jp/business/kyobashi.htm
http://www.katakuraweb.jp/sk_kazo/
http://www.katakuraweb.jp/sk_kazo/

