
2019年9月6日

News Release

コクーンシティ（さいたま新都心）

集まれ！心が躍るフェスティバル。

「コクーンシティ秋FES」開催
2019年９月13日（金）～29日（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：上甲亮祐、東証一部）は、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）」におきまして、2019年９月13日（金）

～29日（日）の17日間、おトク＆イベントが盛りだくさんの秋の感謝祭企画「コクーンシティ秋FES」を

開催いたします。

期間中は、新たなショップのオープンやショップ各店の秋FES特別企画に加え、お買物がさらにおトク

になるキャンペーンを開催。また、大人気のパンフェス「パンタスティック!!」をはじめ、世界のグルメが

集結する食フェス「グルメカーニバル」やミッフィーと一緒に遊べる「ミッフィーひろば」、今注目の

アーティストによるスペシャルステージなど、お出かけにぴったりのイベントが盛りだくさん！

この秋は、是非ご家族やご友人と一緒に、コクーンシティで心躍る楽しいひとときをお過ごしください。

■ コクーンシティ秋FES（秋の感謝祭企画）

■開催期間：2019年９月13日（金）～29日（日）

■内 容：

① コクーンシティ秋FES 新CM放映！
② NEW SHOP OPEN！「ボナスパジオ」「キッズプラザ」
③ おトクが盛りだくさん♪秋FES スペシャル企画
④ みんなで参加しよう！秋FES スペシャルイベント

画像はイメージです
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画像はイメージです

■ＣＭ情報

・放送開始日：2019年９月12日（木）

・出演者 ：谷 まりあ

・放送エリア：関東エリア

新CMは、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。

■ コクーンシティ秋FES 新CM放映

■CM概要

コクーンシティのイメージキャラクターである人気モデルの谷まりあさんが、ユニークで個性溢れる音楽

家、元気いっぱいのチアガール、可愛くてキュートなパティシエールなど、様々な衣装に身を包み七変化。

ファッショナブルでPOPな映像と、音楽と共に変化する谷さんの表情とキュートな振り付けに注目です。
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画像はイメージです

■ NEW SHOP OPEN！

・コクーンシティカード10％OFF 5DAYS

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
をご利用いただくと、お引き落とし時に10％OFF！これからの季節に
活躍するファッションや雑貨など、おトクな10％OFF期間に揃えよう！
（一部対象外店舗あり）

◆開催期間 ：9/13（金）～9/17（火）

・秋FES抽選会

期間中、コクーンシティにて１会計3,000円(税込)お買上げごとに

応募券を１枚進呈。話題の家電や極上の宿など、豪華賞品が当たる！

（一部対象外店舗あり。参加条件詳細はホームページをご確認ください。）

◆開催期間 ：9/18（水）～9/29（日）

・秋FES限定 先着限定ナイト！！

夜18時からのスペシャル限定メニュー!
レストラン各店が、驚きのスペシャルプライスメニューや
秋FES限定メニューを期間限定でご用意！

◆開催日時 ：9/13（金）～9/29（日）18時以降
各店数量限定・なくなり次第終了

News Release

NEW

ボナスパジオ
[コクーン２ １Ｆ/ レディス]

大人可愛いを演出するアパレルブランド。

9/12（木）OPEN

NEW

キッズプラザ
[コクーン２ ３Ｆ/ アミューズメント・関連雑貨]

こども向けアミューズメント
コーナーがオープン！

9/13（金）OPEN

画像は一例です

・タッチクーポンキャンペーン

交通系ICカードまたはコクーンシティカードで毎日チャレンジ！
コクーンシティお買物券や限定クーポンが当たる！もらえる！

◆開催期間 ：9/28（土）～10/27（日）

・秋FES限定 SPECIAL SERVICE

ショップ各店、この秋のショッピングがもっと楽しくなる
プライスオフやノベルティプレゼント、HAPPY BAGなど、
おトクなスペシャル企画をお届け！

◆開催期間 ：9/13（金）～9/29（日）

■ おトクが盛りだくさん♪秋FESスペシャル企画
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■ みんなで参加しよう！秋FESスペシャルイベント

・スペシャルステージ

・パンタスティック!!2019 AUTUMN ＠コクーンシティ

この秋も「パンタスティック!!」がやってくる！

埼玉県内をはじめ、日本各地から人気のパン屋の美味しい

パンやグロッサリーなどが日替わりにて大集結！

期間中は初登場11店舗を含む、全81店舗が登場！

・ミッフィーひろば

ミッフィーのおうちをのぞいたり｢ボールプール｣や｢ふわふわ｣で元気いっぱい遊ぼう！
作者ブルーナさんの紹介コーナーや､ワークショップなど､ご家族みんなでお楽しみください。

◆ミッフィーと写真を撮ろう
日時：9/21(土)・22(日)・28(土) 11：00～／13：00～／15：00～
場所：コクーン２ 3F ABCマート前
（カメラはご持参ください。各回先着30組様。当日10：00から会場にて整理券を配布。）

◆ミッフィースタンプラリー
期間： 9/14(土)～16(月･祝)、21(土)～23(月･祝)、28(土)・29(日) 
受付時間：10：00～18：00（最終受付17：30）
スタート＆ゴール：コクーン２ 3F コクーンホール

館内4カ所でスタンプを集めよう！全てのスタンプを集めてゴールするとミッフィーの景品をプレゼント！

◆はなわ
日時：9/14（土）

①13:00～／②15:00～
場所：①コクーン１ コクーンプラザ

②コクーン２ コクーンひろば

大ヒット映画『翔んで埼玉』の主題歌
「埼玉県のうた」を唄う埼玉県 春日部
市生まれのはなわが登場！

◆伊藤千晃
日時：9/16（月･祝）

14:00～
場所：コクーン２

コクーンひろば

1stアルバムのリリースを記念
して、伊藤千晃がスペシャル
トーク＆ライヴを開催。

日時： 9/13（金）～29（日）10：00～21：00 
場所：コクーン２ 1F コクーンショップ（いろどりマルシェ内）

・コクーンシティ グルメカーニバル

秋の食フェス開催！世界のグルメが大集結！
心躍る音楽ステージも会場を盛り上げます。
陽気な音楽と美味しいグルメで気分はカーニバル♪

日時：9/21（土）～23（月･祝）、28（土）・29（日）
10:00～18:00

場所：コクーン２ コクーンひろば
（少雨決行・荒天中止）

Little Princess（青森県）

KIKUCHIYA BAKERY（宮城県）

画像はイメージです。イベントの内容は変更になる場合がございます。

観覧無料観覧無料

入場無料

入場無料

日時： 9/14(土)～16(月･祝)、21(土)～23(月･祝)、28(土)・29(日)  
10：00～18：00 

場所：コクーン２ 3F コクーンホール

入場無料

【本件に関するお問い合わせ】
片倉工業㈱ 不動産事業部 営業課 担当：黒田・西尾

TEL：048-601-5050㈹



【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 上甲亮祐

住 所：東京都中央区明石町6-4

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

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

【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。

【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

㈱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 不動産事業部(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

ライフソリュー
シ ョ ン 事 業

ライフソリューション事
業部(当社)

・農業関連製品：交配専用みつばち、植物用殺菌剤の製造・販売
・食品：国産はちみつ、高付加価値野菜、はなびらたけの製造・販売
・植物とペットの専門店（店名：マルベリーガーデン）の運営

㈱片倉キャロンサービス ・総合ビルメンテナンス業：ビル管理サービス、植栽管理

【IRメール配信サービス】

適時開示やプレスリリースなどをご登録いただいたメールアドレスに配信します。

https://www.katakura.co.jp/ir/mail/index.html

◆ コーポレートサイト
https://www.katakura.co.jp/

◆ 片倉工業と富岡製糸場が歩んだ歴史
https://www.katakura.co.jp/tomioka.htm
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【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
https://www.katakura.co.jp/business/service/

新しいライフスタイルの情報発信拠点として、全国各地にある社有地を活用し、 ショッピングセンターを

中心に住宅展示場、企業主導型保育所、アウトドアフィットネスクラブ等、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。

松江片倉フィラチャー
（イオン松江店）
島根県松江市

いわき片倉フィラチャー
（イオンいわき店）
福島県いわき市

宮之城片倉フィラチャー
（プラッセだいわ宮之城店）
鹿児島県薩摩郡

韮崎ショッピングセンター
山梨県韮崎市

白石片倉ショッピングセンター
（ヨークベニマル白石店）
宮城県白石市

沼津カタクラパーク
静岡県沼津市

熊谷片倉フィラチャー
（イオン熊谷店）
埼玉県熊谷市

東京スクエアガーデン
東京都中央区

片倉福岡シルバーマンション
（ケアポート箱崎）
福岡県福岡市

コクーンシティ 埼玉県さいたま市

加須カタクラパーク
埼玉県加須市

コクーン１

コクーン２ コクーン３

直営事業

その他不動産事業

建物賃貸・土地賃貸事業

熊本ショッピングセンター
熊本県熊本市

コクーンアスレチックス

コクーン保育園

井の頭シルバーマンション
（グランダ井の頭公園）
東京都三鷹市
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https://www.katakura.co.jp/business/service/

