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News Release

コクーンシティ（さいたま新都心）
「コクーンシティ 誕生祭」開催
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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、
2021年4月23日(金)～5月9日(日)の17日間、「コクーンシティ 誕生祭」を開催いたします。

今年のコクーンシティは「Go Relax-ここちよさとつながる街へ-」をテーマに、心地よいコトやトキ、
そして、心地よいライフスタイルをご提案します。

誕生祭期間中は「コクーンシティカード10%OFF」や豪華景品が当たる「誕生祭 抽選キャンペーン」、
各ショップでも割引特典やプレゼントなど「誕生祭限定スペシャルサービス」をご用意しています。

また、テントやベンチ、ハンモックがあるお洒落な空間で、テイクアウトグルメが楽しめる「Good 
Day Picnic Garden」を開催。親子で参加できるワークショップなど、太陽の下で心地よく過ごせる
イベントも開催します。

さらに、誕生祭に合わせてエリア初出店の「デサント」や、韓国コスメが充実の「メイクアップ
コスミー×スキンガーデン」もオープン。この春オープンしたばかりの「アクタス」「キーン ガラージ」
など、新生活やこれからのシーズンにぴったりのSHOPも、この機会に是非チェックしてみてください。

コクーンシティ誕生祭で、あなただけの「Relax」に出会えるかも。

※画像はイメージです

2021年度のコクーンシティのテーマは「Go Relax-ここちよさと
つながる街へ-」。

新しい生活様式のもと、日々の過ごし方や働き方が一変しました。
コクーンシティは、そんな毎日をもっと自分らしく心地よく暮らす

ための「モノ」はもちろん、大切な仲間や家族とつながる「コト」や
「トキ」、空が広く緑の多いリラックスした「空間」をご用意して、
みなさまの毎日に心地よいライフスタイルをご提案いたします。

※コクーンシティでは、館内の消毒清掃や換気設備運転強化等により新型コロナウイルス感染拡大防止に努めております。
ご来館の際は、マスク着用やソーシャルディスタンス等、感染拡大防止策へのご理解・ご協力をお願い申し上げます。

コクーンシティの心地
よい空気感を切り取った
素敵な写真が館内を
いろどります。

撮影は、地元大宮出身
で広告・雑誌で活躍中
の写真家 福岡秀敏さん。

「Go Relax-ここちよさとつながる街へ-」

「コクーンシティカード10%OFF」や、豪華景品が当たる「抽選キャンペーン」など
おトクがいっぱいの17日間。「デサント」など人気の新店、期間限定ショップもお見逃しなく!
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開催期間:4/23（金）～4/27（火）
ー
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!
年会費永久無料のコクーンシティカードセゾンは、即日発行も受付中。
お得なこの機会に、是非ご入会ください。

開催期間:5/1（土）～5/9（日）
ー
旅行や人気家電から、コクーンシティで使える商品券まで、
合計1,643名様に豪華景品が当たる、抽選キャンペーンを開催!
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
に抽選カードを１枚進呈。抽選カードの二次元コードを読み取って
抽選に参加しよう!
ー
【A賞】JTBカタログギフト「たびもの撰華 プレミアム 極」 3名様
【B賞】東芝 REGZA ５５V型 ４Ｋ 液晶テレビ（55M540X）5名様
【C賞】Nintendo Switch 10名様 など、その他豪華景品多数!

News Release

コクーンシティカード１０%OFF ５DAYS

開催期間: 4/23（金）～5/9（日）
ー
期間中、6周年を記念して、人気の各ショップから誕生祭限定の
割引特典やプレゼント、ハッピーバッグなどをご用意しています。

誕生祭限定!お得なキャンペーン＆サービス。

アニバーサリーを祝して、各店から特典サービス。

誕生祭限定スペシャルサービス

コクーンシティ誕生祭 抽選キャンペーン

※一部対象外店舗・商品がございます。
※「新規発行1ヶ月間5％OFF」特典との併用はできません。
※コクーンシティ内でのご利用に限ります。

※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。

キャンペーン＆サービスの詳しい情報はホームページまで

https://www.cocooncity.jp/
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COCOON CITY「Good Day Picnic Garden」
開催日時:5/1（土）～5/5（水･祝）10:00～18:00 
場所:コクーン２ コクーンひろば（荒天中止）
ー
太陽の下、ハンモックやテント、テーブルセットのあるおしゃれ
な空間で、ゆったりくつろいだり、ランチを食べたり、のびのび
遊ぼう。
期間中は、親子で“モノづくりの楽しさを感じる”ワークショップ
や、チョークアーティストによるライブペイント、
フラワーデザイナーによるフラワーオブジェのライブ製作と、
見て・聞いて・体験して楽しめるイベントがたくさん。
大切な家族や仲間たちと一日中楽しめる、おしゃれで心地よい
空間です。

会場では当日の飲食店ご利用1,000円（税込）以上の
レシート提示でドリンクサービスも!

※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。

親子で楽しめる!イベント＆ワークショップ。

▶アウトドアイベント
5/1(土)    チョークアート・ライブペイント
5/1(土)  フラワーアレンジメント ライブ

▷ワークショップ
5/1(土)～ 5/5(水・祝) シルバーリング、フルート
5/1(土)・ 5/5(水・祝) トートバッグにシルクプリント体験
5/2(日)～ 5/4(火・祝) スイーツデコ
5/2(日)  チョークアート ※ワークショップは有料です。

COCOON CITY「Mother’s Day」
今年の母の日は、5/9(日)。
コクーンシティでは、ありがとうの気持ちを込めて、
お母さんに贈りたいラッピングギフトのワークショップを開催します。

5/8(土) イチゴのカップケーキタオルギフトをつくろう
時間: 11:00～ ※定員に達し次第終了。
場所: コクーン1・1F/GU前 人数: 150名様
参加条件:当日お買上げ1,000円以上のレシート

ご提示でお一人様参加可。 ※レシート合算不可。

5/9(日) カーネーションキャンディをつくろう
時間: 11:00～※定員に達し次第終了。
場所: コクーン1・1F/GU前 人数: 150名様
参加条件: 当日お買上げ1,000円以上のレシート

ご提示でお一人様参加可。※レシート合算不可。

イベント＆ワークショップの詳しい情報はホームページまで

https://www.cocooncity.jp/
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アクタス
〈大宮・浦和エリア初〉
コクーン２・１Ｆ/ 
インテリア・生活雑貨

NEW SHOP OPEN

キーン ガラージ
〈埼玉県初〉
コクーン２・２Ｆ/シューズ

ケユカ
コクーン２・2Ｆ/インテリア・生活雑貨

コクーン２・２Ｆ/
スポーツウェア
スポーツで培った「機能美」を表現
した高品質な商品を提案。デサントの
作る「本物」を通じて、スポーツの
可能性とモノづくりの本質を体感して
ください。

スマプラ
コクーン1・1F/スマートフォン
アクセサリー・スマートフォン修理

レモネード by レモニカ
〈大宮・浦和エリア初〉
コクーン2・1F/レモネード専門店

メイクアップコスミー×
スキンガーデン

デサント
〈大宮・浦和
エリア初〉

もっとおしゃれに。もっと心地よく。今春からスタートした2021年リニューアル第1弾。
県内初・エリア初出店を含む7店舗がコクーンシティに仲間入り。期間限定ショップも登場。

■4/23(金)に新たに2店舗がOPEN 。

■この春、OPENした5店舗もこの機会にチェック。

■期間限定ショップも登場。

おさるのジョージひろば
～ジョージとたのしいおみせ～
コクーン2・1F/
キャラクター雑貨

4/29 (木・祝) ～5/30 (日)

コクーン2・2F/
コスメティックス
人気の韓国コスメ、信頼の
ドクターズコスメをライン
ナップしました。

【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:鈴木・矢島

TEL:048-601-5050㈹

オリヒカハーフマーケット
コクーン２・３F/
メンズ・レディス

5/1 (土) ～7/18 (日)

新店・期間限定ショップの詳しい情報はホームページまで

https://www.cocooncity.jp/

2021年は「おさるのジョージ」
80周年!
期間限定ショップ『おさるの
ジョージひろば』で待ってるよ!

ニューノーマル時代の新たな
お店のかたち
ハーフの価格/コスト/オペレー
ションでハーフな心地よさをご
提供する、期間限定のポップ
アップストアです。



【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 総務・IR室 片岡・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】

【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

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
・片倉養蜂場（交配専用みつばち、国産はちみつ等の製造・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

(株)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

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

繊 維 事 業 衣料品事業室(当社) ・肌着等の製造・販売

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
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