News Release
2019年８月21日

コクーンシティ（さいたま新都心）
初出店１１店舗！日本各地の人気パン屋さんなど８１店舗が大集結！
大好評のセレクト型パンフェス「パンタスティック!!」開催決定！

2019年９月1３日（金）～９月２９日（日）
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）～9月29日（日）の17日間、コクーンシティでは4回目となる大好評のセレクト型パンフェス
「パンタスティック!!2019 AUTUMN ＠コクーンシティ」を開催します。埼玉県内をはじめ、日本各地
から人気のパン屋さんやグロッサリー、ベイクドスイーツが日替わりで登場。また、パンにまつわる
ファッションや雑貨等も充実。そして今回は、会場にイートインスペースを新設！その場で食べ比べす

るのもおすすめです。前回を上回る出店数とイベントスケールでお届けするコクーンシティの”パンタ
スティック!!”な17日間を是非お楽しみください。

■ 「パンタスティック!!2019 AUTUMN ＠コクーンシティ」概要

パンタスティック!!
2019 AUTUMN ＠コクーンシティ
【期間】9月13日（金）～9月29日（日）
【時間】10：00～21：00
【会場】コクーン２ １F コクーンショップ
（いろどりマルシェ内）
【参加ショップ(予定)】
期間中81店舗が登場！初出店は11店舗！
■パン屋さん〈45店舗(県内26店舗・その他19店舗) 〉
■グロッサリー／ベイクドスイーツ／他＜36店舗＞
★その他インテリア雑貨やファッション、ワーク
ショップ等も登場！
イラスト：たなかみさき
コクーンシティHP

https://www.cocooncity.jp/event/detail/1491
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■ 参加ショップ＜パン・焼き菓子など＞
埼玉県内をはじめ、日本各地から人気のパン屋さんや焼き菓子・グロッサリーが日替わりで登場！
期間中は、併せて81店舗が大集合！11店舗が初出店！パンタスティック!!な17日間です。

（１）埼玉県内パン屋さん［ ２６店舗（予定） 内、初出店 １店舗 ］
①Boulangerie Coton
（富士見）

②Boulangerie EMU
（所沢）

③GAKU BAKERY（東大宮）
⑦STANDARD BAKERY

※2019年8月21日現在

④NANTSUKA BAKERY（川越）

⑤nino scone（志木）

⑥OtTIMO北浦和（北浦和）

⑨今日もハッピーハッピー
商店（武蔵浦和）

⑩ケルクショーズ（浦和）

⑬てまりパン（埼玉）

⑭デイジイ（川口）

⑮乃が美（大宮）

⑯ハチハチベーグル（南与野）

⑰バニトイベーグル蔵造り本店

⑱パウンドケーキ専門店
くみぱうんど（浦和）

⑲パンテック（南与野）

⑳ブーランジェリー
キシモト（新所沢）

㉒ベーカリー ALDE

㉓魔女のコッペパン

㉔焼きたてパンの店 エトアール

（川越）

㉑ブーランジェリークック
(土呂)

（北浦和）

㉕川越ベーカリー楽楽
(川越）

㉖玄米とお味噌の天然酵母
ぱん 手づくりや（蓮田）

（越谷）

⑪コマメベーカリー
（新座）

（大宮）

⑧かじパン（川口）
⑫こむぎ BAGEL&COFFEE
（土呂）

(北浦和）

※画像はイメージです。※各ショップの出店日は後日発表となります。
※参加ショップは予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

乃が美
（さいたま市大宮区）

魔女のコッペパン
（さいたま市大宮区）

パンテック
（さいたま市桜区）

GAKU BAKERY
（さいたま市見沼区）

OtTIMO 北浦和
（さいたま市浦和区）

ベーカリー ALDE
（さいたま市浦和区）

今日もハッピーハッピー商店

（さいたま市南区）

こむぎ BAGEL&COFFEE
（さいたま市北区）

デイジイ
（川口市）

川越ベーカリー楽楽
（川越市）

Boulangerie EMU
（所沢市）

STANDARD BAKERY
（越谷市）
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（２）その他エリアパン屋さん［ １９店舗（予定）内、初出店 ４店舗 ］

※2019年8月21日現在

①KIKUCHIYA BAKERY（宮城）

②Little Princess（青森）

③ベーカリー ペニーレイン
（栃木）

④高級食パン専門店 あずき
（二子玉川）

⑤パン ド サンジュ（大阪）

⑥オギノパン（神奈川）

⑦俺のBakery（銀座）

⑧MELON LAB（東京）

⑨Blanc（虎ノ門）

⑩NEW NEW YORK CLUB BAGEL & SANDWICH SHOP
（麻布十番）

⑪カフェ・プラネット・ショコラ
（有楽町）

⑫おへそカフェ＆ベーカリー
(広島)

⑬Bagle Shop polepole
（広島）

⑭東京べーぐる べーぐり
（西葛西）

⑮スコーン専門店 famfam
（岐阜）

⑯金谷ホテルベーカリー（栃木）

⑰髙久製パン（神奈川）

⑱HIGU BAGEL＆CAFE
（板橋）

⑲パン・アトリエ クレッセント
（茨城）

※画像はイメージです。※各ショップの出店日は後日発表となります。※参加ショップは予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

KIKUCHIYA BAKERY（宮城）

Little Princess (青森)

オギノパン（神奈川）

ベーカリー ペニーレイン（栃木）

高級食パン専門店 あずき

パン ド サンジュ（大阪）

俺のBakery (銀座)

金谷ホテルベーカリー（栃木）

（二子玉川）

おへそカフェ＆ベーカリー（広島）

髙久製パン（神奈川）

Blanc（虎ノ門）

パン・アトリエ クレッセント
(茨城)

カフェ・プラネット・ショコラ
（有楽町）

スコーン専門店 famfam（岐阜）
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（３）グロッサリー・ベイクドスイーツ・その他［ ３６店舗（予定）内、初出店 ６店舗

］※2019年8月21日現在

【Glossary】 GOOD MORNING FARM(愛媛)、 you-ichi(広島)、霧の朝(兵庫)、TAP＆SAP（埼玉）、 Petitpas 坂の下の瓶
詰め屋(広島)、 DADA NUTS BUTTER(高知)、Bocchi（千葉）、FUKUBEE（広島）、 BROOKLYN RIBBON FRIES(東京)、
ともコーラ(東京)、雪室熟成珈琲（山形）

、 IFNi ROASTING&CO.(静岡)、 P-BERRY(広島)、お茶のお店 チャリカ(東京)、

LOVEパクチーソース(東京)、エジプト塩（東京）
KETCHUP(栃木)、シイたけぞう（静岡）

、aKcompany（神奈川）

、 place花やしき(広島)、 NASU TOMATO

【Baked Sweets】おかしさん(北与野)、 USHIO CHOCOLATL(広島)、kiitos

（鹿児島） 、 foo CHOCOLATERS(広島) 、circolata(埼玉)、はやりのごはん(広島)、 TSUCURITE(東京)、GO! Muffins
GO!(東京)、 HAND(名古屋) 、 graf studio kitchen(大阪) 、 Grazie-Na(広島) 、oshino-sweets（広島）

、 NATURE

THING(三重) 、SENBEI BROTHERS(東京)、浅沼煎餅（東京）、燻製シマヘイ(広島)

エジプト塩（東京）

TSUCURITE（東京）

ともコーラ（東京）

Bocchi（千葉）

aKcompany（神奈川）

kiitos（鹿児島）

IFNi ROASTING&CO.（静岡）

NATURE THING（三重）

HAND（名古屋）

シイたけぞう（静岡）

燻製シマヘイ（広島）

浅沼煎餅（東京）

お茶のお店チャリカ
chaRica（東京）

NASU TOMATO KETCHUP
（栃木）

霧の朝（兵庫）

雪室熟成珈琲（山形）

おかしさん（北与野）

graf studio kitchen（大阪）

you-ichi（広島）

USHIO CHOCOLATL（広島）

その他参加ブランド（ファッション・雑貨など）・イベント

会場には、イートインスペースを新設！

パンにまつわるモチーフの雑貨やアクセサリー・アパレル等が登場！

バルミューダ ザ・トースターが完備されたイート

パンタスティック公式グッズ(イラスト雑貨)、CLASKA allery&SHOP ”DO”(生活雑貨･カ

インスペースで、購入したパンを食べ比べするの

バン) 、 pu・pu・pu(ポーチ)、Pampshade by モリタ製パン所(インテリア･パン雑貨)、

もおすすめ！会場には、コクーンシティ出店店舗

カリーノぱん（アクセサリー）、maitoparta(アクセサリー)、世田谷パン祭り(パン雑貨)、

による食関連雑貨の展示もあり、要チェック!!

H TOKYO(ハンカチ) etc

試食・試飲イベントも同時開催！
【place 花やしき（広島）】
・ハーブソルト試食販売
【カフェ・プラネット・ショコラ（有楽町）】
・キャロブシロップ試食販売 …etc
※上記イベントは随時会場にて受付となります。
※無くなり次第、終了となります。

提供：ヨドバシカメラ（コクーン３）

CLASKA Gallery&Shop ”DO”

※画像はイメージです。※各ショップの出店日は後日発表となります。※参加ショップは予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

【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

中村、神山

TEL：048-601-5050㈹
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【富岡製糸場と当社の関係】

【会社情報】
創 業：1873年（明治6年）

当社は1939年から2005年までの66年間、

設

富岡製糸場の民間最後のオーナーを務めました。

立：1920年（大正9年）

代表者：代表取締役社長

住

上甲亮祐

今後も株主優待制度を活用した寄付等を通じて

所：東京都中央区明石町6-4

保全活動などの支援に取り組んでまいります。

◆ 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

【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

【全般に関するお問い合わせ】
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
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