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【本件に関するお問い合わせ】

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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、施設内の入場を制限させていただく場合がございます。ご来館の際は、
混雑時間を避けてのご利用と、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。

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）」において、開業後初となるリニューアルを段階的に進めています。

今春の第１弾、今夏の第２弾に続く今回のリニューアルでは、高感度なカジュアルスタイルを提案するコクーン２の

ファッションフロア（2F）に、人気ブランド「UNITED ARROWS green label relaxing」がオープン。

さらに、食の暮らしを提案するコクーン２・1Fの食物販エリアには、今夏オープンした「ガトーフェスタ ハラダ」

「チーズガーデン」に続き、日本各地の美味しいものを集めた「久世福商店」、発酵がテーマの「85［ハチゴウ］」、エリ

ア初となる八百屋のこだわり食品専門店「㊇先手家・ユナイテッドネイチャー」が登場。その他にも、洗練されたデザイ

ンが人気のベビー雑貨「KATOJI」や「きものやまと」など、上質で個性豊かな生活を彩るライフスタイルショップ＆グル

メが充実。全１８店舗が続々オープンします。

もっと便利に、もっと楽しくなるコクーンシティにぜひお越しください。

コクーンシティ（さいたま新都心）

2021年 リニューアル 第３弾
～「UNITED ARROWS green label relaxing」「久世福商店」ほか、

県内初・エリア初店舗を含む全18店舗がOPEN！～

写真 左下：久世福商店 中央下：㊇先手家・ユナイテッドネイチャー 右下：85 [ハチゴウ]

全１８店舗が続々ＯＰＥＮ！



１０／８（金）OPEN
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UNITED ARROWS green label relaxing

＜ﾚﾃﾞｨｽ・ﾒﾝｽﾞ・ｷｯｽﾞ・雑貨＞コクーン2・2階

「Be Happy」をコンセプトに、心が豊かになる

「モノ」「コト」を提案。さまざまなライフスタイル

にフィットした、服と雑貨のブランドです。

１０／１（金）OPEN

久世福商店

＜食品・グロッサリー＞コクーン2・1階

日本各地の地元生産者と開発したこだわりのだしや

調味料、食品、お菓子など、本当に美味しいものを

お届けします。

～高感度なカジュアルスタイルを提案するコクーン２のファッションフロア（2F）に
人気ブランド「UNITED ARROWS green label relaxing」が、

食物販エリア（1F）には日本各地の美味しいものを集めた「久世福商店」が出店！～



㊇先手家・ユナイテッドネイチャー

＜青果・フルーツサンド・食品＞コクーン2・1階

八百屋の手作りフルーツサンドや、旬・味・品質に

拘った食品を豊富に。

85［ハチゴウ］

＜食品・生活雑貨＞コクーン2・1階

“発酵”をキーワードに、健康や環境に配慮した

ライフスタイルショップです。

～コクーン２・1F には、「久世福商店」他、発酵がテーマの「８５［ハチゴウ］」、
八百屋のこだわり食品専門店「㊇先手家・ユナイテッドネイチャー」が登場し、食物販エリアがますます充実!!～

新店３店舗とあわせ、バラエティ豊かな食の店舗が揃い、毎日来ても飽きの来ない充実のラインナップに。

期間限定 大宮･浦和エリア初９／１（水）OPEN ９／１７（金）OPEN
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and more!!
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暮らしを豊かにするこだわりの店舗が登場

埼玉県初

「楽しいベビーグッズを。」をコンセプトに

幅広い品揃えでご提案。

９／１０（金）OPEN

時代に合った新しいきものの楽しさを皆さまへ。

着付けやケアもお気軽に。

１０／２９（金）OPEN

「心地よくきれい」をコンセプトに、トータルな

着こなしを提案するラージサイズブランド。

移転OPEN ９／５（日）OPEN

毎日のさまざまなシーンに合うデザインと歩きやすさを

両立したシューズをご提案。

期間限定 ９／１５（水）OPEN

無駄のないデザイン、ノスタルジックな味わいで

機能性の高い商品を提案するミリタリーウェアブランド。

移転OPEN １０／８（金）OPEN

普段のメイクや扱いが楽になる「オンリーワンの目元」

をデザインし、美と癒しを提供します。

１１／２６（金）OPENＳＣ初

アヴィレックス

＜ﾒﾝｽﾞ・ﾚﾃﾞｨｽ・ｷｯｽﾞ＞

コクーン2・2階

シルシュアイラッシュ

＜まつ毛サロン＞

コクーン2・2階

エウルキューブ

＜レディスLサイズ＞

コクーン2・2階

アキュアーズ

＜レディスシューズ＞

コクーン2・1階

カトージ

＜ベビー雑貨＞

コクーン2・3階

きものやまと

＜呉服＞

コクーン2・1階
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毎日を素敵に便利に、８店が新たに登場。

グレディブリリアン

＜レディス＞

コクーン１・2階

アンフィーロ

＜レディス＞

コクーン１・2階

チュチュアンナ グランデ

＜靴下・ﾚﾃﾞｨｽｲﾝﾅｰ・ｽﾎﾟｰﾂｳｪｱ＞

コクーン１・2階

９／１７ (金) OPEN

１０／７ (木) OPEN大宮・浦和エリア初

１０／８ (金) OPEN埼玉県初 期間限定

増床OPEN １１／下旬 OPEN

カルディコーヒーファーム

＜コーヒー豆・輸入食品＞

コクーン１・1階

武蔵野うどん とこ井

＜うどん＞

コクーン１・2階

１１／１９ (金) OPEN

UQスポット

＜携帯電話＞

コクーン１・1階

９／１７ (金) OPEN

ミスターミニット

＜修理サービス＞

コクーン１・1階

コメ兵

＜買取専門店＞

コクーン１・1階

９／２４ (金) OPEN

埼玉県初

９／１５ (水) OPEN
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オープン日 店名 業種 場所 備考

1 9/1（水） 85 [ハチゴウ] 食品・生活雑貨 コクーン２/1F

2 9/5（日） エウルキューブ レディスLサイズ コクーン２/2F

3 9/10（金） カトージ ベビー雑貨 コクーン２/3F

4 9/15（水） UQスポット 携帯電話 コクーン１/1F

5 9/15（水） アキュアーズ レディスシューズ コクーン２/1F

6 9/17（金）
㊇先手家・ユナイテッド
ネイチャー

青果･フルーツサンド･
食品

コクーン２/1F

7 9/17（金） グレディブリリアン レディス コクーン１/2F

8 9/17（金） ミスターミニット 修理サービス コクーン１/1F

9 9/24（金） コメ兵 買取専門店 コクーン１/1F

10 10/1（金） 久世福商店 食品・グロッサリー コクーン２/1F

11 10/7（木） チュチュアンナ グランデ 靴下・レディスイン
ナー・スポーツウェア

コクーン１/2F

12 10/8（金）
UNITED ARROWS
green label relaxing

レディス・メンズ・
キッズ・雑貨

コクーン２/2F

13 10/8（金） アヴィレックス
メンズ・レディス・
キッズ

コクーン２/2F

14 10/8（金） アンフィーロ レディス コクーン１/2F

15 10/29(金) きものやまと 呉服 コクーン２/1F

16 11/19(金) 武蔵野うどん とこ井 うどん コクーン１/2F

17 11/26(金) シルシュアイラッシュ まつ毛サロン コクーン２/2F

18 11/下旬 カルディコーヒーファーム コーヒー豆･輸入食品 コクーン１/1F

■コクーンシティ リニューアル第３弾 出店店舗一覧（オープン日順）

大宮･浦和
エリア初

埼玉県初

埼玉県初

ＳＣ初

増床OPEN

期間限定

移転OPEN

移転OPEN

期間限定

期間限定

埼玉県初

大宮･浦和
エリア初



【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 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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