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News Release

コクーンシティ（さいたま新都心）内に

企業主導型保育所「コクーン保育園」を2018年４月開園予定

開園に先立ち、園児募集説明会を開催

片倉工業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐野公哉、東証一部）は、内閣府が

主導する企業主導型保育事業（※１）への取り組みとして、当社が運営する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” 内に、当社が事業主体となる「コクーン保育園」を2018年４

月を目途に開園します。

「コクーン保育園」は、商業施設の運営に合わせ、原則として土日祝日・年末年始を含む365日、

８時～21時まで開園し、子育てをしながら働く従業員の活躍支援や、出産・育児休暇を取得した従

業員のスムーズな復帰を目的に開園します。内閣府の進める “企業主導型保育事業” と認められる

事業所内保育園としては、当社として初めての取り組みであり、仕事と育児の両立支援を図るため、

当社の従業員はもとより、コクーンシティのテナント様をはじめとする提携企業、そして地域住民

の方もご利用いただける保育園となっております。

コクーンシティは、コクーン保育園を開園することで、より多くの方々の仕事と育児の両立支援、

待機児童解消の一助となれるように努めて参ります。

内装イメージ

（※１）待機児童解消及び女性就業環境整備のために、2016年度より新たに内閣府の主導で設けられた制度であり
会社が設置する保育園に国が助成する事業です。
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■「コクーン保育園」施設概要
・所 在 地 ： コクーンシティ パークサイドビル２階

（埼玉県さいたま市大宮区吉敷町４丁目263番８）

・事業主体： 片倉工業株式会社

・運 営： 株式会社ディアローグ

・面 積： 214.29㎡（64.82坪）（延床面積）

・オープン： 2018年４月１日(日) 予定

・開 園 日 ： 原則365日

・開園時間： 8：00 ～ 21：00

・定 員： 30名程度（従業員・提携企業枠、地域枠の合計）

・対象年齢： 生後57日～5歳児まで

■運営方針

１．安全で安心できる保育環境を整え、生きる力（喜び）をはぐくみます。

２．養護と教育を一体的に行い、子どもの発達を支援します。

３．子育ての悩みや相談に応じ助言するなど、保護者と共に心豊かな子育てを目指します。

４．地域における子育て支援の拠点として、地域の子育て力の向上に努めます。

■保育目標

１．感謝の心を忘れない「利他」の心を持った子ども

２．のびのびと自分を表現できる子ども

３．心身ともに豊かな子ども

News Release

【報道関係のお問い合わせ】

片倉工業㈱ 企画部広報・IR室 担当：森・菊地 Tel 03-6832-0223

■ 開園場所（JRさいたま新都心駅前地図）

JRさいたま新都心駅
から徒歩すぐ

さいたま新都心駅
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■園児募集説明会（保護者様向け、全２回開催）

【１回目】

・日時：2018年１月30日(火) 13：00 ～ 14：00

・受付期間：2018年１月17日(水)～1月29日(月)

【２回目】

・日時：2018年２月17日(土) 13：00 ～ 14：00

・受付期間：2018年２月１日(木)～２月15日(木)

【開催場所】

・場所：マルキュービル７階（さいたま市大宮区吉敷町4丁目262-16 さいたま新都心駅東口徒歩3分）

※説明会は、席数に限りがございますので、事前受付とさせていただきます。

下記連絡先まで、ご連絡いただきますようお願い致します。

説明会事前受付：㈱ディアローグ/コクーン保育園準備室 Tel 03ｰ5433ｰ4504

【説明内容】

・園の概要（制度説明、保育内容、保育園料等）、申込み方法、今後について

■入園のお申込みについて

【お申込み期間】

・2018年１月17日(水) ～ ２月28日(水) 必着

※申込み後の予定については、別途、ご連絡致します。

【お申込み方法】

・コクーン保育園ホームページの応募フォームより入園申込書をダウンロードし、必要事項を

記入の上で送付ください。

・コクーン保育園ホームページ： http://cocoon-hoikuen.com/ 

【送り先】

〒154-0024

東京都世田谷区三軒茶屋1－37－８ワコーレ三軒茶屋64ビル10F

株式会社ディアローグ コクーン保育園 入園担当 行

■保育料金（予定）
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【入園に関するお問い合わせ】

㈱ディアローグ Tel 03ｰ5433ｰ4504㈹（受付時間：平日９：30～17：00）

入園日数 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

月16日以上 39,000円 39,000円 39,000円 34,500円 32,000円 32,000円

月15日以下 2,600円/日 2,600円/日 2,600円/日 2,300円/日 2,200円/日 2,200円/日

●入園準備費用：20,000円 ●延長料：500円／30分（1日11時間を超える場合）

※週5日を超える預かり利用の場合は、別途費用が発生します。

※その他イベント等、必要に応じて徴収する場合がございます。

※表示価格は全て税抜き価格になります。
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【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 佐野公哉

住 所：東京都中央区明石町6-4

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

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

【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。

<特設サイト>
「3分でわかるカタクラ」

＜特設サイト＞
「片倉工業と富岡製糸場が歩んだ歴史」

http://www.katakura.co.jp/ir/3minutes/index.htm http://www.katakura.co.jp/tomioka.htm
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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

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)
不動産開発部(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

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) 低カリウムレタス・はなびらたけの生産・販売、化粧品の企画・販売、デイ
サービス、介護福祉機器の企画・販売

【グループ概要】
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【ご参考】片倉工業の主な不動産開発物件

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

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。

快適ふれあい空間の提案

松江片倉フィラチャー
（イオン松江店）

〒690-0001
島根県松江市東朝日町151

いわき片倉フィラチャー
（イオンいわき店）

〒970-8026
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
山梨県韮崎市若宮2－2－23

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
（マックスバリュ沼津カタクラパーク店ほか）

〒410-0022
静岡県沼津市大岡1020-1

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

オフィス賃貸
東京スクエアガーデン

さいたま新都心
コクーンシティ住宅展示場

片倉福岡シルバーマンション
（ケアポート箱崎）

コクーンシティ
〒330-9559
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町
4-263-1

加須カタクラパーク
〒347-0068
埼玉県加須市大門町20-58

コクーン１ コクーン２ コクーン３

【介護施設】

コクーンシティ内
(ニチイホームアイリスガーデン)

【住宅展示場】

直営施設

その他不動産事業
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一括賃貸施設

熊本ショッピングセンター
（TSUTAYA田崎店）

〒860-0053
熊本県熊本市西区田崎2-3-83

コクーンアスレチックス
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