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「コク ンシティ」4⽉24⽇(⾦)10 00いよいよ開業！
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（証券コード：３００１）
各 位

「コクーンシティ」4⽉24⽇(⾦)10：00いよいよ開業！
4⽉25⽇(⼟)〜5⽉9⽇(⼟)グランドオープンスペシャルイベント開催

有名アーティストによるトーク＆ライブや、ドラえもんとの握⼿&撮影会など

⽚倉⼯業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社⻑：佐野公哉、東証⼀部）は、「コクーンシティ」開業⽇の4⽉
24⽇(⾦)にグランドオープンセレモニーを⾏うほか、4⽉25⽇(⼟)〜5⽉9⽇(⼟)の期間、有名アーティストによるトーク

⽉ （⾦）グ ドオ プ セ

( ) ( ) ( )
&ライブや家族で楽しめるスペシャルイベントを多数開催いたします。

「コクーン2 コクーンひろば」ではスペシャルステージとして、4⽉25⽇(⼟)に堂珍嘉邦さんのトーク&ライブを⽪切りに、
4⽉26⽇(⽇)は新⼭詩織さんのラジオ番組トーク＆ライブ公開収録、4⽉29⽇(⽔・祝)にはMs.OOJA(ミスオオジャ)さん
のライブを⾏います。また、「コクーン1 コクーンプラザ」では、5⽉2⽇(⼟)〜5⽉6⽇(⽔・休)に⼈気キャラクター
ドラえもんとの握⼿&撮影会等を開催。⼦供から⼤⼈まで楽しめるスペシャルイベントをご⽤意しております。

コクーンシティは⼈が集い、コミュニケーションが⽣まれる拠点として、今後も様々なイベントを展開してまいります。

＜4⽉24⽇（⾦）グランドオープンセレモニー＞
開催時間： 9：45〜10：00
実施場所： 「コクーン2」1階 おもてなしプラザ エントランス前
実施内容： 地元吹奏楽団によるオープニングパフォーマンス、⽚倉⼯業代表挨拶、テープカット
登壇者 ： ⽚倉⼯業株式会社 取締役会⻑ ⽵内彰雄、代表取締役社⻑ 佐野公哉、ほか

コクーン２ コクーンひろば SPECIAL STAGE

◆4⽉25⽇(⼟) 堂珍嘉邦 トーク&ライブ
【時間】 14：00〜
【会場】 コクーンひろば(コクーン2)
【出演】 堂珍嘉邦
【内容】 「InterFM Here comes the“RADIO”堂珍嘉邦トーク＆ライブ」と題して、皆様にお届け

します。CHEMISTRYとしてデビューし、2012年からはソロミュージシャンとして活躍。
さらに磨きがかかったライブステージは必⾒！

◆4⽉26⽇(⽇) NACK5「 The Nutty Radio Show おに魂『新⼭詩織のふたりごと』」公開収録
【時間】 13：00〜
【会場】 コクーンひろば(コクーン2)
【出演】 新⼭詩織、バカボン⻤塚
【内容】 NACK5 平⽇夜の⼈気番組「The Nutty Radio Show おに魂」内放送中の「新⼭詩織の

ふたりごと」の特別公開収録。パーソナリティーのバカボン⻤塚と新⼭詩織でお送りする
トーク&ライブ。

◆4⽉28⽇(⽕) HELLO！ユカイなアマチアス さいたま市スペシャル
【時間】 19：00〜20:30
【会場】 コクーンひろば(コクーン2)
【出演】 ダイアモンド☆ユカイ、清⽔勇⼈さいたま市⻑、

アマチアス(村⽥綾、⼤野ひろみ、⽕将ロシエル、濱⽥准)他
【内容】 さいたま市で育った「ダイアモンド☆ユカイ」さんをゲストに迎え、インターネット番組

「アマチアス」を公開⽣配信！

4⽉29⽇(⽔ 祝) M OOJA(ミス オオジ ) ト ク&ライブ◆4⽉29⽇(⽔・祝) Ms.OOJA(ミス オオジャ) トーク&ライブ
【時間】 14：00〜
【会場】 コクーンひろば(コクーン2)
【出演】 Ms.OOJA
【内容】 「InterFM Here comes the“RADIO”Ms.OOJAトーク＆ライブ」と題して、「1/fのゆらぎ」

のヒーリング効果を与えるシルキーボイスを持つ、彼⼥の歌声を是⾮スペシャルステージ
にてお楽しみください。
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◆4⽉29⽇(⽔・祝) ヌゥひろば in コクーンシティ
【時間】 13：00〜/15：00〜

コクーン２

【会場】 おもてなしプラザ エントランス前(コクーン2)
【内容】 さいたま市PRキャラクター「つなが⻯ヌゥ」と久喜市の

キャラクター「来久ちゃん」、「しょうぶパン⻤⼀」が遊びにきます。

◆5⽉9⽇(⼟) 「⺟の⽇」におくろう 思い出マグカップ
【時間】 11：00〜/12：00〜/13：00〜/14：00〜/15：00〜/16：00〜
【会場】 ３F コクーンホール(コクーン2)
【内容】 写真を撮ってマグカップに転写します。⺟の⽇に思い出と⼀緒に感謝の気持ちを【内容】 写真 撮 マグカップ 転写 ⺟ 思 出 緒 感謝 気持

伝えるイベントです。
※各回12組
※お⼦様限定
※すべての回の整理券を10：30〜配布、なくなり次第終了

コクーン１
◆4⽉25⽇(⼟) コカ・コーラTMペットボトル製品を買って好きな名前のネームラベルを作ろう！
【時間】 10：00〜19：00
【会場】 コクーンプラザ(コクーン１)
【内容】 「あの⼈と、名前作ろう、遊ぼう！」コカ・コーラTMペットボトル製品を買って、

好きな名前のネームラベルを作るオリジナルラベル体験イベント。

※当⽇は9：00と13：00よりコクーンプラザ(コクーン1)⼊⼝にて整理券を配布
※整理券は1,080本分、なくなり次第終了
※お⼀⼈様1回につき2本まで受付可※お ⼈様1回につき2本まで受付可

◆4⽉26⽇(⽇)「サムライ・ロック・オーケストラ2015埼⽟公演」開催記念！
アクロバットパフォーマンスショー

【時間】 14：00〜/16：00〜
【会場】 コクーンプラザ(コクーン１)
【出演】 池⾕直樹ほか
【内容】 池⾕直樹率いる、世界トップレベルのアスリートが登場！ラートやリボンによる

新体操演技など お客様参加型のパフォ マンスを披露新体操演技など、お客様参加型のパフォーマンスを披露。

◆5⽉2⽇(⼟)〜5⽉6⽇(⽔・休) みんなおいでよ！ドラえもんひろば
【時間】 10：00〜18：00(17：30受付終了)
【会場】 コクーンプラザ(コクーン１)
【内容】 「ドラえもんふわふわ」や「ドラえもんゲームラリー」など5つのアトラクションで

遊び、 1⽇4回、ドラえもんとの撮影や握⼿ができる、1⽇中楽しめる
「ドラえもんひろば」が、コクーンシティに登場。

【参加条件】
・アトラクション(1回1名様30分間)
・当⽇のお買い上げレシートのご提⽰で、お⼀⼈様参加可 ※⼩学⽣以下のお⼦様限定
・握⼿&撮影会(各回約20分)

11：00〜/13：00〜/15：00〜/17：00〜

【本件イベントに関するお問い合わせ先】

ⓒ藤⼦プロ・⼩学館・テレビ朝⽇・シンエイ・ADK

【本件イベントに関するお問い合わせ先】
コクーンシティ 販売促進部 髙橋・⽊村

TEL：048-601-5050(代) mail：cocoon-info@katakura.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】

コクーンシティ 広報代理 株式会社プラップジャパン 担当：安藤･平井
TEL：03-4580-9106 mail:h-ando@prap.co.jp

２



1939年から2005年まで⽚倉⼯業株式会社は、富岡
製⽷場の⺠間最後のオ ナ を務め

【会社概要】 【富岡製⽷場と当社の関係】

社 名 ⽚倉⼯業株式会社
製⽷場の⺠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

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）

【グループ概要】

代 表 者 代表取締役社⻑ 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」

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) 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 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

【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・菊地

康分野における新規事業の創出
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【ご参考】⽚倉⼯業の主な不動産開発物件

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

快適ふれあい空間の提案

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 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。

直営施設

コクーン新都⼼
※2015年４⽉より ⼤宮カタクラパーク※2015年４⽉より

コクーンシティ コクーン１
〒330-9559
埼⽟県さいたま市⼤宮区吉敷町4-267-2

松本カタクラモール
※2015年3⽉24⽇営業終了
〒390-0811
⻑野県松本市中央4-9-43

⼤宮カタクラパ ク
※４⽉よりコクーンシティ
〒330-0843
埼⽟県さいたま市⼤宮区吉敷町4-263-8

加須カタクラパーク
〒347-0068
埼⽟県加須市⼤⾨町20-58

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

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

熊本ショッピングセンター
（TSUTAYA AVクラブ ⽥崎店）
〒860-0053
熊本県熊本市⻄区⽥崎2-3-83

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

⽩⽯⽚倉ショッピングセンター熊⾕⽚倉フィラチャー

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

（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

（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
カタクラ住宅展⽰場

※2015年４⽉より

【介護】

⽚倉福岡シルバー
マンション

4

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

※2015年４⽉より
さいたま新都⼼
コクーンシティ住宅展⽰場


