


現在社会はCOVID-19の脅威が過ぎ去ろうとしている一方、地政学的リスクや天候変動等、様々な

ことが我々の生活を不安にしています。こんなときこそ、ジュングループの社会使命である「YOU 

ARE CULTURE.」カルチャーの力で人々の心を艶やかに彩ること、これこそ一番大切な我々のパーパス

です。

カルチャーとは、“耕す”というラテン語から由来し、心を耕すという意図が語源です。まさに心を耕し、

人として楽しく、美しく、豊かで持続可能な人間社会を築いていくための様々な商品、サービスを提案

します。ファッション、フード、フィットネス、生活を取り巻く様々な領域で、我々自身も楽しみ

ながらお客様の新たなワクワクを作り出したいと思っています。

今までの常識を疑い変わり続ける姿勢、そして世の中に無い驚きを届けることに情熱を燃やすこと、

そのモチベーションがジュングループの原動力です。

また、それらを可能にするのも、我々ジュングループの社員一人ひとりの力。

お客様から学び、社会から学び、自分の行動から学ぶ。

社員の力こそ一番重要な経営資源と考え、人財育成に力をいれています。

今後も新たな挑戦をし続けるジュングループに是非ご期待ください。

Top Message

株式会社ジュン 代表取締役社長
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2015 「ナージー」誕生。

2018 「ビー アイ エフ バイ ナージー」誕生。
                  「ザ・コンビニ」オープン。

2020 「ライフアンドビューティー バイ ジュン オンライン」オープン。
　　　　　「ワシュ オフィシャルオンラインショップ」オープン。

2022 「ハイプゴルフ」日本初旗艦店オープン。
　　　　　「ムウ ト アール」誕生。

2019 「ロペ ラ リンニュ」誕生。

2021 「ポロロッカ」誕生。

2016 ラジオ番組リニューアル「ジュン ザ カルチャー」スタート。
　　　　　合言葉“YOU ARE CULTURE.”を発表。

2013 「サロン アダム エ ロペ」誕生。
 「ジュゼ バイ ビス」誕生。
　　　　　「ロペ マドモアゼル」誕生。
 （有）ソフの全株式、商標権利を取得。
 「ジュン サウンド プール」ラジオ番組をスタート。

2012 （株）クロスビー・イーストを設立。 「サタデーズ サーフ ニューヨーク」日本初出店。 
 本社社屋を港区港南から南青山に移転。

2010 「ビオトープ」誕生。
　　　　　｢ジュン アンド ロペ｣ 誕生。 
 「アダム エ ロペ ワイルド ライフ テーラー」誕生。

2009 ｢ジュンレッド｣ 誕生。

2007 ｢ロペピクニック パサージュ｣ 誕生。

2006 ｢テーラージュンカスタマイズ｣ を設立。

2002 （有）ヘッズとの共同出資により表参道に ｢モントーク｣ をオープン。

2000 佐々木 進、代表取締役社長に就任。佐々木 忠、代表取締役会長に就任。

1998 ｢ロペピクニック｣ 誕生。

1996 ｢ボンジュール レコード｣ 設立。ミュージックCD、レコード、アートブック等の販売を開始する。
 ｢ビス｣ 誕生。

1992 物流機構の改善にともない茨城県下館に物流センターを建設、操業開始。

1990 物流機構の改善にともない福島県白河に、物流センター（株）ディスタを設立。
 栃木県塩谷郡塩谷町に、｢ジュンクラシックカントリークラブ｣ の姉妹コースとしてゴルフ場 ｢ロぺ倶楽部｣ を開場。
 （株）フォークランド設立。
 ｢アダム エ ロペ｣ 誕生。

1987 本社社屋を東京都港区港南に移転。

1979 （株）ジェー・ユー・エージェンシー［現:（株）ジェー・プラネット］を設立。ラジオ番組の企画制作業務を開始。
 ｢シャトージュン｣ を設立。ワイン製造・販売を開始。

1977 ＜ジーンサラゼンジュンクラシック＞トーナメント開催。

1976 新規広告媒体事業、｢ジュンファッションボード｣ の営業を開始。

1975 栃木県那須郡那珂川町に ｢ジュンクラシックカントリークラブ｣ を開場。新しいタイプのゴルフ場をめざす。

1972 ジュン（株）［現:（株）ジェイ・ハウス］を設立。レストラン・カフェテラス等の飲食部門業務の独立運営を図る。
 表参道に ｢カフェ ド ロペ｣ をオープン。

1969 ファッション業界において初めてのフランチャイズチェーン1号店をオープン。
 主要都市の開拓、フランチャイズチェーン組織の確立を図る。

1968 ｢ロペ｣ 誕生。レディスファッション分野に進出する。

1964 銀座みゆき通りに直営ブティック1号店をオープン。

1958 （株）ジュン創業。｢ジュン｣ 誕生。

1958年の創業以来、JUNは常に時代の先端を走り続けています

History

History



女っぽくエッジの利いた好奇心旺盛なビザビスタイル

「 Casual 」「 Feminine 」 へのこだわりのディテール

と着映えするトレンド服を手軽な価格で提案

どこか必ず女性らしさを感じる魅せる今どきスタイル

ビザビ

「ORDINARY NEWNESS ORDINARY COMFORT」

もっと心地よく、もっと新しい。

変わり続ける今と、

積み上げられた歴史を行き来しながら、

アップデートされていく自分を楽しむこと。

ADAM ET ROPÉは、

毎日に、洗練された心地よさと新しさを提案します。

アダム エ ロペ

ムウ ト アール

ファッションをもっと自由に。

感性と遊び心で自分らしく着こなす新ブランド。

私たちが届けたいファッションがあなたにとってのポジ

ティブに繋がりますように。

ジュンレッド

かっこいいこと、お洒落なことは、年齢・年代・性別を

超えてボーダレス。そして、トレンドには誰よりも敏感

でありながら、それらを自分流のスタイルにミックス

する技を持つ、今最も旬な男を理想像としたブランド。

ロペピクニック パサージュ

ブランドコンセプトは“ライフスタイルを楽しむ宝箱”。

パリで多く見られるガラス屋根に覆われたアーケード

“PASSAGE”。人々の集まる、笑顔あふれる大切な、そ

んな“明るく、元気で、親しみやすい”場所。毎日を前

向きに進む女性に向け、服飾雑貨から生活雑貨まで幅

広いアイテムを集めました。

F A S H I O N  B R A N D S

Brand Index
心躍る出会いが 待っています

「心を豊かにする美しい生活」。JUN のブランドは、アパレルだけにと

どまらず、幅広いジャンルで日常に感動を生むことを大切にしています。

お客さまの人生のかけがえのない時間とともにありたいと願っています。

Brand Index

ロペ

クラシックなのに、モダン。

マニッシュなのに、フェミニン。

誰かの真似じゃない自分らしい品を持つ、知的でポジ

ティブな女性たちのために。ロペは洗練されたエレガ

ンスを清潔感のあるスタイルで提案します。

エ ポール

新時代をしなやかに、そしてHYBRIDに働く女性に向

けてROPÉからデビューしたバッグライン"ÉPOR（ロ

ペ エポール）"。　

ラリーニュ ロペ

伝統的な日本の着物は、直線裁ちで構成された、どん

な体型の人にも合う装いです。 そこにインスピレー

ションを得た、直線がもたらす女性らしい曲線美を愉

しむ「ROPÉ LA LIGNE（ロペ ラ リンニュ）」。着物のよ

うに着る人を選ばない、エイジレスなラインです。

ビス

HEALTHY＆BEAUTY

「ヘルシーに美しく、女らしく」をコンセプトに"美"を

追求する女性たちがセルフプロデュースできるブラン

ドとして、多様化するシーンにマッチするスタイリン

グをご提案します。

“アーバンリゾート”をテーマにトップメゾンや注目ブ

ランドのファッション、ナチュラルコスメや生活雑貨

など、世界中から集めたアイテムを展開し、ボタニカ

ルショップやレストランも併設する複合型ショップ。

地域のランドマークとなるべく、ライフスタイルを提

案しながら、日々進化を続けるショップです。

ビオトープ

サロン アダム エ ロペ

「ファッションと同じくらい食べることが好きな人へ。」 

”DELICIOUS FASHION”をテーマにファッションと充

実したフードライフスタイルを提案するコンセプト

ショップ。スイーツ、肉料理、和食など伝統と新しさを

取り入れたレストラン店舗を展開。

2010年に、アダム エ ロペのメンズコンセプトショッ

プとして誕生。ワイルドでありながらも伝統的なテー

ラードも備えた、若い頃に皆が憧れた大人たちが通う

洋品店のスタイルを提案。各都市のサードプレイス、

デスティネーションストアとして支持されています。

アダム エ ロペ
ワイルド ライフ テーラー W.L .T カットクラブ

ワイルド ライフ テーラー丸の内店に併設されたメン

ズサロン。“紳士でありたい”と願うすべての男性に、

洋服だけでなく、“身だしなみ”というトータルな視点

で、現代の“GENTLEMAN'S LIFE STYLE”を提案し

ます。

トレンドにフレンチテイストをミックスした「ちゃんと

＋かわいい」ブランド、ロペピクニック。高級店にも負

けないクオリティや心のこもったサービス、そして毎日

をワクワクした気持ちに変える服たち。黄色を基調と

したかわいい店内には、生活雑貨や女の子の暮らしを

うれしくするアイデアがいっぱい。いつ来ても新しい

発見が待っています。

ロペピクニック



ポロロッカ

日々の変化を、逆境を。 しなやかに乗り越える美し

さを、手に入れる。「Pororoca(ポロロッカ)」は、こ

れまでのセオリーを飛び越えて、 知性や感性に働きか

けながら、新時代のウェルネスビューティを構築する 

トータルビューティブランド。長い時を経て世界中で

蓄積されてきた植物の知見と、 これからの時代に必要

なウェルビーイングの条件を掛け合わせた、 あなたら

しい強さと美しさを育むヒントが、ここにあります。 

自分らしさをしっかりと持ちながら、 いつでも上向き

に生きていけるための未来の美しさを創るプロダクト

をお届けします。

JUNグループのブランド商品を中心に展開する、アウ

トレットショップ。メンズ・レディスのファッション

ウエア、アクセサリー、バッグ＆シューズ、インテリ

ア雑貨などバリエーションも充実し、独自の感性でセ

レ ク ト し た オ リ ジ ナ ル ブ ラ ン ド・MOTOMACHI 

JAYROも展開。サンプルセールの運営も行っています。

フォークランド

2009年8月、ニューヨークのソーホーにオープンした

サタデーズ ニューヨークシティ。ニューヨークやその

他の大都市を舞台に働き、暮らす人たちのライフスタ

イルに合ったコレクションを提案しています。オーセ

ンティックでありながらクラシックなものにインスピ

レーションを受け、色、プロポーション、着心地にこ

だわったトータルコレクションのブランドです。

サタデーズ
ニューヨークシティ ハイプゴルフ

HYPEGOLF JAPANとは、HYPEBEASTが運営するゴル

フアカウントとして、2021年1月にローンチ。

新しいゴルフカルチャーとファッション、そしてライフ

スタイルをHYPEBEASTならではのアングルを通して

発信します。

A S S O C I A T E D   B R A N D S

ソフネット

1998年、ミニマムなデザインを軸に、洗練された日常

着を求めてスタート。AUTHENTICをブランドコンセプ

トに、時代の空気を取り入れつつ、普遍的なコレクショ

ンを展開。ストリート、アウトドア、トラディショナル

など、現代のメンズファッションには欠かせない要素を

すべてトータルで併せ持つ、ドメスティックブランドの

成熟に貢献した代表格として、今なお進化している。

エフ・シー・
レアル ブリストル

1999年にスタートした、SOPH.co.,ltd.が展開する

FOOTBALLブランド。“F.C.Real Bristol”という架空

のチームを想定し、プレーヤー、サポーター、チーム

を取り巻くすべての人々をイメージしたウエアを展開。

2016年までナイキがオフィシャルサプライヤーとして

参戦するなど、スポーツとファッションのコラボレート

ブランドの先駆けとして、長きにわたりプロダクトを

作り続けている。

ユニフォーム・
エクスペリメント

SOPH.co.,ltd.より2008年にデビューしたメンズクロージ

ングブランド。ワードローブをユニフォームと捉え、グラ

フィックやカラー、マテリアルを駆使した実験的アプロー

チでプロダクトを形成。これまでにテーマとして掲げた

“color chart” “U.E.NAVY”など、ブランド独自の表現方法

を確立。さまざまなカルチャーをコレクションに取り入れ

ながら、普遍性と特殊性を兼備したプロダクトを展開する。

ジャドール ジュン オンライン

ワシュ

ジュングループのオンラインショッピングストア。

ジュングループが展開するウィメンズ・メンズ・キッズ

ウエアから、生活雑貨、ワイン、スポーツまで取りそ

ろえます。お客さまのライフスタイルをより豊かに。

www.junonline.jp

まだ見ぬ日本ワインの、奥深い世界へ

「wa-syu」は、日本ワインの楽しさを提案するオンラ

インショップ。 1979年から山梨でワイナリーを運営

するJUNが、独自の切り口でナビゲート。

wa-syu.com

O N L I N E  S H O P P I N G  S T O R E

ライフ アンド 
ビューティー バイ
ジュン オンライン

lifestyle・beauty・sportsの3つをテーマにしたオンライ

ンショッピングストアです。 JUN GROUPの運営ブランド

アイテムやセレクトアイテム、多彩な記事など、知らない

ことにたくさん出合えるコンテンツをご用意しています。

landb.junonline.jp

Brand Index

FOR WOMEN'S STYLISH ACTIVE LIFE.

毎日をスタイリッシュでアクティブに生きたいと思う、

全ての女性に。NERGYは、ファッション・スポーツ・

ビューティ・フード、4つのコンテンツを通して、日常

にスポーツが溶け込んだ、新しい「アクティブライフス

タイル」を提案します。

ナージー

ナージー
アクティブスタジオ

NERGYス タ イ ル を 発 信 す る 女 性 専 用BEAUTY & 

WELLNESS STUDIO。日本人女性の"凛とした美しさ"

を追求し"武道"をコンセプトにしたフィットネス「B.I.F 

BY NERGY」をはじめ、ヨガやボディメイクなど"ココ

ロ"と"カラダ"を整えるプログラムで女性のアクティブ

ライフをサポートします。

"FUN"ction GOLF ～ おしゃれをする楽しさ、高いパ

フォーマンスをささえる機能性 ～。イメージするのは

時に楽しく、時に本気でゴルフに向き合う大人の女性。

2019年春、正統派の社交ゴルフスタイルに、テクニカ

ルやマテリアルをアップデートさせた"ネオクラシック"

なメンズラインがデビュー。

ジュン アンド ロペ



挽きたてのフレッシュな国産牛100％のミンチ肉 。サ

ロ ン ア ダ ム エ ロ ペ 』が 展 開 す る、「S A L O N 

BUTCHER & WINE」はお好みの挽き方・大きさ・ミッ

クス素材・ソースを選んで自分だけのカスタマイズハン

バーグが味わえる、大人のためのビストロ。「香り」を

キーワードに、こだわりのお肉を気軽に美味しく、そ

の日の気分に合わせてワインとのマリアージュも愉し

める空間です。

サロン 
ブッチャー アンド ワイン

サロン
ブッチャー アンド ビ ア

サロン ギンザ サボウ 
こめ食 堂

『サロン アダム エ ロペ』が展開する、幻のコシヒカリ「雪

ほたか」を美味しく味わえる食堂スタイルのレストラン。

土鍋で炊き上げる、ごはんの美味しさをさらに引き立

てる、 約30種類の小鉢やおかず、ごはんのおともを組

み合わせ、自分だけの定食スタイルと、店内からは、

富士山の展望も おたのしみいただけます。

『サロン アダム エ ロペ』が展開する、シャルキュトリー

からバスク地方の家庭料理まで味わえるカウンタース

タイルのレストラン。 様々な火入れの本格的肉料理を、

ビールやワインと共に堪能いただけます。

F O O D I N G , M U S I C , R E S O R T , m o r e

サロン ギンザ サボウ

日本の今と古きよき食文化を感じられる甘味・お食事

処。土鍋で炊きあげた幻のコシヒカリ「雪ほたか」と素

材をいかした料理を堪能できます。世界が注目する日

本茶と共に、自家製の和スイーツも楽しめます。

ラムジオクビエ ル タ

「BIOTOP FUKUOKA」の１F・３Fにあるカフェ＆レスト

ラン。イタリアンをベースに、地元の食材を活かした

料理や、料理 家・渡 辺 康啓氏がキュレーションした、

話題のお茶やスイーツを楽しめます。

「BIOTOP OSAKA」の4F屋上に広がる、緑あふれる

テラスが心地よいレストラン。一枚ずつ窯で焼かれる

NYスタイルのジューシーなピザと共に、新たなコミュ

ニケーションスペース且つシンボリックな場所として皆

さまをお迎えします。

ワインビュッフェと肉 
ブッチャー アンド ワイン

ワインとワインに合う本格的な肉料理・タパスの専門

店。BUTCHER&WINE。和牛100％のジューシーな

ハンバーグの他、イノシシ・鴨・鹿などジビエを使用し

た本格肉料理。ワインやお肉料理の付け合わせに季

節の食材を使用した豊富なバリエーションのタパス。

国内外からセレクトしたワインをリーズナブルな価格

で味わえるワインビュッフェなどあれこれちょっとずつ

が嬉しい、バル気分が味わえる空間です。

｢JUN CLASSIC COUNTRY CLUB｣ の姉妹コースと

してオープン。なだらかな丘陵地に広がる開放感に

満ちたコース。和風のクラブハウスや敷地内から湧き

出る天然温泉の露天風呂に宿泊施設、和風レストラ

ン、サンタフェのムードあふれるテラスレストランな

ど、充実した施設は女性に人気が高く、リゾートゴル

フとしても気軽にお楽しみいただけます。

ロペ倶 楽 部
［ゴルフコース ］

栃木県・那須の丘陵地にあり、和風リゾート的な趣の

ある ｢JUN CLASSIC COUNTRY CLUB｣。フェアウェ

イが広くゆったりとし、巧みに配置されたバンカー、地

形を生かしたグリーンなど、自然を相手に攻守のリズ

ムを必要とするホールが続きます。ゴルフコースの監修

に携わったのは名手”ジーン・サラゼン”。茅葺屋根の

和食処”田舎家”の食事も人気です。

ジュンクラシックカントリークラブ
［ゴルフコース］

ジャンルや国籍を問わず良いものをセレクトし、発信

していくという思いからブランド名が 付けられ た

“bonjour”。知的好奇心が旺盛な人達のコミュニケ

ーションの場になるよう、ファッションとリンクした

エクスクルーシブなカルチャーアイテムを提案します。

ボンジュールレコード
［ミュージック・ファッション］

ジェー・プラネット
［サウンドプロデュース ］

“街”も一つのメディアとして考えるJUNでは、ダイレクト

に 情 報 をアプ ロー チする 媒 体 として「F A S H I O N 

BOARD」を展開。３ｍ×４ｍもしくは４ｍ×４ｍの屋外

広告媒体を通して、全国の主要都市７００面から広告

キャンペーンの規模と予算に合わせた使い分けができ

る、国内最大のネットワークを有します。「FASHION 

BOARD」は、今や広告には欠かせない媒体の一つです。

“音 楽”をキーワードにさまざまな事 業を展 開する

「J-PLANET」。FM・AMラジオ番組の企画・制作をはじ

め、音楽イベント制作、映像・デザイン制作、ブランド

ショップBGM(MUSIC PLANET)のプロデュース、東京

スカイツリータウンスタジオの運営、オリジナルCDレー

ベルの企画制作などを行うクロスメディア・クリエイティ

ブ集団です。

法人向けオリジナル商品のデザインと製作（フルアイテ

ム）。スクールウエア、チームウエアなどクライアントの

あらゆるニーズと予算に対応。テーラードからカジュア

ルウエア、スクールウエアからワールドイベントウエア

まで幅広く注文製作を行い、多彩なプロセスを備えた

カスタマイズシステムで、お客さまの多様なニーズにお

応えします。

シャトージュン
［ 直 営ワイナリー］

日本有数のブドウの里、山梨県勝沼町に居を構える

ジュングループ 直営のワイナリー。自社畑、および

契約農家で栽培されたブドウから、芳醇なワインを

製 造してお届けします。国産ワインコンクールでは、

１６年間で2９アイテムが入賞。中でも"甲州"は『Japan 

Wine Competition』入賞歴1１回のシャトージュンを

代表するワインで、2019年には『G20大阪サミット』

の首脳夕食会で提供されました。

サン トロペ

石釜で焼き上げたピッツァや素材に優れたパスタなど

をご用意したビストロ・カフェ。店内はモダンで開放感

のあるダイニングと、シックなラウンジでリゾートライ

クな時間が流れ、ゆったりとした時間を楽しんでいた

だけます。

ファッションボード
［ 屋 外 広告 媒 体］

テーラージュン カスタマイズ
［オーダーデザイン］

サロン
ベイク アンド ティー

旬のスイーツを楽しめるサロン・ド・テ スタイルのレスト

ラン。こだわりの紅茶やコーヒーと共に季節の食材を

使ったアシェットデセールやスイーツのブッフェ、パティ

シエが創る繊細な食事も味わえる美味しい空間です。

Brand Index
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福 利 厚 生 ［社員割引購入制度］........ 自社ブランド商品を割引価格で購入できます。

 ［研修］.......................... 入社前研修、CS研修、フォローアップ研修、

  販売スキルアップ研修、マネジメント研修 等

 ［カフェテリアプラン］...... 年間ポイントを毎年全員に付与し、

  余暇支援（旅行費、スポーツ施設利用費等）、

  社有施設利用費補助、生活支援（美容費、社員購入費等）、

  自己啓発補助（各種スクール受講費、資格取得等）、

  医療費（人間ドック、コンタクトレンズ購入費等）のメニューから、

  自分が好きなプランを選択して利用する制度。

 ［社有施設］.................... ハウス湯沢・ゴルフ場（J.C.C.C・ロペ倶楽部）

 ［その他］....................... 東京ディズニーランド『マジックキングダムクラブ』

主要取引先 ルミネ　三井不動産商業マネジメント　三菱地所・サイモン　イオンモール　パルコ

　　　　　　　 アトレ　ジェイアール東海髙島屋　東急電鉄　札幌駅総合開発　仙台ターミナルビル

　　　　　　　 JR西日本SC開発　南海電気鉄道　福岡地下街開発　天王寺SC開発　横浜新都市センター

　　　　　　　 東急モールズデベロップメント　小田急電鉄　三菱地所プロパティマネジメント

　　　　　　　 相鉄ビルマネジメント　阪急阪神ビルマネジメント　阪急阪神百貨店　三越伊勢丹

　　　　　　　 そごう・西武　大丸松坂屋　東急百貨店　松屋　ZOZO　楽天

　　　　　　　 マガシーク　丸井  （敬称略・順不同）

名　　　称 株式会社ジュン

資　本　金 11億円（グループ総計）

設　　　立 1958年12月9日

代　表　者 代表取締役社長　佐々木 進

事 業 内 容 レディス・メンズのファッション製品全般の企画、製造、販売。

 建築及び室内内装の施工設計、ラジオ番組の企画制作及びサウンドプロデュース、

 屋外広告媒体事業、ゴルフ場、レストラン、カフェ、ワイナリーの経営。

従 業 員 数 2,424人   ※2022年11月現在

Company Outl ine

Company Outline

（2022年3月現在）

株式会社ジェー・プラネット

〒106-0047 東京都港区南麻布1-6-18 
象印ビル3F
TEL：03-5765-6630

株式会社ジェイ・ハウス

〒107-8384 東京都港区南青山2-26-1
D-LIFEPLACE 南青山4F
TEL：03-6371-8888

株式会社クロスビー・イースト

〒107-8384 東京都港区南青山2-2-3
TEL：03-6890-4851

有限会社ソフ

〒107-0061 東京都港区北青山2-9-5
スタジアムプレイス青山1F
TEL：03-3402-1630

株式会社フォークランド

〒107-8384 東京都港区南青山2-26-1
D-LIFEPLACE 南青山4F
TEL：03-6371-8888

シャトージュン株式会社

〒409-1302 山梨県甲州市勝沼町菱山3308
TEL：0553-44-2501

株式会社ジュンアンドロペ・エンターテイメント

ジュンクラシックカントリークラブ
〒324-0515 栃木県那須郡那珂川町片平914
TEL：0287-96-3535

ロペ倶楽部
〒329-2334 栃木県塩谷郡塩谷町大久保1859-1
TEL：0287-46-1122

メディアビジネス事業部
〒107-8384 東京都港区南青山2-26-1
D-LIFEPLACE 南青山4F
TEL：03-6371-8888

カスタマイズ事業部
〒107-8384 東京都港区南青山2-26-1
D-LIFEPLACE 南青山4F
TEL：03-6371-8888

株式会社ジュン

白河ディスタ
〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字古米坂17-3
TEL：0248-25-4211

下館ディスタ
〒308-0847 茨城県筑西市玉戸1012
TEL：0296-28-2585

神戸ディスタ
〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町7-6
TEL：078-302-8426

札幌エリアオフィス
〒060-0004  
北海道札幌市中央区北4条西7丁目1-5
NCO札幌ホワイトビル4F 6号室

仙台エリアオフィス
〒980-0014  
宮城県仙台市青葉区本町1丁目 2-5 第三志ら梅ビル 204号

名古屋エリアオフィス
〒450-0002
名古屋市中村区名駅4-2-7 丸森パーク東棟602号室

関西エリア 大阪オフィス
〒542-0085  
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-5-24 3Ｆ

広島エリアオフィス
〒730-0035  
広島県広島市中区本通1-8 2F

福岡エリアオフィス
〒810-0001  
福岡県福岡市中央区天神2丁目8-128 3F

株式会社ジュン
〒107-8384  
東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE 南青山4F
TEL：03-6371-8888

株式会社ジュンサテライトオフィス
〒107-0061  
東京都港区北青山2-13-5 青山サンクレストビル5F
TEL：03-6371-8888
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