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News Release

コクーンシティ（さいたま新都心）好調推移！

開業初年度を上回る年間売上高378億円※を達成！

人気女優 平祐奈さん出演 新TVCM 

９月13日（水）より関東で一斉にオンエア開始
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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）のJRさいたま新都心

駅前社有地商業エリア「コクーンシティ（さいたま市大宮区）」の開業２年目（2016年９月～2017年８

月）のＳＣ売上高は、開業初年度であった前期を上回る378億円※となりました。

開業２年目（同上）は、 “もっと魅力のある場所へ” をテーマに、ショッピングの場としてはもちろんの

こと、年間を通じて集客イベントやショップのコト企画、タレントの起用など、宣伝・販促活動を充実する

ことで、来街者にとって新たな発見や体験がある場という価値の提供に継続して取り組みました。

開業３年目となる本年度は、更なる街機能の充実を図り、９月19日（火）にはヨガスタジオとボルダリ

ングジムの新施設「コクーンアスレチックス」がグランドオープンします。また、９月15日（金）～24日

（日）には大型販促「秋FES（感謝祭）」を開催し、コクーンシティの２代目市長である女優の平祐奈さん

を起用したTVCMも合わせて展開いたしますので、ご案内いたします。

※2016年９月１日（木）～2017年８月31日（木）まで。

※コクーン３ ヨドバシカメラ・スーパースポーツゼビオ外一部テナントを除く。

コクーンシティ合計年間売上高 378億円（前期比104％）
（コクーン３ ヨドバシカメラ・スーパースポーツゼビオ外一部テナントを除く）

年間来館者数 延べ 3,168万人（前期比104％）

■ コクーンシティ開業２年目（2016年９月～2017年８月）の結果について

コクーンシティは、９月から翌年８月までを１年間としています。

MEETS COCOON CITY

■ 新年度の取組みテーマ

コクーンシティで新しいものと出会って、人々が新鮮な自分を発見する。コクーンシティと多くの

「コト」「モノ」が出会って、コクーンシティが魅力的な街へと発展する。本年度は、様々な付加価

値や情報、ふれあいや感動といった体験の相乗効果によって、コクーンシティが “何度でも新しい自

分に出会える場所”であるよう、街としての機能、魅力を創出してまいります。
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「色とりどりの秋に、出会える街。」をテーマに、シルバー
ウィークのお出かけスポットとして、おトクな企画＆イベント
満載の10日間をお届けします。
この秋のトレンドファッション＆インテリア雑貨がおトクに
手に入る「秋FES限定企画」やレストラン各店の「先着限定
メニュー」をはじめ、コクーンシティカード10％OFF、豪華
賞品が当たる抽選会も開催。また、9月16日(土)～18 (月･祝)
は、自然・オーガニック・アウトドアをテーマに親子でお楽し
みいただけるイベント「Acoustic Village」を、さいたま新都
心西側けやきひろばと合同で開催します。

画像はイメージです

■ コクーンシティ新TVCM 秋FES（秋の感謝祭企画）

２代目市長平祐奈さんの可愛らしさ溢れるCMソングと変化する衣装が注目の新TVCMは、

９月13日（水）より関東で一斉にオンエア開始！

■CM概要

・放送開始日：2017年９月13日（水）

・出演者 ：平 祐奈

・放送エリア：関東エリア

※CM放映日より、コクーンシティHP（https://www.cocooncity.jp/）で動画をご覧いただけます。
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■ 秋FES  スペシャルイベント
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※一部対象外店舗あり。※端数は切り捨て、レシート合算不可。
※お買上げ上限30,000円（10枚）まで。

新 規 会 員 募 集 中

画像はイメージです
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■ NEW SHOP OPEN！

「ヨガ」「ボルダリング」「ラン」「カフェ」を通
じた、まったく新しい健康的なライフスタイルが、
コクーンシティからはじまります。遊びながら、気
づいたら健康に。心の開放感もプラスされます。
開放的で緑豊かな空間でインドアプログラム（ヨガ
やピラティス、ボルダリングなど）を楽しめるだけ
でなく、コクーンシティを拠点にアウトドアプログ
ラム（ランニングやウォーキングなど）を楽しむこ
とができます。また、坂道の少ない街で「サイクル
ライフ」の拠点としても展開します。

【埼玉県初】インドア＆アウトドアのハイブリッド型スポーツクラブ

■施設のプログラムについて

・ヨガ

日光が差し込む明るいスタジオで、ヨガ、ピラティス

など月間約160本のプログラムを体験できます。

・ボルダリング

高さ4.3ｍのウォールを４面ご用意。子供から大人まで

楽しめます。

・ラン＆ウォーク

さいたま新都心付近の名所をランニング、ウォーキン

ングなどで巡ることができる、オリジナルコースをご

用意しています。

画像はイメージです

（１）新施設「cocoon athletics（コクーンアスレチックス）」９月19日（火）GRAND OPEN！
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メラン クルージュ
[コクーン２ ２Ｆ/ メンズ・レディス]

旬な気分を取り入れた
大人のスタイルを提案。

カンタベリー オブ ニュージーランド
[コクーン２ ２Ｆ/ メンズ・レディス・キッズ]

ランドリー
[コクーン２ ３Ｆ/メンズ・ レディス・キッズ]

9/15（金）OPEN

モルガン ドゥ トワ
[コクーン２ ２Ｆ/ メンズ・レディス]

機能性とファッション
性に優れたスポーツ
ウェアブランド。

パリでスタートした
ストリートブランド。

S C

県内初出店

9/15（金）OPEN

9/15（金）OPEN

“毎日の暮らしにシンプルなやさしさを”をテーマに、

美と健康にこだわったシルクインナーやソックス、自

社養蜂場で採蜜した「国産ハチミツ」、そして国産ハ

チミツと国産シルク成分を贅沢に配合した自然派スキ

ンケア化粧品「絹蜜」など、当社製品をセレクトした

ポップアップショップを期間限定でオープン致します。

・ショップ名 「Katakura Story since1873」

・出店期間 ９月８日（金）～24日（日）

・出店場所 コクーン２ 2F いろどりスクエア内

コクーンショップ

片倉工業㈱140余年のモノづくりが生んだ社製品をセレクト

ポップアップショップ「Katakura Story since1873」

画像はイメージです

（３）期間限定ショップ「Katakura Story since 1873」オープンのお知らせ

（２）コクーン２に新店４店舗がオープン！

■ NEW SHOP OPEN！

【本件に関するお問い合わせ】
片倉工業㈱ コクーンシティ営業部 担当：黒田・髙橋

TEL：048-601-5050㈹

NEW NEW

NEW

9/15（金）OPEN

ＳＣ初出店

大宮・浦和エリア
初出店

NEW

Tシャツを中心に、
遊び心のある
ベーシックアイテム
が勢ぞろい。

画像はイメージです



【会社情報】

創 業：1873年（明治6年）

設 立：1920年（大正9年）

代表者：代表取締役社長 佐野公哉

住 所：東京都中央区明石町6-4

片倉工業㈱ 企画部 広報・IR室 森・菊地 TEL：03-6832-0223

お問い合わせフォーム：https://www.katakura.co.jp/inquiry/index.htm

【全般に関するお問い合わせ】

【富岡製糸場と当社の関係】

当社は1939年から2005年までの66年間、

富岡製糸場の民間最後のオーナーを務めました。

今後も株主優待制度を活用した寄付等を通じて

保全活動などの支援に取り組んでまいります。

<特設サイト>
「3分でわかるカタクラ」

＜特設サイト＞
「片倉工業と富岡製糸場が歩んだ歴史」

http://www.katakura.co.jp/ir/3minutes/index.htm http://www.katakura.co.jp/tomioka.htm

News Release

6 / 7

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㈱ カジュアルインナー、エプロン、リラクシングウェアの製造販売

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) 低カリウムレタス・はなびらたけの生産・販売、化粧品の企画・販
売、デイサービス、介護福祉機器の企画・販売

【グループ概要】



【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

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

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
（マックスバリュ沼津カタクラパーク店ほか）

〒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

オフィス賃貸
東京スクエアガーデン

さいたま新都心
コクーンシティ住宅展示場

片倉福岡シルバーマンション
（ケアポート箱崎）

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

【介護施設】

コクーンシティ内
(ニチイホーム アイリスガーデン)

【住宅展示場】

直営施設

その他不動産事業
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一括賃貸施設

熊本ショッピングセンター
（TSUTAYA田崎店）

〒860-0053
熊本県熊本市西区田崎2-3-83

http://www.katakura.co.jp/business/service.htm

