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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）」は、４月24日（月）で開業２周年を迎え

ます。

コクーンシティでは、４月21日（金）から２周年誕生祭を開催します。コクーンシティ市長に、女優と

して今大活躍中の平祐奈さんを継続起用し、誕生祭に合わせて新TVCMを４月20日（木）より放映いたし

ます。期間中は、新たなショップがオープンするほか、ショップ各店“今だけ”のスペシャル企画＆“先着限

定”特別メニューや、楽しいイベントがいっぱいの２周年誕生祭をお届けします。

３年目も、ハッピーに出会えるシティ・コクーンシティにご期待ください。

テーマは「MEETS COCOON CITY」。

ショッピングだけでなく、居心地の良い空間で、何度

でも新しい自分に出会える場所・コクーンシティとし

て、スペシャル企画＆イベント盛りだくさんの２周年

誕生祭をお届けします。

■開催期間：４月21日（金）～５月７日（日）

画像はイメージです

コクーンシティ開業２周年！

４月21日（金）から「２周年誕生祭」開催

人気女優の「平祐奈」を継続起用し、新TVCMをオンエア！

■「コクーンシティ２周年誕生祭」概要

コクーンシティ２周年誕生祭の開催を呼びかけるのは、

コクーンシティ市長の平祐奈さん！

コクーンシティでは、2016年４月から、女優「平祐奈」さん

を、その親しみやすい人柄、おしゃれなイメージ、そして女優と

して更にステップアップしていく将来性からコクーンシティ市長

として起用してまいりました。

引き続き市長としてご活躍いただく本年は、大人かわいい新コ

スチュームの平祐奈さんにご注目ください。
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（１）コクーンシティ新TVCM４月20日（木）より関東で一斉にオンエア開始！

■ COCOON CITY 2nd Anniversary！

■ストーリー＆見どころ

コクーンシティ市長の平祐奈さんが、コクーンシティのロゴカラーを配した大人可愛いワンピースを
まとい、コクーンシティでさまざまな新しい自分に出会います。アウトドアファッションと出会いアク
ティブに活動する平さん、新しいワンピースとの出会いでちょっと知的に変身する平さん、たくさんのト
レンドファッションと出会っておしゃれに磨きがかかる平さん。新しい自分に出会えるコクーンシティを、
注目の人気女優「平祐奈」さんが表現しています。
平さん自身の可愛らしさ溢れるCMソングと変化する衣装にご注目ください。

■CM概要

・放送開始日：2017年４月20日（木）

・出演者 ：平 祐奈

・放送エリア：関東エリア

※コクーンシティHP（http://www.cocooncity.jp/）で動画をご覧いただけます。

（２）４月23日（日）コクーンシティに市長「平祐奈」さんが登場！

（３）コクーンシティ×映画「ReLIFE」公開記念キャンペーン！

平祐奈さんの主演映画「ReLIFE」

の公開を記念して、映画の衣装展

＆パネル展を開催しております。

■開催期間

５月７日（日）まで

■開催場所

コクーン２ 1F おもてなしプラザ

■日時 ４月23日（日）12：00～ ■場所 コクーン２ コクーンひろば

《 コクーンシティ２周年誕生祭記念！》

コクーンシティ市長 平祐奈さんによるトークショーを開催します。

画像はイメージです

コクーンシティ市長の平祐奈さんが大活躍！
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ジュンレッド
[コクーン２ ２Ｆ/ メンズ・服飾雑貨]

世代を超えた旬なメンズスタイルを追及・提
案するファッションブランド。

NEW

ロペピクニック
[コクーン２ ２Ｆ/
レディス・キッズ・服飾雑貨]

NEW

ベイフロー
[コクーン２ ２Ｆ/ レディス・メンズ・生活雑貨]

健康的で、心地よさを感じられるスタイリッ
シュなライフスタイルをご提案。

NEW4/14（金）OPEN 4/21（金）OPEN

■ NEW ５ SHOP OPEN！

■ SPECIAL SERVICE ＆ LIMITED MENU！

ムラサキスポーツ
KIDS&FAMILY
[コクーン２ 3Ｆ/ キッズ・メンズ・レディス・雑貨]

沖縄宝島
[コクーン２ 1Ｆ/ 沖縄県産品]

トレンドにフレンチテイストをミックスした
「ちゃんと＋かわいい」ブランド。

NEW

ムラサキスポーツから、アクティブファミリーの
ためのショップが登場！

NEW

定番のお菓子から食材まで、沖縄の特産品が
多数取り揃う専門店。

4/14（金）OPEN

4/21（金）OPEN 4/21（金）OPEN

・先着限定！2周年記念「スペシャルメニュー」

ショップ各店“今だけ”のスペシャル企画＆

“先着限定”特別メニューをご用意！

画像は一例です

・今だけ！2周年記念「スペシャル企画」

人気のファッションブランド＆ご当地グルメが仲間入り！

見逃せないおトクな企画がいっぱい！

画像はイメージです

S C

S C
エリア

エリア

HAPPY BAG  牧家お楽しみセット
（プリン、飲むヨーグルトなど3,140円）

1,890円

2点以上お買上げで
ミニボディウォッシュプレゼント
※一部除外品あり ※なくなり次第終了
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画像はイメージです

■ 人気のファッションブランド＆ご当地グルメが仲間入り！■ 2nd ANNIVERSARY SPECIAL EVENT！

【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㈹

GWはコクーンシティで遊びつくそう！

期間中、コクーンシティ

内でのお買物やお食事に

コクーンシティカード

セゾンをご利用いただく

と、お引き落とし時に

10％OFF！

※一部対象外店舗あり
【場所】コクーン２ コクーンひろば

4月からの新番組、NHK連続テレビ小説
「ひよっこ」に出演中の人気俳優沢村一樹が登場！
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【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：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

【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

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

世界文化遺産「富岡製糸場」

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

代 表 者 代表取締役社長 佐野 公哉

従業員数（連結） 1,381名

売上高（連結） 469億27百万円

■「３分でわかるカタクラ」公開中 http://www.katakura.co.jp/ir/3minutes/index.htm

脈々と受け継がれる「シルクのカタクラ」の有形無形の資産を活かし、多角的な事業展開を推進。カタクラの生い立ちから
現在の事業に至るまで当社の事業概要をわかりやすくご紹介します。

（2016年12月31日現在）

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


【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

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

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

【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

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



