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コクーンシティ（さいたま新都心）

「コクーン１」をコクーン２開業に合わせ第一弾リニューアル！

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、2015年４⽉24⽇
（⾦） 、JRさいたま新都⼼駅前社有地に、新商業施設コクーン２（営業⾯積：約35,000㎡・店舗数：164
店舗）をオープンします。

コクーン２のオープンに合わせ、2004年９⽉開業のコクーン新都⼼は、“コクーン１”に名称を変更する
とともに コクーン２と連絡ブリッジ（コクーンブリッジ）で接続し 回遊性 お買い物の利便性を⾼め

コク ン１」をコク ン２開業に合わせ第 弾リニュ アル！

とともに、コクーン２と連絡ブリッジ（コクーンブリッジ）で接続し、回遊性、お買い物の利便性を⾼め
ております。この度、コクーン１におきまして、新店６店舗に加え、⼀部店舗をリニューアルしましたの
でご案内申し上げます。

なお、今秋に向け段階的にリニューアルを⾏い、コクーンシティの更なる魅⼒創出を図ってまいります。

営業⾯積 約23 000㎡ 店舗数 87店舗※

■NEW SHOP

営業⾯積：約23,000㎡・店舗数：87店舗※
※2015年4⽉24⽇現在。

コクーンブリッジ

アジトポイント
〔１F/バッグ･服飾雑貨〕

スリープセレクト
〔２F/寝具〕

チュチュアンナ
〔２F/靴下・レディスインナー〕

3/20 OPEN！ ４/14 OPEN！ ４/21 OPEN！

『屋根裏部屋 BAG SHOP』
鞄を中⼼に、その中に⼊れる
モノ、それに合わせて着たい
フクの融合でワクワクを提案
する新ライフスタイルBAG
SHOPです。

テンピュール、シーリーの
マットレスや枕を豊富に
セレクト。あなたの快適な
眠りをサポートします。

Enjoy your life !
毎⽇をおしゃれに・楽しく
装うためのファッション感度の
⾼いソックス・インナー・
ルームウェアをシーズンごとに
タイムリーに提案します。
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リアット！
〔２F/靴とバックのクリーニング・

修理、合鍵〕

愛着のあるモノをいつまでも…。
靴とバッグの修理とクリーニングを

Ｕｍｂｅ＋
〔１F/レイングッズ専⾨店〕

“⾬の⽇が楽しくなる”を
コンセプトにしたお天気
グッズショップです。

チル
〔２F/レディス・メンズシューズ〕

驚きの軽さと履き⼼地が話題の
ショップです。

４/22 OPEN！ ４/21 OPEN！ ５/16 OPEN！

⾏います。靴みがき、靴クリーム等
もお取扱いいたします。■RENEWAL SHOP

3/20 RENEWAL OPEN！ ４/21 RENEWAL OPEN！ ４/21 RENEWAL OPEN！

マツモトキヨシ
〔１F/ヘルス＆ビューティー〕

美と健康のためのドラッグストア
あなたに合わせたセルフメディケーション
をサポートいたします。

ロフト
〔２F/⽣活雑貨専⾨店〕

⾏くだけでワクワクする楽しいお店。
⽣活雑貨専⾨店ロフトが創った、
楽しくて、キュートなお店です。

ストーンマーケット
〔２F/天然⽯・アクセサリー〕

世界中から集めた天然⽯と天然⽯を
使ったシルバーアクセサリーの
専⾨店。メンズ・レディス・ユニ
セックス・ペアものなど欲しい
⼀品が必ず⾒つかります。

とんかつ和幸
〔２F/とんかつ〕

コーン油や⼤⾖油などを
ブレンドした純正植物油で
揚げた「和幸とんかつ」。

クアアイナ
〔２F/ハワイアングルメバーガー＆カフェ〕

ハワイ⽣まれのハンバーガー
レストラン。溶岩⽯のグリルで
焼き上げた本物のハンバーガーを

４/８ RENEWAL OPEN！ ４/21 RENEWAL OPEN！
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サクっとした⻭ざわりと
ジューシーな味わいを
お楽しみください。

焼 げ 本物 ガ
お楽しみください。

【マスコミのお問い合わせ】

⽚倉⼯業㈱ 企画部広報・ＩＲ室 担当：三上・菊地
Tel 03-6832-0223 Mail info_web01@katakura.co.jp



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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Tel 03-6832-0223 Mail info_web01@katakura.co.jp



【ご参考】⽚倉⼯業の主な不動産開発物件
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。

直営施設

コクーン新都⼼
※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

⼤宮カタクラパーク
※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〒390-0811

⻑野県松本市中央4-9-43
〒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

いわき⽚倉フィラチャー
（イオンいわき店）
〒970-8026〒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
熊本県熊本市⻄区⽥崎2-3-83

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

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

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

〒407-0015
⼭梨県韮崎市若宮2－2－23

〒410 0022
静岡県沼津市⼤岡1020-1

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

【介護】

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

コクーンシティ住宅
展⽰場 マンション


