
コクーンシティ開業１周年！

コクーン１ 新店９店ほかゾーンリニューアル

新イメージキャラクター・2代目市長に「平祐奈」を起用し誕生祭開催

News Release

（証券コード：３００１）

2016年4月15日
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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（埼玉県さいたま市）」は、4月24日（日）で開業１周年を迎えま

す。テナント売上高は、当初計画の350億円※を前倒しで達成する見込みで、計画通りに推移しております。

１周年を機に駅前のコクーン１の館内共用部を「ライフスタイルラボラトリー」をテーマにリニューアル

したほか、９店舗が新たに出店、既存８店舗がリニューアルを行い、駅前の利便施設としての魅力向上を

図っています。

また、4月22日（金）からは１周年誕生祭を開催します。2年目は、女優の平祐奈さんを２代目市長とし

て新イメージキャラクターに起用し、引き続きお客様の“ドキドキ”や“ワクワク”が見つかる楽しさいっぱい

の街づくりを行ってまいります。

L I F E S T Y L E L A B O R ATO R Y

[ ライフスタイル ラボラトリー ]

ファッション、コスメ、スイーツ。新しくなったコクーン１には、幅広く女性が楽しめる、もっとキレイになれる

多彩なショップが集結。 「LIFE STYLE LABORATORY（ライフスタイル ラボラトリー）」をテーマに一新した

館内には、斬新かつシンボリックなデザインモチーフがトレンドに敏感な女性のショッピングタイムを明るく華や

かに演出します。

コクーン１ ２F コクーン１ １F

画像はイメージです

※ コクーン１・コクーン２ 合計
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東毛酪農６３℃
[２Ｆ/ フレッシュミルク＆スイーツ]

産地直送の極上フレッシュミルクをたっぷりと
使用したソフトクリームやクレープを。

シャルロット
[２Ｆ/ レディスシューズ・雑貨]

パリのエスプリをベースに、世界のトレンドを
取り入れたシューズ＆雑貨のセレクトショップ。

インクローバー
[２Ｆ/ コスメティック]

ラグジュアリーブランド化粧品を
気軽に自由に選べるビューティーストア。

エフィーズ クローゼット
[２Ｆ/ レディスバッグ・革小物]

Made in Japanを中心に、カジュアルな女性らしさ
を取り入れた、革にこだわるバッグや小物を。

エヴァンジル
[２Ｆ/ アクセサリー]

“ほんの少しのおしゃれ”を楽しむ
カジュアルアクセサリー。

アメリカンホリック
[２Ｆ/ レディス]

ナチュラル＆ヘルシーでトレンド感も！
等身大で楽しむオトナの日常着。

フィットフィット
[２Ｆ/ レディスシューズ]

人間工学に基づいた木型の、
外反母趾にやさしいおしゃれな婦人靴。

アズ ノゥ アズ ピンキー
[２Ｆ/ レディス]

楽しさの中にもちょっぴりディテールに
こだわった、女の子のためのワードローブ。

アンティローザ ホリデー
[２Ｆ/ レディス]

アメリカ西海岸テイストの
程よくスタイリッシュなリラックスウエア。

次頁へ続く
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ビス
[２Ｆ/ レディス]

大人可愛いアイテムで、バリエーション豊かな
コーディネートを楽しめます。

セポスターチス
[２Ｆ/ レディス]

「ワーク＆ミリタリー、オーセンティック」
を基調に、今の女子の気持ちをスタイル化。

オルビス・ザ・ショップ
[２Ｆ/ コスメティック]

安全性と品質にこだわる、肌にやさしい
100％オイルカットスキンケア。

ローズマリー
[２Ｆ/ コスメティック]

新商品、話題の商品をいち早く！
１万点が揃うトータルビューティーショップ。

アモスタイル バイ トリンプ
[２Ｆ/ ランファン]

“今のかわいい”を応援する、
ランファン＆リラックスウエアが勢ぞろい。

ルピシア
[１Ｆ/ 世界のお茶専門店]

気になるお茶が試飲できるカウンターも！
世界のお茶200種類以上を揃える専門店。

エースコンタクト
[１Ｆ/ コンタクトレンズ]

高性能レンズを取り揃え、快適なコンタクト
ライフを親身になってお手伝い。

ジュスト
[２Ｆ/ バッグ・時計・服飾雑貨]

イタリア発信の
カジュアルなバッグや時計を。

舗 舗・ 舗

次頁へ続く
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・

平祐奈さんの親しみやすい明るい人柄、おしゃれなイメージ、そしてこれからも女優として更に
ステップアップしていく将来性が、２年目のコクーンシティのイメージに合致することから今回の
起用となりました。

4月23日（土）には、本人登場のトークショーも開催します！

1998年11月12日生まれ、兵庫県出身・O型。
2016年にブレイクする女優の筆頭として注目を集め、映画やCM
で活躍をしている。
2015年はドラマ「JKは雪女」で初主演を果たし、本年はヒロイン
を務めた映画「僕がいのちをいただいた3日間」が公開された。
2016年5月13日よりNHK BS時代劇「立花登 青春手控え」にて
ちえ役として出演が決定。さらに8月20日公開の映画「青空エー
ル」への出演も決定している。

２代目市長 平祐奈トークショー

[日時] ４月23日（土）11：30～ [場所] コクーン２ コクーンひろば

コクーンシティの１周年は、“ドキドキ” “ワクワク” 楽しいことが
いっぱい！の誕生祭を開催。ショップ各店いまだけ！ここだけ！の
コクーンシティ限定アイテム＆メニューや、ステキをギュッと詰め
込んだおトクなハッピーバッグをご用意。
エンターテインメントイベントも満載のコクーンシティで、GWの
楽しいひとときをお過ごしください。

次頁へ続く
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【本件に関するお問い合わせ】
片倉工業㈱ コクーンシティ販売促進部 担当：黒田・髙橋

TEL：048-601-5050㈹

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

コクーンシティは、4/1（金）にお買物情報アプリ

「NEARLY（ニアリ）」を導入しました。導入を記念して、

５人に１人「コクーンシティお買物券1,000円分」が当た

るダウンロードキャンペーンを開催します。

【コクーンシティWEB会員様】30組60名様ご招待！

コクーンシティホームページから、MY COCOON 
CITY会員にご登録の上、ご応募ください。

（Ｃ）2016フジテレビジョンバンダイビジュアル AOl Pro. ギャガ

日時：5/17(火) 19：00開映 場所：ＭＯＶＩＸさいたま

【場所】コクーン１ コクーンプラザ 【場所】コクーン１ コクーンプラザ【場所】コクーン２ コクーンひろば

（Ｃ）やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

（Ｃ）バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

神龍の「ボールプールふあふあ」や、スタンプラリーを開催。

悟空もやってくる！

（雨天中止・最終受付16：30）



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
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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：三上・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) 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

世界遺産登録「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（2015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 351名（2015年12月31日現在）

売 上 高 2015年12月期（連結）485億73百万円

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


【ご参考】片倉工業の主な不動産開発物件

■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

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

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

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

