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News Release

コクーンシティ開業３周年！
新イメージキャラクターには注目若手女優の「堀田真由」さん！

新TVCMオンエア＆4月20日(金)から｢３周年誕生祭｣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：佐野公哉、東証一部）のJRさいたま新都心

駅前商業エリア「コクーンシティ（埼玉県さいたま市）」は、本年４月24日（火）で開業３周年を迎えま

す。本年は、注目若手女優のひとりである堀田真由さんを新イメージキャラクターに起用し、 4月20日

(金) からスタートする３周年誕生祭に合わせ、堀田さん出演の新TVCMを４月19日（木）から放映します。

誕生祭では、新たなショップのオープンやショップ各店の誕生祭特別企画に加え、ゴールデンウィークの

お出かけにぴったりのステージイベントや人気アニメイベント、話題のパンイベントなど、盛り沢山の企

画をご用意しています。

コクーンシティで、是非あなたの”お気に入り”を見つけて楽しいひとときをお過ごしください。

コクーンシティは、 2015年４月のオープン以降、多くの皆様にお越

しいただきました。本年は、“Love! cocoon city”をテーマに、お客様

一人一人にとって大切な時間が生まれ、お気に入りにしていただける

もっと愛される場所を目指します。

コクーンシティの新たなステージが、３周年誕生祭から始まります。

画像はイメージです

■ COCOON CITY 3rd Anniversary！

■COCOON CITY 3rd Anniversary！

・コクーンシティ新イメージキャラクター＆新TVCM放映決定！

・NEW & RENEWAL SHOP／期間限定SHOP OPEN!!

・3rd Anniversary Special EVENT開催！
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画像はイメージです

１. コクーンシティ新イメージキャラクターに堀田真由さんを起用

■コクーンシティ新イメージキャラクター＆新TVCM放映決定！

本年度は「Love! cocoon city」をテーマに、“私にぴったりの場所”という

メッセージを注目の新人若手女優である堀田真由さんを起用し、年間展開し

ていきます。

堀田さんの等身大でエモーショナルな表現力が、コクーンシティに対する

お客様の親しみや共感イメージにぴったりと重なったことで、新しいイメー

ジキャラクターとして今回の起用に至りました。

◆コクーンシティ 新イメージキャラクター 堀田真由さんプロフィール

１９９８年４月２日生まれ、滋賀県出身。２０１５年ＷＯＷＯＷ「テミスの求刑」でデビュー。
映画「超高速！参勤交代リターンズ」、ＮＨＫ｢獄門島｣などの出演を経て、２０１７年にはＮＨＫ
「わろてんか」でヒロインの妹役・藤岡りんを演じる。
２０１８年７月６日公開の映画｢虹色デイズ｣､２０１９年２月公開予定の映画｢あの日のオルガン｣
への出演が決定している。

２. コクーンシティ新TVCM ４月19日（木）より関東で一斉にオンエア開始！

■ストーリー＆見どころ

・「好きだー！」と叫ぶ清々しい堀田真由さんに注目！

３. ４月21日（土）コクーンシティに堀田真由さんが登場！

■日時：4/21（土）13：30～ ■場所：コクーン２ コクーンひろば

《 コクーンシティ３周年誕生祭記念！》

新イメージキャラクター堀田真由さんによるトークショーを開催します。

■ＣＭ概要

・放送開始日：4/19(木)

・出演者 ：堀田真由

・放送エリア：関東エリア

※放送開始日から、コクーンシティHP
（https://www.cocooncity.jp）で動画を
ご覧いただけます。

人混みの中、ラブレターを手に、軽快にコクーンシティの街を走
り抜ける堀田さん。一歩、また一歩と駆け出すごとに、堀田さんの
中にコクーンシティで過ごした様々な想い出が駆け巡り、自然と気
持ちが溢れ出す―。
注目の若手女優「堀田真由」さんが、コクーンシティと共に過ご

す時間を、エモーショナルに表現しています。

これから出演作が目白押しで活躍が期待される堀田真由さんを、コクーンシティは応援します。

https://www.cocooncity.jp/
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■ NEW & RENEWAL SHOP / 期間限定SHOP OPEN !!

ABCクッキングスタジオ
[コクーン２ ３Ｆ/ 料理教室]

料理・パン・ケーキが
学べる料理教室

NEW

島村楽器
[コクーン２ ３Ｆ/ 楽器・音楽教室]

NEW

シェリーブラン
[コクーン２ １Ｆ/ 洋菓子]

色鮮やかで優しい味わいの
フルーツタルト専門店

NEW4/6（金）OPEN 4/20（金）OPEN

ヤード プリュス
[コクーン１ ２Ｆ/ レディス・メンズ・服飾雑貨]

Re:YUHEN
[コクーン２ 2Ｆ/ レディス・メンズ]

あらゆる楽器から楽譜まで幅広く揃う
総合楽器店

NEW

カジュアルとモードをMIXした
アーバンスタイル

NEW

日本初上陸ブランド多数
韓国発のセレクトショップ

4/20（金）OPEN

4/20（金）OPEN 4/20（金）OPEN
県内

１. NEW SHOP

３. 期間限定 SHOP

Gap Fit
[コクーン２ 2Ｆ コクーンショップ
（いろどりスクエア内）]

Gapのスポーツウェアラインが登場。

LIMITED

母の日マルシェ
[コクーン２ ２Ｆにぎわいスポット（Ｈ＆Ｍ前）

4/20（金）～5/20（日）

「エミリオロバ」と「マルベリーガーデン」
が母の日に最適なフラワーギフトをご提案。

4/27（金）～5/13（日）

LIMITED

県内

２. RENEWAL SHOP

ハピンズ（現・パスポート）[コクーン１ １Ｆ／インテリア雑貨]

おもとめやすいプライスで
ライフスタイル彩るグッズ
を展開。

RENEWAL 4/20（金）RENEWAL OPEN RENEWAL 4/20（金）RENEWAL OPEN

ウィゴー ヴィンテージ（現・ドゥニーム ザ ストア）
[コクーン２ ２Ｆ／メンズ・レディス]

セレクトした古着を中心に、
雑貨やインテリア等オリジナル
アイテムを展開。
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■ 3rd Anniversary Special EVENT 開催！

ピコ太郎
スペシャルステージ

Beverly
スペシャルライブ

動画「PPAP」で大ブレイク
を起こしたピコ太郎が
スペシャルステージを開催！

ハイトーンボイスを奏でる
「Beverly」が、月9ドラマ
主題歌など話題曲を披露！

観覧
無料

観覧
無料

【時間】14：00～（荒天中止）

【場所】コクーン２ コクーンひろば

【時間】13：00～/15：00～（荒天中止）

【場所】コクーン２ コクーンひろば

パンタスティック!!
2018＠コクーンシティ

埼玉の地元人気店をはじめ、

関東近郊、その他エリアから

も人気のパン屋さんが日替わ

りで登場！

【参加ショップ】
期間中59ショップが登場！
◆パン屋さん

36店舗
（県内28店舗・その他8店舗）
◆焼き菓子/グロッサリー他

23店舗

ルルロロの
ハッピーウィーク

NHK Eテレ放送5周年記念！
大人気「くまのがっこう」
からスピンオフしてうまれた
テレビアニメ「がんばれ！
ルルロロ」がコクーンシティ
にやってくる！

・ルルロロわくわくコンサート
（4/28（土））

・ルルロロ握手＆撮影会
（4/28(土)～30(月･休)、

5/3(木･祝)～6(日) )
・ルルロロふわふわ
・ルルロロスタンプラリー
・ルルロロひろば

ボルダリング体験

高さ8mのボルダリングタワーがコクーンひろばに登場！初心者でも気軽にお楽しみいただけます。

【時間】10：00～18：00
【場所】コクーン２ コクーンひろば
【参加費】 500円(現金のみ)小学生以上対象、体重制限あり（100kgまで）

母の日ワークショップ

・5/12（土）オリジナルタンブラーづくり
・5/13（日）フォトメッセージづくり

【時間】各日11：00～（最終受付16：30）

【場所】コクーン２ 3F にぎわいスポット（ユニクロ前）
【参加条件】当日の1,000円以上お買上げのレシートを1枚ご提示で

1名様参加可（レシート合算不可・各日先着100名）

お母さんに感謝の気持ちを贈ろう！

【時間】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）

楽しいイベント盛り沢山!!

・母の日もイベントを開催♪

参加
無料

（4/12（木）現在）
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【本件に関するお問い合わせ】
片倉工業㈱ コクーンシティ営業部 担当：黒田・髙橋

TEL：048-601-5050㈹
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■ 3rd Anniversary Special EVENT 開催！

※一
部除

外品あ
り。

※なく
なり次

第終了
。

※なくなり次第終了。

・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 ：4/20（金）～24（火）

・今だけ！３周年記念SPECIAL THANKS

３周年を迎えたコクーンシティから感謝の気持ちを込めて、
ショップ各店プライスオフやノベルティプレゼント、
HAPPY BAGなど、うれしいスペシャル企画をお届け！

◆開催期間 ：4/20（金）～5/6（日）

・先着限定！スペシャルメニュー

“３”にちなんだ３周年メニューや驚きのスペシャルプライス
メニュー、誕生祭限定メニューを、レストラン各店期間限定で
ご用意！

◆開催期間 ：4/20（金）～5/6（日）
各店数量限定・なくなり次第終了

10
5DAYS 204 Fri 24 Tue

コクーンシティ カード セゾンのご利用で、お引き落と し時に10%OFF

画像は一例です



【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 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

News Release

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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コクーン保育園

http://www.katakura.co.jp/business/service.htm

